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(57)【要約】
　竜巻、台風、地震およびその他の環境的出来事を同定
して警告を提供するためにシステムと方法が開示される
。温度、圧力、地震活動およびその他の環境条件が、複
数の位置におけるセンサーを使って向上された細分性で
測定される。ユーティリティ（例えば、ガスおよび電気
）メーターネットワークのような、既存のネットワーク
を使って、センサーのより広範な分布が可能とされる。
ネットワークトラフィックは、限定された情報のみが中
央処理のために送られるように、局所的に情報をスクリ
ーニングすることによって向上される。例えば、与えら
れた位置が、中央処理装置にメッセージを送る前に竜巻
の可能性のある存在を同定するために、それ自身および
その近隣の測定をプロファイルに対して比較しても良い
。そのようなメッセージと可能性としてその他の情報（
例えば、その他のメッセージまたは気象サービス情報）
を受け取ると、中央装置は、例えば、環境的出来事が起
こっているかも知れないところの特定の施設に、竜巻の
期待された経路中の特定の住宅を通知する、通知を送っ
ても良い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設における環境条件についてのデータを生成する、施設における環境センサーと、
　メッシュネットワークのノードに環境条件メッセージを送る、施設における送信コンポ
ーネントであって、環境条件メッセージは施設における環境条件についてのデータに関連
するものと、を含み、
　メッシュネットワークは、施設からのユーティリティ測定メッセージを受け取って経路
に発送する１つ以上のノードを含み、測定メッセージは、施設におけるユーティリティセ
ンサーからの測定についての情報を含む、
システム。
【請求項２】
　メッセージは、施設における環境条件についてのデータが１つのタイプの環境的出来事
についてのプロファイルを満たすことを指し示す、請求項１のシステム。
【請求項３】
　施設における比較装置が、施設における環境条件についてのデータを１つのタイプの環
境的出来事についてのプロファイルと比較する、請求項２のシステム。
【請求項４】
　１つのタイプの環境的出来事は、竜巻、台風、地震、化学的イベント、核イベント、暴
風雪、氷結、洪水、火山噴火、または爆発の１つである、請求項２のシステム。
【請求項５】
　環境条件メッセージをメッシュネットワークのノードに送ることは、メッセージをメッ
シュネットワークを通して中央処理装置に送ることを含み、メッセージに応答して、中央
処理装置は、通知が送られたところの施設の１つ以上において環境的出来事が起こってい
るかも知れないかまたは起ころうとしていることを通知する通知をメッシュネットワーク
を通して施設の１つ以上に送る、請求項２のシステム。
【請求項６】
　通知の１つを受け取ることに応答して、警告が施設における１人以上の占有者に提供さ
れる、請求項２のシステム。
【請求項７】
　環境センサーと送信コンポーネントと比較装置は、全て単一のユーティリティメーター
装置の部分である、請求項２のシステム。
【請求項８】
　複数の施設における環境センサーであって、環境センサーの各々は複数の施設の異なる
１つにおける環境条件についてのデータを生成するものと、
　複数の施設における環境センサーの間の通信を許容するネットワークと、を含み、
　環境センサーのサブセットは、それらそれぞれの施設における環境条件についてのデー
タを共有し、
　環境センサーのサブセットにおける環境条件についての共有データに関連する環境条件
メッセージが、ネットワークを通して中央位置に送られる、
システム。
【請求項９】
　環境条件メッセージは、共有データと１つのタイプの環境的出来事についてのプロファ
イルとの比較に基づいて送られる、請求項８のシステム。
【請求項１０】
　環境条件メッセージは、環境条件への変化の速度または加速度が構成可能なトリガーを
超えるかどうかに基づいて送られる、請求項８のシステム。
【請求項１１】
　サブセットは、第１の施設のみのチームと、予め決められた数のその最も近い近隣の施
設を含む、請求項８のシステム。
【請求項１２】
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　サブセットは、第１の施設のみのチームと、第１の施設の予め決められた距離内の近隣
の施設を含む、請求項８のシステム。
【請求項１３】
　ネットワークは、複数の施設からのユーティリティ測定メッセージを受け取って経路に
発送する１つ以上のノードのメッシュネットワークであり、測定メッセージは、複数の施
設におけるユーティリティセンサーからの測定についての情報を含む、請求項８のシステ
ム。
【請求項１４】
　環境条件メッセージは、メッシュネットワーク内でユーティリティ測定メッセージより
も高いルーティング優先度を有する、請求項１３のシステム。
【請求項１５】
　ネットワーク上で環境条件メッセージを受け取ることであって、環境条件メッセージは
、施設における環境条件に関連する情報を含み、環境条件に関連する情報は、施設におけ
る環境センサーから収集されたものであることと、
　ネットワーク上でユーティリティメッセージを受け取ることであって、ユーティリティ
メッセージは、施設におけるユーティリティセンサーからの測定に関連する情報を含むこ
とと、
　環境条件に関連する情報を使って、可能性のある環境的出来事を同定することと、
を含む方法。
【請求項１６】
　環境条件メッセージとユーティリティメッセージの両方は、施設からメッシュネットワ
ーク上を可能性のある環境的出来事を同定する中央処理装置まで送られたものであり、中
央処理装置は、通知が送られたところの施設の１つ以上において環境的出来事が起こって
いるかも知れないかまたは起ころうとしていることを通知する通知をメッシュネットワー
クを通して１つ以上の施設に送る、請求項１５の方法。
【請求項１７】
　通知を受け取ることに応答して、
　警告が１人以上の施設占有者に提供され、
　１つ以上の施設における環境条件、オーディオまたはビデオに関連する情報の測定、記
録、格納または送付が、始動されるかまたは増加される、
請求項１６の方法。
【請求項１８】
　可能性のある環境的出来事を同定することは、複数の位置における施設からの環境条件
情報を使うことが更に関与する、請求項１５の方法。
【請求項１９】
　可能性のある環境的出来事を同定することは、環境条件に関連する情報とユーティリテ
ィセンサーからの測定に関連する情報の両方を使うことが関与する、請求項１５の方法。
【請求項２０】
　ユーティリティセンサーからの測定に関連する情報は、電力サージまたは停電について
の情報である、請求項１９の方法。
【請求項２１】
　可能性のある環境的出来事を同定することは、施設の近くの気象条件に関連するレーダ
ー装置からの情報を使うことを含む、請求項１５の方法。
【請求項２２】
　将来の出来事を同定するのに使われるプロファイルを更新するために、環境条件に関連
する情報と、予測された出来事が実際に起こったか起こらなかったかの確認を使うことを
更に含む、請求項１５の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　ここに開示された実施形態は、全体的に電子デバイスおよびネットワークに関し、特定
には竜巻、台風、地震、雨量、雲量およびその他の環境的出来事および条件を検出するの
に使われる装置およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　竜巻、台風、地震およびその他の環境的出来事は、伝統的な気象感知装置およびシステ
ムを使って予測、検出および追跡することが困難であるか不可能であり得る。レーダーお
よびその他のタイプの気象感知装置が、そのような出来事の兆候を同定するために気象条
件を監視するのに使われてきた一方で、そのような感知技術は限定された情報のみを収集
し、よってそのような出来事とそれらの位置を同定するのに限定された実効性を有する。
例えば、レーダーは、竜巻の可能性のある発生を決定するのに使われることができるが、
一般に竜巻の特定の経路を示すことには失敗する。レーダーデータは一般に、そのような
目的のための十分な細分性を欠いている。
【０００３】
　加えて、竜巻のような環境的出来事についての場所に特定の情報は一般的に利用可能で
はないので、危険にある人々、即ち竜巻の期待された経路中の人々を特定に警告すること
は困難であり得る。もし仮にそのような特定の場所が同定されることができたとしても、
そのような場所に標的を定めたメッセージを送ることは一般的に非実用的である。テレビ
及びその他の放送メディアは典型的には、一般的な情報、即ちエリアに幅広く適用可能な
情報を送り、例えば、個々の近隣、住宅および事業のような、小さなエリアに警告を送る
ためには好適ではない。一般に、既存のシステムは、細分化された環境感知能力または場
所に特定の警告および通知を提供しない。
【発明の概要】
【０００４】
　災害及びその他の環境的イベントについてのより細分化された感知能力を提供するシス
テムと方法が開示される。向上された細分性は、複数の個別の位置における多くの環境セ
ンサーを使うことによって達成されることができる。センサーによって収集された情報は
、処理のために中央位置に送られることができ、または好ましくは、収集された情報のい
くつかのみが中央処理位置に提供されるように、センサー位置の１つ以上において予備的
に処理されるかスクリーニングされる。例えば、与えられた位置が、可能性のある出来事
に関する通知を中央処理位置に送る前に、特定の環境的出来事の可能性のある存在を同定
するために、それ自身の環境測定をプロファイルと比較しても良い。環境情報のサブセッ
トのみを送ることおよび／または概要通知は、ネットワークトラフィックを削減すること
ができ、それがそうでなければ出来たであろうよりも多くの環境感知装置を取り扱うこと
を与えられたネットワークに許容する。
【０００５】
　例示的なシステムは、住宅または事業のような、施設において、環境センサーと送信コ
ンポーネントを提供する。環境センサーは、施設における圧力、温度、雲量または地震活
動のような環境条件についてのデータを生成する。送信コンポーネントは、処理のために
環境条件についてのデータに関連する環境条件メッセージを送る。一例示的システムでは
、メッセージは、施設からユーティリティ会社にユーティリティ（水道、ガス、電気）測
定を送るのに使われるメッシュネットワークのようなそうでなければ専用のネットワーク
を通して送られる。
【０００６】
　環境条件メッセージは、或る条件の、例えば、施設における環境条件が１つのタイプの
環境的出来事についてのプロファイルを満たすことが決定された、際のみに送られても良
い。特定の例として、そのようなメッセージは、圧力読取値が特定のプロファイルを満た
すことが決定された際に送られても良い、即ち、竜巻プロファイルは圧力測定が特定のレ
ンジ内に入るかまたは時間に渡る圧力における変化または加速度を指し示すところで満た
され得る。
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【０００７】
　環境条件メッセージは、更なる処理のために中央施設に送られることができる。例えば
、そのようなメッセージを受け取った際に、および可能性としてその他の情報（例えば、
その他のメッセージ、気象サービスからの通信、等）を考慮して、中央処理装置は、環境
的出来事が起こっているかも知れないかまたは起ころうとしていることをそれらの施設に
通知する通知を特定の施設に送っても良い。例えば、それは、竜巻、台風または洪水の急
襲の期待された経路中にあると決定されたところの特定の住宅に通知を送っても良い。
【０００８】
　施設に特定の環境条件情報の処理は、「チーム化」が関与することができる。一例では
、そのようなチーム化は、それ自身の情報とその他のセンサー装置（例えば、その最も近
い近隣）のサブセットからの情報を使う第１の装置が関与する。例示的システムは、複数
の施設における環境センサーの間の通信を許容するネットワークを提供する。環境センサ
ーのサブセットは、それらそれぞれの施設における環境条件についてのデータを共有する
ことができ、そのサブセットと関連付けられた施設の１つ以上は、ネットワークを通して
中央位置に共有データに関連する環境条件メッセージを送ることができる。メッセージは
、共有データと１つのタイプの環境的出来事についてのプロファイルとの比較に基づいて
送られても良い。
【０００９】
　或る例示的システムおよび方法は更に、環境的出来事を認識し場所に特定の応答を提供
するために、環境条件情報の新規な使い方が関与する。一例示的方法は、環境条件メッセ
ージとユーティリティメッセージの両方をネットワーク上で受け取ることが関与する。環
境条件メッセージは、施設における環境条件に関連する情報を提供し、ユーティリティメ
ッセージは、施設におけるユーティリティセンサーからの測定に関連する情報を提供する
。可能性のある環境的出来事がそれから、環境条件についての情報、ユーティリティ測定
および／または気象情報源からのレーダー情報のようなその他の情報を使って同定される
ことができる。ユーティリティ測定に関連する情報は、例えば稲妻、竜巻等の１つ以上の
特定の環境的出来事をサポートする電力サージまたは停電を同定し得る。
【００１０】
　環境条件およびユーティリティメッセージの一方または両方に応答して、中央処理装置
は、台風のような可能性のある環境的出来事を同定して、可能性のある環境的出来事が起
こっているかも知れないかまたは起ころうとしていることを通知する通知を施設に送って
も良い。そのような通知に応答して、受け取った施設は、それらの占有者に警告しても良
くおよび／または環境条件、オーディオまたはビデオに関連する情報の測定、記録、格納
または送付を始動するかまたは増加しても良い。
【００１１】
　これらの例示的実施形態は、開示を限定または規定するためではなく、その理解を助け
るために実施形態の例を提供するために言及されている。実施形態は、詳細な記載中で議
論され、更なる記載がそこで提供される。様々な実施形態によって供される利点は、この
明細書を精査することによって更に理解され得る。
【００１２】
　本開示のそれらおよびその他の特徴、側面および利点は、同伴する図面を参照して以下
の詳細な記載が読まれた時により良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、その中に環境条件センサーが分布させられることができる、例示的なＡ
ＭＩベースのメッシュネットワークを描いているシステム図である。
【図２】図２は、図１のネットワークのノードにおけるエンドポイント施設におけるユー
ティリティ測定、環境条件感知および分析装置の例示的構成を描いているシステム図であ
る。
【図３】図３は、どのように取り出し装置が、例示的なＡＭＩベースのネットワークにお
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いて環境条件データと警報の使用を容易にすることができるかを描いたフロー図である。
【図４】図４は、エンドポイントが環境条件データと警報を共有することができることを
描いたフロー図である。
【図５】図５は、ユーティリティ測定メッセージのためにも使われる、メッシュネットワ
ーク上で環境条件データを送る例示的方法を描いたフロー図である。
【図６】図６は、ネットワーク上でお互いに接続された施設間で環境条件情報を共有する
例示的方法を描いたフロー図である。
【図７】図７は、環境条件データを使って可能性のある環境的出来事を同定する例示的方
法を描いたフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　ここに開示されたシステムおよび方法は、竜巻、台風、地震およびその他の災害イベン
トを同定するのに使われる条件についてのより細分化された感知能力を提供する。メカニ
ズムはまた、局所化された警報と局所化された警報の系統的な管理を提供するための情報
をチーム化するのに使われることができる。一例示的実施形態は、アドバンストメーター
リングインフラストラクチャー（ＡＭＩ：Advanced Metering Infrastructure）、無線周
波数（ＲＦ：Radio Frequency）ネットワークのような、メッシュベースのネットワーク
内のセンサーを含むことが関与する。その他の実施形態は、ＡＭＩシステムの外部で実装
されることができる。
【００１５】
　図１は、その中に環境条件センサーが分布させられることができる、例示的なＡＭＩベ
ースのメッシュネットワークを描いているシステム図である。その他の実施形態は、代替
的なネットワークおよびシステムが関与していても良い。図１に示されたネットワーク５
は、中央処理装置１０、例示的アクセスポイント２０、およびここでノード３０－４１と
呼ばれるその他の装置からなる。ノード３０－４１は、メッシュネットワークを作り出す
ように一緒に働き、そこでは各ノードは一般的に近隣のノードの近隣の無線デバイスと話
し応答することができる無線からなる。ＡＭＩシステムの場合には、そのようなノードの
少なくともいくつかがエンドポイントにあり、ユーティリティメーター、器具、環境条件
センサーまたは分析装置のような１つ以上のエンドポイント装置からなるかまたはそれに
接続されていても良い。その他のノードは、単純に通信装置として機能しても良く、よっ
てそれら自体がエンドポイント装置からなるかまたはそれに接続されていなくても良い。
【００１６】
　よって、一般的に、ノードはエンドポイント装置と相互作用するかネットワークの一部
として働くかまたはそれらの両方であっても良く、同時にそのようにしても良い。各ノー
ドの無線は、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）のような装置を有していて
も良い。そのような装置は、無線が小さなコンピューターのように機能し適切なコンピュ
ーティングとコマンド機能を実行することを可能とすることができる。よって、無線のい
くつかまたは全て中のインテリジェンスが、ネットワーク５全体を通してコマンドを派遣
して分布させるのに使われても良い。無線は、必ずしも必要ではないが、双方向通信を許
容しても良い。
【００１７】
　ユーティリティ監視ネットワークの例として、エンドポイントからなるかまたはそれに
接続されたネットワーク５の各ノードは、そのエンドポイントにおけるユーティリティ消
費についての情報を収集し、そのような情報をネットワーク５を通してアクセスポイント
２０に送っても良く、そこでそれは、例えば課金および／または監視の目的のためにユー
ティリティ会社によって収集されても良い。より特定の例として、エンドポイント装置の
無線は、アクセスポイントの宛先のような何らかの宛先に送信されるデータのパケットを
生成しても良い。パケットは、宛先にアドレスされて、ネットワーク中に入れられても良
い。データパケットは、宛先にアドレスされた無線の方向に無線から無線（ノードからノ
ード）にホップすることによってネットワークを横切る。横切るために選ばれた経路は、
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動的であっても良くおよび／またはルーティングを採用しても良い。一般的に、ネットワ
ーク５は、送信速度を増加するためにホップの数を最小化することを試みる。
【００１８】
　環境条件および出来事についての情報を検出し、収集し、通信し、使用する文脈では、
エンドポイントノードの１つ以上が、例えば、エンドポイントにおける温度計およびその
他の環境条件センサーからのデータを使って、環境条件情報を収集するかそうでなければ
使用しても良い。ノードは、環境条件情報および／または環境的出来事に関連するメッセ
ージを、その他のノードにおよび／または例示的アクセスポイント１０に位置しているか
またはそれからアクセス可能である中央処理装置１０に、送っても良い。逆に、ノードは
、環境条件情報および／または環境的出来事に関連するメッセージを、受け取っても良い
。特定の例として、エンドポイントにおけるノードは、ノードのエンドポイントのエリア
において可能性のある竜巻またはその他の環境的出来事があることを指し示すメッセージ
を受け取り、エンドポイントにおける警報器またはその他の警告装置が警告を占有者に表
示するおよび／または鳴らすことを引き起こしても良い。環境条件情報および／または環
境的出来事に関連するパケットは、前述したユーティリティ関連メッセージのものと同様
のやり方でアドレスされネットワークを横切ることができ、あるいは異なるように実装さ
れても良い。例えば、環境条件情報および／または環境的出来事メッセージのいくつかま
たは全ては、より高い優先度で送られても良く、よってその他のタイプのメッセージより
も素早くネットワークを横切る。完全性チェック、署名および／または暗号化技術が、機
密性、完全性、真正性を確かなものとするおよび／またはそうでなければメッセージを安
全にするのに使われても良い。
【００１９】
　ネットワークのノードにおける無線および／またはその他のコンポーネントは、バッテ
リー電力供給、ライン電力供給、またはあらゆるその他の好適な電力源によって電力供給
されて、あらゆる好適な接続を介して取り付けられても良い。ノードはまた一般的に、結
晶発振器のような時間管理コンポーネントからなる。
【００２０】
　図２は、図１のネットワークのノードにおけるエンドポイント施設におけるユーティリ
ティ測定、環境条件感知および分析装置の例示的構成を描いているシステム図である。特
定には、エンドポイント施設は、家２０１と、木２０７を含むがそれに限定はされないそ
の周辺の、中またはその周りに分布させられた様々な装置のシステム２００を含む。シス
テム２００は、ノード２０２を含み、それは例として図１のノード３０－４１のいずれか
１つであっても良い。ノード２０２は、通信およびその他の機能性を含んでいても良い。
システム２００は更に、ユーティリティメーター２０３、分析エンジン２０４、および環
境条件センサー２０５ａ－ｄを含む。この例示的構成では、環境条件センサーＡ２０５ａ
と環境条件センサーＢ２０５ｂは、ノード２０２、ユーティリティメーター２０３および
分析エンジン２０４と同じエンドポイント施設のエリア中に位置している。そのようなコ
ンポーネンツは、単一の装置内に組み合わされるか、あるいは有線または無線通信を通し
てお互いと通信して提供されることができる。
【００２１】
　一例示的実施形態では、環境条件センサー２０５ａ－ｄは、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）を通して分析エンジン２０４に情報を送る。分析エンジンは、情報を処
理し、ノード２０２から図１のその他のノード３０－４１のいくつかまたは全てを含み得
る近隣のノードにか、あるいは図１の中央処理ユニット１０に直接的にかまたは間接的に
、メッセージが送られることを引き起こす。代替的な実施形態では、分析エンジンは代替
的にかまたは追加的に、同様の目的のためにそのようなメッセージがネットワーク上で送
られること、例えば、施設において利用可能なインターネット接続を使ってかまたは施設
において利用可能なパワーラインキャリアネットワークを使ってインターネット上でその
ようなメッセージを送ること、を引き起こす。
【００２２】
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　図２では、環境条件センサーＢ２０５ｂが、地下水条件、地下化学物質存在または活動
、または地震活動のような、地下環境条件を感知するために地面レベルより下に伸びる感
知コンポーネント２０６を含むセンサーを描いている。環境条件センサーＣ２０５ｃは、
家２０１の屋根の上に設けられており、よってシステム２００のその他のコンポーネンツ
から分離されている。同様に、環境条件センサーＤ２０５ｄは木２０７中に位置している
。
【００２３】
　システム２００は更に、施設の位置における画像、オーディオおよび／またはビデオを
記録するための記録装置２０８ａ－ｂを含む。これらの記録装置２０８ａ－ｂは、環境と
関係のある画像、オーディオおよびビデオデータを提供する環境条件センサーとして使わ
れることができる。特定の例として、カメラ装置は、雲量、雲の動きまたは太陽の条件を
同定するために解釈されることができる画像またはビデオを提供することができる。記録
装置２０８ａ－ｂはまた、あるいは代替的に、追加の情報を記録するのに使われても良い
。例えば、そのような記録装置２０８ａ－ｂは、通常は安全監視として使われても良いが
、竜巻、台風またはその他の環境的出来事の際には、環境的出来事を記録するために制御
され、例えば、空に向けられても良い。
【００２４】
　システム２００は更に、特定の環境条件または出来事が同定された時に占有者に警告す
るかそうでなければ通知するために使われることができる警報器２０９を含む。例えば、
警報器は、エンドポイントまたはその近傍において竜巻を指し示す環境条件が同定された
時には、ピーッという音を放送し、記録されたオーディオ警告をプレイし、および点滅す
る光およびテキストを表示しても良い。そのような警告は、例えば、分析エンジン２０４
によって、局所的にトリガーおよび／または制御されることができ、遠隔位置から、例と
して、図１の近傍のノード３０－４１かまたは中央処理装置１０から、受け取ったメッセ
ージに基づいて制御されることができる。
【００２５】
　一般に、１つ以上の測定装置が、環境条件を測定するためにネットワークのエンドポイ
ント装置中に含まれることができる。そのようなセンサーは、地震活動、大気および／ま
たは水温度、大気圧、光、湿度、降雨またはその他の雨量、洪水レベル、放射能レベル、
花粉レベル、電気、磁気、重力、およびその他の環境条件を感知または測定しても良く、
火事を検出し、特定の化学物質を感知し、地下水およびその他の地下条件を測定し、携帯
電話およびその他の電磁気信号の存在または量を検出する装置と、データ、画像、オーデ
ィオおよび／またはビデオを記録する装置を含む。例示的な地震検出器は、加速度計、衝
撃検出器およびＧＰＳ装置を含む。センサーは、そのような感知を、時間に渡る間隔で連
続的に、またはそうでなければ特定のセンサーと感知されている環境条件について適切で
あり得るように、行っても良い。
【００２６】
　エンドポイントの機能性は、単一の装置中に統合されるか、または可能性として施設に
おける分散した位置において、複数の装置中に分離されることができる。例えば、一例示
的実施形態では、送信装置がメッシュまたはその他のネットワークに接続するのに使われ
、別の処理装置が分析するのに使われる。送信および処理装置から分離して施設における
様々な位置において位置する環境センサー装置は、それらのデータを提供するためにこれ
らの装置の一方または両方と局所的に通信する。
【００２７】
　１つの特定の例では、家は、施設において消費されたユーティリティ（例えば、水道、
ガスまたは電気）の量を測定するためのユーティリティセンサーと、外部温度、圧力およ
びその他の生態学的またはその他の環境条件を測定する１つ以上の測定装置の両方を含む
エコメーター装置が備えられている。エコメーターは、その環境条件測定およびその他の
データを提供するために有線または無線ＬＡＮを介して処理装置と通信する。処理装置は
それからこの情報を分析し、適切な時には、送信装置が近隣の施設におよび／または中央
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処理装置にＡＭＩメッシュネットワークを通して環境条件についてのメッセージを送るよ
うに、ＬＡＮを介して送信装置と通信する。
【００２８】
　エコメーターまたはその他の環境条件センサーは、その他の目的のために使われても良
い。例えば、環境的出来事の同定の目的のために分析と可能性としてＡＭＩネットワーク
を通しての送信のためのデータを提供することに加えて、そのようなデータは、施設にお
いて局所的に提供されても良い。例えば、温度、圧力、降雨等についての情報は、それら
の条件を施設の占有者に知らせるために施設におけるディスプレイ上で提供されても良い
。或る実施形態では、感知装置の主要な目的は、占有者の使用のためにそのような情報を
提供することであり、装置の能力は、環境的出来事の同定の目的のために分析と可能性と
してＡＭＩネットワークを通しての送信のためにそのような情報を提供することにも拡張
される。既存の環境センサーが、関与する特定の装置とＡＭＩシステムコンポーネンツに
依存した種々の適切なやり方でのＡＭＩシステムとの接続のために、構成されても良い。
【００２９】
　その他の実施形態では、ユーティリティセンサーと環境センサーはお互いから分離され
ている。例えば、温度センサーが１つの位置に置かれ、雨ゲージが別の位置に置かれ、ユ
ーティリティメーター装置が第３の位置に置かれても良い。一般に、特定のシステムおよ
び／または施設について適切であり得るように、施設において行われる感知、分析および
送信の機能性は、施設において構成されたおよび／または位置する１つ以上の装置によっ
て行われることができる。
【００３０】
　環境条件センサーからの環境条件情報は、様々なやり方で使われることができる。その
ような情報は、単純に処理のために中央装置に発送されることができる。但し、ネットワ
ークのサイズとセンサーの数に依存して、そのようなメッセージはネットワークおよび／
または中央処理装置上に望ましくない重荷を課し得る。代替策は、集合および／または選
択された情報のみを中央処理装置に送ることである。
【００３１】
　図３は、どのように取り出し装置が、例示的なＡＭＩネットワークにおいて環境条件デ
ータと警報の使用を容易にすることができるかを描いたフロー図である。この例では、取
り出し３００は、エンドポイント３０２のような１つ以上のエンドポイントからのセンサ
ーデータを受け取って集合させ、集合されたセンサーデータを、そのようなデータを使用
しそれに働きかけるための中央処理装置として働くかまたはそれと通信するＡＭＩヘッド
エンド３０４に送る。同様に取り出し３００は、エンドポイント３０２のような１つ以上
のエンドポイントからの警報を受け取って、そのような警報を使用しそれに働きかけるた
めの中央処理装置として働くかまたはそれと通信するＡＭＩヘッドエンド３０４に渡す。
ＡＭＩヘッドエンド３０４は、エンドポイントが警報を送るかどうかを決定するのに使う
ことができる環境的出来事プロファイルのようなエンドポイント判断基準を提供しても良
い。例えば、判断基準は、特定の低い温度に達した時に凍結警報がＡＭＩヘッドエンド３
０４に送られるべきであることを指定しても良い。
【００３２】
　一例示的実施形態では、１つ以上の環境条件を感知し、そのような条件に基づいて、も
しおよびいつ近隣の装置かまたは中央処理装置のどちらかに情報を送るかを決定する、１
つ以上の装置が施設において設けられている。メッシュまたはその他のネットワーク中の
エンドポイント装置は、よって測定を処理することができる規則エンジンまたはその他の
処理設備を含むことができる。そのような装置はまた、測定をチーム化するためのおよび
／または警報と報告機能を行うための機能性を提供しても良い。もしおよびいつ情報を送
るかを決定するために、エンドポイント装置は、特定の値、パターン、傾向を探して環境
条件情報を分析するか、またはそうでなければいつ環境条件がプロファイルにフィットす
るかを同定し、よってそのような環境的イベントが起こっているか起ころうとしているこ
とを指し示すために、そのような条件情報を１つ以上の環境的出来事タイプ（例えば、台
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風、竜巻、地震等）のプロファイルに対して比較しても良い。特定の例では、エンドポイ
ント装置は、装置の施設の現行の条件についての圧力データ、光データおよび温度データ
を、竜巻プロファイルと比較しても良い。もしデータがプロファイルにマッチすれば、エ
ンドポイント装置は、近隣の装置かまたは中央処理装置にメッセージを送っても良い。特
定の環境的出来事プロファイルについて適用可能であり得るように、どのように条件が時
間に渡って変化しているかについての情報をデータが提供するように、環境条件は時間に
渡って追跡されても良い。
【００３３】
　環境条件測定および関連する情報を処理するための例示的規則は、どれ程頻繁に測定を
行うか、測定頻度を増加するか減少するための閾値、および規則を更新するための安全性
要求を指定する規則を含むが、それらに限定はされない。
【００３４】
　或る例示的システムおよび方法は更に、環境的出来事を認識するためにより細分化され
た環境条件情報の新規な使い方が関与する。一例示的方法は、環境条件メッセージとユー
ティリティメッセージの両方をネットワーク上で受け取ることが関与する。環境条件メッ
セージは、施設における環境条件に関連する情報を提供し、ユーティリティメッセージは
、施設におけるユーティリティセンサーからの測定に関連する情報を提供する。可能性の
ある環境的出来事がそれから、環境条件についての情報、ユーティリティ測定および／ま
たは気象情報源からのレーダー情報のようなその他の情報を使って同定されることができ
る。ユーティリティ測定に関連する情報は、例えば、稲妻、竜巻等の１つ以上の特定の環
境的出来事をサポートする電力サージまたは停電を同定し得る。レーダープラス圧力読取
値プラス損失された電力を使って、環境条件および出来事のより正確で細分化された理解
を提供するために情報は組み合わされることができる。
【００３５】
　図４は、エンドポイント４０２、４０４が環境条件データと警報を共有することができ
ることを描いたフロー図である。そのような共有は、警報の配布の速度の向上から情報を
共有しているノードにおける局所的環境条件の分析の向上までを含むがそれらに限定はさ
れない、様々な恩恵を提供することができる。
【００３６】
　環境条件測定を中央処理装置に送るかどうかの選択はまた、チーム化の技術を利用する
ことができる。「チーム化」は、装置のサブセットまたはチームからの情報を使用するこ
とを指す。もしおよびいつ情報を中央処理装置に送るかを選択することの文脈では、チー
ム化は、与えられた施設がその近隣の施設の1つ以上から情報を受け取ることが関与する
。例えば、家における処理装置が、近隣の家から圧力および温度測定またはメッセージを
受け取り、気象条件の重要性のより見識のある分析をするために共有された情報を使用し
ても良い。例えば、装置は近隣全体が圧力低下を経験していること、または近隣の測定の
間の差が特定の環境的出来事を示唆することを見ても良い。特定の例として、圧力差およ
び風向きの差は、台風のためのプロファイルにフィットし得る。チーム化およびプロファ
イル化の技術の使用は、与えられたネットワーク上の全体的トラフィックを削減すること
ができる。或るシナリオでは、そのような削減されたトラフィックレベルがネットワーク
効率を向上する。
【００３７】
　クラスターまたはチームの選択は、あらゆる好適なやり方でなされることができる。例
えば、チームは、チーム化のためにグループを選択することが知られている装置の座標（
例えば、緯度と経度）を使うことができるヘッドエンドまたはその他の中央装置において
選択されることができる。チームは、その場かぎりベースで規定されることができ、そこ
では構成可能なパラメータがどれ程チームが大きくなるかを指し示す。これは、地理的ベ
ースのもの（２キロメートル以内の装置が装置のチームの一部となる）かまたは通信ベー
スのもの（装置の１ホップ以内の装置が装置のチームの一部となる）であることができる
。1つの装置は、その最も近い近隣の予め決められた数かまたは、例えば１／４マイル、
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１／２マイル、１００ヤード等の予め決められた距離内のその近隣の全てとチーム化され
ることができる。
【００３８】
　チーム化は、様々なやり方で実装されることができる。規則は、測定上で近隣の装置を
更新するための頻度を指定することができる。別のチーム化の規則は、中央処理装置、例
えばＡＭＩベースのシステム中のヘッドエンドに、どのようにして集合されたセンサーデ
ータが送られるかを指定しても良い。環境条件センサーデータは、リアルタイムベースで
必要ではなくても良い。従って、データの集合とスケジュールされた更新は構成可能であ
り、通信システムの利用可能性を維持するために管理されることができる。
【００３９】
　局所的または局所的にチーム化された環境条件データが環境的出来事プロファイルにフ
ィットする時、情報はＡＭＩ、メッシュまたはその他のネットワークを通してその他の施
設におよび／または中央処理装置に送られて、それらの装置にプロファイルが満たされた
ことを通知し従って関連付けられたタイプの緊急事態イベントが起こっているかも知れな
いかまたは起ころうとしていることを示唆することができる。局所的施設もまた通知され
ても良い。例えば家庭エリアネットワーク（ＨＡＮ）が、警報メッセージを家内ディスプ
レイに通信するのに使われても良い。例として、近隣の装置と関連付けられた圧力の或る
変化、温度変化、光変化、湿度変化および／または停電の際に、遠隔および局所的警報が
提供されても良い。
【００４０】
　或る環境条件変化が特に有意義であっても良く、例として、局所的エリアにおける顕著
なステップ変化、変化の速度、および／または変化の加速度を意味する測度を含む。例示
的実施形態では、チームメンバーが、速度／加速度が構成可能なトリガーを超えることが
あれば優先度ベースで測定されたデータの速度または加速度を通信しても良い。
【００４１】
　或る実施形態は、同様の規則、条件またはその他のプロファイル比較に基づいたシステ
ム警報判断基準を使う。それらのタイプの警報は、センサー設備によって検出可能である
竜巻と台風、地震イベント、洪水またはその他の出来事のような、気象イベントの遠隔追
跡を提供するのに使われることができる。
【００４２】
　環境条件データの分析は、様々なアクションをトリガーしても良い。チーム化の文脈で
は、それはチームメンバーが通知またはその他のセンサーに基づいた情報を中央位置に送
ることをトリガーしても良く、それが情報を送ったことをチームメンバーがそのチームの
その他のメンバーに通知することをトリガーしても良い。これは、冗長なおよび部分的に
冗長な情報を削減することができる。トリガーするイベントは、通知および／または情報
が中央処理位置に送られるように、プロファイルを満たすあらゆるイベントであることが
できる。そのようなトリガーするイベントの後、システムは、その装置のいくつかによっ
て提供された情報の量を増加しても良い。例えば、可能性のある竜巻通知と関連付けられ
たチーム中の装置は、そのような可能性のある竜巻通知に続いてそれらの測定のより多く
かまたは全てを中央処理位置に送るように構成または調節されることができる。
【００４３】
　環境条件および関連するメッセージは、ヘッドエンドまたはその他の中央処理装置にお
いて分析されても良い。例示的システムでは、適切な応答を決定するのに規則のセットが
使われる。中央処理装置はまた、気象条件および出来事についての情報を交換するために
、その他のエンティティ、例えば気象サービスエンティティと通信しても良い。気象条件
および出来事についての情報への応答は、自動化されたもの、手動または自動化されたも
のと手動の何らかの組み合わせであることができる。
【００４４】
　追加的または代替的に、トリガーするイベントの際に、１つ以上のアクションが、ＡＭ
Ｉ、メッシュまたはその他のネットワークを通して始動されても良い。それらの施設の既
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知の位置に基づいて、そのようなネットワークを通してアクセス可能な施設の特定のもの
に通知が送られても良い。いくつかの状況では、中央処理装置がより多くの情報を求めて
も良く、よってより多くの環境条件データまたはそうでなければ感知頻度、データ格納ま
たは送付ポリシーに対する変化を測定、記録および／または送付すること、および／また
は１つ以上の施設におけるビデオ記録、オーディオ記録またはその他の特定のアクション
を始動することを、いくつかの装置に引き起こす通知またはその他のメッセージを送って
も良い。１つの特定の例では、ビデオレコーダーまたはその他の感知装置が、可能性のあ
る気象出来事の間にビデオおよび／またはその他の情報の記録をオンにするか強化するた
めに起動される。検針ネットワークとは別のビデオ監視システムが、それにも拘らず専用
の検針ネットワークからの入力を受け取ることが可能であり、それがそうでなければする
であろうのとは違うようにビデオを記録および／または格納するためにネットワークから
のコマンドに応答するようになっていても良い。ビデオ情報は、中央位置まで専用のネッ
トワークまたは別のネットワーク上で記録されたビデオを送ること有りまたは無しで記録
されることができる。
【００４５】
　或るシステムは、検出されている環境的出来事を占有者に警告するかそうでなければ通
知するための場所に標的を定めたメッセージを送るために、ＡＭＩ、メッシュまたはその
他のネットワークを使うことができる。例えば、可能性のある竜巻通知が装置の１つまた
はチームから送られる例では、中央処理位置は、これらの装置中の装置、周辺位置中の装
置、または出来事の予期された経路中の装置に通知を送ることによって応答して、これら
の装置が可能性のある出来事を表示するかまたはそうでなければ占有者に警告するように
なっていても良い。
【００４６】
　１つ以上の分析および／またはチーム化の特徴を実装するために、中央装置は、施設の
位置の１つ以上についての情報、よってそのような施設についての固有の識別子を有する
か、そのような施設において設置されたあらゆる環境条件センサーについての情報、およ
び／または、例として機密性、利用可能性、完全性規則に対する、装置についての安全性
規則を含んで維持しても良い。例示的実装は、安全性のために既製の暗号化を使っても良
い。一般に、感知データの完全性と利用可能性を確かなものとすることを助けるためにチ
ーム化メカニズムを使う実施形態については、安全性メカニズムのベースラインレベルが
好ましくは置かれるべきである。イベントのいくつかは時間が決定的に重要である（警報
を送る）ので、暗号化メカニズムが不能にされる時があり得る。例示的メカニズムは、例
として、決定的に重要なデータの署名、構成変更の署名、およびチームデータ上の認証コ
ードを含む。
【００４７】
　図５は、ユーティリティ測定メッセージを送るためにも使われる、メッシュネットワー
ク上で環境条件データを送る例示的方法を描く。例示的方法５００は、ブロック５１０に
示されるように、施設における環境条件についてのデータを生成するために施設における
環境センサーを使用することからなる。
【００４８】
　方法５００は更に、ブロック５２０に示されるように、施設において環境条件データを
分析することからなる。これは、１つのタイプの環境的出来事についてのプロファイルを
環境条件データが満たすかどうかを決定することが関与しても良い。特定の例として、施
設における比較装置が、環境条件についてのデータを竜巻またはその他の特定のタイプの
環境的出来事についてのプロファイルと比較するのに使われても良い。
【００４９】
　方法５００は更に、ブロック５３０に示されるように、そうでなければ専用のネットワ
ーク上で中央処理装置に環境条件メッセージを送ることからなる。ＡＭＩベースおよびそ
の他のメッシュネットワークが、そうでなければ専用のネットワークの例を提供する。環
境条件メッセージは、施設における環境条件についてのデータに関し、例えば、データが
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特定の環境条件プロファイルを満たすことを指し示しても良い。メッシュネットワークが
、その他の目的のために使われても良く、よって施設からのユーティリティ測定メッセー
ジを受け取って経路に発送する１つ以上のノードからなっていても良い。そのような測定
メッセージは、施設におけるユーティリティセンサーからの測定についての情報からなる
。
【００５０】
　方法５００は更に、ブロック５４０に示されるように、例えば、そこに通知が送られた
ところの施設の１つ以上において、環境的出来事が起こっているかも知れないかまたは起
ころうとしていることを通知する通知を、ネットワークを通して中央処理装置から施設の
１つ以上に送ることからなる。そのような通知に応答して、可聴な、視覚的なまたはその
他の警告が施設における１人以上の占有者に提供される。
【００５１】
　図６は、ネットワーク上でお互いに接続された施設間で環境条件情報をチーム化するか
またそうでなければ共有する例示的方法を描いたフロー図である。方法６００は、ブロッ
ク６１０に示されるように、施設における環境条件についてのデータを生成するために施
設における環境センサーを使用することが関与する。方法６００は更に、複数の施設にお
ける環境センサーの間で通信を許容するネットワークを使用することが関与する。特定に
は、ブロック６２０に示されるように、方法６００は、共有のために中央処理センターを
使用することと対照的に、ブロック６２０に示されるように、施設のサブセットの間で直
接的に共有することが関与する。サブセットは、施設のあらゆる数または組み合わせを含
むことができ、例として、第１の施設のみのチームとその最も近い近隣の施設の予め決め
られた数か、または第１の施設のみのチームと第１の施設の予め決められた距離内の近隣
の施設を含んでいても良い。
【００５２】
　方法６００は更に、ブロック６３０に示されるように、中央位置にネットワークを通し
て施設のサブセットにおける環境条件についての共有されたデータに関連する環境条件メ
ッセージを送ることが関与する。そのようなメッセージは、共有されたデータと１つのタ
イプの環境的出来事についてのプロファイルとの比較に基づいて送られても良い。
【００５３】
　図７は、環境条件データを使って可能性のある環境的出来事を同定する例示的方法７０
０を描いたフロー図である。方法７００は、ブロック７１０に示されるように、ネットワ
ーク上で環境条件メッセージを受け取ることであって、環境条件メッセージは施設におけ
る環境センサーから収集された環境条件に関連する情報からなることが関与する。方法７
００は更に、ブロック７２０に示されるように、同じネットワーク上でユーティリティ関
連メッセージを受け取ることからなる。そのようなユーティリティメッセージは一般的に
、施設におけるユーティリティセンサーからの測定に関連する情報からなる。方法７００
は更に、環境条件に関連する情報を使って可能性のある環境的出来事を同定することから
なる。方法７００は更に、ブロック７４０に示されるように、ネットワーク上で通知を送
ることが関与する。
【００５４】
　一実施形態では、環境条件メッセージとユーティリティメッセージの両方が、可能性の
ある環境的出来事を同定する中央処理装置にメッシュネットワーク上で施設から送られた
。中央処理装置は、それらの施設において可能性のある環境的出来事が起こっているかも
知れないかまたは起ころうとしていることをそれらの施設に通知する通知を、メッシュネ
ットワークを通して１つ以上の施設に送っても良い。そのような通知を受け取ることに応
答して、警告が１人以上の施設占有者に提供されても良く、および／または１つ以上の施
設における環境条件、オーディオまたはビデオに関連する情報の測定、記録、格納または
送付が始動または増加されても良い。
【００５５】
　可能性のある環境的出来事を同定することは、或る実施形態では、複数の位置における
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施設からの環境条件情報をおよび／またはユーティリティ関連メッセージの１つ以上中に
提供された１つ以上のユーティリティセンサーからの測定に関連する情報も使用すること
が関与しても良い。例として、ユーティリティセンサーからの測定に関連する情報は、電
力サージまたは停電についての情報を提供しても良い。追加的または代替的に、可能性の
ある環境的出来事を同定することは、施設の近くの気象条件に関連するレーダー装置から
の情報のような別の気象サービスからの情報を使用しても良い。
【００５６】
　環境条件についての情報は、時間に渡って分析され、予測された条件が実際に起こった
か起こらなかったかの確認と比較されることができる。そのような分析は、条件の将来の
出来事を同定するのに使われるプロファイルを調節するかまたはそうでなければ更新する
のに使われることができる。
【００５７】
　ここに開示された方法およびシステムは、様々な利点を提供する。或る実施形態は、例
えば、いくつかの状況ではほぼリアルタイムで、気象およびその他のイベントをより素早
く検出する能力を提供する。或る実施形態では、多くのエンドポイントを有する検針およ
びその他の専用のネットワークを使用することに利点がある。或るシステムは、環境条件
を感知することに対して向上された細分化を提供する。検針システムは、例えば、比較的
近い地理的位置における多くの装置を含んでいても良い。そのような細分化は、気象出来
事とその特徴の同定を向上することができる。例えば、より細分化された圧力データが、
竜巻の過去のおよび／または予期された経路をより良く理解するために使われても良い。
【００５８】
　同様に、そのようなシステムは、そのような感知装置についての追加の見方を提供して
も良い。よって、風景の上を、風景に跨って、または風景に渡って下に、スキャンするレ
ーダーと対照的に、多くの土地ベースのエンドポイントを有する検針およびその他の専用
のネットワークは、地面レベルにおいておよび／またはその近くに位置し、そのような観
点から条件を感知する感知装置を含むことができる。特定の例として、光センサーが、日
光、雲量等についての情報を提供することができる。別の特定の例として、地震感知装置
が、多くの土地ベースのエンドポイントを有する専用のネットワーク中のそれらの位置お
よび数が与えられて、向上した感知能力を提供しても良い。
【００５９】
　代替的な実施形態は、大規模望遠鏡の新たな形を提供する。そのような望遠鏡は、大き
なエリアに渡って分布する無線または光センサーによって提供される画像を作成すること
ができる。それは、エリアに渡って多数に分散されて使われた時に、そうでなければ利用
可能ではない情報を提供する、安価で低品質のセンサーを使っても良い。
【００６０】
　本主題は、その特定の実施形態に対して詳細に記載されたが、前述したものの理解を得
た際に当業者は、そのような実施形態の変更、変形および等価物を容易に作成し得ること
が理解されるであろう。従って、本開示は限定ではなく例示の目的のために提示されてお
り、当業者に容易に明らかであろうように本主題へのそのような変更、変形および／また
は追加の含有を排除しないことが理解されるべきである。
【００６１】
　　　　　　　　　　　　　　　　一般
　請求された主題の十分な理解を提供するために、数々の特定の詳細がここに説明されて
いる。但し、請求された主題は、それらの特定の詳細無しで実施されても良いことが当業
者によって理解されるであろう。その他の場合には、請求された主題を不明瞭にしないよ
うに、当業者によって知られているであろう方法、装置またはシステムは詳細には記載さ
れていない。
【００６２】
　いくつかの部分は、コンピューターメモリーのようなコンピューティングシステムメモ
リー内に格納されたデータビットまたはバイナリ－デジタル信号上での動作のアルゴリズ
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ムまたはシンボル表現の観点で提示されている。それらのアルゴリズム的記載または表現
は、当業者によって彼らの仕事の実体を他の当業者に伝達するためにデータ処理の分野で
使われる技術の例である。アルゴリズムは、所望の結果に繋がる動作の自己一貫性のある
シーケンスまたは同様の処理である。この文脈では、動作または処理は、物理的量の物理
的操作が関与する。典型的には、必ずしも必要ではないが、そのような量は、格納され、
転送され、組み合わされ、比較され、またはそうでなければ操作されることが可能な電気
的または磁気的信号の形を採り得る。主に一般的な用法の理由のために、そのような信号
をビット、データ、値、エレメント、シンボル、文字、語、数、数字等として言及するこ
とが時々便利であることが証明されている。但し、それら全ておよび同様の用語は、適切
な物理的量と関連付けられるべきものであり、単に便利なラベルに過ぎないことが理解さ
れるべきである。そうではないと特定に言明されない限り、この明細書全体を通して、「
処理する」、「演算する」、「計算する」、「決定する」および「同定する」等のような
用語を利用した議論は、コンピューティングプラットフォームのメモリー、レジスターま
たはその他の情報格納装置、送信装置または表示装置内の物理的な電子的または磁気的量
として表現されるデータを操作または変換する、１つ以上のコンピューターまたは同様の
電子的コンピューティング装置または複数の装置のような、コンピューティングプラット
フォームまたはその他の電子的装置のアクションまたはプロセスを指す。
【００６３】
　ここに議論された様々なシステムは、いかなる特定のハードウェアアーキテクチャーま
たは構成にも限定はされない。装置は、１つ以上の入力に条件付けされた結果を提供する
コンポーネンツのあらゆる好適な配置を含むことができる。好適なコンピューティング装
置は、コンピューティングシステムを汎用コンピューティング装置から本主題の１つ以上
の実施形態を実装した特殊化されたコンピューティング装置までプログラムするかまたは
構成する、格納されたソフトウェアにアクセスする多目的のマイクロプロセッサベースの
コンピューティングシステムを含む。あらゆる好適なプログラミング、スクリプティング
またはその他のタイプの言語または言語の組み合わせが、コンピューティング装置をプロ
グラミングするかまたは構成するのに使われるべきソフトウェア中に、ここに含まれた教
示内容を実装するのに使われても良い。
【００６４】
　ここに開示された方法の実施形態は、そのようなコンピューティング装置の動作中で行
われても良い。上の例で提示されたブロックの順序は、変動されることができ、例えば、
ブロックは再順序化される、組み合わされるおよび／またはサブブロックに分けられるこ
とができる。或るブロックまたはプロセスは、並行して行われることができる。
【００６５】
　上記の通り、コンピューティング装置は、少なくとも１つのコンピューターによって実
行された時に、少なくとも１つのコンピューターが本主題の１つ以上の実施形態を実装す
ることを引き起こす、コンピューター読み取り可能な命令を実体的に具現化する１つ以上
のコンピューター読み取り可能な媒体にアクセスしても良い。ソフトウェアが利用される
時には、ソフトウェアは、１つ以上のコンポーネンツ、プロセスおよび／またはアプリケ
ーションからなっていても良い。ソフトウェアとは追加的または代替的に、コンピューテ
ィング装置は、装置が本主題の方法の１つ以上を実装するように動作するようにする回路
からなっていても良い。
【００６６】
　ネットワークシステムの生来的な柔軟性は、コンポーネンツの間でのタスクおよび機能
性の可能な構成、組み合わせおよび分割の大いなる多様さを許容する。例えば、ここに議
論されたプロセスは、単一のコンピューティング装置または組み合わせで働いている複数
のコンピューティング装置を使って実装されても良い。データベースおよびアプリケーシ
ョンは、単一のシステム上に実装されても、複数のシステムに跨って分散されても良い。
分散されたコンポーネンツは、順次かまたは並行して動作しても良い。第１と第２のシス
テムかまたはそのコンポーネンツの間でのように、データが得られたかまたはアクセスさ
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えば、もし第１の装置が第２の装置からのデータにアクセスするならば、アクセスは、１
つ以上の中間的装置、プロキシー等が関与しても良い。
【００６７】
　ここに言及された技術はまた、コンポーネンツまたはシステムの間でデータを通信する
ことに言及する。より特定に同定されない限り、そのような通信は、ダイヤルインネット
ワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、メッシュネットワーク、ＡＭＩネットワーク、パワーラ
インキャリアネットワーク（ＰＬＣ）、インターネット、イントラネットまたは有線およ
び／または無線通信リンクのあらゆる組み合わせを含むがそれらに限定されない、あらゆ
る好適な数またはタイプのネットワークまたはリンク上で起こっても良いことが理解され
るべきである。
【００６８】
　ディスク（ＣＤ－ＲＯＭＳ，ＤＶＤ－ＲＯＭＳおよびその変形を含んだ）、フラッシュ
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、およびその他のメモリー装置を含んだ、ディスケット、ドライブ、磁
気ベースの格納媒体、光学的格納媒体を含むがそれらに限定はされない、あらゆる好適な
実体的なコンピューター読み取り可能な媒体または複数の媒体が、今回開示された主題を
実装または実施するのに使われても良い。
【００６９】
　ここでの「適応された」または「構成された」の使用は、追加のタスクまたはステップ
を行うように適応されたかまたは構成された装置を除外しない、オープンで包括的な言語
を意味する。追加的に、「に基づいた」の使用は、１つ以上の記載された条件または値「
に基づいた」プロセス、ステップ、計算またはその他のアクションが、実際には、記載さ
れたものを超える追加の条件または値に基づいていても良いという点で、オープンで包括
的であることを意味する。ここに含まれた見出し、リストおよび番号付けは、説明の容易
さのためだけであり、限定的であることを意味しない。
【００７０】
　本主題は、その特定の実施形態に対して詳細に記載されたが、前述したものの理解を得
た際に当業者は、そのような実施形態の変更、変形および等価物を容易に作成し得ること
が理解されるであろう。従って、本開示は限定ではなく例示の目的のために提示されてお
り、当業者に容易に明らかであろうように本主題へのそのような変更、変形および／また
は追加の含有を排除しないことが理解されるべきである。
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