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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モノのインターネット(IoT)通知を経路指定するための方法であって、
個人IoT環境内の1つまたは複数のIoTデバイスから、1人または複数のユーザに関連する
検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ、
動作、または応答を受信するステップと、
前記1人または複数のユーザに関連する前記検出されたアクティビティまたは前記検出
された近接度を示す前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答からユーザアク
ティビティおよび近接度トレールを確立するステップと、
前記個人IoT環境内の第2のIoTデバイスが1つまたは複数の通知を報告したことに応答し
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て、確率的判定に基づくとともに前記確立されたユーザアクティビティおよび近接度トレ
ールに基づいて、前記1人または複数のユーザのうちの少なくとも1人に近接して位置する
前記個人IoT環境内の第1のIoTデバイスを特定するステップと、
前記1つまたは複数の通知を前記第1のIoTデバイスに経路指定するステップとを含む方
法。
【請求項２】
前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答は、前記少なくとも1人のユーザが
IoTデバイスと直接的または間接的に相互作用したアクティブ相互作用を示す、請求項1に
記載の方法。
【請求項３】
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前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答は、前記少なくとも1人のユーザが
IoTデバイスと直接的または間接的に相互作用することなくIoTデバイスに近接する位置に
おいて検出されたパッシブ相互作用を示す、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答は、前記少なくとも1人のユーザが
実行した検出されたアクティビティまたは前記少なくとも1人のユーザに近接する位置に
おいて検出された1つまたは複数のIoTデバイスを示す、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
前記第1のIoTデバイスは、前記少なくとも1人のユーザに関連する検出されたアクティ
ビティまたは検出された近接度を示すメッセージを直近に報告した前記個人IoT環境内の1
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つまたは複数のIoTデバイスのうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
前記1つまたは複数の通知を前記第1のIoTデバイスに経路指定するステップは、前記1つ
または複数の通知を前記第1のIoTデバイスが処理し提示することができるフォーマットに
変換するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
1つまたは複数の規則に従って、前記アクティビティおよび近接度トレールから得られ
る前記検出されたアクティビティまたは前記検出された近接度を有効期限切れとして無効
化するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
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前記1つまたは複数の通知に関連する重大度またはクリティカリティレベルを判定する
ステップと、
前記ユーザアクティビティおよび近接度トレールに基づいて前記1つまたは複数の通知
を報告した前記第2のIoTデバイスに関連付けられたローカル近接クラウドに存在する1人
または複数のユーザを特定するステップと、
前記判定された重大度またはクリティカリティレベルと前記ローカル近接クラウドに存
在する前記1人または複数のユーザとの組合せに基づいて前記1つまたは複数の通知を経路
指定するステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
前記1つまたは複数の通知を経路指定するステップは、
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前記1つまたは複数の通知が高い重大度またはクリティカリティレベルを有すると判定
したことに応答して、前記1つまたは複数の通知を報告した前記第2のIoTデバイスの外部
の近接クラウドに前記1つまたは複数の通知を経路指定するステップをさらに含む、請求
項8に記載の方法。
【請求項１０】
前記1つまたは複数の通知を経路指定するステップは、
前記1つまたは複数の通知が高い重大度またはクリティカリティレベルを有しないと判
定したことに応答して、前記ローカル近接クラウド内で前記1つまたは複数の通知を経路
指定するステップと、
前記1つまたは複数の通知に肯定応答するメッセージが、前記1つまたは複数の通知に関
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連する生存時間が満了する前に受信されなかったと判定したことに応答して、前記1つま
たは複数の通知を報告した前記第2のIoTデバイスの外部の近接クラウドに前記1つまたは
複数の通知を経路指定するステップとをさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
前記1つまたは複数の通知を経路指定するステップは、
前記ローカル近接クラウドに存在する1人または複数のユーザがユーザ階層において低
いランクを有すると判定したことに応答して、前記1つまたは複数の通知を報告した前記
第2のIoTデバイスの外部の近接クラウドに前記1つまたは複数の通知を経路指定するステ
ップをさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
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前記ユーザアクティビティおよび近接度トレールに基づいて前記判定された重大度また
はクリティカリティレベルとユーザコンテキスト情報との組合せに従って前記1つまたは
複数の通知を受信すべきIoTデバイスの数を確認するステップをさらに含む、請求項8に記
載の方法。
【請求項１３】
前記1つまたは複数の通知に肯定応答するメッセージを受信するステップと、
前記1つまたは複数の通知に肯定応答する前記メッセージに従って前記ユーザアクティ
ビティおよび近接度トレールを更新するステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法
。
【請求項１４】
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個人IoT環境内の1つまたは複数のモノのインターネット(IoT)デバイスから、1人または
複数のユーザに関連する検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つま
たは複数のメッセージ、動作、または応答を受信するための手段と、
前記1人または複数のユーザに関連する前記検出されたアクティビティまたは前記検出
された近接度を示す前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答からユーザアク
ティビティおよび近接度トレールを確立するための手段と、
前記個人IoT環境内の第2のIoTデバイスが1つまたは複数の通知を報告したことに応答し
て、確率的判定に基づくとともに前記確立されたユーザアクティビティおよび近接度トレ
ールに基づいて、前記1人または複数のユーザのうちの少なくとも1人に近接して位置する
前記個人IoT環境内の第1のIoTデバイスを特定するための手段と、
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前記1つまたは複数の通知を前記第1のIoTデバイスに経路指定するための手段とを備え
る装置。
【請求項１５】
モノのインターネット(IoT)通知を経路指定するためのコンピュータ実行可能命令が記
録されたコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令をプロセッ
サ上で実行することによって、前記プロセッサは、
個人IoT環境内の1つまたは複数のIoTデバイスから、1人または複数のユーザに関連する
検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ、
動作、または応答を受信することと、
前記1人または複数のユーザに関連する前記検出されたアクティビティまたは前記検出
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された近接度を示す前記1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答からユーザアク
ティビティおよび近接度トレールを確立することと、
前記個人IoT環境内の第2のIoTデバイスが1つまたは複数の通知を報告したことに応答し
て、確率的判定に基づくとともに前記確立されたユーザアクティビティおよび近接度トレ
ールに基づいて、前記1人または複数のユーザのうちの少なくとも1人に近接して位置する
前記個人IoT環境内の第1のIoTデバイスを特定することと、
前記1つまたは複数の通知を前記第1のIoTデバイスに経路指定することとを行うコンピ
ュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
関連出願の相互参照
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に組
み込まれる、2013年11月14日に出願された「MECHANISMS TO ROUTE IOT NOTIFICATIONS AC
CORDING TO USER ACTIVITY AND/OR PROXIMITY DETECTION」と題する仮特許出願第61/904,
335号の利益を主張する。
【０００２】
本明細書で説明する様々な実施形態は概して、ユーザアクティビティおよび/または近
接度の検出に従ってモノのインターネット(IoT)環境に関連する1つまたは複数のサブネッ
トワークを介して通知を経路指定するための機構に関する。
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【背景技術】
【０００３】
インターネットは、標準インターネットプロトコルスイート(たとえば、伝送制御プロ
トコル(TCP)およびインターネットプロトコル(IP))を使用して互いに通信する、相互接続
されたコンピュータならびにコンピュータネットワークのグローバルシステムである。モ
ノのインターネット(IoT)は、コンピュータおよびコンピュータネットワークだけでなく
、日常の物が、IoT通信ネットワーク(たとえば、アドホックシステムまたはインターネッ
ト)を介して読取り可能、認識可能、位置特定可能、アドレス指定可能、および制御可能
であり得るという発想に基づく。
【０００４】
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いくつかの市場動向がIoTデバイスの開発を推進している。たとえば、増大するエネル
ギーコストは、政府によるスマートグリッドに対する戦略投資、ならびに電気自動車およ
び公共充電ステーションなど、将来の消費に対するサポートを推進している。増大する医
療費および老齢人口は、遠隔/コネクテッドヘルスケア(connected health care)およびフ
ィットネスサービスの開発を推進している。住居内の技術革命は、「N」プレイ(たとえば
、データ、音声、ビデオ、セキュリティ、エネルギー管理など)をマーケティングして、
ホームネットワークを拡張するサービスプロバイダによる統合を含めて、新しい「スマー
ト」サービスの開発を推進している。企業設備の運転費を削減するための手段として、建
造物はよりスマートかつより便利になっている。
【０００５】
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IoT用のいくつかの重要なアプリケーションが存在する。たとえば、スマートグリッド
およびエネルギー管理の領域では、公益事業会社は住居および事業に対するエネルギーの
配給を最適化することができるのに対して、カスタマはエネルギー使用をより良好に管理
することができる。住居およびビルディングオートメーションの領域では、スマートホー
ムおよびスマート建造物は、住居もしくは事務所内の、電化製品からプラグイン電気自動
車(PEV)セキュリティシステムまで、事実上、どのようなデバイスまたはシステムに対し
ても集中制御し得る。資産管理の分野では、企業、病院、工場、および他の大型組織は、
価値が高い設備、患者、車両などの位置を正確に追跡することができる。ヘルスおよびウ
ェルネスの領域では、医師は患者の健康を遠隔で監視することができるのに対して、人々
はフィットネスルーチンの進捗を追跡することができる。
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【０００６】
したがって、近い将来、IoT技術がますます発展するにつれて、家庭、車両、職場、お
よび他の多数のロケーションにおいてユーザが多数のスマートIoTデバイスに囲まれるよ
うになり、任意の特定のIoT環境における様々なスマートIoTデバイスは、それぞれに異な
る種類および機能を有し、各スマートIoTデバイスが概して、特定のタスクに関して特定
の機能を実行する場合がある。したがって、特定のIoTデバイスが特定のサービスに関連
する通知をIoTデバイスから遠い位置にいる場合があるユーザに伝送する必要があるとき
、通知を伝送する必要があるIoTデバイスとは異なる種類であるか、または場合によって
は通知を処理する能力を有しない場合がある他の何らかのIoTデバイスを通じてユーザに
通知を伝送することが必要になることに起因して問題が生じることがある。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
以下に、本明細書で開示する1つまたは複数の態様および/または実施形態に関する簡略
化された概要を示す。したがって、以下の概要は、すべての考えられる態様および/また
は実施形態に関連する包括的な概説と見なされるべきではなく、また、以下の概要は、す
べての考えられる態様および/または実施形態に関連する重要な、または決定的な要素を
特定するか、任意の特定の態様および/または実施形態に関連付けられる範囲を定めると
見なされるべきでもない。したがって、以下の概要は、以下で提示する詳細な説明に先立
って、本明細書で開示する1つまたは複数の態様および/または実施形態に関係する特定の
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概念を簡略化された形で提示することが唯一の目的である。
【０００８】
例示的な一態様によれば、モノのインターネット(IoT)環境は、場合によっては様々な
ロケーションまたは他の個人空間に関連付けられることがあるそれぞれに異なるグループ
またはセットに配置されたローカル近接IoTネットワーク上に接続された複数のIoTデバイ
スを有する場合がある。したがって、本明細書で開示する機構は、通知を生成した1つま
たは複数の接続されたIoTデバイスから遠い位置にいる場合があるユーザに特定のイベン
トおよび状態の変化を示すために接続されたIoTデバイスが生成する通知の経路指定また
は他の方法での送信をサポートし、それによってユーザが即座に通知を受信し適切な処置
を講じるのを可能にする場合がある。
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【０００９】
例示的な一態様によれば、IoT環境においてユーザアクティビティおよび/または近接度
の検出に従って様々なIoTデバイス間で通知が経路指定されることがある。より詳細には
、様々な実施形態では、IoT環境は、IoT環境内のユーザに関連するロケーションを追跡し
、適切な通知機能を有する近くのIoTデバイスを介してユーザに通知を経路指定すること
のできる適切な管理エンティティを備えてもよい。たとえば、様々な実施形態では、管理
エンティティは概して、ゲートウェイ機能をカプセル化し、IoT環境における様々なIoTデ
バイス間の通信を容易にし、それによって、この環境内の各IoTデバイスは、ユーザに関
連するアクティビティを検出したことに応答し、ならびに/あるいはユーザがそのIoTデバ
イスに近接していることを検出したことに応答して管理エンティティに通知を送信しても
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よい。たとえば、管理エンティティに送信される通知は、ユーザがIoTデバイスと直接的
または間接的に相互作用したアクティブ相互作用を示してもよい。別の例では、管理エン
ティティに送信される通知は、近接センサーおよび/または存在センサーを備えたIoTデバ
イスが、ユーザとそのデバイスとの直接的または間接的な相互作用なしにユーザを検出し
たパッシブ相互作用を示してもよい。さらに、いくつかの使用事例では、ユーザは、アク
ティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを周期的に管理エンティティ
に送信することのできる装着型デバイスを有してもよく、アクティビティインジケータお
よび/または近接度インジケータは、ユーザが行うアクティビティ、ユーザに関連する現
在のロケーション情報、適切な通知機能を有するユーザの近くに位置する任意のIoTデバ
イス、ならびに/あるいはユーザに関連する他の適切なアクティビティ情報および/または
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近接度情報を表してもよい。
【００１０】
例示的な一態様によれば、管理エンティティは、どのようにしてユーザに通知を適切に
経路指定するかを判定するのに参照することのできるユーザアクティビティおよび近接度
トレールを維持するためにIoT環境内で送信されるアクティビティインジケータおよび/ま
たは近接度インジケータを追跡し使用してもよい。さらに、様々な実施形態では、管理エ
ンティティは、IoT環境内の様々なIoTデバイスに関連する通知機能を認識し、それによっ
て、受信された最新のアクティビティインジケータおよび/または近接度インジケータな
らびにIoT環境内の様々なIoTデバイスに関連する特定の通知機能に基づいて通知をどこに
経路指定すべきかを判定してもよい。したがって、管理エンティティは、通知を受信した
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ことに応答して、ユーザアクティビティおよび近接度トレールならびに確率的判定に関連
するアクティブトレーリングイベントまたはパッシブトレーリングイベントを直近に報告
した1つまたは複数のIoTデバイスを特定してもよい。さらに、様々な実施形態では、管理
エンティティは、最終的にユーザに通知を送信するIoTデバイスを通じて処理し提示する
ことのできるフォーマットに通知をどのようにして変換するかを調整する規則を有しても
よく、通知が古い情報に従って経路指定されるのを防止するために管理エンティティに報
告されるユーザアクティビティインジケータおよび/またはユーザ近接度インジケータを
有効期限切れとして無効化するためのさらなる規則を有してもよい。
【００１１】
例示的な一態様によれば、IoT通知を経路指定するための方法は、IoT環境内の1つまた
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は複数のIoTデバイスから、1人または複数のユーザに関連する検出されたアクティビティ
または検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答を受信す
ることと、検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメ
ッセージ、動作、または応答からアクティビティおよび近接度トレールを確立することと
、IoTデバイスが1つまたは複数の通知を報告したことに応答して1人または複数のユーザ
のうちの少なくとも1人に近接するIoTデバイスを特定することと、1つまたは複数の通知
を特定されたIoTデバイスに経路指定することとを含んでもよい。
【００１２】
例示的な一態様によれば、装置は、IoT環境内の1つまたは複数のIoTデバイスから、1人
または複数のユーザに関連する検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す
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1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答を受信するように構成されたレシーバと
、検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ
、動作、または応答からアクティビティおよび近接度トレールを確立し、IoTデバイスが1
つまたは複数の通知を報告したことに応答して1人または複数のユーザのうちの少なくと
も1人に近接するIoTデバイスを特定するように構成された1つまたは複数のプロセッサと
、1つまたは複数の通知を特定されたIoTデバイスに経路指定するように構成されたトラン
スミッタとを備えてもよい。
【００１３】
例示的な一態様によれば、装置は、IoT環境内の1つまたは複数のIoTデバイスから、1人
または複数のユーザに関連する検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す
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1つまたは複数のメッセージ、動作、または応答を受信するための手段と、検出されたア
クティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ、動作、または
応答からアクティビティおよび近接度トレールを確立するための手段と、IoTデバイスが1
つまたは複数の通知を報告したことに応答して1人または複数のユーザのうちの少なくと
も1人に近接するIoTデバイスを特定するための手段と、1つまたは複数の通知を特定され
たIoTデバイスに経路指定するための手段とを備えてもよい。
【００１４】
例示的な一態様によれば、コンピュータ可読記憶媒体は、IoT通知を経路指定するため
のコンピュータ実行可能命令が記録されており、1つまたは複数のプロセッサ上でコンピ
ュータ実行可能命令を実行することによって、1つまたは複数のプロセッサに、IoT環境内
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の1つまたは複数のIoTデバイスから、1人または複数のユーザに関連する検出されたアク
ティビティまたは検出された近接度を示す1つまたは複数のメッセージ、動作、または応
答を受信することと、検出されたアクティビティまたは検出された近接度を示す1つまた
は複数のメッセージ、動作、または応答からアクティビティおよび近接度トレールを確立
することと、IoTデバイスが1つまたは複数の通知を報告したことに応答して1人または複
数のユーザのうちの少なくとも1人に近接するIoTデバイスを特定することと、1つまたは
複数の通知を特定されたIoTデバイスに経路指定することとを行わせてもよい。
【００１５】
本明細書において開示される態様および実施形態に関連付けられる他の目的および利点
は、添付の図面および詳細な説明に基づいて、当業者に明らかになるであろう。
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【００１６】
本開示の態様およびその付随する利点の多くに関するより完全な理解は、以下の詳細な
説明を参照しながら、本発明を限定するためではなく単に例示するために提示される添付
の図面とともに考察することによって、本開示の態様およびその付随する利点の多くがよ
り深く理解されるようになるときに容易に得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本開示の一態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキテ
クチャを示す図である。
【図１Ｂ】本開示の別の態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキ
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テクチャを示す図である。
【図１Ｃ】本開示の一態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキテ
クチャを示す図である。
【図１Ｄ】本開示の一態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキテ
クチャを示す図である。
【図１Ｅ】本開示の一態様によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキテ
クチャを示す図である。
【図２Ａ】本開示の態様による例示的なモノのインターネット(IoT)デバイスを示す図で
ある。
【図２Ｂ】本開示の態様による例示的なパッシブIoTデバイスを示す図である。
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【図３】本開示の態様による、機能を実現するように構成された論理を含む通信デバイス
を示す図である。
【図４】本開示の様々な態様による例示的なサーバを示す図である。
【図５】本開示の一態様による、ユーザアクティビティおよび/または近接度の検出に従
って様々なIoTデバイス間で通知が経路指定される場合がある例示的なIoT環境を示す図で
ある。
【図６】本開示の一態様による、ユーザアクティビティおよび/または近接度の検出に従
ってIoT環境内の様々なIoTデバイス間で通知を経路指定するのに使用されてもよい例示的
な方法を示す図である。
【図７】本開示の一態様による、ユーザアクティビティおよび/または近接度の検出に従
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ってローカル近接クラウドおよび/または1つまたは複数の外部近接クラウドにおける1つ
または複数のIoTデバイスに通知が経路指定される場合がある例示的なIoT環境を示す図で
ある。
【図８】本開示の一態様による、ローカル近接クラウドおよび/または1つまたは複数の外
部近接クラウドにおける1つまたは複数のIoTデバイスに通知を経路指定するのに使用され
る場合がある例示的な方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本明細書で開示する例示的な態様および実施形態に関する具体例を示すために、次の説
明および関連する図面において様々な態様が開示される。代替的態様および実施形態は、
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この開示を読むと当業者には明らかであり、本開示の範囲または趣旨を逸脱することなく
構築され、実践され得る。加えて、本明細書で開示する態様および実施形態の関連する詳
細を不明瞭にしないように、よく知られている要素は詳細には説明されず、または省略さ
れ得る。
【００１９】
「例示的」という言葉は、本明細書では「例、事例、または例示として機能すること」
を意味するために使用される。本明細書で「例示的」として説明するいかなる実施形態も
、必ずしも他の実施形態よりも好ましいか、または有利であると解釈されるべきではない
。同様に、「実施形態」という用語は、すべての実施形態が、論じられた特徴、利点また
は動作モードを含むことを要求しない。
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【００２０】
本明細書で使用される用語は、特定の実施形態のみを説明しており、本明細書で開示さ
れるいずれかの実施形態を限定すると解釈されるべきではない。本明細書で使用される単
数形「a」、「an」、および「the」は、文脈が別段に明確に示すのでなければ、複数形を
も含むものとする。さらに、「含む(comprises)」、「含んでいる(comprising)」、「含
む(includes)」、および/または「含んでいる(including)」という用語は、本明細書で使
用すると、述べられた特徴、整数、ステップ、動作、要素、および/または構成要素の存
在を明示するが、1つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、
および/またはそれらのグループの存在または追加を排除しないことが理解されよう。
【００２１】
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さらに、多くの態様について、たとえばコンピューティングデバイスの要素によって実
施されるべき、動作のシーケンスに関して説明する。本明細書で説明する様々な動作は、
特定の回路(たとえば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つまたは複数のプロセ
ッサによって実行されるプログラム命令によって、あるいは両方の組合せによって実施さ
れ得ることは認識されよう。さらに、本明細書で説明されるこれらの一連の動作は、実行
されると、関連するプロセッサに本明細書において説明される機能を実行させることにな
る対応する1組のコンピュータ命令を記憶した、任意の形のコンピュータ可読記憶媒体内
で完全に具現されるものと見なされ得る。したがって、本開示の様々な態様は、特許請求
される主題の範囲内にすべて入ることが企図されているいくつかの異なる形で具現され得
る。さらに、本明細書で説明される実施形態ごとに、任意のそのような実施形態の対応す
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る形は、本明細書において、たとえば、説明される動作を実行する「ように構成された論
理」として説明される場合がある。
【００２２】
本明細書で使用する「モノのインターネットデバイス」(すなわち「IoTデバイス」)と
いう用語は、アドレス指定可能なインターフェース(たとえば、インターネットプロトコ
ル(IP)アドレス、Bluetooth(登録商標)識別子(ID)、近距離無線通信(NFC:near‑field com
munication)IDなど)を有し、有線またはワイヤレス接続を通じて1つまたは複数の他のデ
バイスに情報を送信することができる任意の物(たとえば、電化製品、センサーなど)を指
すことができる。IoTデバイスは、クイックレスポンス(QR)コード、無線周波数識別(RFID
)タグ、NFCタグなどのパッシブ通信インターフェース、または、モデム、送受信機、送信
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機‑受信機などのアクティブ通信インターフェースを有し得る。IoTデバイスは、中央処理
装置(CPU)、マイクロプロセッサ、ASICなどの中に組み込まれること、および/あるいは、
それらによって制御/監視されることが可能であり、ローカルアドホックネットワークま
たはインターネットなどのIoTネットワークに接続するように構成された特定の属性セッ
ト(たとえば、IoTデバイスがオンであるか、もしくはオフであるか、開いているか、もし
くは閉じているか、アイドルであるか、もしくはアクティブであるか、タスク実行のため
に利用可能であるか、もしくはビジーであるかなど、冷房機能であるか、もしくは暖房機
能であるか、環境監視機能であるか、もしくは環境記録機能であるか、発光機能であるか
、音響放射機能であるかなど、デバイスの状態またはステータス)を有し得る。たとえば
、IoTデバイスは、これらのデバイスがIoTネットワークと通信するためのアドレス指定可
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能通信インターフェースを備える限り、冷蔵庫、トースター、オーブン、電子レンジ、冷
凍庫、皿洗い機、パラボラアンテナ(dishes)、手工具、洗濯機、衣類乾燥機、加熱炉、空
調機、温度自動調整器、テレビジョン、照明設備、掃除機、スプリンクラー、電気メータ
、ガスメータなどを含み得るが、これらに限定されない。IoTデバイスはまた、セルフォ
ン、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、
携帯情報端末(PDA)などを含み得る。したがって、IoTネットワークは、通常はインターネ
ット接続性を有しないデバイス(たとえば、皿洗い機など)に加えて、「レガシー」インタ
ーネットアクセス可能デバイス(たとえば、ラップトップコンピュータまたはデスクトッ
プコンピュータ、セルフォンなど)の組合せから構成され得る。
【００２３】
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図1Aは、本開示の一態様によるワイヤレス通信システム100Aのハイレベルシステムアー
キテクチャを示す。ワイヤレス通信システム100Aは、テレビジョン110と、屋外空調機112
と、温度自動調整器114と、冷蔵庫116と、洗濯機および乾燥機118とを含む、複数のIoTデ
バイスを含む。
【００２４】
図1Aを参照すると、IoTデバイス110〜118は、図1Aにエアインターフェース108および直
接有線接続109として示す物理通信インターフェースまたは物理通信レイヤを介してアク
セスネットワーク(たとえば、アクセスポイント125)と通信するように構成される。エア
インターフェース108は、IEEE 802.11など、ワイヤレスインターネットプロトコル(IP)に
準拠し得る。図1Aは、エアインターフェース108を介して通信するIoTデバイス110〜118と
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、直接有線接続109を介して通信するIoTデバイス118とを示すが、各IoTデバイスは、有線
接続もしくはワイヤレス接続、または両方を介して通信することができる。
【００２５】
インターネット175は、いくつかのルーティングエージェントおよび処理エージェント(
便宜上、図1Aには示されていない)を含む。インターネット175は、標準インターネットプ
ロトコルスイート(たとえば、伝送制御プロトコル(TCP)およびIP)を使用して、異種のデ
バイス/ネットワークの間で通信する、相互接続されたコンピュータならびにコンピュー
タネットワークのグローバルシステムである。TCP/IPは、データが、宛先において、どの
ようにフォーマッティング、アドレス指定、送信、経路指定、および受信されるべきかを
指定するエンドツーエンド接続性を提供する。
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【００２６】
図1Aでは、デスクトップコンピュータまたはパーソナルコンピュータ(PC)などのコンピ
ュータ120は、(たとえば、Ethernet(登録商標)接続またはWi‑Fiもしくは802.11ベースの
ネットワークを介して)インターネット175と直接接続するとして示される。コンピュータ
120は、(たとえば、有線接続性とワイヤレス接続性の両方を有するWiFiルータ用の)アク
セスポイント125自体などに相当してよいモデムまたはルータとの直接接続など、インタ
ーネット175との有線接続を有し得る。代替的に、有線接続を介して、アクセスポイント1
25およびインターネット175に接続されるのではなく、コンピュータ120は、エアインター
フェース108または別のワイヤレスインターフェースを介してアクセスポイント125に接続
されてよく、エアインターフェース108を介してインターネット175にアクセスしてよい。
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デスクトップコンピュータとして例示されているが、コンピュータ120は、ラップトップ
コンピュータ、タブレットコンピュータ、PDA、スマートフォンなどであり得る。コンピ
ュータ120は、IoTデバイスであり得、かつ/またはIoTデバイス110〜118のネットワーク/
グループなど、IoTネットワーク/グループを管理するための機能を含み得る。
【００２７】
アクセスポイント125は、たとえば、FiOS、ケーブルモデム、デジタル加入者線(DSL)モ
デムなど、光通信システムを介して、インターネット175に接続され得る。アクセスポイ
ント125は、標準インターネットプロトコル(たとえば、TCP/IP)を使用して、IoTデバイス
110〜120およびインターネット175と通信することができる。
【００２８】
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図1Aを参照すると、IoTサーバ170は、インターネット175に接続されるように示されて
いる。IoTサーバ170は、複数の構造的に別々の複数のサーバとして実装され得るか、また
は代替的には、単一のサーバに対応し得る。一態様では、IoTサーバ170は、(点線によっ
て示されるように)オプションであり、IoTデバイス110〜120のグループは、ピアツーピア
(P2P)ネットワークであり得る。そのような場合、IoTデバイス110〜120は、エアインター
フェース108および/または直接有線接続109を介して互いに直接通信することができる。
代替的に、または追加として、IoTデバイス110〜120の一部またはすべては、エアインタ
ーフェース108および直接有線接続109に依存しない通信インターフェースで構成され得る
。たとえば、エアインターフェース108がWiFiインターフェースに対応する場合、IoTデバ
イス110〜120のうちの1つもしくは複数は、互いに、または他のBluetooth(登録商標)対応
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デバイスもしくはNFC対応デバイスと直接通信するためのBluetooth(登録商標)インターフ
ェースあるいはNFCインターフェースを有し得る。
【００２９】
ピアツーピアネットワークでは、サービス発見方式は、ノードの存在、その能力、およ
びグループメンバーシップをマルチキャストすることができる。ピアツーピアデバイスは
、この情報に基づいて、関連性および後続の相互作用を確立することができる。
【００３０】
本開示の一態様によれば、図1Bは、複数のIoTデバイスを含む別のワイヤレス通信シス
テム100Bのハイレベルアーキテクチャを示す。一般に、図1Bに示すワイヤレス通信システ
ム100Bは、上でより詳細に説明した、図1Aに示すワイヤレス通信システム100Aと同じ、な
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らびに/または実質的に同様の様々な構成要素(たとえば、エアインターフェース108およ
び/もしくは直接有線接続109を介してアクセスポイント125と通信するように構成された
、テレビジョン110と、屋外空調機112と、温度自動調整器114と、冷蔵庫116と、洗濯機お
よび乾燥機118とを含む様々なIoTデバイス、インターネット175に直接接続する、かつ/あ
るいはアクセスポイント125を通してインターネット175に接続するコンピュータ120、な
らびにインターネット175を介してアクセス可能なIoTサーバ170など)を含み得る。したが
って、説明を簡潔かつ簡単にするために、同じまたは同様の詳細が図1Aに示したワイヤレ
ス通信システム100Aに関して上ですでに提供されている限り、図1Bに示すワイヤレス通信
システム100B内のいくつかの構成要素に関する様々な詳細は本明細書で省略される場合が
ある。
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【００３１】
図1Bを参照すると、ワイヤレス通信システム100Bは、代替的に、IoTマネージャ130また
はIoTマネージャデバイス130と呼ばれる場合もあるスーパーバイザデバイス130を含み得
る。したがって、以下の説明が「スーパーバイザデバイス」130という用語を使用する場
合、IoTマネージャ、グループ所有者、または同様の用語に対するいずれの参照もスーパ
ーバイザデバイス130、あるいは同じもしくは実質的に同様の機能を提供する別の物理的
構成要素または論理的構成要素を指す場合があることを当業者は諒解されよう。
【００３２】
様々な実施形態では、スーパーバイザデバイス130は、一般に、ワイヤレス通信システ
ム100B内の様々な他の構成要素を観測、監視、制御、あるいは管理することができる。た
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とえば、スーパーバイザデバイス130は、エアインターフェース108および/または直接有
線接続109を介してアクセスネットワーク(たとえば、アクセスポイント125)と通信して、
ワイヤレス通信システム100B内の様々なIoTデバイス110〜120に関連付けられた属性、活
動、もしくは他の状態を監視または管理することができる。スーパーバイザデバイス130
は、インターネット175に対して、および、オプションで、(点線として示される)IoTサー
バ170に対して、有線接続またはワイヤレス接続を有し得る。スーパーバイザデバイス130
は、様々なIoTデバイス110〜120に関連付けられた属性、活動、もしくは他の状態をさら
に監視または管理するために使用され得る情報をインターネット175および/あるいはIoT
サーバ170から取得することができる。スーパーバイザデバイス130は、独立型デバイスで
あってよく、または、コンピュータ120など、IoTデバイス110〜120のうちの1つであって
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もよい。スーパーバイザデバイス130は、物理デバイスであってよく、または物理デバイ
ス上で実行するソフトウェアアプリケーションであってもよい。スーパーバイザデバイス
130は、IoTデバイス110〜120に関連付けられた、監視される属性、活動、または他の状態
に関する情報を出力して、それらに関連付けられた属性、活動、または他の状態を制御あ
るいは管理するための入力情報を受信することができるユーザインターフェースを含み得
る。したがって、スーパーバイザデバイス130は、一般に、様々な構成要素を含むことが
可能であり、ワイヤレス通信システム100B内の様々な構成要素を観測、監視、制御、ある
いは管理するために様々な有線通信インターフェースおよびワイヤレス通信インターフェ
ースをサポートし得る。
【００３３】

40

図1Bに示すワイヤレス通信システム100Bは、ワイヤレス通信システム100Bに結合され得
るか、あるいはワイヤレス通信システム100Bの一部であり得る(アクティブIoTデバイス11
0〜120と対照的な)1つまたは複数のパッシブIoTデバイス105を含み得る。一般に、パッシ
ブIoTデバイス105は、短距離インターフェースを介して問い合わされたとき、その識別子
と属性とを別のデバイスに提供することができる、バーコード付きデバイス、Bluetooth(
登録商標)デバイス、無線周波数(RF)デバイス、RFIDタグ付きデバイス、赤外線(IR)デバ
イス、NFCタグ付きデバイス、または任意の他の適切なデバイスを含み得る。アクティブI
oTデバイスは、パッシブIoTデバイスの属性の変化を検出すること、記憶すること、通信
すること、それらの変化に作用することなどが可能である。
【００３４】
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たとえば、パッシブIoTデバイス105は、各々、RFIDタグまたはバーコードを有するコー
ヒーカップとオレンジジュースの容器とを含み得る。キャビネットIoTデバイスおよび冷
蔵庫IoTデバイス116は、各々、RFIDタグもしくはバーコードを読み取って、コーヒーカッ
プおよび/またはオレンジジュースの容器のパッシブIoTデバイス105がいつ追加あるいは
除去されたかを検出することができる適切なスキャナまたはリーダーを有し得る。キャビ
ネットIoTデバイスがコーヒーカップのパッシブIoTデバイス105の除去を検出し、冷蔵庫I
oTデバイス116がオレンジジュースの容器のパッシブIoTデバイスの除去を検出すると、ス
ーパーバイザデバイス130は、キャビネットIoTデバイスおよび冷蔵庫IoTデバイス116にお
いて検出された活動に関する1つまたは複数の信号を受信することができる。スーパーバ
イザデバイス130は、次いで、ユーザがコーヒーカップからオレンジジュースを飲んでい

10

る、およびまたはコーヒーカップからオレンジジュースを飲みたいことを推定することが
できる。
【００３５】
上記は何らかの形のRFIDタグ通信インターフェースまたはバーコード通信インターフェ
ースを有するとしてパッシブIoTデバイス105を説明しているが、パッシブIoTデバイス105
は、そのような通信能力を有しない、1つもしくは複数のデバイスまたは他の物理的対象
物を含み得る。たとえば、あるIoTデバイスは、パッシブIoTデバイス105を識別するため
に、パッシブIoTデバイス105に関連付けられた形状、サイズ、色、および/もしくは他の
観測可能な特徴を検出することができる適切なスキャナ機構またはリーダー機構を有し得
る。このようにして、任意の適切な物理的対象物はその識別情報および属性を通信して、
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ワイヤレス通信システム100Bの一部になることができ、スーパーバイザデバイス130を用
いて観測、監視、制御、あるいは管理され得る。さらに、パッシブIoTデバイス105は、図
1Aのワイヤレス通信システム100Aに結合され得るか、あるいはその一部であり得、実質的
に同様の形で、観測、監視、制御、または管理され得る。
【００３６】
本開示の別の態様によれば、図1Cは、複数のIoTデバイスを含む別のワイヤレス通信シ
ステム100Cのハイレベルアーキテクチャを示す。一般に、図1Cに示すワイヤレス通信シス
テム100Cは、上でより詳細に説明した、図1Aおよび図1Bにそれぞれ示したワイヤレス通信
システム100Aならびに100Bと同じ、かつ/または実質的に同様の様々な構成要素を含み得
る。したがって、説明を簡潔かつ簡単にするために、同じまたは類似の詳細が、それぞれ
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、図1Aおよび図1Bに示したワイヤレス通信システム100Aならびに100Bに関して上ですでに
提供されている限り、図1Cに示すワイヤレス通信システム100C内のいくつかの構成要素に
関する様々な詳細は本明細書で省略される場合がある。
【００３７】
図1Cに示す通信システム100Cは、IoTデバイス110〜118とスーパーバイザデバイス130と
の間の例示的なピアツーピア通信を示す。図1Cに示すように、スーパーバイザデバイス13
0は、IoTスーパーバイザインターフェースを介してIoTデバイス110〜118の各々と通信す
る。さらに、IoTデバイス110および114、IoTデバイス112、114、および116、ならびにIoT
デバイス116および118は、互いに直接通信する。
【００３８】
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IoTデバイス110〜118はIoTグループ160を構成する。IoTデバイスグループ160は、ユー
ザのホームネットワークに接続されたIoTデバイスなど、ローカルに接続されたIoTデバイ
スのグループである。示さないが、複数のIoTデバイスグループは、インターネット175に
接続されたIoT SuperAgent140を介して互いに接続されること、および/または通信するこ
とが可能である。ハイレベルで、スーパーバイザデバイス130はグループ内通信を管理す
るのに対して、IoT SuperAgent140はグループ間通信を管理することができる。別個のデ
バイスとして示すが、スーパーバイザデバイス130およびIoT SuperAgent140は、同じデバ
イス(たとえば、図1Aのコンピュータ120など、独立型デバイスもしくはIoTデバイス)であ
り得るか、またはその中に存在し得る。代替的に、IoT SuperAgent140は、アクセスポイ
ント125の機能に対応し得るか、またはその機能を含み得る。さらに別の代替として、IoT
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SuperAgent140は、IoTサーバ170などのIoTサーバの機能に対応し得るか、またはその機
能を含み得る。IoT SuperAgent140は、ゲートウェイ機能145をカプセル化することができ
る。
【００３９】
各IoTデバイス110〜118は、スーパーバイザデバイス130をピアとして扱って、属性/ス
キーマ更新をスーパーバイザデバイス130に送信することができる。IoTデバイスが別のIo
Tデバイスと通信する必要があるとき、IoTデバイスは、スーパーバイザデバイス130にそ
のIoTデバイスに対するポインタを要求し、次いで、ピアとしてターゲットIoTデバイスと
通信することができる。IoTデバイス110〜118は、共通メッセージングプロトコル(CMP)を
使用して、ピアツーピア通信ネットワークを介して互いに通信する。2つのIoTデバイスが

10

CMP対応であり、共通通信トランスポートを介して接続される限り、それらのIoTデバイス
は互いに通信することができる。プロトコルスタック内で、CMPレイヤ154は、アプリケー
ションレイヤ152の下にあり、トランスポートレイヤ156および物理レイヤ158の上にある
。
【００４０】
本開示の別の態様によれば、図1Dは、複数のIoTデバイスを含む別のワイヤレス通信シ
ステム100Dのハイレベルアーキテクチャを示す。一般に、図1Dに示すワイヤレス通信シス
テム100Dは、それぞれ、上でより詳細に説明した、図1A〜図1Cに示したワイヤレス通信シ
ステム100A〜100Cと同じ、かつ/または実質的に類似した様々構成要素を含み得る。した
がって、説明を簡潔かつ簡単にするために、同じまたは類似の詳細がそれぞれ図1A〜図1C
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に示したワイヤレス通信システム100A〜100Cに関して上ですでに提供されている限り、図
1Dに示すワイヤレス通信システム100D内のいくつかの構成要素に関する様々な詳細は本明
細書で省略される場合がある。
【００４１】
インターネット175は、IoTの概念を使用して調整され得る「リソース」である。しかし
ながら、インターネット175は、調整されるリソースのほんの一例であり、任意のリソー
スがIoTの概念を使用して調整され得る。調整され得る他のリソースは、電気、ガス、ス
トレージ、セキュリティなどを含むが、これらに限定されない。IoTデバイスは、リソー
スに接続され得、それによって、リソースを調整するか、またはリソースはインターネッ
ト175を介して調整され得る。図1Dは、天然ガス、ガソリン、湯、および電気など、いく
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つかのリソース180を示し、リソース180は、インターネット175に加えて調整され得るか
、またはインターネット175を介して調整され得る。
【００４２】
IoTデバイスは、互いに通信して、リソース180の使用を調整することができる。たとえ
ば、トースター、コンピュータ、およびヘアドライヤなどのIoTデバイスは、Bluetooth(
登録商標)通信インターフェースを介して互いに通信して、その電気(リソース180)使用を
調整することができる。別の例として、デスクトップコンピュータ、電話、およびタブレ
ットコンピュータなどのIoTデバイスは、Wi‑Fi通信インターフェースを介して通信して、
インターネット175(リソース180)に対するそのアクセスを調整することができる。さらに
別の例として、ストーブ、衣類乾燥機、および湯沸かし器などのIoTデバイスは、Wi‑Fi通
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信インターフェースを介して通信して、そのガス使用を調整することができる。代替的に
、または追加として、各IoTデバイスは、IoTデバイスから受信された情報に基づいて、そ
のリソース180の使用を調整するための論理を有する、IoTサーバ170などのIoTサーバに接
続され得る。
【００４３】
本開示の別の態様によれば、図1Eは、複数のIoTデバイスを含む別のワイヤレス通信シ
ステム100Eのハイレベルアーキテクチャを示す。一般に、図1Eに示すワイヤレス通信シス
テム100Eは、上でより詳細に説明した、それぞれ、図1A〜図1Dに示したワイヤレス通信シ
ステム100A〜100Dと同じ、かつ/または実質的に類似した様々構成要素を含み得る。した
がって、説明を簡潔かつ簡単にするために、同じまたは類似の詳細がそれぞれ図1A〜図1D
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に示したワイヤレス通信システム100A〜100Dに関して上ですでに提供されている限り、図
1Eに示すワイヤレス通信システム100E内のいくつかの構成要素に関する様々な詳細は本明
細書で省略される場合がある。
【００４４】
通信システム100Eは、2つのIoTデバイスグループ160Aおよび160Bを含む。複数のIoTデ
バイスグループは、インターネット175に接続されたIoT SuperAgentを介して互いに接続
されること、および/または互いに通信することが可能である。ハイレベルで、IoT Super
Agentは、IoTデバイスグループ内のグループ間通信を管理することができる。たとえば、
図1Eで、IoTデバイスグループ160Aは、IoTデバイス116A、122A、および124Aと、IoT Supe
rAgent140Aとを含むのに対して、IoTデバイスグループ160Bは、IoTデバイス116B、122B、

10

および124Bと、IoT SuperAgent140Bとを含む。したがって、IoT SuperAgent140Aおよび14
0Bは、インターネット175と接続して、インターネット175を介して互いと通信すること、
ならびに/またはIoTデバイスグループ160Aおよび160B間の通信を促すために互いと直接通
信することができる。さらに、図1Eは、IoT SuperAgent140Aおよび140Bを介して互いと通
信する2つのIoTデバイスグループ160Aおよび160Bを示すが、任意の数のIoTデバイスグル
ープが、IoT SuperAgentを使用して互いと好適に通信することができることを当業者は諒
解されよう。
【００４５】
図2Aは、本開示の態様によるIoTデバイス200Aのハイレベルな例を示す。外観および/ま
たは内部構成要素はIoTデバイス間でかなり異なる場合があるが、大部分のIoTデバイスは
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、ディスプレイとユーザ入力のための手段とを含み得る、ある種のユーザインターフェー
スを有することになる。ユーザインターフェースがないIoTデバイスは、図1A〜図1Bにお
けるエアインターフェース108など、有線ネットワークまたはワイヤレスネットワークを
介してリモートで通信され得る。
【００４６】
図2Aに示すように、IoTデバイス200Aに関する例示的な構成では、IoTデバイス200Aの外
部ケーシングは、当技術分野で知られているように、構成要素の中でも、ディスプレイ22
6と、電源ボタン222と、2つの制御ボタン224Aおよび224Bとで構成され得る。ディスプレ
イ226は、タッチスクリーンディスプレイであり得、その場合、制御ボタン224Aおよび224
Bは必要でない場合がある。IoTデバイス200Aの一部として明示的に示されてはいないが、
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IoTデバイス200Aは、限定はしないが、Wi‑Fiアンテナ、セルラーアンテナ、衛星位置シス
テム(SPS)アンテナ(たとえば、全地球測位システム(GPS)アンテナ)などを含む、1つまた
は複数の外部アンテナおよび/または外部ケーシングに内蔵される1つのまたは複数の内蔵
アンテナを含むことができる。
【００４７】
IoTデバイス200AなどのIoTデバイスの内部構成要素は異なるハードウェア構成によって
具体化され得るが、内部ハードウェア構成要素のための基本的なハイレベル構成は図2Aに
プラットフォーム202として示されている。プラットフォーム202は、図1A〜図1Bのエアイ
ンターフェース108ならびに/または有線インターフェースなど、ネットワークインターフ
ェースを介して送信されたソフトウェアアプリケーション、データ、および/またはコマ
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ンドを受信ならびに実行することができる。プラットフォーム202は、ローカルに記憶さ
れたアプリケーションを独立して実行してもよい。プラットフォーム202は、一般に、プ
ロセッサ208と呼ばれることになる、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、特定
用途向け集積回路、デジタル信号プロセッサ(DSP)、プログラマブル論理回路、または他
のデータ処理デバイスなど、1つもしくは複数のプロセッサ208に動作可能に結合された有
線通信および/あるいはワイヤレス通信のために構成された1つもしくは複数の送受信機20
6(たとえば、Wi‑Fi送受信機、Bluetooth(登録商標)送受信機、セルラー送受信機、衛星送
受信機、GPS受信機またはSPS受信機など)を含み得る。プロセッサ208は、IoTデバイス内
のメモリ212内でアプリケーションプログラミング命令を実行することができる。メモリ2
12は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、電気消去可能プログラマ
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ブルROM(EEPROM)、フラッシュカード、またはコンピュータプラットフォームに共通の任
意のメモリのうちの1つもしくは複数を含み得る。1つもしくは複数の入出力(I/O)インタ
ーフェース214は、プロセッサ208が、示すようなディスプレイ226、電源ボタン222、制御
ボタン224Aおよび224Bなどの様々なI/Oデバイス、ならびにIoTデバイス200Aに関連付けら
れたセンサー、アクチュエータ、リレー、バルブ、スイッチなどの任意の他のデバイスと
通信すること、ならびにそれらから制御することを可能にするように構成され得る。
【００４８】
したがって、本開示の一態様は、本明細書に記載された機能を実行する能力を含むIoT
デバイス(たとえば、IoTデバイス200A)を含むことができる。当業者によって諒解される
ように、様々な論理要素は、本明細書で開示する機能を達成するために、個別の要素、プ
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ロセッサ(たとえば、プロセッサ208)上で実行されるソフトウェアモジュール、またはソ
フトウェアとハードウェアとの任意の組合せにおいて具現することが可能である。たとえ
ば、トランシーバ206、プロセッサ208、メモリ212、およびI/Oインターフェース214をす
べて協調的に使用して、本明細書で開示する様々な機能をロードし、記憶し、実行しても
よく、したがって、これらの機能を実行するための論理は様々な要素に分散されてもよい
。代替的には、機能は1つの個別の構成要素に組み込むことができる。したがって、図2A
のIoTデバイス200Aの特徴は、単に例示にすぎないものと見なされ、本開示は、示された
特徴または構成に限定されない。
【００４９】
図2Bは、本開示の態様によるパッシブIoTデバイス200Bのハイレベルな例を示す。一般
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に、図2Bに示すパッシブIoTデバイス200Bは、上でより詳細に説明した、図2Aに示したIoT
デバイス200Aと同じ、かつ/または実質的に類似した様々構成要素を含み得る。したがっ
て、説明を簡潔かつ簡単にするために、同じまたは類似の詳細が図2Aに示したIoTデバイ
ス200Aに関して上ですでに提供されている限り、図2Bに示すパッシブIoTデバイス200B内
のいくつかの構成要素に関する様々な詳細は本明細書で省略される場合がある。
【００５０】
図2Bに示すパッシブIoTデバイス200Bは、プロセッサ、内部メモリ、またはある種の他
の構成要素を有しない場合があるという点で、一般に、図2Aに示すIoTデバイス200Aとは
異なる場合がある。代わりに、様々な実施形態では、パッシブIoTデバイス200Bは、パッ
シブIoTデバイス200Bが、制御されたIoTネットワーク内で観測されること、監視されるこ
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と、制御されること、管理されること、あるいは知られることを可能にする、I/Oインタ
ーフェース214または他の適切な機構だけを含み得る。たとえば、様々な実施形態では、
パッシブIoTデバイス200Bに関連付けられたI/Oインターフェース214は、短距離インター
フェースを介して問い合わされたとき、パッシブIoTデバイス200Bに関連付けられた識別
子および属性を別のデバイス(たとえば、パッシブIoTデバイス200Bに関連付けられた属性
に関する情報を検出すること、記憶すること、通信すること、その情報に作用すること、
あるいはその情報を処理することができる、IoTデバイス200AなどのアクティブIoTデバイ
ス)に提供することができる、バーコード、Bluetooth(登録商標)インターフェース、無線
周波数(RF)インターフェース、RFIDタグ、IRインターフェース、NFCインターフェース、
または任意の他の適切なI/Oインターフェースを含み得る。

40

【００５１】
上記は何らかの形のRF、バーコード、または他のI/Oインターフェース214を有するとし
てパッシブIoTデバイス200Bを説明しているが、パッシブIoTデバイス200Bは、そのような
I/Oインターフェース214を有しないデバイスまたは他の物理的対象物を含み得る。たとえ
ば、あるIoTデバイスは、パッシブIoTデバイス200Bを識別するために、パッシブIoTデバ
イス200Bに関連付けられた形状、サイズ、色、および/もしくは他の観測可能な特徴を検
出することができる適切なスキャナ機構またはリーダー機構を有し得る。このようにして
、任意の適切な物理的対象物は、その識別および属性を通信することができ、制御された
IoTネットワーク内で観測、監視、制御、あるいは管理され得る。
【００５２】
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図3は、機能を実行するように構成される論理を含む通信デバイス300を示す。通信デバ
イス300は、限定はしないが、IoTデバイス110〜120、IoTデバイス200A、インターネット1
75に結合された任意の構成要素(たとえば、IoTサーバ170)などを含む、上記の通信デバイ
スのうちのいずれかに対応し得る。したがって、通信デバイス300は、図1A〜図1Eのワイ
ヤレス通信システム100A〜100Eを介して1つもしくは複数の他のエンティティと通信する(
または通信を容易にする)ように構成された任意の電子デバイスに対応し得る。
【００５３】
図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を受信および/または送信するように構成
される論理305を含む。一例では、通信デバイス300がワイヤレス通信デバイス(たとえば
、IoTデバイス200Aおよび/またはパッシブIoTデバイス200B)に対応する場合には、情報を

10

受信および/または送信するように構成される論理305は、ワイヤレス送受信機および関連
ハードウェア(たとえば、RFアンテナ、モデム、変調器および/または復調器など)のよう
なワイヤレス通信インターフェース(たとえば、Bluetooth(登録商標)、Wi‑Fi、Wi‑Fi Dir
ect、Long‑Term Evolution (LTE) Directなど)を含むことができる。別の例では、情報を
受信および/または送信するように構成された論理305は、有線通信インターフェース(た
とえば、インターネット175にアクセスする手段となり得るシリアル接続、USBまたはFire
wire接続、Ethernet(登録商標)接続など)に対応することができる。したがって、通信デ
バイス300が、何らかのタイプのネットワークベースのサーバ(たとえば、アプリケーショ
ン170)に対応する場合には、情報を受信および/または送信するように構成された論理305
は、一例では、Ethernet(登録商標)プロトコルによってネットワークベースのサーバを他

20

の通信エンティティに接続するEthernet(登録商標)カードに対応し得る。さらなる例では
、情報を受信および/または送信するように構成された論理305は、通信デバイス300がそ
のローカル環境を監視する手段となり得る感知または測定ハードウェア(たとえば、加速
度計、温度センサー、光センサー、ローカルRF信号を監視するためのアンテナなど)を含
むことができる。情報を受信および/または送信するように構成された論理305は、実行さ
れるときに、情報を受信および/または送信するように構成された論理305の関連ハードウ
ェアがその受信機能および/または送信機能を実行できるようにするソフトウェアも含む
ことができる。しかしながら、情報を受信および/または送信するように構成された論理3
05は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を受信および/または送信するよう
に構成された論理305は、その機能性を達成するためのハードウェアに少なくとも部分的
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に依拠する。
【００５４】
図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を処理するように構成される論理310をさ
らに含む。一例では、情報を処理するように構成される論理310は、少なくともプロセッ
サを含むことができる。情報を処理するように構成された論理310によって実施され得る
タイプの処理の例示的な実装形態は、判断を行うこと、接続を確立すること、異なる情報
オプション間で選択を行うこと、データに関係する評価を実施すること、測定動作を実施
するために通信デバイス300に結合されたセンサーと対話すること、情報をあるフォーマ
ットから別のフォーマットに(たとえば、.wmvから.aviへなど、異なるプロトコル間で)変
換することなどを含むが、これらに限定されない。たとえば、情報を処理するように構成

40

された論理310中に含まれるプロセッサは、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートも
しくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書において説明され
る機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せに対応し得る。汎用プロセッサ
はマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来の
プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる
。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPおよびマイク
ロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数
のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実現され得る。情報を
処理するように構成された論理310は、実行されるとき、情報を処理するように構成され
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た論理310の関連ハードウェアがその処理機能を実行できるようにするソフトウェアも含
むことができる。しかしながら、情報を処理するように構成された論理310は、ソフトウ
ェアだけに対応するのではなく、情報を処理するように構成された論理310は、その機能
を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依拠する。
【００５５】
図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を記憶するように構成される論理315をさ
らに含む。一例では、情報を記憶するように構成される論理315は、少なくとも非一時的
メモリおよび関連ハードウェア(たとえば、メモリコントローラなど)を含むことができる
。たとえば、情報を記憶するように構成される論理315に含まれる非一時的メモリは、RAM
、フラッシュメモリ、ROM、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、EEPROM、レジスタ、ハ
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ードディスク、リムーバブルディスク、CD‑ROM、または当該技術分野において知られてい
る任意の他の形の記憶媒体に対応することができる。情報を記憶するように構成される論
理315は、実行されるときに、情報を記憶するように構成される論理315の関連ハードウェ
アがその記憶機能を実行できるようにするソフトウェアも含むことができる。しかしなが
ら、情報を記憶するように構成される論理315は、ソフトウェアだけに対応するのではな
く、情報を記憶するように構成される論理315は、その機能を達成するためにハードウェ
アに少なくとも部分的に依拠する。
【００５６】
図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を提示するように構成された論理320をさ
らにオプションで含む。一例では、情報を提示するように構成される論理320は、少なく
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とも出力デバイスおよび関連ハードウェアを含むことができる。たとえば、出力デバイス
は、ビデオ出力デバイス(たとえば、ディスプレイスクリーン、USB、HDMI(登録商標)のよ
うなビデオ情報を搬送することができるポートなど)、オーディオ出力デバイス(たとえば
、スピーカ、マイクロフォンジャック、USB、HDMI(登録商標)のようなオーディオ情報を
搬送することができるポートなど)、振動デバイス、および/または、情報がそれによって
出力のためにフォーマットされ得る、または通信デバイス300のユーザもしくは操作者に
よって実際に出力され得る任意の他のデバイスを含むことができる。たとえば、通信デバ
イス300が、図2Aに示したIoTデバイス200Aおよび/または図2Bに示したパッシブIoTデバイ
ス200Bに対応する場合、情報を提示するように構成された論理320は、ディスプレイ226を
含み得る。さらなる一例では、情報を提示するように構成される論理320は、ローカルユ
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ーザを有しないネットワーク通信デバイス(たとえば、ネットワークスイッチ、またはル
ータ、リモートサーバなど)のようないくつかの通信デバイスでは省くことができる。情
報を提示するように構成された論理320は、実行されるとき、情報を提示するように構成
された論理320の関連ハードウェアがその提示機能を実施できるようにするソフトウェア
も含むことができる。しかしながら、情報を提示するように構成された論理320は、ソフ
トウェアだけに対応するのではなく、情報を提示するように構成された論理320は、その
機能性を達成するためにハードウェアに少なくとも部分的に依拠する。
【００５７】
図3を参照すると、通信デバイス300は、ローカルユーザ入力を受信するように構成され
た論理325をさらにオプションで含む。一例では、ローカルユーザ入力を受信するように
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構成される論理325は、少なくともユーザ入力デバイスおよび関連ハードウェアを含むこ
とができる。たとえば、ユーザ入力デバイスは、ボタン、タッチスクリーンディスプレイ
、キーボード、カメラ、オーディオ入力デバイス(たとえば、マイクロフォン、もしくは
マイクロフォンジャックなど、オーディオ情報を搬送することができるポートなど)、お
よび/または情報がそれによって通信デバイス300のユーザもしくはオペレータから受信さ
れ得る任意の他のデバイスを含み得る。たとえば、通信デバイス300が図2Aに示すようなI
oTデバイス200Aおよび/または図2Bに示すようなパッシブIoTデバイス200Bに対応する場合
、ローカルユーザ入力を受信するように構成された論理325は、ボタン222、224Aおよび22
4B、ディスプレイ226(タッチスクリーンの場合)などを含み得る。さらなる例では、ロー
カルユーザ入力を受信するように構成された論理325は、(たとえば、ネットワークスイッ
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チまたはルータ、リモートサーバなど)ローカルユーザを有さないネットワーク通信デバ
イスのようないくつかの通信デバイスでは省略されることがある。ローカルユーザ入力を
受信するように構成された論理325は、実行されるとき、ローカルユーザ入力を受信する
ように構成された論理325の関連ハードウェアがその入力受信機能を実施できるようにす
るソフトウェアも含むことができる。しかしながら、ローカルユーザ入力を受信するよう
に構成された論理325は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、ローカルユーザ入力
を受信するように構成された論理325は、その機能性を達成するためにハードウェアに少
なくとも部分的に依拠する。
【００５８】
図3を参照すると、305〜325の構成された論理は、図3では別個のまたは相異なるブロッ

10

クとして示されているが、それぞれの構成された論理がその機能を実行するためのハード
ウェアおよび/またはソフトウェアは、部分的に重複できることは理解されよう。たとえ
ば、305〜325の構成された論理の機能を容易にするために使用される任意のソフトウェア
を、情報を記憶するように構成された論理315に関連する非一時的メモリに記憶すること
ができ、それにより、305〜325の構成された論理は各々、その機能(すなわち、この場合
、ソフトウェア実行)を、情報を記憶するように構成された論理315によって記憶されたソ
フトウェアの動作に部分的に基づいて実行する。同様に、構成された論理のうちの1つに
直接関連付けられるハードウェアは、時々、他の構成された論理によって借用または使用
され得る。たとえば、情報を処理するように構成された論理310のプロセッサは、データ
を、情報を受信および/または送信するように構成された論理305によって送信される前に

20

、適切な形式にフォーマットすることができ、それにより、情報を受信および/または送
信するように構成された論理305は、その機能(すなわち、この場合、データの送信)を、
情報を処理するように構成された論理310に関連付けられたハードウェア(すなわち、プロ
セッサ)の動作に部分的に基づいて実行する。
【００５９】
概して、別段に明示的に記載されていない限り、本開示全体にわたって使用される「よ
うに構成された論理」という句は、ハードウェアにより少なくとも部分的に実施される態
様を呼び出すものとし、ハードウェアから独立したソフトウェアだけの実施形態に位置づ
けるものではない。様々なブロックにおける構成された論理または「ように構成された論
理」は、特定の論理ゲートまたは論理要素に限定されるのではなく、概して、本明細書に
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記載した機能性を、(ハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアの組合せのいずれ
かを介して)実施するための能力を指すことが諒解されよう。したがって、様々なブロッ
クに示す構成された論理または「ように構成された論理」は、「論理」という言葉を共有
するにもかかわらず、必ずしも論理ゲートまたは論理要素として実装されるとは限らない
。様々なブロックの論理間の他のやりとりまたは協働が、以下でより詳細に説明する態様
の検討から、当業者には明らかになるであろう。
【００６０】
様々な実施形態は、図4に示すサーバ400などの、様々な市販のサーバデバイスのいずれ
においても実装され得る。一例では、サーバ400は、上記で説明したIoTサーバ170の1つの
例示的な構成に対応し得る。図4では、サーバ400は、揮発性メモリ402と、ディスクドラ
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イブ403などの大容量の不揮発性メモリとに結合されたプロセッサ401を含む。サーバ400
は、プロセッサ401に結合された、フロッピー(登録商標)ディスクドライブ、コンパクト
ディスク(CD)ドライブまたはDVDディスクドライブ406を含むことも可能である。サーバ40
0は、他のブロードキャストシステムコンピュータおよびサーバに、またはインターネッ
トに結合されたローカルエリアネットワークなどのネットワーク407とのデータ接続を確
立するための、プロセッサ401に結合されたネットワークアクセスポート404を含むことも
可能である。図3の文脈において、図4のサーバ400は、通信デバイス300の1つの例示的な
実装形態を示すが、情報を送信および/または受信するように構成された論理305は、ネッ
トワーク407と通信するためにサーバ400によって使用されるネットワークアクセスポート
404に相当し、情報を処理するように構成された論理310は、プロセッサ401に相当し、情
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報を記憶するように構成された論理315は、揮発性メモリ402、ディスク(disk)ドライブ40
3、および/またはディスク(disc)ドライブ406のうちの任意の組合せに相当することが諒
解されよう。情報を提示するように構成されたオプションの論理320およびローカルユー
ザ入力を受信するように構成されたオプションの論理325は、図4には明示的に示さず、そ
の中に含まれる場合もあれば、含まれない場合もある。したがって、図4は、通信デバイ
ス300が、図2Aに示すようなIoTデバイスの実装形態に加えてサーバとして実装され得るこ
とを説明するのを助ける。
【００６１】
一般に、IoT技術がますます発展するにつれて、家庭、車両、職場、および他の多数の
ロケーションまたは個人空間においてユーザが多数のIoTデバイスに囲まれるようになる

10

。したがって、任意の特定のIoT環境は、すべてがローカル近接IoTネットワーク上で接続
されてもよい様々なロケーションまたは他の個人空間に関連付けられる場合がある様々な
グループまたはセットとして配置された複数の接続されたIoTデバイスを有してもよい。
さらに、ローカル近接IoTネットワーク上で接続されたIoTデバイスは、特定のイベントお
よび状態変化に関する通知を生成する場合があり、それによって、ユーザが通知を生成し
たIoTデバイスから遠い位置にいる可能性があるときに特定のIoTデバイスが緊急事態また
は他のイベントもしくは状態変化に関してユーザに通知する必要があるときに問題が生じ
る場合がある。したがって、以下の説明では概して、ユーザが即座に通知を受信し適切な
是正措置を講じるのを可能にするために直ちに注目させる必要がある場合がある緊急事態
または他の高優先度イベントに関する緊急通知またはそれ以外の重要な通知を経路指定す
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るための機構を提示する。しかし、当業者には、緊急であるか否かにかかわらず、同じ機
構および/または実質的に同様の機構を使用して任意の適切な通知を経路指定するかまた
はその他の方法で送信してもよいことが諒解されよう。さらに、当業者には、本明細書で
説明する様々な送信機構を使用して通知を全体的に(たとえば、任意の適切なユーザに)経
路指定しても、個別的に(たとえば、特定のユーザに)経路指定しても、あるいはそれらの
任意の適切な組合せで経路指定してもよい。
【００６２】
より詳細には、本開示の一態様に従って、図5は、ユーザアクティビティおよび/または
近接度の検出に従って様々なIoTデバイス間で通知が経路指定される場合がある例示的なI
oT環境500を示す。様々な実施形態では、図5に示すIoT環境は、特に、IoT環境500内のユ
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ーザ530に関連するロケーションを追跡し、ユーザ530に近接しており通知機能を有するIo
Tデバイスを使用してユーザ530に通知を経路指定する場合があるIoT SuperAgent540を備
えてもよい。様々な実施形態では、図1Cおよび図1Eに関して上記で詳しく説明したように
、IoT SuperAgent540は概して、ゲートウェイ機能545をカプセル化し、IoT環境500内の様
々なIoTデバイス間の通信を容易にする。たとえば、図5に示す例示的なIoT環境500は、マ
イクロ波IoTデバイス510と、サーモスタットIoTデバイス512と、第1の個人空間(たとえば
、部屋1)に配置された温度表示IoTデバイス514と、第2の個人空間(たとえば、部屋2)に配
置されたスピーカIoTデバイス520および冷蔵庫IoTデバイス518と、第3の個人空間(たとえ
ば、裏庭)に配置された1つまたは複数のスプリンクラーIoTデバイス524a、524bとを含ん
でもよい。さらに、IoT環境500は、部屋1を部屋2と接続する第1の戸口IoTデバイス516と
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、部屋2を裏庭と接続する第2の戸口IoTデバイス522とを含んでもよい。しかし、当業者に
は、上述のIoTデバイスが例示的なものに過ぎず、任意の特定のIoT環境500が様々な個人
空間に様々な方法で配置されたそれぞれに異なるIoTデバイスを含んでもよいことが諒解
されよう。
【００６３】
様々な実施形態では、IoT環境内の各IoTデバイスは、ユーザ530に関連するアクティビ
ティを検出したことに応答しならびに/あるいはユーザ530がそのIoTデバイスに近接して
いることを検出したことに応答してIoT SuperAgent540に通知を送信してもよい。たとえ
ば、IoT SuperAgent540に送信される通知は、ユーザ530がIoTデバイスと直接的または間
接的に相互作用した(たとえば、ユーザ530がマイクロ波IoTデバイス510をオンに切り替え
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たこと、冷蔵庫IoTデバイス518を開閉したこと、冷蔵庫IoTデバイス518から水または氷を
取り出したこと、サーモスタットIoTデバイス512上の温度設定を変更したこと、第1の戸
口IoTデバイス516を開いたこと、テレビジョンIoTデバイス(図示せず)と直接的にあるい
はリモートコントロールを介して相互作用したことなど)アクティブ相互作用を示しても
よい。別の例では、IoT SuperAgent540に送信される通知は、近接センサーおよび/または
存在センサーを備えたIoTデバイスが、ユーザ530とそのデバイスとの直接的または間接的
な相互作用なしにユーザ530を検出したパッシブ相互作用を示してもよい。さらに、いく
つかの使用事例では、ユーザ530上の装着型デバイス(たとえば、Fitbitアクティビティト
ラッカー、時計など)は、ユーザ530が行うアクティビティ、ユーザ530に関連する現在の
ロケーション情報、適切な通知機能を有するユーザ530の近くに位置する任意のIoTデバイ

10

ス、ならびに/あるいはユーザ530に関連する他の適切なアクティビティ情報および/また
は近接度情報を表すアクティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを周
期的にIoT SuperAgent540に送信してもよい。
【００６４】
したがって、様々な実施形態では、IoT SuperAgent540は、IoT環境500内で送信される
アクティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを追跡し、追跡されたア
クティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを使用して、どのようにし
てユーザ530に通知を適切に経路指定するかを判定するのに参照することのできるユーザ
アクティビティおよび近接度トレールを維持してもよい。さらに、様々な実施形態では、
IoT SuperAgent540は、IoT環境500内の様々なIoTデバイスに関連する通知機能を認識し、
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それによって、受信された最新のアクティビティインジケータおよび/または近接度イン
ジケータならびにIoT環境500内の様々なIoTデバイスに関連する特定の通知機能に基づい
て通知をどこに経路指定すべきかを判定してもよい。たとえば、様々な実施形態では、冷
蔵庫IoTデバイス518および洗濯機/乾燥機IoTデバイス(図示せず)は、ユーザ530に視覚的
通知を示すことができるディスプレイを有してもよく、スピーカIoTデバイス520は、ユー
ザ530に聴覚的通知を伝えるために容易に知覚できる音声を発生させてもよく、スプリン
クラーIoTデバイス524a、524bは、水を特徴的なパターンで放出して(たとえば、素早く3
回噴出させて)ユーザ530に通知する機能を有してもよい。したがって、IoT SuperAgent54
0は、通知を受信したことに応答して、ユーザ530に関連するアクティブトレーリングイベ
ントまたはパッシブトレーリングイベントを直近に報告した1つまたは複数のIoTデバイス
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を特定してもよく、それによって、IoT SuperAgent540は、ユーザアクティビティおよび
近接度トレールを参照して、確率的判定に従ってユーザ530に近接する1つまたは複数のIo
Tデバイスを特定してもよい(たとえば、ユーザ530が、仕事がある日の朝には通常、まず
コーヒーメイカーを起動し、シャワーを浴びてからコーヒーメイカーに戻る場合、IoT Su
perAgent540は、ユーザ530がシャワーをオフに切り替えたアクティブトレーリングイベン
トをシャワーが報告した場合にユーザ530がまもなくコーヒーメイカーに近接すると確率
的に判定してもよい)。さらに、IoT SuperAgent540は、最終的にユーザ530に通知を送信
するユーザ530に近接するIoTデバイスを通じて処理し提示することのできるフォーマット
に通知をどのようにして変換するかを調整する規則を有してもよく、通知が古い情報に従
って経路指定されるのを防止するためにIoT SuperAgent540に報告されるユーザアクティ
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ビティインジケータおよび/またはユーザ近接度インジケータを有効期限切れとして無効
化するためのさらなる規則を有してもよい(たとえば、ユーザ530が家から出て職場に向か
うなど、ロケーションを実質的に変更したことを近接度インジケータが報告したことに応
答して、アクティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを所定の期間後
に有効期限切れとして無効化してもよい)。
【００６５】
様々な実施形態では、IoT SuperAgent540がどのようにしてユーザアクティビティおよ
び/または近接度の検出に従って通知を経路指定するかを詳しく示す例示的な使用事例に
ついて、特に図5を参照して説明する。たとえば、IoT SuperAgent540は、ユーザ530が部
屋1内に位置するマイクロ波IoTデバイス510をオンに切り替えたことに応答して、マイク
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ロ波IoTデバイス510から第1のアクティブ相互作用インジケータA:1を受信してもよい。ユ
ーザ530は次いで、サーモスタットIoTデバイス512上の温度設定を変更し、部屋1内に位置
する温度表示IoTデバイス514をチェックする場合があり、サーモスタットIoTデバイス512
および温度表示IoTデバイス514はそれぞれ、第2および第3のアクティブ相互作用インジケ
ータA:2およびA:3をIoT SuperAgent540に報告してもよい。ユーザ530がその後、部屋1を
部屋2に接続する第1の戸口IoTデバイス516を通過し、部屋2を裏庭に接続する第2の戸口Io
Tデバイス522を通過したことに応答して、第1の戸口IoTデバイス516および第2の戸口IoT
デバイス522はそれぞれ、第1および第2のパッシブ相互作用インジケータP:4およびP:5をI
oT SuperAgent540に報告してもよい。IoT SuperAgent540は、アクティブ相互作用インジ
ケータA:1〜A:3およびパッシブ相互作用インジケータP:4およびP:5に基づいて、ユーザ53

10

0に関連するアクティビティおよび近接度トレールを確立してもよい。IoT SuperAgent540
は、以後のある時点で食べ物が燃えることを示す通知をマイクロ波IoTデバイス510から受
信したことに応答して、アクティビティおよび近接度トレールを参照し、ユーザ530が裏
庭のスプリンクラーIoTデバイス524a、524bの近くに位置していると判定してもよい(その
理由としては、たとえば、直前のトレーリングイベントが、部屋2を、スプリンクラーIoT
デバイス524a、524bが位置する裏庭と接続する第2の戸口IoTデバイス522から報告された
ことが挙げられる)。したがって、スプリンクラーIoTデバイス524a、524bがユーザ530に
視覚的または聴覚的に通知する機能を有しないことがあるので、IoT SuperAgent540は、
食べ物が燃えることを示すマイクロ波IoTデバイス510からのメッセージをスプリンクラー
IoTデバイス524a、524bが処理できるフォーマットに変換してもよい。変換されたメッセ
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ージは次いで、スプリンクラーIoTデバイス524a、524bに経路指定され、スプリンクラーI
oTデバイス524a、524bに水を特徴的なパターンで放出させ、それによって、ユーザ530に
通知を示してもよい。さらに、スプリンクラーIoTデバイス524a、524bによって示される
通知が特定の緊急事態に関していくらか曖昧であることがあるので、IoT SuperAgent540
は、通知をさらに変換し、変換された通知をユーザに関連する以後の状態変化に基づいて
他のIoTデバイスに経路指定してもよい。たとえば、ユーザが再び第2の戸口IoTデバイス5
22を通過した場合、IoT SuperAgent540は、ユーザ530が部屋2に再び入ったことを推定し
、マイクロ波IoTデバイス510内で食べ物が燃えることを具体的に示す視覚的情報を表示す
ることのできる冷蔵庫IoTデバイス518に通知を経路指定してもよい。
【００６６】
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図6は、本開示の一態様による、ユーザアクティビティおよび/または近接度の検出に従
ってIoT環境内の様々なIoTデバイス間で通知を経路指定するのに使用されてもよい例示的
な方法600を示す。特に、IoT SuperAgentは概して、ブロック610においてIoT環境を実質
的に連続的に監視し、ユーザに関連するアクティブ相互作用および/またはパッシブ相互
作用を検出するIoT環境内の任意のIoTデバイスからアクティビティインジケータおよび/
または近接度インジケータを受信し、さらに、IoT環境内の任意のIoTデバイス(たとえば
、緊急事態または他の高優先度イベントもしくは状態変化を検出するIoTデバイス)から通
知を受信してもよい。したがって、IoT SuperAgentは、ブロック620において1つまたは複
数のIoTデバイスから報告されたアクティビティ表示および/または近接度表示を受信した
ことに応答して、ブロック630においてユーザに関連するアクティビティおよび近接度ト
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レールを適切に更新してもよい。たとえば、IoT SuperAgentに報告されるアクティビティ
表示および/または近接度表示は、ユーザがIoTデバイスと直接的または間接的に相互作用
したアクティブ相互作用および/またはIoTデバイスが、ユーザとそのデバイスとの直接的
または間接的な相互作用なしに(たとえば、近接センサーおよび/または存在センサーを使
用して)そのデバイスにユーザが近接していることを検出したパッシブ相互作用を示して
もよい。さらに、様々な実施形態では、ユーザは、ユーザが行うアクティビティ、ユーザ
に関連する現在のロケーション情報、適切な通知機能を有するユーザの近くに位置する任
意のIoTデバイス、ならびに/あるいはユーザに関連する他の適切なアクティビティ情報お
よび/または近接度情報を示すためにアクティビティインジケータおよび/または近接度イ
ンジケータを周期的にIoT SuperAgentに報告することのできる装着型デバイス(たとえば
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、Fitbitアクティビティトラッカー、時計など)を有してもよい。
【００６７】
したがって、様々な実施形態では、IoT SuperAgentは、ブロック630においてユーザに
関連するアクティビティおよび近接度トレールを更新して、IoT環境内で送信されるアク
ティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを追跡し、どのようにしてユ
ーザに通知を経路指定するかを判定してもよい。さらに、様々な実施形態では、ブロック
630においてユーザに関連するアクティビティおよび近接度トレールを更新することは、
通知が古い情報に従って経路指定されるのを防止するために特定の規則に従って前に報告
された特定のユーザアクティビティインジケータおよび/または近接度インジケータを有
効期限切れとして無効化することを含んでもよい(たとえば、ユーザアクティビティイン

10

ジケータおよび/または近接度インジケータは、ユーザが家から出て職場に向かうなど、
ロケーションを実質的に変更したことを近接度インジケータが報告したことに応答して所
定の期間後に有効期限切れとして無効化されてもよい)。
【００６８】
様々な実施形態では、IoT SuperAgentは次いで、ブロック640において1つまたは複数の
IoTデバイスから通知が受信されたと判定したことに応答して、ブロック650においてユー
ザに近接している1つまたは複数のIoTデバイスを特定してもよく、IoTデバイスは、確率
的判定および直近に報告されたアクティブトレーリングイベントまたはパッシブトレーリ
ングイベントに基づいて特定されてもよい。様々な実施形態では、ブロック660は、通知
を、ブロック650において特定されたIoTデバイスを通じて処理し提示することのできるフ
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ォーマットに変換し、ブロック670において変換された通知を特定された近接するIoTデバ
イスに経路指定することを含んでもよい。したがって、近接IoTデバイスは、IoT SuperAg
entから変換された通知を受信してもよく、変換された通知は、近接IoTデバイスに、それ
に関連付けられた機能に従って通知をユーザに送信させてもよい。たとえば、様々な実施
形態では、近接IoTデバイスは、近接IoTデバイスが表示機能を有する場合のユーザへの視
覚的な通知、近接IoTデバイスが聴覚的出力機能を有する場合のユーザへの聴覚的な通知
、および/または近接IoTデバイスが表示機能と聴覚的出力機能の両方を有する場合のユー
ザへの視覚的および聴覚的通知を行ってもよい。別の例では、近接IoTデバイスが表示機
能も聴覚的出力機能も有しない場合、変換された通知は、近接IoTデバイスに、通知を示
す何らかの特徴的な動作を実行してもよい(たとえば、スプリンクラーIoTデバイスがユー
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ザに通知するために水を特徴的なパターンで放出してもよい)。いずれの場合も、通知は
、ユーザが即座に通知を受信し適切な処置を取るのを可能にするように適切に近接IoTデ
バイスに経路指定されてもよい。
【００６９】
図7は、本開示の一態様による、ユーザアクティビティおよび/または近接度の検出に従
ってローカル近接クラウドおよび/または1つまたは複数の外部近接クラウドにおける1つ
または複数のIoTデバイスに通知が経路指定される場合がある例示的なIoT環境を示す。よ
り詳細には、本明細書でさらに詳細に説明するように、1つまたは複数のユーザ通知は、
ユーザ通知を受信すべき目標IoTデバイスの数を判定し、ローカル近接クラウドおよび/ま
たは1つまたは複数の外部近接クラウドにおける1つまたは複数のIoTデバイスへのユーザ
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通知の経路指定を制御するためにユーザアクティビティおよび近接度トレールに基づいて
生存期間(TTL)値およびユーザコンテキスト情報と組み合わせて使用されてもよい重大度
またはクリティカリティレベルに関連付けられてもよい。
【００７０】
様々な実施形態によれば、図7に示す例示的なIoT環境は概して、インターネット775を
介して相互に接続された家庭IoTサブネットワーク710と、自動車IoTサブネットワーク730
と、オフィスIoTサブネットワーク750とを含んでもよい。その場合、特定のユーザ通知に
関連するローカル近接クラウドは、ユーザ通知が発信されたIoTサブネットワーク710、73
0、750に相当してもよく、他のIoTサブネットワークは、そのユーザ通知に関する外部近
接クラウドを表してもよい。したがって、家庭IoTサブネットワーク710、自動車IoTサブ
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ネットワーク730、およびオフィスIoTサブネットワーク750の各々は、それぞれのIoT Sup
erAgent712、732、752を有してもよく、IoT SuperAgent712、732、752は、それに関連付
けられたローカル近接クラウドにおけるIoTデバイスからユーザ通知を受信し、ユーザ通
知に関連する重大度またはクリティカリティレベルに基づいてユーザ通知を受信すべき目
標IoTデバイスの数を確認し、ユーザ通知に関連する重大度またはクリティカリティレベ
ル、ユーザ通知に関連するTTL値、および/またはユーザコンテキスト情報(たとえば、ユ
ーザアクティビティおよび近接度トレールが、ローカル近接クラウドまたは1つまたは複
数の外部近接クラウド内に特定の目標ユーザが存在するかどうか、特定のユーザ通知に関
連するTTL値が満了する前にユーザの肯定応答が受信されるかどうかなど)に従ってローカ
ル近接クラウドおよび/または1つまたは複数の外部近接クラウド内の確認された数の目標

10

IoTデバイスにユーザ通知を経路指定するように構成される。
【００７１】
たとえば、図7に示す例示的なIoT環境では、家庭IoTサブネットワーク710は、各々が、
IoT SuperAgent712が管理し制御するローカル近接クラウドにおけるそれぞれのIoTデバイ
スに対応する、ドアセンサー721と、裏庭近接センサー722と、テラスの電灯723と、冷蔵
庫724と、マイクロ波725と、サーモスタット726と、スプリンクラーシステム727とを含む
。したがって、IoT SuperAgent712は、ドアセンサー721、裏庭近接センサー722、テラス
の電灯723、冷蔵庫724、マイクロ波725、サーモスタット726、スプリンクラーシステム72
7、および/または家庭IoTサブネットワーク710内に位置する他の任意のIoTデバイスから
受信される場合がある1つまたは複数のユーザアクティビティインジケータおよび/または

20

近接度インジケータに基づいて1つまたは複数のユーザアクティビティおよび近接度トレ
ールを維持してもよい。その場合、マイクロ波725がユーザ通知をトリガするイベントを
検出すると仮定した場合、マイクロ波725は、そのイベントに重大度またはクリティカリ
ティレベルを割り当てて、TTL値が関連付けられたユーザ通知714をIoT SuperAgent712に
送信してもよい。たとえば、様々な実施形態では、重大度またはクリティカリティレベル
は、システムデフォルト(たとえば、ユーザの注目を必要とする場合がある特定の一般的
なイベントに関連付けられた重大度またはクリティカリティレベル)および/またはユーザ
定義基準もしくはカスタム基準に基づいてユーザ通知714に割り当てられてもよい(たとえ
ば、ユーザはシステムデフォルトを修正し、ユーザ定義重大度またはクリティカリティレ
ベルに関連するカスタムイベントを作成してもよい)。同様に、ユーザ通知714に関連する
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TTL値は、重大度またはクリティカリティレベルと1つもしくは複数のシステムデフォルト
、ユーザ定義基準、および/またはカスタム基準との組合せに基づいて判定されてもよい
。たとえば、TTL値は、TTL値が満了する前に肯定応答が受信されなかった場合に通知714
が外部近接クラウドに経路指定できるようになるまでの期間を指定してもよい。したがっ
て、重大なまたはクリティカルな通知は、ユーザが通知を迅速に受けられるようにより短
いTTL値を有してもよく、重大度が低い通知は、外部近接クラウド等と通信する必要があ
ることによるオーバーヘッドを解消するためにより長いTTL値を有してもよい。
【００７２】
様々な実施形態では、マイクロ波725からユーザ通知714を受信したことに応答して、家
庭IoTサブネットワーク710に関連付けられたIoT SuperAgent712は、通知714および/また

40

はユーザコンテキスト情報に関連する重大度またはクリティカリティレベルに基づいて通
知すべき目標IoTデバイスの数を確認してもよい。たとえば、IoT SuperAgent712は、スプ
リンクラーシステム727の誤用を回避するために着信通知714に関連する重大度またはクリ
ティカリティレベルに基づいてスプリンクラーシステム727に通知すべきかどうかを判定
してもよい(たとえば、家庭内に存在する場合がある条件に関して近隣に警告するのを避
けるために通知714が高い重大度またはクリティカリティレベルを有しない限りスプリン
クラーシステム727に通知しない)。別の例では、IoT SuperAgent712が自動車IoTサブネッ
トワーク730内のIoT SuperAgent732に外部通知718を経路指定すると仮定した場合、IoT S
uperAgent732は、現在のユーザコンテキストに基づいてマルチメディアシステムまたはイ
ンフォテインメントシステム743に通知718を経路指定すべきかどうかならびに/あるいは1
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つまたは複数のシートセンサー742を振動させるべきかどうかを判定してもよい(たとえば
、通知718の重大度またはクリティカリティが低い場合、運転者の気を散らす可能性があ
るような通知718の経路指定を回避する)。
【００７３】
さらに、様々な実施形態では、IoT SuperAgent712は、着信通知714に関連する重大度ま
たはクリティカリティレベルに基づいてローカル近接クラウド内で内部通知716のみを経
路指定すべきかどうかおよび/または外部近接クラウド730、750にアクセスすべきかどう
かを判定するとともに、ローカル近接クラウド710内に1つまたは複数のユーザが存在する
かどうかを判定してもよい。たとえば、様々な実施形態では、IoT SuperAgent712は、高
い重大度またはクリティカリティレベルを有する着信通知714を報告するように内部通知7

10

16および外部通知718を経路指定してもよい。別の例では、IoT SuperAgent712は、ローカ
ル近接クラウド710に存在するユーザが子供だけであり、親が家にはいない場合に内部通
知716および外部通知718を経路指定してもよい。さらに別の例では、IoT SuperAgent712
は最初、目標ユーザがローカル近接クラウド710内の親であり、着信通知714が低い重大度
またはクリティカリティレベルを有する場合には内部通知716のみを経路指定してもよく
、その後、ユーザからの肯定応答が得られる前に内部通知716に関連するTTL値が満了した
場合に内部通知718を経路指定する。しかし、当業者には、上記の例が例示のみを目的と
したものであり、様々な基準および/または因子の組合せを使用して通知すべきIoTデバイ
スの数、通知を経路指定すべき近接クラウド、通知すべき特定のIoTデバイスなどを確認
してもよい。

20

【００７４】
次に、図7に示す特定の例を参照するとわかるように、マイクロ波724は、IoT SuperAge
nt712に送信される通知714が、即座に注目する必要がある緊急事態を表す高い重大度また
はクリティカリティを有することを指定してもよく、それによって、マイクロ波725は、
緊急事態に基づいて通知714に関連する適切なTTL値をさらに指定してもよい。様々な実施
形態では、ユーザアクティビティおよび近接度トレールに基づいて、IoT SuperAgent712
は、ドアセンサー721、裏庭近接センサー722、および/または家庭IoTサブネットワーク71
0内の別の適切なIoTデバイスから受信された近接度インジケータに基づいて、1人または
複数のユーザが屋外にいると判定してもよい。したがって、IoT SuperAgent712は、内部
通知716をテラスの電灯723およびスプリンクラーシステム727に経路指定してもよく、内
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部通知716は、緊急事態を示すために、テラスの電灯723を連続的に点滅させ、スプリンク
ラーシステム727に散水のオンとオフを連続的に切り替えさせてもよい。さらに、IoT Sup
erAgent712は、重大度もしくはクリティカリティレベルおよび/またはローカル近接クラ
ウド710に存在するユーザに基づいて自動車IoTサブネットワーク730内のIoT SuperAgent7
32およびオフィスIoTサブネットワーク750内のIoT SuperAgent752に外部通知718を経路指
定してもよい。たとえば、様々な実施形態では、IoT SuperAgent712は、重大なまたはク
リティカルな通知718を外部近接クラウド730、750に自動的に経路指定してもよい。別の
例では、IoT SuperAgent712が、ローカル近接クラウド710に存在するユーザが階層におけ
る低いランクを有する(たとえば、子供)場合に重大なまたはクリティカルな通知718を外
部近接クラウド730、750に自動的に経路指定し、あるいは代替的に、ローカル近接クラウ
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ド710に存在するユーザが階層におけるより高いランクを有し(たとえば、大人)、かつそ
れに関連するTTL値が満了する前に内部通知716に肯定応答しなかった場合にのみ重大なま
たはクリティカルな通知718を外部近接クラウド730、750に経路指定するユーザ階層が定
義されてもよい。いずれの場合も、IoT SuperAgent712が自動車IoTサブネットワーク730
内のIoT SuperAgent732およびオフィスIoTサブネットワーク750内のIoT SuperAgent752に
外部通知718を経路指定する場合、それぞれのIoT SuperAgent732、752は、それに関連付
けられたそれぞれのローカル近接クラウド730、750内で外部通知718を経路指定してもよ
い(たとえば、IoT SuperAgent732は、緊急警報を肯定応答されるまで表示する場合がある
インフォテインメントシステム743に外部通知718を経路指定してもよく、IoT SuperAgent
752は、肯定応答されるまで連続的に点滅する場合があるオフィス照明システム763に外部
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通知718を経路指定してもよい)。さらに、IoT SuperAgent732および/またはIoT SuperAge
nt752が通知718の肯定応答を受信した場合、通知714が発信されたローカル近接クラウド7
10内のIoT SuperAgent712が、内部通知716を放棄し、肯定応答しているユーザに関連する
現在の存在に関する知識に基づいてユーザアクティビティおよび近接度トレールを更新し
、肯定応答を受信したIoTデバイスと通信するIoT SuperAgent732、752に基づいて肯定応
答しているユーザと通信するためのさらなる処置を講じることができるように、適切なIo
T SuperAgent732、752がIoT SuperAgent712に通知してもよい。
【００７５】
図8は、本開示の一態様による、ローカル近接クラウドおよび/または1つまたは複数の
外部近接クラウドにおける1つまたは複数のIoTデバイスに通知を経路指定するのに使用さ

10

れる場合がある例示的な方法800を示す。より詳細には、ブロック810において、1つまた
は複数のIoTデバイスから(たとえば、IoT SuperAgentにおいて)ユーザ通知が受信されて
もよく、受信されるユーザ通知は、重大度またはクリティカリティレベル、およびユーザ
通知に肯定応答するメッセージがユーザ通知が発信されたローカル近接クラウド内で受信
されていない場合にユーザ通知を外部近接クラウドに転送すべきである時間までの持続時
間に関係する生存期間(TTL)値を指定してもよい。様々な実施形態では、ユーザ通知を受
信すべき目標IoTデバイスの数がブロック820において確認されてもよく、ユーザ通知を受
信すべき目標IoTデバイスの数は、ユーザ通知および/または他の適切なユーザコンテキス
ト情報に関連する重大度またはクリティカリティレベルに基づいて確認されてもよい。ユ
ーザ通知は次いで、ブロック830において、ユーザ通知が発信されたローカル近接クラウ
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ド内の1つまたは複数の目標IoTデバイスに経路指定されてもよい。たとえば、様々な実施
形態では、ユーザ通知は、図5および図6に関して上記で説明した技法と実質的に同様の技
法に従ってローカル近接クラウド内の目標IoTデバイスに経路指定されてもよい。
【００７６】
様々な実施形態では、次いでブロック840において、ユーザ通知が重大なまたはクリテ
ィカルなステータスを有するかどうかに関して判定が下されてもよく、ユーザ通知は、重
大なまたはクリティカルなステータスを有する場合、ブロック860において1つまたは複数
の外部近接クラウドに経路指定されてもよい。代替として、ユーザ通知が重大なまたはク
リティカルなステータスを有しない場合でも、ユーザ通知は、ブロック860において、通
知の受信対象である目標ユーザがローカル近接クラウドには存在しないとの判定に応答し
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て1つまたは複数の外部近接クラウドに経路指定されてもよく、この判定は、上記で詳し
く説明したユーザアクティビティおよび近接度トレールに基づいて下されてもよい。様々
な実施形態では、通知が重大なまたはクリティカルなステータスを有せず、かつ通知の受
信対象である目標ユーザがローカル近接クラウドに存在すると仮定した場合、ローカル近
接クラウド内で経路指定された通知に肯定応答するメッセージが受信されたかどうかを判
定するためにローカル近接クラウドが監視されてもよい。したがって、通知に肯定応答す
るメッセージが、通知に関連付けられたTTL値が満了してしまう前にローカル近接クラウ
ド内で受信されていないと判定したことに応答して、任意のブロック870においてユーザ
通知が1つまたは複数の外部近接クラウドに経路指定されてもよい。しかし、通知に肯定
応答するメッセージが、通知に関連付けられたTTL値が満了してしまう前にローカル近接
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クラウド内で受信された場合、任意のブロック870においてユーザ通知を1つまたは複数の
外部近接クラウドに経路指定する必要はない。さらに、ローカル近接クラウド内から受信
されるか、それとも特定の外部近接クラウドから受信されるかにかかわらず、肯定応答メ
ッセージが受信された場合、現在のユーザの存在に関する知識を反映するように適切にユ
ーザアクティビティおよび近接度トレールが更新されてもよい。
【００７７】
情報および信号が多種多様な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことがで
きることを、当業者は理解されよう。たとえば上記説明全体を通して参照することができ
るデータ、命令、指令、情報、信号、ビット、記号およびチップは、電圧、電流、電磁波
、磁界または粒子、光学場または粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すこと
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ができる。
【００７８】
さらに、本明細書で開示する態様に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフ
トウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを当業者は理解されよう。ハード
ウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、
ブロック、モジュール、回路、およびステップは、一般的にそれらの機能性に関してこれ
まで説明されてきた。そのような機能性がハードウェアとして実現されるか、またはソフ
トウェアとして実現されるかは、具体的な適用例および全体的なシステムに課される設計
制約によって決まる。当業者は、説明される機能を具体的な応用形態ごとに様々な方法で

10

実現することができるが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるも
のと解釈されるべきではない。
【００７９】
本明細書に開示する態様と関連して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途用集積回路(
ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブルロジ
ックデバイス、個別のゲートもしくはトランジスタロジック、個別のハードウェア部品、
または本明細書に記載した機能を行うように設計されたこれらの任意の組合せを用いて、
実装または実行され得る。汎用プロセッサを、マイクロプロセッサとすることができるが
、代替案では、プロセッサを、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコント
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ローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサはまた、コンピューティングデ
バイスの組合せ(たとえば、DSPおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそ
のような構成)として実装され得る。
【００８０】
本明細書において開示する態様に関連して説明した方法、シーケンス、および/または
アルゴリズムは、ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルで、またはその2つの組合せで直接具現され得る。ソフトウェアモジュールは、RAM、フ
ラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、CD‑ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体内に存在し得る
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。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読取り、そこに情報を書込みで
きるようにプロセッサに結合される。代替案では、記憶媒体は、プロセッサに一体とされ
得る。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に存在し得る。ASICはIoTデバイス内に存在
し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別の構成要素とし
て存在し得る。
【００８１】
1つまたは複数の例示的な態様では、述べられる機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで、実施され得る。ソフトウェアに実装
される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体
上に記憶されるか、または、コンピュータ可読媒体を介して送信される場合がある。コン
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ピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能に
する任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コ
ンピュータによってアクセスできるすべての使用可能な媒体とすることができる。限定で
はなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD‑ROMもしく
は他の光ディスク(disc)ストレージ、磁気ディスク(disk)ストレージもしくは他の磁気ス
トレージデバイス、あるいは命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコードを担
持しまたは記憶するのに使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体
を含むことができる。また、任意の接続は、適切にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。た
とえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線
、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他
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のリモートソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブ
ル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術
は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は
、CD、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、DVD、フロッピーディスク(disk)およ
びBlu‑ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的
に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。前述の組合せも、コ
ンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００８２】
上記の開示は本開示の例示的な態様を示すが、添付の特許請求の範囲によって規定され
る本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書で様々な変更および修正が行われ得るこ

10

とに留意されたい。本明細書で説明した本開示の態様による方法クレームの機能、ステッ
プおよび/または動作は、特定の順序で実施される必要はない。さらに、本開示の要素は
、単数形で記載または特許請求されている場合があるが、単数形に限定することが明示的
に述べられていない限り、複数形が考えられる。
【符号の説明】
【００８３】
100A、100B、100C

ワイヤレス通信システム

105

パッシブIoTデバイス

108

エアインターフェース

109

直接有線接続

110

テレビジョン、IoTデバイス

112

屋外空調機、IoTデバイス

114

温度自動調整器、IoTデバイス

116

冷蔵庫、IoTデバイス

116A、116B

IoTデバイス

118

洗濯機および乾燥機、IoTデバイス

120

コンピュータ

122A、122B

IoTデバイス

124A、124B

IoTデバイス

125

アクセスポイント

130

IoTマネージャ、スーパーバイザデバイス

140、140A、140B

ゲートウェイ機能

152

アプリケーションレイヤ

154

CMPレイヤ

156

トランスポートレイヤ

158

物理レイヤ

160

IoTグループ、IoTデバイスグループ
IoTデバイス
40

170

IoTサーバ

175

インターネット

180

リソース

200A

IoTデバイス

202

プラットフォーム

206

送受信機

208

プロセッサ

212

メモリ

214

入出力インターフェース

222、224A、224B
226

30

IoT SuperAgent

145

160A、160B

20

ボタン

ディスプレイ

50

(27)
300

通信デバイス

305

論理

310

論理

315

論理

320

論理

325

論理

400

サーバ

401

プロセッサ

402

揮発性メモリ

403

ディスクドライブ

404

ネットワークアクセスポート

406

ディスクドライブ

407

ネットワーク

500

IoT環境

510

マイクロ波IoTデバイス

512

サーモスタットIoTデバイス

514

温度表示IoTデバイス

516

第1の戸口デバイス

518

冷蔵庫IoTデバイス

520

スピーカIoTデバイス

522

第2の戸口IoTデバイス

524a、524b

JP 6389256 B2 2018.9.12

10

20

スプリンクラーIoTデバイス

530

ユーザ

540

IoT SuperAgent

545

ゲートウェイ機能

600

方法

710

IoTサブネットワーク

712

IoT SuperAgent

714

ユーザ通知

716

内部通知

718

外部通知

721

ドアセンサー

722

裏庭近接センサー

723

テラスの電灯

724

冷蔵庫

725

マイクロ波

726

サーモスタット

727

スプリンクラーシステム

730

IoTサブネットワーク

732

IoT SuperAgent

742

シートセンサー

743

インフォテインメントシステム

750

オフィスIoTサブネットワーク

752

IoT SuperAgent

763

オフィス照明システム

775

インターネット

800

方法

30

40
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