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(57)【要約】
コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを備
える装置である。商用電源式メッシュネットワークルー
タは、商用電源式メッシュネットワークルータがコンセ
ントに搭載されると、第１の指示を開始し、コントロー
ラがメッシュネットワークに参加すると、第２の指示を
開始するように構成される、コントローラを含む。他の
デバイス、方法、およびシステムも開示される。一つの
方法実施形態は、複数のコードレス商用電源式メッシュ
ネットワークルータを配備し、無線メッシュネットワー
ク基盤を構築するステップと、コードレス商用電源式メ
ッシュネットワークルータを作動させるステップとを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを備える装置であって、
　該商用電源式メッシュネットワークルータは、
　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を
開始することと、
　該商用電源式メッシュネットワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参
加すると、第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、装置。
【請求項２】
　前記メッシュネットワークは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークであって、前記コ
ントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該ＺｉｇＢｅｅプロトコル
ネットワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）のため
のＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装し、前記コントローラは、前記商
用電源式メッシュネットワークルータが該ＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコルネッ
トワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、請求項１または２
に記載の装置。
【請求項４】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに搭載するための互換性のある電源プラグを含む、請求項１、２、
または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに固定するためのロック機構を含む、請求項１、２、３、または４
に記載の装置。
【請求項６】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第１の指示は、該ＬＥＤをオン状態に設定す
ることを含む、請求項１、２、３、４、または５に記載の装置。
【請求項７】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第２の指示は、該商用電源式メッシュネット
ワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参加すると、該ＬＥＤをオンとオ
フ状態との間で変更することを含む、請求項１、２、３、４、５、または６に記載の装置
。
【請求項８】
　前記コントローラに通信可能に連結されるメッシュネットワーク無線モジュールを含み
、該コントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータのネットワーク接続状
態に従って、ある割合で前記ＬＥＤを前記オンとオフ状態との間で変更するように構成さ
れる、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、前記第２の指示は、該コントローラの
ネットワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、請求項１－８のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の指示は、電源オン状態情報を前記別個の通信デバイスと通信することを含む
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、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記別個の通信デバイスは、ネットワーク構成情報を前記商用電源式メッシュネットワ
ークルータに通信するように構成される、請求項９または１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる通信ポートを含み、前記第２の指示は、該コントローラの該通信ポートを介してネッ
トワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、請求項１－１１のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるスイッチを含み、該コントローラは、該スイッチが起動されると、該メッシュネット
ワークへの参加を開始するように構成される、請求項１－１２のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項１４】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れ、測定された特性に従って電気センサ信号を提供するように構成されるセンサを含み、
該コントローラは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を
通信するように構成される、請求項１－１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　複数のコードレス商用電源式メッシュネットワークルータを配備して、無線メッシュネ
ットワーク基盤を構築することと、
　該コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることであって、該コ
ードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることは、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、該商用電源
式メッシュネットワークルータから第１の指示を提供することと、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、
該商用電源式メッシュネットワークルータから第２の指示を提供することと
　を含む、ことと
　を備える、方法。
【請求項１６】
　前記第１の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータの発光
ダイオード（ＬＥＤ）をオン状態に設定することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークを検出すると、該商用電源式メッシュネットワークルータのＬＥＤを
オンとオフ状態との間で変更することとを含む、請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータのネッ
トワーク接続状態に従って、ある割合で前記ＬＥＤを前記オンとオフ状態との間で変更す
ることを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークに参加すると、該商用電源式メッシュネットワークルータと別個の通
信デバイスとの間でネットワーク状態情報を通信することを含む、請求項１５、１６、１
７、または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　また、前記通信デバイスから、前記商用電源式メッシュネットワークルータに、ネット
ワーク構成情報を通信することも含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記第１の指示を提供することは、電力が前記商用電源式メッシュネットワークルータ
に印加されると、該商用電源式メッシュネットワークルータから、別個の通信デバイスに
情報を通信することを含む、請求項１５－２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記メッシュネットワークを配備することは、メッシュネットワーク調整器として、前
記コードレス商用電源式メッシュネットワークルータのうちの１つを使用して、無線パー
ソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を配備することを含む、請求項１５－２１のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記メッシュネットワークを介して、前記商用電源式メッシュネットワークルータから
、センサ情報を通信することを含む、請求項１５－２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることは、該商用電源式
メッシュネットワークルータ内に含まれるスイッチの有効化に応じて、該商用電源式ネッ
トワークルータを該メッシュネットワークに参加させることを含む、請求項１５－２３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　無線メッシュネットワークを配備することは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークを
配備することを含む、請求項１５－２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　無線メッシュネットワークを配備することは、無線パーソナルエリアネットワーク（Ｗ
ＰＡＮ）のためのＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装するメッシュネッ
トワークを配備することを含む、請求項１５－２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　無線メッシュネットワークを実装する複数のルータを備えるシステムであって、
　メッシュネットワーク調整器と、
　メッシュネットワーク基盤を構築するように作動される複数のコードレス商用電源式メ
ッシュネットワークルータであって、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示
を開始することと、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、
第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、コードレス商用電源式メッシュネッ
トワークルータと
　を含む、システム。
【請求項２８】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネット
ワークルータが前記コンセントに搭載されると、該ＬＥＤをオン状態に設定するように構
成される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるＬＥＤを含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークに参加すると、該ＬＥＤをオンとオフ状態との間で変更するように構
成される、請求項２７または２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、該コントローラは、該商用電源式メッ
シュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、別個の通信デバイスと
情報を通信するように構成される、請求項２７、２８、または２９に記載のシステム。



(5) JP 2010-532635 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【請求項３１】
　前記コントローラは、電力が前記商用電源式メッシュネットワークルータに印加される
と、前記携帯用通信デバイスと情報を通信するように構成される、請求項３０に記載のシ
ステム。
【請求項３２】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる通信ポートを含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネットワークルータが
該メッシュネットワークに参加すると、該通信ポートを介して、別個の通信デバイスと情
報を通信するように構成される、請求項２７－３１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに搭載するための互換性のある電源プラグに取り付け可能である、
請求項２７－３２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、測定された特性に従って、電気センサ
信号を提供するように構成されるセンサを含み、該商用電源式メッシュネットワークルー
タは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を通信するよう
に構成される、請求項２７－３３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記メッシュネットワーク調整器は、コードレス商用電源式メッシュネットワークルー
タである、請求項２７－３４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記メッシュネットワークは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークであって、前記メ
ッシュネットワーク調整器は、ＺｉｇＢｅｅ調整器である、請求項２７－３４のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）のため
のＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装する、請求項２７－３６のいずれ
か一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本書は、概して、ネットワークを介して通信するデバイスおよびシステムに関し、より
具体的には、メッシュネットワークを介した通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスは、多くの場合、無線手段によって相互接続され、例えば、コンピュータ
ネットワーク等のネットワークを形成する。無線ネットワークは、無線周波数（ＲＦ）信
号を使用して、データを通信するノードを含む。メッシュネットワークは、ネットワーク
ノードが、複数の中継を介して互いに通信可能なネットワークである。ネットワークのノ
ードは、遮断または不良ノードの周囲に通信経路を再構成可能である。無線メッシュネッ
トワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を使用して、実装されてもよ
い。
【０００３】
　無線メッシュネットワークは、無線アドホックメッシュネットワークであってもよい。
無線アドホックネットワークは、自己構成型である。ネットワークルータノードは、任意
に、ネットワーク内に編成可能である。無線アドホックメッシュネットワークのネットワ
ークトポロジは、急速に変化してもよい。
【０００４】
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　無線メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）であっ
てもよい。ＷＰＡＮは、例えば、産業用制御またはホームオートメーション等、汎用の安
価なメッシュネットワークのために使用される傾向にある。ＷＰＡＮの実施例は、Ｚｉｇ
Ｂｅｅ無線ネットワークである。ＺｉｇＢｅｅネットワークは、ＷＰＡＮのためのＩＥＥ
Ｅ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装する。ＷＰＡＮノードデバイスは、典型的
には、他のネットワークのためのノードデバイスよりも低出力（例えば、１ミリワット（
ｍＷ）乃至２５０ｍＷ）であって、低データ速度（例えば、２５０キロビット／秒（ｋｂ
ｐｓ））を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＷＰＡＮノードは、一般的には、電源コードを必要とする外部電力ブリック（ｂｒｉｃ
ｋ）によって電力供給されるか、またはバッテリによって電力供給されるデバイスである
。外部電力ブリックを有するＷＰＡＮノードデバイスは、大型デバイスであって、ＷＰＡ
Ｎを実装するために便宜的ではないものにし得る。そのようなＷＰＡＮノードデバイスは
、多くの場合、高価かつ面倒であり得るハードウェアの付加的搭載または特別な設置を必
要とする。
【０００６】
　バッテリ駆動ノードデバイスを使用して実装されるＷＰＡＮは、電力を節約し、個々の
ノードのバッテリの寿命を延長しようとする。ＷＰＡＮ用途におけるバッテリ駆動ルータ
ノードのバッテリ寿命を延長するためには、ノードは、ネットワークの動作時間の大部分
に対して超低出力モードであることが必要とされる場合があり、これは、スループットの
低下をもたらす。高ネットワークトラフィックの期間は、バッテリを急速に消耗させ得る
。さらに、バッテリがその寿命末期に達すると、バッテリ駆動ノードは、さらなるメンテ
ナンスを必要とし、ネットワーク障害のより高い危険性をもたらす。本発明は、無線メッ
シュネットワークの実装における改良の必要性を認識してきた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本書は、メッシュネットワークを実装するために使用されるデバイス、システム、およ
び方法について記載する。一装置実施形態は、コードレス商用電源式無線メッシュネット
ワークルータを含む。商用電源式メッシュネットワークルータは、商用電源式メッシュネ
ットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を開始し、商用電源式メッシ
ュネットワークルータがメッシュネットワークに参加すると、第２の指示を開始するよう
に構成される、コントローラを含む。
【０００８】
　一つの方法実施形態は、複数のコードレス商用電源式メッシュネットワークルータを配
備し、無線メッシュネットワーク基盤を構築するステップと、コードレス商用電源式メッ
シュネットワークルータを作動させるステップとを含む。コードレス商用電源式メッシュ
ネットワークルータを作動させるステップは、商用電源式メッシュネットワークルータが
コンセントに搭載されると、商用電源式メッシュネットワークルータから第１の指示を提
供するステップと、商用電源式メッシュネットワークルータがメッシュネットワークに参
加すると、商用電源式メッシュネットワークルータから第２の指示を提供するステップと
、を含む。
【０００９】
　一つのシステム実施形態は、無線メッシュネットワークを実装するための複数のコード
レス商用電源式メッシュネットワークルータを含む。コードレス商用電源式メッシュネッ
トワークルータは、商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると
、第１の指示を開始し、商用電源式メッシュネットワークルータがメッシュネットワーク
に参加すると、第２の指示を開始するように構成される、コントローラを含む。
【００１０】
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　本特許出願の主題は、本発明の排他的または包括的な説明を提供することを意図するも
のではない。詳細な説明は、本特許出願の主題に関するさらなる情報を提供するために含
まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、コードレス商用電源式メッシュネットワークルータの図である。
【図２】図２は、メッシュネットワークを実装するためのデバイスの実施形態の各部のブ
ロックである。
【図３】図３は、メッシュネットワークを実装するためのデバイスの別の実施形態の各部
のブロック図である。
【図４】図４Ａおよび４Ｂは、商用電源式メッシュネットワークルータをコンセントに固
定するためのロック機構の実施形態を示す。
【図５】図５は、メッシュネットワークを実装するためのシステムの実施形態の各部のブ
ロック図である。
【図６】図６は、複数のコードレス商用電源式メッシュルータノードを使用して、メッシ
ュネットワークを実装する方法の実施形態のフロー図を示す。
【図７】図７Ａ－Ｃは、無線メッシュネットワークを実装するステップの実施形態を示す
。
【図８】図８Ａ－Ｂは、無線メッシュネットワークを実装するステップの別の実施形態を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付図面が参照され、例示として、
本発明が実施され得る特定の実施形態が示される。他の実施形態が利用されてもよく、本
発明の範囲から逸脱することなく、構造変更が成されてもよいことを理解されたい。
【００１３】
　本書は、とりわけ、無線メッシュネットワークを実装するためのデバイス、システム、
および方法について論じる。図１は、コードレス商用電源式無線メッシュネットワークル
ータ１００の例示である。いくつかの実施形態では、商用電源式メッシュネットワークル
ータ１００を使用して、アドホックメッシュネットワークを実装する。いくつかの実施形
態では、商用電源式メッシュネットワークルータ１００を使用して、メッシュネットワー
ク上にノードを実装する。メッシュネットワークは、ＷＰＡＮであることが可能である。
ＷＰＡＮの実施例は、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークまたはＷＰＡＮのためのＩＥ
ＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を使用する任意のネットワークを含むが、それ
らに限定されない。他のメッシュネットワークプロトコルの実装も、本書の範囲内である
。
【００１４】
　商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、商用電源式メッシュネットワークル
ータ１００を標準的な壁コンセントに搭載するための電源プラグ１０５に取り付け可能で
ある。商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、アンテナコネクタ１１５を含ん
でもよく、１つ以上のＬＥＤ１２０を含んでもよい。
【００１５】
　商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、外部電力ブリックを有していない。
結果として、商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、非常にコンパクトな形状
要素を有する。ルータは、デバイスから偶発的に除去される可能性のある外部電力ブリッ
クを有しておらず、かつ電源コードの懸垂もないため、単一筐体を有することによって、
商用電源式メッシュネットワークルータ１００の信頼性を向上させ得る。
【００１６】
　商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、バッテリではなく、商用電源を使用
するので、ネットワークを低下させ、バッテリ電力を節約する必要はない。いくつかの実
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施形態では、電源プラグ１０５は、商用電源式ルータをコンセントに搭載するための互換
性のある電源プラグである。これによって、電源プラグ１０５は、例えば、米国規格、英
国規格、欧州規格、日本規格、および豪州規格プラグ等、異なる規格の電源プラグと交換
可能となる。また、商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、種々のコンセント
電圧で動作可能なユニバーサル電源回路を含む。これによって、種々の国々におけるメッ
シュネットワークの配備のために、単一種類のみの商用電源式メッシュネットワークルー
タ１００を国際的に流通させることが可能となる。
【００１７】
　図２は、メッシュネットワークを実装するためのデバイス２００の実施形態の各部のブ
ロック図である。デバイス２００は、図１の商用電源式メッシュネットワークルータ１０
０であって、無線メッシュネットワーク内のルータノードとして使用されてもよい。デバ
イス２００は、コントローラ２２５と、メッシュネットワーク無線モジュール２３０と、
を含む。メッシュネットワーク無線モジュール２３０は、アンテナ２３５に接続可能な無
線周波数（ＲＦ）送受信機回路２４０を含む。いくつかの実施形態では、アンテナ２３５
は、デバイス２００のハウジングの内部にあってもよい。内部アンテナは、デバイスの配
備を簡素化し、信頼性を向上させ得る。いくつかの実施形態では、アンテナ２３５は、メ
ッシュネットワーク無線モジュール２３０内に含まれる。いくつかの実施形態では、アン
テナ２３５は、デバイス２００のハウジングの外部にあってもよい。外部アンテナを使用
することによって、デバイス２００の範囲が拡張可能となり得る。
【００１８】
　コントローラ２２５は、ハードウェア回路、ファームウェア、ソフトウェア、またはハ
ードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの任意の組み合わせを使用して、実装
可能である。実施例は、マイクロコントローラ、論理状態機械、およびマイクロプロセッ
サ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または他の種類のプロセッサ等のプロセッサを
含む。コントローラ２２５は、機能または複数の機能を実施または実行するように構成さ
れる。そのような機能は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはそれら
の任意の組み合わせである、モジュールに対応する。複数の機能は、１つ以上のモジュー
ル内で実施されてもよい。
【００１９】
　コントローラ２２５およびメッシュネットワーク無線モジュール２３０は、無線ルータ
のアドレッシングおよびルーティング機能を実施する。例えば、コントローラ２２５およ
びメッシュネットワーク無線モジュール２３０は、ＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロト
コルを使用して、情報のパケットをルーティングする。ブロック図内の個々のブロックは
、必ずしも、個別のハードウェア構造に対応しないことを理解されたい。例えば、コント
ローラ２２５のいくつかの機能性は、メッシュネットワーク無線モジュール２３０内に含
まれてもよい。
【００２０】
　ネットワーク基盤を配備および作動させるステップを容易にするために、商用電源式メ
ッシュネットワークルータは、ルータノードの配備の状態に関するいくつかのレベルの指
示を提供する。いくつかの実施形態では、コントローラ２２５は、商用電源式メッシュネ
ットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を開始し、電力回路２０５に
電力を提供するように構成される。コントローラ２２５は、コントローラ２２５が、メッ
シュネットワークに参加すると、または別様に関与すると、第２の指示を開始する。ネッ
トワークに参加するステップは、商用電源式メッシュネットワークルータのメッシュネッ
トワーク調整器によるアドレスの割り当てを含んでもよい。ネットワークに参加するステ
ップは、メッシュネットワーク内の商用電源式メッシュネットワークルータによる能動的
関与を含んでもよい。ネットワークに参加するステップは、商用電源式メッシュネットワ
ークルータのネットワークの検出およびメッシュネットワーク上でのデータの送受信を含
んでもよい。
【００２１】
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　状態指示は、物理的指示または論理的指示であってもよい。物理的指示は、デバイス２
００近傍の人物にルータ状態の指示を提供する。いくつかの実施形態では、デバイス２０
０は、少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）２２０を含み、コントローラ２２５は
、ＬＥＤ２２０を使用して、第１および第２の物理的指示を提供する。第１の指示の場合
、コントローラ２２５は、ＬＥＤ２２０をオン状態に設定し、商用電源式メッシュネット
ワークルータがコンセントに搭載され、電力を供給すると、一定の照明を提供するが、メ
ッシュネットワークは、未だコントローラ２２５によって検出されない。オン状態は、Ｌ
ＥＤ２２０が視覚的に検出不可能なある割合で脈動し、ＬＥＤがオンの状態に見える場合
を含む。
【００２２】
　第２の物理的指示の場合、コントローラ２２５は、商用電源式メッシュネットワークル
ータがメッシュネットワークに参加すると、ＬＥＤ２２０または第２のＬＥＤをオン状態
とオフ状態との間で交互に入れ替える。いくつかの実施形態では、コントローラ２２５に
よって提供される第２の指示は、ルータの接続状態に従って、ＬＥＤ２２０をオンとオフ
の状態との間で交互に入れ替えるステップを含む。ある実施形態では、コントローラ２２
５は、ＬＥＤ２２０をオンとオフの状態との間で点滅させ、エラーコードを指示する（例
えば、ＬＥＤ２２０は、３回点滅し、エラーコードＮｏ．３を指示し、続いて、点滅を一
時停止する）。ある実施形態では、コントローラ２２５は、ＬＥＤ２２０を異なる一定の
速度で点滅させ、信号の質または「強度」を指示する（例えば、メッシュネットワーク無
線モジュール２３０によって検出される信号が強いほど、一定の速度の点滅が速くなる）
。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、コントローラ２２５は、ＬＥＤ２２０を使用して、異なる色
を表示し、状態を指示する。ある実施形態では、コントローラ２２５は、ＬＥＤ２２０を
使用して、異なる色を表示し、異なるエラーコードを指示する。ある実施形態では、コン
トローラ２２５は、ＬＥＤ２２０を使用して、異なる色を表示し、商用電源式メッシュネ
ットワークルータがネットワークに参加しているかどうかを指示する（例えば、赤色は、
ルータがネットワークに参加していないことを指示し、緑色は、ルータがネットワークに
参加していることを指示する）。
【００２４】
　論理的指示は、デバイスの場所に位置する人物またはデバイス２００から離れて位置す
る人物にルータ状態の指示を提供してもよい。論理的指示の実施例は、別個の通信デバイ
スと状態を通信する商用電源式メッシュネットワークルータを含む。いくつかの実施形態
では、コントローラ２２５は、メッシュネットワーク無線モジュール２３０を使用する別
個の無線携帯用通信デバイス２４５と情報を通信する。通信デバイス２４５の実施例は、
デバイス２００においてローカルに使用される携帯端末（ＰＤＡ）およびパームパイロッ
ト等のハンドヘルド無線通信デバイスを含む。いくつかの実施形態では、商用電源式メッ
シュネットワークルータは、メッシュネットワークを介して、遠隔通信デバイスと状態を
通信する。遠隔通信デバイスの実施例は、シリアルポートを使用して遠隔ネットワークノ
ードと通信するデバイス、ネットワークと通信するサーバ、または遠隔ゲートウェイネッ
トワークを含む。商用電源式メッシュネットワークルータは、通信デバイス２４５と任意
の時間で状態を通信可能である。
【００２５】
　第１の指示の場合、コントローラ２２５は、コンセントに搭載することによって、電力
が商用電源式メッシュネットワークルータに印加されると、通信デバイス２４５と情報を
通信する。次いで、商用電源式メッシュネットワークルータは、その構成設定に応じて、
自動的にメッシュネットワークに参加しようと試みてもよく、またはそうでなくてもよい
。
【００２６】
　第２の指示の場合、コントローラ２２５は、商用電源式メッシュネットワークルータが
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メッシュネットワークに参加すると、通信デバイス２４５と情報を通信するように構成さ
れる。しかしながら、ルータの構成設定が適切ではない場合、ルータは、ネットワークに
参加するために、通信デバイス２４５によって、作動または構成される必要があるであろ
う。通信デバイス２４５は、構成コマンドをコントローラ２２５に通信することによって
、商用電源式メッシュネットワークルータを作動させる。商用電源式メッシュネットワー
クルータがネットワークに参加すると、第２の指示によって提供される状態は、ローカル
通信デバイス２４５によってローカルに、またはメッシュネットワークを介して遠隔に、
視認可能である。
【００２７】
　いくつかの実施例では、商用電源式メッシュネットワークルータは、コントローラ２２
５に通信可能に連結されるプッシュボタン等のスイッチ２６５を含む。コントローラ２２
５は、スイッチ２６５が起動されると、メッシュネットワークへの参加を開始するように
構成される。メッシュネットワークを配備する人物は、電気出力上に商用電源式メッシュ
ネットワークルータを搭載し、デバイス２００に電力を印加する。デバイス２００は、第
１の物理的または論理的指示を提供する。スイッチ２６５は、第１の指示後に起動され、
次いで、デバイス２００は、メッシュネットワークへの参加を試みる。その後、デバイス
２００は、第２の物理的または論理的指示を提供し、ネットワークの状態を指示する。あ
る実施形態では、スイッチ２６５を起動することによって、デバイスを再構成モードにし
、通信デバイスを使用して、ルータを任意の時間で再構成することが可能である。ある実
施形態では、また、一定の時間スイッチ２６５を押下し、スイッチ２６５を起動させる等
によって、スイッチ３６５の起動を使用して、商用電源式メッシュネットワークルータを
リセットしてもよい。
【００２８】
　図３は、メッシュネットワークを実装するための、デバイス３００の別の実施形態の部
分のブロック図である。デバイス３００は、コントローラ３２５と、メッシュネットワー
ク無線モジュール３３０とを含む。また、デバイス３００は、通信ポート３７０を含む。
コントローラ３２５は、例えば、第１または第２の指示を提供するために、メッシュネッ
トワーク無線モジュール３３０または通信ポート３７０のうちの少なくとも１つを使用し
て、別個の通信デバイス３４５と情報を通信する。いくつかの実施形態では、通信ポート
３７０は、赤外線（ＩＲ）ポートであって、デバイス３００は、ＩＲ信号を使用して、通
信デバイス３４５と無線で情報を通信する。いくつかの実施形態では、通信ポート３７０
は、例えば、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート等のシリアルポートであって、
デバイス３００は、シリアルポートを使用して、通信デバイス３４５と情報を通信する。
シリアルポートは、ワイヤまたはケーブルを介して、通信デバイスに接続されてもよく、
あるいはシリアルポートは、無線ポートであってもよい。通信デバイス３４５のさらなる
実施例は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、サーバ、またはゲー
トウェイネットワークを含む。
【００２９】
　ある実施形態では、通信デバイス３４５は、メッシュネットワークを介して、デバイス
３００にネットワーク構成情報を通信する。通信デバイス３４５は、シリアルポートを介
して、ネットワーク内の別の商用電源式メッシュネットワークルータノードに接続されて
もよい。ネットワーク情報は、既存のメッシュネットワークを介して、新しく配備される
商用電源式メッシュネットワークルータと通信デバイス３４５との間で通信されてもよい
。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、デバイス３００は、センサ３５０を含む。センサ３５０は、
測定された特性に従って、電気センサ信号を提供する。例えば、センサ３５０は、光学セ
ンサを含み、光が光の閾値量を超えると、電気信号を提供するか、または光の強度に比例
して、電信信号を提供する。別の実施例では、センサ３５０は、熱センサを含み、感知さ
れる熱が閾値量を超えると、電気信号を提供するか、または熱強度に比例して電気信号を
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提供する。センサ３５０の他の実施例は、煙センサおよび運動センサを含む。コントロー
ラ３２５は、メッシュネットワークを介して、電気センサ信号に関する情報を通信するよ
うに構成される。
【００３１】
　図１に関して上述のように、商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、電源プ
ラグ１０５に取り付け可能である。いくつかの実施形態では、商用電源式メッシュネット
ワークルータ１００は、商用電源式メッシュネットワークルータをコンセントに固定する
ためのロック機構を含む。これは、商用電源式メッシュネットワークルータ１００が、例
えば、病院または産業立地等の人通りの多い場所に設置される場合、窃盗を防止するため
に役立つ。また、ロック機構は、偶発的または誤って、商用電源式メッシュネットワーク
ルータ１００が外れることを防止することによって、信頼性を向上させる。
【００３２】
　図４Ａおよび４Ｂは、そのようなロック機構の実施形態を示す。図４Ａでは、商用電源
式メッシュネットワークルータ４００のハウジングは商用電源式メッシュネットワークル
ータ４００をコンセントのフェイスプレート４１５に固定するネジ４１０を受容するタブ
４０５を含む。タブ４０５は、ハウジング上の他の位置に配置され、商用電源式メッシュ
ネットワークルータ４００をフェイスプレート４１５に固定してもよい（例えば、商用電
源式メッシュネットワークルータ４００は、コンセントの下方に差し込まれてもよく、タ
ブは、ハウジングの上部に配置されてもよい）。図４Ｂでは、商用電源式メッシュネット
ワークルータ４００のハウジングは、商用電源式メッシュネットワークルータ４２０をコ
ンセントのフェイスプレート４３０に固定するために、ハウジング本体を通してネジ４２
５を受容するための開口部を含む。ある実施形態では、ロック機構は、商用電源式ルータ
をフェイスプレートに固定するために、コンセントのフェイスプレート上に含まれるブラ
ケットを含んでもよい。
【００３３】
　図５は、メッシュネットワークを実装するためのシステム５００の実施形態の各部のブ
ロック図である。システム５００は、メッシュネットワーク基盤を構築するために配備さ
れる複数のコードレス商用電源式メッシュネットワークルータ５１０を含む。いくつかの
実施形態では、ネットワークは、無線アドホックメッシュネットワークである。商用電源
式メッシュネットワークルータ５１０は、メッシュネットワークに自己編成可能なハード
ウェアおよび／またはソフトウェアを含む。商用電源式メッシュネットワークルータ５１
０は、既存のネットワークを検出し、および／または検出される近隣ルータノードとのリ
ンクを構築可能なメッシュネットワーク無線モジュールを含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、メッシュネットワークは、ＷＰＡＮであって、メッシュネッ
トワーク調整器５０５を含む。また、いくつかの実施形態では、メッシュネットワーク調
整器５０５は、コードレス商用電源式メッシュネットワークルータである。コードレス商
用電源式メッシュネットワーク調整器５０５は、メッシュネットワークのルートを形成し
てもよく、他のネットワークとのブリッジであってもよい。コードレス商用電源式メッシ
ュネットワーク調整器５０５は、ネットワーク構成情報を格納可能である。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、商用電源式メッシュネットワーク調整器５０５は、無線ネッ
トワークを開始する。商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、図１に示される
電源プラグ１０５によって、ネットワークエリア内のコンセントに搭載されることによっ
て配備され、それによって、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０に電力を提供
する。商用電源式メッシュネットワークルータ５１０はそれぞれ、商用電源式メッシュネ
ットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を開始し、コントローラがメ
ッシュネットワークを検出し、メッシュネットワークに関与すると、第２の指示を開始す
る、コントローラを含む。指示は、物理的または論理的であってもよい。ネットワーク内
のパケットルーティングは、ルータノードがメッシュネットワークに参加または関与する
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と構築される、ルータノード間の任意の親／子関係から独立可能である。
【００３６】
　いくつかの実施形態によると、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、ＬＥ
Ｄを使用して、ルータの状態の物理的指示を提供する。第１の指示は、商用電源式メッシ
ュネットワークルータ５１０の電源がオンになると、ＬＥＤをオン状態に設定するステッ
プを含む。第２の指示は、コントローラがメッシュネットワークに参加すると、ＬＥＤを
オンとオフ状態との間で交互に入れ替えるステップを含む。いくつかの実施形態では、商
用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、プッシュボタン等のスイッチを含む。あ
る実施形態では、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、電源を入れた後、ス
イッチが押圧または押下されるまで、ネットワーへの参加を試みない。
【００３７】
　いくつかの実施形態によると、メッシュネットワーク調整器５０５および商用電源式メ
ッシュネットワークルータ５１０は、無線携帯用通信デバイスと通信し、ネットワークの
状態の論理的指示を提供し、ネットワーク構成情報を通信する。商用電源式メッシュネッ
トワークルータ５１０は、別個の通信デバイスと情報を通信することによって、第１およ
び第２の指示を提供する。いくつかの実施形態では、商用電源式メッシュネットワークル
ータ５１０は、メッシュネットワーク無線モジュールを使用して、通信デバイスと無線通
信する。いくつかの実施形態では、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、Ｉ
Ｒポートを使用して、通信デバイスと無線通信する。いくつかの実施形態では、商用電源
式メッシュネットワークルータ５１０は、有線または無線ポートであり得るシリアルポー
トを使用して、通信デバイスと通信する。
【００３８】
　第１の指示は、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０の電源が入れると、携帯
用通信デバイスと情報を通信するステップを含む。第２の指示は、商用電源式メッシュネ
ットワークルータ５１０がメッシュネットワークに参加すると、携帯用通信デバイスと情
報を通信するステップを含む。ある実施形態では、商用電源式メッシュネットワークルー
タ５１０は、第１の指示後、有効メッセージ（例えば、肯定応答メッセージ）が通信デバ
イスから受信されるまで、メッシュネットワークに関与しようと試みない。
【００３９】
　ある実施形態では、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、通信デバイスか
ら、ネットワーク構成情報を受信する。ネットワーク構成情報は、ネットワークコマンド
を含んでもよい。ある実施形態では、商用電源式メッシュネットワークルータ５１０は、
メッシュネットワークを介して、メッシュネットワーク調整器５０５から、ネットワーク
構成情報を受信する。ある実施形態では、通信デバイスは、シリアルポートを介して、メ
ッシュネットワーク調整器５０５と通信する。商用電源式メッシュネットワークルータ５
１０は、メッシュネットワーク調整器５０５およびメッシュネットワークを介して、通信
デバイスから、ネットワーク構成情報を受信する。
【００４０】
　いくつかの実施形態によると、メッシュネットワークは、大規模であってもよく、数百
乃至数千のルータノードを含んでもよい。そのような大規模ネットワークでは、ネットワ
ーク上で構成情報を提供することが便宜的であるだろう。通信デバイスは、ネットワーク
のための配備計画を含む、サーバであってもよい。サーバは、メッシュネットワーク調整
器５０５と構成情報を通信する。メッシュネットワークを配備する人物は、商用電源式メ
ッシュネットワークルータ５１０を物理的に分布させる。
【００４１】
　メッシュネットワークがＷＰＡＮである場合、配備は、メッシュネットワーク調整器５
０５によって開始されてもよい。状態指示は、最初に、配備されるルータがネットワーク
に参加しているかどうかを確認するために、ローカルでチェックされてもよい。メッシュ
ネットワーク調整器は、それに接続される全ノードおよび全子ノードを確認可能である。
サーバは、メッシュネットワーク調整器ノード５０５と通信するため、サーバは、メッシ
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ュネットワーク全体の状態をチェックし、配備計画が正確に実装されているかどうか確認
可能である。
【００４２】
　図６は、複数のコードレス商用電源式メッシュルータノードを使用して、メッシュネッ
トワークを実装する方法６００の実施形態のフロー図を示す。いくつかの実施形態では、
メッシュネットワークは、ＷＰＡＮを含む。ブロック６０５では、無線メッシュネットワ
ークは、メッシュネットワーク調整器を使用して配備される。ブロック６１０では、複数
のコードレス商用電源式メッシュネットワークルータは、メッシュネットワークのための
基盤を構築するためのネットワークルータノードとして作動される。商用電源式メッシュ
ネットワークルータは、ルータを構成することによって作動される。ルータは、構成コマ
ンド等の構成情報をルータに提供することによって構成される。ルータは、ローカルまた
は遠隔に構成可能である。いくつかの実施形態では、ルータは、携帯用ハンドヘルド無線
通信デバイス等のローカル通信デバイスと、または、例えば、シリアルポートを使用して
ルータに接続する通信デバイスと、構成情報を通信することによって、ローカルに構成さ
れる。いくつかの実施形態では、ルータは、ネットワーク上で構成情報を通信することに
よって、遠隔に構成される。
【００４３】
　また、いくつかの実施形態では、メッシュネットワーク調整器は、コードレス商用電源
式メッシュネットワークルータである。商用電源式メッシュネットワークルータまたはネ
ットワークエンドデバイス等の他のデバイスは、メッシュネットワーク調整器またはメッ
シュネットワークの既に一部である別の商用電源式メッシュネットワークルータと関与さ
せることによって、ネットワークの一部となる。
【００４４】
　ブロック６１５では、コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させる
ステップは、ルータから状態指示を提供するステップを含む。商用電源式メッシュネット
ワークルータからの指示は、商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載
される場合の第１の指示を含む。いくつかの実施例では、商用電源式メッシュネットワー
クルータを搭載するステップは、互換性のある電源プラグを使用して、ルータをコンセン
トに搭載するステップを含む。いくつかの実施例では、商用電源式メッシュネットワーク
ルータを搭載するステップは、ロック機構を使用して、商用電源式メッシュネットワーク
ルータをコンセントに固定するステップを含む。また、ブロック６２０では、商用電源式
メッシュネットワークルータを作動させるステップは、商用電源式メッシュネットワーク
ルータがメッシュネットワークに参加すると、商用電源式メッシュネットワークルータか
ら第２の指示を提供するステップを含む。
【００４５】
　図７Ａ－Ｃは、無線メッシュネットワークを実装するステップの実施形態を示す。図７
Ａは、小円によって示される２つのメッシュネットワークデバイス７０５を示す。大円は
各デバイスの範囲７１５を表す。デバイスの範囲は、重複せず、デバイスは、互いに通信
不可能である。商用電源式メッシュネットワークルータ７１０を使用して、２つのメッシ
ュネットワークデバイス７０５間のメッシュネットワークをともに便宜的かつ安価に「継
ぎ合わせ」てもよい。図７Ｂでは、商用電源式メッシュネットワークルータ７１０は、左
側のメッシュネットワークデバイス７０５から右側のメッシュネットワークデバイス７０
５に向かって、またはその反対に、反復的に配置される。配備される商用電源式メッシュ
ネットワークルータ７１０は、選択されるメッシュネットワークのトポロジに応じて、商
用電源式メッシュネットワーク調整器を含んでもよく、またはそうでなくてもよい。
【００４６】
　メッシュネットワークデバイス７０５のいずれかから開始し、商用電源式メッシュネッ
トワークルータ７１０は、メッシュネットワーク７０５の範囲限界近傍に配置される。続
く商用電源式メッシュネットワークルータ７１０は、隣接するルータの範囲限界近傍に配
置される。ネットワークを配備する人物は、商用電源式メッシュネットワークルータ７１
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０によって提供される物理的または論理的指示から、ルータがメッシュネットワークの範
囲内に配置され、ルータがメッシュネットワークに参加し、効果的にメッシュネットワー
クを拡張していることを判断可能である。個々のノードは、必要に応じて、携帯用通信デ
バイスを使用して、作動させることが可能である。図７Ｃでは、メッシュネットワークは
、完全であって、２つのメッシュネットワークデバイス７０５は、無線メッシュネットワ
ークによって接続される。
【００４７】
　図８Ａ－Ｂは、無線メッシュネットワークを実装するステップの別の実施形態を示す。
図８Ａは、既存の無線メッシュネットワーク８００のネットワークノード８０５を示す。
実線は、既存の通信経路を示し、有線ノード構成要素を示すことを意図するものではない
。付加的ネットワークノードを配備および作動させることによって、無線メッシュネット
ワーク８００を改良することが望ましい。図８Ｂは、付加的無線商用電源式メッシュネッ
トワークルータ８１０が、メッシュネットワークの範囲内に配備され、付加的メッシュネ
ットワーク経路を追加することを示す。これは、利用可能なネットワーク経路（点線によ
って示される）の数を増加させ、メッシュネットワーク８００の帯域幅を増大させる。付
加的無線商用電源式メッシュネットワークルータ８１０は、携帯用通信デバイスを使用し
て、または既存のメッシュネットワーク８００を介して、作動されてもよい。
【００４８】
　図１に戻ると、商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、メッシュネットワー
ク基盤の設置または拡張を所望するユーザのための実装を容易にする解決策を提供する。
商用電源式メッシュネットワークルータ１００は、無線送受信機、電源、互換性のある電
源プラグを含み、容易に構成可能であるため、商用電源式メッシュネットワークルータ１
００は、メッシュネットワークを迅速に設定可能な無線メッシュネットワークノードのた
めの完全なる解決策である。
【００４９】
　本明細書の一部を形成する添付の図面は、限定ではなく、例示として、本主題が実践さ
れ得る特定の実施形態を示す。例示される実施形態は、当業者が、本明細書に開示される
教示を実践可能なように十分詳細に説明されている。構造的および論理的代替および変更
が、本開示の範囲から逸脱することなく成され得るように、他の実施形態が利用され、か
つそこから派生されてもよい。したがって、本詳細な説明は、限定的意味にとらえられる
べきではなく、種々の実施形態の範囲は、添付の請求項とともに、そのような請求項が享
受される同等物の全範囲によってのみ定義される。
【００５０】
　実際は、２つ以上の発明が開示される場合でも、単に、便宜上、「発明」という用語に
よって、本願の範囲を任意の単一発明または発明概念に限定することを任意に意図するこ
となく、個々および／または集合的に、本発明主題のそのような実施形態は、本明細書で
参照され得る。したがって、特定の実施形態が、本明細書に例示および説明されたが、同
目的を達成すると推定される任意の配列が、示される特定の実施形態と代替されてもよい
ことを理解されたい。本開示は、一部および全部の適合例、または変形例、あるいは種々
の実施形態の組み合わせを網羅することを意図する。上述の実施形態の組み合わせ、およ
び本明細書で具体的に記載されていない他の実施形態は、上述の説明を検討することによ
って、当業者には明白となるであろう。
【００５１】
　要約および発明の開示は、３７Ｃ．Ｆ．Ｒ．§１．７２（ｂ）に準拠して提供される（
要約は、読者が本技術開示の本質を瞬時に解明可能であることが必要である）。請求項の
範囲または意味を解釈または限定するために使用されるものではないとの理解に基づいて
提出される。加えて、上述の詳細な説明では、本開示を簡素化する目的のため、種々の特
徴が単一実施形態に群化されていることが分かる。本開示の方法は、請求される実施形態
が、各請求項に明示的に記載されるもの以上の特徴を必要とする意図を反映するように解
釈されるべきではない。むしろ、以下の請求項が反映するように、本発明主題は、単一の
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開示実施形態の全特徴に満たない特徴内に存在する。したがって、以下の請求項は、詳細
な説明に組み込まれ、各請求項はそれぞれ独立している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】



(18) JP 2010-532635 A 2010.10.7

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月2日(2010.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本特許出願の主題は、本発明の排他的または包括的な説明を提供することを意図するも
のではない。詳細な説明は、本特許出願の主題に関するさらなる情報を提供するために含
まれる。
　例えば、本発明は以下を提供する。
（項目１）
　コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを備える装置であって、
　該商用電源式メッシュネットワークルータは、
　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を
開始することと、
　該商用電源式メッシュネットワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参
加すると、第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、装置。
（項目２）
　前記メッシュネットワークは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークであって、前記コ
ントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該ＺｉｇＢｅｅプロトコル
ネットワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、項目１に記載
の装置。
（項目３）
　前記メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）のため
のＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装し、前記コントローラは、前記商
用電源式メッシュネットワークルータが該ＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコルネッ
トワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、項目１または２に
記載の装置。
（項目４）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに搭載するための互換性のある電源プラグを含む、項目１、２、ま
たは３に記載の装置。
（項目５）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに固定するためのロック機構を含む、項目１、２、３、または４に
記載の装置。
（項目６）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第１の指示は、該ＬＥＤをオン状態に設定す
ることを含む、項目１、２、３、４、または５に記載の装置。
（項目７）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第２の指示は、該商用電源式メッシュネット
ワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参加すると、該ＬＥＤをオンとオ
フ状態との間で変更することを含む、項目１、２、３、４、５、または６に記載の装置。
（項目８）
　前記コントローラに通信可能に連結されるメッシュネットワーク無線モジュールを含み
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、該コントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータのネットワーク接続状
態に従って、ある割合で前記ＬＥＤを前記オンとオフ状態との間で変更するように構成さ
れる、項目７に記載の装置。
（項目９）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、前記第２の指示は、該コントローラの
ネットワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、項目１－８のいずれ
か一項に記載の装置。
（項目１０）
　前記第１の指示は、電源オン状態情報を前記別個の通信デバイスと通信することを含む
、項目９に記載の装置。
（項目１１）
　前記別個の通信デバイスは、ネットワーク構成情報を前記商用電源式メッシュネットワ
ークルータに通信するように構成される、項目９または１０に記載の装置。
（項目１２）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる通信ポートを含み、前記第２の指示は、該コントローラの該通信ポートを介してネッ
トワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、項目１－１１のいずれか
一項に記載の装置。
（項目１３）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるスイッチを含み、該コントローラは、該スイッチが起動されると、該メッシュネット
ワークへの参加を開始するように構成される、項目１－１２のいずれか一項に記載の装置
。
（項目１４）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れ、測定された特性に従って電気センサ信号を提供するように構成されるセンサを含み、
該コントローラは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を
通信するように構成される、項目１－１３のいずれか一項に記載の装置。
（項目１５）
　複数のコードレス商用電源式メッシュネットワークルータを配備して、無線メッシュネ
ットワーク基盤を構築することと、
　該コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることであって、該コ
ードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることは、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、該商用電源
式メッシュネットワークルータから第１の指示を提供することと、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、
該商用電源式メッシュネットワークルータから第２の指示を提供することと
　を含む、ことと
　を備える、方法。
（項目１６）
　前記第１の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータの発光
ダイオード（ＬＥＤ）をオン状態に設定することを含む、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークを検出すると、該商用電源式メッシュネットワークルータのＬＥＤを
オンとオフ状態との間で変更することとを含む、項目１５または１６に記載の方法。
（項目１８）
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータのネッ
トワーク接続状態に従って、ある割合で前記ＬＥＤを前記オンとオフ状態との間で変更す
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ることを含む、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　前記第２の指示を提供することは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークに参加すると、該商用電源式メッシュネットワークルータと別個の通
信デバイスとの間でネットワーク状態情報を通信することを含む、項目１５、１６、１７
、または１８に記載の方法。
（項目２０）
　また、前記通信デバイスから、前記商用電源式メッシュネットワークルータに、ネット
ワーク構成情報を通信することも含む、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　前記第１の指示を提供することは、電力が前記商用電源式メッシュネットワークルータ
に印加されると、該商用電源式メッシュネットワークルータから、別個の通信デバイスに
情報を通信することを含む、項目１５－２０のいずれか一項に記載の方法。
（項目２２）
　前記メッシュネットワークを配備することは、メッシュネットワーク調整器として、前
記コードレス商用電源式メッシュネットワークルータのうちの１つを使用して、無線パー
ソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を配備することを含む、項目１５－２１のいずれ
か一項に記載の方法。
（項目２３）
　前記メッシュネットワークを介して、前記商用電源式メッシュネットワークルータから
、センサ情報を通信することを含む、項目１５－２２のいずれか一項に記載の方法。
（項目２４）
　コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを作動させることは、該商用電源式
メッシュネットワークルータ内に含まれるスイッチの有効化に応じて、該商用電源式ネッ
トワークルータを該メッシュネットワークに参加させることを含む、項目１５－２３のい
ずれか一項に記載の方法。
（項目２５）
　無線メッシュネットワークを配備することは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークを
配備することを含む、項目１５－２４のいずれか一項に記載の方法。
（項目２６）
　無線メッシュネットワークを配備することは、無線パーソナルエリアネットワーク（Ｗ
ＰＡＮ）のためのＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装するメッシュネッ
トワークを配備することを含む、項目１５－２４のいずれか一項に記載の方法。
（項目２７）
　無線メッシュネットワークを実装する複数のルータを備えるシステムであって、
　メッシュネットワーク調整器と、
　メッシュネットワーク基盤を構築するように作動される複数のコードレス商用電源式メ
ッシュネットワークルータであって、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示
を開始することと、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、
第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、コードレス商用電源式メッシュネッ
トワークルータと
　を含む、システム。
（項目２８）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネット
ワークルータが前記コンセントに搭載されると、該ＬＥＤをオン状態に設定するように構
成される、項目２７に記載のシステム。
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（項目２９）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるＬＥＤを含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネットワークルータが該メ
ッシュネットワークに参加すると、該ＬＥＤをオンとオフ状態との間で変更するように構
成される、項目２７または２８に記載のシステム。
（項目３０）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、該コントローラは、該商用電源式メッ
シュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、別個の通信デバイスと
情報を通信するように構成される、項目２７、２８、または２９に記載のシステム。
（項目３１）
　前記コントローラは、電力が前記商用電源式メッシュネットワークルータに印加される
と、前記携帯用通信デバイスと情報を通信するように構成される、項目３０に記載のシス
テム。
（項目３２）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる通信ポートを含み、該コントローラは、該商用電源式メッシュネットワークルータが
該メッシュネットワークに参加すると、該通信ポートを介して、別個の通信デバイスと情
報を通信するように構成される、項目２７－３１のいずれか一項に記載のシステム。
（項目３３）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに搭載するための互換性のある電源プラグに取り付け可能である、
項目２７－３２のいずれか一項に記載のシステム。
（項目３４）
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、測定された特性に従って、電気センサ
信号を提供するように構成されるセンサを含み、該商用電源式メッシュネットワークルー
タは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を通信するよう
に構成される、項目２７－３３のいずれか一項に記載のシステム。
（項目３５）
　前記メッシュネットワーク調整器は、コードレス商用電源式メッシュネットワークルー
タである、項目２７－３４のいずれか一項に記載のシステム。
（項目３６）
　前記メッシュネットワークは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークであって、前記メ
ッシュネットワーク調整器は、ＺｉｇＢｅｅ調整器である、項目２７－３４のいずれか一
項に記載のシステム。
（項目３７）
　前記メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）のため
のＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装する、項目２７－３６のいずれか
一項に記載のシステム。
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コードレス商用電源式メッシュネットワークルータを備える装置であって、
　該商用電源式メッシュネットワークルータは、
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　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示を
開始することと、
　該商用電源式メッシュネットワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参
加すると、第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、装置。
【請求項２】
　前記メッシュネットワークは、ＺｉｇＢｅｅプロトコルネットワークであって、前記コ
ントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータが該ＺｉｇＢｅｅプロトコル
ネットワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記メッシュネットワークは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）のため
のＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコル規格を実装し、前記コントローラは、前記商
用電源式メッシュネットワークルータが該ＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコルネッ
トワークに参加すると、前記第２の指示を開始するように構成される、請求項１または２
に記載の装置。
【請求項４】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに搭載するための互換性のある電源プラグを含む、請求項１、２、
または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、該商用電源式メッシュネットワークル
ータを前記コンセントに固定するためのロック機構を含む、請求項１、２、３、または４
に記載の装置。
【請求項６】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第１の指示は、該ＬＥＤをオン状態に設定す
ることを含む、請求項１、２、３、４、または５に記載の装置。
【請求項７】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、前記第２の指示は、該商用電源式メッシュネット
ワークルータが無線メッシュプロトコルネットワークに参加すると、該ＬＥＤをオンとオ
フ状態との間で変更することを含む、請求項１、２、３、４、５、または６に記載の装置
。
【請求項８】
　前記コントローラに通信可能に連結されるメッシュネットワーク無線モジュールを含み
、該コントローラは、前記商用電源式メッシュネットワークルータのネットワーク接続状
態に従って、ある割合で前記ＬＥＤを前記オンとオフ状態との間で変更するように構成さ
れる、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、前記第２の指示は、該コントローラの
ネットワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、請求項１－８のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の指示は、電源オン状態情報を前記別個の通信デバイスと通信することを含む
、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記別個の通信デバイスは、ネットワーク構成情報を前記商用電源式メッシュネットワ
ークルータに通信するように構成される、請求項９または１０に記載の装置。
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【請求項１２】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れる通信ポートを含み、前記第２の指示は、該コントローラの該通信ポートを介してネッ
トワーク状態情報を別個の通信デバイスと通信することを含む、請求項１－１１のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるスイッチを含み、該コントローラは、該スイッチが起動されると、該メッシュネット
ワークへの参加を開始するように構成される、請求項１－１２のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項１４】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れ、測定された特性に従って電気センサ信号を提供するように構成されるセンサを含み、
該コントローラは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を
通信するように構成される、請求項１－１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　無線メッシュネットワークを実装する複数のルータを備えるシステムであって、
　メッシュネットワーク調整器と、
　メッシュネットワーク基盤を構築するように作動される複数のコードレス商用電源式メ
ッシュネットワークルータであって、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータがコンセントに搭載されると、第１の指示
を開始することと、
　　該商用電源式メッシュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、
第２の指示を開始することと
　を実行するように構成されるコントローラを含む、コードレス商用電源式メッシュネッ
トワークルータと
　を含む、システム。
【請求項１６】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、前記コントローラに通信可能に連結さ
れるメッシュネットワーク無線モジュールを含み、該コントローラは、該商用電源式メッ
シュネットワークルータが該メッシュネットワークに参加すると、別個の通信デバイスと
情報を通信するように構成される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記商用電源式メッシュネットワークルータは、測定された特性に従って、電気センサ
信号を提供するように構成されるセンサを含み、該商用電源式メッシュネットワークルー
タは、該メッシュネットワークを介して、該電気センサ信号に関する情報を通信するよう
に構成される、請求項１５または１６に記載のシステム。
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