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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスの制御方法であって、
　唯一標記を有する連携場面を設置することと、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記イベントが、前記スマートフォン
における前記イベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバ
イスにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出する
ことと、
　前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、前記連携場面において前
記起動条件に対応する実行デバイスを確定することと、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
と、
　を含み、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、ショートメッ
セージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモ
ードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフ又は前記スマートフ
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ォンセンサーにより収集されたパラメーターにより確定されたイベントであり、前記パラ
メーターは、光強度及び音量中の少なくとも一つであることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
は、
　前記連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成することと、
　前記連携場面に設定された前記ジョブを実行するように、前記実行デバイスをトリガー
する前記実行コマンドを前記実行デバイスに送信することと、を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、
　連携場面を設置する時、提供された前記スマートフォンに関連するイベントのうちの一
つが選択された後、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置することと
、
　提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが選択された後、選択された前
記ジョブを前記連携場面のジョブに設置することと、をさらに含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　デバイスの制御方法であって、
　起動デバイスから送信されて来た信号を受信することと、
　前記信号に基づいて、前記起動デバイスが連携場面における起動条件に合致するか否か
を判断することと、
　スマートフォンは、前記起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致する場
合、前記信号に応じる前記連携場面に設置されたジョブを実行することと、
　を含み、
　前記デバイスの制御方法は、
　唯一標記を有する連携場面を設置することと、
　前記スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記スマートフォンにおけるイベ
ントが、前記スマートフォンにおけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動
条件に対応する実行デバイスにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件
であるか否かを検出することと、
　前記スマートフォンにおけるイベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、
前記連携場面において前記起動条件に対応する実行デバイスを確定することと、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
と、
　を更に含み、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、また、前記連携場面は、起動デバイスにおけるイベントに基づいて設置された起動条
件と前記起動条件に対応する前記スマートフォンにより実行されたジョブとを含み、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記ジョブは電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示、再起動、音量を大きく調
節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン
または機内モードオフであることを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記起動デバイスの発生デバイスを評価するパラメーターを携帯する前記信号に基づき
、前記起動デバイスが連携場面における起動条件に合致するか否かを判定することは、
　前記信号に携帯されたパラメーターに基づき、前記起動デバイスが発生する、電源オン
、電源オフ、再起動、冷房モードオン、暖房モードオン、人が接近した検出又は人が離れ
た検出であるイベントを判定することと、
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　前記イベントが設置された連携場面における起動条件であるか否かを検出することと、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は、
　連携場面を設置する時、起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択された後
、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置することと、
　前記スマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択された後、選択された前記ジ
ョブを前記連携場面のジョブに設置することと、をさらに含むことを特徴とする請求項４
に記載の方法。
【請求項７】
　デバイスの制御装置であって、
　唯一標記を有する連携場面を設置する設置モジュールと、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記イベントが、前記スマートフォン
における前記イベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバ
イスにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出する
ように配置された検出モジュールと、
　前記検出モジュールは、前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件であることが
検出された場合、前記連携場面において、前記起動条件に対応する実行デバイスを確定す
るように配置された確定モジュールと、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記確定モジュールにより確定さ
れた前記実行デバイスを制御するように配置された制御モジュールと、
　を含み、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、ショートメッ
セージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモ
ードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフ又は前記スマートフ
ォンセンサーにより収集されたパラメーターにより確定されたイベントであり、前記パラ
メーターは、光強度及び音量中の少なくとも一つであることを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記制御モジュールは、
　前記連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成するように配置された生
成サブモジュールと、
　前記生成サブモジュールにより生成された、前記連携場面に設定された前記ジョブを実
行するように、前記実行デバイスをトリガーする前記実行コマンドを前記実行デバイスに
送信するように配置された送信サブモジュールと、を含むことを特徴とする請求項７に記
載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、
　連携場面を設置する時、提供された前記スマートフォンに関連するイベントのうちの一
つが選択された後、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置するように
配置された第１設置モジュールと、
　前記連携場面を設置する時、提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが
選択された後、選択された前記ジョブを前記連携場面のジョブに設置するように配置され
た第２設置モジュールと、をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　デバイスの制御装置であって、
　起動デバイスから送信されて来た信号を受信するように配置された受信モジュールと、
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　前記受信モジュールにより受信された前記信号に基づいて、前記起動デバイスが連携場
面における起動条件に合致するか否かを判断し、前記連携場面は、起動デバイスにおける
イベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応するスマートフォンにより
実行されたジョブとを含むように配置された判定モジュールと、
　前記スマートフォンは、前記判定モジュールにより前記起動デバイスが連携場面のうち
の一つの起動条件に合致することが判定された場合、前記信号に応じる前記連携場面に設
置されたジョブを実行するように配置された実行モジュールと、
　を含み、
　前記デバイスの制御装置は、
　唯一標記を有する連携場面を設置することと、
　前記スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記スマートフォンにおけるイベ
ントが、前記スマートフォンにおけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動
条件に対応する実行デバイスにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件
であるか否かを検出することと、
　前記スマートフォンにおけるイベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、
前記連携場面において前記起動条件に対応する実行デバイスを確定することと、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
と、
　を更に含み、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記ジョブは電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示、再起動、音量を大きく調
節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン
または機内モードオフであることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記信号は前記起動デバイスの発生デバイスを評価するパラメーターを携帯し、前記判
定モジュールは、
　前記受信モジュールにより受信された前記信号に携帯されたパラメーターに基づき、前
記起動デバイスが発生する、電源オン、電源オフ、再起動、冷房モードオン、暖房モード
オン、人が接近した検出又は人が離れた検出であるイベントを判定するように配置された
判定サブモジュールと、
　前記判定サブモジュールにより判定された前記イベントが、設置された連携場面におけ
る起動条件であるか否かを検出するように配置された検出サブモジュールと、を含むこと
を特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置は、
　連携場面を設置する時、起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択された後
、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置するように配置された第１設
置モジュールと、
　前記連携場面を設置する時、前記スマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択
された後、選択された前記ジョブを前記連携場面のジョブに設置するように配置された第
２設置モジュールと、を含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　デバイスの制御装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行できるコマンドを記憶するメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
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　唯一標記を有する連携場面を設置し、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記イベントが前記スマートフォンに
おける前記イベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバイ
スにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出し、
　前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、前記連携場面における前
記起動条件に対応する実行デバイスを確定し、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
ように配置され、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、ショートメッ
セージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモ
ードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフ又は前記スマートフ
ォンセンサーにより収集されたパラメーターにより確定されたイベントであり、前記パラ
メーターは、光強度及び音量中の少なくとも一つであることを特徴とする装置。
【請求項１４】
　デバイスの制御装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行できるコマンドを記憶するメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
　起動デバイスから送信されて来た信号を受信し、
　前記信号に基づいて、前記起動デバイスが連携場面における起動条件に合致するか否か
を判断することと、
　スマートフォンは、前記起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致する場
合、前記信号に応じる前記連携場面に設置されたジョブを実行するように配置され、
　前記プロセッサは更に、
　唯一標記を有する連携場面を設置し、
　前記スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記スマートフォンにおけるイベ
ントが、前記スマートフォンにおけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動
条件に対応する実行デバイスにより実行されたジョブとを含む連携場面における起動条件
であるか否かを検出し、
　前記スマートフォンにおけるイベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、
前記連携場面において前記起動条件に対応する実行デバイスを確定し、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御するよう
に配置され、
　前記連携場面は、前記唯一標記に基づいて、前記起動条件及び実行ジョブに一々対応さ
れ、また、前記連携場面は、起動デバイスにおけるイベントに基づいて設置された起動条
件と前記起動条件に対応する前記スマートフォンにより実行されたジョブとを含み、
　前記起動条件は、前記イベント及び操作を含み、前記イベントはスマートフォンにおけ
るイベントであり、前記操作はスマートフォンに対する操作であり、
　前記ジョブは電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示、再起動、音量を大きく調
節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン
または機内モードオフであることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスマートホーム分野に関し、特にデバイスの制御方法及び装置に関する。
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【０００２】
　本発明は出願番号がＣＮ２０１５１０６０１０９５．７であり、出願日２０１５年９月
１８日である中国特許出願に基づいて提出され、該中国特許出願の優先権を出張し、該中
国特許出願の全ての内容はここで参考として本発明に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　現代ホームにおいて、通常、例えば、スマートフォン、テレビ、音響機器、エアコン、
清浄器、ルータ等の様々なデバイスを配置し、これらのデバイスはユーザーに多大な便利
さをもたらす。
【０００４】
　ユーザーにこれらのデバイスを使用させるために、それぞれのデバイスには通常に関連
するコントロールユニット又はリモコンが設置され、これらのデバイスを使用する時、ユ
ーザーはこれらのコントロールユニット又はリモコンによって、それぞれのデバイスに対
するオンと調節を実現することができる。
【０００５】
　本発明を実現する過程において、発明者は従来の技術には少なくとも、家庭生活におい
てデバイスが非常に多く、それぞれのデバイスがいずれも単独で動作し、それぞれのデバ
イスのオンと調節はいずれもユーザーが手動で単独に制御する必要があるため、ユーザー
がこれらのデバイスを実際に使用する時、制御過程がより複雑である問題が存在すること
がわかる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　家庭におけるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーが手動で単独で制
御する必要があるため、制御過程がより複雑になる問題を解決するために、本発明はデバ
イスの制御方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施例の第１態様によれば、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記イベントが前記スマートフォンに
おけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバイスに
より実行されたジョブを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出することと、
　前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、前記連携場面における前
記起動条件に対応する実行デバイスを確定することと、
　前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを制御すること
と、を含むデバイスの制御方法を提供する。
【０００８】
　本発明の第１態様により提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な効果を達するこ
とができる。スマートフォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることに
より、スマートフォンにおけるイベントが発生する時対応する任務を実行するように、実
行デバイスを制御しスマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させることができる
ため、関連された後スマートフォンにおけるイベントが発生すれば、該スマートフォンの
イベントに関連する実行デバイスは対応するジョブを実行するため、これによってそれぞ
れの実行デバイスを効果的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、その
ためかかる技術において家庭におけるそれぞれのデバイスがいずれも単独で動作し、ユー
ザーの手動制御が必要で、制御過程がより複雑になる問題を解決し、スマートフォンを他
のデバイスに連携することができ、ユーザーがデバイスに対する手動制御を省き、制御自
動化を実現する効果に達する。
【０００９】
　好ましくは、前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記実行デバイスを
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制御することは、
　前記連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成することと、
　前記連携場面に設定された前記任務を実行するように、前記実行デバイスをトリガーす
る実行コマンドを前記実行デバイスに送信することと、を含む。
【００１０】
　本発明の第１態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な
効果を達することができる。連携場面のジョブが確定された後、該実行デバイスにより該
連携場面に設置されたジョブを実行するように、該ジョブを実行する実行デバイスに通知
し、連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを自動的に生成することができ、
該実行コマンドを実行デバイスに直接送信することができるため、連携場面に設定された
ジョブを実行するように、実行デバイスを自動的に制御することを保証することができ、
実行デバイスの制御を自動的に実現する可能性を保証する。
【００１１】
　好ましくは、前記方法は、
　連携場面を設置する時、提供された前記スマートフォンに関連するイベントのうちの一
つが選択された後、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置することと
、提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが選択された後、選択された前
記ジョブを前記連携場面のジョブに設置することとをさらに含む。
【００１２】
　本発明の第１態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な
効果を達することができる。提供されたスマートフォンに関連するイベントにより、連携
場面に起動条件を設置し、提供された実行デバイスに関連するジョブにより、該連携場面
にジョブを設置し、これによってスマートフォンと実行デバイスとの間の連携を実現し、
所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提供されたイベント及びジョブにより選択
することができるため、これによって連携場面の設置はユーザーの使用要求をさらに合致
させる。
【００１３】
　好ましくは、前記イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、
ショートメッセージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、
サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフ、又は
前記スマートフォンのセンサーにより収集された、光強度、音量、加速度又は角加速度で
あるパラメーターにより確定されたイベントである。
【００１４】
　本発明の第１態様の好ましい実現形態に提供されたデバイス制御方法は以下の好適な効
果を達することができる。スマートフォンにおけるイベントの種類を設定し、これらのス
マートフォンにおけるイベントは一般に実際の生活における他の後続制御操作と強い関連
性が存在し、これによって連携場面をさらに多種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣に
さらに近づき、家庭生活がさらにスマートになる。
【００１５】
　本発明の実施例の第２態様によれば、起動デバイスにより送信された信号を受信するこ
とと、
　前記信号に基づいて前記起動デバイスは、起動デバイスにおけるイベントに基づいて設
置された起動条件と前記起動条件に対応するスマートフォンにより実行されたジョブを含
む連携場面における起動条件に合致するか否かを判断することと、
　前記起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致する時、前記連携場面に設
置されたジョブを実行することと、を含むデバイスの制御方法を提供する。
【００１６】
　本発明の第２態様により提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な効果を達するこ
とができる。起動デバイスにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することによ
り、起動デバイスにおけるイベントが発生する時、スマートフォンが対応するジョブを実
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行するように制御し、それぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができ
るため、関連後設置された起動デバイスにおけるイベントが発生すれば、スマートフォン
は該イベントに関連する対応したジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果的
に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において家
庭におけるそれぞれのデバイスがいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で、
制御過程がより複雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携する
ことができ、ユーザーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する
効果に達する。
【００１７】
　好ましくは、前記起動デバイスの発生デバイスを評価するパラメーターを携帯する前記
信号に基づき、前記起動デバイスが連携場面における起動条件に合致するか否かを判定す
ることは、
　前記信号に携帯されたパラメーターにより、前記起動デバイスが発生する、電源オン、
電源オフ、再起動、冷房モードオン、暖房モードオン、人の立入の検出又は人の離れの検
出であるイベントを判定することと、
　前記イベントは設置された連携場面における起動条件であるか否かを検出することと、
を含む。
【００１８】
　本発明の第２態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な
効果を達することができる。起動デバイスにより送信された信号におけるパラメーターに
基づき、該起動デバイスはどのようなイベントが発生するかを判定し、これによって該イ
ベントを起動条件とする連携場面が存在するか否かを判定し、起動デバイスが検知した後
、起動デバイスが発生したイベントを判定することができ、そのためスマートフォンによ
り該信号に対応するジョブを正確に実行することを保証することができる。
【００１９】
　好ましくは、前記方法は、
　連携場面を設置する時、起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択された後
、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置することと、
　前記スマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択された後、選択された前記ジ
ョブを前記連携場面のジョブに設置することと、を含む。
【００２０】
　本発明の第２態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御方法は以下の好適な
効果を達することができる。提供された起動デバイスに関連するイベントにより、連携場
面に起動条件を設置し、提供されたスマートフォンに関連するジョブにより、該連携場面
にジョブを設置し、これによって起動デバイスとスマートフォンとの間の連携を実現し、
所望する連携場面を設置するように、ユーザーは提供されたイベント及びジョブに基づい
て選択することができるため、これによって連携場面の設置はユーザーの使用要求にさら
に合致させる。
【００２１】
　好ましい前記ジョブは電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示、再起動、音量を
大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モ
ードオン、機内モードオフである。
【００２２】
　本発明の第２態様の好ましい実現形態に提供されたデバイス制御方法は以下の好適な効
果を達することができる。スマートフォンのジョブの種類を設定し、これらのスマートフ
ォンにおけるジョブは一般に実際の生活における他のイベントと強い関連性が存在し、こ
れによって連携場面をさらに多種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、
家庭生活はさらにスマートになる。
【００２３】
　本発明の実施例の第３態様によれば、
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　スマートフォンにおいてイベントが発生する時、前記イベントが前記スマートフォンに
おけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバイスに
より実行されたジョブを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出するように配
置された検出モジュールと、
　前記検出モジュールにより前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件であること
が検出された場合、前記連携場面において前記起動条件に対応する実行デバイスを確定す
るように配置された確定モジュールと、
　確定された前記連携場面に設定されたジョブを実行するように、前記確定モジュールに
より確定された前記実行デバイスを制御するように配置された制御モジュールと、を含む
デバイスの制御装置を提供する。
【００２４】
　本発明の第３態様により提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な効果を達するこ
とができる。スマートフォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることに
より、スマートフォンにおけるイベントが発生する時、対応するジョブを実行するように
、実行デバイスを制御し、スマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させることが
できるため、関連後スマートフォンにおけるイベントが発生すれば、該スマートフォンの
イベントに関連する実行デバイスは対応するジョブを実行し、これによってそれぞれの実
行デバイスを効果的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためか
かる技術において家庭におけるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの
手動制御が必要となり、制御過程がより複雑になる問題を解決し、スマートフォンを他の
デバイスに連携することができ、ユーザーがデバイスに対する手動制御を省き、制御自動
化を実現する効果に達する。
【００２５】
　好ましくは、前記制御モジュールは、
　前記連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成するように配置された生
成サブモジュールと、
　前記生成サブモジュールにより生成された、前記実行デバイスをトリガーし前記連携場
面に設定された前記ジョブを実行する前記実行コマンドを前記実行デバイスに送信するよ
うに配置された送信サブモジュールと、を含む。
【００２６】
　本発明の第３態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な
効果を達することができる。連携場面のジョブが確定された後、該実行デバイスにより該
連携場面に設置されたジョブを実行するように、該ジョブを実行する実行デバイスに通知
し、連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを自動的に生成することができ、
該実行コマンドを実行デバイスに直接送信することができるため、連携場面に設定された
ジョブを実行するように、実行デバイスを自動的に制御することを保証することができ、
実行デバイスの制御を自動的に実現する可能性を保証する。
【００２７】
　好ましくは、前記装置は、
　連携場面を設置する時、提供された前記スマートフォンに関連するイベントの一つが選
択された後、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置するように配置さ
れた第１設置モジュールと、
　前記連携場面を設置する時、提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが
選択された後、選択された前記ジョブを前記連携場面のジョブに設置するように配置され
た第２設置モジュールと、をさらに含む。
【００２８】
　本発明の第３態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な
効果を達することができる。提供されたスマートフォンに関連するイベントにより、連携
場面に起動条件を設置し、提供された実行デバイスに関連するジョブにより、該連携場面
にジョブを設置し、これによってスマートフォンと実行デバイスとの間の連携を実現し、
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所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提供されたイベント及びジョブに基づいて
選択することができるため、これによって連携場面の設置はユーザーの使用要求にさらに
合致する。
【００２９】
　好ましい前記イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、ショ
ートメッセージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイ
レントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフ又は前記ス
マートフォンセンサーにより収集された、光強度、音量、加速度又は角加速度であるパラ
メーターにより確定されたイベントである。
【００３０】
　本発明の第３態様の好ましい実現形態に提供されたデバイス制御装置は以下の好適な効
果を達することができる。スマートフォンにおけるイベントの種類を設定し、これらのス
マートフォンにおけるイベントは一般に実際の生活における他の後続制御操作と強い関連
性が存在し、これによって連携場面をさらに多種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣に
さらに近づき、家庭生活がさらにスマートになる。
【００３１】
　本発明の実施例の第４態様に基づいて、
　起動デバイスにより送信された信号を受信するように配置された受信モジュールと、
　前記受信モジュールにより受信された前記信号に基づいて前記起動デバイスが、起動デ
バイスにおけるイベントに設置された起動条件と前記起動条件に対応するスマートフォン
により実行されたジョブを含む連携場面における起動条件に合致するか否かを判断するよ
うに配置された判定モジュールと、
　前記判定モジュールにより前記起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致
すると判定された場合、前記連携場面に設置されたジョブを実行するように配置された実
行モジュールと、を含むデバイスの制御装置を提供する。
【００３２】
　本発明の第４態様により提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な効果を達するこ
とができる。起動デバイスにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することによ
り、起動デバイスにおけるイベントが発生する時対応する任務を実行するように、実行デ
バイスを制御し、それぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができるた
め、関連された後設置された起動デバイスにおけるイベントが発生すれば、スマートフォ
ンは該イベントに関連する対応するジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果
的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において
家庭におけるそれぞれのデバイスがいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で
、制御過程がより複雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携す
ることができ、ユーザーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現す
る効果に達する。
【００３３】
　好ましくは、前記信号は前記起動デバイスの発生デバイスを評価するパラメーターを携
帯し、前記判定モジュールは、
　前記受信モジュールにより受信された前記信号に携帯されたパラメーターに基づき、前
記起動デバイスが発生する、電源オン、電源オフ、再起動、冷房モードオン、暖房モード
オン、人が接近した検出又は人が離れた検出であるイベントを判定するように配置された
判定サブモジュールと、
　前記判定サブモジュールにより判定された前記イベントは設置された連携場面における
起動条件であるか否かを検出するように配置された検出サブモジュールと、を含む。
【００３４】
　本発明の第４態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な
効果を達することができる。起動デバイスにより送信された信号におけるパラメーターに
基づき、該起動デバイスはどのようなイベントが発生するかを判定し、これによって該イ
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ベントを起動条件とする連携場面が存在するか否かを判定し、起動デバイスが知られた後
、起動デバイスが発生したイベントを判定することができ、そのためスマートフォンによ
り該信号に対応するジョブを正確に実行することを保証することができる。
【００３５】
　好ましくは、前記装置は、
　連携場面を設置する時、前記起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択され
た後、選択された前記イベントを前記連携場面の起動条件に設置するように配置された第
１設置モジュールと、
　前記連携場面を設置する時、前記スマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択
された後、選択された前記ジョブを前記連携場面のジョブに設置するように配置された第
２設置モジュールと、をさらに含む。
【００３６】
　本発明の第４態様の好ましい実現形態に提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な
効果を達することができる。提供された起動デバイスに関連するイベントにより、連携場
面に起動条件を設置し、提供されたスマートフォンに関連するジョブにより、該連携場面
にジョブを設置し、これによって起動デバイスとスマートフォンとの間の連携を実現し、
所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提供されたイベント及びジョブに基づいて
選択することができるため、連携場面の設置はユーザーの使用要求にさらに合致させる。
【００３７】
　好ましい前記ジョブは、電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示、再起動、音量
を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内
モードオン、機内モードオフである。
【００３８】
　本発明の第４態様の好ましい実現形態に提供されたデバイス制御装置は以下の好適な効
果を達することができる。スマートフォンのジョブの種類を設定し、これらのスマートフ
ォンにおけるジョブは一般に実際の生活における他のイベントと強い関連性が存在し、こ
れによって連携場面をさらに多種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、
家庭生活はさらにスマートになる。
【００３９】
　本発明の実施例の第５態様によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行できるコマンドを記憶するメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、前記イベントが前記スマートフォンに
おけるイベントに基づいて設置された起動条件と前記起動条件に対応する実行デバイスに
より実行されたジョブを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出し、
　前記イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、前記連携場面における前
記起動条件に対応する実行デバイスを確定し、
　前記実行デバイスにより前記連携場面に設定されたジョブを実行することを制御するよ
うに配置されるデバイスの制御装置を提供する。
【００４０】
　本発明の第５態様により提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な効果を達するこ
とができる。スマートフォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることに
より、スマートフォンにおけるイベントが発生する時、対応するジョブを実行するように
、実行デバイスを制御し、スマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させることが
できるため、関連された後スマートフォンにおけるイベントが発生すれば、該スマートフ
ォンのイベントに関連する実行デバイスは対応するジョブを実行し、これによってそれぞ
れの実行デバイスを効果的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、その
ためかかる技術において家庭にそれぞれのデバイスがいずれも単独で動作し、ユーザーの
手動制御が必要で、制御過程がより複雑になる問題を解決し、スマートフォンを他のデバ
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イスに連携することができ、ユーザーがデバイスに対する手動制御を省き、制御の自動化
を実現する効果に達する。
【００４１】
　本発明の実施例の第６態様によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行できるコマンドを記憶するメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　起動デバイスにより送信された信号を受信し、
　前記信号に基づいて前記起動デバイスは、起動デバイスにおけるイベントに基づいて設
置された起動条件と前記起動条件に対応するスマートフォンにより実行されたジョブを含
む連携場面における起動条件に合致するか否かを判断し、
　前記起動デバイスは連携場面のうちの一つの起動条件に合致する時、前記連携場面に設
置されたジョブを実行するように配置されるデバイスの制御装置を提供する。
【００４２】
　本発明の第６態様により提供されたデバイスの制御装置は以下の好適な効果を達するこ
とができる。起動デバイスにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することによ
り、起動デバイスにおけるイベントが発生する時、対応する任務を実行するように、実行
デバイスを制御し、それぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができる
ため、関連された後設置された起動デバイスにおけるイベントが発生すれば、スマートフ
ォンはイベントに関連する対応するジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果
的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において
家庭におけるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で
、制御過程がより複雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携す
ることができ、ユーザーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現す
る効果に達する。
【００４３】
　理解すべきことは、以上の一般的な説明と後の詳細な説明は例示的なものに過ぎず、本
発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
　ここの図面は明細書に合わせ本明細書の一部を構成し、本発明に合致する実施例を示し
、明細書と共に本発明の原理を解釈するのに用いられる。
【００４５】
【図１】一部の例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法に係わるスマートホー
ム場面の概略図である。
【図２】一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャートであ
る。
【図３Ａ】別の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャー
トである。
【図３Ｂ】一例示的な実施例により示された連携場面設置時のフローチャートである。
【図３Ｃ】一例示的な実施例により示された連携場面を設置する設置インターフェースの
概略図である。
【図３Ｄ】一例示的な実施例により示された連携場面の設置における起動条件の設置イン
ターフェースの概略図である。
【図３Ｅ】一例示的な実施例により示された連携場面の設置における実行ジョブの設置イ
ンターフェースの概略図である。
【図４】他の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャート
である。
【図５Ａ】他の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャー
トである。
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【図５Ｂ】別の一例示的な実施例により示された連携場面設置時のフローチャートである
。
【図５Ｃ】別の一例示的な実施例により示された連携場面の設置における起動条件の設置
インターフェースの概略図である。
【図５Ｄ】別の一例示的な実施例により示された連携場面の設置における実行ジョブの設
置インターフェースの概略図である。
【図６Ａ】一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図である
。
【図６Ｂ】別の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図で
ある。
【図７Ａ】他の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図で
ある。
【図７Ｂ】他の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図で
ある。
【図８】一例示的な実施例により示されたデバイスを制御する装置のブロック図である。
【図９】別の一例示的な実施例により示されたデバイスを制御する装置のブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　ここで例示的な実施例について詳しく説明し、その実施例は図面に示す通りである。下
記の説明が図面に関わる時、別途に表示されない限り、異なる図面における同じ数字は同
じ又は類似する要素を表示する。以下の例示的な実施例に説明される実施形態は本発明と
一致する全ての実施形態を代表するわけではない。逆に、それらは添付の特許請求の範囲
に詳細に記載された本発明の一部の態様と一致する装置と方法の例に過ぎない。
【００４７】
　図１は一部の例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法に係わるスマートホー
ム応用場面の概略図であり、図１に示すように、該家庭応用場面にはスマートフォン１０
２と、サーバ１０４と、スマートデバイス１０６とを含むことができる。
【００４８】
　スマートフォン１０２は無線ネットワークによりサーバ１０４に関連され、ここで記述
された無線ネットワークはＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ規格に基づく無線ローカルエリアネ
ットワークＷｉＦｉ（英語：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ、略称：ＷｉＦｉ）、
又は移動ネットワークであってもいい。
【００４９】
　好ましくは、スマートフォン１０２がＷｉＦｉによりサーバ１０４に関連する時、該ス
マートフォン１０２はさらにＷｉＦｉにより他のそれぞれのスマートデバイス１０６に相
互関連することができる。
【００５０】
　好ましくは、スマートフォン１０２はさらにブルートゥース又は近距離無線通信（英語
：Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、略称：ＮＦＣ）という方式によ
り他のスマートデバイス１０６に相互関連することができる。
【００５１】
　好ましくは、スマートフォン１０２にはスマート家庭向けクライアントが取り付けるこ
とができ、ユーザーは該スマート家庭向けクライアントにおいてユーザーがサーバ１０４
に登録されたユーザーアカウントをログインすることができる。好ましくは、ユーザーは
さらに他のスマートデバイスに該スマート家庭向けクライアントが取り付けることができ
、ユーザーは既に該スマート家庭向けクライアントが取り付けられたスマートデバイスに
ユーザーのアカウントをログインすることができる。
【００５２】
　サーバ１０４は一台のサーバであってもよく、複数のサーバにより配置されたクラスタ



(14) JP 6445173 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

サーバであってもいい。サーバ１０４はスマートフォン１０２が持っているユーザーアカ
ウントを記憶することができ、該ユーザーアカウントがバインディングされたそれぞれの
スマートデバイスを記憶することができる。好ましくは、サーバ１０４はネットワーク側
の家庭応用場面に対応するサービスを提供するサーバである。
【００５３】
　好ましくは、該家庭応用場面は家庭内のそれぞれのスマートデバイスにＷｉＦｉ環境を
提供する無線ルータ１０８をさらに含むことができる。
【００５４】
　図２は一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャートであ
り、図２に示すように、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクライアント又はサー
バ１０４に応用し、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示された実
施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられてもよく、他のスマートデバイスに
取り付けられてもよく、該デバイスの制御方法は以下のステップを含む。
【００５５】
　ステップ２０１において、スマートフォンにおけるイベントが発生する時、該イベント
が該スマートフォンにおけるイベントに基づいて設置された起動条件と該起動条件に対応
する実行デバイスにより実行されたジョブを含む連携場面における起動条件であるか否か
を検出する。
【００５６】
　ステップ２０２において、該イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、
該連携場面における該起動条件に対応する実行デバイスを確定する。
【００５７】
　ステップ２０３において、該実該連携場面に設定されたタスクを実行するように、該実
行デバイスを制御する。
【００５８】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、スマートフ
ォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることにより、スマートフォンに
おけるイベントが発生する時、対応するジョブを実行するように、実行デバイスを制御し
、スマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させ、関連された後にスマートフォン
におけるイベントが発生すれば、該スマートフォンのイベントに関連された実行デバイス
は対応するジョブを実行することができるため、それぞれの実行デバイスを効果的に制御
することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において家庭にお
けるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要であり、制
御過程がより複雑になる問題を解決し、スマートフォンを他のデバイスに連携することが
でき、ユーザーはデバイスに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する効果に達する
。
【００５９】
　図３Ａは一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャートで
あり、図３Ａに示すように、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクライアント又は
サーバ１０４に応用し、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示され
た実施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられてもよく、他のスマートデバイ
スに取り付けられてもよく、該デバイスの制御方法は以下のステップを含む。
【００６０】
　ステップ３０１において、スマートフォンにおけるイベントにより設置された起動条件
と該起動条件に対応する実行デバイスにより実行されたジョブを含む連携場面を設置する
。即ち、各連携場面は、起動条件と、起動条件に合致する時に実行するジョブとの二部分
により配置される。
【００６１】
　本実施例において、起動条件に対応するデバイスはスマートフォンであり、ジョブを実
行するデバイスは実行デバイスである。
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【００６２】
　ここで記述された実行デバイスは通常にスマートホームにおける他の様々なデバイスで
あり、例えば、実行デバイスは他のスマートフォン、スマートテレビ、スマート音響機器
、タブレットパソコン、空気清浄機、スマートエアコン、デスクトップコンピューター、
スマートドア、スマート窓、スマートスイッチ又はソケットなどである。
【００６３】
　顕然に、実際のスマートホームにおいて、実行デバイスは上記の様々なデバイスに限定
するものではなく、本実施例は実行デバイスの具体的な種類に対し限定されない。
【００６４】
　連携場面を設置する時、図３Ｂに示されたステップを参照することができる。
【００６５】
　ステップ３０１ａにおいて、提供されたスマートフォンに関連するイベントのうちの一
つが選択された後、選択された該イベントを該連携場面の起動条件に設置する。
【００６６】
　可能な実現形態において、ユーザーは自分のユーザーアカウントを利用してスマート家
庭向けクライアントにログインすることができ、スマート家庭向けクライアントを利用し
て連携場面を設置することができる。一般的には、ユーザーは電子デバイスにおけるスマ
ート家庭向けクライアントを利用して自分のユーザーアカウントをログインすることがで
き、この電子デバイスはスマートフォン、タブレットパソコン等であってもいい。該スマ
ート家庭向けクライアントに自分のユーザーアカウントがログインされた場合、該クライ
アントはサーバからログインされたユーザーアカウントの関連情報を取得することができ
、これらの情報には該ユーザーアカウントにバインディングされたスマートフォンと他の
それぞれのスマートデバイスと、提供されたスマートフォンのイベントと、提供された他
のそれぞれのスマートデバイスの実行ジョブとが含まれ、このスマートデバイスは連携場
面を設置するための時に実行デバイスと呼ばれる。
【００６７】
　連携場面を設置する過程において、該スマート家庭向けクライアントは連携場面の設置
インターフェースに連携場面における起動条件とジョブを設置する入口を展示する。図３
Ｃに示すように、それは一例示的な実施例により示された連携場面を設置する設置インタ
ーフェースの概略図であり、図３Ｃにおいて、設置インターフェース３１は連携場面にお
ける起動条件を設置する設置入口３２と連携場面におけるジョブを設置する設置入口３３
を提供する。
【００６８】
　ユーザーが設置インターフェースに連携場面における起動条件を設置する設置入口をト
リガーする時、該スマート家庭向けクライアントは該ユーザーアカウントがバインディン
グされたスマートフォンにおける様々なイベントを表示することができる。スマートフォ
ンのイベントは着信の受信、着信の拒否、ショートメッセージの受信、ショートメッセー
ジの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモード
オン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフなどを含み、又は該スマ
ートフォンにおけるセンサーにより収集されたパラメーターが確定されたイベントであり
、該パラメーターは光強度、音量、加速度又は角加速度などであってもよく、さらにスマ
ートフォンにおける画像センサー、指紋識別センサー、光電センサー、加速度センサー、
重力センサー、距離センサー、方向センサー等のセンサーによりトリガーされたイベント
であってもよく、例えば、写真を撮ることによりある人を識別すること、指紋によりある
人を識別すること、スマートフォンをクリックすること、スマートフォンの上下の揺れ、
スマートフォンの左右の揺れ、スマートフォンの表裏逆にして置く、スマートフォンのあ
る角度での傾斜（例えば９０度）等であってもいい。
【００６９】
　図３Ｄに示すように、それは一例示的な実施例により示された連携場面における起動条
件設置する設置インターフェースの概略図であり、図３Ｄにおいて、起動条件の設置イン
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ターフェースに表示されるスマートフォンのイベントは、携帯の表裏逆にして置く、帰宅
モード、留守モード、携帯の着信、メッセージの着信、携帯電源オフ、携帯電源オンなど
の設置を含む。ユーザーはこれらのイベントからいずれかを選択し、連携場面の起動条件
とすることができ、即ち、起動条件は該スマートフォンに選択された該イベントが発生す
る時である。
【００７０】
　一般的には、提供されたスマートフォンに関連するイベントのうちの一つが選択された
後、スマートフォンは一つの条件選択コマンドを生成し、該条件選択コマンドは選択され
たイベントを連携場面の起動条件に確定することを指示し、該条件選択コマンドにより指
示されたイベントを該連携場面の起動条件に設置する。
【００７１】
　ステップ３０１ｂにおいて、提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが
選択された後、選択された該ジョブを該連携場面のジョブに設置する。
【００７２】
　ユーザーが設置インターフェースにジョブを設置する設置入口をトリガーする時、該ス
マート家庭向けクライアントは該ユーザーアカウントがバインディングされたそれぞれの
実行デバイスにおける様々なジョブを表示することができる。異なる実行デバイスは同じ
又は異なるジョブに対応し、実行デバイスのジョブは該スマートデバイスの性能、種類な
どに関連する。
【００７３】
　例えば、スマートランプに対し、該スマートランプが実行できるジョブは電気オン、電
気オフ、光の明滅などを含む。
【００７４】
　例えば、空気清浄機に対し、該空気清浄機が実行できるジョブは浄化機能オン、睡眠機
能オン、指示ランプの点滅などを含む。
【００７５】
　図３Ｅに示すように、それは一例示的な実施例により示された連携場面の実行ジョブを
設置する設置インターフェースの概略図であり、図３Ｅにおいて、実行ジョブの設置イン
ターフェースには様々なスマートデバイス及び様々なスマートデバイスの実行ジョブを表
示し、例えば、スマートランプに対応する実行ジョブは、電気オン、電気オフ、光の明滅
、光を明るくすることおよび光を暗くすることを含み、該設置インターフェースには、例
えば、スマートエアコンと、スマートテレビと、空気清浄機とのような他のスマートデバ
イスをさらに含み、スマートフォンがトリガーされたスマートデバイスに対応する実行ジ
ョブを展示するように、ユーザーはこれらのスマートデバイスの入口をトリガーすること
である。
【００７６】
　説明が必要なのは、連携場面において実行ジョブに設置されたスマートデバイスは実行
デバイスと呼ばれる。
【００７７】
　一般的には、提供された実行デバイスに関連するジョブのうち一つが選択された後、ス
マートフォンは一つのジョブ選択コマンドを生成し、該ジョブ選択コマンドは、選択され
たスマートデバイスが実行できるジョブを連携場面のジョブに確定することを指示し、該
ジョブ選択コマンドにより指示されたスマートデバイスとジョブを該連携場面に実行デバ
イスにより実行されたジョブに設置する。
【００７８】
　注意すべきは、スマート家庭向けクライアントがディスプレイされたスマートフォンの
それぞれのイベント及びスマートデバイスのそれぞれの実行ジョブはいずれもサーバによ
り事前設定されたものである。当然、スマート家庭向けクライアントが展示されたスマー
トフォンのそれぞれのイベント及びスマートデバイスのそれぞれの実行ジョブはクライア
ントによりサーバに薦められたものであってもいい。
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【００７９】
　上記ステップ３０１ａとステップ３０１ｂに基づき、ユーザーは自分の需要により連携
場面の設置を実現することができる。
【００８０】
　例を挙げて言えば、ユーザーはスマートフォンを持ち帰る時、事前にスマートエアコン
をオープンすることができ、その時、ユーザーが設置された連携場面における起動条件は
スマートフォンが帰宅モードにあることができ、該連携場面におけるジョブはスマートエ
アコンのオンであってもいい。
【００８１】
　他の例を挙げて言えば、スマートフォンの電源を切る時、通常にユーザーは眠り込むよ
うとすることを表明し、この時ユーザーが設置された連携場面における起動条件はスマー
トフォンのオフであってもよく、該連携場面におけるジョブはスマートランプのオフであ
ってもいい。
【００８２】
　さらに例を挙げて言えば、スマートフォンがショートメッセージを受信した場合、ユー
ザーは即時ショートメッセージに関心を持たせることを保証するために、この時ユーザー
が設置された連携場面における起動条件はスマートフォンによりショートメッセージが受
信されたことであり、該連携場面におけるジョブはスマート音響機器の鳴ることであって
もいい。
【００８３】
　実際の応用において、様々な異なる場面における連携を実現するように、ユーザーは実
際の需要に従い、スマートフォンにおいて常用イベントを結合し、他のスマートデバイス
に関連することができる。
【００８４】
　補足説明に必要なのは、上記のステップ３０１ａと３０１ｂの実行順序を互換すること
ができ、ユーザーは連携場面を設置する時、実際の需要に応じて設置することができ、例
えば、一つを設置してもよく、二つ又は二つ以上を設置してもよい。
【００８５】
　一つの可能な場面において、連携場面を区分するために、連携場面を設置する時、それ
ぞれの連携場面に唯一標記を生成し、連携場面における起動条件、実行デバイスにより実
行されたジョブは表１に示すようになる。
【００８６】
【表１】

【００８７】
　それ以外に、連携場面における起動条件はさらにスマートフォンに対する操作であって
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もよく、対応する連携場面における起動条件、実行デバイスが実行するジョブは表２に示
す。
【００８８】
【表２】

　ステップ３０２において、スマートフォンにおけるイベントが発生する時、該イベント
が連携場面における起動条件であるか否かを検出する。
【００８９】
　スマートフォンにおけるイベントが発生することを判定した場合、異なるイベントは異
なる判定方法に対応する。
【００９０】
　例を挙げれば、連携場面に設置されたイベントはスマートフォンが帰宅モードにあるこ
とを例とし、スマートフォンは家の無線ルータに関連することを検知した場合、該スマー
トフォンは帰宅モードにあることを認定することができ、又は、スマートフォンのスマー
トフォン地理位置に対するロケータデータに基づき、スマートフォンの地理位置は家が所
在する位置に近いことが確定され、該スマートフォンは帰宅モードにあることを認定する
。
【００９１】
　別の例を挙げて言えば、連携場面に設置されたイベントはスマートフォンが留守モード
にあることを例とし、スマートフォンは家の無線ルータから切断されたことを検知した場
合、該スマートフォンは留守モードにあることを認定することができ、又は、スマートフ
ォンのスマートフォン地理位置に対するロケータデータに基づき、スマートフォンの地理
位置は所在する位置に近いことが確定され、該スマートフォンは留守モードにあることを
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認定する。
【００９２】
　さらに例を挙げて言えば、スマートフォンの着信を例とし、スマートフォンにおけるシ
ステムは該スマートフォンに着信があることが検知された場合、判定結果をスマート家庭
向けクライアントに通知することができ、該スマート家庭向けクライアントは該スマート
フォンに着信があることを判定することができる。
【００９３】
　スマートフォンが発生するイベントが確定された場合、該イベントは既に設定された連
携場面における起動条件であるか否かをさらに検出することができる。好ましくは、ユー
ザーが設定された連携場面はユーザーアカウントを利用してサーバに同期することができ
、サーバはユーザーが設置された連携場面を受信した後、該連携場面をユーザーアカウン
トに対応して記憶することができ、ユーザーアカウントがスマートクライアントにログイ
ンする時、サーバから該ユーザーアカウントに対応して記憶されたそれぞれの連携場面を
取得し、スマート家庭向けクライアントにおいて展示することができる。
【００９４】
　ステップ３０３において、該イベントは連携場面のうちの一つの起動条件である場合、
該連携場面における該起動条件に対応する実行デバイスを確定する。
【００９５】
　好ましくは、スマート家庭向けクライアントにそれぞれの連携場面が記憶された場合、
起動条件が該イベントの連携場面であることを検索することができ、該連携場面において
該起動条件に対応する実行デバイスを更に取得する。
【００９６】
　ステップ３０４において、該連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成
する。
【００９７】
　実行デバイスが対応するジョブを実行できるように、スマートフォンにおけるスマート
家庭向けクライアントは連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成するこ
とができ、例えば、設定されたジョブが電気を切ることである時、該実行コマンドはオフ
コマンドであってもいい。
【００９８】
　スマートフォンにおけるスマート家庭向けクライアントはスマートフォンのイベントが
発生することが確定され、該イベントを起動条件とする連携場面が確定された後、該連携
場面における実行デバイス及び実行デバイスが実行する必要なジョブを検索し、スマート
デバイスが実行しようとするジョブに基づき、該実行デバイスに該実行デバイスが正確に
識別できる実行コマンドを生成することができる。
【００９９】
　ステップ３０５において、該連携場面に設定された該ジョブを実行するように、該実行
デバイスをトリガーする該実行コマンドを該実行デバイスに送信する。
【０１００】
　スマート家庭向けクライアントは実行コマンドを該実行デバイスに直接送信してもよく
、該実行コマンドをネットワーク側デバイスに送信してもよく、ネットワーク側デバイス
により該実行デバイスに伝送する。
【０１０１】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、スマートフ
ォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることにより、スマートフォンに
おけるイベントが発生する時、対応するジョブを実行するように、実行デバイスを制御し
、スマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させることができるため、関連された
後スマートフォンにおけるイベントが発生すれば、該スマートフォンのイベントに関連す
る実行デバイスは対応するジョブを実行し、これによってそれぞれの実行デバイスを効果
的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において
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家庭におけるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で
、制御過程がより複雑になる問題を解決し、スマートフォンを他のデバイスに連携するこ
とができ、ユーザーはデバイスに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する効果に達
する。
【０１０２】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、さらに、連携場面のジョブが
確定された後、該実行デバイスにより該連携場面に設置されたジョブを実行するように、
該ジョブを実行する実行デバイスに通知し、連携場面に設定されたジョブに従って実行コ
マンドを自動的に生成することができ、該実行コマンドを実行デバイスに直接送信するこ
とができるため、連携場面に設定されたジョブを実行するように、実行デバイスを自動的
に制御することを保証することができ、実行デバイスの制御を自動的に実現する可能性を
保証する。
【０１０３】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、さらに、提供されたスマート
フォンに関連するイベントにより、連携場面に起動条件を設置し、提供された実行デバイ
スに関連するジョブにより、該連携場面にジョブを設置し、これによってスマートフォン
と実行デバイスとの間の連携を実現し、所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提
供されたイベント及びジョブに基づいて選択することができるため、これによって連携場
面の設置はユーザーの使用要求にさらに合致させる。
【０１０４】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、さらに、スマートフォンにお
けるイベントの種類を設定し、これらのスマートフォンにおけるイベントは一般に実際の
生活における他の後続制御操作と強い関連性が存在し、これによって連携場面をさらに多
種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、家庭生活がよりスマートになる
。
【０１０５】
　なお、上記ステップ３０２～ステップ３０５はさらにネットワーク側のデバイスに用い
られることができ、即ち、スマートフォンにおけるイベントが発生する時、ユーザーアカ
ウントを利用して該スマートフォンのイベント又は該スマートフォンの該イベントを記述
する記述情報をネットワーク側のデバイスに送信し、ネットワーク側のデバイスが該イベ
ントを検知し、ネットワーク側のデバイスにより該イベントが連携場面における起動条件
であるか否かを検出し、該イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、ネッ
トワーク側のデバイスにより該連携場面において該起動条件に対応する実行デバイスを確
定し、ネットワーク側のデバイスが該連携場面に設定されたジョブによってコマンドを生
成し、ネットワーク側のデバイスにより該実行コマンドを該実行デバイスに送信する。
【０１０６】
　図４は一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャートであ
り、図４に示すように、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクライアント又はサー
バ１０４に応用し、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示された実
施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられ、又他のスマートデバイスにも取り
付けられ、該デバイスの制御方法は以下のステップを含む。
【０１０７】
　ステップ４０１において、起動デバイスにより送信された信号を受信する。
【０１０８】
　ステップ４０２において、該信号に基づいて該起動デバイスは、起動デバイスにおける
イベントに基づいて設置された起動条件と該起動条件に対応するスマートフォンにより実
行されたジョブを含む連携場面における起動条件に合致するか否かを判断する。
【０１０９】
　ステップ４０３において、該起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致す
る時、該連携場面に設置されたジョブを実行する。
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【０１１０】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、起動デバイ
スにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することにより、起動デバイスにおけ
るイベントが発生する時、対応する任務を実行するように、実行デバイスを制御し、それ
ぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができるため、関連された後設置
された起動デバイスにおけるイベントが発生する場合、スマートフォンは該イベントに関
連する対応するジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果的に制御することが
でき、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において家庭におけるそれぞ
れのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で、制御過程がより複
雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携することができ、ユー
ザーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する効果に達する。
【０１１１】
　図５Ａは一例示的な実施例により示されたデバイスの制御方法の方法フローチャートで
あり、図５Ａに示すように、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクライアント又は
サーバ１０４に応用し、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示され
た実施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられ、又他のスマートデバイスにも
取り付けられ、該デバイスの制御方法は以下のステップを含む。
【０１１２】
　ステップ５０１において、起動デバイスにおけるイベントに基づいて設置された起動条
件と該起動条件に対応するスマートフォンにより実行されたジョブを含む連携場面を設置
する。本実施例において、起動条件に対応するデバイスは起動デバイスであり、ジョブを
実行するデバイスはスマートフォンである。
【０１１３】
　ここで記述された起動デバイスは通常にスマートホームにおける他の様々なデバイスで
あり、例えば、起動デバイスは他のスマートフォン、スマートテレビ、スマート音響機器
、タブレットパソコン、空気清浄機、スマートエアコン、デスクトップコンピューター、
スマートドア、スマート窓、スマートスイッチ又はソケットであってもいい。
【０１１４】
　顕然に、実際のスマートホームにおいて、起動デバイスは上記の様々なデバイスに限定
されるものではなく、本実施例は起動デバイスの具体的な種類に対して限定されない。
【０１１５】
　連携場面を設置する時、図５Ｂに示されたステップを参照することができる。
【０１１６】
　ステップ５０１ａにおいて、起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択され
た後、選択された該イベントを該連携場面の起動条件を設置する。
【０１１７】
　可能な実現形態において、ユーザーは自分のユーザーアカウントを利用してスマート家
庭向けクライアントにログインすることができ、スマート家庭向けクライアントを利用し
て連携場面を設置することもできる。一般的には、ユーザーは電子デバイスにおけるスマ
ート家庭向けクライアントを利用して自分のユーザーアカウントをログインすることがで
き、ここの電子デバイスはスマートフォン、タブレットパソコン等であってもいい。ユー
ザーはスマート家庭向けクライアントに自分のユーザーアカウントをログインした場合、
該クライアントはサーバからログインされたユーザーアカウントの関連情報を取得し、こ
れらの情報には該ユーザーアカウントがバインディングされたスマートフォンとその他の
スマートデバイスと、提供されたスマートフォンの実行ジョブと、提供されたその他のス
マートデバイスのイベントとが含まれ、連携場面を設置する時、ここのスマートデバイス
は起動デバイスと呼ばれる。
【０１１８】
　図３Ｃに示すように、連携場面を設置する過程において、該スマート家庭向けクライア
ントは連携場面の設置インターフェースに連携場面における起動条件とジョブを設置する
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入口を展示する。
【０１１９】
　ユーザーは設置インターフェースにジョブを設置する設置入口をトリガーする時、該ス
マート家庭向けクライアントは該ユーザーアカウントがバインディングされたそれぞれの
スマートデバイスにおける様々なイベントを表示することができる。異なるスマートデバ
イスは同じ又は異なるジョブに対応し、スマートデバイスのイベントは該スマートデバイ
スの性能、種類などに関連する。
【０１２０】
　例えば、スマートランプに対し、該スマートランプに対応するイベントは電気オン、電
気オフ、光の明滅等を含む。
【０１２１】
　さらに、例えば、空気清浄機に対し、該空気清浄機に対応するイベントは浄化機能オン
、お休み機能オン、指示ランプの点滅等を含む。
【０１２２】
　図５Ｃに示すように、別の一例示的な実施例により示された連携場面の起動条件を設置
する設置インターフェースの概略図であり、図５Ｃにおいて、起動条件の設置インターフ
ェースには様々なスマートデバイス及び様々なスマートデバイスのイベントを表示し、例
えば、スマートランプに対応するイベントは、ランプオン、ランプオフを含む。さらに例
えば、スマートエアコンに対応するイベントは、エアコンオン、エアコンオフ、冷房モー
ド、暖房モードを含む。該設置インターフェースにはさらに他のイベントを含み、例えば
、人が接近、人が離れである。
【０１２３】
　イベントの「人が接近」と「人が離れ」もスマートデバイスに基づいて収集された状態
パラメーターにより判定する。
【０１２４】
　説明が必要なのは、連携場面における起動条件に設置されたスマートデバイスは起動デ
バイスと呼ばれる。
【０１２５】
　一般的に言えば、提供された該起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択さ
れた後、スマートフォンは条件選択コマンドを生成し、該条件選択コマンドは、選択され
たスマートデバイスが実行できるイベントを連携場面の起動条件に確定することを指示し
、該条件選択コマンドの指示によりスマートデバイスのイベントを該連携場面における起
動デバイスの起動条件に設置する。
【０１２６】
　ステップ５０１ｂにおいて、該スマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択さ
れた後、選択された該ジョブを該連携場面のジョブに設置する。
【０１２７】
　ユーザーが設置インターフェースにおける連携場面のジョブを設置する設置入口をトリ
ガーする時、該スマート家庭向けクライアントは該ユーザーアカウントがバインディング
されたスマートフォンにおけるジョブを表示することができる。
【０１２８】
　図５Ｄに示すように、別の一例示的な実施例により示された連携場面の実行ジョブを設
置する設置インターフェースの概略図であり、図５Ｄにおいて、ジョブ設置インターフェ
ースに表示されたスマートフォンのジョブは、着信音の鳴り響き、バイブレーション、ス
クリーンのフラッシュ、携帯音量を大きく調節、携帯音量を小さく調節、サイレントモー
ドオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モードオフを含む。連携場面のジ
ョブとするように、ユーザーはこれらのジョブからいずれかを選択することができる。
【０１２９】
　一般的に言えば、提供されたスマートフォンに関連するジョブのうちの一つが選択され
た後、スマートフォンはジョブ選択コマンドを生成し、該ジョブ選択コマンドは、選択さ
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れたスマートフォンのジョブを連携場面のジョブに確定することを指示し、該ジョブ選択
コマンドにより指示されたジョブを該連携場面の実行ジョブに設置する。
【０１３０】
　好ましいスマートフォンにおけるジョブは、電源オフ、着信の受信、未読メッセージの
表示、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレン
トモードオフ、機内モードオン、機内モードオフなどであり、さらに図５Ｄに示された他
のジョブであってもよく、顕然に、さらに他のスマートフォンが実現できるジョブであっ
てもよく、本実施例はスマートフォンにおけるジョブに対して限定されない。
【０１３１】
　なお、スマート家庭向けクライアントがディスプレイされたスマートデバイスのそれぞ
れのイベント及びスマートデバイスのそれぞれのジョブはいずれもサーバにより事前設定
されたものである。当然、スマート家庭向けクライアントがディスプレイされたスマート
フォンのそれぞれのジョブ及びスマートデバイスのそれぞれのイベントはいずれもクライ
アントによりサーバに推薦されたものである。
【０１３２】
　上記ステップ５０１ａとステップ５０１ｂに基づき、ユーザーは自分の需要に基づいて
連携場面の設置を実現することができる。
【０１３３】
　例を挙げて言えば、スマートテレビがビデオを再生する時、スマートフォンの音量を大
きく調節することができ、この時、ユーザーが設置された連携場面における起動条件はス
マートテレビのビデオ再生であってもよく、該連携場面におけるジョブはスマートフォン
の音量を大きく調節であってもいい。
【０１３４】
　他の例を挙げて言えば、スマートランプを切る時、ユーザーはスマートフォンの位置が
知りたい場合、この時、ユーザーが設置された連携場面における起動条件はスマートラン
プを切ることであってもよく、該連携場面におけるジョブはスマートフォンのスクリーン
のフラッシュであってもいい。
【０１３５】
　ステップ５０２において、起動デバイスにより送信された信号を受信し、該信号は該起
動デバイスの発生デバイスを評価するパラメーターを携帯する。
【０１３６】
　一般的に言えば、起動デバイスはあるイベントが発生する時、該イベントの発生を評価
するパラメーターを対応的に取得することができる。
【０１３７】
　例を挙げて言えば、空気清浄機が浄化する時、空気における空気質パラメーターを対応
的に収集することができる。
【０１３８】
　他の例を挙げて言えば、エアコンが暖房モードである時、該エアコンは暖房モードにあ
ることを指示するパラメーターを対応的に取得することができる。
【０１３９】
　起動デバイスはイベントが発生することを確定した場合、該イベントに対応する信号を
スマートフォン又はスマート家庭向けクライアントに送信することができ、又は対応する
信号をネットワーク側のデバイスに送信し、ネットワーク側のデバイスにより該スマート
フォンに該信号を伝送する。この信号において、通常に該起動デバイスの発生デバイスを
評価するパラメーターを携帯する。
【０１４０】
　ステップ５０３において、該信号に携帯されたパラメーターに基づき、該起動デバイス
が発生するイベントを判定する。
【０１４１】
　異なる起動デバイスは異なるイベントを有し、例えば、電源オン、電源オフ、再起動、
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冷房モードオン、暖房モードオン、人が接近した検出又は人が離れた検出等である。
【０１４２】
　ステップ５０４において、該イベントが設置された連携場面における起動条件であるか
否かを検出する。
【０１４３】
　ステップ５０５において、該起動デバイスは連携場面のうちの一つの起動条件に合致す
る時、該連携場面に設置されたジョブを実行する。
【０１４４】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、起動デバイ
スにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することにより、起動デバイスにおけ
るイベントが発生する時、対応する任務を実行するように、実行デバイスを制御し、それ
ぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができるため、関連された後設置
された起動デバイスにおけるイベントが発生すれば、スマートフォンはイベントに関連す
る対応するジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果的に制御することができ
、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において家庭におけるそれぞれの
デバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要であり、制御過程がより複
雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携することができ、ユー
ザーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する効果に達する。
【０１４５】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、起動デバイスにより送信され
た信号におけるパラメーターに基づき、該起動デバイスがどのようなイベントが発生する
かを判定し、これによって該イベントを起動条件とする連携場面が存在するか否かを判定
し、起動デバイスが検知された後、起動デバイスが発生したイベントを判定することがで
き、そのためスマートフォンにより該信号に対応するジョブを正確に実行することを保証
することができる。
【０１４６】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、提供された起動デバイスに関
連するイベントにより、連携場面に起動条件を設置し、提供されたスマートフォンに関連
するジョブにより、該連携場面にジョブを設置し、これによって起動デバイスとスマート
フォンとの間の連携を実現し、所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提供された
イベント及びジョブに基づいて選択することができるため、これによって連携場面の設置
はユーザーの使用要求にさらに合致させる。
【０１４７】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御方法は、さらにスマートフォンにおけ
るジョブの種類を設定し、これらのスマートフォンにおけるジョブは一般に実際の生活に
おける他のイベントと強い関連性が存在し、これによって連携場面をさらに多種多様に実
現させ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、家庭生活はさらにスマートになる。
【０１４８】
　以下は本発明に係わる装置の実施例であり、本発明方法の実施例を実行するのに用いる
ことができる。本発明に係わる装置の実施例に開示されていない詳細については、本発明
方法の実施例を参照する。
【０１４９】
　図６Ａは一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図であり
、図６Ａに示すように、該デバイスの制御装置はスマート家庭向けクライアント又はサー
バ１０４に応用され、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示された
実施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられ、他のスマートデバイスにも取り
付けられ、該デバイスの制御装置は、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、該イベントが該スマートフォンにおけ
るイベントに基づいて設置された起動条件と該起動条件に対応する実行デバイスにより実
行されたジョブを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出するように配置され
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た検出モジュール６１０と、
　検出モジュール６１０は該イベントが連携場面のうちの一つの起動条件であることが検
出された場合、該連携場面に該起動条件に対応する実行デバイスを確定するように配置さ
れた確定モジュール６２０と、
　確定モジュール６２０により確定された実行デバイスを制御し、該連携場面に設定され
たジョブを実行するように配置された制御モジュール６３０と、を含むが、それに限定さ
れない。
【０１５０】
　可能な実現形態において、図６Ｂに示すように、それは別の一例示的な実施例により示
されたデバイスの制御装置の構造ブロック図であり、該制御モジュール６３０は、
　該連携場面に設定されたジョブに従って実行コマンドを生成するように配置された生成
サブモジュール６３１と、
　生成サブモジュール６３１が生成された、該連携場面に設定された該ジョブを実行する
ように、該実行デバイスをトリガーする該実行コマンドを該実行デバイスに送信するよう
に配置された送信サブモジュール６３２と、を含む。
【０１５１】
　可能な実施形態において、図６Ｂに示すように、該デバイスの制御装置は、
　連携場面を設置する時、提供された該スマートフォンに関連するイベントのうちの一つ
が選択された後、選択された該イベントを該連携場面の起動条件に設置するように配置さ
れた第１設置モジュール６４０と、
　該連携場面を設置する時、提供された実行デバイスに関連するジョブのうちの一つが選
択された後、選択された該ジョブを該連携場面のジョブに設置するように配置された第２
設置モジュール６５０と、をさらに含む。
【０１５２】
　可能な実現形態において、該イベントは、着信の受信、着信の拒否、ショートメッセー
ジの受信、ショートメッセージの返信、電源オフ、再起動、音量を大きく調節、音量を小
さく調節、サイレントモードオン、サイレントモードオフ、機内モードオン、機内モード
オフ又は該スマートフォンセンサーにより収集された光強度、音量、加速度又は角加速度
であるパラメーターにより確定されたイベントである。
【０１５３】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、スマートフ
ォンにおけるイベントと実行デバイスの動作を関連させることにより、スマートフォンに
おけるイベントが発生する時、対応するジョブを実行するように、実行デバイスを制御し
、スマートフォンとそれぞれの実行デバイスを関連させることができるため、関連された
後スマートフォンにおけるイベントが発生すれば、該スマートフォンのイベントに関連す
る実行デバイスは対応するジョブを実行し、これによってそれぞれの実行デバイスを効果
的に制御することができ、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において
家庭におけるそれぞれのデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で
あるため、制御過程がより複雑になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォン
を連携することができ、ユーザーはスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化
を実現する効果に達する。
【０１５４】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、連携場面のジョブが
確定された後、該実行デバイスにより該連携場面に設置されたジョブを実行するように、
該ジョブを実行する実行デバイスに通知し、連携場面に設定されたジョブに従って実行コ
マンドを自動的に生成することができ、該実行コマンドを実行デバイスに直接送信するこ
とができるため、連携場面に設定されたジョブを実行するように、実行デバイスを自動的
に制御することを保証し、実行デバイスの制御を自動的に実現する可能性を保証すること
ができる。
【０１５５】
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　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、提供されたスマート
フォンに関連するイベントにより、連携場面に起動条件を設置し、提供された実行デバイ
スに関連するジョブにより、該連携場面にジョブを設置し、これによってスマートフォン
と実行デバイスとの間の連携を実現し、所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提
供されたイベント及びジョブに基づいて選択することができるため、これによって連携場
面の設置はユーザーの使用要求にさらに合致させる。
【０１５６】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、スマートフォンにお
けるイベントの種類を設定し、これらのスマートフォンにおけるイベントは一般に実際の
生活における他の後続制御操作と強い関連性が存在し、これによって連携場面をさらに多
種多様に実現させ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、家庭生活がさらにスマートにな
る。
【０１５７】
　図７Ａは他の一例示的な実施例により示されたデバイスの制御装置の構造ブロック図で
あり、図７Ａに示すように、該デバイスの制御装置はスマート家庭向けクライアント又は
サーバ１０４に応用され、ここで記述されたスマート家庭向けクライアントは図１に示さ
れた実施環境におけるスマートフォン１０２に取り付けられ、他のスマートデバイスにも
取り付けられ、該デバイスの制御装置は、
　起動デバイスにより送信された信号を受信するように配置された受信モジュール７１０
と、
　受信モジュール７１０により受信された該信号に基づき、起動デバイスは、起動デバイ
スにおけるイベントに基づいて設置された起動条件と該起動条件に対応するスマートフォ
ンにより実行されたジョブを含む連携場面における起動条件に合致するか否かを判断する
ように配置された判定モジュール７２０と、
　判定モジュール７２０は該起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致する
ことが判定された場合、該連携場面に設置されたジョブを実行するように配置された実行
モジュール７３０と、を含むがそれに限定されない。
【０１５８】
　可能な実現形態において、図７Ｂに示すように、それは他の一例示的な実施例により示
されたデバイスの制御装置のブロック図であり、図７Ｂにおいて、該信号は該起動デバイ
スの発生デバイスを評価するパラメーターを携帯し、該判定モジュール７２０は、
　受信モジュール７１０により受信された該信号に携帯されたパラメーターに基づき、該
起動デバイスが発生する、電源オン、電源オフ、再起動、冷房モードオン、暖房モードオ
ン、人が接近した検出又は人が離れた検出であるイベントを判定するように配置された判
定サブモジュール７２１と、
　判定サブモジュール７２１により判定された該イベントが設置された連携場面における
起動条件であるか否かを検出するように配置された検出サブモジュール７２２と、を含む
。
【０１５９】
　可能な実施形態において、図７Ｂに示すように、該デバイスの制御装置は、
　連携場面を設置する時、起動デバイスに関連するイベントのうちの一つが選択された後
、選択された該イベントを該連携場面の起動条件に設置するように配置された第１設置モ
ジュール７４０と、
　該連携場面を設置する時、提供された該スマートフォンに関連するジョブのうちの一つ
が選択された後、選択された該ジョブを該連携場面のジョブに設置するように配置された
第２設置モジュール７５０と、を含む。
【０１６０】
　可能な実現形態において、該ジョブは、電源オフ、着信の受信、未読メッセージの表示
、再起動、音量を大きく調節、音量を小さく調節、サイレントモードオン、サイレントモ
ードオフ、機内モードオンまたは機内モードオフである。
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【０１６１】
　上述したように、本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、起動デバイ
スにおけるイベントをスマートフォンの動作に関連することにより、起動デバイスにおけ
るイベントが発生する時、対応する任務を実行するように、実行デバイスを制御し、それ
ぞれの起動デバイスとスマートフォンを関連させることができるため、関連された後設置
された起動デバイスにおけるイベントが発生すれば、スマートフォンは該イベントに関連
する対応するジョブを実行し、これによってスマートフォンを効果的に制御することがで
き、ユーザーの手動制御が必要なく、そのためかかる技術において家庭におけるそれぞれ
のデバイスはいずれも単独で動作し、ユーザーの手動制御が必要で、制御過程がより複雑
になる問題を解決し、他の起動デバイスとスマートフォンを連携することができ、ユーザ
ーがスマートフォンに対する手動制御を省き、制御自動化を実現する効果に達する。
【０１６２】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、起動デバイスにより
送信された信号におけるパラメーターに基づき、該起動デバイスがどのようなイベントが
発生するかを判定し、これによって該イベントを起動条件とする連携場面が存在するか否
かを判定し、起動デバイスが検知された後、起動デバイスが発生したイベントを判定する
ことができ、そのためスマートフォンにより該信号に対応するジョブを正確に実行するこ
とを保証することができる。
【０１６３】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、提供された起動デバ
イスに関連するイベントにより、連携場面に起動条件を設置し、提供されたスマートフォ
ンに関連するジョブにより、該連携場面にジョブを設置し、これによって起動デバイスと
スマートフォンとの間の連携を実現し、所望の連携場面を設置するように、ユーザーは提
供されたイベント及びジョブに基づいて選択することができるため、これによって連携場
面の設置はユーザーの使用要求にさらに合致させる。
【０１６４】
　本発明の実施例により提供されるデバイスの制御装置は、さらに、スマートフォンにお
けるジョブの種類を設定し、これらのスマートフォンにおけるジョブは一般に実際の生活
における他のイベントと強い関連性が存在し、これによって連携場面の実現をさらに豊富
にさせ、ユーザーの使用習慣にさらに近づき、家庭生活はさらにスマートになる。
【０１６５】
　上記実施例における装置について、各モジュールの操作を実行する具体的な形態は、す
でに該方法に係わる実施例において詳しく説明されたので、ここでは詳細な説明を省略す
る。
【０１６６】
　本発明の一例示的実施例により提供されたデバイスの制御装置は、本発明により提供さ
れたデバイスの制御方法は実現でき、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクライア
ント又はネットワーク側のデバイスに応用され、該デバイスの制御装置は、プロセッサと
、プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するメモリとを含む。
【０１６７】
　上記プロセッサは、
　スマートフォンにおけるイベントが発生する時、該イベントが該スマートフォンにおけ
るイベントに基づいて設置された起動条件と該起動条件に対応する実行デバイスが実行す
るジョブを含む連携場面における起動条件であるか否かを検出し、
　該イベントが連携場面のうちの一つの起動条件である場合、該連携場面における該起動
条件に対応する実行デバイスを確定し、
　該連携場面に設定されたジョブを実行するように、該実行デバイスを制御するように配
置される。
【０１６８】
　本発明の別の一例示的実施例により提供されたデバイスの制御装置は、本発明により提
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供されたデバイスの制御方法を実現でき、該デバイスの制御方法はスマート家庭向けクラ
イアント又はネットワーク側のデバイスに応用され、該デバイスの制御装置は、プロセッ
サと、プロセッサの実行可能なコマンドを記憶するメモリと、を含む。
【０１６９】
　上記プロセッサは、
　起動デバイスにより送信された信号を受信し、
　該信号に基づいて該起動デバイスが、該起動デバイスにおけるイベントに基づいて設置
された起動条件と該起動条件に対応するスマートフォンにより実行されたジョブを含む連
携場面における起動条件に合致するか否かを判断し、
　上記起動デバイスが連携場面のうちの一つの起動条件に合致する時、該連携場面に設置
されたジョブを実行するように配置される。
【０１７０】
　図８は一例示的な実施例により示されたデバイスを制御する装置のブロック図である。
例えば、装置８００はスマート家庭向けクライアントが取り付けられたスマートデバイス
であってもよい。
【０１７１】
　図８に示すように、装置８００は、処理部８０２、メモリ８０４、電源部８０６、マル
チメディア部８０８、音声部８１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のインターフェース８１２、
センサー部８１４、及び通信部８１６のうちの一つ又は複数の部材を含むことができる。
【０１７２】
　処理部８０２は、一般的に装置８００の全体的操作、例えば、表示、電話呼び出し、デ
ータ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作を制御する。処理部８０２は、上記方法
の全部又は一部のステップを完成するために、一つ又は複数のプロセッサ８２０を含んで
コマンドを実行してもよい。さらに、処理部８０２は、その他のモジュールとのインタラ
クションを便利にするように、一つ又は複数のモジュールを含んでもよい。例えば、処理
部８０２は、マルチメディア部８０８と処理部８０２とのインタラクションを便利にする
ように、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
【０１７３】
　メモリ８０４は、装置８００の操作をサポートするために、様々な種類のデータを記憶
するように配置される。これらのデータの実例は、装置８００において操作される如何な
るアプリケーション又は方法のコマンド、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオなどを含む。メモリ８０４は、如何なる種類の揮発性又は不揮発性メモリ又は
それらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的消
去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブ
ル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）
、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光
ディスクにより実現することができる。
【０１７４】
　電源部８０６は、装置８００の様々な部材のために電力を供給する。電源部８０６は、
電源管理システム、一つ又は複数の電源、及びその他の装置８００のための電力の生成、
管理及び供給に関連する部材を含むことができる。
【０１７５】
　マルチメディア部８０８は、装置８００とユーザーの間の一つの出力インターフェース
を提供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンは液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンにタッチパネルが含まれる
場合、スクリーンはユーザーからの入力信号を受信するために、タッチスクリーンに実現
されることができる。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパネルにおけるジェ
スチャーを感知するために、一つ又は複数のタッチセンサーを含む。タッチセンサーは、
タッチ又はスワイプ動作の境界を感知するとともに、上記タッチ又はスワイプ動作に関わ
る持続時間及び圧力を検出することができる。一部の実施例において、マルチメディア部
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８０８は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを含む。装置８００が操作モードであ
る場合、例えば、撮影モード又はビデオモードである場合、フロントカメラ及び／又はバ
ックカメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラ及
びバックカメラは、固定された光学レンズシステムであってもよく、又は焦点距離と光学
ズーム能力を有する。
【０１７６】
　音声部８１０は、音声信号を出力及び／又は入力するように配置される。例えば、音声
部８１０は、マイクロホン（ＭＩＣ）を含み、装置８００が操作モードである場合、例え
ば、呼び出しモード、記録モード及び音声認識モードである場合、マイクロホンは外部の
音声信号を受信するように配置される。受信された音声信号は、さらにメモリ８０４に記
憶され、又は通信部８１６を介して送信される。一部の実施例において、音声部８１０は
、さらに音声信号を出力するスピーカーを含む。
【０１７７】
　Ｉ／Ｏインターフェース８１２は、処理部８０２と周辺インターフェース部との間にイ
ンターフェースを提供し、上記周辺インターフェース部は、キーボード、クリックホイー
ル、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、ボリュームボタン、
スタートボタン及びホールドボタンを含むことができるが、それに限定されない。
【０１７８】
　センサー部８１４は、一つ又は複数のセンサーを含み、装置８００に各方面の状態評価
を提供するためである。例えば、センサー部８１４は、装置８００のオン／オフ状態、部
材の相対的位置決めを検出することができ、例えば、上記部材が装置８００のディスプレ
イ及びキーパッドであり、センサー部８１４は、さらに装置８００又は装置８００の一つ
の部材の位置変化、ユーザーと装置８００との接触の有無、装置８００の方角又は加速／
減速及び装置８００の温度変化を検出することができる。センサー部８１４は、近接セン
サーを含むことができ、如何なる物理的接触がない時、近傍物体の存在を検出するように
配置される。センサー部８１４は、さらに光学センサー、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤイ
メージセンサーを含むことができ、イメージングアプリケーションに用いられる。一部の
実施例において、該センサー部８１４は、さらに加速度センサー、ジャイロセンサー、磁
気センサー、圧力センサー又は温度センサーを含むことができる。
【０１７９】
　通信部８１６は、装置８００とその他の装置との有線又は無線方式による通信を便利に
するように配置される。装置８００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み合わせにアクセスすることができる。一例示
的な実施例において、通信部８１６は、放送チャネルを介して外部放送管理システムから
の放送信号又は放送関連情報を受信する。一例示的な実施例において、通信部８１６は、
狭域通信を促進するために、さらに近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを含む。例えば
、ＮＦＣモジュールにおいて、無線周波数認識（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会（Ｉ
ｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）及びその他の技術に基
づいて実現することができる。
【０１８０】
　例示的な実施例において、装置８００は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プロ
グラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はその他の電子部
品により実現することができ、上記デバイスの制御方法を実行するのに用いられる。
【０１８１】
　例示的な実施例において、さらに、コマンドを含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体
、例えば、コマンドを含むメモリ８０４を提供し、上記方法を完成するために、上記コマ
ンドは装置８００のプロセッサ８２０により実行することができる。例えば、上記非一時
的なコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ－
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【０１８２】
　図９は一例示的な実施例により示されたデバイスを制御する装置のブロック図である。
例えば、装置９００はネットワーク側のデバイスとして提供されることができる。図９に
示すように、装置９００は処理部９０２を含み、さらに一つ又は複数のプロセッサ、及び
処理部９０２の実行可能なコマンド、例えば、アプリケーションを記憶するためのメモリ
９０４により代表されるメモリ資源を含む。メモリ９０４に記憶されるアプリケーション
は、それぞれ一組のコマンドに対応する一つ又は複数のモジュールを含むことができる。
さらに、処理部材９０２は、上記利用履歴を表示する方法を実行するためにコマンドを実
行するように配置される。
【０１８３】
　装置９００は、さらに、装置９００の電源管理を実行するように配置された電源部材９
０６、装置９００をネットワークに関連させる有線又は無線ネットワークインターフェー
ス９０８、及び入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース９１０を含むことができる。装置９０
０は、メモリ９０４に記憶された操作システム、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ
ＴＭ、Ｍａｃ　ＯＳ　ＸＴＭ、ＵｎｉｘＴＭ、ＬｉｎｕｘＴＭ、ＦｒｅｅＢＳＤＴＭ又は
類似するものを操作することができる。
【０１８４】
　当業者であれば、明細書を考慮しここに開示された発明を実践した後、本発明のその他
の実施態様を容易に想到できる。本発明は、本発明の如何なる変形、用途又は適応的変化
を含むためのものであり、これらの変形、用途又は適応的変化は本発明の一般的な原理に
準じ、本発明の開示されていない当該技術分野における一般的知識又は慣用の技術手段を
含む。明細書と実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の実際の範囲と精神は特許請求の
範囲により与えられる。
【０１８５】
　理解すべきことは、本発明は既に上記のように説明され、図面に示された正確な構造に
限定されず、その範囲を逸脱しない限りにおいて様々な修正や変更を行うことができる。
本発明の範囲は特許請求の範囲のみにより限定される。



(31) JP 6445173 B2 2018.12.26

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】



(32) JP 6445173 B2 2018.12.26

【図３Ｅ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図５Ｄ】

【図６Ａ】



(33) JP 6445173 B2 2018.12.26

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】



(34) JP 6445173 B2 2018.12.26

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100132805
            弁理士　河合　貴之
(72)発明者  高　斯太
            中華人民共和国，１０００８５，北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１
            ３▲層▼小米科技有限▲責▼任公司内
(72)発明者  ▲賈▼　▲偉▼光
            中華人民共和国，１０００８５，北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１
            ３▲層▼小米科技有限▲責▼任公司内
(72)発明者  ▲候　▼恩星
            中華人民共和国，１０００８５，北京市海淀区清河中街６８号▲華潤▼五彩城▲購▼物中心二期１
            ３▲層▼小米科技有限▲責▼任公司内

    審査官  山田　倍司

(56)参考文献  特開２００６－００５６２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２３９５８７（ＵＳ，Ａ１）　　
              中国特許出願公開第１０４３９４０４４（ＣＮ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０７９７３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１５１５８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１５／０９３０７０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００２－１８６０５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４３６６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０２７１４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２５９１５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２２４６７０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００
              Ｈ０３Ｊ　　　９／００－　９／０６
              Ｈ０４Ｍ　　　１／００
              　　　　　　　１／２４－　３／００
              　　　　　　　３／１６－　３／２０
              　　　　　　　３／３８－　３／５８
              　　　　　　　７／００－　７／１６
              　　　　　　１１／００－１１／１０
              　　　　　　９９／００
              Ｈ０４Ｑ　　　９／００－　９／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

