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(57)【要約】
　構造体１０４内の領域１０２における環境の少なくと
も１つの特性を調節するように適合される制御システム
１２０の動作を制御することにより、領域１０２内の環
境を制御するための制御装置１１０が開示される。制御
装置は、領域１０２内にいる任意の人物のプレゼンス情
報に少なくとも基づき、制御システム１２０によって調
節可能な領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性を
表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示すように
適合されるユーザインターフェイス１１２を含み、その
結果、利用者に可能な制御装置１２０によって領域１０
２内の環境を制御する程度がプレゼンス情報に少なくと
も部分的に基づく。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節する制御システムの動作を
制御することにより、前記領域内の前記環境を制御するための制御装置であって、前記制
御装置は、
　前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を
表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示し、
　前記表わされた少なくとも１つの特性を前記利用者が制御することを可能にするユーザ
インターフェイスであって、前記ユーザインターフェイスにより前記制御装置にユーザ入
力が与えられる、ユーザインターフェイスと、
　前記ユーザ入力に対応する制御信号を前記制御システムに送信することにより、前記少
なくとも１つの特性を調節する通信ユニットと
　を含み、
　前記ユーザインターフェイスが、前記領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少な
くとも基づき、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも
１つの特性を表す一連の利用可能な値を前記利用者に選択的に示し、その結果、前記利用
者に可能な前記制御装置によって前記領域内の前記環境を制御する程度が前記プレゼンス
情報に少なくとも部分的に基づく、
　制御装置。
【請求項２】
　前記ユーザインターフェイスが、前記プレゼンス情報に少なくとも基づき、前記ユーザ
インターフェイスによって前記利用者に示される特性の数及び／若しくは種類、並びに／
又は各特性の前記一連の利用可能な値を適合させる、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記利用者に可能な前記制御装置によって前記領域内の前記環境を制御する前記程度が
、前記領域内にいる人数が少ないほど大きい、請求項１又は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記利用者が前記領域内に位置するという条件で、前記利用者に可能な前記制御装置に
よって前記領域内の前記環境を制御する前記程度が、前記利用者から既定の距離内にいる
人数が少なければ少ないほど大きい、請求項１乃至３の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記通信ユニットが、前記プレゼンス情報を示す信号をプレゼンス情報センサユニット
から受け取り、前記プレゼンス情報センサユニットは前記プレゼンス情報を求める、請求
項１乃至４の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記ユーザインターフェイスが、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前
記環境の特性に関する前記領域内にいる任意の人物の好みに更に基づき、前記制御システ
ムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可
能な値を前記利用者に選択的に示す、請求項１乃至５の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記ユーザインターフェイスが、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前
記環境の特性に関する前記利用者の好みを、前記制御システムによって調節可能な前記領
域内の前記環境の特性に関する前記領域内にいる他の任意の人物の好みと比較することに
更に基づき、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１
つの特性を表す一連の利用可能な値を前記利用者に選択的に示す、請求項６に記載の制御
装置。
【請求項８】
　前記ユーザインターフェイスによって前記利用者に示される前記領域内の前記環境の少
なくとも１つの特性を表す前記一連の利用可能な値のうちの被選択値の選択の、前記領域
内の前記環境に対する影響を推定する推定ユニットを更に含み、
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　前記ユーザインターフェイスが、前記推定ユニットによって推定される前記影響を前記
利用者に更に示す、
　請求項１乃至７の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記プレゼンス情報が、少なくとも前記領域内の前記利用者を識別する識別情報を含み
、前記ユーザインターフェイスが、前記利用者を識別する前記識別情報に更に基づき、前
記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を表す
一連の利用可能な値を前記利用者に選択的に示す、請求項１乃至８の何れか一項に記載の
制御装置。
【請求項１０】
　前記利用者による前記制御装置の使用に関するデータを記憶するメモリユニットを更に
含み、
　前記ユーザインターフェイスが、前記メモリユニット内に記憶されている前記データの
少なくとも一部に更に基づき、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環
境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を前記利用者に選択的に示す、
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の制御装置。
【請求項１１】
　構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節する制御システムの動作を
制御することにより、前記領域内の前記環境を制御するための制御装置用のユーザインタ
ーフェイスであって、前記ユーザインターフェイスは、
　前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を
表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示し、
　前記表わされた少なくとも１つの特性を前記利用者が制御することを可能にするユーザ
インターフェイスであり、前記ユーザインターフェイスにより前記制御装置にユーザ入力
が与えられ、前記制御装置は、前記ユーザ入力に対応する制御信号を前記制御システムに
送信することにより、前記少なくとも１つの特性を調節し、
　前記ユーザインターフェイスが、前記領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少な
くとも基づき、前記制御システムによって調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも
１つの特性を表す一連の利用可能な値を前記利用者に選択的に示し、その結果、前記利用
者に可能な前記制御装置によって前記領域内の前記環境を制御する程度が前記プレゼンス
情報に少なくとも部分的に基づく、
　ユーザインターフェイス。
【請求項１２】
　構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節する制御システムと、
　前記制御システムの動作を制御することによって前記領域内の前記環境を制御するため
の、請求項１乃至１０の何れか一項に記載の制御装置と
　を含む、システム。
【請求項１３】
　前記構造体がビルであり、前記制御システムが、前記ビル内の機械設備及び／又は電気
設備を制御し且つ／又はモニタするためのビル管理システムを含む、請求項１２に記載の
システム。
【請求項１４】
　前記制御システムが前記領域内の照明、暖房、冷房、湿度、音響レベル、及び／又は空
気循環を制御し、前記領域内の前記環境の前記少なくとも１つの特性が、少なくとも１つ
の照明特性、少なくとも１つの温度特性、少なくとも１つの音響特性、湿度、及び／又は
少なくとも１つの空気循環特性を含む、請求項１２又は１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節する制御システムの動作を
制御することにより、前記領域内の前記環境を制御するための制御装置の処理装置内で実
行されるコンピュータプログラムであって、前記制御装置は、前記制御システムによって



(4) JP 2016-518077 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

調節可能な前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利
用者に選択的に示し、前記表わされた少なくとも１つの特性を前記利用者が制御すること
を可能にするユーザインターフェイスを含み、前記ユーザインターフェイスにより前記制
御装置にユーザ入力が与えられ、前記制御装置は、前記ユーザ入力に対応する制御信号を
前記制御システムに送信することにより、前記少なくとも１つの特性を調節する通信ユニ
ットを更に含み、前記処理装置は、前記ユーザインターフェイスに結合され、
　前記コンピュータプログラムは、前記処理装置内で実行されるとき、前記領域内にいる
任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも基づき、前記制御システムによって調節可能な
前記領域内の前記環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を前記利用者に
対して前記ユーザインターフェイスに選択的に示させるコンピュータプログラムコードを
保持するコンピュータ可読手段を含み、その結果、前記利用者に可能な前記制御装置によ
って前記領域内の前記環境を制御する程度が前記プレゼンス情報に少なくとも部分的に基
づく、
　コンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に制御装置に関する。とりわけ本発明は、構造体内の領域における環境
の少なくとも１つの特性を調節するように適合される制御システムの動作を制御すること
により、その領域内の環境を制御するための制御装置に関する。本発明は、その制御装置
用のユーザインターフェイスに更に関する。構造体は例えばビルを含み得る。領域は、例
えばオフィス等の職場や自宅内の１つ又は複数の部屋を含み得る。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス、とりわけオープンプランオフィスは、一般的に、例えば照明、暖房、換気等
に関して、限られたオフィス環境の個別制御又は個人的制御をそれぞれの職員又は利用者
に提供する。その一方で、利用者が自身の環境を制御していると感じたいということを示
す研究があり、もしそれが実現できれば利用者の福祉及び生産性の向上がことによるとも
たらされ得る。例えば、環境心理学、エネルギ効率の良い照明、及びビルオートメーショ
ンの分野で過去数十年間に行われた研究は、職場やオフィス内の照明、暖房、換気等に関
して利用者の好みが著しく多様であることを示している。しかし、個別制御又は個人的制
御に関して概して職員に殆ど提供されておらず、その理由は、特に間仕切りの無いオフィ
スの場合、或る職員によってオフィス内の環境の特性が局所的に変えられることが、オフ
ィス内の照明、暖房、冷房、換気等に関して異なる好みをことによると有し得る、そのオ
フィス内の他の職員の（知覚される）快適さに悪影響を及ぼし得るからである。更に、幾
分かの又は或る程度の省エネを原則として実現できるようにするように構築される省エネ
自動化ソリューション（例えば所謂ビルオートメーションシステム）等の応用は、場合に
よっては実際には省エネに関して最適とは言えないことが分かっている。その理由の１つ
は、かかる応用が導入される位置にいる占有者の個人的な快適さ及び満足をかかる応用が
概して考慮しないからである。例えば人は、かかる応用の初期設定による自動的挙動によ
って自身の快適さが損なわれていると感じることにより、かかる応用の初期設定による自
動的挙動を意図的に妨害し又は無効にしようと試みる場合がある。
【０００３】
　或る領域、例えばオフィスや自宅内の環境の特性を変えるための新規且つ改善された技
術の登場により、利用者は例えば様々な異なる雰囲気シーンを作り出せるようになるため
に自身の環境をより制御したいと願う可能性がある。この発展は、領域内の環境を制御す
るためのユーザインターフェイスの複雑さが増す原因になり得る。例えば、ホームコント
ロールシステム用の（例えば所謂スマートホーム用の）ユーザインターフェイスが一層複
雑になっていることが認められている。ユーザインターフェイスの複雑さの増加を軽減す
るための１つの手法は、光強度、温度、ファンの回転速度等、比較的低レベルのパラメー
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タ又は特性を利用者が制御できるようにすることにより、所望の雰囲気シーンを利用者が
比較的大きく自由に選べるようにすることである。別の手法は、Ｐｈｉｌｉｐｓによって
提供されているＳｃｈｏｏｌＶｉｓｉｏｎやＤｙｎａｌｉｔｅシステムのように、最も一
般的な又は使用されている雰囲気シーンを得るための設定を予めプログラムすることであ
る。
【０００４】
　一例として、国際公開第２０１０／１４３０８９Ａ１号は、制御可能な照明ネットワー
クに適用できる個人的な好みを導き出し、修正し、共有するためのシステム及び機器を開
示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、構造体内の領域における環境の個人的制御又は個別制御を実現するための改善
された方法が当技術分野で依然として求められている。構造体内の領域における環境を制
御するための制御システム、例えばオフィスコントロールシステムやホームコントロール
システム等のユーザインターフェイスの複雑さを減らす需要が当技術分野で更に存在する
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の議論に鑑みて、本発明の関心事は、既知のユーザインターフェイス及び制御装置
に比べ、構造体内の領域における環境の改善された個人的制御又は個別制御を提供できる
ユーザインターフェイス及び制御装置を提供することである。
【０００７】
　本発明の更なる関心事は、既知のユーザインターフェイスに比べて軽減された複雑さを
示す、構造体内の領域における環境を制御する際に使用するためのユーザインターフェイ
スを提供することである。
【０００８】
　本発明の更なる関心事は、既知のユーザインターフェイスに比べて使い易い、構造体内
の領域における環境を制御する際に使用するためのユーザインターフェイスを提供するこ
とである。
【０００９】
　これらの及び他の関心事の少なくとも１つに対処するために、独立請求項による制御装
置、ユーザインターフェイス、及びシステムが提供される。従属請求項によって好ましい
実施形態が定められる。
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を
調節するように適合される制御システムの動作を制御することにより、その領域内の環境
を制御するための制御装置が提供される。この制御装置は、制御システムによって調節可
能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に
示すように適合され、表わされた少なくとも１つの特性を利用者が制御することを可能に
するユーザインターフェイスを含み、このユーザインターフェイスにより制御装置にユー
ザ入力が与えられる。制御装置は、ユーザ入力に対応する制御信号を制御システムに送信
することにより、少なくとも１つの特性を調節するように適合される通信ユニットを含む
。ユーザインターフェイスは、領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも基
づき、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連
の利用可能な値を利用者に選択的に示すように適合され、その結果、利用者に可能な制御
装置によって領域内の環境を制御する程度がプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づく
。
【００１１】
　本発明の第２の態様によれば、制御装置用のユーザインターフェイスが提供され、この
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ユーザインターフェイスは、構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節
するように適合される制御システムの動作を制御することにより、その領域内の環境を制
御するためのものである。ユーザインターフェイスは、制御システムによって調節可能な
領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示す
ように適合され、表わされた少なくとも１つの特性を利用者が制御することを可能にし、
もって制御装置にユーザ入力が与えられる。制御装置は、ユーザ入力に対応する制御信号
を制御システムに送信することにより、少なくとも１つの特性を調節するように適合され
る。ユーザインターフェイスは、領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも
基づき、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一
連の利用可能な値を利用者に選択的に示すように適合され、その結果、利用者に可能な制
御装置によって領域内の環境を制御する程度がプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づ
く。
【００１２】
　従って、ユーザインターフェイスによって与えられる領域内の環境のユーザ制御水準が
、領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報、即ち領域内にいる可能性がある利用者及び
／又は他の任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づいて適合され得る。例
えば、ユーザインターフェイスによって利用者に示される制御選択項目の量、種類、及び
／又は数値範囲が、領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づ
いて制御可能に選択され得る。
【００１３】
　領域内に数人の利用者がおり、各利用者が上記のような制御装置を有する場合、それぞ
れの制御装置のユーザインターフェイスによって実現される領域内の環境のユーザ制御水
準を領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づいて適合させる
ことにより、領域内の環境を支配し又は完全に制御する単一の利用者若しくは人物が領域
内にいなくなり得る。むしろ、領域内の環境の個人的制御又は個別制御を有したいという
利用者の望みと、領域内の環境の特性に関する別の利用者のことによると異なる好みとの
間のバランスをもたらすために、領域内の環境の利用者ごとのユーザ制御水準が設定され
得る。従って、ユーザインターフェイスによって実現される領域内の環境のユーザ制御水
準を領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づいて適合させる
ことにより、領域内にことによると位置する他の任意の利用者のプレゼンス情報が、領域
内の環境を制御するために各利用者が使用可能な制御操作の範囲に影響を及ぼす場合があ
る。
【００１４】
　ユーザインターフェイスによって実現される領域内の環境のユーザ制御水準を領域内に
いる任意の人物のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づいて適合させることにより、
制御装置及びユーザインターフェイスは、適応性ユーザインターフェイスによる領域の環
境の特性の個人的制御又は個別制御に対するより柔軟な手法を促進し若しくは可能にする
ことができ、このことは例えば（利用者以外の）他の人物が領域内にいない場合や、領域
内で利用者から比較的離れて位置する場合に環境の特性をより大きな程度で制御できるよ
うにし得る。例えば照明、日除け、暖房、空気の質、及び／又は空気循環等を領域内で局
所的に及び／又は全体的に制御できるようにすることを目的にユーザインターフェイスを
描画し又は作成して制御システムの制御を可能にするために、領域内の存在、位置、及び
／又は他のコンテキスト情報が利用され得る。同時に、ユーザインターフェイスによって
提供される領域内の環境のユーザ制御水準を領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に
少なくとも部分的に基づいて適合させることにより、利用者には概ね又は最も関連し若し
くは有意な制御選択項目だけがユーザインターフェイスによって提示され得る。これによ
りユーザインターフェイスの複雑さが低下し、ひいては利用者が制御選択項目によって悩
まされるのを回避することを助け又は可能にすることができる。
【００１５】
　次に、利用者が或る領域内の温度を調節したい職員である例に関して本発明の実施形態
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の原理が説明され、その領域はこの例によればオフィス内の１つ又は複数の部屋である。
【００１６】
　まず初めに、利用者がオフィスに入って作業空間を占有する（例えば利用者が席に着く
）。
【００１７】
　次に利用者は、オフィス内の温度を管理するオフィス内の初期設定による条件よりも暖
かい条件を好み、よってより快適に感じるために温度を全体的に又は少なくとも利用者の
近くで数度、例えば４℃上げたい場合がある。
【００１８】
　利用者は、例えばスマートフォンやラップトップ内の個人用ビル制御インターフェイス
であり得る制御装置をアクティブにする。
【００１９】
　制御装置のユーザインターフェイスは、オフィス内にことによると位置する利用者及び
／又は他の任意の人物の存在及び／又は位置に基づいて動的にデータ投入される制御選択
項目を用いて生成される。利用者の位置は、例えば当技術分野で知られているようにラッ
プトップのドッキング位置によって、又はスマートフォンによって突き止められる位置に
よって明らかにされ得る。
【００２０】
　利用者の周辺領域の占有率が比較的低い場合、利用者の位置に近い温度の比較的高い可
能な設定点を実現するようにユーザインターフェイスが動的に適合されても良く、さもな
ければ、例えば省エネのためにオフィス内の所望の温度に関する平均期待値においてのみ
、又はほぼその平均期待値において、利用者の位置に近い温度の設定点を実現するように
ユーザインターフェイスが動的に適合され得る。
【００２１】
　利用者が領域（例えばオフィス）内の環境の他の特性、例えば照明特性、空気循環特性
等を調節したい場合にも同じ又は同様の原理が当てはまり得る。
【００２２】
　制御装置の利用者に関連し又は対応する領域内の位置、例えば利用者に割り当てられた
机や作業空間において等、制御装置自体が領域内に位置しても良い。
【００２３】
　本願の脈絡では、利用者に可能な（制御装置により）領域内の環境を制御する程度がプ
レゼンス情報に少なくとも部分的に基づくとは、例えば制御可能な量の制御選択項目を用
いてユーザインターフェイスに選択的にデータ投入することにより、ユーザインターフェ
イスによって提供される領域内の環境のユーザ制御水準がプレゼンス情報に少なくとも部
分的に基づくことを意味する。
【００２４】
　環境を比較的高度に制御することは、利用者が自身の位置に近い又は自身の位置におけ
る領域内の環境の側面、並びに自身の位置から離れた領域内の環境の側面の両方を制御で
きるようにされることを必然的に伴い得る一方、環境を比較的低い程度で制御することは
、利用者が自身の位置に近い又は自身の位置における領域内の環境の側面だけを制御でき
るようにされることを必然的に伴い得る。
【００２５】
　代替的に、又は加えて、環境を比較的高度に制御することは、利用者が利用可能な値の
比較的広い範囲内、例えば領域の環境の特性を表す期待値や平均値の辺りで領域内の環境
の特性を制御できるようにされることを必然的に伴い得る一方、環境を比較的低い程度で
制御することは、利用者が利用可能な値の比較的狭い範囲内、例えば領域の環境の特性を
表す期待値や平均値の辺りでのみ領域内の環境の特性を制御できるようにされることを必
然的に伴い得る。
【００２６】
　代替的に、又は加えて、環境を比較的高度に制御することは、利用者が例えば領域内の
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照明、温熱状態、音響レベル、湿度、及び／又は空気循環に関する特性を含む領域内の環
境の比較的多くの異なる種類の特性を制御できるようにされることを必然的に伴い得る一
方、環境を比較的低い程度で制御することは、利用者が領域内の環境の比較的少数の異な
る種類の特性だけを制御できるようにされることを必然的に伴い得る。
【００２７】
　例えば領域内の照明を制御することに関して、利用者以外に比較的多数の人が領域内に
いる場合、利用者は（局所的な）机上照明及びことによると自身の位置の上の幾つかの天
井照明を例えば輝度に関して調節することに限定され得るのに対し、利用者以外に更に少
ない人数が領域内にいる場合、例えば利用者から更に離れた照明状態を調節できるように
するために、及び／又は領域内の自然光若しくは人工光の輝度、グレア、色温度、及び／
又は強度等、より広範な照明の側面を調節できるようにするために、利用者の照明に関す
る制御選択項目が増やされても良い。
【００２８】
　ユーザインターフェイスは、プレゼンス情報に少なくとも基づき、例えばユーザインタ
ーフェイスによって利用者に示される特性の数及び／若しくは種類、並びに／又はそれぞ
れの特性の一連の利用可能な値を適合させるように構成され得る。
【００２９】
　制御装置は、例えばラップトップ、所謂「スマートフォン」等の携帯電話、及び／又は
他の何らかの種類のユーザ装置若しくは無線送受信ユニットを含み、又はそれらによって
構成され得る。
【００３０】
　本願の脈絡では、スマートフォンとは、携帯電話の機能と組み合わせられたポータブル
メディアプレーヤ、デジタルカメラ等の撮像装置、全地球測位システム（ＧＰＳ）ナビゲ
ーションユニット等のうちの１つ又は幾つかを含み得る機能を有するモバイルオペレーテ
ィングシステム上に構築される携帯電話を意味する。スマートフォンは、例えば標準的な
ウェブページ並びにモバイル装置による閲覧用に最適化されたウェブページを表示可能な
ウェブブラウザを表示でき、信号、データ等を例えばＷｉ－Ｆｉによって送受信できる、
例えばタッチスクリーン等を含むユーザインターフェイスを含むことができる。スマート
フォンによって使用されるモバイルオペレーティングシステムは、ＧｏｏｇｌｅのＡｎｄ
ｒｏｉｄ、ＡｐｐｌｅのｉＯＳ、ＮｏｋｉａのＳｙｍｂｉａｎ、ＲＩＭ（「Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ」）のＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ　ＯＳ等を含み得る。
【００３１】
　ユーザインターフェイスによる指示は、例えば視覚的、聴覚的、触覚的、又はそれらの
任意の組合せとすることができる。従ってユーザインターフェイスは、制御システムによ
って調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者
に対して選択的に視覚的、触覚的、且つ／又は聴覚的に示すように適合され得る。
【００３２】
　ユーザインターフェイスは、例えば当技術分野で知られているようにグラフィカルユー
ザインターフェイス、ウェブベースのユーザインターフェイス（例えば入力を受け付け、
インターネットによって伝送され、利用者によって例えばウェブブラウザプログラムを用
いて閲覧されるウェブページを生成することにより出力を与えるユーザインターフェイス
）、及び／又は（例えば静電性の技法や抵抗性の技法に基づく）タッチスクリーンを含む
ことができ、又はそれらによって構成され得る。このユーザインターフェイスの列挙は網
羅的ではなく、ユーザインターフェイスは任意の適切な種類のものとすることができる。
【００３３】
　領域又は空間は、構造体内の１つ又は複数の部屋等、少なくとも部分的に境界があり又
は囲まれた領域とすることができ、１つ又は複数の部屋はユーザインターフェイス及び／
又は制御装置の利用者をことによると含む数人の人によって共有され得る。
【００３４】
　領域は例えばビル内に位置することができる。制御システムは、ビル内の機械設備及び
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／又は電気設備を制御し且つ／又はモニタするためのビル管理システムを含み得る。以下
、領域がビル内に位置し、例えばビル内の１つ又は複数の部屋を含み又は１つ又は複数の
部屋によって構成される例に関して本発明の実施形態が主に説明される。１つ又は複数の
部屋は、例えば１つ又は複数のオフィス、自宅内の１つ又は複数の部屋、又は共同領域内
の１つ又は複数の部屋とすることができる。但し、この例は本発明の実施形態の原理を説
明するためのものに過ぎず、本発明を限定するものとして解釈されるべきではないことを
理解すべきである。むしろ本発明は、領域が必ずしもビル内に位置せず、ことによるとビ
ル内の１つ又は複数の部屋に含まれない、又は１つ又は複数の部屋によって構成されない
事例も包含する。例えば領域は、車両や、工場、倉庫、発電所、精錬所等のビルではない
構造体に含まれても良い。
【００３５】
　制御システムは、例えば領域内の照明、暖房、冷房、及び／又は空気循環を制御するよ
うに適合され得る。領域内の環境の少なくとも１つの特性は、例えば少なくとも１つの照
明特性、少なくとも１つの温度特性、少なくとも１つの音響特性、湿度、及び／又は空気
循環特性を含み得る。制御システムは、例えばビル内の機械設備及び／又は電気設備を制
御し且つ／又はモニタするためのビル管理システムを含み得る。
【００３６】
　プレゼンス情報は、例えば領域内にいる任意の人物の存在に関する情報を含み得る。
【００３７】
　代替的に、又は加えて、プレゼンス情報は、領域内にいる任意の人物の位置に関する情
報を含み得る。領域内にいる人物の位置は、例えば領域内の特定の利用者又は人物の実際
の物理的位置を構成するように「物理的」であり得る。代替的に、又は加えて、領域内に
いる人物の位置は「論理的」とすることができ、例えば特定の利用者又は人物に属し又は
対応する、少なくとも部分的に囲まれた領域内の作業領域及び／又は机の位置によって構
成されても良い。
【００３８】
　代替的に、又は加えて、プレゼンス情報は、領域内にいる任意の人物の識別情報に関す
る情報を含み得る。従ってプレゼンス情報は、領域内にいる特定の利用者又は人物を識別
する情報を含むことができる。
【００３９】
　代替的に、又は加えて、ユーザインターフェイスは、領域内の環境の少なくとも１つの
特性を表す一連の利用可能な値を利用者に制御可能に示すように適合されても良く、少な
くとも１つの特性は制御システムによって調節可能である。
【００４０】
　制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利
用可能な値をユーザインターフェイスによって利用者に選択的に且つ／又はことによると
制御可能に示す際、プレゼンス情報以外の情報が利用されても良い。従って、利用者に可
能な制御装置によって領域内の環境を制御する程度が、プレゼンス情報以外の追加情報に
基づき得る。更なる情報は、例えば領域内の環境の現在の特性又は過去の特性（例えば感
知された特性）、領域の外部の環境の特性（例えば気象条件）、領域内にいる任意の人物
の活動に関する情報（例えば領域内にいる人物によって行われる作業や、領域内にいる任
意の人物の動きや姿勢等）等を含み得る。この列挙は網羅的ではない。かかる任意の更な
る情報が、例えば制御システム内に含まれても良い適切な感知手段によって感知され得る
。
【００４１】
　一例によれば、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性
を表す一連の利用可能な値のユーザインターフェイスによる利用者への指示は、領域内の
環境の特性を調節するように適合される装置（これらの装置は例えば制御システム内に含
まれる）から受け取られる信号伝達又は指示に更に基づき得る。一例として、領域内に照
明を与えるように構成される光源を、情報を運ぶための所謂符号化光、例えば変調光を放
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つように適合させることができる。光の変調は、例えば周波数、振幅等に対するものとす
ることができる。
【００４２】
　シナリオの一例は以下の通りであり得る。制御装置内で実行され得る拡張ディスプレイ
アプリケーション、又は制御装置のユーザインターフェイス、例えばスマートフォン上の
表示画面によって示され得る拡張ディスプレイアプリケーションにより、符号化光を使用
し、机上照明を与えることができる光源、例えば天井照明が制御され得る。例えば利用者
は、ユーザインターフェイス（又は例えばスマートフォンの内蔵カメラを使用してスマー
トフォンの表示画面）上で天井照明を見ることができる。天井照明から制御装置、例えば
通信ユニットによって受け取られる符号化光に基づき、受け取られた符号化光を使用して
天井照明を識別することにより、天井照明の制御の可能性についての視覚化のオーバレイ
を示すように、例えばユーザインターフェイス上で天井照明のビューが重ね合わせられる
ようにユーザインターフェイスが適合され得る。利用者が自身に関連し又は対応する符号
化光を伝送することができる光源（例えば主にその利用者による使用が意図される光源）
を見る場合、ユーザインターフェイスは、利用者に比較的近い領域内の１人又は複数の人
物の存在が検出される場合にのみ、利用者の局所的環境に限定され得る光源の照明特性に
関する制御選択項目の程度又は範囲を提供することができ、利用者に近い１人又は複数の
人物の存在が検出されない場合、かかる程度又は範囲がより広範になり得る。利用者が別
の利用者に関連し若しくは対応する、及び／又は利用者から比較的離れて位置する、符号
化光を伝送することができる光源を見る場合、ユーザインターフェイスはかかる他の光源
の照明特性に関する或る程度の制御選択項目を提供することができ、その程度は、かかる
他の光源に比較的近い１人又は複数の人物の存在が検出される場合は比較的低くすること
ができ、又はかかる他の光源に比較的近い１人又は複数の人物の存在が検出されない場合
は比較的高くすることができる。
【００４３】
　制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利
用可能な値をユーザインターフェイスによって利用者に示すことによる、利用者に可能な
制御装置によって領域内の環境を制御する程度は、領域内にいる人数が少なければ少ない
ほど、例えば利用者から既定の距離内にいる人数が少なければ少ないほど高くなり得る。
例えばオフィス環境では、利用者に可能な制御装置によって領域内の環境を制御する程度
は、利用者自身の机又は作業空間に隣接する机又は作業空間を現在占有している人数が少
なければ少ないほど高くなり得る。
【００４４】
　通信ユニットは、プレゼンス情報を示す信号をプレゼンス情報センサユニットから受け
取るように適合され得る。プレゼンス情報センサユニットは、プレゼンス情報を求めるよ
うに適合され得る。
【００４５】
　プレゼンス情報センサユニットは、制御装置内に配置されても良い。従って代替的に、
又は加えて、制御装置はプレゼンス情報を求めるように適合されるプレゼンス情報センサ
ユニットを含むことができる。代替的に、又は加えて、プレゼンス情報センサユニットは
制御装置とは別に配置されても良く、感知されたプレゼンス情報を例えば制御装置の通信
ユニットを介して制御装置に伝達することができる。
【００４６】
　プレゼンス情報センサユニットは、例えばプレゼンスセンサ又は運動センサを含むこと
ができる。プレゼンス／運動検出器又はセンサは、存在又は運動を検出するための様々な
技法を使用することができる。例は、これだけに限定されないが、受動型赤外線検出器、
超音波運動検出器、受動型赤外線技法と超音波技法との組合せに基づく検出器、及びカメ
ラベースのセンサを含む。更なる例は、レーダー、音、及び圧力に基づく検出器を含む。
例えば領域がオフィスである事例では、プレゼンス情報センサユニットが例えば職員の事
務椅子内に配置される圧力センサを含むことができ、かかる圧力センサはそれぞれの事務
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椅子に人が座っているかどうかを検出することができる。
【００４７】
　代替的に、又は加えて、プレゼンス情報センサユニットは、例えばR. Want et al., “
The Active Badge Location System”, Journal ACM Transactions on Information Syst
ems, volume 10, issue 1, January 1992, pages 91-102の中に記載されているような所
謂アクティブバッジシステム等を含み、又はかかるアクティブバッジシステム等によって
構成され得る。かかるアクティブバッジシステムは、人によって着用されるバッジ又はタ
グにより例えばオフィス環境内の人の存在及び位置を検出するために使用されても良く、
かかるバッジ又はタグは、環境内に位置し、赤外線信号を感知することができる複数の赤
外線センサによって感知されるパルス幅変調赤外線信号を周期的に放つことができる。本
明細書にその全体が援用されるR. Want et al.による上記の文献について言及した。
【００４８】
　代替的に、又は加えて、例えば領域がオフィス環境等の中に位置する例では、プレゼン
ス情報センサユニットが、例えば職員のユーザ装置を有線式に又は（例えば無線ＬＡＮ、
ＷＬＡＮによって）無線式に接続する通信ネットワーク（例えばローカルエリアネットワ
ーク、ＬＡＮ）に結合され、又はかかる通信ネットワークと通信し、人物が自身のユーザ
装置にログインしているかどうかを感知することにより、又はそれぞれのユーザ装置の使
用が例えば既定の期間内に検出されているかどうかを感知することにより、領域内の人物
の位置及び／又は識別情報を突き止めるように適合され得る。例えばプレゼンス情報セン
サユニットは、職員が自身のユーザ装置をそれぞれの職員に関連し又は対応するドッキン
グステーション内に挿入したかどうかを感知するように適合され得る。ユーザ装置は、例
えばラップトップ、スマートフォン等の携帯電話等とすることができ、又はそれらを含み
得る。別の例によれば、プレゼンス情報センサユニットは、それぞれのユーザ装置の位置
を示す信号を各々のユーザ装置から取得することにより、領域（例えば１つ又は幾つかの
事務室）内の職員の位置を感知するように適合され得る。例えばユーザ装置、例えばスマ
ートフォンは、全地球測位システム（ＧＰＳ）、（例えば受信信号強度表示、ＲＳＳＩに
基づく）Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、及び／又は無線周波数識別（Ｒ
ＦＩＤ）手段等に基づいて自らの位置を明らかにするように適合されるアプリケーション
を含み得る。
【００４９】
　代替的に、又は加えて、制御装置若しくは通信ユニット及び／又はユーザインターフェ
イスは、プレゼンス情報を示すユーザ入力を受け取ることができるように構成され得る。
従ってプレゼンス情報は、代替的に、又は補足として、ユーザインターフェイス及び／又
は制御装置の利用者によって手入力されても良い。
【００５０】
　ユーザインターフェイスは、制御システムによって調節可能な領域内の環境の特性に関
する領域内にいる任意の人物の好みに更に基づき、制御システムによって調節可能な領域
内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示すよう
に適合され得る。
【００５１】
　例えばユーザインターフェイスは、制御システムによって調節可能な領域内の環境の特
性に関する利用者の好みを、制御システムによって調節可能な領域内の環境の特性に関す
る領域内にいる他の任意の人物、ことによると利用者から既定の距離内にいる任意の人物
及び／又は領域内の既定の小領域内にいる任意の人物の好みと比較することに更に基づき
、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利
用可能な値を利用者に選択的に示すように適合され得る。
【００５２】
　例えば、利用者又は制御装置に隣接する特定のことによると既定数の人物がおり、それ
らの隣人の全てが領域内の平均、既定、又は公称温度よりも低い（又は高い）温度を好む
ことをプレゼンス情報が示す場合、ユーザインターフェイスは、少なくとも隣人の位置の
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近くにおいて部屋又は領域内の温度を利用者がより大きい程度で、例えば平均温度値又は
既定の温度値のすぐ下の（又は上の）温度間隔内で制御できるようにし得る。このことは
、例えば職員に決まった位置の作業空間が割り当てられておらず、利用者が働く位置が時
間と共に、例えばその日その日で変化し得る柔軟な職場環境において特に関連性があり得
る。
【００５３】
　一般的に、利用者又は制御装置に隣接する特定のことによると既定数の人物がおり、利
用者及び隣人が領域内の環境の１つ又は複数の特性に関する同様の好みの範囲を共有する
場合、ユーザインターフェイスは、利用者及び隣人が同様の好みの範囲を共有する領域内
の環境の１つ又は複数の特性に関し、領域内の環境を利用者が制御装置によってより大き
い程度で制御できるようにし得る。例えばオフィス環境又はオフィスのシナリオでは、利
用者及び利用者の作業空間に隣接する作業空間を占有する人物が、平均温度又は公称温度
よりも高い温度の好みをどちらも有する場合がある。ユーザインターフェイスは、少なく
とも利用者の位置及び利用者の作業空間に隣接する作業空間を占有する人物の近くにおい
て領域内の温度を利用者がより大きい程度で、例えば平均温度値又は公称温度値より上の
温度間隔内で制御できるようにするように適合され得る。概して、利用者及び利用者の作
業空間に隣接する作業空間を占有する人物がどちらも領域内の環境の特定の特性の一定の
好みを有する場合、ユーザインターフェイスは、（領域内の環境の特定の特性について同
じ好みをことによると有さない可能性がある）他の人物が領域内にいない場合、又は少な
くとも利用者及びもう片方の人物から比較的離れて位置する場合、領域内の環境の特性に
関し、領域内の環境を利用者が制御装置によってより大きい程度で制御できるようにし得
る。
【００５４】
　領域内にいる人物の好みに関する情報は、予め決定され又は前もって定義され、制御装
置内のメモリ内に記憶され得る。代替的に、又は補足として、その情報はユーザインター
フェイス及び／又は制御装置の利用者によって手入力されても良く、且つ／又は例えば情
報が記憶されているデータベースから通信ユニットによって受信されても良い。
【００５５】
　制御装置は、ユーザインターフェイスによって利用者に示される領域内の環境の少なく
とも１つの特性を表す一連の利用可能な値のうちの被選択値の選択の、領域内の環境に対
する影響を推定するように適合される推定ユニットを含むことができる。
【００５６】
　つまり推定ユニットは、ユーザインターフェイスによって利用者に示される領域内の環
境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値のうちの特定の値を利用者が選択す
る場合の結果である、又はその場合に予期される領域内の環境に対する影響を推定するこ
とができる。
【００５７】
　ユーザインターフェイスは、推定ユニットによって推定される影響を利用者に示すよう
に適合され得る。従って、利用者が制御装置に与えることを計画し又は予見する特定のユ
ーザ入力に起因する領域内の環境に対する効果を示すために、所謂「フィードフォワード
情報」がユーザインターフェイス内で与えられても良い。例えばかかるフィードフォワー
ド情報は、領域内の他の任意の人物に対する特定のユーザ入力の効果を示すために使用さ
れ得る。例えば領域がビル内にあり、制御システムがビル内の機械設備及び／又は電気設
備を制御し且つ／又はモニタするためのビル管理システムを含み、利用者が窓の近くに位
置する事例では、利用者が（制御システムの動作を制御することによって）窓のブライン
ドを制御したい場合、ユーザインターフェイスは、意図されたブラインド制御の結果とし
て予期される、窓から更に離れて位置する他の任意の人物に対する低下した光強度及び／
又は輝度の影響を描画することができる。
【００５８】
　推定ユニットによる領域内の環境に対する影響の推定は、例えばユーザインターフェイ
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スによって制御装置に与えられることが計画され又は予見されるユーザ入力に起因する、
領域内の環境に対する影響の可能性を予測するためのモデルに基づき得る。領域内の照明
特性を調節する例に関して、このモデルは例えば領域内に照明を与えるための照明システ
ムの試運転に関連して作成され得る。例えばオフィス環境に関して、照明システムの導入
者は、例えば照明システム内の複数の光源が与えることができる照明効果を、領域内の様
々な作業空間又は机における作業面照度にマップすることができる。
【００５９】
　領域内の環境に対する影響を推定するために、代替的に、又は加えて、例えばことによ
ると実行時に領域内の環境の特性を感知可能なセンサによって生成される過去に感知され
たデータを用いて影響を推定するために、推定ユニットが例えば（自己）学習システム又
は機械学習システムを利用することができる。
【００６０】
　プレゼンス情報は、少なくとも領域内の利用者を識別する識別情報を含み得る。
【００６１】
　ユーザインターフェイスは、利用者を識別する識別情報に更に基づき、制御システムに
よって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用
者に選択的に示すように適合され得る。
【００６２】
　従って、ユーザインターフェイスによって与えられる領域内の環境のユーザ制御水準が
、例えば利用者の制御特権に（更に）基づくように個人化され得る。制御特権は予め定め
られても良い。
【００６３】
　制御装置は、例えば利用者による制御装置の使用に関するデータを記憶するように適合
されるメモリユニットを含むことができる。
【００６４】
　ユーザインターフェイスは、メモリユニット内に記憶されているデータの少なくとも一
部に更に基づき、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性
を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示すように適合され得る。
【００６５】
　利用者による制御装置の使用に関するデータは、使用目的に関係し、例えば制御システ
ムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す利用可能な値の特定の
設定に関する利用者の好み、及び／又は例えば利用者による制御装置の過去の操作中に集
められた使用データから導出される過去の使用を含み得る。
【００６６】
　本発明の第３の態様によれば、構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を
調節するように適合される制御システムと、制御システムの動作を制御することによって
領域内の環境を制御するための本発明の第１の態様による制御装置とを含むシステムが提
供される。
【００６７】
　領域は、例えばビル内の領域とすることができる。従って構造体は、例えばビルとする
ことができる。
【００６８】
　制御システムは、例えばビル内の機械設備及び／又は電気設備を制御し且つ／又はモニ
タするための当技術分野で知られているビル管理システムを含み得る。
【００６９】
　制御システムは、例えば領域内の照明、暖房、冷房、湿度、音響レベル、及び／又は空
気循環を制御するように適合されても良く、領域内の環境の少なくとも１つの特性は、少
なくとも１つの照明特性、少なくとも１つの温度特性、少なくとも１つの音響特性、湿度
、及び／又は少なくとも１つの空気循環特性を含む。
【００７０】
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　少なくとも１つの照明特性は、例えば領域内の自然光若しくは人工光の輝度、グレア、
色温度、及び／又は強度等を含み得る。少なくとも１つの温度特性は、例えば領域内の指
定の位置（例えば利用者の位置）における又は指定の位置の近くの温度、又は領域内の温
度分布を含み得る。少なくとも１つの空気循環特性は、例えば所与の期間内に領域の外部
と交換される領域内の空気容量の測度を含み得る。
【００７１】
　少なくとも１つの光特性の変化を生じさせるために、制御システムは、例えば領域内の
自然光又は人工光の特性を修正するために使用され得る、当技術分野で知られている調光
器、波長フィルタ、色温度フィルタ、及び／又はブラインド等の調節可能な遮光手段等を
含むことができる。領域内の人工光は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み得る複数
の光源によって生成され得る。制御システムは、光源を選択的にオン／オフ切り替えるよ
うに適合され得る。複数の光源のそれぞれは、例えば放たれる光の強度、色、色温度、輝
度等に関して（例えば制御システムによって）制御可能な発光特性を有し得る。
【００７２】
　領域内の複数の光源の位置が、制御システム（例えばビル管理システムを含む）から制
御装置又は通信ユニットに伝達され得る。
【００７３】
　ユーザインターフェイスは、それぞれの光源の位置、種類、及び／又は発光特性に基づ
き、領域内の光源の「マップ」、並びにことによるとそれぞれの光源の照明効果及び／又
は能力を示すように適合され得る。利用者に可能な制御装置によって領域内の環境を制御
する程度が、プレゼンス情報に加え、制御システムによって求められるそれぞれの光源の
位置、種類、及び／又は発光特性に関する情報に更に基づき得る。
【００７４】
　空気循環の変化を生じさせるために、制御システムは、例えば領域内の換気を制御でき
るようにする換気設備を含み、又は換気設備に結合され得る。湿度の変化を生じさせるた
めに、制御システムは例えば除湿器を含むことができる。
【００７５】
　本発明の第４の態様によれば、制御装置の処理装置内で実行されるように適合されるコ
ンピュータプログラム製品が提供され、かかる制御装置は、構造体内の領域における環境
の少なくとも１つの特性を調節するように適合される制御システムの動作を制御すること
により、その領域内の環境を制御するためのものである。制御装置は、制御システムによ
って調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者
に選択的に示すように適合され、表わされた少なくとも１つの特性を利用者が制御できる
ようにするユーザインターフェイスを含み、このユーザインターフェイスにより制御装置
にユーザ入力が与えられる。制御装置は、ユーザ入力に対応する制御信号を制御システム
に送信することにより、少なくとも１つの特性を調節するように適合される通信ユニット
を含み得る。処理装置はユーザインターフェイスに結合され得る。コンピュータプログラ
ム製品は、処理装置内で実行されるとき、領域内にいる任意の人物のプレゼンス情報に少
なくとも基づき、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１つの特性
を表す一連の利用可能な値を利用者に対してユーザインターフェイスに選択的に示させる
ように構成されるコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ可読手段を含み
、その結果、利用者に可能な制御装置によって領域内の環境を制御する程度がプレゼンス
情報に少なくとも部分的に基づく。
【００７６】
　本発明の更なる目的及び利点が例示的実施形態によって以下で説明される。
【００７７】
　本発明は、特許請求の範囲の中で列挙される特徴のあり得る全ての組合せに関すること
を指摘しておく。添付の特許請求の範囲及び以下の説明を検討すれば、本発明の更なる特
徴及び利点が明らかになる。以下に記載される実施形態以外の実施形態を作り出すために
、本発明の様々な特徴が組み合わせられても良いことを当業者なら理解されよう。
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【００７８】
　本発明の例示的実施形態が、他の添付図面に関して以下で説明される。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施形態を示すシステムの概略的ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による、コンピュータ可読手段又はコンピュータ可読記憶媒体
の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００８０】
　次に本発明が添付図面に関して以下でより完全に説明され、添付図面では本発明の例示
的実施形態が示されている。但し、本発明は多くの異なる形態で具体化されても良く、本
明細書に記載の実施形態に限定されると解釈されるべきではなく、むしろこれらの実施形
態は本発明の範囲を本開示が当業者に伝えるように例として与えられる。
【００８１】
　以下、領域がビル内に位置し、ビル内の１つ又は複数の部屋を含み又は１つ又は複数の
部屋によって構成され、１つ又は複数の部屋が１つ又は複数の事務室である例に関して本
発明の実施形態が説明される。但し、この例は本発明の実施形態の原理を説明するための
ものに過ぎず、本発明に対する限定として解釈されるべきではないことを理解すべきであ
る。むしろ本発明は、領域が必ずしもビル内に位置せず、領域が必ずしも構造体内の１つ
又は複数の部屋（事務室等）内に含まれない、又は１つ又は複数の部屋によって構成され
ない事例も包含する。
【００８２】
　次に図１を参照し、本発明の一実施形態によるシステム１００の概略的ブロック図が示
されている。図１に示されているブロック図は概略的であり、縮尺通りに示されておらず
、本発明の実施形態の原理を解説するためのものであることを理解すべきである。
【００８３】
　図１に示すシステム１００は、構造体１０４内の領域１０２における環境の少なくとも
１つの特性を調節するように適合される制御システム１２０を含む。システム１００は、
（制御システム１２０と領域１０２との間の矢印、及び制御装置１１０と制御システム１
２０との間の矢印のそれぞれによって図１に示されているように）制御システム１２０の
動作を制御することによって領域１０２内の環境を制御するように適合される制御装置１
１０を含む。制御装置１１０はユーザインターフェイス１１２を含む。
【００８４】
　例えば構造体１０４がビルである事例では、制御システム１２０が、例えばビル内の機
械設備及び／又は電気設備を制御し且つ／又はモニタするための当技術分野で知られてい
るビル管理システムを含み得る。制御システム１２０は、例えば領域１０２内の照明、暖
房、冷房、湿度、音響レベル、及び／又は空気循環を制御するように適合され得る。従っ
て、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性
は、例えば領域１０２内の環境の少なくとも１つの照明特性、少なくとも１つの温度特性
、少なくとも１つの音響特性、湿度、及び／又は少なくとも１つの空気循環特性を含み得
る。
【００８５】
　ユーザインターフェイス１１２は、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２
内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者（図１には不図示）
に選択的に示すように適合される。ユーザインターフェイス１１２は、表わされた少なく
とも１つの特性を利用者が制御できるように適合され、これにより制御装置１１０にユー
ザ入力が与えられる。
【００８６】
　制御装置１１０は、ユーザ入力に対応する１つ又は複数の制御信号を制御システム１２
０に送信することにより、少なくとも１つの制御された特性を調節するように適合される
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通信ユニット１１４を含む。通信ユニット１１４はユーザインターフェイス１１２内に一
体的に配置されても良い。
【００８７】
　ユーザインターフェイス１１２は、領域１０２内にいる任意の人物（図１には不図示）
のプレゼンス情報に少なくとも基づき、制御システム１２０によって調節可能な領域１０
２内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を、利用者に選択的に且つ
／又は場合によっては制御可能に示すように適合される。その結果、利用者に可能な制御
装置１１０によって領域１０２内の環境を制御する程度がプレゼンス情報に少なくとも部
分的に基づく。
【００８８】
　図１に示されている実施形態によれば、制御装置１１０が、制御及び／又は処理装置１
１３を含み得る。図１では制御及び／又は処理装置１１３がユーザインターフェイス１１
２内に含まれているが、制御装置１１０内に処理装置１１３があるこの配置は一例による
ものに過ぎない。制御及び／又は処理装置１１３は、制御及び／又は処理装置１１３内で
実行されるとき、利用者に可能な制御装置１１０によって領域１０２内の環境を制御する
程度がプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づくよう、領域１０２内にいる任意の人物
のプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づいて制御システム１２０によって調節可能な
領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に対して
ユーザインターフェイス１１２に選択的に示させるように構成される、適切なコンピュー
タプログラムコードを実行するように適合され得る。
【００８９】
　ユーザインターフェイス１１２は、制御システム１２０によって調節可能な領域内の環
境の特性に関する領域１０２内にいる任意の人物の好みに更に基づき、制御システム１２
０によって調節可能な領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能
な値を利用者に選択的に示すように適合され得る。例えばユーザインターフェイス１１２
による選択的な指示は、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環境の特
性に関する利用者の好みを、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環境
の特性に関する領域１０２内にいる他の任意の人物、ことによるとその利用者から既定の
距離内にいる任意の人物及び／又は領域１０２内の既定の小領域（図１には不図示）内に
いる任意の人物の好みと比較することに基づき得る。
【００９０】
　図１に示す実施形態によれば、通信ユニット１１４は、（プレゼンス情報センサユニッ
ト１２１、１３０、１３１と通信ユニット１１４との間のそれぞれの矢印によって図１で
部分的に示されているように）１つ又は複数のプレゼンス情報センサユニット１１５、１
２１、１３０、１３１から信号を受け取るように構成されても良く、各プレゼンス情報セ
ンサユニットは、それぞれの信号がプレゼンス情報を示すことにより、（制御装置１２０
と領域１０２との間の矢印、及びプレゼンス情報センサユニット１３０と領域１０２との
間の矢印によって図１で部分的に示されているように）領域１０２内にいる任意の人物の
プレゼンス情報を求めるように適合される。
【００９１】
　図１に示されているように、プレゼンス情報センサユニット１１５は例えば制御装置１
１０内に含まれても良い。代替的に、又は補足として、プレゼンス情報センサユニット１
２１、１３０、１３１は、制御装置１１０に対して外部に配置されても良い。図１に示さ
れているように、外部に配置されたプレゼンス情報センサユニット１３１が領域１０２内
に配置されても良い。しかし、同じく図１に示されているように、外部に配置されたプレ
ゼンス情報センサユニット１２１、１３０は代替的に、又は補足として領域１０２の外側
に、例えば制御システム１２０内に配置されても良く（プレゼンス情報センサユニット１
２１参照）、必ずしもシステム１００内に含まれなくても良い（プレゼンス情報センサユ
ニット１３０参照）。
【００９２】
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　プレゼンス情報センサユニット１３１は、例えば職員の事務椅子内に配置される圧力セ
ンサを含む、例えばプレゼンスセンサ又は運動センサを含むことができ、かかる圧力セン
サは人が各々の事務椅子に座っているかどうかを検出することができる。代替的に、又は
加えて、プレゼンス情報センサユニット１１５、１２１、１３０、１３１のどれか１つが
、職員によって着用されるバッジ又はタグによりオフィス内の人の存在又は位置を検出す
るために使用され得る、上記で説明されたようなアクティブバッジシステム内に含まれて
も良く、かかるバッジ又はタグは、複数の赤外線センサによって感知されるパルス幅変調
赤外線信号を周期的に放つことができる。
【００９３】
　別の例によれば、プレゼンス情報センサユニット１１５、１２１、１３０、１３１のど
れか１つが、通信ネットワーク、例えば職員のユーザ装置（例えば制御装置１１０を含む
）を有線式に又は（例えばＷＬＡＮによって）無線式に接続するＬＡＮ（図１には不図示
）に結合され、又はかかる通信ネットワークと通信し、人物が自身のユーザ装置にログイ
ンしているかどうかを感知することにより、又はそれぞれのユーザ装置の使用が既定の期
間内に検出されているかどうかを感知することにより、領域１０２内の人物の位置及び／
又は識別情報を突き止めるように適合され得る。例えばプレゼンス情報センサユニット１
１５、１２１、１３０、１３１のどれか１つが、職員が自身のユーザ装置をそれぞれの職
員に関連し又は対応するドッキングステーション（図１には不図示）内に挿入したかどう
かを感知し、且つ／又はそれぞれのユーザ装置の位置を示す信号を各々のユーザ装置から
取得することにより、領域１０２内の職員の位置を感知するように適合され得る。ユーザ
装置は、例えばラップトップ、スマートフォン等の携帯電話等とすることができる。スマ
ートフォン等のユーザ装置は、例えばＧＰＳ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、及び／又はＲＦＩＤ手段等に基づいて自らの位置を明らかにするように適合される
アプリケーションを含み得る。
【００９４】
　図１に示されている実施形態によれば、制御装置１１０は推定ユニット１１６を含むこ
とができる。推定ユニット１１６は任意選択的である。推定ユニット１１６は、ユーザイ
ンターフェイス１１２によって利用者に示される領域１０２内の環境の少なくとも１つの
特性を表す一連の利用可能な値のうちの被選択値の選択に起因する領域１０２内の環境に
対する影響を推定するように適合される。従って推定ユニット１１６は、ユーザインター
フェイス１１２によって利用者に示される領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性を
表す一連の利用可能な値のうちの特定の値を利用者が選択する場合の結果である、領域１
０２内の環境に対する影響を推定することができる。ユーザインターフェイス１１２は、
推定ユニット１１６によって推定される影響を利用者に示すように適合され得る。それに
より、利用者がユーザインターフェイス１１２に与えることを計画し又は予見するユーザ
入力に起因する領域１０２内の環境に対する効果を示すために、所謂「フィードフォワー
ド情報」がユーザインターフェイス１１２内で与えられても良い。推定ユニット１１６は
、例えばユーザインターフェイス１１２内に一体的に配置されても良い。
【００９５】
　図１に示されている実施形態によれば、制御装置１１０がメモリユニット１１８を含み
得る。メモリユニット１１８は、例えば利用者による制御装置１１０の使用に関するデー
タを記憶するように適合され得る。メモリユニット１１８は任意選択的である。
【００９６】
　ユーザインターフェイス１１２は、メモリユニット１１８内に記憶されているデータの
少なくとも一部に更に基づき、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環
境の少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示すように適合
され得る。利用者による制御装置１１０の使用に関するデータは、使用目的に関係し、例
えば制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環境の少なくとも１つの特性
を表す利用可能な値の特定の設定に関する利用者の好み、及び／又は例えば利用者による
制御装置１１０の過去の操作中に集められた使用データから導出される過去の使用を含み
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得る。
【００９７】
　本発明の実施形態の原理が、構造体１０４内の領域１０２内にいる特定の利用者又は人
物に対応し得る若しくは関連し得る制御装置１１０に関して主に説明されてきたが、領域
１０２内には、構造体１０４内の領域１０２内にいる特定の利用者又は人物にそれぞれ対
応し得る若しくは関連し得る更なる制御装置１４１、１４２、１４３があり得ることを理
解すべきである。例えば、制御装置１１０、１４１、１４２、１４３のそれぞれは、構造
体１０４内の領域１０２内にいる異なる利用者又は人物に対応し若しくは関連し得る。制
御装置１４１、１４２、１４３の１つ又は複数がシステム１００内に含まれても良い（図
１には不図示）。制御装置１４１、１４２、１４３のそれぞれは制御装置１１０と実質的
に同様又は同じであり、制御装置１１０と同様の方法で又は同じ方法で動作し得る。図１
では例として３つの追加の制御装置１４１、１４２、１４３を示すが、構造体１０４内の
領域１０２内には１つ、２つ、３つ、４つ、又は５つ以上の追加の制御装置があっても良
いことを理解すべきである。
【００９８】
　次に図２を参照し、本発明の実施形態によるコンピュータ可読手段、又はコンピュータ
可読記憶媒体２０１、２０２の概略図が示されている。例として、コンピュータ可読記憶
媒体２０１、２０２は、フロッピディスク２０１やデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）２
０２を含む。図１を参照し、制御装置１１０は制御及び／又は処理装置１１３を含むこと
ができる。コンピュータ可読記憶媒体２０１、２０２上には、制御装置１１０の制御及び
／又は処理装置１１３内で実行されるとき、領域１０２内にいる任意の人物のプレゼンス
情報に少なくとも基づき、制御システム１２０によって調節可能な領域１０２内の環境の
少なくとも１つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に対してユーザインターフェイ
ス１１２に選択的に示させるように構成されるコンピュータプログラムコードが記憶され
ている。その結果、利用者に可能な制御装置１１０によって領域１０２内の環境を制御す
る程度がプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づく。
【００９９】
　２つの特定の種類のコンピュータ可読記憶媒体２０１、２０２が例として図２に関して
上記で説明されているが、本発明は、限定されないが、メモリ、ハードディスクドライブ
、コンパクトディスク（ＣＤ）、フラッシュメモリ、磁気テープ、ＵＳＢスティック、ジ
ップドライブ等の他の任意の適切な種類のコンピュータ可読記憶媒体を使用する実施形態
を包含する。メモリは、例えば読み書きメモリ（ＲＡＭ）及び読取専用メモリ（ＲＯＭ）
の任意の組合せとすることができる。
【０１００】
　結論として、構造体内の領域における環境の少なくとも１つの特性を調節するように適
合される制御システムの動作を制御することにより、その領域における環境を制御するた
めの制御装置が開示されている。この制御装置は、領域内にいる任意の人物のプレゼンス
情報に少なくとも基づき、制御システムによって調節可能な領域内の環境の少なくとも１
つの特性を表す一連の利用可能な値を利用者に選択的に示すように適合されるユーザイン
ターフェイスを含み、その結果、利用者に可能な制御装置によって領域内の環境を制御す
る程度がプレゼンス情報に少なくとも部分的に基づく。
【０１０１】
　本発明が添付図面及び上記の説明の中で詳細に図示され説明されてきたが、かかる図面
及び説明は制限的ではなく説明的又は例示的と見なされるべきであり、本発明は開示され
た実施形態に限定されない。特許請求の範囲に記載の本発明を実施する際、図面、本開示
、及び添付の特許請求の範囲を検討することにより、開示された実施形態に対する他の改
変形態が当業者によって理解され、もたらされ得る。或る手段が互いに異なる従属請求項
の中で列挙されているという単なる事実は、それらの手段の組合せが有利に使用されては
ならないことを示すものではない。特許請求の範囲の中の如何なる参照符号も、範囲を限
定するものとして解釈すべきではない。
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