
JP 6802959 B2 2020.12.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームオートメーション製品（セントラルコントローラ（ハウスキーパー））であって
、
　処理ユニット、記憶ユニット、通信ユニット及び電源ユニットを備え、前記通信ユニッ
トはＷｉＦｉを含み、各前記ユニットは前記処理ユニットに接続され、
　処理ユニット、記憶ユニット、通信ユニット、オーディオユニット、電源ユニットを備
え、各ユニットは処理ユニットに接続され、通信ユニットはＷｉＦｉを含み、クライアン
ト及び／又は五官に相当し、部屋＋カテゴリ名＋製品（又はカテゴリ名＋部屋＋製品）の
方式を用いて、ほかの製品と協力して作動するホームオートメーション製品（少年／少女
）と協力して作動し、人工知能サーバ及び／又は脳神経中枢に相当し、
　部屋＋カテゴリ名＋製品（又はカテゴリ名＋部屋＋製品）の方式を用いて、ほかの製品
と協力して作動し、
　前記通信ユニットはさらに、ＺｉｇＢｅｅ、ブルートゥース、Ｚ－Ｗａｖｅ等の近距離
通信モジュールのうちの１種又は複数種、又はルーティングユニット、電力線通信モジュ
ールのうちの１種又は複数種、又は４Ｇ等の遠距離通信モジュールのうちの１種又は複数
種を含み、
　前記ホームオートメーション製品（セントラルコントローラ（ハウスキーパー））は、
　さらに、インターネットポート、ＵＳＢ、ＨＤＭＩ、ＶＧＡ、ケーブルテレビ等のイン
ターフェースのうちの１種又は複数種を含み、インターネットポートは複数であり、
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　さらに、スピーカ、マイクロホンや出力端子（インターフェース）を含むオーディオユ
ニットを含み、
　さらに、表示ユニットを含み、表示ユニット又は表示ユニットのディスプレイスクリー
ンが該セントラルコントローラに物理的に接続されていない分離式であり、
　前記処理ユニットは、ハウスキーパーのコアとして、各種家電製品からのデータを処理
して、対応した分析処理を行った後、対応したコマンドを各関連製品に送信し、手動入力
コマンド又はデータ（ローカル及び遠端、音声及び画面を含む）を受信して処理するとと
もに、ほかのプログラムを実行し、
　前記通信ユニットは、前記処理ユニットと各家電製品の間を通信可能にするリンクであ
り、各製品から送信されるデータを受信してプロセッサに転送するとともに、プロセッサ
からのデータを各製品に送信し、さらに、前記ハウスキーパーが外部と通信可能にし、
　前記ハウスキーパーは、音声インタラクションを主な手段、画面インタラクションを補
助手段とし、音声インタラクションモードでは、ユーザは音声によりハウスキーパーとイ
ンタラクションし、ハウスキーパーは機能ソフトウェアの人工知能モジュールにおける音
声モジュールを呼び出して音声情報を処理し、音声モジュールの処理結果に基づいて監視
ソフトウェア又はデータベース又は各機能ソフトウェアを呼び出し、画面インタラクショ
ンモードでは、ユーザはタッチパネルを介して監視ソフトウェア又はデータベース又は各
機能ソフトウェアを直接実行する、
　ことを特徴とするホームオートメーション製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモノのインターネットの技術分野に関し、具体的には、ホームオートメーショ
ンシステムの技術案及び対応した製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホームオートメーションは、モノのインターネット技術を基に、消費者の様々なニーズ
を満たすようにホームのオートメーション化、インテリジェント化を実現することが目的
である。このコンセプトの提案は数年前から行われており、現在では、いくつかのいわゆ
るホームオートメーション製品が開発されており、製品レベルのもの及びシステムレベル
のものがある。製品レベルのものは、ある生産者によって開発され、携帯電話ＡＰＰを介
して制御可能で、本質的にはリモコンを用いた遠距離制御と同様である単一製品であり、
リモート監視の場合は便利さがあるが、家庭にいる場合は、むしろ単純なことを複雑にす
るばかげた方法であり、且つ、該製品自体はスマート作動ができない。システムレベルの
もの、たとえば、Ｎｅｓｔ製サーモスタットやＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ等のような空調シス
テムや気体検出警報システムを制御する製品は、従来の高級シングルチップマイクロコン
ピュータの制御システムとほぼ同じであり、コントロールパネルにより動作パラメータを
設定し、次にパネルにおいて動作データを確認できる。以上の２種は特定の製品又は簡易
なシステムしか監視できず、ホームオートメーションは、システムに応じて複数種に分類
されるだけでなく、製品別にはより複雑になり、且つ、家庭の各種装置についてローカル
監視及びリモート監視を行う簡単な機能以外、ほかの各種サービスや知的機能を提供する
ことが期待されるため、上記２種タイプの製品は機能に限りがあり、さらに本質的にはリ
モコン又はパネル操作の改良に過ぎず、後者製品は学習機能等を有するものの、インテリ
ジェント化のレベルが期待されるレベルより低く、ホームオートメーション化の目的を実
現できない。また、モノのインターネットには一般的に短距無線通信技術が使用されてお
り、現在の主な短距無線通信技術として挙げられるＷｉＦｉ、ブルートゥース、ＺｉｇＢ
ｅｅやＺ－Ｗｏｒｋ等の各技術には長所と短所があり、まだ開発中であり、スマートホー
ムの分野では、どのような種類の技術が支配的になるか予測できないため、統一基準が欠
如していることによって、生産者によって製品に異なる技術が使用される可能性があり、
現状では、自分で生産を行う生産者も連合を結んでいる生産者もある。上記の理由から、
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現在のホームオートメーションはコンセプトとしての段階、且つ発展初期段階にあり、異
なる生産者による各種製品を家庭又は遠距離で監視や制御することが実現できず、さらに
本格的なホームオートメーションを実現できないため、現在、世の中には実質的なホーム
オートメーションシステムはない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記事情に対し、本発明は、２種のホームオートメーション製品及びシステムの作動方
法を含むホームオートメーションシステムの技術案を提供し、該技術案は、ホームオート
メーションの本格的なインテリジェント化を実現して、使用者が各種家電製品（実物類の
各種スマート製品や非スマート製品及び室外製品、たとえば自動車、ガーデン製品等、な
らびに、非実物の各種製品、たとえばファミリーアカウント、健康ファイル等を含む）を
自由に操作してそれら製品による各種サービスを受け、人間と家電製品とのインタラクシ
ョンを人間同士のインタラクションのように自然、スムーズ且つ調和した状態にし、この
２種のホームオートメーション製品を家族のメンバーのように不可欠なものにすることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記２種の製品は、本発明でハウスキーパーと呼ばれるセントラルコントローラ又は脳
神経中枢（人工知能を具備する）、及び、本発明で少年又は少女と呼ばれるヒューマンコ
ンピュータインタラクション用ツール又は五官である。システム作動方法は、システムの
構築・動作及び監視・管理である。
【０００５】
　ハウスキーパーは各製品とともに完全なホームオートメーションシステムを構成する。
システムでは、ハウスキーパーは最も重要な人工知能部と管理制御部であり、各スマート
製品は機能部（実行又は検出等）であり、少年／少女は重要なヒューマンコンピュータイ
ンタラクション部（監視実行機能を備えてもよい）である。ホームオートメーションシス
テムにおいて、ハウスキーパーはコアとなり、ほかの製品と通信可能に接続されて、ほか
の製品の情報を収集又は受信したり、ほかの製品の動作を監視して制御したり、少年／少
女による入力を受信したり、各種データを少年／少女に伝送して、ローカル又は遠隔端末
及びクラウドと通信したりする。一般的には、ハウスキーパーは客間に取り付けられるが
、インターネットに容易に接続できる限り他の場所に取り付けられても構わない。少年／
少女を取り付ける部屋や位置（ほかの製品上、又はほかの製品と一体化されて１つの製品
にする）については、ユーザが簡便にハウスキーパーとヒューマンコンピュータインタラ
クションを実施できればよく、エントランスに取り付ける場合はドアボーイと呼ばれるこ
とができる。
【０００６】
１、ハウスキーパー
【０００７】
　該ハウスキーパーは、ハードウェア部分として、処理ユニット、記憶ユニット、通信ユ
ニット及び電源ユニットを備え、通信ユニットはＷｉＦｉを含み、各ユニットは処理ユニ
ットに接続され、該ハウスキーパーはさらに、表示ユニット、オーディオユニットを含ん
でもよく、通信ユニットはさらにブルートゥース、ＺｉｇＢｅｅ、Ｚ－Ｗａｖｅ等の近距
離通信モジュールのうちの１種又は複数種；ルーティングユニット、イーサネットモジュ
ール、電力線通信モジュール等；３Ｇ、４Ｇ等の遠距離通信モジュールのうちの１種又は
複数種を含んでもよく、オーディオユニットはさらにスピーカ、マイクロホン及び回路出
力端子（インターフェース）のうちの１種又は複数種を含んでもよい。
【０００８】
　処理ユニットは、ハウスキーパーのコアとして、各種家電製品からのデータを処理して
、対応した分析処理を行った後、対応したコマンドを各関連製品に送信し、手動入力コマ
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ンド又はデータ（ローカル及び遠端、音声及び画面を含む）を受信して処理するとともに
、ほかのプログラム（たとえば、ブラウザ、ビデオおよびオーディオプログラム、人工知
能等）を実行する。通信ユニットは、処理ユニットと各家電製品の間を通信可能にするリ
ンクであり、各製品から送信されるデータを受信してプロセッサに転送するとともに、プ
ロセッサからのデータを各製品に送信し、さらに、ハウスキーパーと外部（家電製品以外
の装置又はシステム、たとえばスマートフォン、コンピュータ、クラウドやインターネッ
ト等）を通信可能にする橋でもあり、また、ハウスキーパーを普通のルータとして使用す
るためのルーティング機能を備えてもよい。表示ユニットは、ディスプレイスクリーンが
接続されており、オーディオユニットは、さらにライン入力に接続されてもよい。記憶ユ
ニットは、ハウスキーパーが各種プログラムを実行するためのプラットフォーム、及び各
種データを記憶するための「倉庫」として機能する。電源ユニットはほかの各ユニットに
給電する。ハウスキーパーは、ＵＳＢ、ＶＧＡ、ＨＤＭＩ、ＲＪ４５、ケーブルテレビイ
ンターフェース等のうちの１種又は複数種を含むインターフェースを複数含む。
【０００９】
　該ハウスキーパーのソフトウェア部分は、オープン型モジュラー構造であり、システム
ソフトウェア（データベースを含む）とアプリケーションソフトウエアの二つの部分に分
類されており、アプリケーションソフトウエアはさらに、各機能ソフトウェア及び製品監
視ソフトウェアの二種（いずれも人工知能機能を有する）に分けられ、サードパーティの
アプリケーションソフトウエアの追加がサポートされる。
【００１０】
　ハウスキーパーは、音声インタラクションを主な手段、画面インタラクションを補助手
段にする。音声インタラクションモードでは、ユーザは音声によりハウスキーパーとイン
タラクションし、ハウスキーパーは機能ソフトウェアの人工知能モジュールにおける音声
モジュールを呼び出して音声情報を処理し、音声モジュールの処理結果に基づいて監視ソ
フトウェア又はデータベース又は各機能ソフトウェアを呼び出す。画面インタラクション
モードでは、ユーザはタッチパネルを介して監視ソフトウェア又はデータベース又は各機
能ソフトウェアを直接実行する。
【００１１】
２、少年／少女
【００１２】
　該少年／少女は、処理ユニット、記憶ユニット、通信ユニット、オーディオユニット（
マイクロホン及びスピーカを含む）及び電源ユニットを備え、さらにビデオユニット、セ
ンサユニット及び表示ユニットを備え、各ユニットは処理ユニットに接続され、また、該
少年／少女はラジオアンテナ、雲台等を有してもよく、センサユニットは複数種のセンサ
を含む。通信ユニットは、該製品がハウスキーパー又は外部と直接通信することを可能に
し、ビデオユニットは、ビデオ画像を撮影して、監視及びビデオ通信の役割を果たし、オ
ーディオユニットは音声インタラクション方式でユーザとハウスキーパーのヒューマンコ
ンピュータインタラクションを実現し、さらに音楽やラジオ番組放送等ができ、表示ユニ
ットは必要な各種情報を表示したり、画面インタラクションの方式でハウスキーパー又は
ほかの少年／少女又は外部とのヒューマンコンピュータインタラクションを実現し、セン
サユニットはセキュリティ検査及び室内空気パラメータの検出等に用いられ得る。
【００１３】
３、ホームオートメーションシステム
【００１４】
　完全版システムは、ハウスキーパー、少年／少女及び各種家電製品からなり、ハウスキ
ーパーは脳神経中枢、少年／少女は五官、ほかの家電製品は四肢に相当し、ハウスキーパ
ーと少年は一対一～一対多の方式で協力して作動する。簡易版システムはハウスキーパー
と少年／少女だけを含んでもよいが、ほかの家電製品がないため、四肢麻痺のように自在
に動かすことができず、多数の作業が実施できない。簡易版システムはハウスキーパーと
ほかの家電製品だけを含んでもよいが、少年／少女がないため、五官の機能が失われてし
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まい、自在に動けるものの、視力や聴力や交流能力がなくなり、ほかの製品のオーディオ
・ビデオ機能を代わりにすることができるが、便利性について少年／少女の比べ物になら
ず、特にエクスペリエンスが大幅に低下する。
【００１５】
　各製品は無線又は有線でハウスキーパーと通信可能であり、少年／少女も直接通信が可
能である。ハウスキーパーは、各家電製品に対しては、主にコントローラとして機能し、
それらの情報を収集又は受信して予め設定されたロジック又はユーザが予め設定されたロ
ジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて、それらの動作を制御し、
少年／少女及びローカル又は遠隔端末に対しては、人工知能サーバ及び脳神経中枢であり
、少年／少女及びローカル又は遠隔端末はハウスキーパーに対して五官及び／又はクライ
アント（機能デバイスであってもよい）であり、ハウスキーパーは少年／少女及びローカ
ル又は遠隔端末からのサービス要求を受信して、対応した処理結果を返送し、又は、少年
／少女及びローカル又は遠隔端末に能動的にコンタクトして、各種データを送信又は収集
する。ハウスキーパーは各少年／少女の権限を設定できる。
【００１６】
　ホームオートメーションシステムは各製品を位置する部屋（又は位置）と属するカテゴ
リに応じて区分して、部屋＋カテゴリ名＋製品（又はカテゴリ名＋部屋＋製品）の方式を
用いて、動作及び管理制御を実施する。
【００１７】
　ハウスキーパーのメーカー及び各家電製品の共同メーカーは生産される家電製品毎に、
該製品が特定カテゴリに属する製品であることを示す唯一な標準フォーマットのＩＤ番号
を付与して製品のチップに記憶し、又は／及び製品にマークし、該製品に対応した監視プ
ログラム（特殊な操作特徴を有する場合）を作成し、又は、ハウスキーパーメーカーによ
る監視メーンルーチン中の対応した互換性がある監視モジュールをそのまま使用し、製品
自分のより高品質プログラムを使用する場合、ハウスキーパーの主監視プログラムを呼び
出すための呼び出しインターフェースを提供する。１種の新しい製品監視プログラムを追
加する毎に、ハウスキーパーメーカーは自体の主監視プログラムを更新する。ハウスキー
パーの主監視プログラムにはハウスキーパーの音声モジュールを呼び出すためのインター
フェースが設置され、主監視プログラム及び各製品監視プログラムは予めハウスキーパー
メーカーの公式ウェブサイトサーバーに記憶されてダウンロードに備える。
【００１８】
　ホームオートメーションシステムの構築及び作動形態は以下のとおりである。
各家電製品（少年／少女を含む）を取り付けて、電源を入れて動作させ、ハウスキーパー
と接続すると、ハウスキーパーは該製品をホームオートメーションシステム（データベー
ス）に追加し、次に該製品を取り付けた部屋又は位置の名称をデータベースに手動入力し
、特定部屋又は位置に２以上の同一製品が取り付けられている場合、ハウスキーパーは該
製品に番号を自動的に付けて、部屋又は位置の名称を手動入力した後に、製品に付けた異
なる名称を入力する。
【００１９】
　各家電製品は、各々のコントロールロジック又は動作方式を有するため、一般的に独立
して動作し、ハウスキーパーは主に全体を整合する役割を果たし、複数の独立した製品か
らなるシステムを管理して制御する。一般的に、システムは予め設定されたロジック又は
ユーザが予め設定されたロジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて
動作するが、必要に応じて、少年／少女等の製品又は承認された外部製品、たとえば携帯
電話等の装置により一時的に変更してもよい。ハウスキーパーの監視プログラムは、各製
品を自動ポーリングして、各製品の作業条件データを収集してデータベースに記憶して作
業レポートを生成し、警報を出す製品があれば、中止して、該警報信号を優先的に受信し
てデータベースにおける警報レポートに記憶し、製品が警報に応答して自動処理する又は
ハウスキーパーが警報に応答して処理するイベントをデータベースに記録し、生成したレ
ポートをユーザのクエリ又はハウスキーパーの人工知能プログラムの使用に供するという
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タスクと、収集した各データに基づいて分析処理を行った後、関連コマンドを出力して関
連製品を制御し、又は、少年／少女からのマニュアルコマンドに基づいて制御を変更する
というタスクと、承認された各外部端末装置、たとえば携帯電話、コンピュータ等による
クエリや制御処理の要求に応答するか、又は承認後に関連情報をクラウドに送信するとい
うタスクがある。
【００２０】
　ハウスキーパーのシステムソフトウェア及びアプリケーションソフトウエア（サードパ
ーティのソフトウェアを含む）は自動アップグレードが可能であり、アップグレードイベ
ントが記録される。
【００２１】
　所望した部屋又は位置に少年／少女を取り付け、ユーザが必要に応じて該製品により音
声又は画面インタラクションの方式でハウスキーパーにコンタクトして、ハウスキーパー
によって監視プログラム又はデータベースプログラム又は各機能プログラム（人工知能モ
ジュールを含む）を呼び出し、各家電製品をリアルタイムに監視し、ハウスキーパーで関
連情報をクエリして、関連データを取得し、関連サービスを取得し、又は、ほかの少年／
少女又は外部と通信する目的を実現する。特定製品を独立に監視する必要があり、すなわ
ち、住宅内に特定種類のホームオートメーション製品が１台しかない場合、ハウスキーパ
ーの監視プログラムは、少年／少女が取り付けられた部屋又は位置を超えた監視範囲で該
製品を監視することを許可し、特定種類の製品が２つ以上の部屋又は位置に取り付けられ
ている場合、ハウスキーパーの監視プログラムによる少年／少女のデフォルト制御範囲は
少年／少女が位置する部屋又は位置での該製品であり、監視範囲には制限がなく、ほかの
部屋又は位置にある該同一製品を制御する必要がある場合、ハウスキーパーにコンタクト
するときに該同一製品が位置する部屋又は位置の名称を提供し、特定種類の製品が同一部
屋又は位置に２つ以上取り付けられている場合、少年／少女はハウスキーパーにコンタク
トするときに監視したい製品の名称を提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、２種のホームオートメーションコア製品及び１種のホームオートメーション
化を実現する方法を提案する。この２種のホームオートメーション製品は人間のように家
族のメンバーになり、該製品及び方法はホームオートメーション化を本格的に実現して、
人間と家電製品のインタラクションが人間同士のインタラクションのように自然、スムー
ズ且つ調和に行えるようにし、該システムによれば、消費者はホームオートメーションシ
ステムによる今までなかった新規性、インテリジェンス、快適さ及び満足感を十分に楽し
める。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ハウスキーパーのブロック図である。
【図２】少年／少女のブロック図である。
【図３】ホームオートメーションシステム図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
１、ハウスキーパー
【００２５】
　図１に示すように、該ハウスキーパーのハードウェア部分は処理ユニット、記憶ユニッ
ト、通信ユニット、電源ユニットを備える。
【００２６】
　ハウスキーパーの通信ユニットとしてはＷｉＦｉモジュールが使用できるが、異なる短
距無線通信技術を用いる可能性があるホームオートメーション製品と通信可能に接続する
ために、通信ユニットはＺｉｇＢｅｅ、ブルートゥース、Ｚ－ｗｏｒｋ等のうちの１つ又
は複数；イーサネットモジュール；４Ｇ等の遠距離通信モジュール等のうちの１つ又は複
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数を含んでもよく、また、ルータモジュールを増設することによりルーティング機能をハ
ウスキーパーに追加することにより、ルータを省略して、ハウスキーパーを普通のルータ
として使用できるようにして、ホームオートメーションの形態を簡素化させる。通信ユニ
ット、記憶ユニット及び電源ユニットはすべて処理ユニットに接続される。好適な形態で
は、処理ユニット、通信ユニット及び電源管理ユニットのうちの一部又は大部分をモノリ
シックＳｏｃに集積するように構成することによって、コストを効果的に削減させて、体
積を減少させ、パワーを低下させ、開発しやすくするとともに性能を高めることができる
。記憶ユニットはＤＤＲ３ＳＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ及び高コストパフォーマンスの大容量
高速ＳＡＴＡハードディスクを用いることができる。ハウスキーパーはＵＳＢ、ＨＤＭＩ
、ＶＧＡ、ＲＪ４５やケーブルテレビのインターフェース等のうちの１種又は複数種を含
むインターフェースを複数含む。
【００２７】
　ソフトウェア部分は、オープン型モジュラー構造であり、システムソフトウェア（デー
タベースを含む）とアプリケーションソフトウエアの二つの部分に分類されており、アプ
リケーションソフトウエアはさらに、各機能ソフトウェア（人工知能ソフトウェアを含む
）及び製品監視ソフトウェアの二種（人工知能を有する）に分けられる。好適な形態では
、システムソフトウェアは組み込み式リアルタイムオペレーティングシステム、データベ
ースは埋め込み式データベースを使用することができ、機能ソフトウェアは、ブラウザ、
ビデオとオーディオプレーヤー等の一般的な各種ソフトウェア及び音声処理可能な人工知
能ソフトウェア等を含む。
【００２８】
　一般的に、音声は最も簡単な監視手段であり、ユーザとハウスキーパーは音声インタラ
クションを主な手段、タッチパネルインタラクションを補助手段とする。好適な形態では
、音声ソフトウェアとして従来の成熟した商用ソフトウェアが使用でき、呼び出しインタ
ーフェースを設置して、ハウスキーパーは人工知能モジュールの音声モジュールを呼び出
して音声情報を処理し、音声モジュールによる処理結果に基づいて監視ソフトウェア又は
データベースソフトウェア又はシステム機能ソフトウェア（ほかの知能モジュールを含む
）を呼び出す。画面インタラクションモードでは、ユーザはタッチパネルを介して監視ソ
フトウェア又はデータベースソフトウェア又はシステムの機能ソフトウェアを直接動作さ
せる。
【００２９】
２、少年／少女
【００３０】
　図２に示すように、少年／少女は処理ユニット、記憶ユニット、通信ユニット、オーデ
ィオユニット（マイクロホン及びスピーカを含む）及び電源ユニットを備え、さらに、ビ
デオユニット、センサユニット、表示ユニットを備えてもよく、各ユニットは処理ユニッ
トに接続される。好適な形態では、処理ユニット、ビデオユニット、オーディオユニット
（マイクロホン及びスピーカを除く）、通信ユニット、表示ユニット及び電源管理ユニッ
トの一部又は大部分をモノリシックＳｏｃに集積するように構成することによって、コス
トを効果的に削減させて、体積を減少させ、パワーを低下させ、開発しやすくするととも
に、性能を高めることができる。通信ユニットとして、ＷｉＦｉモジュール及び／又は一
部の消費者による放射線の懸念を解消できるイーサネットモジュールが使用される。ビデ
オユニットはＨＤビデオを提供できる高画素ＣＭＯＳカメラ及びクリアなナイトビジョン
機能を備える赤外ＬＥＤランプを用いるとともに、回転により更なる広範囲を検出できる
雲台が配置されている。記憶ユニットは、ＬＰＤＤＲ３ＳＤＲＡＭ及びＦＬＡＳＨが使用
でき、センサユニットはデジタル式ＰＩＲセンサ、温度センサ、二酸化炭素センサ、光セ
ンサ及び湿度センサ等のうちの１種又は複数種が使用できる。
【００３１】
３、ホームオートメーションシステム
【００３２】
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　図３に示すように、該システムは、ハウスキーパー、少年／少女及び各家電製品（実物
類の各種スマート製品や非スマート製品、及び、室外製品、たとえば自動車、ガーデン製
品等、ならびに、非実物の各種製品、たとえばファミリーアカウント、健康ファイル等を
含む）からなり、各実物製品は無線又は有線でハウスキーパーと通信可能であり、少年／
少女も直接通信できる。ハウスキーパーは、各家電製品に対しては、主にモニターとして
機能し、それらの情報を収集又は受信して予め設定されたロジック又はユーザが予め設定
されたロジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて、それらの動作を
制御し、少年／少女及びローカル又は遠隔端末に対しては、脳神経中枢又はサーバであり
、少年／少女及びローカル又は遠隔端末はハウスキーパーに対して五官又はクライアント
であり、ハウスキーパーは少年／少女及びローカル又は遠隔端末からのサービス要求を受
信して、対応した要求結果を返送し、又は、少年／少女及びローカル又は遠隔端末に能動
的にコンタクトして、データを送信又は収集する。ハウスキーパーは各少年／少女の権限
を設定できる。
【００３３】
　ホームオートメーションシステムは各製品を位置する部屋（又は位置）と属するカテゴ
リに応じて区分して、部屋＋カテゴリ名＋製品（又はカテゴリ名＋部屋＋製品）の方式を
用いて、動作及び管理制御を実施する。たとえば、製品は照明類、空調類、セキュリティ
類、消防類等に分けられ、各種類は対応した製品を含み、たとえば、空調類は空調機、加
湿器等を含み、管理制御をするときに、部屋＋カテゴリ＋製品又はカテゴリ＋部屋＋製品
の方式で行うものとする。
【００３４】
　好適な形態では、ハウスキーパーのメーカー及び各家電製品の共同メーカーは、生産さ
れるホームオートメーション製品毎に、該製品が特定カテゴリに属する製品であることを
示す標準フォーマットのＩＤ番号を付与して製品のチップに記憶し、又は／及び製品にマ
ークし、操作方式が異なる製品毎に対応した監視プログラムを作成する。各共同メーカー
はハウスキーパーの主監視プログラムの対応した互換性がある監視モジュールを使用して
もよく、自分のより高品質監視プログラムを使用してもよく、製品自体のより高品質プロ
グラムを使用する場合、ハウスキーパーの主監視プログラムを呼び出すための呼び出しイ
ンターフェースを提供する。１種の新しい製品監視プログラムを追加する毎に、ハウスキ
ーパーメーカーは自体の主監視プログラムを更新する。ハウスキーパーの主監視プログラ
ムにはハウスキーパーの音声モジュールを呼び出すためのインターフェースが設置され、
主監視プログラム及び各製品監視プログラムは予めハウスキーパーメーカーの公式ウェブ
サイトサーバーに記憶されてダウンロードに備える。
【００３５】
　好適な形態では、ホームオートメーションシステムの構築及び作動形態は以下のとおり
である。
　各製品を取り付けて、電源を入れて動作させ、無線又は有線信号を送信して、ハウスキ
ーパーにより受信し、又は、ハウスキーパーが有線又は無線信号を送信して該製品により
受信して、両方を接続した後、接続をマニュアルで確認し、ハウスキーパーは製品をホー
ムオートメーションシステムに追加する。ハウスキーパーは自動的に該製品及びそのＩＤ
番号をシステムデータベースに入力して、該製品を取り付けた位置での部屋又は位置の名
称を手動入力するように提示し、特定部屋又は位置で特定種類の製品が２つ以上取り付け
られている場合、ハウスキーパーは自動的に該製品に番号を付けて、部屋又は位置の名称
を手動入力した後、製品に付けた異なる名称を入力する。
【００３６】
　各家電製品は、各々のコントロールロジック又は動作方式を有するため、一般的に独立
して動作し、ハウスキーパーは主に全体を整合する役割を果たし、複数の独立した製品か
らなるシステムを管理して制御する。一般的に、システムは予め設定されたロジック又は
ユーザが予め設定されたロジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて
動作するが、必要に応じて一時的に変更してもよい。ハウスキーパーの監視プログラムは
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、各製品を自動ポーリングして、各製品の作業条件データを収集してデータベースに記憶
して作業レポートを生成し、警報を出す製品があれば、中止して、該警報信号を優先的に
受信してデータベースにおける警報レポートに記憶し、製品が警報に応答して自動処理す
る又はハウスキーパーが警報に応答して処理するイベントをデータベースに記録し、生成
したレポートをユーザのクエリ又は人工知能プログラムの使用に供するというタスクと、
収集した各データに基づいて分析処理を行った後、関連コマンドを出力して関連製品を制
御し、又は、少年／少女からのマニュアルコマンドに基づいて制御を変更するというタス
クと、承認された各外部端末装置、たとえば携帯電話、コンピュータ等によるクエリや制
御処理の要求に応答するか、又は承認後に関連情報をクラウドに送信するというタスクが
ある。
【００３７】
　好適な形態では、ハウスキーパーのシステムソフトウェア及びアプリケーションソフト
ウエア（サードパーティのソフトウェアを含む）は自動アップグレードが可能であり、ア
ップグレードイベントが記録される。
【００３８】
　好適な形態では、所望した部屋又は位置に少年／少女（ほかの製品上又は製品内に設置
されて該製品と一体化されてもよい）を取り付け、ユーザが必要に応じて該製品により音
声又は画面インタラクションの方式でハウスキーパーにコンタクトして、ハウスキーパー
によって各種入力要求に基づき、対応したプログラムを呼び出して処理を実行し、各ホー
ムオートメーション製品をリアルタイムに監視し、関連情報をクエリして、関連データを
取得して、関連サービスを取得し、又は、ほかの少年／少女又は外部と通信する目的を実
現する。ハウスキーパーが呼び出すプログラムは、監視プログラム、データベース及び各
種アプリケーションプログラムを含む。たとえば、使用者が特定スマート製品の作業条件
をクエリし且つ特定スマート製品の作動パラメータを調整したいとき、ハウスキーパーは
監視プログラムを呼び出して、クエリ結果を少年／少女に返送し、コントロールコマンド
を関連製品に送信し、特定の歌を聴きたいとき、ハウスキーパーはデータベースプログラ
ムを呼び出してオーディオおよびビデオデータベースを検索し又はインターネットに接続
して検索し、見つけると少年／少女に伝送し、ハウスキーパーによる意見や提案がほしい
とき、ハウスキーパーの人工知能プログラムは、関連情報を分析して処理することにより
それなりの考え方を提供する。特定製品を独立に監視する必要があり、すなわち、住宅内
に特定種類のホームオートメーション製品が１台しかない場合、ハウスキーパーの監視プ
ログラムは、少年／少女が取り付けられた部屋又は位置を超えた監視範囲で該製品を監視
することを許可し、たとえば住宅にインテリジェント掃除機が１台しかなく、且つ該機器
と該少年／少女が同一部屋にいない場合、「部屋を掃除してください、又は、特定部屋を
掃除してください」と話すだけで、ハウスキーパーはコマンドを地機器に送信し、照明装
置やエアコン等の特定種類の製品が２つ以上の部屋又は位置に取り付けられている場合、
ハウスキーパーの監視プログラムによる少年／少女のデフォルト制御範囲は少年／少女が
位置する部屋又は位置での該製品であり、監視範囲には制限がなく、ほかの部屋又は位置
にある該同一製品を制御する必要がある場合、ハウスキーパーにコンタクトするときに該
同一製品が位置する部屋又は位置の名称を提供し、たとえば、「バスルームのランプを点
灯してください」と話し、照明装置等の特定種類の製品が同一部屋又は位置に２つ以上取
り付けられている場合、少年／少女はハウスキーパーにコンタクトするときに監視したい
製品の名称を提供し、たとえば、「前列のランプを点灯してください」と話す。
実施例
【００３９】
１、ハウスキーパー
【００４０】
　図１に示すように、該ハウスキーパーのハードウェア部分は処理ユニット、記憶ユニッ
ト、通信ユニット、電源ユニットを備える。
【００４１】
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　ハウスキーパーの通信ユニットとしてはＷｉＦｉモジュールが使用できるが、異なる短
距無線通信技術を用いる可能性があるホームオートメーション製品と通信可能に接続する
ために、通信ユニットはさらにＺｉｇＢｅｅ、ブルートゥース、Ｚ－ｗｏｒｋ等のうちの
１つ又は複数；イーサネットモジュール；４Ｇ等の遠距離通信モジュール等のうちの１つ
又は複数を含んでもよく、また、ルータモジュールを増設することによりルーティング機
能をハウスキーパーに追加することにより、ルータを省略して、ハウスキーパーを普通の
ルータとして使用できるようにして、ホームオートメーションの形態を簡素化させる。通
信ユニット、記憶ユニット及び電源ユニットはすべて処理ユニットに接続される。好適な
形態では、処理ユニット、通信ユニット及び電源管理ユニットのうちの一部又は大部分を
モノリシックＳｏｃに集積するように構成することによって、コストを効果的に削減させ
て、体積を減少させ、パワーを低下させ、開発しやすくするとともに、性能を高めること
ができる。記憶ユニットはＤＤＲ３ＳＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨ及び高コストパフォーマンス
の大容量高速ＳＡＴＡハードディスクを用いることができる。ハウスキーパーはＵＳＢ、
ＨＤＭＩ、ＶＧＡ、ＲＪ４５やケーブルテレビやＦＭのインターフェース等のうちの１種
又は複数種を含むインターフェースを複数含む。
【００４２】
　ソフトウェア部分は、オープン型モジュラー構造であり、システムソフトウェア（デー
タベースを含む）とアプリケーションソフトウエアの二つの部分に分類されており、アプ
リケーションソフトウエアはさらに、各機能ソフトウェア（人工知能ソフトウェアを含む
）及び製品監視ソフトウェアの二種（人工知能を有する）に分けられる。好適な形態では
、システムソフトウェアは組み込み式リアルタイムオペレーティングシステム、データベ
ースは埋め込み式データベースを使用することができ、機能ソフトウェアは、ブラウザ、
ビデオとオーディオプレーヤー等の一般的な各種ソフトウェア及び音声処理可能な人工知
能ソフトウェア等を含む。
【００４３】
　一般的に、音声は最も簡単な監視手段であり、ユーザとハウスキーパーは音声インタラ
クションを主な手段、タッチパネルインタラクションを補助手段とする。好適な形態では
、音声ソフトウェアとして従来の成熟した商用ソフトウェアが使用でき、呼び出しインタ
ーフェースを設置して、ハウスキーパーは人工知能モジュールの音声モジュールを呼び出
して音声情報を処理し、音声モジュールによる処理結果に基づいて監視ソフトウェア又は
データベースソフトウェア又はシステム機能ソフトウェア（ほかの知能モジュールを含む
）を呼び出す。画面インタラクションモードでは、ユーザはタッチパネルを介して監視ソ
フトウェア又はデータベースソフトウェア又はシステムの機能ソフトウェアを直接動作さ
せる。
【００４４】
２、少年／少女
【００４５】
　図２に示すように、少年／少女は処理ユニット、記憶ユニット、通信ユニット、オーデ
ィオユニット（マイクロホン及びスピーカを含む）及び電源ユニットを備え、さらに、ビ
デオユニット、センサユニット、表示ユニットを備えてもよく、各ユニットは処理ユニッ
トに接続される。好適な形態では、処理ユニット、ビデオユニット、オーディオユニット
（マイクロホン及びスピーカを除く）、通信ユニット、表示ユニット及び電源管理ユニッ
トの一部又は大部分をモノリシックＳｏｃに集積するように構成することによって、コス
トを効果的に削減させて、体積を減少させ、パワーを低下させ、開発しやすくするととも
に、性能を高めることができる。通信ユニットとして、ＷｉＦｉモジュール及び／又は一
部の消費者による放射線の懸念を解消できるイーサネットモジュールが使用される。ビデ
オユニットはＨＤビデオを提供できる高画素ＣＭＯＳカメラ及びクリアなナイトビジョン
機能を備える赤外ＬＥＤランプを用いるとともに、回転により更なる広範囲を検出できる
雲台が配置されている。記憶ユニットは、ＬＰＤＤＲ３ＳＤＲＡＭ及びＦＬＡＳＨが使用
でき、センサユニットはデジタル式ＰＩＲセンサ、温度センサ、二酸化炭素センサ、光セ
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ンサ及び湿度センサ等のうちの１種又は複数種が使用できる。
【００４６】
３、ホームオートメーションシステム
【００４７】
　図３に示すように、該システムは、ハウスキーパー、少年／少女及び各家電製品（実物
類の各種スマート製品や非スマート製品、及び、室外製品、たとえば自動車、ガーデン製
品等、並びに、非実物の各種製品、たとえばファミリーアカウント、健康ファイル等を含
む）からなり、各実物製品は無線又は有線でハウスキーパーと通信可能であり、少年／少
女も直接通信できる。ハウスキーパーは、各家電製品に対しては、主にモニターとして機
能し、それらの情報を収集又は受信して予め設定されたロジック又はユーザが予め設定さ
れたロジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて、それらの動作を制
御し、少年／少女及びローカル又は遠隔端末に対しては、脳神経中枢又はサーバであり、
少年／少女及びローカル又は遠隔端末はハウスキーパーに対して五官又はクライアントで
あり、ハウスキーパーは少年／少女及びローカル又は遠隔端末からのサービス要求を受信
して、対応した要求結果を返送し、又は、少年／少女及びローカル又は遠隔端末に能動的
にコンタクトして、データを送信又は収集する。
【００４８】
　ホームオートメーションシステムは各製品を位置する部屋（又は位置）と属するカテゴ
リに応じて区分して、部屋＋カテゴリ名＋製品（又はカテゴリ名＋部屋＋製品）の方式を
用いて、動作及び管理制御を実施する。たとえば、製品は照明類、空調類、セキュリティ
類、消防類等に分けられ、各種類は対応した製品を含み、たとえば、空調類は空調機、加
湿器等を含み、管理制御をするときに、部屋＋カテゴリ＋製品又はカテゴリ＋部屋＋製品
の方式で行うものとする。
【００４９】
　好適な形態では、ハウスキーパーのメーカー及び各家電製品の共同メーカーは、生産さ
れるホームオートメーション製品毎に、該製品が特定カテゴリに属する製品であることを
示す標準フォーマットのＩＤ番号を付与して製品のチップに記憶し、又は／及び製品にマ
ークし、操作方式が異なる製品毎に対応した監視プログラムを作成する。各共同メーカー
はハウスキーパーの主監視プログラムの対応した互換性がある監視モジュールを使用して
もよく、自分のより高品質監視プログラムを使用してもよく、製品自体のより高品質プロ
グラムを使用する場合、ハウスキーパーの主監視プログラムを呼び出すための呼び出しイ
ンターフェースを提供する。１種の新しい製品監視プログラムを追加する毎に、ハウスキ
ーパーメーカーは自体の主監視プログラムを更新する。ハウスキーパーの主監視プログラ
ムにはハウスキーパーの音声モジュールを呼び出すためのインターフェースが設置され、
主監視プログラム及び各製品監視プログラムは予めハウスキーパーメーカーの公式ウェブ
サイトサーバーに記憶されてダウンロードに備える。
【００５０】
　好適な形態では、ホームオートメーションシステムの構築及び作動形態としては、各製
品を取り付けて、電源を入れて動作させ、無線又は有線信号を送信して、ハウスキーパー
により受信し、又は、ハウスキーパーが有線又は無線信号を送信して該製品により受信し
て、両方を接続した後、接続をマニュアルで確認し、ハウスキーパーは製品をホームオー
トメーションシステムに追加する。ハウスキーパーは自動的に該製品及びそのＩＤ番号を
システムデータベースに入力して、該製品を取り付けた位置での部屋又は位置の名称を手
動入力するように提示し、特定部屋又は位置で特定種類の製品が２つ以上取り付けられて
いる場合、ハウスキーパーは自動的に該製品に番号を付けて、部屋又は位置の名称を手動
入力した後、製品に付けた異なる名称を入力する。
【００５１】
　各家電製品は、各々のコントロールロジック又は動作方式を有するため、一般的に独立
して動作し、ハウスキーパーは主に全体を整合する役割を果たし、複数の独立した製品か
らなるシステムを管理して制御する。一般的に、システムは予め設定されたロジック又は
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ユーザが予め設定されたロジックについて追加削除又は修正を行ったロジックに基づいて
動作するが、必要に応じて一時的に変更してもよい。ハウスキーパーの監視プログラムは
、各製品を自動ポーリングして、各製品の作業条件データを収集してデータベースに記憶
して作業レポートを生成し、警報を出す製品があれば、中止して、該警報信号を優先的に
受信してデータベースにおける警報レポートに記憶し、製品が警報に応答して自動処理す
る又はハウスキーパーが警報に応答して処理するイベントをデータベースに記録し、生成
したレポートをユーザのクエリ又は人工知能プログラムの使用に供するというタスクと、
収集した各データに基づいて分析処理を行った後、関連コマンドを出力して関連製品を制
御し、又は、少年／少女からのマニュアルコマンドに基づいて制御を変更するというタス
クと、承認された各外部端末装置、たとえば携帯電話、コンピュータ等によるクエリや制
御処理の要求に応答するか、又は承認後に関連情報をクラウドに送信するというタスクが
ある。
【００５２】
　好適な形態では、ハウスキーパーのシステムソフトウェア及びアプリケーションソフト
ウエア（サードパーティのソフトウェアを含む）は自動アップグレードが可能であり、ア
ップグレードイベントが記録される。
【００５３】
　好適な形態では、所望した部屋又は位置に少年／少女（ほかの製品上又は製品内に設置
されて該製品と一体化されてもよい）を取り付け、ユーザが必要に応じて該製品により音
声又は画面インタラクションの方式でハウスキーパーにコンタクトして、ハウスキーパー
によって各種入力要求に基づき、対応したプログラムを呼び出して処理を実行し、各ホー
ムオートメーション製品をリアルタイムに監視し、関連情報をクエリして、関連データを
取得して、関連サービスを取得し、又は、ほかの少年／少女又は外部と通信する目的を実
現する。ハウスキーパーが呼び出すプログラムは、監視プログラム、データベース及び各
種アプリケーションプログラムを含む。たとえば、使用者が特定スマート製品の作業条件
をクエリし且つ特定スマート製品の作動パラメータを調整したいとき、ハウスキーパーは
監視プログラムを呼び出して、クエリ結果を少年／少女に返送し、コントロールコマンド
を関連製品に送信し、特定の歌を聴きたいとき、ハウスキーパーはデータベースプログラ
ムを呼び出してオーディオおよびビデオデータベースを検索し又はインターネットに接続
して検索し、見つけると少年／少女に伝送し、ハウスキーパーによる意見や提案がほしい
とき、ハウスキーパーの人工知能プログラムは、関連情報を分析して処理することにより
それなりの考え方を提供する。特定製品を独立に監視する必要があり、すなわち、住宅内
に特定種類のホームオートメーション製品が１台しかない場合、ハウスキーパーの監視プ
ログラムは、少年／少女が取り付けられた部屋又は位置を超えた監視範囲で該製品を監視
することを許可し、たとえば住宅にインテリジェント掃除機が１台しかなく、且つ該機器
と該少年／少女が同一部屋にいない場合、「部屋を掃除してください、又は、特定部屋を
掃除してください」と話すだけで、ハウスキーパーはコマンドを地機器に送信し、照明装
置やエアコン等の特定種類の製品が２つ以上の部屋又は位置に取り付けられている場合、
ハウスキーパーの監視プログラムによる少年／少女のデフォルト制御範囲は少年／少女が
位置する部屋又は位置での該製品であり、監視範囲には制限がなく、ほかの部屋又は位置
にある該同一製品を制御する必要がある場合、ハウスキーパーにコンタクトするときに該
同一製品が位置する部屋又は位置の名称を提供し、たとえば、「バスルームのランプを点
灯してください」と話し、照明装置等の特定種類の製品が同一部屋又は位置に２つ以上取
り付けられている場合、少年／少女はハウスキーパーにコンタクトするときに監視したい
製品の名称を提供し、たとえば、「前列のランプを点灯してください」と話す。
【産業上の実用性】
【００５４】
　本発明は、量産を容易にして、消費者による本格的なインテリジェント化が実現された
ホームオートメーションの期待に応えられる。
【配列表の無料内容】
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【００５５】
　ここで、配列表の内容を説明する段落を記入する。

【図１】 【図２】
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【図３】
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