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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークを介した無線通信が行われる無線通信システムにおいて、
　前記無線ネットワークに参入すべき時刻である参入予定時刻になった場合に、前記無線
ネットワークへの参入要求を行う無線デバイスと、
　前記参入要求を行った無線デバイスを前記無線ネットワークに参入させ、当該無線デバ
イスの前記無線ネットワークを介した無線通信が完了した場合に、当該無線デバイスを前
記無線ネットワークから離脱させる管理装置と
　を備え、
　前記管理装置は、当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる前に、当該
無線デバイスに対して、前記無線ネットワークに参入すべき次回の時刻を前記参入予定時
刻として設定する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、前記無線デバイスを識別する識別情報と、前記無線デバイスを前記無
線ネットワークから離脱させるか否かを示すフラグとが対応付けられたテーブルを格納す
る格納部を備えており、当該無線デバイスから得られる識別情報に対応するフラグに基づ
いて当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させるか否かを制御する請求項１
記載の無線通信システム。
【請求項３】
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　前記管理装置の格納部に格納されたテーブルの内容を設定可能な上位管理装置を備える
ことを特徴とする請求項２記載の無線通信システム。
【請求項４】
　複数の無線デバイスで形成される無線ネットワークの管理を行う管理装置において、
　前記無線ネットワークへの参入要求を行った無線デバイスを前記無線ネットワークに参
入させ、当該無線デバイスの前記無線ネットワークを介した無線通信が完了した場合に、
当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる制御部と、
　当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる前に、当該無線デバイスに対
して、前記無線ネットワークに参入すべき次回の時刻を参入予定時刻として設定する設定
部と
　を備えることを特徴とする管理装置。
【請求項５】
　前記無線デバイスを識別する識別情報と、前記無線デバイスを前記無線ネットワークか
ら離脱させるか否かを示すフラグとが対応付けられたテーブルを格納する格納部を備えて
おり、
　前記制御部は、当該無線デバイスから得られる識別情報に対応するフラグに基づいて当
該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させるか否かを制御する
　ことを特徴とする請求項４記載の管理装置。
【請求項６】
　無線ネットワークを介して無線通信を行う無線デバイスにおいて、
　前記無線ネットワークに参入すべき時刻である参入予定時刻を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記参入予定時刻になった場合に、前記無線ネットワークへの
参入要求を行う制御部と
　を備え、
　前記記憶部は、前記参入予定時刻に加えて、前記無線ネットワークへの参入要求を行う
ために前回必要であった通信リソースに関する第１情報、及び前記無線ネットワークにお
ける時刻と自機の時刻との偏差を示す第２情報を記憶し、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶された前記参入予定時刻と前記第１，第２情報とを用
いて前記無線ネットワークに参入するための処理を行う
　ことを特徴とする無線デバイス。
【請求項７】
　前記制御部は、予め規定された事象が生じた場合には、前記参入予定時刻に拘わらず、
前記無線ネットワークへの参入要求を行うことを特徴とする請求項６記載の無線デバイス
。
【請求項８】
　無線ネットワークを介して無線通信を行う無線通信方法であって、
　前記無線ネットワークに参入すべき時刻である参入予定時刻になったときに、前記無線
ネットワークへの参入要求を行う第１ステップと、
　前記参入要求を行った無線デバイスを前記無線ネットワークに参入させ、当該無線デバ
イスによって前記無線ネットワークを介した無線通信を行う第２ステップと、
　前記無線ネットワークを介した無線通信が完了したときに、当該無線デバイスを前記無
線ネットワークから離脱させる第３ステップと、
　当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる前に、当該無線デバイスに対
して、前記無線ネットワークに参入すべき次回の時刻を前記参入予定時刻として設定する
ステップと
　を有することを特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、管理装置、無線デバイス、及び無線通信方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、プラントや工場等においては、高度な自動操業を実現すべく、フィールド機
器と呼ばれる現場機器（測定器、操作器）と、これらの制御を行う制御装置とが通信手段
を介して接続された分散制御システム（ＤＣＳ：Distributed Control System）が構築さ
れている。このような分散制御システムの基礎をなす通信システムは、有線によって通信
を行うものが殆どであったが、近年においてはＩＳＡ１００．１１ａやＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴ（登録商標）等の産業用無線通信規格に準拠した無線通信を行うものも実現され
ている。
【０００３】
　これらの無線通信規格に準拠した無線通信システムは、メディアアクセス方式としてＴ
ＤＭＡ（Time Division Multiple Access：時分割多元接続）方式を用い、システムマネ
ージャ（或いは、ネットワークマネージャ）と呼ばれる管理装置を設けてＴＤＭＡ方式に
おける通信リソース（チャネルやタイムスロット等）の管理を行っている。具体的に、管
理装置は、無線ネットワークを介して行われる無線通信の各々に対して互いに異なるタイ
ムスロット及びチャネルの割り当てを行った通信スケジュールを作成し、通信リソースの
割り当てが重複しないように管理している。
【０００４】
　ここで、上記の無線通信システムで用いられるフィールド機器（無線フィールド機器）
は、基本的に単独でプラント等に設置され、外部からの電力供給（例えば、通信バスを介
した電力供給）を受けることができないため、電源として電池が用いられる。このような
無線フィールド機器では、電池の消耗を極力少なくするために、上記の管理装置で作成さ
れる通信スケジュールに従った省電力動作が行われる。具体的には、通信を行う必要が無
い場合には、スリープ状態（無線ネットワークに参入している状態ではあるが、電力消費
を極力少なくするために無線信号の送信及び受信を行わない状態）になっており、通信を
行う必要が生じた場合にのみアクティブ状態（無線信号の送信又は受信が可能な状態）に
移行して、管理装置によって割り当てられた通信リソースを用いて無線信号を送信又は受
信する動作が行われる。
【０００５】
　また、上記の無線通信システムにおいて、管理装置で作成される通信スケジュールに従
った通信が正常に行われるためには、無線ネットワークを介して無線通信を行う無線機器
（無線フィールド機器を含む）の時刻が互いに同期していることが前提となる。このため
、無線通信システムでは、下位の無線機器（例えば、無線フィールド機器）が、上位の無
線機器（例えば、無線ルータ）から定期的に（例えば、数分程度の時間間隔で）時刻情報
を取得し、取得した時刻情報を用いて自機の時刻を補正する動作（クロックアップデート
）が行われる。尚、以下の特許文献１には、上述の省電力動作を行う従来の無線フィール
ド機器の一例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７９８６６５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、従来の無線通信システムにおいて、無線ネットワークを介して無線通信を行
う無線機器は、上述した省電力動作を行うか否かに拘わらず、無線ネットワークに参入し
ている状態（ジョイン（Join）状態）にある。ここで、ジョイン状態とは、具体的には以
下の（ａ）～（ｃ）に示す状態の全てが満たされている状態をいう。
　（ａ）無線通信システムと時刻同期している状態
　（ｂ）暗号化通信の設定が完了しており、他の無線機器との間で行われる通信のセキュ
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リティが確立されている状態
　（ｃ）一定の無線帯域（タイムスロット及びチャネル）が割り当てられている状態
【０００８】
　ジョイン状態にある無線機器は、管理装置で作成された通信スケジュールに従って無線
信号を送信又は受信できるため、リアルタイム性（伝送遅延（レイテンシー）が殆ど生じ
ないこと）が実現できるというメリットがある。しかしながら、ジョイン状態にある無線
機器は、一定の無線帯域（タイムスロット及びチャネル）を占有するため、無線ネットワ
ークに参入可能な無線機器の数が制限されてしまうという問題がある。
【０００９】
　例えば、１秒間のタイムスロット数が「１００」であり、チャネル数が「１６」である
無線通信システムにおいて、各無線機器が１秒間に１回だけ無線通信を行うと仮定した場
合には、無線ネットワークに参入可能な無線機器の最大数は「１６００」に制限される。
実際には、使用されるタイムスロット及びチャネルについてある程度の余裕を考慮すると
、無線ネットワークに参入可能な無線機器の数は「１０００」程度に制限されると考えら
れる。
【００１０】
　また、従来の無線通信システムでは、上述した通り、各無線機器が定期的にクロックア
ップデートを行って時刻を互いに同期させる必要がある。このクロックアップデートは、
データの送受信を行わない場合でも定期的に行う必要があるため、無線機器の消費電力を
低減することができない要因になっている。無線機器の消費電力が大きいと、その分だけ
容量の大きな高価な電池を搭載せざるを得ず、電池のコストを含めた無線機器のコストの
低減が困難であるという問題がある。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、従来よりも多くの無線デバイスを無線
ネットワークに参入させることが可能であり、更には無線デバイスの消費電力を低減する
ことが可能な無線通信システム、管理装置、無線デバイス、及び無線通信方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の無線通信システムは、無線ネットワーク（Ｎ１）
を介した無線通信が行われる無線通信システム（１）において、前記無線ネットワークに
参入すべき時刻である参入予定時刻（Ｑ１）になった場合に、前記無線ネットワークへの
参入要求を行う無線デバイス（１１ａ～１１ｄ）と、前記参入要求を行った無線デバイス
を前記無線ネットワークに参入させ、当該無線デバイスの前記無線ネットワークを介した
無線通信が完了した場合に、当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる管
理装置（１５）とを備えることを特徴としている。
　この発明によると、無線ネットワークへの参入要求を送信した無線デバイスを無線ネッ
トワークに参入させる処理が行われ、無線ネットワークに参入した無線デバイスの無線ネ
ットワークを介した無線通信が完了すると、その無線デバイスを無線ネットワークから離
脱させる処理が行われる。
　また、本発明の無線通信システムは、前記管理装置が、当該無線デバイスを前記無線ネ
ットワークから離脱させる前に、当該無線デバイスに対して、前記無線ネットワークに参
入すべき次回の時刻を前記参入予定時刻として設定することを特徴としている。
　また、本発明の無線通信システムは、前記管理装置が、前記無線デバイスを識別する識
別情報と、前記無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させるか否かを示すフラグ
とが対応付けられたテーブル（Ｑ３）を格納する格納部（３３）を備えており、当該無線
デバイスから得られる識別情報に対応するフラグに基づいて当該無線デバイスを前記無線
ネットワークから離脱させるか否かを制御することを特徴としている。
　また、本発明の無線通信システムは、前記管理装置の格納部に格納されたテーブルの内
容を設定可能な上位管理装置（１７、１８）を備えることを特徴としている。



(5) JP 5786836 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　本発明の管理装置は、複数の無線デバイス（１１ａ～１１ｄ）で形成される無線ネット
ワーク（Ｎ１）の管理を行う管理装置（１５）において、前記無線ネットワークへの参入
要求を行った無線デバイスを前記無線ネットワークに参入させ、当該無線デバイスの前記
無線ネットワークを介した無線通信が完了した場合に、当該無線デバイスを前記無線ネッ
トワークから離脱させる制御部（３４）を備えることを特徴としている。
　また、本発明の管理装置は、当該無線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる
前に、当該無線デバイスに対して、前記無線ネットワークに参入すべき次回の時刻を参入
予定時刻（Ｑ１）として設定する設定部（３４ａ）を備えることを特徴としている。
　また、本発明の管理装置は、前記無線デバイスを識別する識別情報と、前記無線デバイ
スを前記無線ネットワークから離脱させるか否かを示すフラグとが対応付けられたテーブ
ル（Ｑ３）を格納する格納部（３３）を備えており、前記制御部が、当該無線デバイスか
ら得られる識別情報に対応するフラグに基づいて当該無線デバイスを前記無線ネットワー
クから離脱させるか否かを制御することを特徴としている。
　本発明の無線デバイスは、無線ネットワーク（Ｎ１）を介して無線通信を行う無線デバ
イス（１１ａ～１１ｄ）において、前記無線ネットワークに参入すべき時刻である参入予
定時刻（Ｑ１）を記憶する記憶部（２４）と、前記記憶部に記憶された前記参入予定時刻
になった場合に、前記無線ネットワークへの参入要求を行う制御部（２５）とを備えるこ
とを特徴としている。
　また、本発明の無線デバイスは、前記記憶部が、前記参入予定時刻に加えて、前記無線
ネットワークへの参入要求を行うために前回必要であった通信リソースに関する第１情報
、及び前記無線ネットワークにおける時刻と自機の時刻との偏差を示す第２情報を記憶し
、前記制御部が、前記記憶部に記憶された前記参入予定時刻と前記第１，第２情報とを用
いて前記無線ネットワークに参入するための処理を行うことを特徴としている。
　また、本発明の無線デバイスは、前記制御部が、予め規定された事象が生じた場合には
、前記参入予定時刻に拘わらず、前記無線ネットワークへの参入要求を行うことを特徴と
している。
　本発明の無線通信方法は、無線ネットワーク（Ｎ１）を介して無線通信を行う無線通信
方法であって、前記無線ネットワークに参入すべき時刻である参入予定時刻（Ｑ１）にな
ったときに、前記無線ネットワークへの参入要求を行う第１ステップ（Ｓ１３）と、前記
参入要求を行った無線デバイス（１１ａ～１１ｄ）を前記無線ネットワークに参入させ、
当該無線デバイスによって前記無線ネットワークを介した無線通信を行う第２ステップ（
Ｓ１５、Ｓ２２）と、前記無線ネットワークを介した無線通信が完了したときに、当該無
線デバイスを前記無線ネットワークから離脱させる第３ステップ（Ｓ２７）とを有するこ
とを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、無線ネットワークへの参入要求を送信した無線デバイスを無線ネット
ワークに参入させ、無線ネットワークに参入した無線デバイスの無線ネットワークを介し
た無線通信が完了すると、その無線デバイスを無線ネットワークから離脱させているため
、従来よりも多くの無線デバイスを無線ネットワークに参入させることが可能であるとい
う効果がある。また、無線デバイスを無線ネットワークから離脱させることで、従来必要
であった時刻補正（クロックアップデート）が不要となるため、無線デバイスの消費電力
を低減することができるという効果があり、これにより電池のコストを含めた無線デバイ
スのコストを低減することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による無線通信システムの全体構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による無線デバイスの要部構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による管理装置としてのシステムマネージャの要部構成を示
すブロック図である。



(6) JP 5786836 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【図４】システムマネージャで用いられるデバイス情報の一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態において割り当てられる通信リソースを説明するための図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態による無線デバイスの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態による管理装置としてのシステムマネージャの動作を示すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態による無線通信システムの動作を説明するためのタイミング
チャートである。
【図９】本発明の一実施形態で行われる親ルータの探索処理を説明するための図である。
【図１０】本発明の一実施形態による無線通信システムの他の動作を説明するためのタイ
ミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態による無線通信システム、管理装置、無線デ
バイス、及び無線通信方法について詳細に説明する。
【００１６】
〈無線通信システムの全体構成〉
　図１は、本発明の一実施形態による無線通信システムの全体構成を示す図である。図１
に示す通り、本実施形態の無線通信システム１は、無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デ
バイス１２、無線ルータ１３ａ，１３ｂ、バックボーンルータ１４ａ，１４ｂ、システム
マネージャ１５（管理装置）、ゲートウェイ１６、監視制御装置１７（上位管理装置）、
及び端末装置１８（上位管理装置）を備えており、無線ネットワークＮ１を介したＴＤＭ
Ａ（Time Division Multiple Access：時分割多元接続）方式による無線通信が可能であ
る。この無線通信システム１は、例えばプラントや工場等（以下、これらを総称する場合
には、単に「プラント」という）に構築される。
【００１７】
　ここで、無線通信システム１が構築されるプラントには、無線ネットワークＮ１、バッ
クボーンネットワークＮ２、及び制御ネットワークＮ３が設けられている。無線ネットワ
ークＮ１は、プラントの現場に設置された機器（無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デバ
イス１２、無線ルータ１３ａ，１３ｂ、及びバックボーンルータ１４ａ，１４ｂ）によっ
て実現されて、システムマネージャ１５によって管理されるネットワークである。尚、無
線ネットワークＮ１を形成する無線デバイス、無線ルータ、及びバックボーンルータの数
は任意である。
【００１８】
　バックボーンネットワークＮ２は、無線通信システム１の基幹となる有線ネットワーク
であり、バックボーンルータ１４ａ，１４ｂ、システムマネージャ１５、及びゲートウェ
イ１６が接続される。制御ネットワークＮ３は、バックボーンネットワークＮ２の上位に
位置づけられる有線ネットワークであり、ゲートウェイ１６、監視制御装置１７、及び端
末装置１８が接続される。
【００１９】
　無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２は、例えば流量計や温度センサ等の
センサ機器、流量制御弁や開閉弁等のバルブ機器、ファンやモータ等のアクチュエータ機
器、その他のプラントに設置されるフィールド機器であり、監視制御装置１７の制御の下
で動作する。これら無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２は何れも、電池を
電源として省電力動作（例えば、間欠動作）を行い、ＩＳＡ１００．１１ａに準拠したＴ
ＤＭＡ方式による無線通信が可能である。但し、上記の無線デバイス１１ａ～１１ｄと無
線デバイス１２とは、無線ネットワークＮ１に参入している状態（ジョイン（Join）状態
）を維持するか否かにおいて大きく相違する。
【００２０】
　具体的に、無線デバイス１１ａ～１１ｄは、無線ネットワークＮ１に参入した後に予定
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された無線通信（無線ネットワークＮ１を介した無線通信）が完了すると、システムマネ
ージャ１５の管理の下で無線ネットワークＮ１から離脱（リーブ（Leave））する。これ
に対し、無線デバイス１２は、従来の無線デバイスと同様に、システムマネージャ１５の
管理の下で無線ネットワークＮ１に参入した後はジョイン状態を維持する。
【００２１】
　このように、無線デバイス１１ａ～１１ｄが無線ネットワークＮ１から離脱するのは、
無線通信を行う必要が無い場合に通信リソースを開放することによって、従来よりも多く
の無線デバイスを無線ネットワークＮ１に参入可能にするためである。また、ジョイン状
態を維持する場合に必要となるクロックアップデート（定期的な時刻同期）を無くすこと
で、無線デバイス１１ａ～１１ｄの消費電力を低減するためである。
【００２２】
　ここで、無線デバイス１１ａ～１１ｄが無線ネットワークＮ１から離脱している状態（
リーブ状態）とは、具体的には以下の（Ａ）～（Ｃ）に示す状態の全てが満たされている
状態をいう。
　（Ａ）無線通信システムとの時刻同期が維持されていない状態
　（Ｂ）他の無線機器との間で行われる通信のセキュリティが確立されていない状態
　（Ｃ）無線帯域（タイムスロット及びチャネル）が割り当てられていない状態
【００２３】
　また、上記の無線デバイス１１ａ～１１ｄと無線デバイス１２とは、無線ネットワーク
Ｎ１への参入するタイミングも相違する。具体的に、無線デバイス１１ａ～１１ｄは、無
線ネットワークＮ１に参入した後は無線ネットワークＮ１から離脱することを前提とする
ものであるため、システムマネージャ１５によって設定される参入予定時刻（無線ネット
ワークＮ１に参入すべき時刻）になったタイミングでジョイン要求を行う。これに対し、
無線デバイス１２は、無線ネットワークＮ１に参入した後はジョイン状態を維持するもの
であるため、基本的には作業者からの指示があったタイミングで、システムマネージャ１
５に対して無線ネットワークＮ１への参入要求（ジョイン要求）を行う。尚、無線デバイ
ス１１ａ～１１ｄの詳細については後述する。
【００２４】
　無線ルータ１３ａ，１３ｂは、無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デバイス１２、及び
バックボーンルータ１４ａ，１４ｂとの間でＩＳＡ１００．１１ａに準拠した無線通信を
行い、無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デバイス１２、及びバックボーンルータ１４ａ
，１４ｂとの間で送受信されるデータを中継する。これら無線ルータ１３ａ，１３ｂも、
無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２と同様に、電池を電源として間欠動作
等の省電力動作を行う。尚、図１では、無線デバイス１２がバックボーンルータ１４ａに
直接接続されている状態を図示しているが、無線デバイス１２は、無線デバイス１ａ～１
１ｄと同様に、無線ルータ１３，１３ｂを介してバックボーンルータ１４ａ，１４ｂに接
続されることもある。
【００２５】
　また、無線ルータ１３ａ，１３ｂは、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１
２に対して定期的に広告パケットを送信する。この広告パケットは、無線デバイス１１ａ
～１１ｄ及び無線デバイス１２を無線ネットワークＮ１に接続させるため、或いは無線ネ
ットワークＮ１に参入している無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の時刻
を同期させるために用いられるものである。尚、ここでは、説明を簡単にするために、無
線ルータ１３ａ，１３ｂの双方が広告パケットを送信するものとするが、無線ルータ１３
ａ，１３ｂのうちの何れか一方のみが広告パケットを送信するものであっても良い。
【００２６】
　バックボーンルータ１４ａ，１４ｂは、無線ネットワークＮ１とバックボーンネットワ
ークＮ２とを接続し、無線ネットワークＮ１とバックボーンネットワークＮ２との間で送
受信されるデータの中継を行う。このバックボーンルータ１４ａ，１４ｂは、例えばバッ
クボーンネットワークＮ２から供給される直流電力、或いはバックボーンネットワークＮ
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２とは別の経路を介して供給される直流電力により連続して動作し、上記の無線通信規格
ＩＳＡ１００．１１ａに準拠した無線通信を行う。
【００２７】
　システムマネージャ１５は、例えば商用電源から供給される電力により連続して動作し
、無線ネットワークＮ１を介して行われる無線通信の制御を行う。具体的には、無線デバ
イス１１ａ～１１ｄ、無線デバイス１２、無線ルータ１３ａ，１３ｂ、バックボーンルー
タ１４ａ，１４ｂ、及びゲートウェイ１６に対する通信リソース（タイムスロット及びチ
ャネル）の割り当て制御を行って、無線ネットワークＮ１を介したＴＤＭＡによる無線通
信を実現する。
【００２８】
　また、システムマネージャ１５は、無線ネットワークＮ１に対して無線デバイス１１ａ
～１１ｄ及び無線デバイス１２等を参入させる処理（参入処理）を行うとともに、無線ネ
ットワークＮ１から無線デバイス１１ａ～１１ｄを離脱させる処理（離脱処理）を行う。
ここで、システムマネージャ１５は、無線デバイスの識別子と無線ネットワークＮ１から
無線デバイスを離脱させるか否かを示すフラグとが対応付けられているデバイス情報に基
づいて上記の離脱処理を行う。また、システムマネージャ１５は、無線ネットワークＮ１
から無線デバイス１１ａ～１１ｄを離脱させる際には、無線デバイス１１ａ～１１ｄに対
し、無線ネットワークＮ１に参入すべき次回の時刻を参入予定時刻として設定する処理を
行う。尚、システムマネージャ１５の詳細については後述する。
【００２９】
　ゲートウェイ１６は、バックボーンネットワークＮ２と制御ネットワークＮ３とを接続
し、無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デバイス１２、システムマネージャ１５等と、監
視制御装置１７及び端末装置１８との間で送受信される各種データの中継を行う。このゲ
ートウェイ１６を設けることで、セキュリティを維持しつつ、バックボーンネットワーク
Ｎ２と制御ネットワークＮ３とを相互に接続することができる。
【００３０】
　監視制御装置１７は、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２等の監視及び
管理を行う。具体的に、監視制御装置１７は、ゲートウェイ１６を介して無線デバイス１
１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２から測定データを収集することによって無線デバイス
１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２等の監視を行う。また、監視制御装置１７は、収集
した測定データに基づいて無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の制御量を
求め、ゲートウェイ１６を介して無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２に設
定することによって、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２を制御する。ま
た、監視制御装置１７は、システムマネージャ１５に格納されている上記のデバイス情報
の設定や変更を行う。
【００３１】
　端末装置１８は、例えばプラントの運転員によって操作され、無線デバイス１１ａ～１
１ｄ及び無線デバイス１２の監視及び制御等を行うために用いられる。具体的に、端末装
置１８は、キーボードやポインティングデバイス等の入力装置、液晶表示装置等の表示装
置を備えており、監視制御装置１７で得られた無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバ
イス１２の監視結果を表示装置に表示して運転員に提供するとともに、運転員が入力装置
を操作して入力した指示を監視制御装置１７に出力して、その指示に基づいた制御を監視
制御装置１７に行わせる。また、端末装置１８は、監視制御装置１７と同様に、システム
マネージャ１５に格納されている上記のデバイス情報の設定や変更が可能である。
【００３２】
〈無線デバイス１１ａ～１１ｄの構成〉
　図２は、本発明の一実施形態による無線デバイスの要部構成を示すブロック図である。
尚、無線デバイス１１ａ～１１ｄは同様の構成であるため、ここでは無線デバイス１１ａ
を代表させて説明する。また、理解を容易にするために、無線デバイス１１ａは、工業プ
ロセスにおける各種の状態量（例えば、圧力、温度、流量等）を測定するセンサ機器であ
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るものとする。図２に示す通り、無線デバイス１１ａは、測定部２１、無線通信部２２、
時計部２３、不揮発性メモリ２４（記憶部）、及び制御部２５を備える。
【００３３】
　測定部２１は、圧力計、温度計、流量計等の測定器を備えており、工業プロセスにおけ
る各種の状態量（圧力、温度、或いは流量等）を測定し、その測定結果を示すプロセス値
を出力する。無線通信部２２は、制御部２５の制御の下で、無線ネットワークＮ１を介し
た無線通信を行う。尚、無線通信部２２で行われる無線通信は、無線通信規格ＩＳＡ１０
０．１１ａに準拠したものである。
【００３４】
　時計部２３は、時刻を計時して現在の時刻を示す時刻データを制御部２５に出力する。
具体的に、時計部２３は、±数十ｐｐｍ（parts per million：１００万分の１）程度の
精度で振動する水晶振動子を備えており、この水晶振動子の振動周波数を検出することに
よって時刻を計時する。時計部２３で計時される時刻は、無線デバイス１１ａが無線ネッ
トワークＮ１に参入するときに制御部２５によって補正される。これは、無線ルータ１３
ａやシステムマネージャ１５と同期させるためである。
【００３５】
　不揮発性メモリ２４は、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入するために
必要となる参入予定時刻Ｑ１及びルータ情報Ｑ２を記憶する。参入予定時刻Ｑ１は、無線
ネットワークＮ１から離脱した状態にある無線デバイス１１ａが、無線ネットワークＮ１
に参入すべきおおよその時刻を示す情報である。この参入予定時刻Ｑ１は、無線デバイス
１１ａが無線ネットワークＮ１から離脱する際に、システムマネージャ１５によって設定
される。
【００３６】
　ルータ情報Ｑ２は、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１から離脱する前に接続
されていた親ルータ（無線ルータ１３ａ，１３ｂ或いはバックボーンルータ１４ａ，１４
ｂ：図１に示す例では、無線ルータ１３ａ）を示す情報である。具体的に、ルータ情報Ｑ
２は、「広告パケットホッピングパターン情報」（第１情報）、「広告パケット受信リン
ク情報」（第１情報）、及び「時刻偏差情報」（第２情報）を含む。上記の「広告パケッ
トホッピングパターン情報」は、親ルータが広告パケットを定期的（例えば、４秒毎）に
送信するために用いるチャネルの遷移順を示す情報である。上記の「広告パケット受信リ
ンク情報」は、親ルータが送信する広告パケットを受信するためのリンク情報（オフセッ
ト及び周期）を示す情報である。上記の「時刻偏差情報」は、親ルータと無線デバイス１
１ａとの時刻偏差を示す情報である。
【００３７】
　ルータ情報Ｑ２のうちの上記の「広告パケットホッピングパターン情報」及び「広告パ
ケット受信リンク情報」は、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入した後に
システムマネージャ１５によって設定される。これに対し、ルータ情報Ｑ２のうちの上記
の「時刻偏差情報」は、親ルータから定期的に送信される広告パケットを無線デバイス１
１ａが受信することによって、無線デバイス１１ａの制御部２５が算出する。具体的に、
親ルータが広告パケットを送信する間隔をＴ１［ｓｅｃ］とし、無線デバイス１１ａが親
ルータからの広告パケットを受信する間隔をＴ２［ｓｅｃ］とすると、制御部２５は、以
下の（１）式を用いて、時刻偏差Ｄ［ｐｐｍ］を求める。
　　Ｄ＝（Ｔ２－Ｔ１）／Ｔ１×１００００００　…（１）
【００３８】
　制御部２５は、無線デバイス１１ａの動作を統括して制御する。例えば、制御部２５は
、測定部２１を制御して工業プロセスにおける各種の状態量を測定させ、無線通信部２２
を制御して無線デバイス１１ａを無線ネットワークＮ１へ参入させ、或いは無線通信部２
２を制御して測定部２１で測定されたプロセス値を、無線ネットワークＮ１を介して監視
制御装置１７に向けて送信させる。
【００３９】
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　この制御部２５は、探索期間算出部２５ａ及びイベント検出部２５ｂを備える。探索期
間算出部２５ａは、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入する際に、親ルー
タを探索する期間を算出する。このように、親ルータの探索期間を算出するのは、無線デ
バイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入する際の電力消費量を極力低減するためであ
る。無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入するには、まず親ルータを探索す
る必要がある。親ルータを探索するには、複数のチャネルをサーチする必要があることか
ら無線デバイス１１ａの消費電力が大きくなり、親ルータの探索が長期間に亘って行われ
ると無線デバイス１１ａで電力が無駄に消費されてしまう。そこで、無線デバイス１１ａ
の電力消費量を極力低減するために、探索期間算出部２５ａで探索期間を求めて、親ルー
タを探索する期間を制限するようにしている。
【００４０】
　具体的に、探索期間算出部２５ａは、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１から
離脱する直前に広告パケットを受信した時刻をｔ０とすると、以下の（２）式を用いて、
親ルータの探索を開始する探索開始時刻ｔ１を求める。
　　ｔ１＝ｔ０＋（Ｔ２×ｎ）－（Ｔ２×ｎ）×Ｄ／１００００００×Ｓ　…（２）
但し、上記（２）式中のＴ２は無線デバイス１１ａが親ルータからの広告パケットを受信
していた間隔［ｓｅｃ］であり、Ｄは上記の（１）式で求められる時刻偏差であり、Ｓは
広告パケットの受信が安全に行われるために設定される安全率（任意の値）であり、ｎは
上述した参入予定時刻Ｑ１を広告パケットの受信間隔Ｔ２で除算して得られる商である。
【００４１】
　また、探索期間算出部２５ａは、以下の（３）式を用いて、探索を継続する探索期間Ｔ
を求める。
　　Ｔ＝（Ｔ２×ｎ）×Ｄ／１００００００×Ｓ×２　…（３）
　従って、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入する際には、上記の（２）
式で得られる探索開始時刻ｔ１から上記の（３）式で得られる探索期間Ｔが終了するまで
の間（つまり、探索終了時刻ｔ２（＝ｔ１＋Ｔ）になるまでの間）、無線デバイス１１ａ
による親ルータの探索が行われる。
【００４２】
　イベント検出部２５ｂは、無線デバイス１１ａの内部で発生する様々なイベントのうち
、予め設定されたイベント（事象）の発生を検出する。例えば、イベント検出部２５ｂは
、無線デバイス１１ａの内部で異常が生じた場合に、その旨を示すイベントを検出する。
このようなイベント検出部２５ｂを設けるのは、無線ネットワークＮ１から離脱している
無線デバイス１１ａを、強制的に無線ネットワークＮ１に参入させるためである。つまり
、無線デバイス１１ａは、無線ネットワークＮ１から離脱すると、基本的にシステムマネ
ージャ１５によって設定された参入予定時刻Ｑ１（正確には、上記の探索開始時刻ｔ１）
になるまで無線ネットワークＮ１に参入しない。無線ネットワークＮ１から離脱している
状態で異常が生じた場合には、早急に無線ネットワークＮ１に参入してその旨を監視制御
装置１７に伝える必要があるため、強制的に無線ネットワークＮ１に参入させるようにし
ている。
【００４３】
〈システムマネージャ１５の構成〉
　図３は、本発明の一実施形態による管理装置としてのシステムマネージャの要部構成を
示すブロック図である。図３に示す通り、システムマネージャ１５は、通信部３１、時計
部３２、格納部３３、及び制御部３４を備える。通信部３１は、制御部３４の制御の下で
、バックボーンネットワークＮ２を介した通信を行う。時計部３２は、無線デバイス１１
ａに設けられる時計部２３と同様に、時刻を計時して現在の時刻を示す時刻データを制御
部３４に出力する。但し、システムマネージャ１５の時計部３２で計時される時刻は、無
線ネットワークＮ１を介して無線通信を行う無線機器の基準となるものであるため、無線
デバイス１１ａに設けられる時計部２３よりも高い精度で時刻を計時する。
【００４４】
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　格納部３３は、例えばハードディスク等の外部記憶装置で実現され、無線デバイス１１
ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２を無線ネットワークＮ１から離脱させるか否かを制御す
るためのデバイス情報Ｑ３を格納する。図４は、システムマネージャで用いられるデバイ
ス情報の一例を示す図である。図４に示す通り、デバイス情報Ｑ３は、「ＥＵＩ６４」，
「タグ」，「デバイスタイプ」，「リーブフラグ」（フラグ），「更新周期」等が対応付
けられたテーブル形式の情報である。
【００４５】
　上記「ＥＵＩ６４」は、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２を一意に識
別するために無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の各々に割り当てられた
６４ビットの識別情報である。上記「タグ」は、例えばプラントの現場で作業を行う作業
者が無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の識別を容易にするために無線デ
バイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の各々に付される情報である。上記「デバイ
スタイプ」は、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイス１２の種類を示す情報であ
る。
【００４６】
　上記「リーブフラグ」は、無線ネットワークＮ１から無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び
無線デバイス１２を離脱させるか否かを示す情報である。「リーブフラグ」は、値が「１
」である場合には、無線デバイスを無線ネットワークＮ１から離脱させる旨を示し、値が
「０」である場合には、無線デバイスを無線ネットワークＮ１から離脱させずにジョイン
状態を維持する旨を示す。「更新周期」は、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイ
ス１２が測定したプロセス値を監視制御装置１７に送信すべき周期を示す情報である。
【００４７】
　図４に示す例において、下二桁の値が「０１」～「０４」である「ＥＵＩ６４」は、無
線デバイス１１ａ～１１ｄにそれぞれ割り当てられたものであり、下二桁の値が「０５」
である「ＥＵＩ６４」は、無線デバイス１２に割り当てられたものである。無線デバイス
１１ａ～１１ｄは、システムマネージャ１５の管理の下で無線ネットワークＮ１から離脱
するものであるため、下二桁の値が「０１」～「０４」である「ＥＵＩ６４」に対応する
「リーブフラグ」は値が「１」に設定されている。これに対し、無線デバイス１２は、シ
ステムマネージャ１５の管理の下で無線ネットワークＮ１に参入した後はジョイン状態を
維持するものであるため、下二桁の値が「０５」である「ＥＵＩ６４」に対応する「リー
ブフラグ」は値が「０」に設定されている。
【００４８】
　制御部３４は、システムマネージャ１４の動作を統括して制御する。例えば、無線ネッ
トワークＮ１を介したＴＤＭＡによる無線通信を実現するために、無線ネットワークＮ１
を介して無線通信を行う無線機器（無線デバイス１１ａ～１１ｄ、無線デバイス１２、無
線ルータ１３ａ，１３ｂ、バックボーンルータ１４ａ，１４ｂ）及びゲートウェイ１６に
対する通信リソース（タイムスロット及びチャネル）の割り当て制御を行う。
【００４９】
　ここで、制御部３４によって割り当てられる通信リソースについて説明する。図５は、
本発明の一実施形態において割り当てられる通信リソースを説明するための図である。尚
、図５に示す図は、横軸に時間をとり、縦軸にチャネル（無線通信周波数）をとっている
。図５において、横軸方向の１マスは１つのタイムスロットを示しており、縦軸方向の１
マスは１つのチャネルを示している。但し、図示の簡単化のために、図５においてはチャ
ネルを１０チャネルのみ図示している。
【００５０】
　図５において、斜線が付されたマスは制御部３４によって割り当てられた通信リソース
を示しており、斜線が付されていないマスは制御部３４による割り当てが行われていない
通信リソースを示している。例えば、図５において、符号Ｒ１が付されたマスは、バック
ボーンルータ１４ａが無線ルータ１３ａに対してデータを送信するために割り当てられた
通信リソースを示しており、符号Ｒ２が付されたマスは、バックボーンルータ１４ａが無
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線デバイス１２に対してデータを送信するために割り当てられた通信リソースを示してい
る。このように、制御部３４は、無線ネットワークＮ１を介して行われる無線通信の各々
に対して互いに重複しないように通信リソースの割り当てを行う。
【００５１】
　また、制御部３４は、無線ネットワークＮ１へのジョイン要求があった場合には、その
ジョイン要求を行った無線デバイスを無線ネットワークＮ１に参入させる処理を行う。ま
た、格納部２２に格納されたデバイス情報Ｑ３を参照して、無線ネットワークＮ１から無
線デバイス１１ａ～１１ｄを離脱させる処理を行う。
【００５２】
　この制御部３４は、無線ネットワークＮ１から離脱させる無線デバイスに対して、無線
ネットワークＮ１に参入すべき次回の時刻を参入予定時刻Ｑ１として設定する参入予定時
刻設定部３４ａを備える。参入予定時刻設定部３４ａは、格納部２２に格納されたデバイ
ス情報Ｑ３の「更新周期」を参照し、無線デバイス１１ａ～１１ｄに設定される参入予定
時刻Ｑ１が分散するように参入予定時刻Ｑ１の設定を行う。これは、無線デバイス１１ａ
～１１ｄが同時に無線ネットワークＮ１に参入しないようにするためである。
【００５３】
〈無線通信システムの動作〉
　次に、上記構成における無線通信システム１の動作について説明する。以下では、シス
テムマネージャ１５の制御の下で、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に対して
参入及び離脱する動作を中心に説明する。図６は、本発明の一実施形態による無線デバイ
スの動作を示すフローチャートであり、図７は、本発明の一実施形態による管理装置とし
てのシステムマネージャの動作を示すフローチャートである。また、図８は、本発明の一
実施形態による無線通信システムの動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００５４】
　尚、システムマネージャ１５の格納部３３には、図４に示すデバイス情報Ｑ３が格納さ
れているものとする。つまり、無線デバイス１１ａ～１１ｄに割り当てられた「ＥＵＩ６
４」に対応するリーブフラグの値が「１」に設定され、無線デバイス１２に割り当てられ
た「ＥＵＩ６４」に対応するリーブフラグの値が「０」に設定されたデバイス情報Ｑ３が
格納されているものとする。このデバイス情報Ｑ３は、例えばプラントの運転員が、端末
装置１８を操作して図４に示すデバイス情報Ｑ３を入力し、入力したデバイス情報Ｑ３の
ダウンロードの指示を行うことにより、システムマネージャ１５の格納部３３に格納され
る。
【００５５】
　図６に示すフローチャートは、例えば無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１から
離脱してリーブ状態になったときに開始される。また、図７に示すフローチャートは、例
えば予め規定された一定の周期で開始される。図６に示すフローチャートの処理が開始さ
れると、まず親ルータの探索を開始すべき時間である探索開始時刻ｔ１になったか否かが
無線デバイス１１ａの制御部２５で判断される（ステップＳ１１）。尚、ここでは説明を
簡単にするために、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に前回参入していたとき
に、前述した（２），（３）式によって求められる探索開始時刻ｔ１及び探索期間Ｔが探
索期間算出部２５ａによってそれぞれ求められているものとする。
【００５６】
　探索開始時刻になっていないと判断した場合（判断結果が「ＮＯ」である場合）には、
ステップＳ１１の処理が繰り返し行われる。これに対し、探索開始時刻になったと判断し
た場合（判断結果が「ＹＥＳ」である場合）には、無線デバイス１１ａの制御部２５は、
図８に示す通り、リーブ状態を解除して無線ネットワークＮ１に参入するためのジョイン
処理を開始する（図８中の時刻ｔ１１）。ジョイン処理が開始されると、無線デバイス１
１ａの制御部２５は、まず無線ネットワークＮ１を管理するシステムマネージャ１５と無
線通信を行うために、親ルータの探索処理を行う（ステップＳ１２）。
【００５７】
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　図９は、本発明の一実施形態で行われる親ルータの探索処理を説明するための図である
。親ルータの探索処理が開始されると、無線デバイス１１ａの制御部２５は、まず不揮発
性メモリ２４からルータ情報Ｑ２を読み出して、無線デバイス１１ａが無線ネットワーク
Ｎ１から離脱する前に接続されていた親ルータ（ここでは、無線ルータ１３ａとする）を
示す情報を得る。そして、ルータ情報Ｑ２に含まれる無線ルータ１３ａについての「広告
パケットホッピングパターン情報」、「広告パケット受信リンク情報」、及び「時刻偏差
情報」を用いて、無線ルータ１３ａから送信される広告パケットを受信する処理を行う。
【００５８】
　具体的には、図９に示す通り、探索開始時刻ｔ１から探索期間Ｔが終了するまでの間（
つまり、探索終了時刻ｔ２（＝ｔ１＋Ｔ）になるまでの間）、無線ルータ１３ａからチャ
ネルＡ（Ｃｈ．Ａ）を介して送信される広告パケットを受信する処理が行われる。ここで
、広告パケットの送信に用いられる複数のチャネルＡ～Ｄ（Ｃｈ．Ａ～Ｃｈ．Ｄ）のうち
、最初に広告パケットを受信すべきチャネル（図９に示す例では、チャネルＡ（Ｃｈ．Ａ
））は、ルータ情報Ｑ２に含まれる「広告パケットホッピングパターン情報」及び「広告
パケット受信リンク情報」に基づいて決定される。
【００５９】
　尚、図９に示す例では、無線ルータ１３ａからチャネルＡ（Ｃｈ．Ａ）を介して送信さ
れた広告パケットの受信に失敗している。このように、広告パケットの受信に失敗した場
合には、図９に示す通り、広告パケット受信間隔Ｔ２が経過した後に、ルータ情報Ｑ２に
基づいて無線ルータ１３ａから次のチャネルを介して送信される広告パケットを受信する
処理が行われる。つまり、時刻ｔ３（探索開始時刻ｔ１から広告パケット受信間隔Ｔ２が
経過した時刻）から探索終了時刻ｔ４（＝ｔ３＋Ｔ）になるまでの間）、無線ルータ１３
ａからチャネルＢ（Ｃｈ．Ｂ）を介して送信される広告パケットを受信する処理が行われ
る。尚、予め規定された回数だけ連続して広告パケットの受信に失敗した場合には、従来
と同様の方法で親ルータの探索が行われる。
【００６０】
　無線ルータ１３ａからの広告パケットを受信すると、親ルータの探索処理が終了する（
図９中の「成功」の時）。尚、無線ルータ１３ａからの広告パケットを受信した場合には
、無線デバイス１１ａの制御部２５によって時計部２３で計時される時刻が補正され、こ
れにより無線デバイス１１ａと無線ルータ１３ａとが同期する。親ルータの探索処理が終
了すると、図９に示す通り、無線デバイス１１ａから無線ルータ１３ａに対してジョイン
要求が送信される（ステップＳ１３：第１ステップ）。無線ルータ１３ａから送信された
ジョイン要求は、無線ルータ１３ａ及びバックボーンルータ１４ａ，１４ｂの何れか一方
を介してシステムマネージャ１５に送信される。
【００６１】
　システムマネージャ１５では、図７に示すフローチャートが予め規定された一定の周期
で実行され、制御部３４でジョイン要求の有無が判断されている（ステップＳ２１）。ジ
ョイン要求が無いと判断した場合（判断結果が「ＮＯ」の場合）には、図７に示す一連の
処理が終了する。これに対し、無線デバイス１１ａからのジョイン要求が送信されてくる
と、ステップＳ２１の判断結果が「ＹＥＳ」になり、制御部３４は、ジョイン要求を行っ
た無線デバイス１１ａを無線ネットワークＮ１に参入させる処理を行う（ステップＳ２２
：第２ステップ）。
【００６２】
　具体的に、システムマネージャ１５の制御部３４は、ジョイン要求を行った無線デバイ
ス１１ａが無線ネットワークＮ１への参入が許可されているものであるか否かを確認し、
無線ネットワークＮ１への参入が許可されているものである場合には、無線ネットワーク
Ｎ１への参入を許可する旨を示す情報（ジョイン許可情報）を無線デバイス１１ａに送信
する。このジョイン許可情報が送信されてくると、無線デバイス１１ａは、無線ネットワ
ークＮ１に参入する（ステップＳ１４）。これにより、無線デバイス１１ａは、システム
マネージャ１５の制御部３４によって割り当てられた通信リソースを用いて、無線ネット



(14) JP 5786836 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

ワークＮ１を介した無線通信が可能になる。
【００６３】
　また、システムマネージャ１５の制御部３４は、格納部３３に格納されたデバイス情報
Ｑ３を読み出して、無線ネットワークＮ１に参入した無線デバイス１１ａが、無線ネット
ワークＮ１から離脱させるべきものであるか否かを確認する（ステップＳ２３）。ここで
、図４に示すデバイス情報Ｑ３では、無線デバイス１１ａに割り当てられた「ＥＵＩ６４
」（下二桁の値が「０１」である「ＥＵＩ６４」）に対応するリーブフラグの値が「１」
に設定されているため、制御部３４は、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１から
離脱させるべきものであることを確認する。
【００６４】
　無線ネットワークＮ１に参入した無線デバイス１１ａは、図８に示す通り、無線ルータ
１３ａがスリープ状態からアクティブ状態に遷移するタイミングで、測定部２１で測定さ
れたプロセス値を、監視制御装置１７に向けて送信する（図８中の時刻ｔ１２：ステップ
Ｓ１５：第２ステップ）。他方、システムマネージャ１５の制御部３４は、ステップＳ２
３で確認した内容に基づいて、無線デバイス１１ａが離脱させるべき無線デバイスである
か否かを判断する（ステップＳ２４）。ここでは、ステップＳ２３の処理で、無線デバイ
ス１１ａが無線ネットワークＮ１から離脱させるべきものであることが確認されているた
め、判断結果は「ＹＥＳ」になる。尚、仮に、ステップＳ２４の判断結果が「ＮＯ」にな
った場合には、図７に示す一連の処理が終了する。
【００６５】
　ステップＳ２４の判断結果が「ＹＥＳ」になると、無線デバイス１１ａによる監視制御
装置１７へのプロセス値の送信処理が完了したか否かが判断される（ステップＳ２５）。
プロセス値の送信処理が完了していないと判断した場合（判断結果が「ＮＯ」の場合）に
は、ステップＳ２５の処理が継続される。これに対し、プロセス値の送信処理が完了した
と判断した場合（判断結果が「ＹＥＳ」の場合）には、システムマネージャ１５の制御部
３４に設けられた参入予定時刻設定部３４ａは、無線デバイス１１ａが無線ネットワーク
Ｎ１に参入すべき次回の時刻を参入予定時刻Ｑ１として設定する（ステップＳ２６）。
【００６６】
　参入予定時刻設定部３４ａによって設定された参入予定時刻Ｑ１は、無線ネットワーク
Ｎ１を介して無線デバイス１１ａに送信される。無線デバイス１１ａの制御部２５は、無
線ネットワークＮ１を介して送信されてきた参入予定時刻Ｑ１を取得して不揮発性メモリ
２４の参入予定時刻Ｑ１に記憶させる（ステップＳ１６）。尚、無線デバイス１１ａの制
御部２５は、無線ネットワークＮ１に参入している間に、ルータ情報Ｑ２を取得して不揮
発性メモリ２４に記憶させる処理を行う。また、ルータ情報Ｑ２が不揮発性メモリ２４に
記憶される度に、無線デバイス１１ａの制御部２５に設けられた探索期間算出部２５ａは
、前述した（２），（３）式を用いて探索開始時刻ｔ１及び探索期間Ｔをそれぞれ算出す
る。
【００６７】
　システムマネージャ１５からの参入予定時刻Ｑ１を取得すると、無線デバイス１１ａの
制御部１５は、システムマネージャ１５からの離脱指示（無線ネットワークＮ１から無線
デバイス１１ａを離脱させる旨を示す指示）の有無を判断する（ステップＳ１７）。離脱
指示が無いと判断した場合（判断結果が「ＮＯ」である場合）には、ステップＳ１７の処
理が繰り返し行われる。
【００６８】
　システムマネージャ１５の制御部３４は、参入予定時刻設定部３４ａによる無線デバイ
ス１１ａへの参入予定時刻Ｑ１の設定が完了すると、無線ネットワークＮ１から無線デバ
イス１１ａを離脱させる指示を行う（ステップＳ２７：第３ステップ）。この指示が無線
ネットワークＮ１を介して無線デバイス１１ａで受信されると、ステップＳ１７の判断結
果が「ＹＥＳ」になり、無線デバイス１１ａは、無線ネットワークＮ１から離脱してリー
ブ状態になる（図８中の時刻ｔ１３：ステップＳ１８）。無線デバイス１１ａがリーブ状
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態になることによって、無線デバイス１１ａに割り当てられていた通信リソースは開放さ
れる。
【００６９】
　無線デバイス１１ａがリーブ状態になると、図６に示すフローチャートの処理が再び開
始されて、以上説明した動作と同様の動作が行われる。つまり、次の探索開始時刻（図８
中の時刻ｔ１４）になったか否かの判断を開始し（ステップＳ１１）、時刻ｔ１４になっ
たと判断した場合（ステップＳ１１の判断結果が「ＹＥＳ」の場合）には、ジョイン要求
を送信して無線ネットワークＮ１に参入する処理を行う（ステップＳ１２～Ｓ１４）。そ
して、図８中の時刻ｔ１５においてプロセス値の送信等の処理を行い（ステップＳ１５，
Ｓ１６）、図８中の時刻ｔ１６においてシステムマネージャ１５からの離脱指示があった
場合に、無線ネットワークから離脱してリーブ状態になる（ステップＳ１７，Ｓ１８）。
【００７０】
　以上の通り、本実施形態では、無線ネットワークＮ１に参入すべき時刻である参入予定
時刻になったときに、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１へのジョイン要求を行
い、システムマネージャ１５がジョイン要求を行った無線デバイス１１ａを無線ネットワ
ークＮ１に参入させて無線ネットワークＮ１を介した無線通信を行わせている。そして、
無線ネットワークＮ１を介した無線通信が完了したときに、システムマネージャ１５が無
線デバイス１１ａを無線ネットワークＮ１から離脱させるようにしている。
【００７１】
　このように、本実施形態では、無線ネットワークＮ１から無線デバイス１１ａを離脱さ
せることによって、その無線デバイス１１ａに割り当てられていた通信リソースを開放し
ているため、従来よりも多くの無線デバイスを無線ネットワークＮ１に参入させることが
可能である。また、無線デバイス１１ａを無線ネットワークＮ１から離脱させることで、
従来必要であったクロックアップデートを省略することができるため、無線デバイスの消
費電力を低減することができ、その結果として電池のコストを含めた無線デバイスのコス
トを低減することができる。
【００７２】
　尚、上述した実施形態における無線デバイス１１ａは、監視制御装置１７に対するプロ
セス値の送信を完了した後はリーブ状態になり、次の探索開始時刻になるまでリーブ状態
を維持する。このため、監視制御装置１７は、無線デバイス１１ａがリーブ状態になる前
に無線デバイス１１ａから送信されたプロセス値を受信することはできるものの、無線デ
バイス１１ａとの間でリアルタイムでの通信を行うことは基本的にはできない。但し、監
視制御装置１７が、ゲートウェイ１６を介してシステムマネージャ１５の格納部３３に格
納されたデバイス情報Ｑ３に含まれるリーブフラグを動的に変更することでリアルタイム
通信を実現することができる。
【００７３】
　図１０は、本発明の一実施形態による無線通信システムの他の動作を説明するためのタ
イミングチャートである。尚、ここでは、上述した実施形態と同様に、システムマネージ
ャ１５の制御の下で、無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に対して参入及び離脱
する動作を例に挙げて説明する。まず、無線デバイス１１ａについてのリーブフラグの値
が「１」に設定されている場合には、上述した第１実施形態と同様に、参入予定時刻にな
ったときにリーブ状態にある無線デバイス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入し、プロ
セス値を送信した後は無線デバイス１１ａがリーブ状態になる動作が行われる（時刻ｔ２
１～ｔ２２）。
【００７４】
　いま、無線デバイス１１ａがリーブ状態である時刻ｔ２３において、監視制御装置１７
が無線デバイス１１ａへ、時刻ｔ２２での通信より多くの回数の通信（例えば、プロセス
値に加え、無線デバイス１１ａのパラメータを変更するための通信等）をする必要が生じ
たとする。すると、監視制御装置１７は、ゲートウェイ１６を介してシステムマネージャ
１５にアクセスし、格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３に含まれる無線デバイス１
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１ａについてのリーブフラグの値を「０」に変更する。尚、無線デバイス１１ａは、シス
テムマネージャ１５の格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３が変更されたか否かに拘
わらず次の参入予定時刻ｔ２４になるまでリーブ状態を維持する。
【００７５】
　参入予定時刻ｔ２４になると、無線デバイス１１ａはリーブ状態を解除し、無線ネット
ワークＮ１へのジョイン要求を送信して無線ネットワークＮ１に参入する。ここで、シス
テムマネージャ１５の格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３に含まれる無線デバイス
１１ａについてのリーブフラグの値が「０」に変更されているため、無線デバイス１１ａ
は、無線デバイス１２と同様に、無線ネットワークＮ１から離脱されずにジョイン状態を
維持する。これにより、無線デバイス１１ａは、図１０に示す通り、監視制御装置１７と
の間でリアルタイム通信を行うことが可能になる（時刻ｔ２５～ｔ２６）。
【００７６】
　尚、図６に示すフローチャートでは、プロセス値の送信（ステップＳ１５）及び参入予
定時刻の取得（ステップＳ１６）を行った後は、無線デバイス１１ａは、離脱指示の待ち
状態になっている（ステップＳ１７）。しかしながら、無線ネットワークＮ１から離脱さ
れずにジョイン状態が維持される場合には、無線デバイス１１ａは、離脱指示の待ち状態
になったとしても無線通信が可能であるため、上述した監視制御装置１７との間のリアル
タイム通信を行うことができる。
【００７７】
　いま、時刻ｔ２６において、監視制御装置１７と無線デバイス１１ａとの間の通信が完
了したとすると、監視制御装置１７は、ゲートウェイ１６を介してシステムマネージャ１
５にアクセスし、格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３に含まれる無線デバイス１１
ａについてのリーブフラグの値を「１」に変更する。すると、システムマネージャ１５の
制御部３４は、無線デバイス１１ａを直ちに無線ネットワークＮ１から離脱させる。これ
により、無線デバイス１１ａはリーブ状態になり、次の参入予定時刻ｔ２７になるまでリ
ーブ状態を維持する。
【００７８】
　尚、次の参入予定時刻ｔ２７では、システムマネージャ１５の格納部３３に格納された
デバイス情報Ｑ３に含まれる無線デバイス１１ａについてのリーブフラグの値が「１」に
設定されている。このため、上述した第１実施形態と同様に、リーブ状態にある無線デバ
イス１１ａが無線ネットワークＮ１に参入し、プロセス値を送信した後は無線デバイス１
１ａがリーブ状態になる動作が行われる（時刻ｔ２７～ｔ２８）。
【００７９】
　尚、以上では、監視制御装置１７が、無線デバイス１１ａへ通信をする必要が生じたと
きに、システムマネージャ１５の格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３を変更する例
について説明した。しかしながら、例えばプラントの運転員が、必要に応じて端末装置１
８を操作してシステムマネージャ１５の格納部３３に格納されたデバイス情報Ｑ３を変更
するようにしても良い。
【００８０】
　以上、本発明の一実施形態による無線通信システム、管理装置、無線デバイス、及び無
線通信方法について説明したが、本発明は上述した実施形態に制限されることなく、本発
明の範囲内で自由に変更が可能である。例えば、上記実施形態では、ＩＳＡ１００．１１
ａに準拠した無線通信を行う無線通信システムを例に挙げて説明したが、本発明はＷｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴ（登録商標）に準拠した無線通信を行う無線通信システムにも適用す
ることができる。
【００８１】
　また、上記実施形態では、バックボーンルータ１４ａ，１４ｂ、システムマネージャ１
５、及びゲートウェイ１６がそれぞれ別々の装置として実現されている例について説明し
た。しかしながら、これらのうちの任意の２つ以上の装置を１つの装置として実現するこ
とも可能である。更に、上記実施形態では、無線デバイス１１ａ～１１ｄ及び無線デバイ
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ス１２がフィールド機器である場合を例に挙げて説明したが、これらはフィールド機器に
限定されるものではない。
【符号の説明】
【００８２】
　１　　　　　　　　無線通信システム
　１１ａ～１１ｄ　　無線デバイス
　１５　　　　　　　システムマネージャ
　１７　　　　　　　監視制御装置
　１８　　　　　　　端末装置
　２４　　　　　　　不揮発性メモリ
　２５　　　　　　　制御部
　３３　　　　　　　格納部
　３４　　　　　　　制御部
　３４ａ　　　　　　参入予定時刻設定部
　Ｎ１　　　　　　　無線ネットワーク
　Ｑ１　　　　　　　参入予定時刻
　Ｑ３　　　　　　　デバイス情報

【図１】 【図２】
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