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A) アクセスガイド  

  

1. Mqttの接続と認証  

接続アドレス：tcp:// サーバーIP:1883  

               (サーバーIPアドレスがご不明な方は代理店または販売元にお問い合わせください) 

接続方式：TCP  

認証ユーザー名：api_key（エンタープライズコード） 

認証パスワード：api_secret（エンタープライズキー）  

clientID：api_key:api_secret + 3桁の乱数。 例：api_key:api_secret125  

api_keyとapi_secretは ZETA Cloud Platformサービスから照会できる、システム管理->機能毎の

ライセンス管理->APIキータブと秘密鍵タブに記載。  

  

2. ルール 

Topic： 

1、 通用

api_key/version/opType/uid/msgType  

2、 特別プッシュ：「特別プッシュ」設定によ

る 

  

備考： mqttファジーマッチングルールをサポートすることができ、+コーディネーション1層構造 

#コーディネーション多層構造。例えば： 

topic ： “a/b/c”の場合、“a/+/c” と“a/#”はtopicのデータを取得できる。 

 

 

params  description  from  value  

api_key  企業コード  ZETA Cloud Platform 

サービス  

  

version  インターフェー

スのバ 

ージョン  

  v1  

opType  操作種別    msgCmdフィールド：： 

ms：モジュール  

mote：モート  

ap：アクセスポイント

upgrade：リモートアップ  

デート  

uid  デバイスID    小文字  

msgType  メッセージ種別    subCmdフィールド  

+  

subType フィールド  

(空欄でよい)  
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3. 共通パラメータ説明  

Root  Parent  Child  Description  value  

msgDirect      パケットの流れ  req：リクエスト  

resp：返答をリクエスト

report：報告  

ack：応答を報告  

msgPriority      パケットプライオリテ 

ィ  

high：ハイプライオリティ  

normal：ノーマル  

msgType      パケット操作種別  real：リアルタイム操作  

cache：キャッシュメモリ操作  

msgId      パケット一意識別子  1から昇順番号を採番  

msgEncrypt      パケット暗号化種別  none：暗号化なし  

apTime      Unix TimeStamp  秒Unix タイムスタンプ  

msgUid      パケットArm Uid  4バイトhex  

apUid      パケットアクセス  

ポイントUid  

4バイトhex  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ⓒ 2016-2021 Techsor Inc.  

 

 

B) 詳細説明  

1. モジュール  

➢ モジュール登録  

a. アクセスポイントに登録  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  msUid    モジュールuid  4バイト hex hex  

  subType    操作種別  registerToAp：モジュールに 

上位アクセスポイントを登録  

 groupId  グループID hex ，5バイトは5グループを意味

し、ffは無効なグループ番号 

  netID    アクセスポイントがモ

ジュールにネット 

ワーク番号を割当て  

2バイトhex  

  status    登録状態  authenticationPass：アクセス認

証成功authenticationRefuse：ア

クセス認証失敗  

invalidData：期限切れの無効  

データ  

  version    ソフトウェアバージョ

ン番号  

Int:0-255  

  regSeq      登録番号  int:0-31  

  regCode    登録理由  reboot: 再起動  

send: 送信失敗で再登録  

request: ダウンリンク操作で再

登録  

recycle: 上位ネットワーク番号

回収で再登録  

adjust: ネットワーク調整で再登

録  

sync: 同期外れで再登録resend: 

ネットワーク番号を再送信（試

験者が観察しやすいように再登

録しない） unreg：上位が非登

録で再登録cache: 上位キャッシ

ュ失敗で再登録  

outsync: アナウンス同期外 

れで再登録  
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b. モートに登録 

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  msUid    モジュールuid  4バイト hex  

  subType    操作種別  registerToMote：モジュール 

に上位モートを登録  

  moteUid    モートuidを登録  4バイト hex  

 groupId  グループID hex ，5バイトは5グループを意

味し、ffは無効なグループ番号 

  netID    モートネットワーク番

号  

2バイトhex  

  status    登録状態  authenticationPass：アクセス 

認証成功

authenticationRefuse：アクセ

ス認証失敗  

invalidData：期限切れの無効

データ  

  version    ソフトウェア  

バージョン番号  

Int:0-255  

  regSeq      登録番号  int:0-31  

  regCode    登録理由  reboot: 再起動  

send:送信失敗で再登録

request: ダウンリンク操作で

再登録  

recycle: 上位ネットワーク番

号回収で再登録  

adjust: ネットワーク調整で再

登録  

sync: 同期外れで再登録

resend: ネットワーク番号を

再送信（試験者が観察しやすい

ように再登録しない） 

unreg：上位が非登録状態で再

登録  

cache: 上位キャッシュ失敗

で再登録  

outsync:アナウンス同期外れ

で再登録  
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➢ モジュールハートビート  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  msUid    モジュールuid  4バイトhex  

  subType    操作種別  heartbeat ：モジュールハート 

ビート  

  battery    電気量  int: 0~255実際値：  

(battery+150)/100  

  upRssi    アップリンクRSSI  int: 0~255、マイナス記号を追

加 

  downRssi    ダウンリンクRSSI  int: 0~255、マイナス記号を追

加 

  downMode    モジュールダウン  

リンクモード  

off：ダウンリンクオフ  

sniff-on：リアルタイムダウン

リンク  

sniff-off：ダウンリンク  

  sleepMode    スリープモードを  

登録  

on:オン  

off:オフ  

 zetagProtocol  zetagバージョン番号 int 

 frameType  フレームタイプ int 

 regFailRate  登録失敗率 int,0~100 

 uplinkLoseRat

e 

 アップリンク失敗率 int,0~100 

 downlinkLose

Rate 

 ダウンリンク失敗率 int,0~100 

  

➢ モジュールアップリンクデータ  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  msUid    モジュールuid  4バイト hex  
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  subType    操作種別  uploadData：モジュールアップ 

リンクデータ  

  data    データ  nバイトhex  

 dataType  データ型 int 型： 

1: zetag データには:seq/ 

longitude/latitude/rssi/appData

を含む 

 seq  zetag 番号 int 型 

 longitude  経度（度分） float 型、西経 0 未満、それ以外は

東経 

 latitude  纬度(度分) (度分) float 型、南緯 0 未満、それ以外は

北緯 

 rssi  信号強度 int: 0~255   

zetag モードでは、このフィール

ドは信号 Rssi 値を示す 

 data  アップリンクデータ 1、アップリンクデータ 

2、zetag シリアル番号[2 バイ

ト]+信号強度[1 バイト]+ 位置情

報[8 字节]+応用データ[n バイト] 

 appData  zetag の応用データ zetag の応用データ[n バイト] 

  

➢ モジュールダウンリンクデータフィードバック  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  msUid    モジュールuid  4バイト hex  

  subType    操作種別  responseDownData：アップリ 

ンクデータ  

  status    データ  ダウンリンクデータフィールド  

statusフィードバック  
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➢ ログアウト  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ms：モジュール  

msgParam  subCmd    サブコマンド  logout：ログアウト  

  msUid    モジュールuid  4バイト hex  

 

 

2. モート  

➢ モート登録  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  mote：モート  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  moteUid    モートuid  4バイト hex  

  subType    操作種別  register：モート登録  

 groupId  グループID hex ，5バイトは5グループを意味

し、ffは無効なグループ番号 

  netID    アクセスポイントが

モートにネットワー 

ク番号を割当  

2バイトhex  

  status    登録状態  authenticationPass：アクセス認

証成功  

authenticationRefuse：アクセス

認証失敗  

invalidData：陳腐化した無効デー 

タ  

  version    ソフトウェアバージ 

ョン番号  

Int:0-255  

  regSeq      登録番号  int:0-31  
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  regCode    登録理由  reboot: 再起動  

send: データ送信失敗で再登録

request: ダウンリンク操作で再

登録  

recycle: 上位ネットワーク番号

回収で再登録  

adjust: ネットワーク調整で再登

録  

sync: 同期外れで再登録  

resend: ネットワーク番号を再送

信（試験者が観察しやすいように

再登録しない）  

unreg：上位が非登録状態で再登

録  

cache: 上位キャッシュ失敗で再

登録  

outsync: アナウンス同期外れで

再登録  

optimize: ネットワーク最適化で 

再登録  

  

➢ モートハートビート  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  mote：モート  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  moteUid    モートuid  4バイト hex  

  subType    操作種別  heartbeat ：モートハートビー 

ト  

  battery    電気量  int: 0~255実際値：  

(battery+150)/100  

  upRssi    アップリンクRSSI  int: 0~255  

  downRssi    ダウンリンクRSSI  int: 0~255  

  flow        トラフィック、2回の 

ハートビート間隔で

送信するデータ件数  

int: 0~255  

  sleepMode    スリープモードを登 

録  

on:オン  

off:オフ  

 regFailRate  登録失敗率 int,0~100 
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 uplinkLoseRat

e 

 アップリンク失敗率 int,0~100 

 downlinkLose

Rate 

 ダウンリンク失敗率 int,0~100 
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➢ モートアップリンクデータ  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  mote：モート  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  moteUid    モートuid  4バイト hex  

  subType    操作種別  uploadData：モートアップリン 

クデータ  

  data    データ  nバイトhex  

  

  

➢ モートフィードバックダウンリンクデータ  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  mote：モート  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  moteUid    モートuid  4バイトhex  

  subType    操作種別  responseDownData：アップリン

クデータ  

  status    データ  ダウンリンクデータフィールドs 

tatusフィードバック  

 

 

➢ ログアウト  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  mote：モート  

msgParam  subCmd    サブコマンド  logout：ログアウト  

  moteUid    モジュールuid  4バイト hex  

  

3. アクセスポイント  

➢ アクセスポイントログイン  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  login：ログイン  

  signal    信号強度  1バイト：  

0-31：0～100%に対応  

99：検出不可であることを表す  

255：イーサネットであることを  

表す  
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 protocolVersi

on 

 プロトコルのバージ

ョン番号 

文字列は 2 バイトの hex を表す 

  

➢ アクセスポイントログアウト  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  logout：ログアウト  
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➢ アクセスポイントハートビート  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  heartbeat：ハートビート  

  signal    信号強度  1バイト：  

0-31：0～100%に対応  

99：検出不可であることを表す  

255：イーサネットであることを表

す  

  

➢ アクセスポイントモジュール起動報告  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  apStart：アクセスポイントモジュ 

ール起動  

  type    プロトコル種別  zeta-p: ZETA-Pモード

zeta-s: ZETA-Sモード  

zeta-p-lite: ZETA-P街路灯バージ

ョン  

zeta-s-lite: ZETA-S街路灯バージ 

ョン  

  status    起動状態  normal:正常      

gps：gps同期で取得されない

pps：ppsパルスで取得されない  

mac：mac正確に伝送されない  

  version    ソフトウェア  

バージョン番号  

Int:0-255  

 newComVer  組み合わせバージョ

ン番号 

string 型：プロトコルマザーボード

番号、プロトコルのバージョン番

号、プロトコルのサブバージョン番

号 

  

➢ アクセスポイント状態報告取得  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  status：アクセスポイント  

状態取得  

  status    アクセスポイント 

状態  

online: オンライン  

offline: オフライン  
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➢ アクセスポイントリセット報告  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  reset：アクセスポイントリセット  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

  

  

➢ アクセスポイント再起動報告  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  reboot：アクセスポイント再起動  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

  

➢ アクセスポイントモジュールダウンリンクフィードバック 

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  report  

  subType    操作種別  responseDownData：アップリン 

クデータ  

  status    データ  ダウンリンクデータフィールド  

statusフィードバック  

 

➢ アクセスポイントマルチキャスト報告  
 

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  multicast：マルチキャスト  

  subType    操作種別  ms：モジュール  

mote:モート  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

  devGroup    デバイスグループ 

番号  

1-254  
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➢ アクセスポイントブロードキャスト報告  
 

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  broadcast：アナウンス  

  subType    操作種別  ms：モジュール  

mote:モート  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

 

➢ 巡回検査報告  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  polling：ポーリング  

  subType    操作種別  ms：モジュール  

mote:モート  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

 

➢ マルチキャスト巡回検査報告  

root  parent  child  description  value  

msgCmd      主コマンド  ap：アクセスポイント  

msgParam  subCmd    サブコマンド  multiPoll：ポーリング  

  subType    操作種別  ms：モジュール  

mote:モート  

  devGroup    デバイスグループ  

番号  

Int：1-254  

  result    実行結果  success：成功  

fail：失敗  

 

➢ GPS情報設定報告 

root parent child description value 

msgCmd   主コマンド ap：アクセスポイント 

msgPara

m 

subCmd  サブコマンド setGps：GPS情報を設

定 

 result  実行結果 success：成功 

fail：失敗 
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4. 特別プッシュ  

➢ msとmoteのアップリンクデータ分析 

Topic:{api_key}/jll/property/{deviceMold}/{deviceId}/updata 

Root dataType Description value 

deviceId String(8) デバイスID 4バイトの16進値、小

文字 

deviceMold String(8) 設備タイプ ms：端末 

mote:中継 

deviceaddr Strin(45) デバイスのアドレス ZETA管理プラットフ

ォームのデバイスアド

レス 

companyCode String(32) エンタープライズコー

ド 

ZETA情報管理プラッ

トフォームのエンター

プライズコード

api_key、エンタープ

ライズ識別コード 

deviceType String(64) センサータイプ  

deviceCode Int センサータイプコード  

deviceVersion Int センサーソフトウェア

のバージョン番号 

 

dataDetail String(00) 解析されたデータ json形式、「センサー

アプリケーションレイ

ヤーのアップリンクデ

ータの説明」の詳細セ

ンサータイプごとにフ

ィールド名が異なりま

す。 各フィールドには

以下が含まれます。 

name: 名前：フィール

ド名、意味 

 unit：フィールドユニ

ット 

value: フィールド値 

data String(00) 解析前のデータ  

pid String(32) 特別な識別コードpid onenet 

accessKey String(64) 特別な識別コード pkey onenet 

upTime Long プッシュ時間、秒単位

のタイムスタンプ 
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➢ デバイス情報 

Topic：{apiKey}/jll/property/{deviceType}/{deviceId}/deviceInfo 

Root dataType Description value 

deviceId string デバイスID  

optType int 操作タイプ 1-追加、2-変更、3-削

除 

deviceType string デバイスタイプ ap：アクセスポイント 

mote:モート 

ms:モジュール 

alias string デバイスエイリアス  

sensorTypeCode int デバイスモデルコード  

sensorTypeName string デバイスモデル名  

authKey string デバイス認証キー deviceTypeがms / 

moteの場合に有効 

keeloqKey string デバイスの暗号化およ

び復号化キー 

deviceTypeがms / 

moteの場合に有効 

armKey string コアボード認証キー deviceTypeがapの場合

に有効 

appVersion string アプリバージョン  

addr string 住所  

longitude float 経度  

latitude float 緯度  

optTime long 変更時間、秒のタイム

スタンプ 

 

 

➢ 低電力デバイス 

Topic：{apiKey}/jll/property/{deviceType}/{deviceId}/lowBattery 

Root dataType Description value 

deviceId string デバイス ID  

deviceType string デバイス種類 ap:アクセスポイント 

mote: モート 

ms: モジュール 

batteryValue float バッテリー  

upTime long アラーム時間、秒のタ

イムスタンプ 
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A) 付録  

  

1. ダウンリンクデータフィールドstatusフィードバック：  

 

  

説 明 コード 

送信成功 0 

アクセスポイントがモートを検出できない 1 

アクセスポイントが送信を何度も失敗 2 

一次モートがこのモートを検出できない 3 

一次モートが送信を何度も失敗 4 

二次モートがこのモートを検出できない 5 

二次モートが送信を何度も失敗 6 

三次モートがこのモートを検出できない 7 

三次モートが送信を何度も失敗 8 

モジュールへの送信を何度も失敗 9 

モジュール上位デバイスへ送信 10 

モジュールへの送信がタイムオーバー 11 

モートシリアルポート応答なし 12 

ダウンリンクフィードバックなし 15 

サーバからアクセスポイントバックエンドで失敗 17 

アクセスポイントバックエンドからアクセスポイン

トフロントエンドで失敗 

18 

デバイスフィードバックなし 19 

msがmapが見つからない 32 

mapがnetidが見つからない 33 

msがapが見つからない 34 

mapがapが見つからない 35 

apがip、portが見つからない 36 

実行待ち 300 

実行成功 301 

実行失敗 302 

期限切れで無効 303 

デバイス サーバーへの送信に失敗 503 

透過データ エラー 64 

古いバージョンのコマンドが正しくない 65 

古いバージョンのプロトコル エラー 66 

新しいバージョンのコマンドが正しくない 68 

新しいバージョンエラー 69 
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2. リクエストサンプル  

アクセスポイントハートビートtopic：840ebe7c2bfe4d529181263433ece0ef/v1/ap/78fe2342/h 

eartbeat  

{  

     "apTime": 1472626704,  

     "apUid": "78fe2342",  

     "msgCmd": "ap",  

     "msgDirect": "report",  

     "msgEncrypt": "none",  

     "msgId": 123456,  

     "msgPriority": "normal",  

     "msgType": "real",  

     "msgUid": "1",  

     "msgParam": {  

         "subCmd": "heartbeat",  

         "signal": "1f"  

     }  

}  

    

 

3. ターミナルおよびmoteアップリンクデータ分析topic： 

840ebe7c2bfe4d529181263433ece0ef/jll/property/ms/00000001/updata 

{ 

 "companyCode": "2dfc3c8ad615451087f421686d1398d6", 

 "deviceType": "ZETagドライブテストツール-ZETAG-DT", 

 "deviceaddr": "", 

新しいバージョンのプロトコル エラー 70 

ダウンリンク ARMオフライン 71 

データ検証エラー 10000 

cmdコマンドが見つらない 10001 

操作タイプsubTypeコマンドエラー 10002 

メインコマンドmsgCmdコマンドエラー 10003 

サブコマンドsubCmdコマンドエラー 10004 

プロトコルタイプが存在しない 10005 

印刷レベルが存在しない 10006 

設備タイプが存在しない 10007 

ゲートウェイモジュールが正常に起動しなかった 10008 

中継登録失敗 10009 

端末登録失敗 10010 
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 "data": "0071431805940b76806ca700011805940b76806ca7", 

 "dataDetail": 

"{\"completeData\":\"normal,0.1\",\"dataStatus\":\"normal\",\"header\":\"\",\"latitude\":

{\"name\":\"緯度値\",\"unit\":\"°\",\"value\":\"24.609298\"},\"latitudeType\":{\"name\":\"

緯度タイプ\",\"unit\":\"\",\"value\":0},\"longitude\":{\"name\":\"経度値\",\"unit\":\"°

\",\"value\":\"-118.046358\"},\"longitudeType\":{\"name\":\"経度タイプ

\",\"unit\":\"\",\"value\":1},\"mainVersion\":0,\"rssi\":{\"name\":\"信号強度

\",\"unit\":\"\",\"value\":67},\"sqn\":{\"name\":\"番号

\",\"unit\":\"\",\"value\":113},\"versionNumber\":\"0.1\"}", 

 "dataFlag": 0, 

 "deviceCode": 67, 

 "deviceVersion": 1, 

 "deviceMold": "ms", 

 "deviceId": "00000001" 

} 

 

これらの中で、dataDetailはエスケープ文字「\」を置換し、次のようにjsonフォーマットを

実行します： 

{ 

 "completeData": "normal,0.1", 

 "dataStatus": "normal", 

 "header": "", 

 "latitude": { 

  "name": "緯度値", 

  "unit": "°", 

  "value": "24.609298" 

 }, 

 "latitudeType": { 

  "name": "緯度タイプ", 

  "unit": "", 

  "value": 0 

 }, 

 "longitude": { 

  "name": "経度値", 

  "unit": "°", 

  "value": "-118.046358" 

 }, 

 "longitudeType": { 
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  "name": "経度タイプ", 

  "unit": "", 

  "value": 1 

 }, 

 "mainVersion": 0, 

 "rssi": { 

  "name": "信号強度", 

  "unit": "", 

  "value": 67 

 }, 

 "sqn": { 

  "name": "番号", 

  "unit": "", 

  "value": 113 

 }, 

 "versionNumber": "0.1" 

} 
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