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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークで動作する第１の装置と第２のネットワークで動作する第２の装置
とを有する無線ネットワークシステムであって、第１の装置は、無線媒体を介してデータ
を送受信するための通信インタフェースと、第１のネットワーク内で動作する他の装置が
第１の装置をアドレス指定可能な第１のネットワークの第１のショートアドレスを有する
第１のネットワークコンフィギュレーションデータであって、第１の装置を第１のネット
ワーク内で動作可能にする第１のネットワークコンフィギュレーションデータを格納する
コンフィギュレーションメモリとを有し、第２の装置は、無線媒体を介してデータを送受
信するための通信インタフェースと、第２のネットワーク内で動作する他の装置が第２の
装置をアドレス指定可能な第２のネットワークの第２のショートアドレスを有する第２の
ネットワークコンフィギュレーションデータであって、第２の装置を第２のネットワーク
内で動作可能にする第２のネットワークコンフィギュレーションデータを格納するコンフ
ィギュレーションメモリとを有し、第１の装置及び第２の装置は、第２の装置が第１のネ
ットワークに加入するためのモードであるコミッショニングモードで動作し、前記コミッ
ショニングモードでは、第２の装置が前記コミッショニングモードで使用される発見メッ
セージを報知し、第１の装置は、前記発見メッセージを受信すると、第１のネットワーク
内の各装置がアドレス指定可能な少なくとも第３のショートアドレスを有する第１のネッ
トワークコンフィギュレーションデータを第２の装置へ供給し、第２の装置は、第２の装
置の前記コンフィギュレーションメモリに第３のショートアドレスを有する第１のネット



(2) JP 5702774 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

ワークコンフィギュレーションデータを格納することにより、第２の装置が第２のネット
ワーク内でアドレス指定可能なだけでなく、第１のネットワーク内でアドレス指定可能と
なる、無線ネットワークシステム。
【請求項２】
　第１の装置は、更に、既定の近接値を有し、前記発見メッセージが第１の装置と第２の
装置との間の距離を示す近接情報を有し、第１の装置は、前記発見メッセージを受信する
と、前記近接情報により示される距離が前記近接値に対応するかどうかを決定し、前記近
接情報が前記近接値に対応する場合、前記コミッショニングモードに入る、請求項１に記
載の無線ネットワークシステム。
【請求項３】
　第１の装置及び第２の装置のそれぞれの前記通信インタフェースは、Ｚｉｇｂｅｅ（登
録商標）ネットワークシステムで使用される、請求項１又は２に記載の無線ネットワーク
システム。
【請求項４】
　第２の装置がルート設定の能力を持たない装置である、請求項１乃至３の何れか一項に
記載の無線ネットワークシステム。
【請求項５】
　第２の装置が、前記無線ネットワークシステム内の他の装置へアプリケーション制御命
令を送信し、及び／又はネットワークシステム内の他の装置からアプリケーションデータ
値を受信するためのユーザ制御インタフェースを有する制御装置である、請求項１乃至４
の何れか一項に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項６】
　第１の装置が、アプリケーション装置に接続可能なアプリケーションインタフェースを
有する機能装置であって、前記無線ネットワークシステム内の他の装置からアプリケーシ
ョン制御命令を受信し、及び／又はネットワークシステム内の他の装置へアプリケーショ
ンデータ値を送信するアプリケーションインタフェースを有する機能装置である、請求項
１乃至５の何れか一項に記載の無線ネットワークシステム。
【請求項７】
　第１の装置の前記コンフィギュレーションメモリに含まれる第１のネットワークコンフ
ィギュレーションデータが、第１のネットワークで利用可能な範囲のショートアドレスを
有し、第１の装置は、利用可能なショートアドレスの範囲内で第２の装置へ供給される第
１のネットワークの第３のアドレスを選択する、請求項１乃至６の何れか一項に記載の無
線ネットワークシステム。
【請求項８】
　第１のネットワークで動作する第３の装置を具備し、第１の装置がアドレスリクエスト
を第３の装置へ送信するため、第３の装置は、前記アドレスリクエストを受信すると、第
３のアドレスを第１の装置へ少なくとも送信する、請求項１乃至６の何れか一項に記載の
無線ネットワークシステム。
【請求項９】
　無線媒体を介してデータを送受信するための通信インタフェースと、装置を無線ネット
ワークシステム内の特定のネットワーク内で動作可能にするネットワークコンフィギュレ
ーションデータであって、前記特定のネットワーク内で動作する他の装置が前記装置をア
ドレス指定可能な前記特定のネットワークのショートアドレスを有する前記ネットワーク
コンフィギュレーションデータを格納するコンフィギュレーションメモリとを少なくとも
有する請求項１乃至８の何れか一項に記載の無線ネットワークシステムでの使用のための
装置であって、前記装置は、前記発見メッセージを報知し、前記発見メッセージに応じて
、前記無線ネットワークシステム内の他のネットワークで動作する他の装置から、前記他
のネットワークの他のショートアドレスを少なくとも有する他のネットワークコンフィギ
ュレーションデータを受信し、前記コンフィギュレーションメモリに前記他のネットワー
クコンフィギュレーションデータを格納して、前記装置が元々動作している前記特定のネ
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ットワーク内でアドレス指定可能なだけでなく、前記装置は、前記他のネットワーク内で
アドレス指定可能である、装置。
【請求項１０】
　第１のネットワークで動作する第１の装置と第２のネットワークで動作する第２の装置
とを有する無線ネットワークシステムの動作方法であって、第１の装置は、無線媒体を介
してデータを送受信するための通信インタフェースと、第１のネットワーク内で動作する
他の装置が第１の装置をアドレス指定可能な第１のネットワークの第１のショートアドレ
スを有する第１のネットワークコンフィギュレーションデータであって、第１の装置を第
１のネットワーク内で動作可能にする第１のネットワークコンフィギュレーションデータ
を格納するコンフィギュレーションメモリとを有し、第２の装置は、無線媒体を介してデ
ータを送受信するための通信インタフェースと、第２のネットワーク内で動作する他の装
置が第２の装置をアドレス指定可能な第２のネットワークの第２のショートアドレスを有
する第２のネットワークコンフィギュレーションデータであって、第２の装置を第２のネ
ットワーク内で動作可能にする第２のネットワークコンフィギュレーションデータを格納
するコンフィギュレーションメモリとを有し、第２の装置は、第２の装置が第１のネット
ワークに加入するためのモードであるコミッショニングモードで使用される発見メッセー
ジを報知し、第１の装置は、前記発見メッセージを受信すると、第１のネットワーク内の
各装置がアドレス指定可能な少なくとも第３のショートアドレスを有する第１のネットワ
ークコンフギュレーションデータを第２の装置へ供給し、第２の装置は、第２の装置の前
記コンフィギュレーションメモリに第３のショートアドレスを有する第１のネットワーク
コンフィギュレーションデータを格納して、第２の装置が第２のネットワーク内でアドレ
ス指定可能なだけでなく、第１のネットワーク内でアドレス指定可能となる、方法。
【請求項１１】
　コンピュータで実行するとき、請求項１０に記載の方法を実施可能にするコンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線ネットワークシステム及び無線ネットワークシステムをコミッションする
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線媒体上を通信する装置を備える無線ネットワークシステムは、今日、様々なアプリ
ケーションで一般的である。斯様なネットワークシステムでは通常、ネットワークシステ
ムの一部である各装置が識別可能なネットワークアドレスを持つので、このアドレスを使
用する特定の装置にメッセージを向けることが可能である。このように、各通信はメッセ
ージに加えて少なくともアドレスを有するので、メッセージが所望の受け側に到達する。
例えば、遠隔制御ユニット及び複数の制御可能な機器、例えば照明装置、温度センサ又は
加熱装置を持つネットワークにおいて、遠隔制御ユニットの各々は、ユーザが規定したグ
ループ内の機器を個別に制御可能にするため、各単一の機器へのアドレスの仕方、又は受
信したセンサ値の適切な処置の仕方についての情報を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ネットワークシステムをオペレートするため、ネットワーク装置の各々がネットワーク
内でアドレス可能であることが必要である。従って、ネットワークに加入する新規な装置
が、設定され、又はコミッションされる必要がある。
【０００４】
　斯様なネットワークシステムの最初の設定が完全である場合でも、ネットワークシステ
ムの設定を変えるか又は強化された機能のため複数のネットワークシステムからの装置を
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マージすることが必要であろう。
【０００５】
　ネットワークシステムのこのように必要な設定は、楽な取付け及びネットワーク部品の
「プラグアンドプレイ」挙動を期待しているユーザ、特に消費者にとって退屈な作業であ
る。例えば、ネットワークのマージの場合、ユーザは、通常、ネットワークの１つから装
置を取り除き、その後これらの装置をそれぞれ他のネットワークシステムに加える必要が
ある。
【０００６】
　従って、簡単で便利で且つ信頼性がある設定を可能にする無線ネットワークシステムを
提供することが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的は、請求項１及び１１による無線ネットワークシステムと、対応する無線ネ
ットワークシステムをコミッションする方法により解決される。従属請求項は、本発明の
好ましい実施例に関する。
【０００８】
　本発明の基本的アイデアは、第１のネットワークシステムの一部であるネットワーク装
置が、発見モードで第２のネットワークシステムの一部である加入装置と通信する、無線
ネットワークシステムを提供することである。
【０００９】
　発見モードでは、加入装置は、発見メッセージを報知し、発見メッセージは、受信され
ると、第１のネットワークシステムのネットワーク装置が第１のネットワークシステムに
加入するためコミッショニングモードに入るようにさせ、成功したコミッショニングの後
、加入装置はアドレス指定可能になり、よって両方のネットワークシステムで動作可能と
なる。
【００１０】
　本発明のこの態様は、加入装置が第２のネットワークシステム内での動作のために既に
設定されている、すなわち加入装置が「バージン」でない、設定されていない装置ではな
いにもかかわらず、加入装置が第１のネットワークシステムに加わることを可能にする。
例えば、退屈な分離工程によって、第２のネットワークシステムから加入装置をユーザが
明確に分断することが好適にも必要ではない。
【００１１】
　更にまた、加入装置は、同時に複数のネットワークシステムに存在してもよく、必要な
通信パラメータ及び最終的なユーザー規定の結合関係、無線ネットワークシステムの有用
性を強化する装置リセットなしでのグループ及びグループ―シーン設定を維持し、強化さ
れ便利なプラグ＆プレイ挙動を可能にする無線ネットワークシステムの利用可能性を強化
する。
【００１２】
　本発明の本態様による無線ネットワークシステムは、少なくともネットワーク装置及び
加入装置を有し、各々が無線媒体、好ましくは共有の媒体を介してデータを送信及び受信
するための通信インタフェースを持つ。通信インタフェースは、好ましくはＲＦ通信イン
タフェース、最も好ましくは、ＩＥＥＥ８０２．１１又はＩＥＥＥ８０２．１５．４のよ
うな、標準通信プロトコルとの通信用に設定されたＲＦインタフェースであるが、例えば
光通信インタフェースのような任意の適当なタイプでもよい。
【００１３】
　ネットワーク装置は、第１のネットワークシステムでの動作用に設定されている一方、
加入装置は、第２のネットワークシステムでの動作用に設定されていて、すなわちこれら
装置は、例えばそれぞれのネットワークの他の装置との通信のためのネットワーク通信モ
ードで、異なるネットワーク内の通信用に設定されている。
【００１４】
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　本願では、用語「ネットワークシステム」は、それぞれのネットワークの規定のネット
ワークアドレスを使用して、互いに通信可能な一つ以上の装置の論理ネットワークを指す
。第１及び第２のネットワークシステムは、例えばパーソナルエリアネットワーク（ＰＡ
Ｎ）であり、各々が、少なくとも物理的近傍でそれぞれのネットワークシステムを信頼性
が高く固有に識別可能にする、固有のネットワーク識別情報、例えばＰＡＮ－ＩＤを持つ
。
【００１５】
　本発明によると、ネットワーク装置は、通信のための、すなわち第１のネットワークシ
ステムでアドレス指定可能なための第１のネットワークアドレスで設定される。加入装置
は、第２のネットワークシステムでアドレス指定可能なための少なくとも第２のネットワ
ークアドレスで設定される。
【００１６】
　確かに、使用されるそれぞれの通信プロトコルに依存して、装置は、各それぞれのネッ
トワークにおいてネットワーク通信のための他のパラメータ、例えば暗号化された通信の
ためのセキュリティキーのようなネットワークセキュリティに関係する情報、チャネル番
号（例えばＭＡＣチャネル選択）、ネットワークＩＤ衝突を処理するための仲裁情報又は
規定の通信モードを備える。
【００１７】
　ネットワークアドレス及び可能性がある他のパラメータは、ハードコードされ、例えば
工場設定されるか、又はそれぞれの装置の適当なメモリにプログラムされてもよい。ネッ
トワークアドレスは、それぞれのネットワークシステム内の装置が（通常の動作状態で）
個別にアドレス指定可能であることを可能にする任意の適当な種類でよい。ネットワーク
アドレスのフォーマット及び長さは、使用される特定の通信プロトコルに依存し、ネット
ワークアドレスの長さ、すなわち利用可能なアドレス範囲に関しては、ネットワーク内の
装置の数に確実に依存する。個別にネットワークの一部である装置をアドレス指定するこ
とが必要なだけなので、「ネットワークワイド（ネットワークサイズ）」の固有のアドレ
スが好ましい。
【００１８】
　本発明によると、加入装置は、更に、少なくともネットワークアドレスを格納するため
のコンフィギュレーションメモリを有する。コンフィギュレーションメモリは、任意の適
切なタイプ、一つ以上の内部若しくは外部ＲＡＭ又はＦＬＡＳＨメモリユニットのような
例えば可変メモリである。好ましくは、第２のネットワークアドレスと、第２のネットワ
ークシステムの任意の最終的な他のパラメータは、加入装置の前記コンフィギュレーショ
ンメモリに格納される。確かに、ネットワーク装置は、例えば第１のネットワークアドレ
スを格納するために、コンフィギュレーションメモリも有する。
【００１９】
　ネットワーク装置及び加入装置は、例えば、電源（例えば、バッテリ若しくはメイン電
源に接続される電源ユニット）、プロセッサユニット、ユーザインタフェース又はメモリ
のような他の部品を有する。好ましくは、ネットワーク装置及び／又は加入装置各々は、
少なくとも通信インタフェースを介して命令を送信／受信するために適合され、例えば、
メモリに含まれる適当なプログラムを使用して、それぞれの装置の挙動の少なくとも一部
を実行する中央処理ユニットを有する。
【００２０】
　本発明によると、ネットワーク装置及び加入装置は、加入装置が発見メッセージを無線
媒体内に報知する発見モードで、少なくとも動作するように設定される。発見メッセージ
を受信するネットワーク装置がコミッショニングモードに入る。発見メッセージは、ネッ
トワーク装置をコミッショニングモードに入らせる任意の適切なタイプでよい。
【００２１】
　コミッショニングモードでは、ネットワーク装置は、第１のネットワークシステム内の
通信のために必要とされる少なくとも第３のネットワークアドレスを有する「加入情報」
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を加入装置へ送信するので、加入装置は、ネットワークに「加入する」、加入装置を「コ
ミッションする」、加入装置を第１のネットワークシステムに「関連付ける」とも呼ばれ
る、第１のネットワークシステムに加えられる。ネットワークシステムの通信プロトコル
に依存して、加入情報は、第１のネットワークシステムでの通信のために必要な他のパラ
メータを有する。例えば、斯様なパラメータは、ネットワークシステムの通信プロトコル
に依存して、暗号化された通信のためのセキュリティキーのようなネットワークセキュリ
ティに関係する情報、チャネル番号（例えばＭＡＣチャネル選択）、ネットワークＩＤ衝
突を処理するための仲裁情報又は規定の通信モードを有する。ネットワーク装置が少なく
ともセキュリティキーを有して発する場合、ネットワーク装置は、好ましくは、信用セン
ターに通信する。最も好ましくは、加入情報は、方向付けられた、すなわち装置間のユニ
キャスト送信の後続の交換のためにネットワーク装置の第１のネットワークアドレスを、
更に有する。
【００２２】
　コミッショニングが完了すると、加入装置は、第１のネットワークシステム内のその存
在を、例えば少なくともそのネットワークアドレスを有するアナウンス報知又はネットワ
ークサイズの報知でアナウンスするように好ましくは設定される。
【００２３】
　コミッショニングの後で、加入装置は、第１のネットワークシステムのメンバとみなさ
れ、両装置が動作可能であり、互いと通信でき、第１のネットワークシステム内の可能性
のある他の装置と通信できる。加えて、加入装置は、第２のネットワークシステム内でア
ドレス指定可能であり、すなわち加入装置は、第２のネットワークアドレスと、第２のネ
ットワークシステムでの動作のための全ての最終的な他の通信パラメータとを維持し、両
方のネットワークシステム内での同時の動作、及びメンバシップ、すなわち第１のネット
ワークシステムへの第２のネットワークシステムの「橋渡し」を可能にする。
【００２４】
　広義には、コミッショニングの前に、装置は、これらそれぞれのネットワークシステム
内の通信のために設定されていると考えられてもよいことは留意されたい。
【００２５】
　本発明は、明らかに、加入装置を２つのネットワークシステムと接続することに限定さ
れず、上述の手順を使用して、それぞれの通信プロトコルに応じて、加入装置を他のネッ
トワークシステム、すなわち３つ以上のネットワークシステムに加えることは、確かに可
能である。
【００２６】
　発見モードは、例えば加入装置の対応する「加入モード」又は「橋渡し」ボタンを押す
ことにより、ユーザにより開始されてもよく、その際、加入装置は、前記発見メッセージ
を報知する。
【００２７】
　しかしながら、セキュリティの理由のために、ネットワーク装置は、発見モードの安全
な開始があるときだけ、コミッショニングモードに入るように設定されることが好ましい
。
【００２８】
　本実施例によると、安全性条件が満たされる場合にだけ、ネットワーク装置はコミッシ
ョニングモードに入り、及び／又は加入情報を供給する。このように、本実施例は、例え
ば隣のユーザのような他のユーザの装置の偶発的なコミッショニングを好適に回避する。
【００２９】
　安全な開始は、更に、装置の選択の可能性をユーザに提供する。これは、特に、意図し
ないネットワーク設定を回避しながら、送信範囲内の多数の装置を持つ大きなネットワー
クシステムで有利である。
【００３０】
　最も単に、安全な開始は、例えばユーザにより手動で作動するネットワーク装置の対応
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する「加入モード」ボタンにより提供されてもよい。
【００３１】
　代わりに又は追加的に、装置の一つに安全なキー、例えば識別番号（ＰＩＮ）を供給し
、それぞれ他の装置にキーのユーザ入力のためのユーザインタフェース、例えばキーパッ
ドを供給することは可能である。ユーザにより入力されるキーは、その後、例えば前記発
見メッセージに含まれ、ネットワーク装置へ移されるので、格納された安全なキーにユー
ザ入力が一致する場合だけネットワーク装置がコミッショニングモードに入る。
【００３２】
　他の変わりの実施例又は付加的な実施例によると、安全な開始は、以下に説明されるよ
うに、装置の物理的近接の検出に基づいてもよい。装置の近接の検出は、安全な開始が何
れのユーザ介在もなしで実行されるという利点を含み、ネットワークシステムの有用性を
更に改善する。
【００３３】
　本実施例によるネットワーク装置は、更に既定の近接値を有する。前記加入装置により
送られる発見メッセージは、ネットワーク装置と加入装置との間の距離に対応する近接情
報を有する。発見メッセージを受信するネットワーク装置は、前記近接情報が前記既定の
近接値に対応するかどうかを決定するように設定される。近接情報が近接値に対応する場
合、ネットワーク装置は、コミッショニングモードに入り、前記加入情報を加入装置に送
る。
【００３４】
　近接情報は、加入装置とネットワーク装置との間の物理的距離を決定可能にする全ての
情報を含む。近接情報は、好ましくは、ネットワーク装置へ送信される加入装置の通信の
信号強度、例えば発見メッセージの信号強度と対応し、よって、本質的に発見メッセージ
に含まれている。
【００３５】
　既定の近接値は、近接値を近接情報と比較可能な何れの適当な種類でもよい。例えば、
近接値は、規定された距離に対応する閾値の形式でもよいので、近接情報が閾値より低い
場合、すなわち加入装置が規定された距離よりネットワーク装置に近い場合の加入装置だ
けがコミッショニングモードに入る。
【００３６】
　既定の近接値は、ネットワーク装置内にハードコードされるか、又は適当なメモリに含
まれるので、所望のアプリケーションに従って近接値を適合させることが可能である。好
ましくは、近接値は、２ｍ未満の距離、最も好ましくは０．５ｍの距離に対応する近接閾
値であるので、加入装置が、規定された近接閾値よりネットワーク装置に近い場合にだけ
、コミッショニングモードに入る。
【００３７】
　既に上述されているように、ネットワーク装置及び加入装置の通信インタフェースは、
標準ネットワークシステム用に設定されていてもよい。従って、発見モードでの通信は、
無線通信が確立される今日知られている任意の適当な通信プロトコルに対応してもよい。
本発明を実行するための好ましい通信プロトコルの適当なグループは、通常、アドホック
無線ネットワークシステムと呼ばれる。
【００３８】
　本発明を実行するための特に適当で好ましい通信プロトコルは、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商
標）である。従って、通信インタフェースは、最も好ましくはＺｉｇｂｅｅ（登録商標）
ネットワークシステム用に設定される。本発明はこれに限定されるわけではないが、例示
目的でＺｉｇｂｅｅ（登録商標）を参照して以下に説明される。
【００３９】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）は、オープンスタンダードであり、物理的リンクレイヤ（Ｐ
ＨＹ）及び媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）を規定するＩＥＥＥ８０２．１５．４通信
プロトコルに基づいている。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）はこのプロトコルを使用し、ＩＥ
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ＥＥ８０２．１５．４により提供される、ＭＡＣレイヤの上部にネットワークレイヤ（Ｎ
ＷＫ）及びアプリケーションレイヤ（ＡＰＬ）を規定する。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）及
びＺｉｇｂｅｅ（登録商標）プロトコルスタックの説明は、例えば、Ｚｉｇｂｅｅ（登録
商標）　Ａｌｌｉａｎｃｅ社から利用可能な２００８年１月１７日付けのドキュメント１
＿０５３４７４ｒ１７ＺＢでのＺｉｇｂｅｅ（登録商標）仕様書に開示されている。
【００４０】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）を参照すると、ネットワークアドレスは、好ましくは、Ｚｉ
ｇｂｅｅ（登録商標）ショートネットワークアドレスに対応する。ネットワーク識別情報
は、好ましくは、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）ＰＡＮ－ＩＤと対応し、最も好ましくは拡張
ＰＡＮ－ＩＤと対応する。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）に関する用語「ネットワークシステ
ム」は、好ましくは個人領域ネットワーク（ＰＡＮ）に対応する。
【００４１】
　例えばネットワーク通信が暗号化されている場合、発見モードで、ネットワーク通信が
可能でないので、発見モードでは、ネットワーク装置及び加入装置の通信インタフェース
がネットワーク外通信のために設定されていることが好ましい。ネットワーク外通信の間
、装置が異なるネットワークシステムでの動作のために設定されているにもかかわらず、
装置は直接通信のための一時的リンクを形成する。このように、装置は、一時的ネットワ
ークを形成するとみなされる。
【００４２】
　本発明の好ましい実施例及びＺｉｇｂｅｅ（登録商標）を参照すると、上述のＺｉｇｂ
ｅｅ（登録商標）仕様で説明されたように、発見メッセージは、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標
）グローバルＰＡＮ―ＩＤ送信に対応する。
【００４３】
　Ｇｌｏｂａｌ　ＰＡＮ－ＩＤ送信フレームは、特定の確保されたＰＡＮ番号、例えばＤ
ｓｔＰＡＮＩＤ＝０ｘＦＦＦＦでアドレスされるので、斯様な送信フレームは、ルーティ
ングされ送信範囲内で各装置により受信される。よって、同じＺｉｇｂｅｅ（登録商標）
ネットワーク内にある必要が必ずしもない装置間の通信が可能であり、すなわちネットワ
ーク外の通信を提供する。
【００４４】
　代わりに、又は追加して、本発明のこの観点の展開によると、発見メッセージは、Ｚｉ
ｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送に対応する。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）
　Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ａｌｌｉａｎｃｅ社から利用
可能な２００８年５月２９日付けのドキュメント０７５３５６ｒ１４に開示されているよ
うなＺｉｇｂｅｅ（登録商標）スマートエネルギプロファイルに規定されている。
【００４５】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送を使用して、ネットワーク装置が
、限定された態様でＺｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークの一部である必要は必ずしも
ない、他の装置と情報を交換することが可能である。
【００４６】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送フレームのフォーマットは、ＮＷ
Ｋレイヤ内にネットワークアドレスを通常有さず、既定のアドレス（例えば、所望の行き
先装置のＭＡＣアドレス）でアドレス指定される。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅ
ｒ－ＰＡＮ伝送の使用は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークを「オープン」にする
必要なく、すなわち、加入装置を加えるためにセキュリティ手段を一時的に不能にする必
要なく、異なるＺｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークの装置、すなわちネットワーク装
置と、コミッショニング終了前の加入装置との間の信頼性が高い通信を可能にするので、
特に有効である。
【００４７】
　確かに、コミッショニングモードでの他の通信は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　ｇｌｏ
ｂａｌ　ＰＡＮ－ＩＤ及び／又はＩｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送をそれぞれ使用して、好ましく
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は実施されてもよい。
【００４８】
　本発明の好ましい実施例によると、加入装置はエンド装置である。本願では、「エンド
装置」は、ルート設定の能力を持たず、ネットワークシステム内で必ずしも永久に活動す
るわけではないネットワーク装置である。装置は、長期間「休眠」すなわちスリープモー
ドにあり、送信が必要とされるときだけ活動してもよい。このようにして、その全体の電
力消費は劇的に低減される。本発明によると、加入装置は、このように同時に複数のネッ
トワーク、例えば第１及び第２のネットワークシステムのエンド装置であり、例えば「マ
ルチネットワーク」グループキャストを使用して、両方のネットワーク内の装置を制御す
る。
【００４９】
　好ましくは、加入装置は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）エンド装置に対応し、最も好まし
くは、加入装置は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）による低減機能性装置（ＲＦＤ）である。
【００５０】
　本発明の好ましい実施例では、加入装置はモバイル装置であり、ここで、用語「モバイ
ル」は手によって容易に移動可能な、すなわち適切なサイズ及び重量を持つ装置を含むと
理解される。好ましくは、モバイル装置は、メイン電源に接続されていず、例えばバッテ
リ又は他の適当な電源を持つ。
【００５１】
　本発明の展開によると、加入装置は、アプリケーション制御コマンドをネットワークシ
ステム内の他の装置へ送信し、及び／又はネットワークシステム内の他の装置からアプリ
ケーションデータ値を受信するためのユーザ制御インタフェースを更に有する制御装置で
ある。本願では、用語「ユーザ制御インタフェース」は、送信されるべきアプリケーショ
ン制御コマンドの始動のための入力インタフェース又はアプリケーションデータ値の表示
のための表示装置のような、ユーザとのインタラクションのための任意のインタフェース
を含むと理解される。例えば、ユーザ制御インタフェースは、幾つかのボタン及び／又は
ＬＣＤディスプレイを有してもよい。
【００５２】
　アプリケーション制御コマンドは、例えば、ネットワーク内の装置に接続される、照明
ユニットをオンオフ切り換えるため、アプリケーション装置を制御するための任意の種類
のコマンドでもよく、ネットワーク設定又はネットワーク管理目的を意図したネットワー
ク制御コマンドとは対照的である。同じことが、例えば接続されたセンサのセンサ読み出
し値を有する、アプリケーションデータ値に当てはまる。
【００５３】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）のような無線ネットワークを参照すると、前記アプリケーシ
ョン制御コマンド及びアプリケーションデータ値は、アプリケーションレイヤ上の通信に
関連し、アプリケーションオブジェクトに対応する。
【００５４】
　本発明の実施例のセットアップによると、制御装置は、好適には、発見モードで上述さ
れた発見機能と、更にまたアプリケーション機能、すなわちネットワーク通信モードでア
プリケーション制御コマンドを送信するか又はアプリケーションデータ値を受信するアプ
リケーション機能とを提供する。よって、アプリケーション制御のための他の専用装置が
ネットワークシステム内に必要とされず、好適にもネットワークシステムの複雑さを低減
させ、更にユーザのための操作性を強化する。
【００５５】
　本実施例による制御装置は、コンピュータ又は単なる壁スイッチでもよいが、好ましく
は、バッテリ動作されるリモートコントロールである。
【００５６】
　本発明の展開によると、ネットワーク装置は、アプリケーション制御コマンドを受信し
、及び／又はアプリケーションデータ値をネットワークシステム内の他の装置、例えば加
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入装置へ送信するように設定された、アプリケーションインタフェースを有する機能装置
である。アプリケーションインタフェースは、例えば制御、スイッチング又はセンサ機能
を実施するためのアプリケーション装置と接続可能である。アプリケーション装置は、照
明ユニット、加熱装置又は電気的に制御可能な装置の任意のタイプのような任意の適当な
種類でよい。例えば、接続された照明ユニットの場合に、アプリケーションインタフェー
スは、対応するアプリケーション制御コマンドを受信すると、照明ユニットを調光するた
めに照明ユニットのオンオフを切り換えるように設定される。更に、アプリケーションイ
ンタフェースは、代わりに又は追加的に、接続されたアプリケーション装置のアプリケー
ションデータ値、例えば温度センサの温度読取値、水若しくは電気メータの読取値、又は
煙若しくは火災検出器の警告を送信するように設定される。
【００５７】
　好ましくは、機能装置は、アプリケーション装置、例えば照明ユニットと一体化されて
いる。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークシステムの状況において、ネットワーク装
置は、好ましくは十分な機能装置（ＦＦＤ）及び／又はルータに対応する。ネットワーク
装置がルータである場合、加入装置は、好適には、その後ネットワーク装置によりルーテ
ィングされる第１のネットワークシステムの他の装置へメッセージを送信する。上述のよ
うに、前記コミッショニングモードでは、加入装置は、第１のネットワークシステム内の
動作のためのネットワークアドレスを少なくとも有する加入情報でプログラムされる。こ
のとき、加入装置は、第１のネットワークシステムのメンバとみなされ、第１のネットワ
ークシステムの他の装置と通信する。
【００５８】
　上述のように、加入装置は、また、第２のネットワークシステム内に残り、すなわち、
加入装置は、その「元の」装置、すなわち第２のネットワークシステム内の装置とも通信
する。制御装置の上記実施例では、加入装置は、このように、例えばアプリケーション制
御命令を送信し、それに応じてアプリケーションデータ値を受信するように、両方のネッ
トワーク内の機能装置を制御可能である。例えば、ユーザは、例えば「マルチネットワー
ク」グループ又は報知で両方のネットワーク内の照明ユニットのための照明シーンを定め
る。
【００５９】
　同時の動作を達成するために、複数の通信インタフェースを持つ加入装置が供給される
。代わりに又は追加的に、加入装置は、通信が現在必要とされるそれぞれのネットワーク
のパラメータで通信インタフェースをオペレートするように設定され、これは「準同時」
動作を提供する。
【００６０】
　加入情報は、例えば、コミッショニングの間、又はコミッショニングより前に送信され
る、例えば、加入装置への前記ネットワーク装置の通信の一つ以上の「加入メッセージ」
に含まれる。前記コミッショニングモードでの通信は、それぞれの通信プロトコルに従っ
て少なくともネットワークアドレスを加入装置に供給するための任意の適切なコミッショ
ニング又は設定方法を参照してもよい。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）を参照すると、Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）規格ドキュメントに説明されているように、コミッショニングモード
での通信は、通信に一致する。
【００６１】
　好ましくは、発見メッセージは、加入装置の既定のアドレスを有する。最も好ましくは
、ネットワーク装置は、コミッショニングモードにおいて、前記既定のアドレスでアドレ
ス指定される加入装置へ前記加入情報を送信するように設定される。
【００６２】
　本実施例は、限定された数の必要な送信だけで加入装置の信頼性が高いコミッショニン
グを可能にする。既定のアドレスは、加入装置を個々に区別可能である任意の種類の情報
でよい。例えば、既定のアドレスは、工場設定アドレスである。好ましくは、既定のアド
レスは、ＭＡＣアドレスである。既定のアドレスは、例えば通信インタフェース内でハー
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ドコードされ、又は適当なメモリ、例えばコンフィギュレーションメモリに含まれてもよ
い。
【００６３】
　好ましい実施例によると、ネットワーク装置及び加入装置は、コミッショニングモード
で通信するように設定され、ネットワーク装置は、ネットワーク識別情報を報知するよう
に設定され、加入装置は、報知を受信すると、既定のアドレスを有するネットワークに加
入するというリクエストをネットワーク装置へ送信するように設定され、ネットワーク装
置は、第３のネットワークアドレスを加入装置へ割り当てることによりリクエストに応答
し、ネットワークアドレスに対応するデータをコンフィギュレーションメモリに格納し、
既定のアドレスを使用して少なくとも第３のネットワークアドレスを有する加入情報を加
入装置へ送信するように設定され、加入装置は、加入情報を受信し、加入情報をコンフィ
ギュレーションメモリに格納するように設定されるので、加入装置は、第３のネットワー
クアドレスを使用して第１のネットワークシステムでアドレス指定可能である。
【００６４】
　ネットワーク識別情報は、少なくとも物理的に近接で、第１のネットワークシステムを
信頼性が高く固有に識別可能である。好ましくは、ネットワーク識別情報は、第１のネッ
トワークシステムの固有識別子であり、最も好ましくは工場設定固有識別子である。例え
ば、ネットワーク識別情報は、通常ＩＥＥＥ　ＭＡＣアドレス、例えば６バイト装置識別
子に基づいた、ネットワーク装置自体の全般的な固有識別子（ＵＵＩＤ）でもよい。ネッ
トワーク識別情報は、ネットワーク装置内でハードコードされるか、又は可変メモリに含
まれてもよい。好ましくは、ネットワーク識別情報は、コンフィギュレーションメモリに
格納される。
【００６５】
　上述のように、ネットワーク装置は、加入装置に第３のネットワークアドレスを割り当
てる。ネットワーク装置は、例えばランダムベースで前記ネットワークアドレスを割り当
てる。しかしながら、アドレスの重複を回避するために、ネットワーク装置は、好ましく
は、例えばネットワーク装置自体の前のコミッショニングで得られたアドレス範囲に対応
する情報を具備する。斯様な情報は、例えば適切なメモリに格納される。
【００６６】
　ネットワーク装置が加入装置への割当てのための未使用のアドレスを有さない場合、ネ
ットワーク装置は、第１のネットワークシステム内の第２のネットワーク装置から第３の
アドレスを得るように設定される。従って、ネットワーク装置は、好ましくは、第２のネ
ットワーク装置へアドレスリクエストを送信するように、前記発見モードで設定される。
前記アドレスリクエストを受信する第２のネットワーク装置は、第１のネットワーク装置
に第３のネットワークアドレスを供給する。前述されるように、その後、第１のネットワ
ーク装置は、第３のネットワークアドレスを加入装置に割り当てる。
【００６７】
　確かに、第２のネットワーク装置は、好ましくは、アドレス範囲情報、すなわち第１の
ネットワーク装置に対する複数のネットワークアドレスを送信するので、その後第１のネ
ットワーク装置は、新規な加入装置がコミッションされることを必要とするたびにアドレ
スリクエストを送信することなく、他の装置をコミッションする。好ましくは、アドレス
リクエストは、第１のネットワークシステム内のネットワークワイド報知であるので、他
の装置の幾つかがアクティブではないか、又は送信範囲内にない場合、第３のアドレスは
安全に受信される。確かに、ネットワーク設定に依存して、応答がアドレスリクエストに
応答して受信されないことが起こるかもしれない。この場合、ネットワーク装置は、最も
好ましくは、規定されたタイムアウトの後、ランダムにネットワークアドレスを選択する
ように設定される。このとき、最終的なアドレス衝突は、ネットワークシステムの動作の
間に解決される。
【００６８】
　複数の応答が前記アドレスリクエストに応答して受信される場合、ネットワーク装置は
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、好ましくは、第１の応答のアドレスを使用し、第３のネットワークアドレスとしてアド
レスを加入装置に割り当てるように設定される。このとき、全ての他の応答は、無視でき
る。
【００６９】
　本発明の進展によると、加入情報は、複数のアドレス、例えば第１のネットワークシス
テムのアドレス範囲情報を有する。ネットワークに加入されると、加入装置は、第１のネ
ットワークシステムでの動作のため他の装置をコミッションする、すなわち加入装置が「
ホストをコミッションする」ように働くので、本実施例は特に有利である。
【００７０】
　他の有利な実施例は、従属請求項に述べられている。
【００７１】
　本発明の上記目的、他の目的、特徴及び利点は、好ましい実施例の以下の説明から明ら
かになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は、ネットワーク装置の実施例を模式図で示す。
【図２】図２は、加入装置の実施例を模式図で示す。
【図３】図３は、無線ネットワークシステムの実施例の模式図を示す。
【図４】図４は、発見モードでの通信の実施例を記号的なフローチャートで示す。
【図５】図５は、発見モードでの通信の他の実施例を記号的なフローチャートで示す。
【図６】図６は、コミッショニングの後、図３による無線ネットワークシステムの実施例
を示す。
【図７】図７は、アドレスリクエスト手順の間の通信の実施例を記号的表現で示す。
【発明を実施するための形態】
【００７３】
　図１は、模式的な表現で、本実施例では部屋照明の照明ユニットであるネットワーク装
置１の第１の実施例を示す。ネットワーク装置１は、以下で「Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）
」又はＺｉｇｂｅｅ（登録商標）プロトコルと呼ばれる、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）及び
ＩＥＥＥ８０２．１５．４通信プロトコルに従って、ＲＦ無線通信のために供給された、
適当なアンテナ３を備える通信インタフェース２を有する。ＩＥＥＥ８０２．１５．４は
、物理的リンクレイヤ（ＰＨＹ）及び媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）を供給する。Ｚ
ｉｇｂｅｅ（登録商標）は、ＭＡＣレイヤの上部でアプリケーションレイヤ（ＡＰＬ）及
びネットワークレイヤ（ＮＷＫ）を供給する。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）及びＺｉｇｂｅ
ｅ（登録商標）プロトコルスタックの説明は、例えば、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ａｌ
ｌｉａｎｃｅ社から利用可能な２００８年１月１７日付けのドキュメント１＿０５３４７
４ｒ１７でのＺｉｇｂｅｅ（登録商標）仕様書に開示されている。以下に説明されるよう
に、通信インタフェース２は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｐｒｏスタックプロフィール
を更に実行する。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｐｒｏ及び対応する通信スタックの説明は
、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ａｌｌｉａｎｃｅ社から利用可能な２００８年１月付けの
ドキュメント０７４８５５ｒ０５に開示されている。
【００７４】
　通信インタフェース２は、ＭＡＣレイヤ上の通信のため固有の６４ビットＭＡＣアドレ
スを有し、例えば適切なプログラミングでマイクロコントローラを使用して通信インタフ
ェース２を介した通信を制御するＣＰＵ４に接続されている。更にまた、ＣＰＵ４は、ラ
ンプ６を制御する、すなわちランプ６をオン／オフ切換えしランプ６を調光するために制
御するアプリケーションインタフェース５に接続されている。アプリケーションインタフ
ェース５は、遠隔制御装置のようなネットワークの他の装置からのアプリケーション制御
命令の受信に応じて、ネットワーク上で制御可能である。ネットワーク装置１の全ての部
品は、メイン接続を持つ（図示されていない）電源装置７に接続されている。
【００７５】
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　更に、信号強度検出器９は、入って来る通信の受信信号強度を決定するため通信インタ
フェース２に接続され、受信された信号強度指標（ＲＳＳＩ）値をＣＰＵ４に供給する。
近接メモリ１０は、前記ＲＳＳＩ値、すなわち近接閾値と比較するための信号強度閾値を
有するＣＰＵ４に接続されるので、ＣＰＵ４は、ネットワーク装置１と通信する装置が規
定の距離内にあるかどうかを決定することが可能である。本実施例によると、近接閾値は
、０．５メートル未満の距離に対応する。ネットワークアドレス及びネットワークコンフ
ィギュレーションデータを格納するための可変コンフィギュレーションメモリ８が供給さ
れる。
【００７６】
　ネットワーク装置１は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）フル機能装置（ＦＦＤ）に対応する
。通信インタフェース２は、ルーティングのため、すなわちメッセージを受信して転送す
るように設定され、よって更に、ネットワーク装置１はＺｉｇｂｅｅ（登録商標）ルータ
に対応する。
【００７７】
　図２は、加入装置２１の実施例を模式図で示す。加入装置２１は、遠隔制御装置であり
、ネットワーク装置１に対応して、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）に従って無線ＲＦ通信のた
めに供給されるアンテナ３を持つ通信インタフェース２を有する。通信インタフェース２
は、ＩＥＥＥ８０２．１５．４に従ってＭＡＣレイヤ上の通信のための固有の６４ビット
ＭＡＣアドレスを有し、通信を制御するＣＰＵ２４に接続されている。ＣＰＵ２４は、例
えば加入装置２１に結び付けられた照明ユニットのようなアプリケーション装置のアプリ
ケーションインタフェースを制御するためアプリケーション及びネットワーク制御機能の
ためのＬＣＤディスプレイ２７及びボタン２６を持つ、ユーザ制御インタフェース２５と
接続される。可変コンフィギュレーションメモリ２８は、ネットワークアドレス及びネッ
トワークコンフィギュレーションデータを格納するために供給される。バッテリ２９は、
加入装置２１の全ての部品に電力を供給する。加入装置２１は、しばしば低減機能性装置
（ＲＦＤ）と呼ばれるＺｉｇｂｅｅ（登録商標）エンド装置であり、通信が必要でないと
き休止していて、よってバッテリ節電している。
【００７８】
　図３に示されるように、ネットワーク装置１は、第１のネットワークシステム３０での
動作のために設定され、加入装置２１は、第１のネットワークシステム３０とは異なる第
２のネットワークシステム３５での通信のために設定される。このように、これら装置は
、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）プロトコルを使用して、アドレス指定、媒体アクセス、ルー
ティング能力等を含むネットワーク機能を供給する、閉じた個人領域通信ネットワーク（
ＰＡＮ）を形成する各それぞれのネットワークシステム３０、３５で動作可能である。
【００７９】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークでは、各装置は、ネットワークレイヤ（ＮＷＫ
）上の通信のための１６ビットネットワークワイドの固有の識別子であるショートネット
ワークアドレスで固有のアドレス指定可能である。本説明に関して、ネットワークシステ
ム内の装置のメンバシップ内及びネットワーク内の通信は、例えばＺｉｇｂｅｅ（登録商
標）のショートネットワークアドレスで、又は現在の個人領域ネットワーク（ＰＡＮ）内
のアドレスのグループでのネットワークレイヤ（ＮＷＫ）上の通信を指す。
【００８０】
　ネットワークが始まるとき、又は新規な装置がネットワークに加入するとき、ネットワ
ークをコミッションする、すなわちネットワークシステム内で通信可能にするために、少
なくとも装置にネットワークアドレスを割り当てる必要がある。Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標
）ネットワークの最初の設定のための対応するコミッショニング手順は、例えばＺｉｇｂ
ｅｅ（登録商標）　Ａｌｌｉａｎｃｅ社から入手可能でる２００７年１０月２５日付けの
Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）ＨＡＰ仕様書、ドキュメント０５３５２０ｒ２５ｚＢ＿ＨＡ＿
ＰＴＧ（ホームオートメーションプロファイル）で見ることができる。
【００８１】



(14) JP 5702774 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

　上述のように、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）に従って、ネットワーク装置１は、第１のネ
ットワークシステム３０での動作のために設定され、加入装置２１は、第２のネットワー
クシステム３５での動作のために設定される。このように、装置１、２１は、例えば従来
のコミッショニング手順の間、それぞれのネットワークシステムでの通信のために設定さ
れる。図３の矢印により示されるように、ネットワーク装置１は、ネットワークシステム
３０の他の装置３３、３６とメッセージを交換できる一方、加入装置２１は、他の装置３
２、３４とメッセージを交換できる。本例の他の装置３２、３３、３４、３６は、照明ユ
ニット又は他の遠隔制御ユニットである。
【００８２】
　従って、ネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ８は、例えばネットワー
ク装置１の事前コミッショニングの間に得られたネットワークシステム３０のネットワー
クコンフィギュレーションデータを有する。ショートネットワークアドレスに加えて、ネ
ットワークコンフィギュレーションデータは、第１のネットワークシステム３０の個人領
域ネットワーク識別子（ＰＡＮ―ＩＤ）を有する。
【００８３】
　ＰＡＮ―ＩＤは、ネットワークシステム３０が、その近接の他のネットワークシステム
と、すなわち第２のネットワークシステム３５と識別可能であることを提供する。Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）を参照すると、ＰＡＮ―ＩＤは、通常それぞれのネットワークシステ
ムの６４ビットの「グローバルに」固有の識別子である拡張ＰＡＮ―ＩＤで補充される。
【００８４】
　ネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ８は、更に、ネットワーク通信の
ためのチャネルに対応する情報と通信を安全にするためのネットワークキーとを有する。
【００８５】
　例えば、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　ＨＡＰによるネットワークキーは、１２８ビット
の長さを持つＡＥＳに基づく。キーは、例えばランダム数発生器を使用して生成されるか
、及び／又はネットワーク装置１若しくは第１のネットワークシステム３０の他のネット
ワーク装置のＭＡＣアドレスに基づいてもよい。加えて、新規な加入装置のコミッショニ
ングのために占められていないアドレスのアドレス範囲が、前記コンフィギュレーション
データに含まれる。このように、ネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ８
は、以下のネットワークコンフィギュレーションデータを有する。
ネットワーク装置１のネットワークコンフィギュレーションデータ：
ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
拡張ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
ネットワークキー（ｎｗｋシステム３０）
チャネル番号（ｎｗｋシステム３０）
アドレス範囲：＃２－＃３０（ｎｗｋシステム３０）
割り当てられた装置アドレス：ショートネットワークアドレス＃１（ｎｗｋシステム３０
）
【００８６】
　上記に対応して、加入装置２１のコンフィギュレーションメモリ２８は、第２のネット
ワークシステム３５の以下のネットワークコンフィギュレーションデータを有する。
加入装置２１のネットワークコンフィギュレーションデータ：
ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３５）
拡張ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３５）
ネットワークキー（ｎｗｋシステム３５）
チャネル番号（ｎｗｋシステム３５）
アドレス範囲（オプション、ｎｗｋシステム３５）
割り当てられた装置アドレス：ショートネットワークアドレス＃２１（ｎｗｋシステム３
５）
ネットワーク装置－結合関係：
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ショートネットワークアドレス＃３２（装置３２）
ショートネットワークアドレス＃３４（装置３４）
【００８７】
　以下では、ユーザが、（遠隔制御）加入装置２１で、照明ユニットすなわちネットワー
ク装置１を制御しようとすると仮定される。
【００８８】
　これら装置は、異なるＰＡＮ―ＩＤ及びネットワークキーを持つ異なるＺｉｇｂｅｅ（
登録商標）ネットワーク（ＰＡＮ）で設定されるので、ショートネットワークアドレスで
アドレス指定されるネットワークレイヤ上の通信は、可能でない。以下では、ネットワー
クシステム内の装置のメンバシップ及びネットワーク内の通信は、ネットワークレイヤ（
ＮＷＫ）上で規定されるネットワークアドレス、例えばＺｉｇｂｅｅ（登録商標）ショー
トネットワークアドレスを使用する通信を指す。
【００８９】
　従って、ユーザは、明確にネットワークシステム３５から加入装置２１を外し、ネット
ワークシステム３０に装置を加入しなければならず、結果的に、前の全てのユーザ設定、
例えばグループ設定及び装置３２、３４との制御結合関係の喪失になってしまう。
【００９０】
　斯様な不利な点を回避するため、本実施例によると、ネットワーク装置１及び加入装置
２１は、発見モードの動作のために設定される。発見モードの間、ネットワーク装置１及
び加入装置２１の通信インタフェース２は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ―Ｐ
ＡＮ送信モードで通信するためそれぞれのＣＰＵ４及び２４により駆動され、装置が異な
るＺｉｇｂｅｅ（登録商標）ネットワークで操作のために設定されるにもかかわらず、ネ
ットワーク装置１が加入装置２１と情報を交換可能にする。このように、Ｚｉｇｂｅｅ（
登録商標）　Ｉｎｔｅｒ―ＰＡＮ送信は、図３に示されるように、ネットワーク外通信チ
ャネル３１とみなされる。
【００９１】
　Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　
Ａｌｌｉａｎｃｅ社から利用可能な２００８年５月２９日付けのドキュメント０７５３５
６ｒ１４に開示された「Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）スマートエネルギープロフィール」で
規定される。Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮ伝送リクエストは、ＮＷＫレイヤの関与なしに、アプリ
ケーションフレームを直接ＭＡＣレイヤへ渡し、ＭＡＣレイヤから受信されたＩｎｔｅｒ
－ＰＡＮアプリケーションフレームを直接アプリケーションへ渡すために丁度充分な処理
を実施する、アプリケーションサポートサブレイヤの特別な「Ｓｔｕｂ」により、Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）スタックで通常扱われる。
【００９２】
　発見モードでの通信の第１の実施例は、シンボル的なフローチャートを示す図４を参照
して、以下のように説明される。発見モードは、ユーザ操作、例えば制御インタフェース
２５上の対応する「加入モード」ボタン２６のボタン押しがあると、ステップ４０で加入
装置２１に対して始動される。ネットワーク装置１は、ネットワーク動作のために設定さ
れるとき、すなわちコンフィギュレーションメモリ８が空でないとき、発見モードに永続
的に設定される。
【００９３】
　発見モードが起こると、加入装置２１は、発見メッセージ、すなわちネットワークに加
入するためのリクエスト及び加入装置２１の少なくともＭＡＣアドレスを有するＩｎｔｅ
ｒ－ＰＡＮ伝送を報知する。発見メッセージは、一定の間隔、本実施例では２秒毎に送信
される。
【００９４】
　ネットワーク装置１は、伝送範囲内にあり、ステップ４１で発見メッセージを受信する
。信号強度検出器９は、前記発見メッセージの受信信号強度（ＲＳＳＩ）を決定し、ＲＳ
ＳＩ値は、ＣＰＵ４へ転送され、ＣＰＵ４は、ステップ４２で近接メモリ１２０からポー
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リングされる信号強度閾値とＲＳＳＩ値とを比較する。ＲＳＳＩが信号強度閾値以上であ
る場合、すなわち、加入装置２１がネットワーク装置１に０．５メートルより近い場合、
ネットワーク装置１は、ステップ４３及び４４に従ってコミッショニングモードに入る。
【００９５】
　ステップ４３では、ネットワーク装置１は、その利用できるアドレス範囲外のショート
ネットワークアドレスに、すなわちネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ
８に含まれるショートネットワークアドレス＃２に加入装置２１を割り当てる。その後、
ステップ４４で、ネットワーク装置１は、加入装置２１のＭＡＣアドレスでアドレス指定
され、ステップ４１で前記発見メッセージにおいて受信された加入情報を、Ｚｉｇｂｅｅ
（登録商標）　Ｉｎｔｅｒ―ＰＡＮ伝送で加入装置２１に送る。加入情報は、ネットワー
クシステム３０のチャネル番号、ネットワークキー、拡張ＰＡＮ―ＩＤ及び割り当てられ
たショートネットワークアドレス＃２を有する。加入情報は、更に、加入装置２１がネッ
トワーク３０に加入すると、加入装置２１による装置の更なるコミッショニングのための
アドレス範囲情報と、アプリケーションインタフェース５の制御のため、すなわちネット
ワーク装置１の機能に結合するためのネットワーク装置１のショートネットワークアドレ
ス＃１とを有する。
【００９６】
　加入装置２１の装置コンフィギュレーションメモリ２８は、加入情報を受信すると、ス
テップ４５でネットワーク装置１からの加入情報でプログラムされるので、加入装置２１
は第１のネットワークシステム３０でアドレス指定可能である。加入装置２１は、第２の
ネットワークシステム３５のそのコンフィギュレーションデータを保持するので、成功し
たコミッショニング後の加入装置２１は、ネットワークシステム３０、３５両方のメンバ
である。このとき、加入装置２１のコンフィギュレーションメモリ２８は、以下の情報を
有する。
加入装置２１のネットワークコンフィギュレーションデータ：
ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３５）
拡張ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３５）
ネットワークキー（ｎｗｋシステム３５）
チャネル番号（ｎｗｋシステム３５）
アドレス範囲（オプション、ｎｗｋシステム３５）
ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
拡張ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
ネットワークキー（ｎｗｋシステム３０）
チャネル番号（ｎｗｋシステム３０）
アドレス範囲：＃３－＃１５（ｎｗｋシステム３０）
 
割り当てられた装置アドレス：
ショートネットワークアドレス＃２１（ｎｗｋシステム２５）
ショートネットワークアドレス＃２（ｎｗｋシステム３０）
ネットワーク装置－結合関係：
ショートネットワークアドレス＃３２（装置３２）
ショートネットワークアドレス＃３４（装置３４）
ショートネットワークアドレス＃１（ネットワーク装置１）
【００９７】
　加入装置２１は、このとき、図６に示されるように、ネットワーク３０、３５両方のメ
ンバとみなされ、当該方法は終了する。ネットワーク装置１のショートネットワークアド
レスを使用して、ランプ６は、加入(制御)装置２１のユーザ制御インタフェース５を使用
して制御可能である。このとき、加入装置２１のボタン２６が、通常バインディングと呼
ばれているネットワーク装置１の特定のアプリケーションインタフェース５を制御するた
めに割り当てられている。
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【００９８】
　加えて、加入装置２１は、第２のネットワークシステム３５の他の装置３２、３４とま
だ結合されていて、アプリケーション制御命令を送信するか、又は装置３２、３４のアプ
リケーションデータ値をそれぞれ受信する。加入装置２１は、例えば対応する「マルチネ
ットワーク」グループキャストを持つ装置１、３２及び３４を制御する。
【００９９】
　加入装置２１の成功したコミッショニング後に、ネットワーク装置１は、占められたも
のとしてショートネットワークアドレス＃２をマークし、アドレス衝突を回避するため利
用可能なアドレス範囲から前記アドレス及び割り当てられた他のアドレスを除去する。こ
のとき、ネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ８は、以下のコンフィギュ
レーション情報を有する。
ネットワーク装置１のネットワークコンフィギュレーションデータ：
ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
拡張ＰＡＮ－ＩＤ（ｎｗｋシステム３０）
ネットワークキー（ｎｗｋシステム３０）
チャネル番号（ｎｗｋシステム３０）
アドレス範囲：＃１６－＃３０（ｎｗｋシステム３０）
割り当てられた装置アドレス：
ショートネットワークアドレス＃１（ｎｗｋシステム３０）
装置２１に割り当てられたショートネットワークアドレス＃２（ｎｗｋシステム３０、オ
プション）
【０１００】
　発見モードでの通信の他の実施例が、図５のフローチャートに示されている。図５の実
施例は、複数の装置が加入装置２１に物理的近接内にあるので、加入するために特定の装
置を選択することが必要である場合、特に有利である。
【０１０１】
　図４を参照して上述されたように、加入装置２１は、ユーザ介在によりステップ５０で
発見モードに入り、Ｉｎｔｅｒ―ＰＡＮ発見メッセージを報知する。本実施例によると、
発見メッセージは、必ずしもＭＡＣアドレスを有するわけではない。
【０１０２】
　ネットワーク装置１は、ステップ５１で前記発見メッセージを受信し、その信号強度検
出器９は、前記発見メッセージの受信した信号強度（ＲＳＳＩ）を決定する。ＲＳＳＩ値
は、ＣＰＵ４へ転送され、ＣＰＵ４は、ステップ５２で近接メモリ１０からポーリングさ
れた信号強度閾値とＲＳＳＩ値を比較する。ＲＳＳＩ値が信号強度閾値以上である場合、
すなわち加入装置２１がネットワーク装置１に０．５メートルより近い場合、ネットワー
ク装置１は、ステップ５３－５７に従って、コミッショニングモードに入る。
【０１０３】
　ステップ５３では、ネットワーク装置１は、Ｉｎｔｅｒ－ＰＡＮメッセージのＭＡＣア
ドレスと共にＲＳＳＩ値を報知する。加入装置２１は、ステップ５４で、ネットワーク装
置１及び全ての偶発的他の装置、例えば図３を参照すると第１のネットワークシステム３
０の例えば他の装置３３、３６の報知を受信する。
【０１０４】
　加入装置２１のＣＰＵ２４は、受信した全ての報知の受信ＲＳＳＩ値を比較し、最高の
ＲＳＳＩ値を送信した装置、すなわち加入装置２１に最も近い装置を決定する。図３を参
照し、他の装置３３、３６が加入装置２１に近いがネットワーク装置１が最も近いとみな
して、ネットワーク装置１が選択される。
【０１０５】
　その後、加入装置２１は、ステップ５５で、ネットワーク装置１のＭＡＣアドレスでア
ドレス指定されるＩｎｔｅｒ－ＰＡＮ加入リクエストをネットワーク装置１へ送信する。
加入リクエストは、加入装置２１のＭＡＣアドレスを有する。
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【０１０６】
　ステップ５６で、ネットワーク装置１により加入リクエストを受信すると、ネットワー
ク装置１は、加入装置２１に、そのアドレス範囲外のショートネットワークアドレス、す
なわちネットワーク装置１のコンフィギュレーションメモリ８に含まれるショートネット
ワークアドレス＃２を割り当てる。
【０１０７】
　その後、ステップ５７で、ネットワーク装置１は、加入装置２１のＭＡＣアドレスでア
ドレス指定され、ステップ５５の前記加入リクエストで受信された加入情報を、Ｚｉｇｂ
ｅｅ（登録商標）Ｉｎｔｅｒ―ＰＡＮ送信で加入装置２１へ送信する。送信された加入情
報は、図４の実施例に対応する。
【０１０８】
　加入装置２１は、ステップ５８で加入情報を受信し、その後、装置のＣＰＵ２４は、新
しい加入情報で装置コンフィギュレーションメモリ２８をプログラムする。その後、加入
装置２１は、ネットワークシステム３０、３５両方で動作可能であり、コミッショニング
が終了する。
【０１０９】
　図３を参照して説明されるように、ネットワーク装置１は、新規な加入装置、例えば加
入装置２１をコミッションさせるためのアドレス範囲情報を有する。ネットワーク装置１
は、コミッショニングの間、すなわちネットワークシステム３０へのネットワーク装置１
の先の加入の間に、アドレス範囲情報を最初に受信する。しかしながら、「コミッショニ
ングホスト」としてネットワーク装置１によりネットワーク３０に加入する装置の数に依
存して、装置１は、割り当て可能なアドレスが尽きるかもしれない。図４及び図５の実施
例を参照すると、加えてこのように、ネットワーク装置１は、図４及び図５それぞれの実
施例のステップ４３及びステップ５６でのアドレスリクエスト手順で付加的なアドレスを
得るように設定される。前記アドレスリクエスト手順の通信は、図７を参照して以下に説
明される。
【０１１０】
　前述されたように、加入装置２１は、図４及び図５それぞれの実施例のステップ４３及
びステップ５６で、ネットワーク３０に加入するためのリクエスト７１をネットワーク装
置１へ送信する。その後、ネットワーク装置１は、アドレスがそのコンフィギュレーショ
ンメモリ８に割り当て可能であるかどうかを決定する。割り当て可能でない場合、ネット
ワーク装置１は、アドレス範囲リクエスト７２をネットワーク３０に報知する。前記リク
エスト７２を受信した他の装置、例えば装置３６は、割り当て可能なアドレスがそのメモ
リにあるかどうかを決定する。割り当て可能なアドレスが存在する場合、装置３６は、装
置３６のネットワークアドレスを有するアドレス利用可能なメッセージ７３を報知する。
【０１１１】
　ネットワーク装置１は、メッセージ７３を受信すると、装置３６のネットワークアドレ
スでアドレス指定され、ネットワーク装置１のネットワークアドレス＃１を有するユニキ
ャストアドレスリクエスト７４を装置３６へ送信する。装置３６は、ネットワーク装置１
にその利用できるアドレスのアドレス範囲を割り当て、占められたアドレス範囲をマーク
し、ネットワーク装置１のショートネットワークアドレス＃１でアドレス指定される、ネ
ットワークユニキャスト通信のアドレス範囲情報７５をネットワーク装置１へ送る。
【０１１２】
　その後、ネットワーク装置１は、加入装置２１にネットワークアドレス及びアドレス範
囲を割り当て、前述したように、加入情報７６を加入装置２１へ送信する。図４及び図５
の実施例の全ての他のステップ及び通信は、上述のように実行される。
【０１１３】
　本発明は、図面及び前述の説明で詳細に例示され説明された。斯様な例示及び説明は、
図示的又は例示的であって、限定的ではないとみなされるべきであり、本発明は、開示さ
れた実施例に限定されない。
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【０１１４】
　例えば、以下の実施例で本発明を実施することが可能である。
　ネットワーク通信がＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルに対応する。
　加入装置２１は遠隔制御装置ではなく、コンピュータ又は壁スイッチである。
　加入情報は、ネットワークコンフィギュレーションメモリ８とは別個の加入装置２１の
他のメモリに格納される。
　ネットワークキーは、ネットワークコンフィギュレーションメモリ８とは別個のネット
ワーク装置１に供給される、キーストレージに格納される。
　通信インタフェース２は、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）　Ｐｒｏの代わりに、標準Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）アドレス割り当て方法を使用するように設定される。
　加入情報４２は、使用される通信プロトコルに依存して、追加又は異なる情報を有する
。
　メモリ１０に含まれる代わりに、ネットワーク装置１のネットワークコンフィギュレー
ションメモリ８が既定の近接値を有する。
　ランプ６を有する代わりに、ネットワーク装置１は、例えば外部接続端子との接続のた
めのアプリケーションインタフェースを有するか、又は湿度センサ、火気検出器、煙検出
器、水道メータ、電気メータ、ガスメータ、加熱装置又は任意の他のタイプの機器のよう
なアプリケーション装置と接続される。
　図５の実施例を参照すると、ステップ５３で、そのＭＡＣアドレスを報知する代わりに
、ネットワーク装置１は、ネットワークシステム３０のＰＡＮ―ＩＤ及び／又は拡張ＰＡ
Ｎ―ＩＤを報知する。
　ステップ５５で、加入装置２１は、ネットワークシステム３０のＰＡＮ―ＩＤ及び／又
は拡張ＰＡＮ―ＩＤを持つそのリクエストをネットワークに加入するために送信する。
　ステップ５５で、加入装置２１は、ネットワークに加入するためのそのリクエストを報
知する。
　加入装置２１及び／又はネットワーク装置１のＭＡＣアドレスは、通信インタフェース
２に含まれる代わりに、適切なメモリに格納される。
　図５の実施例を参照して、ステップ５４で装置を自動的に選択するように設定される代
わりに、加入装置２１は、ユーザがコミッショニングのための装置を選択可能にするため
ディスプレイ２７近傍の全ての装置のリストを示すように設定される。
　２つのネットワークシステム３０、３５のために設定される代わりに、加入装置２１は
、３つ以上のネットワークシステムの動作のために設定される。及び／又は、
　加入装置２１がコミッショニング、すなわち他の装置を第１のネットワークシステム３
０に加入することを意図されない場合、加入情報はアドレス範囲情報を有さない。
【０１１５】
　更にまた、コミッショニングモード及び／又は発見モードでの通信は、代わりに又は加
えて、２００７年１０月１９日付の「Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）２００７」を説明するド
キュメント０５３４７４ｒ１７に規定されるように、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）グローバ
ルＰＡＮ－ＩＤ伝送と少なくとも部分的に対応してもよい。
【０１１６】
　グローバルＰＡＮ－ＩＤ伝送は、ＮＷＫレイヤ上の伝送ではあるが、特定のＰＡＮ－Ｉ
Ｄ、例えばルーティングされ範囲内の各装置により受信されるＤｓｔＰＡＮＩＤ＝０ｘＦ
ＦＦＦでアドレス指定される。グローバルＰＡＮ－ＩＤ伝送は、暗号化されていないので
、他の処理又は必要とされるＮｅｔｗｏｒｋ－Ｋｅｙ（ネットワークキー）なしに、装置
内のそれぞれのアプリケーションに渡される。従って、グローバルＰＡＮ－ＩＤ伝送は、
図３を参照して、代わりのネットワーク外の通信チャネル３１としてみなされる。
【０１１７】
　開示された実施例に対する他のバリエーションは、図面、明細書及び添付の請求項から
、本発明を実践する当業者により、理解され実行されるだろう。
【０１１８】
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　前述の説明及び添付の請求項において、単数の符号は複数を含むことも意味し、逆も同
じことが言え、特徴又は装置の特定の番号は、特徴又は装置の特定の番号に本発明を限定
するものと考慮されるべきではない。その上、「含む」又は「有する」のような表現は、
他の要素を除外するものではなく、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外しない。
【０１１９】
　相互に異なる従属項で特定の手段が再引用されているという単なる事実は、これら手段
の組み合わせが好適に使用できないことを示すものではない。
【０１２０】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアの一部と共に又は一部として供給される
光記憶媒体、磁気記憶媒体若しくはソリッドステート媒体のような適当な媒体に格納／分
配されてもよいが、インターネット又は他の有線若しくは無線通信システムを介してのよ
うな他の形式で分配されてもよい。
【０１２１】
　請求項内の何れの参照符号も請求項を限定するものと考慮されるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】
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