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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接型装置と、
　前記溶接型装置と関連付けられており、且つ、その内部に保存された前記溶接型装置の
識別情報及び前記溶接型装置のシステムタイプ及びネットワーク内の前記溶接型装置の位
置情報を具備しているデータストレージユニットであって、前記位置情報は前記溶接型装
置の物理的な位置の決定を可能とするデータを有しているデータストレージユニットと、
　前記データストレージユニットに対して動作可能に装着された無線通信ユニットであっ
て、監視装置からのシステムタイプ識別要求に応答し、前記データストレージユニットに
保存された前記システムタイプに基づいて、前記データストレージユニットからの前記識
別情報及び前記位置情報を搬送する信号を放射するべく構成された無線通信ユニットと、
　を有する装置。
【請求項２】
　前記無線通信ユニットは、前記識別情報及び前記位置情報を含むビーコン信号を定期的
に放射するべく構成されている請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記識別情報は、一意のＩＤ番号、所有権識別子、又はシステム識別子を更に有する請
求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記無線通信ユニットは、信号を受信すると共に、対応する応答信号を放射するべく更
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に構成されている請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記無線通信ユニットは、状態要求信号を受信した際に動作情報を含む信号を放射する
と共に、位置要求信号を受信した際に識別情報を含む信号を放射するべく構成されている
請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記データストレージユニットに接続されており、且つ、システムソフトウェアのアッ
プグレードをアップロードすると共に、使用の履歴、実施された保守の履歴、予防保守の
スケジュール、既存の及び切迫している動作上の問題点、現在の装置リソース、リアルタ
イムの動作状態、又はオペレータメモの中の少なくとも１つを含む動作情報を前記データ
ストレージユニットに対して入力するべく構成された複数のセンサ及びインターフェイス
を更に有する請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記データストレージユニット及び前記無線通信ユニットは、能動型、又は受動型のＲ
ＦＩＤ装置を有する請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記無線通信ユニットは、ＲＦ信号、赤外線信号、光信号、亜音波信号、又は超音波信
号の中の少なくとも１つによって通信する請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記ネットワークは、信号をメッシュネットワークにおいて中継し、これにより、メッ
シュネットワークのレンジを拡張させるべく、少なくとも１つの他の溶接型装置及び少な
くとも１つの監視装置を有するメッシュネットワークである請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記データストレージユニット又は前記無線通信ユニットの中の少なくとも１つは、前
記溶接型装置内に配置されている請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記データストレージユニット又は前記無線通信ユニットの中の少なくとも１つは、前
記溶接型装置の外部表面に付着している請求項１記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に溶接型装置に関するものであり、更に詳しくは、現場に配置された又
は保管中である遠隔溶接型装置を無線方式によって識別し、探し出すと共に／又は、その
状態を監視する装置及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　産業界において周知のように、様々な非常に異なる作業場において溶接型装置を利用可
能である。例えば、このような装置は、小規模又は大規模な工作所、工場、建築現場、並
びに、造船所などの広大な製造所などの環境において使用されている。使用される溶接型
装置の数は、１台～数千台の範囲に及んでおり、一箇所において、溶接機、プラズマカッ
ター、誘導ヒーター、及びこれらに類似したものの任意の組み合わせを含んでいる場合も
ある。更には、溶接型のプロセスに付随した材料、アクセサリ、保守装置、工作物、及び
その他の装置に起因し、作業環境が、散らかって混乱した状態となる場合もある。特に、
造船所は、数千台の溶接機、フィーダー、及びその他の溶接型装置を一度に使用している
作業場である。
【０００３】
　更には、溶接型装置は、使用されていない際には、しばしば、いくつかの異なる指定さ
れた場所に保管されたり、特定の作業スペースに放置されたり、或いは、誤った保管場所
に返却される可能性がある。一般に、造船所は、溶接型装置が、日々、保管され、使用さ
れ、見失われ、且つ、盗まれている複数の建物を具備している。更には、複数の溶接型装
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置の外観が実質的に同一である場合もある。従って、大規模な作業場及び保管施設におい
て溶接型装置を探し出すのは、困難であり、且つ、時間を所要することになる。特定の装
置の捜索やその装置を最後に使用した者の判定などに費やされる時間のために、建築又は
製造プロジェクトの全体的な効率が低下する可能性がある。
【０００４】
　又、多数の溶接型装置を使用している状況においては、これらの装置が、広大な作業場
にわたって散乱した状態となり、従って、追跡や捜索が困難になる可能性がある。この結
果、盗難の発生が増大することになる。これは、インバータに基づいた溶接機及びその他
の相対的に軽量のシステムの場合に、特に問題となろう。又、造船所及びこれに類似した
その他の製造場の広大なサイズの結果として、所有者が認知することなしに、且つ、所有
者の認可を受けることなしに、溶接型装置が様々なゲートを通じて作業場から頻繁に持ち
出される可能性がある。従って、作業環境が整理されておらず、この結果、装置の捜索が
困難である場合には、溶接型装置が見えなくなってから数日が経過した後に、その装置が
、単に誤った場所に配置されたり、行方不明になっているのではなく、盗まれたのだと所
有者が気付くことになろう。
【０００５】
　又、溶接型装置は、定期的なスケジューリングされた及びスケジューリングされていな
い保守を必要としている。従って、新しい保守の課題、課題の名称、装置の場所、及び課
題を適切に解決するための任意の有用な操作又は保守履歴情報について保守要員に対して
通知しなければならない。更には、それぞれの装置ごとに保守の記録を保持しなければな
らず、且つ、スケジューリングされている保守タスクの期日が到来する時期について保守
要員に通知するか、さもなければ、これを保守要員が把握しておかなければならない。こ
のようなスケジューリングされた保守タスクは、様々なコンポーネントの清掃、装置への
油の供給、損耗部品の定期的な交換、又はシステムソフトウェア又はパッチの手作業によ
るアップロードを包含可能である。しばしば、複数の装置に対して同一の修理が必要とさ
れており、装置の捜索に所要する時間が、実際には、修理又はアップグレードを実行する
ための時間を超過する可能性がある。保守要員が装置をタイムリーに探し出すことができ
なければ、スケジューリングされた又はスケジューリングされていない保守の課題が未解
決のまま放置され、装置の損傷に結び付く可能性がある。
【０００６】
　既存の溶接型装置の在庫管理システムのその他の欠点は、装置固有の情報を保持してい
る手順に由来している。例えば、装置が使用された作業、溶接型装置が現在割り当てられ
ている作業、装置を使用した者、装置を現在使用している者、並びに、次に装置が利用可
能となる時期の記録は、しばしば、施設又は工具部門によって業務日誌又はデータベース
内に保持されている。装置に対して実行された保守タスクの詳細及び予防保守を実施する
べき時期のスケジュールは、施設又は工具部門によって又は保守部門によって日誌又はデ
ータベース内に保持可能である。更には、オペレータのメモ、技術者のメモ、及び装置に
伴う既知の課題を社内の様々な人物又は部門が保持していることは、珍しいことではない
。通常、オペレータのマニュアルは、過去及び将来の保守、並びに、オペレータのメモな
どを記録するべく、最小限にしか使用されていない。
【０００７】
　又、マニュアル、業務日誌、及びその他の媒体も、常に容易に探し出すことができると
うわけでない。これらのタイプの記録は、装置自体への添付を含むいくつかの場所におい
て保持可能であろう。これが、来るべき保守タスクについて所有者又は保守要員に対して
警告するのに有用ではないことが理解されよう。更には、現場の保守作業者も、自身が部
門に戻った際に情報を日誌又はデータベースに記録することを常に覚えているというわけ
でもなく、そのような情報の記録が不要であると考える場合もある。更には、これらのタ
イプの記録が現場において必要となった場合に、これらが、常に容易に探し出せたり、入
手可能であるというわけでもない。
【０００８】
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　従って、現場において使用されている又は保管施設に存在している溶接型装置を容易に
探し出すと共にその在庫を管理するシステムを具備することが望ましいであろう。更には
、このようなシステムが、過去の使用及び保守、現在の使用法、スケジューリングされた
予防保守、及び／又はオペレータメモに関する情報及び通知を提供する能力をも有してお
れば、望ましいであろう。又、リアルタイムの動作、並びに／或いは、装置、機械、又は
アクセサリの場所を遠隔監視することも望ましいであろう。
【発明の開示】
【０００９】
　本発明は、前述の欠点を克服する、溶接型装置を無線方式によって探し出し、それらの
在庫を管理すると共に、それらと通信する装置及びシステムを提供している。位置及び状
態などの装置情報を送信する能力を有する無線通信ユニットを溶接型装置に接続すること
により、このような情報を監視ユニット又はその他の溶接型装置に伝達している。この観
点において、溶接型装置のリアルタイムの状態を遠隔確認可能である。
【００１０】
　従って、本発明の一態様によれば、装置が開示されており、この装置は、溶接型装置、
データストレージユニット（ｄａｔａ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｕｎｉｔ）、及び無線通信ユニ
ットを含んでいる。データストレージユニットは、溶接型装置と関連付けられていると共
に、その内部に保存された溶接型装置に固有の識別情報を具備している。無線通信ユニッ
トは、動作可能にデータストレージユニットに対して装着されていると共に、データスト
レージユニットからの情報を搬送する信号を放射している。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、溶接型装置用の無線通信システムは、少なくとも１つの遠
隔監視装置、少なくとも１つの溶接型装置、及び少なくとも１つの溶接型装置に接続され
た少なくとも１つのＲＦ送信機を含んでいる。少なくとも１つの遠隔監視装置は、複数の
ＲＦ送信機から放射された信号を受信するべく構成されている。
【００１２】
　本発明の別の実施例によれば、溶接型装置用の無線通信キット（ｋｉｔ）が開示されて
おり、これは、データストレージユニット、処理ユニット、及び無線送信機を含んでいる
。データストレージユニットは、その内部に溶接型装置に固有の情報を保存するべく構成
されている。処理ユニットは、動作可能にデータストレージユニットに対して接続されて
おり、無線送信機は、処理ユニットに接続されていると共に、データストレージユニット
からの装置固有の情報を送信するべく構成されている。データストレージユニット、処理
ユニット、及び無線送信機は、それぞれ、特定の溶接型装置と関連付けられている。
【００１３】
　本発明の更なる態様によれば、溶接型装置を管理するべく、モニタ（ｍｏｎｉｔｏｒ：
監視装置）が開示されている。このモニタは、遠隔溶接型装置に関する動作情報を含んで
エンコードされた信号を無線方式によって受信するコントローラを含んでいる。コントロ
ーラは、この情報から遠隔溶接型装置のリアルタイムの動作状態を判定している。
【００１４】
　本発明の更に別の態様によれば、溶接型無線通信システムを製造する方法が開示されて
いる。本方法は、少なくとも装置固有の識別子を含む無線データ信号を送信するべく複数
の溶接型装置を構成する段階と、無線データ信号を受信すると共にそれから複数の溶接型
装置の位置情報を判定するべく監視装置を提供する段階と、を含んでいる。
【００１５】
　本発明の更なる態様によれば、１つ又は複数のプロセッサを具備した溶接型ネットワー
クが開示されている。このネットワーク内においては、無線データ信号を第１溶接型装置
と関連付けられた第１ノードから送信し、第２溶接型装置又は監視装置のいずれかと関連
付けられた第２ノードにおいて受信している。第２ノードは、宛先の受信者識別子を無線
データ信号から判定している。宛先の受信者識別子が第２ノードの識別子と一致した際に
は、無線データ信号を処理している。宛先の受信者識別子が第２ノードの識別子と一致し
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ない場合には、無線データ信号を中継している。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、溶接型装置の保守を調整するシステムが開示されている。
本システムは、溶接型装置のデータストレージユニット、送信機、及びコントローラを含
んでいる。データストレージユニットは、その内部に保守のスケジュールを保存している
。コントローラは、スケジューリングされた保守タスクを識別すると共に、溶接型装置に
対して実施するべく保守タスクがスケジューリングされる前の所与の時点において予防保
守通知信号を送信機から遠隔受信機に対して無線方式によって送信させている。
【００１７】
　本発明の様々なその他の特徴及び利点については、以下の詳細な説明及び添付の図面か
ら明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　添付図面は、本発明を実施するべく現時点において想定される好適な一実施例を示して
いる。
【００１９】
　当業者であれば十分に理解するように、溶接機、溶接アクセサリ、溶接装置、及び溶接
システムに関する以下の説明は、加熱及び切削システムなどの大電力の出力を必要として
いるあらゆるシステムの構成要素に適用されるものである。即ち、本発明は、溶接機、プ
ラズマカッター、誘導ヒーター、航空機の地上電源装置、及びこれらに類似したもの、並
びに、そのアクセサリ及びコンポーネントを含む大電力の出力を必要とするあらゆる装置
に対して同様に適用可能である。溶接電源、溶接型電源、又は溶接機に対する参照は、一
般に、溶接、切削、加熱電源、又は航空機用の地上電源を含んでおり、溶接装置に関する
説明は、本発明を実施可能である一実施例を示すものに過ぎない。
【００２０】
　図１を参照すれば、本発明による溶接装置１０が示されている。図示のように、溶接装
置１０は、電源１２などの溶接型装置を含んでいるが、本発明は、溶接型電源に限定され
るものではない。電源１２は、好ましくは、入力電力を取得し、溶接に適した出力を生成
するべく構築されている。溶接ケーブル１６を介して、トーチ１４が、動作可能に電源１
２に接続されている。接地ケーブル１８によってクランピング部材２０が電源１２に装着
されている。クランピング部材２０は、望ましい溶接アプリケーションを実行できるよう
に、ケーブル１８を工作物２２に着脱自在に固定するべく構築されている。無線通信アセ
ンブリ２４を、切り欠き図において、電源１２の内部に装着された状態において２４ｂ、
或いは、任意選択により、電源１２の外部表面上に装着された状態において２４ａ、観察
可能である。無線通信アセンブリ２４の望ましい位置は、溶接型装置１０のタイプ、望ま
しい無線通信の形態、並びに、その他の設計考慮事項によって左右されることになる。例
えば、無線通信アセンブリ２４は、高周波（ＲＦ）通信装置として動作可能であり、この
場合には、レンジの拡張と良好な受信のために、無線通信アセンブリ２４ａを電源１２の
外部に配設するのが有益であろう。或いは、この代わりに、好適な一実施例においては、
耐久性を向上させるべく、電源１２のハウジングの内部に無線通信アセンブリ２４ｂを配
設している。
【００２１】
　例えば、無線通信アセンブリ２４は、一般的な赤外線通信装置として動作可能であろう
。このような場合には、無線通信アセンブリ２４は、赤外線ポート（図示されてはいない
）が通信する能力を有している範囲において、溶接型装置の内部又は外部に配設可能であ
ろう。又、無線通信アセンブリ２４は、亜音波又は超音波装置として動作することも可能
であり、この場合には、無線通信アセンブリ２４は、溶接型装置の内部又は外部に配設可
能であろう。同様に、無線通信アセンブリ２４が、光又はレーザー型の通信装置として動
作する場合には、光通信ポートが露出する範囲において、溶接型装置の内部又は外部に配
設可能であろう。無線通信アセンブリ２４に関する以下の説明から、無線通信のいくつか
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の異なる形態が、本発明と共に使用するべく好適であることを容易に理解することができ
よう。
【００２２】
　更には、多数の溶接型装置に対して本発明を適用可能であることを理解されたい。本発
明は、特に、溶接型電源に伴う無線通信を提供する際に有用であるのみならず、本発明は
、溶接型システムのその他のコンポーネントを含むべく拡張された際にも、有用性を有し
ている。ワイヤフィーダー、発電機、溶接ガン及びトーチ、高度なユーザー適合型のシス
テム、アクセサリ、及びこれらに類似したものは、いずれも、本発明と統合可能である。
「溶接型装置」という用語は、溶接機、電源、ワイヤフィーダー、発電機、溶接ガン及び
トーチ、高度なユーザー適合型のシステム、ワイヤリール、アクセサリ、及びこれらに類
似したものを限定を伴うことなしに含む溶接システムにおいて使用可能なあらゆる装置を
含んでいる。
【００２３】
　次に図２を参照すれば、無線通信アセンブリ２４の概略図が示されている。無線通信ア
センブリ２４は、データストレージユニット２６及び送信機又は無線通信ユニット２８を
含んでいる。無線通信ユニット２８及びデータストレージユニット２６は、図示のように
、双方向データ転送のために接続されている。但し、特定の実施例においては、無線通信
ユニット２８及びデータストレージユニット２６は、単一方向においてのみ接続可能であ
る。データストレージユニット２６は、その内部に保存された少なくとも１つの一意の識
別番号３０を具備するものとして概念的に示されている。破線で示されている処理ユニッ
ト３２、ユーザーインターフェイス３４、データ入力ポート３６、電源センサ３８、コン
ポーネント障害センサ３９、リソースセンサ４０、ＧＰＳ装置４２、慣性センサ４３、Ｄ
ＭＥ／ＶＯＲセンサ４４、及び電源４６は、任意選択により、様々な実施例に内蔵されて
いる。
【００２４】
　データストレージユニット２６は、単純なメモリ装置を上回るものであってよく、且つ
、受信した信号を既定の方式によって変更する電気コンポーネントからなる構成を包含可
能である。このような一実施例においては、オリジナルの信号をデータストレージユニッ
ト２６によって変更した後に、「受動型」の無線通信に従い、無線通信ユニット２８を通
じて、その供給源に反射させて戻している。例えば、ＲＦアンテナによって受信された信
号を使用してデータストレージユニット２６の回路に電力供給することにより、ＲＦアン
テナ上の負荷を変更可能であり、次いで、これをその信号の生成元によって検出可能であ
ろう。換言すれば、データストレージユニット２６及び無線通信ユニット２８は、受動型
のＲＦＩＤタグとして構成可能であろう。換言すれば、「受動型」のＲＦＩＤタグとは、
内部電源を必要としていないものである。或いは、この代わりに、タグが、その独自の電
源を具備することも可能である。能動型のＲＦＩＤ及び受動型のＲＦＩＤは、いずれも、
高周波エネルギーを使用してタグと読取装置間において通信しており、相違点は、それぞ
れのタグに電力供給する方法である。能動型のＲＦＩＤは、タグ内の内部電源（通常は、
電池である）を使用することにより、タグ及びそのＲＦ通信回路に継続的に電力を供給し
ており、受動型のＲＦＩＤは、読取装置からタグに転送されるＲＦエネルギーに依存する
ことにより、タグに電力を供給している。
【００２５】
　或いは、この代わりに、データストレージユニット２６は、デジタルデータを保存及び
削除する能力を有する更に複雑なコンポーネントであってもよい。このようなユニットは
、統合型プロセッサ又はマイクロコントローラを包含可能である。好適な実施例において
は、データストレージユニット２６は、溶接装置に固有の情報及び様々なメッセージフォ
ーマットなどのその内部に保存されたいくつかのタイプの情報を具備する能力を有するデ
ジタルストレージ装置である。即ち、データストレージユニット２６は、データ入力のい
くつかの供給源に対して接続すると共に、それらからの様々なタイプの情報を保存可能で
ある。又、データストレージユニット２６は、「リアルタイム」のデータ転送を供給する
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際などのように、高速のメモリアクセスのために構成することも可能である。但し、少な
くとも、データストレージユニット２６は、連番、一意の識別コード、システムタイプ情
報、又はネットワークＩＤ番号などの識別情報を送信するべく無線通信ユニット２８に提
供する能力を有している必要がある。前述のように、このような識別情報は、信号変更の
反射やデジタルデータをカプセル化した無線メッセージなどの様々な形態において送信可
能であると考えられる。
【００２６】
　無線通信ユニット２８は、所望のレベルの通信プロトコルの複雑性に応じて、送信機、
トランスポンダ、トランシーバ、又はこれらに類似したものを包含可能である。即ち、無
線通信ユニット２８は、ビーコン（ｂｅａｃｏｎ：標識）信号などの信号を能動的に放射
する能力を有する単なる送信機であってもよく、必ずしも、外部信号を受信又は認識する
べく構成される必要はない。或いは、無線通信ユニット２８は、受動的又は能動的なスタ
イルにおいて、但し、受信した外部信号に応答してのみ、信号を放射するトランスポンダ
であってもよい。前述のように、無線通信ユニット２８は、応答として、変更された信号
の反射を放射可能であるが、無線通信アセンブリ２４によって完全に生成された応答信号
を放射することも可能である。更には、無線通信ユニット２８は、受信した信号に対する
応答及び独立的に生成した信号の送信の両方の能力を有するトランシーバを有することも
可能である。又、前述のように、無線通信ユニット２８は、ＲＦ信号、赤外線信号、光信
号、或いは、超音波（ｕｌｔｒａ－ｓｏｎｉｃ）又は亜音波（ｓｕｂ－ｓｏｎｉｃ）信号
を送受信することによって動作することも可能であると考えられる。
【００２７】
　又、無線通信アセンブリ２４内に、マイクロコントローラ又は処理ユニット３２を内蔵
することも望ましい。例えば、処理ユニット３２は、複雑な通信プロトコルを使用してい
る場合には、受信したメッセージをデコード及び識別可能である。更には、例えば、溶接
型装置のなんらかの状態に基づいて適切な応答メッセージを送信する場合には、処理ユニ
ット３２は、データストレージユニット２６に対して適切なデータを要求し、データパケ
ットを生成すると共に、このメッセージを無線通信ユニット２８に対して中継可能である
。従って、処理ユニット３２を無線通信アセンブリ２４内に包含する場合には、無線通信
ユニット２８及びデータストレージユニット２６の両方を処理ユニット３２に対して双方
向において接続する必要がある。但し、所与の無線通信プロトコルによっては、処理ユニ
ット３２が不要であることを認識されたい。
【００２８】
　又、無線通信アセンブリ２４は、データの入出力のために構成されたいくつかのタイプ
のセンサ及びインターフェイスを包含することも可能である。これらの装置は、例えば、
ユーザーインターフェイス３４、データ入力ポート３６、電源センサ３８、様々なコンポ
ーネント障害センサ３９、様々なリソースセンサ４０、ＧＰＳ装置４２、慣性センサ４３
、及びＤＭＥ／ＶＯＲセンサ４４を含んでいる。ユーザーインターフェイス３４は、メッ
セージをユーザーに中継するためのＬＣＤディスプレイ又はＬＥＤ、並びに、命令ボタン
或いは数字又は英字キーパッドなどのユーザー入力装置を有することができる。従って、
ユーザーインターフェイス３４は、処理ユニット３２に双方向において接続されているも
のとして示されている。この結果、ユーザーが溶接型装置の使用を開始する際には、現在
のユーザー情報をデータストレージユニット２６上に保存できるように、ユーザーコード
を入力するようにユーザーに対して要求可能である。同様に、ユーザーは、データストレ
ージユニット２６上に保存されるように、オペレータのメモ又はコメントをユーザーイン
ターフェイス３４に直接入力することも可能であろう。又、ユーザーインターフェイス３
４により、ユーザーは、データストレージユニット２６上に保存されているデータを閲覧
することを可能である。但し、ユーザーインターフェイス３４は、処理ユニット３２から
命令を受信するだけであって、双方向において通信することのない単純なディスプレイパ
ネルであってもよいと考えられる。
【００２９】
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　又、一連のセンサ及び入力３６～４４も、処理ユニット３２に対して双方向に接続する
必要はない。例えば、データ入力ポート３６は、双方向ポートも考えられるが、双方向ポ
ートとして機能する必要はないものと考えられる。データ入力ポート３６を使用し、処理
ユニット３２を介してデータストレージユニット２６上に情報を記録するだけであっても
よく、或いは、モニタ装置又はコンピュータなどの外部装置との完全な双方向通信のため
に入力ポート３６を使用することも可能である。又、代替実施例においては、データ入力
ポート３６及び処理ユニット３２を溶接型装置のコントローラと統合することにより、パ
ルスシーケンス、ユーザーメッセージの表示及び命令、並びに、制御の制限などの保存さ
れている機能を更新することも可能である。即ち、データ入力ポート３６は、データスト
レージユニット２６上に保存されるシステムソフトウェアアップグレード又は更新を受信
する更新モジュールとして動作可能である。これらのアップグレード又は更新を使用する
ことにより、無線通信アセンブリ２４のシステムソフトウェア、溶接型装置のコントロー
ラ、又はこれらの両方を更新可能であろう。従って、シリアルポート、パラレルポート、
ＵＳＢポート、及びこれらに類似したものなどのいくつかのポートタイプ及びプロトコル
を使用することにより、前述のデータの保存及び更新を実現可能である。当然のことなが
ら、当業者であれば、この同一の更新機能を無線通信ユニット２８を介して同様に実行可
能であることを理解するであろう。
【００３０】
　更には、無線通信アセンブリ２４は、動作状態センサ３８～４０に接続することも可能
である。電源センサ３８を利用することにより、溶接型装置が「オン」又は「オフ」であ
るのかどうか、トーチ又はガンが動作しているかどうか、現在の１つ又は複数の電池レベ
ル、及び検知された電力レベルから導出されるその他の動作状態を処理ユニット３２に対
して通知可能である。更には、無線通信アセンブリ２４は、コンポーネント障害センサ３
９に接続することも可能である。いくつかのセンサ３９を利用可能であり、それぞれのセ
ンサ３９は、溶接型装置の特定のコンポーネント内における動作エラーを検出するべくそ
れぞれ構成されている。処理ユニット３２は、エラーが発生した時間又は動作状態の要約
をデータストレージユニット２６上に記録すると共に／又は、エラーが発生すると即座に
リアルタイムのコンポーネントエラーメッセージを生成可能であろう。更には、その他の
センサ４０を使用することにより、消費可能なワイヤの残量、シールドガスの残量、装置
に装着されるアクセサリ、及びそれらのアクセサリが装置のシステムタイプと互換性を有
しているかどうかなどの現在の装置リソースを検出している。この結果、処理ユニット３
２は、データストレージユニット２６上に保存されている最近の使用データに基づいて、
又は既定の最低限レベルに基づいて、追加リソースが必要となるかどうか及びその時期を
算出可能であろう。この結果、動作状態の要約、連続的なリアルタイムの動作状態情報、
又は現在の若しくは切迫しているエラー及び要件の自動通知を無線通信ユニット２８を介
して送信可能である。
【００３１】
　更には、無線通信アセンブリ２４は、いくつかのタイプの位置又は追跡センサ４２～４
４に接続することも可能である。例えば、一実施例においては、無線通信アセンブリ２４
をＧＰＳ装置４２に対して接続可能である。即ち、ＧＰＳ装置４２を無線通信アセンブリ
２４又はその対応する溶接型装置と統合することにより、絶対的な位置の読取値を提供可
能である。この結果、このような位置情報をその他の溶接型装置に転送したり、モニタ装
置に対して直接的に送信したり、或いは、これを使用して無線通信アセンブリ２４のユー
ザーインターフェイス３４上に位置を表示することができよう。相対的な追跡又は位置情
報のために、或いは、ＧＰＳ装置４２などのその他の位置センサを補うべく、慣性センサ
４３を内蔵することも可能であると更に考えられ、これは、好ましくは、ＭＥＭＳ型セン
サである。又、距離測定装置（Ｄｉｓｔａｎｃｅ　Ｍｅｓｕｒｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ：ＤＭＥ）及び超短波オムニレンジング（Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｆｒｅｑｕｅｃｙ　Ｏ
ｍｎｉ　Ｒａｎｇｉｎｇ：ＶＯＲ）センサ４４を利用することにより、監視装置又は無線
タワーとの関係における溶接型装置の位置情報を判定可能である。（無線アンテナなどの
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）ＤＭＥ／ＶＯＲセンサ４４は、ＤＭＥ送信機（図示されてはいない）から物体までの距
離及びＶＯＲ送信機（図示されてはいない）から物体への角度を判定している。この結果
、監視装置４８又はＤＭＥ／ＶＯＲ信号を送信するその他の装置との関係において溶接型
装置の極座標を判定可能であろう。同様の方式により、更に大規模な作業場においては、
遠距離航法（ＬＯｎｇ　ＲＡｎｇｅ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ：ＬＯＲＡＮ）タイプのシス
テムを利用することにより、所与の溶接型装置の位置を判定可能であろう。当技術分野に
おいて既知のように、ＬＯＲＡＮシステムは、２つの異なる局における信号受信間の時間
差を使用することにより、それらの局との関係における送信機の概略的な位置を算出して
いる。従って、監視装置４８は、信号が溶接型装置から受信される時間を計測することに
より、その装置の位置を判定可能である。このような一実施例においては、無線通信ユニ
ット２８は、計測可能なＬＯＲＡＮタイプの信号を放射するべく構成されている。但し、
ＤＭＥ／ＶＯＲ、ＧＰＳ、及びＬＯＲＡＮタイプのセンサ及び信号は、位置識別法のいく
つかの例を表しているものに過ぎず、その他の周波数、トポロジー、及びプロトコルも、
同様に考えられることを理解されたい。
【００３２】
　いくつかの実施例においては、無線通信アセンブリ２４は、動作電圧を無線通信アセン
ブリ２４のコンポーネントに供給するべく、内蔵型の電源４６を包含することも可能であ
る。電源４６は、電池又は動作電圧を供給するのに好適なその他の蓄電装置を包含可能で
ある。或いは、この代わりに、電源１２又は溶接装置１０のその他の装置から電力を取得
するための無線通信アセンブリ２４用の接続を提供する方式が更に効率的又は便利であろ
う。いくつかの溶接型装置は、電池やエンジンなどの独自の内部電源を具備可能であり、
その他の装置は、商用電源又は発電機に対する接続に依存可能である。いずれの場合にも
、電源４６は、無線通信アセンブリ２４用の適切な動作入力に溶接型電源入力を調節する
べく、パワーコンディショナを包含可能であろう。又、電源４６は、電源又はその他の溶
接型装置がオン状態であるか又は使用されている際に電源１２又はその他の溶接型装置に
よってトリクル充電される電池を包含することも可能であろう。ハードウェアに関する内
容に加えて、様々な電池管理法を利用することにより、電力を節約可能である。例えば、
無線通信アセンブリ２４は、要求信号、中継信号、又は無線通信アセンブリ２４の応答又
は動作を必要とするその他の信号を受信する時点まで、低電力又は「スリープ」モードに
おいて動作可能であろう。或いは、この代わりに、無線通信アセンブリ２４は、電力を大
量消費可能である任意の時点において信号を受信又は送信する方式とは対照的に、断続的
な周期においてのみ信号を送信又は受信するべく構成することも可能であろう。
【００３３】
　特定の溶接型装置と共に無線通信アセンブリ２４を取り付ける又は統合するべく、ブラ
ケット２５又はその他の固定部材も考えられる。図１に示されているように、無線通信ア
センブリ２４ｂを電源１２のハウジングに内蔵する場合には、一連のタブ２５ｂ又はリッ
プを使用することにより、無線通信アセンブリ２４を溶接型装置の内部表面に固定可能で
ある。或いは、この代わり、無線通信アセンブリ２４ａを溶接型装置のハウジングの外部
に取り付ける場合には、こちらも図１に示されているブラケット２５ａを使用可能である
。溶接型装置から無線通信アセンブリ２４を離隔させているブラケット２５は、信号品質
を改善するのに有用であり、通信モードは、この品質に応じて採用されている。更には、
無線通信アセンブリ２４は、既存の溶接型装置を改良するためのキットの形態をとること
も可能であり、この場合には、無線通信アセンブリ２４を溶接型装置に固定するべく構成
されたブラケット２５又はハウジングを提供している。最後に、望ましい場合には、無線
通信アセンブリ２４を取り付けるブラケット２５又はハウジングは、漂遊信号（ｓｔｒａ
ｙ　ｓｉｇｎａｌ）又は溶接型装置から発せられるその他の干渉から無線通信アセンブリ
２４を遮蔽するのに有用な材料を有することが可能であると考えられる。
【００３４】
　動作の際には、無線通信アセンブリ２４は、その他の溶接型装置、監視装置、又はこれ
らの両方と通信するべく構成可能である。第１溶接型装置の無線通信アセンブリ２４は、
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第２溶接型装置の無線通信アセンブリ２４に対して信号を直接的に伝達可能である。又、
１つ又は複数の溶接型装置の無線通信アセンブリ２４との間の直接的な通信状態において
信号を送受信する監視装置４８を提供することも可能である。好適な実施例においては、
これらの機能の両方は、装置間伝送及び装置－モニタ間伝送を含むメッシュネットワーク
アーキテクチャに内蔵されている。換言すれば、本発明の好適な実施例は、メッシュネッ
トワークトポロジー及びプロトコルを内蔵している。
【００３５】
　メッシュネットワークは、通常はすべてのノードが直接接続されることになるその中心
ハブを欠いているという点をその特徴としている。従って、ノード間通信を円滑に実行す
るべく、アルゴリズムを使用することにより、発信ノードから受信ノードに至る最良のデ
ータ伝送経路を判定している。但し、「ブラインド」メッセージ中継システムを利用する
ことも可能であると考えられる。前者の例においては、ノードは、定期的に互いに通信す
ることにより、その他のノードの送信レンジ内に存在しているノードを判定している。後
者の場合には、別のノード宛のメッセージを受信したノードは、最も効率的なデータ伝送
ルートを判定するのではなく、そのメッセージをレンジ内の任意のその他のノードに対し
て再伝送している。このタイプの通信手順は、相対的に小規模なネットワーク内、或いは
、ノード間の経路が、単純であるか、判明しているか、又は既定されているネットワーク
内において、相対的に有用であろう。
【００３６】
　好適な実施例においては、本発明のそれぞれのメッシュネットワークのデータ伝送は、
発信元ＩＤ及び宛先ＩＤを含んでいる。宛先ＩＤは、その宛先である受信者用のその伝送
を受信するノードについて通知している。受信したノードが受信者である場合には、その
メッセージは、デコード及び処理されることになる。受信したノードが、宛先である受信
者ではない場合には、そのメッセージは、その他のノードに中継されることになる。応答
メッセージが必要である場合には、発信元ＩＤを使用することにより、応答メッセージを
送付している。
【００３７】
　前述のように、無線通信アセンブリ２４に対しては、基本的に、装置が動作中である場
合には、それが接続されている溶接型装置から、そして、装置がオフ状態にある場合には
、電池又はその他の内蔵された電源４６から、電力を供給可能である。従って、動作中で
はない溶接型装置を探し出したり、検出したり、又はこれと通信するためには、このよう
な溶接型装置の無線通信アセンブリ２４は、信号を電池の電力のみによって送信する必要
があろう。当業者であれば、無線信号の伝送レンジは、しばしば、電力消費量に直接的に
関係していることを認識するであろう。従って、離れた監視装置４８に対して溶接型装置
から信号を直接的に送信する場合には、相対的に近接した別の溶接型装置に対して信号を
送信する場合よりも、大きな電力を消費することになる。従って、メッシュネットワーク
を利用することにより、無線信号を潜在的に長距離にわたって送信する必要性が除去され
ると共に、電力消費量が低減されることになる。
【００３８】
　更には、メッシュネットワークを使用することにより、必要な電力消費量を増大させる
ことなしに、溶接型装置の内部に無線通信アセンブリを配設可能である。溶接型装置の金
属製の外部ハウジングは、大きな信号減衰を生成可能であり、相対的に大電力の信号を使
用するか又はハウジング内にギャップを形成することにより、これを克服しなければなら
ない。但し、メッシュネットワークトポロジーなどの相対的に短い伝送距離を使用する際
には、装置ハウジングの相対的に大きな減衰率が、あまり重要なファクタではなくなり、
電力消費量を相対的に低いレベルに維持可能である。尚、メッシュネットワークトポロジ
ーは、認識可能な利点を具備してはいるが、当業者であれば、従来の「スター型」のネッ
トワークトポロジー又は分散型又は「ツリー」ネットワークトポロジーなどのその他のネ
ットワークトポロジーを同様に適用可能であることを理解するであろう。又、リピーター
ユニット及び／又は信号ブースターを使用することも、特に、船舶の船殻（ｈｕｌｌ）な
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どのような高度な信号減衰を生成するエリア内に溶接型装置が配置されている際に、ネッ
トワークトポロジー内における伝送障害を克服するのに有用であろう。
【００３９】
　無線通信アセンブリ２４から放射された信号又はメッセージは、いくつかのタイプの位
置又は識別情報を包含可能である。これらの信号又はメッセージは、自律的に、又は位置
又は識別要求信号に応答して、送信可能である。望ましい応答信号のフォーマットとは無
関係に、無線通信アセンブリ２４のそれぞれの伝送は、少なくとも対応する溶接型装置に
固有の識別情報と関連可能である。識別情報は、連番又はユーザー定義された識別番号な
どの装置固有のコード又は識別子を包含可能である。伝送可能な識別情報の更に複雑な形
態は、所有権情報、連番、現在のユーザー、システムタイプ、及びネットワークＩＤを含
んでいる。更には、装置固有の識別子を含む無線通信アセンブリ２４によって放射される
任意の信号を使用することにより、無線通信アセンブリ２４及びその対応する溶接型装置
を探し出すこともできる。即ち、具体的な位置データが信号内にエンコードされていない
にも拘わらず、監視装置４８のユーザーは、指向性アンテナ、三角測量、及び単純な合焦
（ｈｏｎｉｎｇ）法を利用することにより、送信元の溶接型装置を見出すことができよう
。但し、位置信号が、ＧＰＳデータ、相対的なＤＭＥ／ＶＯＲ位置情報、ＬＯＲＡＮ信号
、慣性位置情報、及びこれらに類似したものなどの更に詳しい位置情報を包含することも
可能であろう。
【００４０】
　特定の装置の単純な捜索に加えて、識別情報は、溶接型プロセスを実行するべく準備す
る際にも有用であろう。ユーザーが、溶接型装置を稼動させるのに必要なコンポーネント
を見出そうとする際には、ユーザーは、監視装置４８を使用することにより、システムタ
イプ識別要求を送信可能であろう。このような要求を受信した際には、無線通信アセンブ
リ２４は、データストレージユニット２６上に保存されているシステムタイプ識別情報に
基づいて、位置及び／又は識別信号によって応答可能であり、この結果、ユーザーは、望
ましいタイプの装置のみを容易に探し出すことができる。例えば、ユーザーがプラズマ切
削プロセスを準備しようとする場合には、ユーザーは、プラズマ切削システム識別要求を
監視装置４８を介して送信可能であろう。この結果、近傍のすべてのプラズマ切削電源、
トーチ、及びその他の関係する装置が、位置及び／又は識別信号によって応答することに
なろう。次いで、監視装置４８は、どのタイプのプラズマ切削装置が近傍に位置しており
、且つ、それらの装置のそれぞれが概略的に又は具体的にどこに位置しているのかをユー
ザーに通知することになろう。当業者であれば、システムタイプ識別要求信号は、変形が
可能であり、且つ、探し出す際の基準として、任意の所望のレベルの具体性を使用可能で
あることを認識するであろう。
【００４１】
　又、無線通信アセンブリ２４は、センサ３８～４０から受信した及び／又はデータ入力
装置２８、３４、３６によってデータストレージユニット２６上に記録された装置固有の
動作情報を送信することも可能である。この動作情報は、自律的に、又は動作若しくは状
態要求信号に応答して、送信可能である。センサ３８～４０から受信した動作情報は、装
置がオン又はオフであるか、現在使用中であるのか、現在の装置リソース、既存の及び切
迫している動作上の問題点、及びリアルタイムの動作状態情報などの情報を含んでいる。
外部供給源からデータストレージユニット２６上に記録される動作情報は、現在のソフト
ウェアバージョン、使用の履歴、過去において実施された保守の履歴、将来実施される予
防保守のスケジュール、現在のユーザーの従業員ＩＤ、現在のプロジェクト、現場、又は
装置が割り当てられている操作、或いは、オペレータのコメント及びメモを包含可能であ
る。このような情報は、無線通信ユニット２８、ユーザーインターフェイス３４、又はデ
ータ入力ポート３６を介してデータストレージユニット２６上に記録可能である。前述の
ように、動作情報は、概要の形態において、又はリアルタイムフォーマットにおいて、伝
送可能であると共に、独立的に、又は要求に応答して、伝送可能である。
【００４２】
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　次に図３を参照すれば、監視装置の一実施例の概略図が示されている。監視装置４８は
、ハンドヘルド型の装置、ラップトップコンピュータに似た携帯型の装置、又はデスクト
ップ又は永久的なステーションとして構築可能であると考えられる。但し、ユーザー適合
された又はユーザー固有の構成などのその他の好適な構成も存在可能であることが理解さ
れよう。本発明による無線システムの望ましい特徴に応じて、監視装置４８の携帯性が有
利であろう。例えば、溶接型装置を指向性アンテナ又は合焦法（ｈｏｎｉｎｇ）によって
探し出す場合には、ハンドヘルド型の装置として構成された監視装置４８を使用するのが
更に有益であろう。但し、監視装置４８を使用することにより、現場における溶接型装置
の到着及び退出を検出する場合には、監視装置４８をステーションとして構成するのが更
に有益であろう。いずれにしても、すべての構成が、本明細書に記述されているネットワ
ークプトロコルのいずれかにおいて動作する能力を有しているため、これらの構成のいず
れかを内蔵する監視装置４８は、依然として相互に互換性を有することになることを認識
されたい。
【００４３】
　前述の無線通信アセンブリ２４と同様に、監視装置４８は、いくつかの異なる無線通信
モードにおいて動作可能である。従って、無線通信リンク５０は、ＲＦ、赤外線、光、亜
音波、又は超音波通信用に構成可能である。好適な実施例においては、無線通信リンク５
０は、監視装置４８から指定の半径方向において特別な利得を有する指向性ＲＦアンテナ
を含んでいる。この結果、無線通信リンク５０は、任意の方向から送信された信号を受信
しつつ、所与の信号が送信されている方向を検出可能である。別の実施例においては、無
線通信リンク５０は、十分な無指向性の受信能力を維持しつつ、指向性の利得を極大化す
るべく、指向性アンテナと無指向性アンテナの両方を含んでいる。
【００４４】
　監視装置４８は、信号を溶接型装置の無線通信アセンブリ２４に対して送信している。
監視装置４８から溶接型装置に対して送信される通信は、メッセージをその他の溶接型装
置に中継するように溶接型装置に指示するか、又は位置情報、状態情報、又は動作情報に
よって応答するように溶接型装置に要求可能であり、或いは、予防保守スケジュールを記
録するか、システム機能及びソフトウェアを更新するか、又はオペレータメモを保存する
ように溶接型装置に命令可能である。但し、監視装置４８がメッセージをその他の監視装
置４８に対して送信する場合も存在している。例えば、溶接型装置を三角測量によって探
し出す際又はメッシュネットワークを利用している際には、監視装置４８が互いに通信す
ることになる。
【００４５】
　同様に、監視装置４８は、溶接型装置から信号を受信することになるが、その他の監視
装置４８から信号を受信することも可能である。動作の際には、無線通信リンク５０は、
溶接型装置又はその他の監視装置４８から信号を受信すると共に、それらをプロセッサ５
２に対して伝達している。次いで、プロセッサ５２は、受信した信号をデコード及び認識
し、これに相応して動作している。溶接型装置から信号を受信した際には、大部分の状況
において、プロセッサ５２は、（メッシュネットワークシステムにおけると同様に）受信
した信号を別の監視装置４８に中継するように無線通信リンク５０に対して指示するか、
又はデコードされたデータを処理し、これを保存するようにデータストレージ５４に対し
て指示することになる。
【００４６】
　但し、無線通信リンク５０は、監視装置４８が利用可能であるデータ入力又は出力の唯
一の手段ではない。具体的には、データ出力ポート５８及び入出力ポート６０も、その他
の装置と通信する能力を監視装置４８に対して提供している。データ出力ポート５８は、
好ましくは、監視装置４８から無線通信アセンブリ２４に対して情報を記録するべく構成
されている。例えば、監視装置４８を使用することにより、オペレータのメモ、保守スケ
ジュール、又は使用履歴を記録するか、又はデータ出力ポート５８を介して溶接型装置上
における装置機能を更新可能である。一方、入出力ポート６０は、双方向通信のために構



(13) JP 5243253 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

成されており、これは、シリアルポート、パラレルポート、ＵＳＢポート、又は監視装置
４８とＰＣ又はユーザー入力装置の間において情報を転送するための任意のその他の好適
なタイプのデータ通信ポートであってよい。即ち、入出力ポート６０は、周辺装置を監視
装置４８に接続するべく構成可能であり、或いは、データを監視装置４８からＰＣ又は基
地局に対して転送するべく使用可能である。又、監視装置４８は、メニュー及びその他の
グラフィカルな又はテキストのメッセージをユーザーに表示するか又は溶接型装置を探し
出すための地図又は方向インジケータを表示するべく、ＬＣＤディスプレイなどのその独
自のユーザーインターフェイス５６を具備することも可能である。
【００４７】
　中央集中型のネットワークを利用する場合には、１つ又は複数の監視装置４８は、「ス
ター」トポロジーにおけるのと同様に、ネットワークの中央集中型ハブ又はサーバー（分
散型又は個別型）として機能可能である。従って、監視装置４８には、任意選択的により
、ネットワークプロトコルハンドラ６２が提供されている。即ち、溶接型装置からのすべ
てのメッセージ及び信号を監視装置４８に対してのみ送信する場合には、ネットワークの
データトラフィックをルーティング及び編成するべく、ネットワークハンドラ６２が監視
装置４８に内蔵されている。当業者であれば、使用するネットワークハンドラ６２の適切
なタイプは、ノードの数、共通データストレージアクセスを使用するかどうか、及び複数
のネットワークハブを利用するかどうかなどの望ましいネットワーク特性によって左右さ
れることになることを認識するであろう。更には、「ツリー」ネットワークが望ましい場
合には、１つ又は複数の監視装置４８又は溶接型装置が中央ノード又はハブとして動作可
能である。特定の状況においては、「ブランチ」ハブとして動作するべく相対的に大きな
電力機能を具備した溶接型装置と、中央集中型のプライマリハブとして動作するべく１つ
又は複数の監視装置４８と、を選択することが有益であろう。この結果、相対的に小さな
電力機能を具備した装置は、電力を節約するべく、ローカルブランチハブまでメッセージ
を送信するだけでよい。そして、ブランチハブは、更に離れたプライマリノードに対して
メッセージをリピーティング又は再伝送することができよう。同様に、リピーターユニッ
ト又は信号ブースターを利用することにより、限られた電力機能を具備した装置からの遠
距離伝送を更に支援することも可能であろう。
【００４８】
　次に図４～図７を参照すれば、本発明のいくつかの特徴及び機能が示されている。具体
的には、図４は、造船所６４において使用されている本発明による溶接通信システムを示
している。造船所６４は、複数のシッピングクレート（ｓｈｉｐｐｉｎｇ　ｃｒａｔｅ）
６８、建物７０、ドック又はピア７２、建造中の船舶７４、監視装置４８、及び溶接型装
置６６を含んでいる。監視装置４８ａ、溶接型装置６６ａ、及びゲートエリア７６は、本
発明の１つの盗難予防機能を示している。監視装置４８ａは、一定の識別要求信号７８を
放射しており、この信号は、図示のように、短いレンジにおいてのみ広がっていなければ
ならない。従って、溶接型装置６６ａがゲートエリア７６に到達した際には、溶接型装置
６６ａは、監視装置４８ａから識別要求信号７８を受信し、且つ、溶接型装置６６ａの一
意の識別番号を含む信号８０によって応答することになる。溶接型装置６６ａは、完全な
動作中である又は低電力の「スリープ」状態のいずれかであってよく、その状態において
、識別要求信号７８を受信し、応答することになる。この結果、監視装置４８ａは、溶接
型装置６６ａが敷地を離れようとしていることについてユーザーに対して警告することに
なる。但し、監視装置４８ａは、受動的に動作し、溶接型装置６６ａによって生成された
信号の検出のみを実行することも可能であることを理解されたい。或いは、この代わりに
、６６ｂなどの溶接型装置が、現場６４の広いレンジにわたって広がる周期的なビーコン
信号８２を放射することも可能である。監視装置４８ｂ及び４８ｃは、造船所６４にわた
って均等に配置されており、この結果、その内部に配置されているすべての溶接型装置６
６は、少なくとも１つの監視装置４８のレンジ内に位置するようになっている。従って、
いずれの監視装置４８も、特定の溶接型装置６６ｂからのビーコン信号を検出しない場合
には、その特定の溶接型装置６６ｂが消失している、機能を停止している、或いは、さも
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なければ、注意を必要としているとユーザーに対して警告可能である。これらの実施例の
いずれかにおいて、認可された退出のスケジュールを１つ又は複数の監視装置４８のデー
タストレージ５４内に保存しておくことにより、盗難の防止を実現可能である。即ち、認
可されていない退出が発生した場合に、セキュリティ又は消失防止要員に対して警告可能
である。
【００４９】
　図５は、溶接型装置６６を１つ又は複数の監視装置４８によって探し出す方法を示して
いる。第１に、溶接型装置６６は、無指向性のビーコン信号を送信可能であり、これを監
視装置４８ａによって検出している。次いで、監視装置４８ａは、指向性アンテナを使用
することにより、溶接型装置６６の位置に合焦（ｈｏｎｅ　ｉｎ　ｏｎ）可能であろう。
或いは、この代わりに、ビーコン信号が、指向性アンテナを具備した複数の監視装置４８
ａ、４８ｂに到達している場合には、監視装置４８ａ、４８ｂは、三角測量によって溶接
型装置６６の位置を探し出すことができよう。更には、溶接型装置６６の無線通信装置２
４が、ＧＰＳ装置４２、慣性センサ４３、又はＤＭＥ／ＶＯＲ装置４４などの内蔵された
位置センサ４２～４４を具備している実施例においては、監視装置４８ａ、４８ｂのいず
れか又は両方は、位置要求信号を送信し、位置情報を溶接型装置６６から位置応答信号内
において受信可能であろう。
【００５０】
　次に図６を参照すれば、メッシュネットワークの通信経路の一例が示されている。図示
のように、溶接型装置６６ａは、監視装置４８宛のメッセージ信号を生成しており、この
信号は、監視装置４８の一意の識別番号と、メッセージデータの両方を含んでいる。但し
、溶接型装置６６ａは、宛先の受信者である監視装置４８に到達するための十分なレンジ
を有していないメッセージ信号４８を送信している。従って、溶接型装置６６ｂが、この
メッセージを受信し、近傍のその他の溶接型装置６６ｃ、６６ｄに対して中継している。
次いで、溶接型装置６６ｃは、このメッセージを、溶接型装置６６ｃの伝送レンジ内に存
在している溶接型装置６６ｅに対して中継している。次いで、監視装置４８の伝送レンジ
内にある溶接型装置６６ｅは、このメッセージを、その宛先である受信者に対して中継し
ている。代替実施例においては、溶接型装置６６ａの無線通信アセンブリ２４は、その宛
先の受信者である監視装置４８に対する最も効率的又は最短の伝送経路を演算すると共に
、これに相応して中継されるように、そのメッセージ信号をフォーマッティング可能であ
ろう。この結果、溶接型装置６６ｄは、このメッセージ信号を受信することもなく、判読
することにもならないであろう。
【００５１】
　図７は、反対方向におけるメッシュネットワーク通信の一例を示している。監視装置４
８は、その宛先のメッセージ受信者である溶接型装置６６ｄの伝送レンジ内には位置して
いない。従って、監視装置４８は、溶接型装置６６ｄの一意の識別番号及びメッセージデ
ータを含むメッセージ信号を伝送レンジ内にある溶接型装置６６ａに対して送信している
。一実施例においては、次いで、溶接型装置６６ａは、この信号を伝送レンジ内にある任
意のその他の溶接型装置６６ｂ、６６ｄに対して中継している。送信されたメッセージ信
号は、溶接型装置６６ｄ及び溶接型装置６６ｂの両方に到達している。但し、溶接型装置
６６ｂは、溶接型装置６６ｄのレンジ内には位置しておらず、従って、溶接型装置６６ｄ
に到達するように、溶接型装置６６ｃを通じたメッセージの中継を継続している。当業者
であれば、この方法は、少数のノード、廉価であって複雑ではない無線通信アセンブリを
使用しているノード、又は既知の若しくは既定の配列によって配置されたノードを具備し
たシステムの場合に、更に望ましいものであることを認識するであろう。代替実施例にお
いては、溶接型装置６６ａの無線通信アセンブリ２４は、ターゲットである溶接型装置６
６ｄに対する最短の伝送経路を判定し、これに相応して伝播するように信号を送信してい
る。即ち、監視装置４８の処理ユニット５２は、一連のアルゴリズムを利用することによ
り、宛先の受信者に対する最短且つ最も効率的な伝送経路を判定すると共に、溶接型装置
６６の一意の識別番号を含むメッセージをその通信チェーン内において送信し、これによ
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り、全体的なネットワークトラフィックを低減している。
【００５２】
　従って、以上においては、本発明が、溶接型装置用の柔軟であって適合可能な無線通信
システムを提供していることを示している。本発明は、溶接型装置の捜索及び在庫の維持
において、装置の盗難及び誤配置の防止において、並びに、保守及びリソース配分の編成
において、特に有用である。
【００５３】
　従って、溶接型装置、溶接型装置と関連付けられたデータストレージユニット、及び動
作可能にデータストレージユニットに対して装着された無線通信ユニットを具備した装置
が提供されている。無線通信ユニットは、識別情報などのデータストレージユニット上に
保存されている情報を搬送する信号を放射するべく構成されている。
【００５４】
　又、本発明は、複数の溶接型装置、複数のＲＦ送信機、及び少なくとも１つの遠隔監視
装置を含む溶接型装置用の無線通信システムをも含んでいる。複数のＲＦ送信機は、遠隔
監視装置によって受信される信号を放射するべく構成されている。
【００５５】
　又、データストレージユニット、動作可能にデータストレージユニットに対して結合さ
れた処理ユニット、及び処理ユニットに接続された無線送信機を具備した溶接型装置用の
キットが提供されており、これらの要素は、いずれも、特定の溶接型装置と関連付けられ
ている。データストレージユニットは、無線送信機によって送信される溶接型装置固有の
情報をその内部に保存するべく構成されている。
【００５６】
　溶接型無線通信システムを製造する方法は、無線データ信号を送信するべく複数の溶接
型装置を構成する段階と、それから信号を受信するべく監視装置を提供する段階と、を含
んでいる。無線データ信号は、少なくとも１つの装置固有の識別子を含んでいる。監視装
置は、受信した信号から溶接型装置の位置情報を判定している。
【００５７】
　又、溶接型装置を管理するモニタも提供されている。このモニタは、遠隔溶接型装置の
動作情報によってエンコーディングされた信号を無線方式によって受信すると共に、これ
からリアルタイムの動作状態を判定するべく構成されたコントローラを含んでいる。
【００５８】
　更には、本発明は、１つ又は複数のプロセッサを具備した溶接型ネットワークをも含ん
でいる。この溶接型ネットワーク及びそのプロセッサは、第１溶接型装置と関連付けられ
た第１ノードから無線データ信号を送信している。第２溶接型装置と関連付けられた第２
ノード又は監視ノードは、この無線データ信号を受信すると共に、これから宛先の受信者
の識別子を判定している。宛先の受信者の識別子が第２ノードの識別子とマッチングした
場合には、信号を処理している。そうでない場合には、第２ノードは、無線データ信号を
中継することになる。
【００５９】
　又、本発明は、溶接型装置の保守を調整するシステムをも含んでいる。本システムは、
溶接型装置のデータストレージユニット、送信機、及びコントローラを含んでいる。デー
タストレージユニットは、保守のスケジュールを保存するべく構成されている。送信機は
、予防保守通知信号を遠隔受信機に対して無線方式によって送信するべく構成されている
。コントローラは、スケジューリングされた保守タスクを識別すると共に、その保守タス
クが溶接型装置に対して実行されるべくスケジューリングされる前に、この予防保守通知
信号を送信機から送信させている。
【００６０】
　以上、好適な実施例の観点において本発明について説明したが、明示的に記述されてい
るもの以外に、等価物、代替肢、変更が可能であり、これらは、添付の請求項の範囲に含
まれていることを認識されたい。
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【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明による溶接型装置の斜視図である。
【図２】本発明による無線通信ユニットの概略図である。
【図３】本発明による監視装置の概略図である。
【図４】本発明の一態様による溶接型装置及び監視装置の概略図である。
【図５】本発明の別の態様による溶接型装置及び監視装置の概略図である。
【図６】本発明の更に別の態様による溶接型装置及び監視装置の概略図である。
【図７】本発明の更なる態様による溶接型装置及び監視装置の概略図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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