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(57)【要約】
　ティーチャシグナリングデバイスによって、学習デバ
イスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係す
る目的データを取得するためのオペレーションと、ティ
ーチャシグナリングデバイスによって、取得された目的
データに基づきティーチングルーチンを生成するための
オペレーションと、ティーチャシグナリングデバイスに
よって、生成されたティーチングルーチンに基づき学習
デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチ
ングするように構成されティーチング信号をブロードキ
ャストするためのオペレーションとを備える一実施形態
の方法を含む、非集中システム内の学習デバイスに対し
てプロキシティーチングを実行するための様々な実施形
態が提供される。他の実施形態は、リフレックス情報を
学習デバイスに要求するか、または学習デバイスによっ
て送信されたイベントレポートメッセージをインターセ
プトすることによって目的データを取得し得る。他の実
施形態は、付近の学習デバイスを識別するため発見信号
をブロードキャストすることと、生成されたティーチン
グルーチンの目的が達成され得ないときにティーチング
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ティーチャシグナリングデバイスが非集中システム内の学習デバイスに対するプロキシ
ティーチングを実行するための方法であって、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記取得された目的データに基づきテ
ィーチングルーチンを生成することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように
構成されたティーチング信号をブロードキャストすることとを備える方法。
【請求項２】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスにリフレックス情報
を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスから前記リフレック
ス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記受信された応答メッセージからの
前記リフレックス情報から前記目的データを取得することとを備える請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記目的データを取得することとを備える請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの各々に対する少な
くとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答を前記学習デバイスに要求する発見信号
をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされた発見信号
に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
の目的が達成され得るかどうかを前記受信された識別応答に基づき決定することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
を、前記生成されたティーチングルーチンの前記目的が達成され得ることを前記受信され
た識別応答に基づき決定したことに応答して修正することとをさらに備える請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、認可要求をユーザデバイスに送信する
ことと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記送信された認可要求に応答して認
可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうかを決定することとをさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように
構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシグナ
リングデバイスによって、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したこと
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に応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を
ブロードキャストすることを備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが学習モードに入る
ことを引き起こす第１の信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが前記学習モードを
終了することを引き起こす第２の信号をブロードキャストすることとをさらに備える請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引き起こ
す信号をブロードキャストすることをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされたティーチ
ング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスによって送
信されたイベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージと前記ブロードキャストされたティーチング信号とに基づき前記生成さ
れたティーチングルーチンに関連付けられている履歴情報を指示する記憶されているデー
タを更新することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記更新された記憶されているデータ
を表示することとをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを含む環境の少なく
とも一部の画像を取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを前記取得された画
像のセグメントに相関させることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記学習デバイスの間の関係を識別することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記取得された画像上の前記識別され
た関係を指示するグラフィカルユーザインターフェース要素を表示することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記識別された関係に関係するグラフ
ィカルユーザインターフェース要素上で第１のユーザ入力を受信したことに応答してイベ
ントレポートメッセージをブロードキャストすることとをさらに備える請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチングするよ
うに構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシ
グナリングデバイスによって、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整する
前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数
のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャス
トすることを備える請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス受信機と送信機と、
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　前記ワイヤレス受信機と送信機とに結合され、
　　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成することと、
　　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャス
トすることとを備える
　オペレーションを実行するためのプロセッサ実行可能命令とともに構成されているプロ
セッサとを備えるコンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とと
もに構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
ることと、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とと
もに構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストすることと、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信することと、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定することと、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
することとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載
のコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　認可要求をユーザデバイスに送信することと、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定することとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングする
ように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記認可が前記
ユーザデバイスから受信されたと決定したことに応答して前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることを備えるような
オペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバ
イス。
【請求項１６】



(5) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
することと、
　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
キャストすることとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１
１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引
き起こす信号をブロードキャストすることをさらに備えるオペレーションを実行するよう
に構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトすること、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新することと、
　前記更新された記憶されているデータを表示することとをさらに備えるオペレーション
を実行するように構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１９】
　ディスプレイと、
　カメラとをさらに備え、
　前記プロセッサは前記ディスプレイと前記カメラとに結合され、プロセッサ実行可能命
令とともに、
　　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプト
することと、
　　前記学習デバイスを含む環境の少なくとも一部の画像を取得することと、
　　前記学習デバイスを前記取得された画像のセグメントに相関させることと、
　　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記学習デバイスの
間の関係を識別することと、
　　前記ディスプレイ上に、前記取得された画像上の前記識別された関係を指示するグラ
フィカルユーザインターフェース要素を提示することと、
　　前記識別された関係に関係するグラフィカルユーザインターフェース要素上で第１の
ユーザ入力を受信したことに応答してイベントレポートメッセージをブロードキャストす
ることとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載の
コンピューティングデバイス。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備えるオペレーションを実行するように構成
され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号を、前記ティーチャシグナリングデバイスに
よって、ブロードキャストすることが、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を
調整する前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を、前記
ティーチャシグナリングデバイスによって、ブロードキャストすることを備えるようなオ
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ペレーションを実行するように構成される請求項１９に記載のコンピューティングデバイ
ス。
【請求項２１】
　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得するための手段と
、
　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャスト
するための手段とを備えるコンピューティングデバイス。
【請求項２２】
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストするための手
段と、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信するための手
段と、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
するための手段とを備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２３】
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
るための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
するための手段とを備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２４】
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストするための手段と、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
するための手段とをさらに備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２５】
　認可要求をユーザデバイスに送信するための手段と、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定するための手段とをさらに備え、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャ
ストするための手段が、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したことに
応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１
つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブ
ロードキャストするための手段を備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス
。
【請求項２６】
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
するための手段と、
　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
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キャストするための手段とをさらに備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイ
ス。
【請求項２７】
　前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリ
ガー重みをリセットすることを引き起こす信号をブロードキャストするための手段をさら
に備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２８】
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトするための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新するための手段と、
　前記更新された記憶されているデータを表示するための手段とをさらに備える請求項２
３に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２９】
　プロセッサ実行可能命令が記憶され、前記プロセッサ実行可能命令はコンピューティン
グデバイスのプロセッサが
　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得し、
　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成し、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャスト
することを備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される非
一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記記憶されているプロセッサ実行可能命令は、前記コンピューティングデバイスの前
記プロセッサが、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する
目的データを取得することが
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される
請求項２９に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　[0001]本出願は、すべての目的に関して内容全体が参照により本明細書に組み込まれて
いる、２０１３年５月２４日に出願した米国仮出願第６１／８２７，１４１号、名称「Ａ
　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ」の優先権の利益を主張するものである
。
【０００２】
　[0002]本出願は、学習デバイス（learning device）に関するさらなる詳細について参
照により内容全体が組み込まれている本出願と同時出願されている米国特許出願第１４／
２８６，２４４号、名称「Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｗｉｔｈ　Ｃｏｎｔｉｎｕ
ｏｕｓ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」にも関係する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]コンピュータプログラマーは、典型的には、デバイスが新しい挙動を実行するこ
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とが必要になるたびにプログラム可能なデバイス（すなわち、スマートデバイス）を再プ
ログラムしなければならない。プログラム可能なデバイスは、典型的には、デバイスとイ
ンターフェースする専用プログラマーインターフェースをプログラマー（またはユーザ）
が使用してデバイスに新しいタスクをティーチングすることを必要とする。しかしながら
、プログラマーインターフェースがあっても、プログラム可能なデバイスの再構成および
再プログラミングは、デバイスに新しい挙動をティーチングするためにプログラマーイン
ターフェースに関連付けられている骨の折れるコンピュータコードを書く上で専門的知識
を必要とし得る。エキスパートがコードを書くのをスケジュールすることは、再プログラ
ミングがすぐに成し遂げられることが滅多にないことを意味し、適切な変更を行うために
そのようなエキスパートをスタッフとして確保しておくか、またはコンサルタントを雇用
することが必要になり得るので費用がかかることがある。そのため、プログラム可能なデ
バイス上で新しい挙動をプログラムすることは、単純な効率の良い活動ではない。エキス
パートを必要とすることなく学習デバイスに新しい挙動をティーチングするための単純で
すぐに使えるメカニズムが必要である。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]様々な実施形態が、ティーチャシグナリングデバイス（teacher signaling devi
ce）が非集中システム内の学習デバイスに対するプロキシティーチング（proxy teaching
）を実行するためのシステムと、デバイスと、非一時的プロセッサ可読記憶媒体と、方法
とを提供する。ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサによって実行され得る一実
施形態の方法は、学習デバイスのうちの１つまたは複数のものの活動に関係する目的デー
タを取得することと、取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成するこ
とと、生成されたティーチングルーチンに基づき学習デバイスのうちの１つまたは複数の
ものをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストすること
とを含み得る。いくつかの実施形態では、学習デバイスのうちの１つまたは複数のものの
活動に関係する目的データを取得することは、学習デバイスからリフレックス（reflex）
情報を要求する信号をブロードキャストすることと、学習デバイスからリフレックス情報
を含む応答メッセージを受信することと、受信された応答メッセージからのリフレックス
情報から目的データを取得することとを含み得る。いくつかの実施形態では、学習デバイ
スのうちの１つまたは複数のものの活動に関係する目的データを取得することは、学習デ
バイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトすることと、イ
ンターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき目的データを取得することとを
含み得る。
【０００５】
　[0005]いくつかの実施形態では、この方法は、学習デバイスの各々に対する少なくとも
１つのデバイスタイプを指示する学習デバイスからの応答を識別することを要求する発見
信号をブロードキャストすることと、ブロードキャストされた発見信号に応答して学習デ
バイスから識別応答を受信することと、生成されたティーチングルーチンの目的が達成さ
れ得るかどうかを受信された識別応答に基づき決定することと、生成されたティーチング
ルーチンを、生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得ることを受信された識
別応答に基づき決定したことに応答して修正することとをさらに含み得る。いくつかの実
施形態では、この方法は、認可要求をユーザデバイスに送信することと、送信された認可
要求に応答して認可がユーザデバイスから受信されたかどうかを決定することとをさらに
含むものとしてよく、ここにおいて、生成されたティーチングルーチンに基づき学習デバ
イスのうちの１つまたは複数のものをティーチングするように構成されたティーチング信
号をブロードキャストすることは、認可がユーザデバイスから受信されたと決定したこと
に応答して生成されたティーチングルーチンに基づき学習デバイスのうちの１つまたは複
数のものをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストする
ことを含み得る。
【０００６】
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　[0006]いくつかの実施形態では、この方法は、学習デバイスが学習モードに入ることを
引き起こす第１の信号をブロードキャストすることと、学習デバイスが学習モードを終了
することを引き起こす第２の信号をブロードキャストすることとをさらに含み得る。いく
つかの実施形態では、この方法は、学習デバイスのうちの１つまたは複数がリフレックス
に対するトリガー重みをリセットすることを引き起こす信号をブロードキャストすること
をさらに含み得る。いくつかの実施形態では、この方法は、ブロードキャストされたティ
ーチング信号に応答して学習デバイスのうちの１つまたは複数によって送信されたイベン
トレポートメッセージをインターセプトすること、インターセプトされたイベントレポー
トメッセージとブロードキャストされたティーチング信号とに基づき生成されたティーチ
ングルーチンに関連付けられている履歴情報を指示する記憶されているデータを更新する
ことと、更新された記憶されているデータを表示することとをさらに含み得る。
【０００７】
　[0007]いくつかの実施形態では、この方法は、学習デバイスによって送信されたイベン
トレポートメッセージをインターセプトすることと、学習デバイスを含む環境の少なくと
も一部の画像を取得することと、学習デバイスを取得された画像のセグメントに相関させ
ることと、インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき学習デバイスの間
の関係を識別することと、取得された画像上の識別された関係を指示するグラフィカルユ
ーザインターフェース要素を表示することと、識別された関係に関係するグラフィカルユ
ーザインターフェース要素上で第１のユーザ入力を受信したことに応答してイベントレポ
ートメッセージをブロードキャストすることとをさらに含み得る。いくつかの実施形態で
は、この方法は、識別された関係に関係するグラフィカルユーザインターフェース要素を
調整する第２のユーザ入力を受信することをさらに含むものとしてよく、ここにおいて、
生成されたティーチングルーチンに基づき学習デバイスのうちの１つまたは複数のものを
ティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストすることは、グ
ラフィカルユーザインターフェース要素を調整する受信された第２のユーザ入力に基づき
学習デバイスのうちの１つまたは複数のものをティーチングするように構成されたティー
チング信号をブロードキャストすることを含む。
【０００８】
　[0008]様々な実施形態は、上で説明されている方法のオペレーションを実行するように
プロセッサ実行可能命令とともに構成されたコンピューティングデバイスを含み得る。様
々な実施形態は、上で説明されている方法のオペレーションの機能を実行するための手段
を有するコンピューティングデバイスを含み得る。様々な実施形態は、コンピューティン
グデバイスのプロセッサが上で説明されている方法のオペレーションを実行することを引
き起こすように構成されたプロセッサ実行可能な命令が記憶されている非一時的なプロセ
ッサ可読記憶媒体を含み得る。様々な実施形態は、上で説明されている方法のオペレーシ
ョンを実行するように構成された１つまたは複数のデバイスを備え得るシステムを含み得
る。
【０００９】
　[0009]本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす添付の図面は、本発明の例示的な
実施形態を示し、上記の概略的な説明および下記の発明を実施するための形態とともに、
本発明の特徴を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】[0010]様々な実施形態を実装する例示的なシステムを示すシステムブロック図
。
【図１Ｂ】様々な実施形態を実装する例示的なシステムを示すシステムブロック図。
【図１Ｃ】[0011]様々な実施形態で使用するのに適している学習デバイスのコンポーネン
トブロック図。
【図１Ｄ】[0012]様々な実施形態で使用するのに適しているティーチャシグナリングデバ
イスのコンポーネントブロック図。
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【図２】[0013]様々な実施形態で使用するのに適している学習デバイスのコンポーネント
ブロック図。
【図３Ａ】[0014]３つのコンポーネントを備える実施形態のイベントレポートメッセージ
構造のコンポーネントブロック図。
【図３Ｂ】[0015]様々なコンポーネントを備える実施形態のイベントデータ構造のコンポ
ーネントブロック図。
【図３Ｃ】[0016]様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し
、および／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利
用され得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図３Ｄ】様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し、およ
び／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利用され
得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図３Ｅ】様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し、およ
び／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利用され
得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図３Ｆ】様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し、およ
び／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利用され
得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図３Ｇ】様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し、およ
び／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利用され
得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図３Ｈ】様々な実施形態で使用するのに適しているイベントのパターンを識別し、およ
び／または相関させるためにスマートボックス（または学習デバイス）によって利用され
得る例示的な時間ウィンドウの図。
【図４】[0017]様々な実施形態で使用するのに適している４つのパターンからなる実施形
態のリフレックスのコンポーネントブロック図。
【図５】[0018]様々な実施形態で使用するのに適しているイベントを生成したことに応答
して状態を変化させるリフレックスシステムの例示的なタイムライン図。
【図６】[0019]様々な実施形態で使用するのに適している既存のリフレックスに基づく新
しいリフレックスの作成を示す例示的なタイムライン図。
【図７】[0020]様々な実施形態で使用するのに適している新規作成されたリフレックスの
トレーニング（training）を示す例示的なタイムライン図。
【図８】[0021]様々な実施形態で使用するのに適している学習デバイスに対する２つの例
示的な学習率の図。
【図９】[0022]様々な実施形態で使用するのに適している繰返しを通じて知られているリ
フレックスのトリガー重みを増加させることによって学習デバイスをトレーニングするた
めの報酬信号を示す例示的なタイムライン図。
【図１０】[0023]様々な実施形態で使用するのに適している繰返しを通じて知られている
リフレックスのトリガー重みを減少させることによって学習デバイスをトレーニングする
ための補正信号を示す例示的なタイムライン図。
【図１１】[0024]アクションを実行するか、またはアクションをトリガーに関連付けるイ
ベントを生成し、処理する一実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図１２】[0025]学習と学習解除（unlearning）のためのトリガー重みを調整するための
一実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図１３Ａ】[0026]ティーチャシグナリングデバイスが取得された目的データから生成さ
れたティーチングルーチンに基づき信号をブロードキャストするための実施形態の方法を
示すプロセスフロー図。
【図１３Ｂ】ティーチャシグナリングデバイスが取得された目的データから生成されたテ
ィーチングルーチンに基づき信号をブロードキャストするための実施形態の方法を示すプ
ロセスフロー図。
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【図１３Ｃ】ティーチャシグナリングデバイスが取得された目的データから生成されたテ
ィーチングルーチンに基づき信号をブロードキャストするための実施形態の方法を示すプ
ロセスフロー図。
【図１４】[0027]ティーチャシグナリングデバイスがティーチングルーチンのターゲット
となり得る付近の学習デバイスを発見するための一実施形態の方法を示すプロセスフロー
図。
【図１５】[0028]ティーチャシグナリングデバイスがティーチングルーチンに基づきティ
ーチング信号をブロードキャストする前にユーザに認可を要求するための一実施形態の方
法を示すプロセスフロー図。
【図１６】[0029]ティーチャシグナリングデバイスが付近の学習デバイスが学習モードを
構成することを引き起こす信号をブロードキャストするための一実施形態の方法を示すプ
ロセスフロー図。
【図１７Ａ】[0030]ティーチャシグナリングデバイスがティーチングルーチンの使用を指
示する情報を更新するためにイベントレポートメッセージをインターセプトするための一
実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図１７Ｂ】[0031]様々な実施形態とともに使用するのに適しているシステムにおけるテ
ィーチングルーチンに関係する情報の例示的な表示。
【図１８】[0032]様々な実施形態とともに使用するのに適しているティーチャシグナリン
グデバイスと学習デバイスとの間の例示的なシグナリングを示す呼出信号図。
【図１９】様々な実施形態とともに使用するのに適しているティーチャシグナリングデバ
イスと学習デバイスとの間の例示的なシグナリングを示す呼出信号図。
【図２０】[0033]学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスからの要求に応答して
情報を送信するための実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図２１】学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスからの要求に応答して情報を
送信するための実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図２２】[0034]学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスから信号を受信したこ
とに応答してリフレックスのトリガー重みをリセットするための一実施形態の方法を示す
プロセスフロー図。
【図２３Ａ】[0035]ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように構成されたモ
バイルデバイス上の例示的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図２３Ｂ】ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように構成されたモバイル
デバイス上の例示的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図２３Ｃ】ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように構成されたモバイル
デバイス上の例示的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図２３Ｄ】ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように構成されたモバイル
デバイス上の例示的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図２４Ａ】[0036]ティーチャシグナリングデバイスがグラフィカルユーザインターフェ
ース（ＧＵＩ）に対するユーザのインタラクティブな操作に基づき信号を送信するための
実施形態の方法を示すプロセスフロー図。
【図２４Ｂ】ティーチャシグナリングデバイスがグラフィカルユーザインターフェース（
ＧＵＩ）に対するユーザのインタラクティブな操作に基づき信号を送信するための実施形
態の方法を示すプロセスフロー図。
【図２５】[0037]様々な実施形態で使用するのに適している例示的なスマートフォン型モ
バイルデバイスのコンポーネントブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　[0038]様々な実施形態について、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。可能な場
合はいつでも、同じまたは同様の部分を指すために図面全体にわたって同じ参照番号を使
用する。特定の例および実装形態になされる言及は、説明のためであり、本発明の範囲ま
たは特許請求の範囲を限定するものではない。
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【００１２】
　[0039]「例示的な」という単語は、本明細書では、「一例、事例、または例示として使
用する」ことを意味するために使用される。本明細書に「例示的」と記載されたいかなる
実装態様も、必ずしも他の実装態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきで
はない。
【００１３】
　[0040]「学習デバイス（複数可）」、「スマートデバイス（複数可）」、および「スマ
ートボックス（複数可）」という用語は、本明細書では事前定義されたアクションをユー
ザ入力、状態の検出された変化、受信された信号または送信、およびデバイス側に取得さ
れ得る他の情報などの、トリガーに関係する情報と相関させることによって観察された情
報から挙動を学習することができるコンピューティングデバイスを指す。学習デバイスは
、時間の経過によって生じるトリガーと事前定義されたアクションとの間の新しい関係ま
たは相関を記憶するように構成され得る。事前定義されたアクションにすでに相関してい
るトリガーを検出したことに応答して、学習デバイスは、事前定義されたアクションを実
行するか、または代替的に、他の関連付けられているデバイスが相関するアクションを実
行することを引き起こすオペレーションを実行することができる。本開示全体を通して、
修飾語「スマート」は、アプライアンス（たとえば、ランプ）が学習デバイスであること
を指示するために使用され得る。たとえば、「スマートランプ」という用語は、学習デバ
イスとなるように構成され、学習デバイスに結合され、制御されるか、または他の何らか
の形で学習デバイスのコンポーネントを備えるランプを指す。
【００１４】
　[0041]「イベント」という用語は、本明細書では、１つまたは複数の学習デバイスによ
って検出または生成されたアクション、条件、および／または状況を表すデータ（たとえ
ば、オブジェクトもしくは他のデータ構造）を指すために使用される。イベントは、アク
ションまたは条件の発生を指示する情報（本明細書では「発生データ」と称される）を取
得したことに応答してローカルの学習デバイス上で生成され（または他の何らかの形で取
得され）、記憶され得る。発生データは、アクションまたは条件を記述し、さらにはデバ
イス識別子、タイムスタンプ、優先度情報、利得情報、状態識別子などの、アクションま
たは条件を実行または検出したデバイスを識別する様々なデータを含み得る。発生データ
は、学習デバイス（たとえば、学習デバイスのプロセッサもしくはコアに直接結合された
センサーなど）に接続された、または学習デバイス（たとえば、非プログラム可能ランプ
など）によって他の何らかの形で制御されるデバイスからの信号もしくは他の情報から学
習デバイスによって受信されるか、または取得され得る。発生データは、他の付近のデバ
イスから受信されたブロードキャストメッセージ（本明細書では「イベントレポートメッ
セージ」と称される）からも学習デバイスによって受信されるか、または取得され得る。
たとえば、ローカルで遭遇したセンサーデータに基づき第１のイベントを生成した後に、
第１の学習デバイスは、第２の学習デバイスがイベントレポートメッセージ内のデータに
基づき第１のイベントも生成することを有効化され得るように第１のイベントが発生した
ことを指示する発生データとともにイベントレポートメッセージをブロードキャストし得
る。
【００１５】
　[0042]「リフレックス」という用語は、本明細書では、トリガーと学習デバイスが実行
するように構成されているアクションとの間の少なくとも１つの相関または関係を指示す
る学習デバイス内の記憶されている情報を指すために使用される。リフレックスの記憶さ
れている情報は、学習デバイスがリフレックスのアクションを実行すること、および／ま
たはリフレックス（たとえばトリガー重み）に関して記憶されている永続的データを調整
することを引き起こすために所定の時間ウィンドウ内に生成されるイベントとマッチング
され得るパターンを含み得る。イベントは、リフレックス内のパターンの構成単位と考え
られ得る。たとえば、リフレックス内に記憶されているトリガーパターンは、１つまたは
複数のイベントからなるものとしてよい。
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【００１６】
　[0043]学習デバイスは、機械学習プロセスを通じて継続的な構成を経験するように構成
され得る。そのような学習プロセスは、生体系をエミュレートし、それにより学習デバイ
スが直観的トレーニング方法を通じてユーザによって容易に構成されることを可能にし得
る。学習デバイスは、ユーザアクションの結果として生成され得るイベント、他の学習デ
バイスの状態の変化などに応答して望ましい仕方で反応するように容易に構成され得る。
単純な繰返しを通じて、プリコンディショニングまたはプログラマーインターフェースを
必要とすることなく様々な挙動が複数の学習デバイスの非集中システムによって学習され
、したがってその非集中システム内に実装され得る。繰り返される報酬トレーニング入力
（rewarding training input）を使用することで、ユーザは、様々なトリガーに応答して
事前定義されたタスクを自動的に実行するように学習デバイスを容易にトレーニングする
ことができる。同様の仕方で、ユーザは、繰り返される補正入力を使用することによって
他のトリガーに応答して特定のタスクを自動的に実行することを停止するように学習デバ
イスを容易にトレーニングすることができる。そのようなトレーニングは、それが込み入
った、または退屈なセットアップもしくはプログラミングを回避するので有益である。
【００１７】
　[0044]しかしながら、ユーザは、スマートデバイスを、存在していて、またそのような
デバイスが（たとえば、エキスパート設定またはオプションを介して）トレーニング／プ
ログラミングされ得る仕方も知っているときにのみトレーニングすることができる。時々
、ユーザは、仕事中であるか、または休暇を取っているときなどに、ティーチングを目的
として学習デバイスをインタラクティブに操作することができない場合がある。たとえば
、出張することの多いユーザは、特定の外気温および／または時刻に応答して閉じるよう
にスマートブラインドをティーチングできるほど定期的に自宅の周りにいないことがある
。時間の経過とともに直接的なインタラクティブな操作を行わなければ、ある場所におい
て学習デバイスの望ましい挙動を行わせることは困難な場合がある。
【００１８】
　[0045]様々な実施形態が、非集中システム内の学習システムに対するプロキシティーチ
ングを可能にするデバイスと、方法と、プロトコルと、システムと、非一時的プロセッサ
可読記憶媒体とを提供する。ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザからの直接的な
インタラクティブな操作なしで、ある場所の様々な学習デバイスを、様々なトリガーを事
前定義された機能に関連付けるようにティーチングすることができる。たとえば、ユーザ
は、スマートブラインドを、家の中の照明および遮光に対する自分の選好に基づきそれら
を開閉することによってティーチングすることができるが、ユーザがティーチャシグナリ
ングデバイスをアクティブ化したときに、ティーチャシグナリングデバイスティーチャが
、ユーザの行動の仕方（たとえば、部屋の中で太陽の光が検出されたときにただちにブラ
インドを閉めるなど）に類似する仕方でどのような挙動を示すべきかをスマートブライン
ドにティーチングすることを引き継ぐことができる。そのような間接的（またはプロキシ
）ティーチング方式は、ユーザが家の外にいる、デバイスの実践的なティーチングに興味
がない、および／またはシステムの学習デバイスをチューニングするために必要な特定の
専門知識を欠いているときなど、ユーザが学習デバイスをインタラクティブに操作するこ
とができない状態にあるときに有益な場合がある。
【００１９】
　[0046]システム内の物理的発生（たとえば、ユーザのインタラクティブな操作）および
／または条件（たとえば、時間、センサー情報、など）をエミュレートする信号を送信す
ることによって、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスが実際の物理的発生
および／または条件が将来検出されたときにとるべきリフレックスまたはアクションを学
習することを引き起こす入力を供給し得る。特に、ティーチャシグナリングデバイスは、
本開示全体を通して説明されているように他の学習デバイスによって送信され得るイベン
トレポートメッセージと一致する仕方で情報を含むように構造化されている「ティーチン
グ信号」をブロードキャストすることができる。たとえば、ティーチャシグナリングデバ
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イスは、ユーザによって「スイッチが入れられた」後にスマート壁面スイッチによって送
信されたイベントレポートメッセージ内の発生データに類似するデータを含むティーチン
グ信号を送信し得る。したがって、ユーザがスマート壁面スイッチを入れるために存在し
ていなくても、ティーチャシグナリングデバイスの通信範囲内にある他の学習デバイスは
、ユーザがスイッチを入れたかのようにイベントレポートメッセージを受信する。いくつ
かの場合において、ティーチャはロボットであってもよく、その場合、ロボットは、人間
のユーザが行うようにスイッチをオンまたはオフにすることができる。
【００２０】
　[0047]ティーチング信号をフォーマットし、通常のイベントレポートメッセージと一致
する情報を含めることによって、ティーチャシグナリングデバイスは、発生（たとえば、
スイッチが入れられたこと、照明状態変化、など）が実際に生じたかのように学習デバイ
スによって受信され、処理され得る信号を送信する。こうして、ティーチャシグナリング
デバイスは、学習デバイスが、ユーザが実際にティーチングアクションを実行したことに
応答して学習デバイスが観察するものに一致するパターンおよびタイミングでイベントの
情報を人工的に受信することを引き起こすことができる。いくつかの実施形態では、ティ
ーチング信号は、学習デバイスに直接影響を及ぼすコマンドを含み得る。たとえば、ティ
ーチング信号は、スマートランプに光源をオンにすることを指令するか、またはスマート
ブラインドに自動的に開閉することを指令するコマンドを含み得る。いくつかの実施形態
では、ティーチング信号は、それがティーチング信号であって、実際のイベントレポート
メッセージではないことを指示する情報（たとえば、ヘッダ情報）を含み得る。さらに、
ティーチング信号は、新しい関連付けを学習するために、さらにはトリガー重みを調整す
るために学習デバイスによって使用されるトリガーパターン、アクションパターン、報酬
パターン、および／または補正パターンに応答し得る。
【００２１】
　[0048]学習デバイスは、受信されたティーチング信号内に含まれるデータを処理し、記
録し、他の何らかの形で利用して、イベントおよび／またはパターンを生成することがで
きる。言い換えれば、学習デバイスは、学習デバイスがイベントレポートメッセージの受
信に応答する仕方に類似する仕方でティーチング信号の受信に応答し得る。たとえば、受
信されたティーチング信号に基づき、スマートランプ学習デバイスは、スマート壁面スイ
ッチに関係する「オン」イベントを生成することができる。さらに、学習デバイスは、学
習デバイスが遭遇した他のデータ（たとえば、コマンド信号に応答して生成される内部イ
ベント、センサーデータ、内部クロック、トリガーされたアクションなど）に加えて受信
されたティーチング信号からのデータを利用してイベントとパターンとを生成し得る。た
とえば、ティーチング信号と所定の時間ウィンドウ内で受信されたイベントレポートメッ
セージの両方からのデータは、スマートランプに対するトリガーパターンに関係するイベ
ントを生成するために使用され得る。
【００２２】
　[0049]ティーチング信号は、ティーチャシグナリングデバイスによって生成されるティ
ーチングルーチンに基づきティーチャシグナリングデバイスによって送信され得る。ティ
ーチングルーチンは、送信されるべきティーチング信号、ティーチング信号内に含まれる
べきデータ、さらにはティーチング信号がティーチャシグナリングデバイスによって送信
された仕方の種類（複数可）に対するスケジュール、命令、および／または他のガイドで
あるものとしてよい。たとえば、ティーチングルーチンは、時刻（複数可）と、持続時間
と、繰返しの数と、含まれる発生データと、スマートランプをティーチングするように設
計された特定のティーチング信号をブロードキャストするためのティーチャシグナリング
デバイスに対する他の特定の送信情報を指示し得る。
【００２３】
　[0050]ティーチングルーチンは、様々な方法で取得され得る、ユーザがシステムにどの
ような挙動を示すことを望むかを定義するデータ（本明細書では、「目的データ」と称さ
れる）に基づきティーチャシグナリングデバイスによって生成され得る。目的データは、
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事前定義されたプログラムと、スクリプトと、エキスパートガイド／仕様書と、命令セッ
トと、発生データと、ユーザ選好データと、リフレックスと、ティーチャシグナリングデ
バイスによって取得された他のデータとを含み得る。たとえば、目的データは、ユーザが
部屋を特定の温度のままにしておくか、またはセキュリティのために特定の時刻にブライ
ンドを閉めておくことを望んでいることを指示するスクリプトまたはデータファイルを含
み得る。別の例として、目的データは、特定の機会に対する良好な照明設定（たとえば、
特定の時刻にくつろがせる色など）を指示するダウンロードされたエキスパート情報を含
み得る。目的データおよび／または目的データの分析結果に基づき、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、通信相手となるべき学習デバイス（または学習デバイスのクラス）を識
別し、さらには識別された学習デバイスにユーザの目的を遂行するようにティーチングす
るために送信されるべき様々なティーチング信号に対するスケジュールを識別することが
できる。
【００２４】
　[0051]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザのインタ
ラクティブな操作に応答して学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセー
ジまたは他の信号をインターセプトまたは観察し、記録することによってティーチングル
ーチンを生成するために使用される目的データを取得することができる。ティーチャシグ
ナリングデバイスは、学習デバイスからイベントレポートメッセージが届かないか監視し
、ユーザによって実行されたアクションさらにはそれらの実行されたアクションへの学習
デバイスによる反応など、ある場所における条件を検出し得る。この仕方で、ティーチャ
シグナリングデバイスは、新しいティーチングルーチンを生成し、ユーザが離れた場所に
いるときもティーチャシグナリングデバイスが学習デバイスをトレーニングし続けること
ができるように生成されたティーチングルーチンを更新するために、ユーザ自身が学習デ
バイスに対して行うインタラクティブな操作をエミュレートすることを学習することがで
きる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、一定期間の間にスマートブライン
ドからブロードキャストされた信号を受信して、ユーザがいつどのような条件でブライン
ドを開閉するかを示すパターンを識別することができる。さらに、ティーチャシグナリン
グデバイスは、特定の環境条件またはユーザ選好を維持することに関係するティーチング
ルーチンを生成するために他の受信されたデータに加えて使用され得る環境センサーデー
タ（たとえば、時刻、気圧、光源レベル、温度など）を提供する他のデバイスまたはセン
サーからデータ信号を受信することができる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイ
スは、ティーチング信号とともに繰り返され得るパターンを検出するために分析され得る
一連のイベント（たとえば、ドア開放、時計の時刻、照明スイッチがオンにされているこ
と、温度読み取り、光センサー読み取りなど）を指示するイベントレポートメッセージを
インターセプトすることができる。この方法で、ティーチャシグナリングデバイスは、ユ
ーザが学習デバイスをインタラクティブに操作するのを「見て繰り返し」、ユーザが関わ
っていないときにその後のティーチングオペレーションに対するデータを取得することが
できる。いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ある場所におけ
る信号の第１の観察された発生に基づきティーチングルーチンを生成し得るか、または代
替的に、発生（または一連の発生）がインターセプトされた信号からのデータにおいて複
数回指示されたときのみティーチングルーチンを生成し得る。他の実施形態では、ティー
チャシグナリングデバイスは、特定の時間期間内に複数回（たとえば、数秒ごとに、など
）受信された信号のデータを取り除くフィルタなどの、インターセプトされた信号から冗
長目的データを取り除くためのロジックとともに構成され得る。
【００２５】
　[0052]いくつかの実施形態では、目的データは、データストア（たとえば、フラッシュ
ドライブ）またはエキスパート情報を記憶しているサーバなどのリモートデータソースか
らデータをダウンロードするか、または他の何らかの形で受信することによってティーチ
ャシグナリングによって取得され得る。特に、そのような目的データは、ティーチャシグ
ナリングデバイス上にロードされ、関係するティーチングルーチンを生成するために使用



(16) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

され得るスクリプト、プログラム、または他のアルゴリズム情報であってよい。たとえば
、ユーザは、スマートホーム内のスマート照明デバイス（たとえば、クリスマス用照明、
ムード照明、天井の照明、ランプなど）に様々な要因（たとえば、時刻、存在している居
住者など）に応答してその強度を変化させることをティーチングする仕方を説明するスク
リプトをティーチャシグナリングデバイスにダウンロードすることができる。別の例とし
て、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスに、特定の室温を保つか、またはセキュ
リティを提供することをスマートブラインドにティーチングする信号を送信するためのス
ケジュールを生成するためにティーチャシグナリングデバイスが使用し得る一組の仕様デ
ータをダウンロードすることができる。（たとえばスマートブラインドが時間または利用
可能な光の量をその動作に関連付けるようにティーチングされる）。そのようなダウンロ
ードされた目的データは、エネルギー効率モード（たとえば、「エコ」ティーチング）、
快適モード（たとえば、ユーザが帰宅する数分前にＡＣユニットをオンにするなど）、ム
ードモード（たとえば、チェンジライト、音楽、雰囲気またはホロスコープに基づくウォ
ールアートなど）、およびエキスパート照明構成（たとえば、可能な最良の照明を展示す
るインダストリアルデザインの専門知識）における挙動を示すことを学習デバイスにティ
ーチングするためのアプリケーション（または「アプリ」）を含み得る。いくつかの実施
形態では、リモートデータソースからダウンロードされ得る目的データは、学習デバイス
の特定のシステムに対する事前生成されたティーチングルーチンを含み得る。
【００２６】
　[0053]いくつかの実施形態では、目的データは、ユーザが自分のスマートブラインドを
下げさせたい時刻または温度など、選択された目的データでティーチャシグナリングデバ
イスを直接プログラミングすることができるユーザ入力を介してティーチャシグナリング
デバイスによって取得され得る。そのような目的データは、ティーチャシグナリングデバ
イスに取り付けられた周辺機器を介して、および／またはタッチスクリーンなどのデバイ
スに結合されたインターフェース上で入力され得る。いくつかの実施形態では、そのよう
なユーザ定義目的データは、通信リンク（たとえば、ＷｉＦｉ（登録商標）通信、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など）を介してティーチャシグナリングデバイスにダウンロー
ドされるか、または他の何らかの形で転送され得る。
【００２７】
　[0054]いくつかの実施形態では、目的データは、分散学習システム内で学習された挙動
を利用するために付近の学習デバイスにリフレックスデータを要求することによってティ
ーチャシグナリングデバイスによって取得され得る。言い換えれば、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、それらの学習デバイスですでに利用されている記憶された情報に基づき
学習デバイスのトリガーとアクションとの間の既存の関連付けをダウンロードするか、ま
たは他の何らかの形で受信することができる。この実施形態では、ティーチャシグナリン
グデバイスは、学習デバイスにおいて学習され、記憶されているトリガーパターンと、ア
クションパターンと、補正パターンと、報酬パターンとを含むか、または符号化するデー
タ構造を学習デバイスから取得することができる。そのようなすでに学習されているパタ
ーンおよびリフレックスデータは、異なる場所で使用され得るティーチングルーチンを生
成するためにティーチャシグナリングデバイスによって使用され得る。このような仕方で
、ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザによって学習された挙動およびリフレック
スを取得し記憶するために分散学習システム内に導入され、次いで、新しい分散学習シス
テムに移動され、そこで、他の学習デバイスにユーザの選好をティーチングすることがで
きる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、第１の部屋にある学習デバイスの
分散システムからトリガーパターンと、アクションパターンと、補正パターンと、報酬パ
ターンとを取得し、第２の部屋にある学習デバイスをティーチングする際に使用するため
のティーチングルーチンを、スマートアプライアンスがユーザが第２の部屋でトレーニン
グプロセスを繰り返すことを必要とすることなく両方の部屋で同じような挙動を示すよう
に生成することができる。別の例として、ユーザの家の中の学習デバイスからリフレック
スを取得した後、ティーチャシグナリングデバイスは、ホテルの部屋の中で、ホテルの学
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習デバイスにユーザが自宅で満足していた挙動に従うようにティーチングするために使用
され得る。こうして、そのようなリフレックスコピー機能があれば、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、他の場所に移動されて、既存の学習デバイスの挙動に基づくティーチン
グオペレーションを実行することができる。そのような実施形態を可能にするために、学
習デバイスは、ティーチャシグナリングデバイスからイベントアクション関連付けを素早
く学習するが、その後、ティーチャシグナリングデバイスからの信号が所定の長さの時間
内に受信されなかったときに以前のまたは好ましい一連のイベントアクション関連付けに
戻るように構成され得る。このような仕方で、ホテルの部屋の中の学習デバイスは、ティ
ーチャシグナリングデバイスを有するユーザがチェックアウトした後に初期または既定の
構成に戻ることができる。
【００２８】
　[0055]いくつかの実施形態では、ティーチング信号を送信する前に、またはティーチン
グ信号を送信することと併せて、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスが「
学習モード」に入ることを引き起こす信号を送信することができる。いくつかの実施形態
では、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスが何らかの学習された情報を取
り除くこと、または破棄することを引き起こす「リセット」信号を学習デバイスに送信す
ることができる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスからリセット信号を受信し
たことに応答して、スマートランプ学習デバイスは、トリガー重みを修正するか、または
記憶されているリフレックスに関連付けられている利得を他の何らかの形で変更し得る。
そのようなリセット信号は、特定の期間にわたる（たとえば、最後の日のティーチングな
ど）学習デバイスにおける学習された情報、または代替的にすべての経験された学習への
変更を引き起こし得る。
【００２９】
　[0056]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ある場所（たと
えば、家、オフィス、部屋など）にある、またはイベントシグナリングメッセージの受信
範囲内にある学習デバイスを、ワイヤレス信号を受信し、信号中の識別情報から各学習デ
バイスを識別することなどによって、検出／発見することができる。代替的に、ティーチ
ャシグナリングデバイスは、識別メッセージを送信することによって応答することを信号
を受信する学習デバイスに要求するクエリまたはデバイス発見信号を送信し得る。たとえ
ば、発見信号への応答に基づき、または単に、インターセプトされた信号に基づき、ティ
ーチャシグナリングデバイスは、ユーザの家庭内のスマートスイッチと、スマートランプ
と、スマートブラインドと、スマート洗濯機とを発見することができる。イベントシグナ
リングメッセージまたは応答信号内に含まれ得る識別データに基づき、ティーチャシグナ
リングデバイスは、発見された（または検出された）学習デバイスの種類、クラス、ファ
ームウェアバージョン、ブランド、および／または機能を決定することができる。たとえ
ば、クラスまたはデバイスＩＤ情報は、イベントシグナリングメッセージまたは応答信号
のヘッダ内に含まれ得る。いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは
、様々な学習デバイスおよび／またはその機能を識別し、ティーチングルーチンを変更し
、変換し、または他の何らかの形で調整して、異なる種類の学習デバイスの異なるオペレ
ーション、機能、リフレックス、メッセージフォーマット、シグナリングプロトコル、ま
たはデータ構造に適応するように構成され得る。たとえば、スマートブラインドが、部屋
の中で発見されないが、スマートスカイライトカバーが発見されたときに、ティーチャシ
グナリングデバイスは、スマートスカイライトカバーを閉じて部屋の周辺光を減光するテ
ィーチング信号の送信を含むようにティーチングルーチンを更新する構成を取り得る。
【００３０】
　[0057]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチング信
号を送信する前に確認をユーザに要求し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイ
スは、「Ａｂｏｕｔ　ｔｏ　ｂｅｇｉｎ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｔｈｅ　ｈｏｍｅ　ｄｅｖ
ｉｃｅｓ．　Ｉｓ　ｔｈａｔ　ＯＫ？」を指示するクエリをユーザのスマートフォンに送
信することができる。確認返信に応答して、ティーチャシグナリングデバイスは、生成さ
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れたティーチングルーチンに従ってティーチング信号を送信することを続ける場合も、続
けない場合もあり得る。
【００３１】
　[0058]ティーチャシグナリングデバイスは、付近の学習デバイスをティーチングする信
号を発行するように構成され得るけれども、学習デバイスに対するユーザのインタラクテ
ィブな操作は、ティーチャシグナリングデバイスによるそのようなティーチングに取って
代わるものとしてよい。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、特定の条件（た
とえば、時刻、別のスマートデバイスに関連して発生したイベント、など）に応答して点
灯することをスマートフロアランプにティーチングするティーチング信号を送信すること
ができる。しかしながら、ユーザによるその後のアクションまたは入力（たとえば、補正
ボタンを押す、デバイスをオフにする、など）に基づき、スマートフロアランプは、フロ
アランプが特定の条件に応答してオンにならないように関係するリフレックスのトリガー
重みを調整し得る。この方法で、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスによって提
供され得るティーチングを上書きするか、または調整することができる。
【００３２】
　[0059]さらに、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチング信号の影響を受ける
学習デバイスに対するユーザのインタラクティブな操作に基づきその後のティーチングに
対するユーザの選好を学習することができる。特に、ティーチャシグナリングデバイスは
、ティーチングルーチンに反する学習デバイスの状態（または状態変化）を指示するイベ
ントレポートメッセージをインターセプトしたことに応答してティーチングルーチンを調
整することができる。一例として、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスが特定の
条件（たとえば、時刻、外気温、など）の下で閉じるように付近のスマートブラインドを
トレーニングすることを開始したときに自宅にいる場合がある。ティーチャシグナリング
デバイスがティーチング信号を送信する過程で、ユーザは、自分が補正またはカスタマイ
ズすることを望んでいる挙動（すなわち、ブラインドが閉じられること）を観察し、ブラ
インドを開き、それによりその学習を調整する入力をスマートブラインドに手動で与える
ことができる。ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザのアクションに基づきブライ
ンドが開かれたことを指示するイベントレポートメッセージをブラインドから受信し得る
。ティーチャシグナリングデバイスは、受信されたイベントレポートメッセージを評価し
、スマートブラインドのデバイス状態がそのティーチング命令と異なっていると決定し得
る。そのような相違は、ユーザによってカウンターティーチング（counter-teaching）活
動として解釈され、したがって、ティーチャシグナリングデバイスは、そのティーチング
ルーチンを、ユーザのインタラクティブな操作と協調するように更新することができる。
したがって、ティーチャシグナリングデバイスは、同じ背景状況において閉じることをス
マートブラインドにティーチングするティーチング信号をその後送信し得ない。
【００３３】
　[0060]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、受信された信号
に基づき自動的にティーチングルーチンを調整し得るか、またはし得ないモードで動作す
るように構成され得る。たとえば、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイス上のボタ
ンを押して、ティーチング信号が送信されてからまもなくユーザによって実行される補正
またはカウンターティーチングに基づきティーチャシグナリングデバイスがそのティーチ
ングルーチンを調整することを可能にし得る。
【００３４】
　[0061]いくつかの実施形態では、ティーチングシグナリングデバイスは、特定の事前定
義されたアクションをデバイスからのアラート条件および／またはメッセージに関連付け
ることを付近の学習デバイスにティーチングするように構成され得る。たとえば、ティー
チャシグナリングデバイスは、焦げた食べ物を検出したことに応答してスマートオーブン
が送信するように構成されているというアラートメッセージに応答してアクティブ化する
ことをスマートファンにティーチングするティーチング信号を送信することができる。そ
のようなアラート条件および／またはメッセージに関連してティーチャシグナリングデバ
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イスによってティーチングされ得る挙動は、変わり得る。たとえば、スマートウィンドウ
は、スマートオーブンからの焦げた食べ物アラートに応答して開くことをティーチングさ
れ得るが、動き検出機からの侵入者アラートメッセージに応答して閉じることをティーチ
ングされ得る。いくつかの実施形態では、ティーチング信号デバイスは、活動（たとえば
、時刻に基づきトリガーされたアクションなど）を再スケジュールすること、および／ま
たはアラートメッセージを受信したことに応答してアラート構成モード／動作状態に入る
ことをスマートデバイスにティーチングすることができる。たとえば、ユーザは、朝、自
分が家を出た後にスマート洗濯機または乾燥機が運転するように設定することができる。
フレックスアラートが有効になっている場合、ティーチャシグナリングデバイスは、設定
を修正し午後６時を過ぎたらアプライアンスが運転するようにすることができる。
【００３５】
　[0062]様々な実施形態において、ティーチャシグナリングデバイスは、ロボット、また
はコンピューティングデバイス上で実行されているソフトウェアであってもよい。たとえ
ば、ティーチャシグナリングデバイスは、イベントレポートメッセージを受信し、付近の
学習デバイスが受信するようにティーチング信号を送信するためのワイヤレス送信機／受
信機を有するスマートフォン、ラップトップ、デスクトップ、または他のパーソナルコン
ピュータであってよい。
【００３６】
　[0063]さらなる実施形態において、ティーチャシグナリングデバイスは、製造または試
験設備内の学習デバイス（たとえば、スマートアプライアンス）をティーチングして初期
構成またはイベントアクション関連付けを学習させるなどのために、工業環境において使
用され得る。このような仕方で、スマートアプライアンスは、学習プロセスを使用する初
期または既定の機能とともに構成され得る。
【００３７】
　[0064]さらなる実施形態において、ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザからの
音声命令を受け取るための音声認識ソフトウェアとともに構成されたプロセッサを有する
マイクロフォンを具備することができる。そのような実施形態では、ユーザは、デバイス
をトレーニングするためコードに変換され得る音声命令をティーチャシグナリングデバイ
スに発することができる。たとえば、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスに「ｐ
ｌｅａｓｅ　ｔｒａｉｎ　ｍｙ　ｂｌｉｎｄｓ　ｔｏ　ｃｌｏｓｅ　ｗｈｅｎｅｖｅｒ　
ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔ　ｓｈｉｎｅｓ　ｉｎ」と言い、ティーチャシグナリングデバイスは
、その言葉による指示をイベントシグナリングメッセージのティーチングルーチンに翻訳
することができる。
【００３８】
　[0065]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、環境における学
習デバイス間の因果関係を再作成または調整するためにユーザが操作することができるグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）とともに構成され得る。言い換えれば、ユ
ーザによる（たとえば、ユーザがタッチスクリーンインターフェース上に表示されている
要素をタッチすることによる）ＧＵＩ要素の選択は、ティーチャシグナリングデバイスが
第１の学習デバイスによってすでに送信され、第２の学習デバイスのアクションへのトリ
ガーとして識別されているデータに類似のまたは同一のコードもしくは他の情報を含むワ
イヤレス波形（たとえば、イベントレポートメッセージ）をブロードキャストすることを
引き起こし得る。ティーチャシグナリングデバイスによるイベントレポートメッセージの
そのようなブロードキャスト（または再ブロードキャスト）は、学習デバイスとティーチ
ャシグナリングデバイスとの間の専用チャネルなしで実行され、さらに、そのイベントレ
ポートメッセージを最初に送信した学習デバイスの認識なしで実行され得る。
【００３９】
　[0066]そのような実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、付近の学習デバ
イスから受信されたインターセプトされたイベントレポートメッセージを復号し、記憶す
るように構成され得る。これらの信号は、インターセプトされたイベントレポートメッセ
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ージを送信し、受信する学習デバイスを表す画像のセグメントと相関し得る。そのような
画像は、ティーチャシグナリングデバイスに結合されたカメラによって取得されるデジタ
ル写真またはビデオ撮像であってよい。第１の学習デバイス（たとえば、スマート壁面ス
イッチ）の表現を第２の学習デバイス（たとえば、スマートフロアランプ）の表現に接続
する線または矢印のグラフィック要素などの、学習デバイス間の関係を指示するインタラ
クティブグラフィック要素が、ティーチャシグナリングデバイス上にレンダリングされ得
る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ＧＵＩを介して、第１の学習デバイ
スを表す画像の第１のブロックから第２の学習デバイスを表す画像の第２のブロックに達
する矢印をレンダリングして、第１の学習デバイスからのイベントレポートメッセージ（
たとえば、「ｏｎ」スマート壁面スイッチイベントレポートメッセージ）が第２の学習デ
バイスによるアクションに対するトリガーとして識別されていることを指示し得る（たと
えば、スマートフロアランプが点灯し得る）。ユーザは、ティーチャシグナリングデバイ
スが学習デバイスの識別された因果関係と関連付けられているインターセプトされたイベ
ントレポートメッセージを複製または再ブロードキャストすることを引き起こすために、
ＧＵＩ要素をアクティブ化するか、押すか、または他の何らかの形でインタラクティブに
操作することができる。たとえば、ユーザがＧＵＩディスプレイ上に表示されている第１
の学習デバイスと第２の学習デバイスとの間の関係に関連付けられているか、または指示
するソフトＧＵＩボタンを押したことに応答して、ティーチャシグナリングデバイスは、
第２の学習デバイスがアクションを実行することを引き起こす第１の学習デバイスによっ
て通常送信されるメッセージと一致するイベントレポートメッセージをブロードキャスト
し得る。
【００４０】
　[0067]いくつかの実施形態では、ＧＵＩのグラフィック要素は、ティーチャシグナリン
グデバイスが学習デバイスの学習された挙動を変更するティーチング信号ブロードキャス
トすることを引き起こすためにユーザによって調整され得る。たとえば、ユーザは、第１
および第２の学習デバイスに関連付けられている画像セグメント間の矢印グラフィック要
素を切断し、それによって、ティーチャシグナリングデバイスが第２の学習デバイスが第
１の学習デバイスからイベントレポートメッセージを受信したことに応答して特定のアク
ションを実行することがもはやないように第２の学習デバイスの関係するリフレックスト
リガー重みを「補正」（または学習解除）するティーチング信号を送信することを引き起
こすことができる。別の例として、ユーザは、第１の学習デバイスと第３の学習デバイス
との間の矢印グラフィック要素を再接続し、それによって、ティーチャシグナリングデバ
イスが第３の学習デバイスが第１の学習デバイスからイベントレポートメッセージを受信
したことに応答してアクションを実行することを学習するように第３の学習デバイスにお
いて関係するリフレックストリガー重みに「報酬を与える」ティーチング信号を送信する
ことを引き起こすことができる。
【００４１】
　[0068]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチャスマ
ートフォンアプリケーション（または「アプリ」）の実行を介するなどして、ティーチャ
シグナリングデバイスとして動作するようにプロセッサ実行可能命令とともに構成された
モバイルデバイス（たとえば、スマートフォン、タブレットなど）であってよい。さらに
、ティーチャシグナリングデバイスは、インターネットへの接続を必要とする場合も必要
としない場合もある。いくつかの実施形態では、イベントレポートメッセージを画像のセ
グメントに関連付けることに加えて、ティーチャシグナリングデバイスは、ローカルセン
サーデータ（たとえば、光センサーデータ、位置データまたはＧＰＳ座標、加速度計デー
タ、ジャイロスコープデータ、磁力計データなど）を取得し、記憶し、画像のセグメント
に関連付けるように構成され得る。そのようなセンサーデータは、ティーチャシグナリン
グデバイスが特定のイベントレポートメッセージにリンクされているアクション（たとえ
ば、照明オンまたはオフ）を発見するために、および／またはイベントレポートメッセー
ジの再ブロードキャストが類似の条件でのみ実行されることを確実にするためにイベント
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レポートメッセージが学習デバイスからインターセプトされた際の過去の条件を現在の条
件と比較することを可能にし得る。
【００４２】
　[0069]従来の自動化システムおよびデバイスと異なり、実施形態のティーチャシグナリ
ングデバイスは、非集中システムにおける学習デバイスに対するユーザのインタラクティ
ブな操作はエミュレートする信号をブロードキャストする。実施形態のデバイスは、その
ような非集中システムにおける条件を最適化するか、変更するか、または他の何らかの形
でより良く解釈するためのオペレーションを実行し得ないが、その代わりに、すでに経験
されているか、または事前プログラミングされている目的に基づきティーチングルーチン
を有するユーザの意図を模倣するプロキシとして働き得る。言い換えれば、実施形態の技
術は、学習デバイスに対するインタラクティブな操作のトレーニングを実際に実行するユ
ーザに代わってエミュレートされた信号により学習デバイスがどのような挙動を示すべき
かをティーチングされる特定の種類のティーチングに関係する。さらに、実施形態のシス
テムおよびデバイスは、ユーザがいつ不在であるかを決定し、したがってオペレーション
を開始するのに、人感センサーまたはモーション検出器に頼らないものとしてよい。その
代わりに、実施形態のティーチャシグナリングデバイスが、ユーザ入力または他の受信さ
れた入力（たとえば、ＧＰＳ信号、ユーザボタンプロンプトなど）によって明示的にアク
ティブ化され得る。
【００４３】
　[0070]次の説明では、学習デバイスは、１つまたは複数スマートボックスとして参照さ
れるものとしてよく、これらは、図１Ｃおよび図２を参照しつつ以下で説明されているコ
ンポーネントを有する学習デバイスの特定の実施形態である。しかしながら、類似のコン
ポーネントおよび機能を有する他の学習デバイスまたはスマートデバイスも、本開示にお
いて説明されているように様々な実施形態を利用するように構成され得ることは理解され
るであろう。
【００４４】
　[0071]図１は、様々なデバイス１０２、１０４、１０６、１１４、１１５、１１６が信
号を互いに送受信するスマートボックス１０３ａ～１０３ｅによって制御され得る一実施
形態のシステム１００を示している。スマートボックス１０３ａ～１０３ｅの間で伝達さ
れる信号は、各スマートボックスが信号をシステム１００内の特定のアクションまたは条
件の発生に関係するものとして認識することを可能にするデータまたは他の情報を含み得
る。特に、スマートボックス１０３ａ～１０３ｅは、無線周波数（ＲＦ）送信１１２また
はワイヤレス通信リンクを介して、図３Ａを参照しつつ以下で説明されているような発生
データを含むイベントレポートメッセージをブロードキャストすることができる。スマー
トボックス１０３ａ～１０３ｅは、代替的に、またはそれに加えて、有線接続、光、音、
またはそのような媒体の組合せを介して互いに通信することができる。
【００４５】
　[0072]一例として、様々な実施形態によって使用可能にされるシステム１００は、スマ
ートボックス１０３ａに接続された壁面スイッチ１０２を備え、スマートボックス１０３
ａは壁面スイッチ１０２が他のデバイスによる応答を制御する（たとえば、フロアランプ
１０４をオンにする）ことを可能にする信号を送信する。壁面スイッチ１０２は、有線接
続１１０によってスマートボックス１０３ａに接続されるか、またはスマートボックス１
０３ａおよび壁面スイッチ１０２は、単一のユニットに組み合わされ得る。壁面スイッチ
１０２がトグルされると、その関連付けられているスマートボックス１０３ａは、状態の
この変化を検出し、ＲＦ送信１１２を介してイベントレポートメッセージを発行し、これ
は送信するスマートボックス１０３ａの半径内にある他のスマートボックス１０３ｂから
１０３ｅのうちのどれかによって受信され得る。１つのそのような受信するスマートボッ
クス１０３ｂは、有線接続１１０ｂを介してフロアランプ１０４に接続され得る。例とし
て、フロアランプのスマートボックス１０３ｂは、フロアランプ１０４がオンになること
を引き起こすイベントを生成することによって「オン」位置に移動される壁面スイッチ１
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０２に対応するイベントレポートメッセージに応答するようにトレーニングされ得る。フ
ロアランプ１０４がオンになると、そのスマートボックス１０３ｂは、イベントを指示す
る発生データを含み、他の付近のスマートボックス１０３ｃ～１０３ｅさらには壁面スイ
ッチ１０２に接続されているスマートボックス１０３ａによって受信され得るイベントレ
ポートメッセージをブロードキャストし得る。代替的に、またはそれに加えて、スマート
ボックス１０３ａ、１０３ｃ～１０３ｅは、ランプをオンにすることが発生／条件／アク
ションを指示する信号として処理され得るようにフロアランプ１０４からの光を感知し得
る光センサーを備えることができる。
【００４６】
　[0073]図１Ａに示されているように、電気スタンド１１５、ステレオ１０６、携帯電話
１１４、およびセンサー１１６などの、様々なデバイスがスマートボックスに結合され得
る。スマートボックス１０３ａ～１０３ｅは、個別のデバイス１０２、１０４、１１５、
１１６から分離しているように図示されているけれども、各デバイスは、内部スマートボ
ックスを備えるものとしてよく、１つのデバイス内のスマートボックスは、分離している
デバイスに結合され得る。説明を簡単にするため、フロアランプ１０４、壁面スイッチ１
０２、電気スタンド１１５、センサー１１６、およびステレオ１０６への参照は、断りの
ない限りその対応するスマートボックスも参照し得る。
【００４７】
　[0074]図１Ａには示されていないけれども、システム全体を通して他の学習デバイスま
たはスマートボックスによって受信され処理され得る信号（すなわち、イベントレポート
メッセージ）を送信するために非学習デバイスがシステム１００内に備えられてもよい。
たとえば、壁面スイッチ１０２は、図示されているスマートボックス１０３ａの代わりに
送信機を有していてもよい。オンにトグルされたとき、壁面スイッチは符号化された「オ
ン」信号（たとえば、１ビットイベントレポートメッセージ）を送信するものとしてよく
、壁面スイッチがオフにトグルされたとき、これは、異なる符号化された「オフ」信号（
たとえば、２ビットイベントレポートメッセージ）を送信し得る。システム内の別のスマ
ートボックス（たとえば、フロアランプ１０４に接続されたスマートボックス１０３ｂ）
は、いずれかの信号を受信し、これをイベントに変換することができ、これは記憶されて
いるリフレックスの関連付けられているアクションに対応し得る。
【００４８】
　[0075]スマートボックスは、典型的には、スマートボックスで、またはスマートボック
スによって実行されたアクションおよび／またはスマートボックスで検出された条件（た
とえば、センサーデータ）などの、スマートボックスにおいてイベントを指示するイベン
トレポートメッセージをブロードキャストするか、または他の何らかの形で送信するよう
に構成され得る。たとえば、スマートボックスまたはスマートボックスにワイヤレス方式
で接続されている送信機（「レポーター」）は、ガレージのドアが開かれていることを指
示するデータを含む信号をブロードキャストすることができる。スマートボックスは、典
型的にはある場所の他のスマートボックスに直接に関与するようには構成されないが、そ
の代わりに、請求応答なしで、および／または他のデバイスのオペレーションを考慮する
ことなく、発生データを単に報告するだけであってもよいことは理解されるであろう。し
かしながら、いくつかの実施形態では、スマートボックスは、そのような送信１１２を介
して互いに直接通信することができる。たとえば、ある場所（たとえば、家庭、オフィス
など）に置かれた新しいスマートボックスは、お気に入りの（または最も頻繁に遭遇する
）イベントを指示するデータを求める信号をその場所における他の学習デバイスに送信す
ることができ、他のデバイスから応答信号受信したことに応答して、新しいスマートボッ
クスは、バイアスを設定するように構成され得る。
【００４９】
　[0076]システム１００は、有線またはワイヤレス信号をシステム１００内の様々なスマ
ートボックス１０３ａ～１０３ｅと交換することができるティーチャシグナリングデバイ
ス１５０をさらに備えることができる。特に、ティーチャシグナリングデバイス１５０は
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、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ、ＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ（登録商標）、ＲＦなどの、ワイ
ヤレス送信１１２’を介して、スマートボックス１０３ａ～１０３ｅから、イベントレポ
ートメッセージおよびデータパケットなどの通信を受信し得る。たとえば、ティーチャシ
グナリングデバイス１５０は、壁面スイッチ１０２がオンにされたことに応答して第１の
スマートボックス１０３ａによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセ
プトするように構成され得る。ティーチャシグナリングデバイス１５０は、ワイヤレスま
たは有線リンク１５３を介してインターネット１５２との接続を提供するように構成され
たネットワークインターフェースをさらに備えることができる。たとえば、ネットワーク
インターフェースは、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）と通信することができるトラ
ンシーバ（たとえば、ＷｉＦｉ無線、セルラーネットワーク無線など）であってよい。イ
ンターネット１５２との接続に基づき、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、接続
１５５を介してインターネット１５２に接続されているリモートサーバ１５４などの、様
々なデバイスおよびデータソースとインターネットプロトコルを介して通信することがで
きる。リモートサーバ１５４は、ウェブサーバ、クラウドコンピューティングサーバ、ま
たはサードパーティに関連付けられている他のサーバデバイスであってよい。たとえば、
リモートサーバ１５４は、ストア、ライブラリ、またはティーチャシグナリングデバイス
１５０上にダウンロードされ、使用され得るプログラム、アプリ（またはアプリケーショ
ン）、スクリプト、ルーチン、もしくは他の情報を配布する他のデータソースに関連付け
られているサーバであってよい。いくつかの実施形態では、リモートサーバ１５４は、エ
ネルギー効率の高い方式で動作する仕方を学習デバイスにティーチングするためのティー
チングルーチンを生成し、特定の条件（たとえば、ホロスコープ）と調和して機能し、エ
キスパートによって設計された改善された照明ディスプレイを実現するために使用され得
るデータを記憶することができる。
【００５０】
　[0077]図１Ｂは、システム１００’内の壁面スイッチ１０２がスマートボックス１０３
ａに、内部的に、または有線接続１１０ａなどの別の接続によって、接続され得ることを
示している。壁面スイッチ１０２は、タッチセンサー１１９またはトグルを有することが
できる。タッチセンサー１１９がタッチされるか、またはトグルされたときに（たとえば
、壁面スイッチ１０２がオンにされたときに）、状態の変化が発生データとしてスマート
ボックス１０３ａに有線接続１１０ａを介して伝達され得る。スマートボックス１０３ａ
は、発生データによってイベントとして指示される状態の変化を解釈し、ＲＦ送信１１２
ａ、１１２ｂなどによって、イベントに関連付けられているイベントレポートメッセージ
をワイヤレス方式で送信することができる。イベントレポートメッセージは、壁面スイッ
チ１０２の受信範囲１２３内にあるスマートボックスによって受信され得る。いくつかの
実施形態では、フロアランプ１０４は、ＲＦ送信１１２ａを受信するスマートボックス１
０３ｂを備えるか、またはそれに結合され得る。ときには、ＲＦ送信１１２ａを介してイ
ベントレポートメッセージを受信した後に、フロアランプ１０４上のランプスイッチ１２
６が、ユーザによってオンにされ、これにより、照明１２４がオンになるものとしてよい
。フロアランプ１０４は、そのスマートボックス１０３ｂに、現在「オン」状態になって
いることを信号で知らせ、スマートボックス１０３ｂは、この信号を発生データとして解
釈し得る。この信号は、ランプスイッチ１２６とスマートボックス１０３ｂとの間の有線
接続１１０ｂによって、またはワイヤレス方式で（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデータ
リンクを介して）送信され得る。スマートボックス１０３ｂが、ランプを通電するスイッ
チを備える場合、このシグナリングは、このスイッチの作動であってよい。
【００５１】
　[0078]様々な実施形態において、フロアランプ１０４に関連付けられているスマートボ
ックス１０３ｂは、壁面スイッチ１０２をトグルする直前またはトグルした直後に（たと
えば、５～１０秒以内に）ユーザが手動でフロアランプ１０４をオンにすることによって
壁面スイッチのスマートボックス１０３ａからトグル信号（すなわち、トグルアクション
を指示する発生データを含むイベントレポートメッセージ）を受信したことに応答してフ
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ロアランプ１０４を通電するか、またはフロアランプ１０４がオンになることを引き起こ
すようにトレーニングされ得る。このような学習を遂行するために、スマートボックス１
０３ｂは、所定の時間ウィンドウ内で壁面スイッチのトグル（イベントレポートメッセー
ジで報告されるような）およびフロアランプ１０４の作動に関係するイベント（フロアラ
ンプ１０４から取得された発生データを介して報告されるような）がいつ生じたかを認識
することができる。これは、少なくとも一部は、所定の時間ウィンドウに対する取得され
た発生データから生成されたイベントをバッファリングすることと、バッファに記憶され
ているイベントを処理し、相関させることと、その後、バッファからイベントを削除する
こととによって遂行され得る。たとえば、フロアランプ１０４に接続されているスマート
ボックス１０３ｂは、壁面スイッチ１０２の「オン」イベントをフロアランプ１０４のラ
ンプスイッチ１２６の「オン」イベントに関連付けることを、これら２つのイベントが生
成されるか、または所定の時間ウィンドウ内で生じるときに行うことができ、実際、将来
の壁面スイッチ１０２の「オン」イベントがフロアランプ１０４の作動をトリガーすべき
であることを学習する。いくつかの実施形態では、イベントの順序は、重要であるが、い
くつかの実施形態では、イベントの順序は問題にならず、したがって、イベントの順序は
、イベントが所定の時間ウィンドウ内で生じる（または生成される）限り逆にされ得る。
たとえば、壁面スイッチ１０２に接続されているスマートボックス１０３ａは、フロアラ
ンプ１０４のランプスイッチ１２６の「オン」イベントを後続する壁面スイッチ１０２の
「オン」イベント（たとえば、タッチセンサー１１９へのタッチ）に関連付けることがで
き、実際、将来の壁面スイッチ１０２の「オン」イベントがフロアランプ１０４の作動を
トリガーすべきであることをそのまま学習する。以下でより詳しく説明されているように
、そのようなトレーニングは、望ましくない挙動をうっかり学習してしまうことを回避す
るためある程度の繰返しを必要とし得る。
【００５２】
　[0079]さらに、イベントレポートメッセージは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈブロードキャスト
信号など、送信１１２ｃを介して付近のティーチャシグナリングデバイス１５０によって
受信され得る。以下で説明されているように、ティーチャシグナリングデバイス１５０で
受信されたイベントレポートメッセージ内の発生データは、新しいティーチングルーチン
を生成し、既存のティーチングルーチンを更新し、および／またはスマートボックスのア
クションおよび学習挙動に対応する統計量などの有益な情報を生成するためにティーチャ
シグナリングデバイス１５０によって使用され得る。
【００５３】
　[0080]図１Ｃに示されているように、一実施形態のスマートボックス１０３は、信号受
信機１４２から受信されたイベントレポートメッセージを処理するように構成されたプロ
セッサ１３２（図１Ｃにおいて、中央演算処理装置（ＣＰＵ）と称される）を備えること
ができる。スマートボックス１０３は、他の学習デバイスまたはスマートボックスおよび
／またはティーチャシグナリングデバイスなどの、付近のデバイスによって受信され得る
ＲＦ信号を介してイベントレポートメッセージで発生データを送信するように構成された
信号送信機１３６を備えることができる。上で説明されているように、そのようなイベン
トレポートメッセージ内の発生データは、スマートボックス１０３において遭遇した条件
または実行されたアクションを定義または特徴付けることができる（すなわち、イベント
レポートメッセージが、スマートボックス１０３において生成されたイベントを特徴付け
ることができる）。さらに、その信号受信機１４２を介して、スマートボックス１０３は
、他のデバイスから類似の送信されたＲＦ信号を介してイベントレポートメッセージを受
信することができ、以下で説明されているようなデータ構造を使用して受信された信号か
らの受信された発生データをイベントとしてメモリ１３８内のバッファに保存することが
できる。いくつかの実施形態では、メモリ１３８は、本開示全体を通して説明されている
ような関連付けられているパターンを有するリフレックスを記憶するためのある量（たと
えば、３２キロバイト（ＫＢ）、６４ＫＢなど）の記憶装置（たとえば、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュなど）を備え得る。この実施形態のスマートボックス１
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０３は、スマートボックス１０３によって検出された状態の変化を指示する発生データを
取得するためのセンサーエンコーダ１３４を備えることができる。たとえば、スマートボ
ックス１０３が、フロアランプに接続され、フロアランプがオンにされた場合、接続され
ているスマートボックス１０３内のセンサーエンコーダ１３４は、状態の変化をデジタル
方式で識別するか、またはマップするために発生データを生成し得る。この発生データは
、スマートボックス１０３のメモリ１３８に記憶され、そのブロードキャスト範囲内の他
の学習デバイス（たとえば、スマートボックス）に対してイベントレポートメッセージ内
でブロードキャストされ得る。他の学習デバイスは、その信号受信機を通じて発生データ
を含むイベントレポートメッセージを受信し、最終的に本明細書で説明されている様々な
学習アルゴリズムによって関係するイベントを処理することができる。いくつかの実施形
態では、メモリ１３８は、揮発性ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）ユニット（複数可）
と不揮発性フラッシュメモリユニット（複数可）とを含むものとしてよい。そのような実
施形態では、ＲＡＭユニットは、スマートボックス１０３の様々な機能を動作させるため
に使用され、フラッシュユニットは、永続的データ（たとえば、リフレックスなど）とロ
グデータ（たとえば、取得されたイベント、信号など）を記憶するために使用され得る。
いくつかの実施形態では、リフレックス（以下で説明されているような）は、フラッシュ
メモリに記憶され得ないが、その代わりに、揮発性ＲＡＭに記憶され、これにより、学習
された挙動の再設定を効率的に簡単に行えるようにすることができる（たとえば、電源を
オフにすることによって未トレーニング状態にリセットし、ＲＡＭ内のすべてのリフレッ
クスを消去する）。いくつかの実施形態では、フラッシュメモリは、サイズが様々であり
、また他の点で、オプションであってもよい。たとえば、フラッシュメモリは、６４ＭＢ
　ＲＡＭユニットに等しい６４ＭＢ記憶ユニットであってもよく、両方とも図１Ｃに表さ
れているようにメモリ１３８内に含まれ得る。
【００５４】
　[0081]それに加えて、スマートボックス１０３は、補正されたトリガーに応答して学習
されたリフレックスアクションとし接続されているデバイス上で物理的アクションを実行
するためのモーター駆動装置１４０を備え得る。たとえば、スマートボックス１０３が、
フロアランプに接続され、受信されたイベントレポートメッセージに応答して生成された
イベントに基づきフロアランプがオンになるべきであると決定した場合、スマートボック
ス１０３のプロセッサ１３２は、モーター駆動装置１４０に信号を送りフロアランプの電
源スイッチを作動させることができる。モーター駆動装置１４０の代わりに（またはそれ
に加えて）、スマートボックス１０３は、補正されたトリガーに応答して学習されたリフ
レックスアクションとしてアプライアンスを外部電源（たとえば、１２０Ｖの交流電源）
に接続するように構成されたリレーを備えることができる。
【００５５】
　[0082]いくつかの実施形態では、スマートボックス１０３は、スマートボックス１０３
のコンポーネントに結合された電池１４３（たとえば、充電式リチウムイオン電池など）
を備え得る。いくつかの実施形態では、スマートボックス１０３は、それに加えて、電流
を受けて充電式電池１４３を充電するか、またはスマートボックス１０３の様々なコンポ
ーネントに他の何らかの形で電力を供給するための電線または他のインターフェース１４
４（たとえば、交流（ＡＣ）電源コンセントに接続するためのプラグまたはプロング）を
備えることができる。
【００５６】
　[0083]図１Ｄに示されているように、一実施形態のティーチャシグナリングデバイス１
５０は、リモートサーバからダウンロードされた情報、受信されたイベントレポートメッ
セージからの発生データ、およびユーザ入力などの、様々なデータを処理するように構成
されたプロセッサ１８０を備え得る。ティーチャシグナリングデバイス１５０は、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈアドバタイズメントパケットなどの、短距離信号を交換するように構成され
ている信号トランシーバ１８８を備え得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイス
１５０は、データをブロードキャストするか、または付近のスマートボックスからイベン
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トレポートメッセージを受信するためＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＷｉＦｉ無線を備え得る
。ティーチャシグナリングデバイス１５０は、様々な通信ネットワークと通信するために
ネットワークインターフェース１８４も備え得る。たとえば、ネットワークインターフェ
ース１８４は、ワイドエリアネットワークトランシーバ、イーサネット（登録商標）イン
ターフェース、セルラーネットワークチップ、および／またはティーチャシグナリングデ
バイス１５０がインターネットプロトコルを介してメッセージングを交換することを可能
にする機能を有する他のコンポーネントであってよい。ティーチャシグナリングデバイス
１５０は、ユーザ入力を受信するように構成されたタッチスクリーン、情報を表示するこ
とができる画面、および／またはユーザ側でティーチャシグナリングデバイス１５０のテ
ィーチングオペレーションを制御もしくは変更するための周辺機器などの、ユーザインタ
ーフェースコンポーネント１８６を含み得る。さらに、ティーチャシグナリングデバイス
１５０は、メモリ１８２のバッファ内にデータ（たとえば、付近のスマートボックスから
受信されたフレックス、ユーザ入力データ、リモートサーバからダウンロードされたデー
タ、など）を保存することができる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイス１５０
は、イベントデータ構造をメモリ１８２に記憶することができる。
【００５７】
　[0084]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、ティーチ
ャシグナリングデバイス１５０のコンポーネントに結合された電池１９０（たとえば、充
電式リチウムイオン電池など）を備え得る。他の実施形態では、ティーチャシグナリング
デバイス１５０は、それに加えて、電流を受けて充電式電池１９０を充電するか、または
ティーチャシグナリングデバイス１５０の様々なコンポーネントに他の何らかの形で電力
を供給するための電線または他のインターフェース１９２（たとえば、交流（ＡＣ）電源
コンセントに接続するためのプラグまたはプロング）を備えることができる。
【００５８】
　[0085]図２は、イベントから新しい挙動を学習し、その後のイベントに応答して学習さ
れた挙動を実行するために様々な機能コンポーネントがどのように一緒に結合されるか、
または通信するかを示す一例を図示するスマートボックス１０３の一実施形態のアーキテ
クチャ２００を示している。スマートボックス１０３は、イベント生成器２０２と、セン
サーエンコーダ１３４と、信号受信機１４２とを備え得る。イベント生成器２０２は、知
られているイベントパターン（たとえば、すでに学習されている、または事前プログラミ
ングされているパターン）を指示するデータを受信したことに応答してイベントまたは１
つもしくは複数のイベントのシーケンスを生成することができる。たとえば、イベントの
パターンがスマートボックス１０３に接続されているフロアランプをオンにする事前定義
されたアクションに関連付けられている場合、イベント生成器２０２は、イベントパター
ン記憶装置２０４に記憶されているパターンを有する信号内の受信された発生データから
生成されるイベントとマッチしたことに応答して「ランプオン」イベントを生成し得る。
次いで、生成されたイベントは、イベントバス２１４を介してモーター駆動装置１４０に
伝達され、スマートボックス１０３に接続されているフロアランプのライトをオンにする
。
【００５９】
　[0086]スマートボックス１０３は、信号受信機１４２を介して別のスマートボックスか
ら信号内の発生データ（たとえば、イベントレポートメッセージ）を受信することもでき
る。信号受信機１４２によって受信された信号からのデータは、イベントバス２１４を介
して、イベントレコーダー２０６などの、他のデバイスコンポーネントにイベントとして
トランスポートされ得る。
【００６０】
　[0087]スマートボックス１０３は、センサーエンコーダ１３４からのイベントも認識す
ることができ、このエンコーダは、イベントバス２１４を介してイベントを他のコンポー
ネントに伝達し得る。たとえば、ユーザがスマートボックス１０３に接続されているフロ
アランプを手動でオンにする場合、状態の変化を示す発生データ（たとえば、ライトを「
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オフ」から「オン」にする）は、センサーエンコーダ１３４によってデジタル符号化され
、状態の変化をイベントに変換することができる。
【００６１】
　[0088]信号送信機１３６は、その後、イベントレポートメッセージを介して別のスマー
トボックスによって発生データも受信され得るようにイベントバス２１４を介して受信さ
れたイベントに基づき発生データを送信することができる。これは、一方のスマートボッ
クス１０３から他方のスマートボックスへのイベントに関する情報の転送を可能にし、こ
れにより、スマートボックスが互いから学習し、各それぞれのスマートボックスによって
学習された挙動に基づき複雑なシステム挙動を作成することを可能にし得る。イベントに
関係するデータ（すなわち、イベントレポートメッセージ内の発生データ）の再送または
ブロードキャストは、スマートボックスがデージーチェーンで一緒につながれ与えられた
スマートボックスの信号範囲を拡張することを可能にし得る。
【００６２】
　[0089]イベントレコーダー２０６は、イベントバス２１４からイベントを受信し、その
イベントをイベントパターン記憶装置２０４に保存し得る。いくつかの実施形態では、イ
ベントレコーダー２０６は、発生データを受信し、受信されたデータに基づきイベントを
作成し、イベントパターン記憶装置２０４に記憶することができる。イベントセレクター
２１０は、イベントレコーダー２０６から１つまたは複数のイベントを受信することがで
きる。イベントの特定の組合せを受信したことに応答して、セレクター２１０は、ストア
パターンコマンドを生成し、ストアパターンコマンドをイベントレコーダー２０６に送信
し、イベントの組合せをパターンとしてイベントパターン記憶装置２０４内に記憶するこ
とをそれに指令することができる。いくつかの実施形態では、イベントセレクター２１０
は、イベントバス２１４から直接イベントを受信することができる。
【００６３】
　[0090]コンポーネントのオペレーションおよびスマートボックス１０３に対するインタ
ラクティブな操作は、次の例に示されている。フロアランプに接続されたスマートボック
ス１０３は、信号受信機１４２を通じてスマートボックス１０３で受信される、壁面スイ
ッチからのイベントレポートメッセージを介して状態の変化を指示する発生データを受信
し得る。信号受信機１４２を介したスマートボックス１０３は、壁面スイッチの状態の変
化に関係するイベントをイベントバス２１４を介してイベントレコーダー２０６に伝達す
ることができる。その後まもなく、ユーザは、スマートボックス１０３に接続されている
フロアランプのライト１２４を手動でオンにすることができ、それに応答して、センサー
エンコーダ１３４が、この状態の変化をイベントに変換して、そのイベントをイベントバ
ス２１４を介してイベントレコーダー２０６に伝達し得る。イベントレコーダー２０６は
、それらのイベントを、受信されるとともにセレクター２１０に送信し得る。セレクター
２１０は、学習アルゴリズムを用いて、壁面スイッチのトグルに基づき生成される、イベ
ントのパターンと、フロアランプの手動のライトオン発生データとを処理することができ
る。イベントを処理した後、セレクター２１０は、ストアパターンコマンドを通じてイベ
ントのパターンをイベントパターン記憶装置２０４に記憶するようにイベントレコーダー
２０６に指令することができる。イベントパターン記憶装置２０４は、イベント間の学習
された関連付けをリフレックスとして特定の重み関連付けとともに記憶し得る。いくつか
の実施形態では、イベントパターン記憶装置２０４は、補正パターンと、報酬パターンと
、トリガーパターンと、アクションパターンとを生成するために使用されるパターンもし
くはイベントなどの所定のパターンおよび／またはイベントも同様に記憶することができ
る。
【００６４】
　[0091]観察されたイベントとアクションとの間の関連付けに応じて、セレクター２１０
は、以下で説明されているように、利得調整器２１２と連携して、観察されたアクション
パターン（たとえば、ユーザがフロアランプをオンにしたことの観察）および／または重
み（すなわち、バイアス、スケール、など）の方程式および／または計算に関係する他の



(28) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

特性に関連付けられているイベントの重みを変更する（たとえば、トリガーイベントのト
リガー重みを増加させる）ことができる。
【００６５】
　[0092]適宜、センサーエンコーダ２５２は、指令されたアクションの開始に基づき追加
のイベントを提供し得る。これらの追加のイベントは、指令されたイベントが実際に発生
した（たとえば、「オン」アクションが実行されたことに応答してライトが実際に点灯し
た、など）ことの確認であるものとしてよく、スマートボックス１０３がイベントとアク
ションとの間の関連付けを学習するのを助ける報酬イベント（またはパターン）として処
理することができる。
【００６６】
　[0093]図３Ａは、発生データを特徴付けるために使用され得るデータ構造３００を示し
ている。発生データは、フォーマットコンポーネント３０１と、識別コンポーネント３０
２と、状態コンポーネント３０３とを含むようにデータレコード内に反映され得る。スマ
ートボックス（たとえば、図１Ｃに示されているような）のプロセッサ１３２（またはＣ
ＰＵ）は、復号情報をフォーマットコンポーネント３０１として記録し得る。これは、プ
ロトコルバージョン、暗号化タイプ、シーケンス番号、トランザクション識別子（たとえ
ば、指示なしで様々な発生データを次のデータから区別するために使用され得る情報、方
向、順序、またはシーケンス）、記録時間、送信時間などを含み得る。しかしながら、記
録時間および送信時間は、フォーマットコンポーネント３０１におけるオプションフィー
ルドであり得る。いくつかの実施形態では、トランザクション識別子（またはＩＤ）は、
値に関して連続していないか、または他の何らかの形で順序番号（たとえば、シーケンス
内で増加または減少）を指示し得る。上で説明されているように、スマートボックスは、
データ構造３００を少なくとも含む信号（すなわち、イベントレポートメッセージ）を送
信するように構成されるものとしてよく、また他の学習デバイスは、そのような信号を受
信し、このフォーマットコンポーネント３０１を使用してデータ構造３００の発生データ
の残りを読み取るように構成され得る。識別コンポーネント３０２は、発生データの発生
元のデバイスを指示するものとしてよく、状態コンポーネント３０３は、発生データが表
す状態または状態の変化に対応し得る。いくつかの実施形態では、状態コンポーネント３
０３は、デバイスの動作状態（たとえば、「オン」、「オフ」など）に加えてボルト（た
とえば、０．０２）などの、アナログ状態データを含み得る。
【００６７】
　[0094]たとえば、発生データに対するデータ構造３００は、「Ｖ２．１」のフォーマッ
トコンポーネント３０１と、「ＷＡＬＬＳＷＩＴＣＨ１０２」の識別コンポーネント３０
２と、「ＯＮ」の状態コンポーネント３０３とを含み得る。これは、壁面スイッチに接続
されているスマートボックスで２．１のデータフォーマットバージョンを表し、また壁面
スイッチが「オフ」から「オン」にトグル式に切り替えられたことを表し得る。さらにこ
の例において、発生データおよび関連付けられているイベントは、壁面スイッチ（図１Ａ
に示されている）のところで生成され得る。生成された後、発生データは、イベントレポ
ートメッセージで、そのブロードキャスト範囲内にあるすべてのスマートボックスによっ
て受信されるように壁面スイッチに関連付けられているスマートボックスからブロードキ
ャストされ得る。フロアランプに関連付けられている付近のスマートボックスは、ブロー
ドキャストされた発生データを受信して処理することができる。発生データは、後で説明
されるイベントデータ構造３５０（図３Ｂ）と類似のデータコンポーネントを有し得るの
で、受信するスマートボックスは、発生データを利用してイベントを生成し復号すること
ができる。これは、イベントのフィルタリングおよびパターン生成を円滑にするのに役立
ち得る。
【００６８】
　[0095]図３Ｂは、イベントを記録するか、または特徴付けるために使用され得るデータ
構造３５０を示している。データ構造３５０は、適宜、上で説明されているようなフォー
マットコンポーネント３０１を含み得る。イベントは、時間コンポーネント３５１と、識
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別コンポーネント３５２と、状態コンポーネント３５３とを含むようにデータレコード内
に反映され得る。イベントデータ構造３５０は、発生データに関して図３Ａにおいて上で
説明されているようなデータ構造３００に類似しており、イベントは、発生データと同時
に生成され得る。データ構造３００（すなわち、発生データ）は、データ構造３５０（す
なわち、イベント）を生成するためにスマートボックスによって使用され、またその逆も
あり得る。スマートボックスが、イベント発生源（たとえば、信号受信機１４２）を通じ
てイベントに対する発生データを受信したときに、イベントに関連付けられている時間コ
ンポーネント３５１を記録することができる、イベントレコーダー２０６内のイベントを
特徴付けるデータを記憶することができる。時間コンポーネント３５１は、受信するスマ
ートボックスによってイベントが作成されるか、または観察された時間であってよい。代
替的に、時間コンポーネント３５１は、イベントの発生データを送信する前に発生元のス
マートボックスによって割り当てられた時間（すなわち、アクションが実行された、また
は条件が観察されたときなど）を示し得る。識別コンポーネント３５２は、イベントの発
生データの発生元のデバイスを指示するものとしてよく、状態コンポーネント３５３は、
イベントが表す状態または状態の変化に対応し得る。
【００６９】
　[0096]たとえば、イベントは、１７：１２：０２の時間コンポーネント３５１と、「Ｗ
ＡＬＬＳＷＩＴＣＨ１０２」の識別コンポーネント３５２と、「ＯＮ」の状態コンポーネ
ントとを含み得る。これは、壁面スイッチに接続されているスマートボックス上で１７：
１２：０２に作成されたイベントを表し、また壁面スイッチが「オフ」から「オン」にト
グル式に切り替えられたことを表し得る。引き続きこの例示において、そのようなイベン
トを記述する発生データは、イベントレポートメッセージで、壁面スイッチに関連付けら
れているスマートボックスからそのブロードキャスト範囲内にあるどれかのスマートボッ
クスにブロードキャストされ得る。フロアランプに関連付けられているスマートボックス
は、以下で説明されているように、ブロードキャストされたイベントレポートメッセージ
を受信し、含まれている発生データを処理して学習アルゴリズムによる処理のためのイベ
ントを生成することができる。
【００７０】
　[0097]イベントパターンは、取得されるか、生成されるか、または他の何らかの形で時
間ウィンドウもしくはシーケンス内で遭遇する１つまたは複数のイベントを含み得る。た
とえば、特定のイベントパターンが、学習デバイス（たとえば、スマートフロアランプな
ど）によって内部で生成された第１のイベントと、別のデバイス（たとえば、スマート壁
面スイッチなど）から受信される信号を受信したことに応答して学習デバイスによって取
得された第２のイベントとを含み得る。後で説明されているように、イベントパターンは
、トリガーパターン、アクションパターン、補正パターン、または報酬パターンであって
よい。どのタイプかに関係なく、イベントパターンは、順序依存であるものとしてよく、
したがって特定のイベントが受信される順序がパターンを構成する。代替的に、イベント
パターンは順序独立であってよく、その場合、パターンは、イベントの処理順序から独立
している。たとえば、第１のイベント（イベントＡと称される）は、時刻０に取得され（
たとえば、受信された発生データに基づき生成される）、第２および第３のイベント（そ
れぞれイベントＢおよびイベントＣと称される）は、その後の時刻１に同時に取得され得
る（Ａ：０、Ｂ：１、Ｃ：１と表される）。順序依存パターンでは、学習デバイスは、イ
ベントＡが最初に取得され、イベントＢおよびＣがイベントＡの後に同時に取得される場
合にのみパターンを認識し得る（Ａ：０、Ｂ：１、Ｃ：１と表される）。しかしながら、
イベントＣが時刻１ではなく時刻２において取得された場合、パターン（Ａ：０、Ｂ：１
、Ｃ：２）は、イベントＣが時刻１ではなく時刻２において取得されたので、パターンＡ
：０、Ｂ：１、Ｃ：１に等しくなり得ない。したがって、時刻１にイベントＣを取得する
ことによって作成される第１のパターン（Ａ：０、Ｂ：１、Ｃ：１）および時刻２にイベ
ントＣを取得することによって作成されるパターン（Ａ：０、Ｂ：１、Ｃ：２）は、イベ
ントＣを取得する時刻が異なるので異なる。順序独立パターンでは、学習デバイスは、取
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得されたイベントＡ：０、Ｂ：１、Ｃ：１を取得されたイベントＡ：０、Ｂ：１、Ｃ：２
と同じように処理し得るが、それは、Ｃの時刻は、イベントＣがイベントＡおよびイベン
トＢと同じ所定の時間ウィンドウ内で取得される限り重要でないからである。言い換えれ
ば、順序独立の場合、同じイベントは、特定の時間ウィンドウ内で取得されるだけでよい
。スマートボックスまたは学習デバイスによって観察される時間ウィンドウは、図３Ｃ～
図３Ｈを参照しつつ以下でさらに説明される。
【００７１】
　[0098]いくつかの実施形態では、複数のスマートボックスまたは学習デバイスが、パタ
ーン（たとえば、トリガーパターンおよびアクションパターン）を生成し、単一のイベン
トに基づきアクションを実行することができる。たとえば、ユーザは、壁面スイッチを「
オフ」から「オン」にトグルし、壁面スイッチが単一の第１のイベントを生成することを
引き起こすことができる。第１のイベントを生成した後、壁面スイッチは、関係するイベ
ントレポートメッセージをワイヤレス方式ですべての付近の学習デバイスにブロードキャ
ストし得る。第１の付近の学習デバイスは、たとえば、フロアランプであってよく、これ
は受信されたイベントレポートメッセージに基づき第１のイベントを生成し、それをトリ
ガーパターンに変換し得る。トリガーパターンに応答して、フロアランプは、アクション
パターンを生成し、このアクションパターンに基づきライトをアクティブ化することがで
きる。同時に、付近のステレオが、同じイベントレポートメッセージを受信し、それと同
時に、受信されたイベントレポートメッセージに基づき第１のイベントを同様に生成し、
それをトリガーパターンに変換し、フロアランプと異なる関連付けられているアクション
パターンを生成し、異なるアクションパターンに基づき音楽を再生することができる。し
たがって、この例において第１のパターンに関係する単一のブロードキャストされたイベ
ントレポートメッセージは、フロアランプがそのライトをアクティブ化し、ステレオが音
楽を再生することを引き起こした。
【００７２】
　[0099]いくつかの実施形態では、複数のスマートボックスは、アクションパターンを生
成し、複数の個別のイベントに関係する複数のイベントレポートメッセージを受信するこ
とに基づき対応するアクションを実行することができる。たとえば、ユーザは、図１Ａか
らの壁面スイッチを「オフ」から「オン」にトグルし、壁面スイッチにおいて第１のイベ
ントを生成する。ユーザは、スマートフロアランプのランプスイッチをオフから「オン」
にトグルすることもでき、これは、スマートフロアランプがスマートフロアランプにおい
て第２のイベントを生成することを引き起こす。第１および第２のイベントに関係するイ
ベントレポートメッセージ（すなわち、それぞれ第１および第２のイベントに対する発生
データを含む）は、５～１０秒の時間ウィンドウ内でそれぞれのスマートボックスからブ
ロードキャストされ得る。なおもその時間ウィンドウ内で、付近のスマートステレオおよ
びスマート電気スタンドは、第１および第２のイベントに関係する両方のイベントレポー
トメッセージを受信し得る。スマートステレオは、第１および第２のイベントに関係する
イベントレポートメッセージを受信することに基づきトリガーパターンと、対応するアク
ションパターンとを生成し得る。アクションパターン生成は、たとえば、ステレオがオン
になり、音楽の再生を開始することを引き起こすことができる。それと同時に、スマート
電気スタンドは、同じ２つのイベントに関係するイベントレポートメッセージを受信する
ことに基づきトリガーパターンと、異なるアクションパターンとを生成する。アクション
パターンを生成した後、スマート電気スタンドは、たとえば、そのライトをオンにするこ
とができる。
【００７３】
　[0100]図３Ｃ～図３Ｈは、様々な実施形態の学習デバイスがイベントのパターンを識別
し、および／または補正するために時間をロールオーバーする時間ウィンドウ３６２をど
のように使用するかを示している。上で説明されているように、そのような時間ウィンド
ウ３６２は、与えられた時刻にパターンまたはパターンの一部として識別されることに対
して適格であり得るイベントに対して時間的制限を加えることができる、秒数（たとえば
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、５～１０秒）などの、所定の時間量であってよい。言い換えれば、時間ウィンドウ３６
２内に発生するか、またはスマートボックスによって取得されるイベント（たとえば、時
間ウィンドウ３６２内に収まる図３Ｂにおいて上で説明されているような時間コンポーネ
ント３５１を有するイベント）が組み合わされて、以下で説明されているようにアクショ
ンをトリガーし、および／またはリフレックスに対するトリガー重みを調整する際に使用
するためのパターンを生成し得る。いくつかの実施形態では、スマートボックスは、取得
されたイベントを、そのような取得されたイベントが事前定義された時間ウィンドウ３６
２内にもはや収まっていないときにメモリ、バッファ、または他の記憶装置から削除する
ように構成され得る。
【００７４】
　[0101]図３Ｃは、タイムライン３６０に対する例示的な時間ウィンドウ３６２を示して
いる。取得されるか、または観察されたイベント３７０～３７４（図３Ｃ～図３Ｆにおい
てイベントＡ～Ｅと称される）は、第１の時刻３８０ａおよび第２の時刻３８０ｂに関し
て時間ウィンドウ３６２内でスマートボックスによって遭遇されているものとしてよい。
時間ウィンドウ３６２の長さは、第１の時刻３８０ａと第２の時刻３８０ｂとの間の時間
の長さとすることができる。そのため、第２の時刻３８０ｂにおいて、スマートボックス
は、取得されたイベント３７０～３７４のうちのどれかを任意の組合せまたは順序で使用
して、記憶されているリフレックス内の事前定義されたパターンとマッチされ得るパター
ンを生成し得る。たとえば、スマートボックスは、「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」、「Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ，」「Ａ，Ｂ，Ｃ，」「Ａ，Ｂ」「Ａ」、「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」、「Ａ，Ｃ，Ｅ
」、「Ｅ，Ｃ，Ａ」、「Ａ，Ｅ，Ｃ」などの、イベントＡ～Ｅの任意の組合せおよび／ま
たは順序を使用してパターンを生成することができる。
【００７５】
　[0102]図３Ｄは、第３の時刻３８１ａと第４の時刻３８１ｂとの間の時間ウィンドウ３
６２内で取得されたイベント３７１～３７５（図３ＤにおいてイベントＢ～Ｆと称される
）を示している。たとえば、第４の時刻３８１ｂにおいて、イベント「Ａ」３７０は、も
はや、時間ウィンドウ３６２内にはないが（すなわち、イベント「Ａ」３７０は、第３の
時刻３８１ａよりも早い時刻に対応し得る）、イベントＢ～Ｆ３７１～３７５の任意の組
合せは、スマートボックスに記憶されているリフレックス内の事前定義された情報とマッ
チし得るパターンを生成するように組み合わされ得る。いくつかの実施形態では、イベン
ト「Ａ」３７０は、第４の時刻３８１ｂにおいてメモリ、バッファ、または他の記憶装置
から削除されるか、または他の何らかの形で取り除かれ得る。
【００７６】
　[0103]同様に、図３Ｅは、第５の時刻３８２ａと第６の時刻３８２ｂとの間の時間ウィ
ンドウ３６２内でスマートボックスによって取得され得るイベント３７２～３７６（図３
ＥにおいてイベントＣ～Ｇと称される）を示している。たとえば、第６の時刻３８２ｂに
おいて、イベント「Ａ」３７０およびイベント「Ｂ」３７１は、もはや、時間ウィンドウ
３６２内に入っていないが、イベントＣ～Ｇ３７２～３７６の任意の組合せは、スマート
ボックスに記憶されているリフレックス内の事前定義された情報とマッチし得るパターン
を生成するように組み合わされ得る。いくつかの実施形態では、イベント「Ｂ」３７１は
、第６の時刻３８２において（すなわち、時間ウィンドウ３６２の外であるとき）メモリ
、バッファ、または他の記憶装置から削除されるか、または他の何らかの形で取り除かれ
得る。スマートボックスは、同様の方式で時間ウィンドウ３６２をロールする（または進
ませる）ことを続け、時間ウィンドウ３６２内に収まるイベントを継続的に評価し、イベ
ントが事前定義されたパターンに対応しているかどうかを決定することができる。
【００７７】
　[0104]図３Ｆ～図３Ｈは、識別されたパターンに関する様々な他の例示的な時間ウィン
ドウを示している。本明細書で説明されているように、スマートボックス（または学習デ
バイス）は、フロアランプの「オン」イベントまたは壁面スイッチの「オン」イベントな
どのイベントを識別されたトリガーまたはそのような事前定義された時間ウィンドウ内で
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発生する他のパターンに相関させることができる。たとえば、特定のリフレックス（たと
えば、取得された壁面スイッチの「オン」イベント）のトリガーパターンの発生を検出し
たことに応答して、スマートボックスは、リフレックスの関係する報酬パターンまたは補
正パターンもトリガーパターンから５～１０秒の時間ウィンドウ内で発生したかどうかを
決定し得る。スマートボックスは、関係するパターンにも遭遇したかどうかを決定するた
めに識別されたパターン（たとえば、トリガーパターン）の前および／または後に取得さ
れる取得済みイベントを評価し得る。
【００７８】
　[0105]図３Ｆ～図３Ｈは、イベント「Ｄ」３７３および識別されたパターンに関連付け
られている時刻３８９（図３Ｆ～３Ｈでは「ｉｄ’ｄパターンの時間（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　
ｉｄ’ｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）」と称されている）からなる識別されたパターンに関する様
々な時間ウィンドウ３６２ａ～３６２ｃを示している。図３Ｆは、識別されたパターン（
すなわち、イベント「Ｄ」３７３）に関連付けられている時刻３８９の前に生じる第１の
期間３９２ａを含むように構成され、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８
９の後に生じる第２の期間３９２ｂに等しい第１の時間ウィンドウ３６２ａを示している
。スマートボックスは、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８９から第２の
期間３９２ｂが経過した後に生じる第１の終了時刻３９０ａまでに識別されたパターンに
相関され得るイベントを取得し、バッファリングする（または他の何らかの形で記憶する
）ように構成され得る。第１の期間３９２ａおよび第２の期間３９２ｂが同じ持続時間で
ある場合に、等しい数のイベントが、潜在的に、識別されたパターンに関連付けられてい
る時刻３８９の前および後に生じる期間３９２ａ、３９２ｂ内に取得され得る。言い換え
れば、第１の時間ウィンドウ３６２ａにより、スマートボックスは、イベント「Ｂ」３７
１、イベント「Ｃ」３７２、イベント「Ｅ」３７４、およびイベント「Ｆ」３７５のうち
のどれかまたはすべてをイベント「Ｄ」３７３の識別されたパターンに相関させることが
できるものとしてよい。別の例として、スマートボックスは、イベント「Ｄ」３７３の識
別されたパターンをイベント「Ｂ」３７１とイベント「Ｆ」３７５とを含む報酬パターン
などと相関させることができる。
【００７９】
　[0106]図３Ｇは、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８９の後に生じる第
４の期間３９３ｂより短い（または時間的に小さい）識別されたパターン（すなわち、イ
ベント「Ｄ」３７３）に関連付けられている時刻３８９の前に生じる第３の期間３９３ａ
を含むように構成されている第２の時間ウィンドウ３６２ｂを示している。スマートボッ
クスは、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８９から第４の期間３９３ｂが
経過した後に生じる第２の終了時刻３９０ｂまでに識別されたパターンに相関され得るイ
ベントを取得し、バッファリングする（または他の何らかの形で記憶する）ように構成さ
れ得る。したがって、識別されたパターンの後に生じる第４の期間３９３ｂ内で、より多
くの数のイベントが潜在的に取得され得る。言い換えれば、第２の時間ウィンドウ３６２
ｂにより、スマートボックスは、イベント「Ｃ」３７２、イベント「Ｅ」３７４、イベン
ト「Ｆ」３７５、およびイベント「Ｇ」３７６のうちのどれかまたはすべてをイベント「
Ｄ」３７３の識別されたパターンに相関させることができるものとしてよい。たとえば、
スマートボックスは、イベント「Ｄ」３７３の識別されたパターンをイベント「Ｃ」３７
２と、イベント「Ｅ」３７４と、イベント「Ｇ」３７６を含む補正パターンなどと相関さ
せることができる。
【００８０】
　[0107]図３Ｈは、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８９の後に生じる第
６の期間３９４ｂより長い（または時間的に大きい）識別されたパターン（すなわち、イ
ベント「Ｄ」３７３）に関連付けられている時刻３８９の前に生じる第５の期間３９４ａ
を含むように構成されている第３の時間ウィンドウ３６２ｃを示している。スマートボッ
クスは、識別されたパターンに関連付けられている時刻３８９から第６の期間３９４ｂが
経過した後に生じる第３の終了時刻３９０ｃまでに識別されたパターンに相関され得るイ
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ベントを取得し、バッファリングする（または他の何らかの形で記憶する）ように構成さ
れ得る。したがって、識別されたパターンの前に生じる第５の期間３９４ａ内で、より多
くの数のイベントが潜在的に取得され、バッファリングされ得る。言い換えれば、第３の
時間ウィンドウ３６２ｃにより、スマートボックスは、イベント「Ａ」３７０、イベント
「Ｂ」３７１、イベント「Ｃ」３７２、およびイベント「Ｅ」３７４のうちのどれかまた
はすべてをイベント「Ｄ」３７３の識別されたパターンに相関させることができるものと
してよい。たとえば、スマートボックスは、イベント「Ｄ」３７３の識別されたパターン
をイベント「Ｃ」３７２と、イベント「Ｅ」３７４とを含む補正パターンなどと相関させ
ることができる。
【００８１】
　[0108]上で説明されているように、リフレックスは、スマートボックスが関連付けられ
ているトリガーを検出したことに応答して実行するか、または開始することができる事前
定義されたアクションを指示する記憶されている情報であるものとしてよい。図４に示さ
れているように、４つのパターンは、リフレックス４００、特にトリガーパターン４０２
と、アクションパターン４０４と、報酬パターン４０６と、補正パターン４０８とを構成
し得る。パターンは、１つまたは複数のイベントを含み、イベントは、データに関連付け
られ得る。しかしながら、いくつかの実施形態では、パターンは、１ビット信号に関係付
けられ得る（たとえば、割り込み信号線がＨｉｇｈレベルになる）。たとえば、１ビット
信号は、報酬パターンに変換され、スマートボックスの論理イベントバス上に出され得る
報酬信号であるものとしてよい。割り込みセンサーは一種のセンサーエンコーダであって
よいので、そのような１ビット信号報酬パターンは、センサーエンコーダ経路を、上で説
明されているように取り得る。他のパターンタイプ（たとえば、アクション、トリガーな
ど）は、単純な信号（たとえば、１ビット信号または割り込み）によっても定義され得る
。
【００８２】
　[0109]スマートボックスが知られているリフレックスの知られているトリガーパターン
とマッチするイベント（または複数のイベント）を取得したときに、スマートボックスは
、対応するアクションパターン４０４を生成し得る。リフレックスは、所定の報酬パター
ンおよび所定の補正パターンを有することができる。スマートボックスが、学習を許され
たときに報酬パターンを受け取った場合、スマートボックスは、トリガーパターン４０２
とアクションパターン４０４との間の関連付けに対する重み付け（すなわち、トリガー重
み）を増加させ得る。関連付け重み付けが、閾値量を超えると、スマートボックスは、ト
リガーパターンに応答してアクションパターンを実行し得る。同様に、リフレックス４０
０は、所定の補正パターン４０８を有することができ、スマートボックスが、学習を許さ
れたときに補正パターンを受け取った場合、スマートボックスは、トリガーパターン４０
２とアクションパターン４０４との間の関連付け重み付けを減少させ得る。補正パターン
４０８の処理で、関連付け重み付けの修正を、関連付け重み付けが閾値量よりも低くなり
得、スマートボックスが事実上トリガーパターン４０２に応答してアクションパターン４
０４を実行しないことを学習する十分な回数だけ行うことができる。この仕方で、スマー
トボックスは、トリガーパターン４０２と対応するアクションパターン４０４との間の関
連付けを学習し、望ましくないトリガー／アクション関連付けを学習解除することができ
る。様々な実施形態において、補正パターン４０８および／または報酬パターン４０６は
、アクションを実行すること、入力を受信することなどに応答してイベントレポートメッ
セージを発行する付近のデバイスなどの別のスマートボックスデバイスからスマートボッ
クスによって受信されたデータに基づき取得され得る。
【００８３】
　[0110]いくつかの実施形態では、スマートボックスのリフレックス４００の事前定義さ
れたアクションパターン４０４をトリガーパターンに関連付けるために、スマートボック
スに対する「学習を許された」状態（または学習モード）を有効化する方法が使用され得
る。そのような学習モードは、スマートボックスがリフレックス４００のトリガー重みを
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変更することを可能にされ得る間のスマートボックスの動作状態であるものとしてよい。
取得されたパターンが知られているリフレックス４００のトリガーパターン４０２にマッ
チした後、リフレックスは学習モードに入り得る。他の実施形態では、スマートボックス
は、アクションパターン４０４が生成されるときに学習モードに入り得る。他の実施形態
では、スマートボックスは、大域的学習モードまたは状態に入り、これはトリガー（たと
えば、学習スイッチをオンにする）から独立しているものとしてよく、またそのときに、
スマートボックスは様々なリフレックスに対するトリガー重みを変更するか、または他の
何らかの形で、取得されたイベントに基づき新しいリフレックスを生成することができる
。様々な実施形態において、リフレックス４００は、リフレックス４００がアクティブな
監視モード、トリガーされたモード、学習モードなどに入っているかどうかを指示するビ
ット、フラグ、または他のインジケータなどの、様々なモードのステータスを指示するデ
ータを含み得る。
【００８４】
　[0111]スマートボックスは、スマートボックスの所定の知られている能力に対するアク
ションパターンを有する１つまたは複数のリフレックスとともに構成され得る。スマート
ボックスは、複数のリフレックスを異なる対応するアクションとともに利用することがで
きるけれども、いくつかの実施形態では、スマートボックスは、製造業者によって提供さ
れるデータにおいて指示されるアクションパターンなどの、スマートボックスの知られて
いる能力またはアクションの静的セットの外部のアクションを実行するように構成され得
ない。そのため、スマートボックスは、知られているアクションに相関する知られていな
いトリガーを有する新しいリフレックスを生成するように構成され得るが、事前定義され
ていないアクションを有する新しいリフレックスを生成するように構成され得ない。
【００８５】
　[0112]例示として、ステレオ学習デバイス（または学習デバイスまたはスマートボック
スに結合されているステレオ）は、音量レベルを音量レベル値の有限の範囲（たとえば、
０～１０など）内の値に設定する、ラジオ（またはラジオチューナー）を「オン」にアク
ティブ化する、ラジオ（またはラジオチューナー）を非アクティブ化する、ラジオ放送局
をラジオ放送局の値の有限の範囲（たとえば、８８．１～１２１．９など）内の値に設定
する、周波数変調（ＦＭ）構成または振幅変調（ＡＭ）構成を設定するなどの所定のアク
ションとともに構成され得る。ステレオ学習デバイスは、様々なトリガーパターンを有す
るこれらの所定のアクションの各々に対するリフレックスを記憶することができる。たと
えば、ステレオ学習デバイスは、ラジオ放送局を第１の値（たとえば、９２．３ＦＭ）に
設定するアクションパターンとランプ「オン」イベントのトリガーパターンとを有する第
１のリフレックス、ラジオ放送局を第２の値（たとえば、１０１．５ＦＭ）に設定するア
クションパターンと壁面スイッチ「オン」イベントのトリガーパターンとを有する第２の
リフレックス、音量レベルを８に設定するアクションパターンとランプ「オン」イベント
のトリガーパターンとを有する第３のリフレックス、などを記憶することができる。
【００８６】
　[0113]パターンは、センサー（たとえば、光センサー、スイッチ視覚センサーなど）に
よって取得された発生データに基づき生成されるイベントおよび／または信号受信機１４
２によって受信された発生データに基づき生成される１つまたは複数のイベントなどの、
スマートボックスで取得される１つまたは複数のイベント（たとえば、時間コンポーネン
ト、デバイスコンポーネント、など）から作成され得る。イベントは、メモリ１３８内に
記憶され、パターンを作成または認識するためにイベントレコーダー２０６によって使用
され得る。パターンを作成または認識するためにイベントを評価する前に、フィルタがイ
ベントに適用され、これにより、考慮され得るイベントのセットを縮小することができる
。たとえば、フロアランプのスマートボックスは、ステレオからのイベントレポートメッ
セージに関係するイベントを無視することができる。代替的な一例として、ステレオは、
午後１１時などの、ある時刻以降に取得されるか、または生成されたイベントを無視する
ことができる。スマートボックスが、イベントのパターンを生成した後、これは、そのパ



(35) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

ターンが記憶されているリフレックスに対応する知られているトリガーパターンとマッチ
するかどうかを決定することができる。
【００８７】
　[0114]識別されたパターンがリフレックス内の記憶されているトリガーパターンとマッ
チし、関係するトリガー重みが特定の閾値に等しいか、またはそれ以上である場合に、対
にされたアクションパターンが生成され得る。特定のリフレックス（Ｒｅｆｌｅｘi）に
対する現在のトリガー重み（Ｗi）は、次の式に基づき計算され得る。
【００８８】
【数１】

【００８９】
　[0115]ただし、ｉは、リフレックスカウンターまたは識別子であり、ｎは、リフレック
スのトリガーパターンに関連付けられているイベントの数であり、ｋは、リフレックスの
トリガーパターン内の個別のイベントに対するカウンターを識別し、ｍは、リフレックス
のトリガーパターン内の個別のイベントに対するイベントマッチインジケータであり、ｘ
は、リフレックスのトリガーパターン内の個別のイベントに関連付けられているマッチ重
みであり、ｓは、リフレックスのトリガーパターン内の個別のイベントに適用されるスケ
ール係数であり、ｂは、リフレックスのトリガーパターン内の個別のイベントに適用され
る重みマッチ全体に対するバイアスである。したがって、Ｒｅｆｌｅｘiの現在のトリガ
ー重みＷiは、イベントマッチ（ｍ）にマッチ重み（ｘ）とスケール係数（ｓ）とを掛け
て取った総和にＲｅｆｌｅｘiに関連付けられているトリガーパターンにおけるバイアス
ｂを加えたものに等しい。いくつかの実施形態では、マッチ重み（ｘ）は、それぞれのイ
ベントに関連付けられている利得によって調整されるものとしてよく、本開示で説明され
ているように、利得は、学習デバイスが臨界期間内にあるか、または定常状態期間内にあ
るかに基づき設定され得る。いくつかの実施形態では、スマートボックスは、値を０．０
から１．０の範囲内に正規化する。さらに、いくつかの実施形態では、イベント（ｍ）に
対するイベントマッチインジケータは、イベントが完全にマッチしたかしていないかを指
示し得る０．０と１．０との間で流動的な値であり得る。（すなわち、１．０のイベント
マッチ値は、完全マッチを表し、０．０のイベントマッチは、完全なミスマッチを指示し
得る）。
【００９０】
　[0116]例示として、単一のイベントの識別されたパターンが特定のリフレックス（Ｒｅ
ｆｌｅｘi）に対する知られているトリガーパターンとマッチする場合に、単一のイベン
トに対するイベントマッチインジケータ（ｍ）は、１に設定され得る。単一のイベントに
対するマッチ重み（ｘ）が関連付けられている利得値に基づき１に設定され、スケール係
数（ｓ）も１に設定され、Ｒｅｆｌｅｘiに対するバイアス（ｂ）は０に設定されている
と仮定すると、Ｒｅｆｌｅｘiに対する新しい、または現在のトリガー重みＷiは１に等し
いものとしてよい。同じパターンが再び受信された場合、マッチ重み（ｘ）は、リフレッ
クスに関連付けられている現在の利得によって調整され、その結果、トリガー重み閾値よ
りも大きくなり得るその後の新しいトリガー重み（Ｗi）の増加が生じ得る。したがって
、新しいトリガー重み（Ｗi）は、増減し得る。たとえば、２度目も同じトリガーパター
ンを受信することは、ｍk,iが１に設定され、ｘk,iが１．５に調整され、ｓk,iが１に設
定され、ｂiが０に設定されていると仮定してトリガー重み（Ｗi）を１．５に増加させ得
る。同じ条件の下で、識別されたパターンが、知られているトリガーパターンとマッチし
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ない場合、ｍは、０に等しくなり、その結果、新しいトリガー重みＷiも０に等しくなり
得る。
【００９１】
　[0117]追加の例示として、ステレオ（たとえば、図１Ａにおいて上で説明されているよ
うなステレオ１０６）は、様々なリフレックスを記憶し、利用することができるスマート
ボックスを備えるか、またはこれに結合され得る。特に、ステレオは（そのスマートボッ
クスを介して）、付近のシーリングライトからの「オン」信号に関係する第１のイベント
と、付近のリクライナー内の人感センサー（たとえば、圧力センサー、モーションセンサ
ーなど）からの信号に関係する第２のイベントとを含むトリガーパターンを有する第１の
リフレックス（Ｒi）を記憶し得る。たとえば、第１のイベントは、アクティブ化された
ときにシーリングライト（またはシーティングライトに結合されているスマートボックス
）によって送信された信号に対応するものとしてよく、第２のイベントは、リクライナー
に人が座っているときにリクライナー（またはリクライナーに結合されているスマートボ
ックス）によって送信された信号に対応するものとしてよい。第１のリフレックスは、ス
テレオがトリガーパターンの発生を検出したことに応答してステレオがオンになることを
引き起こし得るアクションパターンも含み得る（すなわち、シーティングライトとリクラ
イナーイベントの両方）。言い換えれば、第１のリフレックスに基づき、ステレオは、シ
ーリングライトがオンにされ、誰かが事前定義された時間ウィンドウ（たとえば、５～１
０秒など）内でリクライナーに座ったことに応答してラジオをアクティブ化し、音楽を再
生することができる。
【００９２】
　[0118]次の表は、ステレオの第１のリフレックス（つまり、Ｒi）に関する式の例示的
な特性を示している。次の例および表の目的に関して、第１のリフレックスのアクション
パターン（すなわち、ステレオをオンにして、音楽を再生する）は、第１のリフレックス
（すなわち、Ｗi）のトリガー重みが１．５のトリガー閾値以上であるときにトリガーさ
れるものとしてよく、この条件はステレオが第１のイベントおよび第２のイベントのうち
の少なくとも一方を受信したことに応答して発生し得る。第１のイベントは、イベントｋ
＝０であり、第２のイベントは、ｋ＝１であるものとしてよい。さらに、様々イベント（
ｍn,i）に対するマッチインジケータを除き、製造業者、開発者、またはユーザによって
設定されるような、次の特性における様々な値は、事前定義され得ることは理解されるで
あろう。たとえば、イベントに対するマッチ重みは、製造業者によって設定され得るか、
またはスマートボックスにおいて遭遇した以前のイベントに基づくものとしてよい。
【００９３】
【表１】

【００９４】
　[0119]上の表Ａの例示的な特性に示されているように、一シナリオにおいて、第１のイ
ベント（すなわち、ｋ＝０）のみがステレオによって受信され得る。したがって、ステレ
オのスマートボックスは、第１のイベント（ｍ０，ｉ）に対するイベントマッチインジケ
ータを１．０に（すなわち、第１のイベントに対してマッチがある）、第２のイベント（
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ｍ１，ｉ）に対するイベントマッチインジケータを０．０に（すなわち、第２のイベント
に対してマッチがない）設定することができる。第１のリフレックスのトリガー重みは、
各イベントに対する部分重み計算結果を総和することによって計算されるものとしてよく
、それにより、第１のイベントの部分重みは、１．０と計算される。言い換えれば、（ｍ
０，ｉ＊ｘ０，ｉ＊ｓ０，ｉ）＋ｂｉ＝（１．０＊１．０＊１．０）＋０．０＝１．０で
ある。第２のイベントはないので、第２のイベント（ｍ１，ｉ）に対するイベントマッチ
インジケータは０．０であり、したがって、第２のベントに対する部分重み計算結果は０
．０となり得る。言い換えれば、（ｍ１，ｉ＊ｘ１，ｉ＊ｓ１，ｉ）＋ｂｉ＝（０．０＊
１．０＊１．０）＋０．０＝０．０である。したがって、第１のリフレックス（Ｗｉ）の
トリガー重み合計は、１．０（すなわち、１．０＋０．０）であり、これは１．５のトリ
ガー閾値よりも小さい。したがって、第１のイベントのみが受信された場合、第１のリフ
レックスのアクションパターンはトリガーされ得ない（たとえば、ステレオはラジオをア
クティブ化し得ない）。
【００９５】

【表２】

【００９６】
　[0120]上の表Ｂの例示的な特性に示されているように、別のシナリオにおいて、第１の
イベント（すなわち、ｋ＝０）および第２のイベント（すなわち、ｋ＝１）の両方がステ
レオによって受信され得る。したがって、スマートボックスは、第１のイベント（ｍ0,i

）に対するイベントマッチインジケータを１．０に（すなわち、第１のイベントに対して
マッチがある）、第２のイベント（ｍ1,i）に対するイベントマッチインジケータを非ゼ
ロの値に設定することができる。しかしながら、いくつかの場合において、第２のイベン
トは、正確にマッチされ得ず、そのため、第２のイベント（ｍ1,i）に対するマッチイン
ジケータは、０．８に設定され得る（すなわち、第２のイベントに対して少なくとも部分
的なマッチがある）。第２のイベント（ｍ1,i）に対するイベントマッチインジケータに
対する０．８の値は、第２のイベントマッチが、値を０．０から１．０までの範囲に正規
化するシステムに対する不完全なマッチであったことを指示するものとしてよく、１．０
は、イベントマッチ値に対する完全なマッチを表す。
【００９７】
　[0121]上で説明されているように、トリガー重み（Ｗi）は、各イベントに対する部分
重み計算結果を総和することによって計算されるものとしてよく、それにより、第１のイ
ベントの部分重みは、１．０と計算される。言い換えれば、（ｍ0,i＊ｘ0,i＊ｓ0,i）＋
ｂi＝（１．０＊１．０＊１．０）＋０．０＝１．０である。さらに、第２のイベントの
部分重みは、０．８と計算される。言い換えれば、（ｍ1,i＊ｘ1,i＊ｓ1,i）＋ｂi＝（０
．８＊１．０＊１．０）＋０．０＝０．８である。したがって、第１のリフレックス（Ｗ
i）のトリガー重み合計は、１．８（すなわち、１．０＋０．８）であり、これは１．５
のトリガー閾値よりも大きい。そのため、第１のイベントと第２のイベントの両方がスマ
ートボックスで取得される場合、第１のリフレックスのアクションパターンが生成され、
これはアクションが実行されることを引き起こし得る（たとえば、ステレオがそのラジオ
をアクティブ化し、音楽を再生し得る、など）。いくつかの実施形態では、第１のリフレ
ックスのアクションパターンが生成され、これはトリガー閾値（たとえば、１．５）以上
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の第１のリフレックス（Ｗi）のトリガー重み合計の計算に応答してアクションが実行さ
れることを引き起こし得る。
【００９８】
【表３】

【００９９】
　[0122]いくつかの実施形態では、様々なイベントに対するマッチ重みに基づき、スマー
トボックスは、単一のイベントを取得したことに応答してアクションを実行するように構
成され得る。たとえば、ステレオのスマートボックスは、誰かがリクライナーに座ってい
ることを指示する信号を受信したことのみに応答してそのラジオ機能をアクティブ化する
ように構成され得る（すなわち、アクションパターンは、リクライナーに関連付けられて
いる人感センサーのイベントによってトリガーされ得る）。上の表Ｃの例示的な特性に示
されているように、第１のイベントは取得されず（すなわち、ｍ０，ｉ＝０．０）、第２
のイベントは取得され（すなわち、ｍ１，ｉ＝０．８）、第２のイベント（ｘ１，ｉ）に
対するマッチ重みは２．０の値に設定され得る。第２のイベントに対するマッチ重みが高
いので、ステレオのラジオは、第２のイベントのみがステレオにおいて取得されたときに
アクティブ化され得る。言い換えれば、第１のリフレックスに対するトリガー重みは、第
２のイベントを取得することにのみ基づき１．５よりも大きいものとしてよい（すなわち
、（（ｍ０，ｉ＊ｘ０，ｉ＊ｓ０，ｉ）＋（ｍ１，ｉ＊ｘ１，ｉ＊ｓ１，ｉ））＋ｂｉ＝
（（０．０＊１．０＊１．０）＋（０．８＊２．０＊１．０））＋０．０＝１．６）。
【０１００】

【表４】

【０１０１】
　[0123]いくつかの実施形態では、ノイズの多いＲＦ環境などにおいて、不完全なイベン
トマッチングがあり得そうなときに、スケール係数は、マッチングが低い可能性があると
してもリフレックスがトリガーされるように調整され得る。たとえば、上の表Ｄに示され
ているように、マッチングインジケータが理想値より低い（たとえば、１．０未満、０．
８未満など）ときであっても、１．５の閾値より高いトリガー重みを可能にするために、
第１のイベント（ｓ０，ｉ）に対するスケール係数および第２のイベント（ｓ１，ｉ）に
対するスケール係数は２．０の値に増加され得る。言い換えれば、理想値より低いマッチ
ングインジケータ（たとえば、それぞれ０．７および０．６）を有する第１のイベントと
第２のイベントの両方を受信し、第１のリフレックスに対する２．６のトリガー重みを計
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算したことに応答して、ステレオはそのラジオをアクティブ化して、音楽を再生すること
ができる（すなわち、（（ｍ０，ｉ＊ｘ０，ｉ＊ｓ０，ｉ）＋（ｍ１，ｉ＊ｘ１，ｉ＊ｓ
１，ｉ））＋ｂｉ＝（（０．７＊１．０＊２．０）＋（０．６＊１．０＊２．０））＋０
．０＝２．６）。
【０１０２】
【表５】

【０１０３】
　[0124]いくつかの実施形態では、スマートボックスが単一のイベントを取得したことに
応答してアクションパターンがトリガーされることを引き起こすためにトリガー重み計算
結果に対するバイアス値が調整され得る。たとえば、上の表Ｅに示されているように、バ
イアス（ｂi）は、１．０に設定されるものとしてよく、これは、第１のイベントまたは
第２のイベントのいずれかがステレオが第１のリフレックスを介してそのラジオをアクテ
ィブ化することを個別に引き起こすことを許す。言い換えれば、アクションパターンは、
第２のイベントのみが取得されたときに（すなわち、（（ｍ0,i＊ｘ0,i＊ｓ0,i）＋（ｍ1

,i＊ｘ1,i＊ｓ1,i））＋ｂi＝（（０．０＊１．０＊１．０）＋（０．８＊１．０＊１．
０））＋１．０＝１．８）または第１のイベントのみが取得されたときに（すなわち、（
（ｍ0,i＊ｘ0,i＊ｓ0,i）＋（ｍ1,i＊ｘ1,i＊ｓ1,i））＋ｂi＝（（０．９＊１．０＊１
．０）＋（０．０＊１．０＊１．０））＋１．０＝１．９）．トリガーされ得る。
【０１０４】
　[0125]図５～図７は、イベント（アクションを含む）がフレックスにおいてパターンと
してどのように認識（または識別）され得るかを示すタイムライン図である。これらのタ
イムラインの説明において、壁面スイッチおよびフロアランプは、それらのデバイスに関
連付けられているスマートボックスに対する簡略表記として参照されている。さらに、壁
面スイッチおよびフロアランプは、スマートボックスに結合され得るタイプのデバイスの
説明に役立つ例として使用される。したがって、壁面スイッチおよびフロアランプへの参
照は、いかなる形でも請求項の範囲を制限することを意図されていない。
【０１０５】
　[0126]図５は、送信機５１０（たとえば、壁面スイッチ）と受信機（たとえば、ランプ
）との間の送信の時間を示すリフレックスに対応するイベント送信のタイムライン図５０
０である。これらのイベント送信（またはイベントレポートメッセージ）は、受信機がイ
ベントを生成するのを助け得る発生データを含み得る。タイムライン図は、受信機がモニ
ターモード５０６に入っている状態で時刻０（または図５に示されているようにｔ＝「ｔ
０」）から始まり、受信機が時刻「ｔＲｅｓｕｍｅＭｏｎｉｔｏｒ」（またはｔ＝「ｔＲ
ｅｓｕｍｅＭｏｎｉｔｏｒ」）でモニターモード５０６に戻ったときに終了する。いくつ
かの実施形態では、図５００内の送信機５１０は、フロアランプによって受信され得る、
イベントの発生データをブロードキャストする壁面スイッチであってよい。フロアランプ
は、モニターモード５０６またはトリガーモード５０８のいずれかとしてよい、各記憶さ
れているリフレックスに関連付けられている受信機状態５１１を有し得る。フロアランプ
に関連付けられている各リフレックスの既定状態は、モニターモード５０６であってよい
。フロアランプは、イベントを他のスマートボックスコンポーネントに転送し得る、イベ
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ントバス２１４（典型的にはそのスマートボックス内の）も有することができる。
【０１０６】
　[0127]例示を目的として、時刻ｔ＝ｔ０において、フロアランプは、すべてのリフレッ
クスに関してモニターモード５０６に入っていると考えられ得る。フロアランプは、その
信号受信機１４２などを介してイベントレポートメッセージ５０２を受信することができ
る。たとえば、ユーザは、壁面スイッチを「オフ」から「オン」にトグルすることができ
る。それに応答して、壁面スイッチは、センサーエンコーダ１３４（図２に示されている
）によりそのトグルをイベントとして記録することができる。壁面スイッチは、壁面スイ
ッチの信号送信機１３６を通じて新しいイベントに関係する発生データを有するイベント
レポートメッセージ５０２を送信し得る。イベントレポートメッセージ５０２は、フロア
ランプなどの、他のスマートボックスによって受信され得る。
【０１０７】
　[0128]ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒにおいて、イベントレポートメッセージ５０２がフロアラ
ンプによって受信され得る。フロアランプは、イベントレポートメッセージ５０２に基づ
き生成されたイベントがリフレックスのトリガーパターンとマッチすると決定し、マッチ
したリフレックスに関してトリガーモード５０８に入り得る。トリガーモード５０８にお
いて、フロアランプは、他のイベントの探索を続け、学習または学習解除をそれぞれ可能
にするために報酬および／または補正パターンが存在するかどうかを決定し得る。
【０１０８】
　[0129]ｔ＝ｔＲｅｓｐｏｎｓｅにおいて、フロアランプは、マッチするリフレックスの
アクションパターンに関連付けられているイベント５１４を生成することができ、これは
モーター駆動装置１４０をアクティブ化して、フロアランプ（図１Ｂおよび図１Ｃに示さ
れている）のライト１２４をオンにすることなどのアクションを引き起こし得る。イベン
ト５１４は、フロアランプのイベントバス２１４上に出され、最終的にパターンに変換さ
れ、メモリ１３８に記憶され得る。いくつかの実施形態では、生成されたアクションパタ
ーンは、追加のアクションパターンに対するトリガーパターンであってもよい。たとえば
、フロアランプをオンにすることは、ステレオをオンにするためのトリガーパターンであ
ってもよい。言い換えれば、複数の学習デバイスがデージーチェーンでつながれ、これに
より、トリガーパターンおよびアクションパターンが生成されることを可能にし、対応す
るデータをデバイスからデバイスへと送信することができる。
【０１０９】
　[0130]ｔ＝ｔＲｅｓｕｍｅＭｏｎｉｔｏｒにおいて、フロアランプは、トリガーモード
５０８を抜けて、モニターモード５０６に再入し、そこで、フロアランプは、新しいイベ
ントレポートメッセージを探索し、受信することができる。
【０１１０】
　[0131]図５が示しているように、フロアランプは、単一のリフレックスに関して単一の
トリガーモードに入ることができる。いくつかの実施形態では、フロアランプは、複数の
リフレックスをメモリに記憶しておき、重なり合う時間間隔で複数のイベントを取得（ま
たは生成）することができる。フロアランプが、結果として複数のトリガーパターンを引
き起こす複数のイベントを取得すると仮定すると、フロアランプは、同時トリガーモード
に入り得る。各トリガーモードは、異なるリフレックスに対応し得る。たとえば、フロア
ランプは、壁面スイッチからＥｖｅｎｔＡに関係するイベントレポートメッセージを、ス
テレオからＥｖｅｎｔＢに関係するイベントレポートメッセージを同時に受信することが
できる。ＥｖｅｎｔＡは、フロアランプのメモリに記憶されている第１のリフレックスか
らのトリガーパターンに対応し得る。それに応答して、フロアランプは、第１のリフレッ
クスＲｅｆｌｅｘＡに関してトリガーモードに入ることができる。ＥｖｅｎｔＢは、異な
るリフレックスＲｅｆｌｅｘＢの異なるトリガーパターンに対応し得る。したがって、フ
ロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＢに関して第２のトリガーモードに同時に入り得る。各トリ
ガーモードは、図５に示されているように表され得るが、フロアランプは、各イベントと
、リフレックスと、トリガーモードとを独立して処理することができる。
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【０１１１】
　[0132]フロアランプは、異なる時刻に異なるリフレックスに対するトリガーパターンの
イベントを生成することができ、これは、フロアランプが一方のトリガーに関して他のリ
フレックスに対する他方のトリガーモードと異なる時刻にトリガーモードに入ることを引
き起こし得る。各リフレックスのトリガーモードが同じ時間期間（たとえば、５秒）に重
なると仮定すると、フロアランプは、第１のリフレックスに関してトリガーモードを終了
するが、第２のリフレックスに関してはトリガーモードに留まり得る。最終的に、イベン
トフロアランプは、各リフレックスに関してトリガーモードを終了し、各リフレックスに
関してモニターモードに戻り得る。
【０１１２】
　[0133]図６は、新しいリフレックスを作成する学習タイムラインを示すタイムライン図
６００である。図６００は、知られているリフレックス（「ＲｅｆｌｅｘＦ１」または「
Ｆ１」と称される）が新しいリフレックス（「ＲｅｆｌｅｘＦ２」または「Ｆ２」と称さ
れる）を作成するためにどのように使用され得るかを示している。図６００は、新しい壁
面スイッチと、ランプスイッチと、フロアランプとを含む。フロアランプは、知られてい
るＲｅｆｌｅｘＦ１を有し、これはモニターモード６０６とトリガーモード６０８とを含
む状態６１８を有する。ＲｅｆｌｅｘＦ２は知られておらず、このタイムライン６０１上
で最終的に作成される。タイムライン６０１は、時刻０（「ｔ＝ｔ０」）に開始し、時刻
「ＲｅｓｕｍｅＭｏｎｉｔｏｒ」（ｔ＝「ｔＲｅｓｕｍｅＭｏｎｉｔｏｒ」）に終了する
。
【０１１３】
　[0134]ｔ＝ｔ０において、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関してモニターモード
６０６で開始し得る。ＲｅｆｌｅｘＦ１は、トリガーパターン（ＭＤ２と称される）と、
アクションパターン（ＭＤ３と称される）と、報酬パターン（ＭＤ４と称される）と、補
正パターン（ＭＤ５と称される）とを含み得る。フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１（Ｍ
Ｄ２）のトリガーパターンとマッチするパターンに対する生成されたイベントを監視し得
る。
【０１１４】
　[0135]ｔ＝ｔＭｄ１－ｏｎにおいて、新しい壁面スイッチが「オフ」から「オン」に切
り替えられ、これにより、イベントを生成し、関係する発生データ（「発生データ１」と
称される）がフロアランプによって受信されたイベントレポートメッセージで壁面スイッ
チによってブロードキャストされることを引き起こし得る。新しい壁面スイッチからのイ
ベントレポートメッセージからの発生データは、１つまたは複数のイベントと組み合わさ
れ得るか、またはパターン（「ＭＤ１」）を作成するために個別に使用され得るイベント
を生成するためにフロアランプによって使用され得る。
【０１１５】
　[0136]ｔ＝ｔＭｄ１－ｄｏｎｅにおいて、フロアランプは、「発生データ１」を含むイ
ベントメッセージを受信し、関係するイベントを生成し、それを（およびバッファに記憶
されている可能な他のイベントを）パターン「ＭＤ１」として知られているパターンに変
換し得る。このときに、フロアランプは、パターンＭＤ１をイベントバス上に出して、さ
らに処理するか、またはメモリに一時的に記憶することができる。フロアランプは、パタ
ーンＭＤ１がフロアランプの知られているリフレックスの知られているトリガーパターン
と一致していないと決定し、そこで、モニターモード６０６で動作し続けることができる
。
【０１１６】
　[0137]ｔ＝ｔＭｄ２－ｏｎにおいて、ランプスイッチは、「オフ」から「オン」にされ
、それに応答して、フロアランプが、状態変化に関係する発生データ（「発生データ２」
と称される）に基づきイベントを生成し得る。それと同時に、フロアランプは、「発生デ
ータ２」から生成されたイベントをパターンＭＤ２としてまとめて処理される他のイベン
トと組み合わせて、パターンＭＤ２をイベントバス上に出して、メモリに一時的に記憶し
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得る。
【０１１７】
　[0138]ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒにおいて、フロアランプは、パターンＭＤ２とＲｅｆｌｅ
ｘＦ１のトリガーパターンとのマッチングを行うことができる。次いで、フロアランプは
、パターンＭＤ２がＲｅｆｌｅｘＦ１のトリガーパターンとマッチするので、Ｒｅｆｌｅ
ｘＦ１に対するトリガーモード６０８に入ることができる。いくつかの実施形態では、フ
ロアランプは、内部送信を完了し、ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒにおいて「発生データ２」から
生成されたイベントをパターンＭＤ２に変換し得る。
【０１１８】
　[0139]ｔ＝ｔＡｃｔｉｏｎにおいて、フロアランプは、イベントバス上に配置されるか
、またはフロアランプのメモリに記憶されるＲｅｆｌｅｘＦ１（ＭＤ２）に対する知られ
ているトリガーパターンに関連付けられているＲｅｆｌｅｘＦ１（ＭＤ３）に対するアク
ションパターンを生成し得る。パターンＭＤ３の生成は、フロアランプに接続されている
モーター駆動装置がライトをオンにすることを引き起こし得る。
【０１１９】
　[0140]ｔ＝ｔＮｅｗＲｅｆｌｅｘにおいて、パターンＭＤ１とマッチするトリガーパタ
ーンを有する既存のリフレックスがないので、新しいリフレックス（「ＲｅｆｌｅｘＦ２
」または「Ｆ２」と称される）が作成される。ただ１つの知られているトリガーパターン
は、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関連付けられているＭＤ２である。ＲｅｆｌｅｘＦ２を作成する
際に、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関連付けられているアクションパターンと、
報酬パターンと、補正パターンとを新しいリフレックスにコピーし、タイムライン６０１
上で受信されたパターン（ＭＤ１）をそのトリガーパターンとして新しいリフレックスに
割り当て得る。コピーされるパターンに関連付けられている重みは、新しいリフレックス
にコピーされるときに調整され得る。したがって、新しいリフレックス（ＲｅｆｌｅｘＦ
２）は、パターンＭＤ１に等しく、新しい壁面スイッチから受信された発生データ（「発
生データ１」）に関係するトリガーパターンと、フロアランプをオンにすることに関連付
けられているパターンＭＤ３に等しいアクションパターンと、パターンＭＤ４に等しい報
酬パターンと、パターンＭＤ５に等しい補正パターンとを有することができる。いくつか
の実施形態では、フロアランプが、複数のアクションを実行し（たとえば、オンにする、
オフにする、など）、それにより、少なくとも２つのリフレックス（すなわち、アクショ
ンごとに少なくとも１つのリフレックス）を利用するように構成され得るときに、未知の
パターンを検出したことに応答して作成される新しいリフレックスは、そのトリガーモー
ドにおいて既存のリフレックスからコピーされ得る。言い換えれば、新しいリフレックス
を作成するときにどの既存のリフレックスからコピーするかを決定するために、フロアラ
ンプは、トリガーモードにおいてイベント（またはイベントのパターン）をリフレックス
の知られているアクションに相関させるオペレーションを実行し得る（すなわち、新しい
リフレックスに対するパターンが、未知のパターン／イベントの時間ウィンドウ内でアク
ションパターンに遭遇する既存のリフレックスからコピーされ得る）。図１１は、スマー
トボックスが新しいリフレックスを追加するためのオペレーションを含む一実施形態の方
法を示している。
【０１２０】
　[0141]ｔ＝ｔＲｅｗａｒｄにおいて、別のコンポーネントが、ＲｅｆｌｅｘＦ１に対す
る報酬パターンとして知られているパターンＭＤ４などの報酬パターンとマッチするイベ
ントを生成し得る。たとえば、モーター駆動装置は、フロアランプのライトがオンになる
ときにパターンＭＤ４に等しいイベントを生成することができる（図１Ｂ～図１Ｃに示さ
れている）。モーター駆動装置は、パターンＭＤ４をイベントレコーダーに送信し得る。
パターンＭＤ４は、ＲｅｆｌｅｘＦ１の報酬パターン（および新規作成されたＲｅｆｌｅ
ｘＦ２）とマッチするので、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関連付けられているトリガー重みは、Ｒ
ｅｆｌｅｘＦ１がトリガーモード６０８に入るときに増加され得る。いくつかの実施形態
では、報酬パターンは、フロアランプのライトがオンになる限りパターンＭＤ４に等しい
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報酬パターンが常に生成され、トリガー重みが増加し得るように自己生成パターンであっ
てよい。
【０１２１】
　[0142]学習有効モードにおいて、報酬パターン（ＭＤ４）がマッチした場合、報酬利得
が適用され得る（たとえば、トリガー重みを増加させる、など）。いくつかの実施形態で
は、マッチ重み（上で説明されているようにｘ）は、典型的には、学習有効モードに入っ
ている間に修正されるけれども、式の中のパラメータまたは値は、学習有効モードに入っ
ている間に調整され得る。言い換えれば、リフレックスのトリガー重みを増減することは
、トリガー重みの式の中のパラメータを調整することを含み得る。
【０１２２】
　[0143]しかし、補正パターン（ＭＤ５）がマッチした場合、補正利得が適用され得る（
たとえば、トリガー重みを減少させる）。いくつかの実施形態では、報酬パターンまたは
補正パターンは、入力、または応答が望ましいものであった（または望ましくなかった）
というフィードバックを返すためにユーザがアクティブ化し得るボタンなどの、追加の発
生によって生成され得る。たとえば、フロアランプがそのライトをオンにした後、ユーザ
は、フロアランプ上のボタンを押して、報酬パターンを生成する。報酬パターンに基づき
、フロアランプは、関係するリフレックスのトリガー重みを増加させ得る。
【０１２３】
　[0144]ｔ＝ｔＲｅｓｕｍｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒにおいて、フロアランプは、Ｒｅｆｌｅｘ
Ｆ１に対するトリガーモード６０８を終了し、モニターモード６０６に戻る。いくつかの
実施形態では、フロアランプは、その後、パターンＭＤ１を受信するものとしてよく、こ
れは、フロアランプがＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガーされたアクションに基づきライトをア
クティブ化することを引き起こし得る。
【０１２４】
　[0145]いくつかの実施形態では、新しいリフレックスが、様々な発生データがフロアラ
ンプによって受信されるか、または取得される順序に関係なく生成され得る。言い換えれ
ば、未知のトリガーパターン（たとえば、ＭＤ１）は、トリガーウィンドウの前、間、お
よび後に受信され、使用される可能性があり、したがって、発生データを受信する順序と
無関係にリフレックスの作成を引き起こす可能性がある。たとえば、「発生データ１」が
受信され、フロアランプがＲｅｆｌｅｘＦ１に対するトリガーモード６０８に入った後（
すなわち、「発生データ２」が受信され、ＭＤ２が取得された後）にパターンＭＤ１を生
成するために使用される場合、ＭＤ１がトリガーモード６０８に関する時間ウィンドウ内
でまだ発生していることがあり得るので、フロアランプはＲｅｆｌｅｘＦ２をまだ作成す
ることができる。
【０１２５】
　[0146]図７は、図６からの新規作成されたリフレックスＲｅｆｌｅｘＦ２がどのように
報酬を受けおよび／または補正されてタイムライン７０１に沿ったアクションとの関連付
けを増加／減少させるかを示している。ＲｅｆｌｅｘＦ２の状態７１８に応じて、フロア
ランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してモニターモード７０６またはトリガーモード７０８
に入り得る。モニターモード７０６において、フロアランプは、リフレックスに関してマ
ッチするトリガーパターンを探索している。フロアランプが、記憶されているリフレック
スの知られているトリガーパターンとマッチするイベントのパターンを生成する場合、フ
ロアランプは、マッチするトリガーパターンを含むフレックスのトリガーモードに入り得
る。図７００では、ＲｅｆｌｅｘＦ２は、パターンＭＤ１に等しいトリガーパターンと、
パターンＭＤ３に等しいアクションパターンと、パターンＭＤ４に等しい報酬パターンと
、パターンＭ５に等しい補正パターンとを有することができる。
【０１２６】
　[0147]ｔ＝ｔ０において、壁面スイッチは、イベントを生成し、そのイベントに関係す
る発生データとともにイベントレポートメッセージをブロードキャストすることができる
。フロアランプは、モニターモード７０６において、ｔ＝ｔＭＤ１－Ｒｘまでにイベント
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レポートメッセージを受信し得る。
【０１２７】
　[0148]ｔ＝ｔＭＤ１－Ｒｘにおいて、フロアランプは、発生データを伴うイベントレポ
ートメッセージ全体を受信し、それに応答してイベントを生成し、それをイベントレコー
ダーに転送し、このイベントレコーダーがイベントをパターンＭＤ１に変換して、イベン
トバスに出すものとしてよい（図２に示されているように）。フロアランプは、パターン
ＭＤ１をイベントバスからメモリの一時記憶装置（たとえば、図２のイベントパターン記
憶装置２０４）に転送し得る。
【０１２８】
　[0149]ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒにおいて、フロアランプは、パターンＭＤ１を処理し、そ
れがＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられている知られているトリガーパターンとマッチする
と決定し得る。したがって、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード
７０８に入り、そこで、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関して学習または学習解除
を行うことができる。
【０１２９】
　[0150]ｔ＝ｔＡｃｔｉｏｎにおいて、フロアランプは、イベントバス上に出される、Ｒ
ｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられているアクションパターン（ＭＤ３）を生成し得る。モー
ター駆動装置は、アクションパターン（ＭＤ３）をイベントバスから取り出し、生成され
たアクションパターンに関連付けられているアクション（たとえば、フロアランプのライ
トをオンにする）を実行し得る。
【０１３０】
　[0151]ｔ＝ｔＲｅｗａｒｄにおいて、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられている報酬パタ
ーン（ＭＤ４）が、別のコンポーネントから生成され得る。たとえば、生成されたアクシ
ョンパターン（ＭＤ３）は、モーター駆動装置がフロアランプをオンにすることを引き起
こし得る。フロアランプがオンになると、モーター駆動装置がフィードバックを受信し得
るか、またはセンサーエンコーダがランプの状態の変化を感知し、パターンＭＤ４を生成
し得る。パターンＭＤ４は、その後、イベントパターン記憶装置に記憶され得る。パター
ンＭＤ４は、ＲｅｆｌｅｘＦ２の報酬パターンとマッチするものとしてよく、その結果、
ＲｅｆｌｅｘＦ２トリガーパターン（ＭＤ１）に関連付けられている重みが増加され得る
。
【０１３１】
　[0152]いくつかの実施形態では、リフレックスのトリガー重みが、最大レベルに達した
後、トリガー重みは、さらに調整されることはなく、これにより、システムリソースが別
のところで使用されることを許し得る。そのような最大レベルは、重み計算の動的範囲を
制限するか、または学習デバイス内に備えられるＲＡＭの量を減らすために利用され得る
。たとえば、リフレックスにトリガー重みのより小さい動的範囲が使用されるときに（た
とえば、最小のトリガー重みと最大のトリガー重みとの間のより小さい範囲）、学習デバ
イスではより少ないＲＡＭが使用され得る（たとえば、１６ビットの代わりに８ビット）
。
【０１３２】
　[0153]いくつかの実施形態では、フロアランプのメモリは、限られた数のパターンおよ
び／またはリフレックスを記憶できるだけのサイズを有し得る。そのような場合、記憶さ
れているリフレックスのトリガー重みが、最小の重み値（たとえば、「破棄閾値」）に達
した場合、トリガー重みは、リフレックスをトリガーすることが決してないことがあり得
そうなほど低いものとして考えられ得る。そのような場合、フロアランプは、新しいリフ
レックスのためにそのリフレックスに割り振られているメモリを再使用（または再利用）
することができる。したがって、低いトリガー重みでリフレックスを補正するための下限
値を設定することは、そのメモリが他のパターンおよび／またはリフレックス用に記憶域
を充てることを可能にし得る。他の実施形態では、新しいリフレックスを記憶するための
制限されたリソースがあるときに、フロアランプは、最小のまたは「破棄」閾値を使用す
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ることなく、メモリを最も頻繁に使用されていない、または使用される可能性が最も低い
ものから（重み特性を介して）新しいリフレックスに再割り振りすることができる（すな
わち、フロアランプは、単純に、最も無益なリフレックスを置き換えることができる）。
【０１３３】
　[0154]ｔ＝ｔＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎにおいて、異なるコンポーネントが補正パターン（
ＭＤ５）を生成し得る。たとえば、フロアランプが、トリガーモード７０８においてオフ
にされた場合、センサーエンコーダは、この状態の変化をイベントに変換するものとして
よく、これはイベントレコーダーに受け渡され、補正パターンＭＤ５を作成することがで
きる。パターンＭＤ５は、ＲｅｆｌｅｘＦ２（トリガーモード７０８に入っている）の補
正パターンにマッチされるものとしてよく、その結果、トリガー重みは減らされて、トリ
ガーパターン（ＭＤ１）とＲｅｆｌｅｘＦ２のアクションパターン（ＭＤ３）との間の関
連付けを弱め得る。
【０１３４】
　[0155]ｔ＝ｔＲｅｓｕｍｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒにおいて、フロアランプは、Ｒｅｆｌｅｘ
Ｆ２に関連付けられているトリガーモード７０８を終了し、モニターモード７０６に戻り
得る。トリガーモード７０８は、それがタイムアウトになったことで単純に終了し得る。
たとえば、トリガーモード７０８は、１０秒間のみ持続し得るので、１０秒間トリガーモ
ード７０８で動作した後、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード７
０８を終了し、対応するモニターモード７０６に入り得る。
【０１３５】
　[0156]図８は、フロアランプなどの、学習デバイスのリフレックスに対する異なる種類
の学習率を示している。各デバイスは、学習の臨界学習期間８０１と定常状態学習期間８
０２とを有し得る。言い換えれば、臨界学習期間８０１および定常状態学習期間８０２は
、学習デバイスの異なる学習状態または学習条件に対応し得る。たとえば、臨界学習期間
８０１は、高速学習状態に対応し、定常状態学習期間８０２は、低速または通常学習状態
に対応し得る。これらの期間のうちの各々の期間内にあるときに利得の異なるセットがト
リガー重みに適用され得る。図８は、２つの学習期間８０１、８０２を示しているが、リ
フレックスは、２つよりも多い学習期間を利用することができることは理解されるであろ
う。
【０１３６】
　[0157]臨界学習期間８０１は、典型的には、学習デバイスの初期状態に関連付けられ得
る。これは、学習デバイスの初期挙動をトレーニングすることが、ユーザにとってより有
益である時間であり得る。初期動的リフレックスは、この状態で作成される可能性が高い
、つまり、臨界学習期間８０１に関連付けられている様々な利得値（図８では「利得セッ
ト１」と称されている）が高く（すなわち、高利得セット）、スマートボックスは、学習
および学習解除を行う可能性がより高い。たとえば、製造業者が、フロアランプを最初に
高い利得を有する臨界学習期間８０１に設定し、フロアランプが壁面スイッチまたは他の
デバイスに素早く関連付けることを可能にし得る。第１のトリガーアクション関連付けが
発生した後、フロアランプは、定常状態学習期間８０２に変化し得る。
【０１３７】
　[0158]定常状態学習期間８０２は、特定のデバイスが初期トレーニングされたときに生
じるものとしてよく、追加のトレーニングは許されるが、より困難であることが意図され
る。定常状態学習期間８０２に関連付けられている利得（図８では「利得セット２」と称
されている）は、低い利得（すなわち、低利得セット）を有し、学習をより困難なものに
し得る。たとえば、フロアランプが壁面スイッチに関係する「オン」イベントとの「オン
」イベント関連付けを有する場合、フロアランプは、定常状態学習期間８０２に入ってい
るものとしてよい。定常状態学習期間８０２に入っている間、フロアランプは、ステレオ
から受信された発生データに応答してアクティブ化するなどの、追加の関連付けを学習し
得る。しかしながら、ステレオとフロアランプとの間の関連付けを瞬時に学習する代わり
に、フロアランプは、トリガーパターン（たとえば、ステレオから受信された発生データ
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に基づくステレオ「オン」イベント）と、アクションパターン（たとえば、ランプがオン
にされたことを指示する発生データに基づくフロアランプ「オン」イベント）と、報酬パ
ターン（たとえば、ランプ上のユーザ入力ボタンから「報酬」信号または発生データを受
信することに基づく）とに、ステレオがオンになったときにフロアランプがオンになるこ
とを学習する前に複数回遭遇しなければならない場合がある。
【０１３８】
　[0159]臨界学習期間８０１に関連付けられている利得（「利得セット１」）と、定常状
態学習期間８０２に関連付けられている利得（「利得セット２」）との関係は、次の式で
示され得る。
【０１３９】
【数２】

【０１４０】
　[0160]言い換えれば、上記の式を使用する学習デバイスは、利得セット１で学習するの
が利得セット２よりも高速であり得る。
【０１４１】
　[0161]いくつかの実施形態では、各利得セットは、オペレーションの異なる段階でリフ
レックスのトリガー、報酬、および補正パターンに関連付けられている個別の利得または
重みを有し得る。臨界期間と定常状態期間とにより近くなるように利得を調整するために
２つまたはそれ以上の利得レベルが使用され得る。たとえば、第３の利得セットがあり得
、これは、臨界期間と定常状態期間とのハイブリッドであってよい（たとえば、学習する
のに繰返しが少なくて済む）。利得が調整されるときに、特定のパターンに関連付けられ
ている重みが、システム内のマッチを決定するように調整され得る。
【０１４２】
　[0162]特定のリフレックスが動的であるか、または静的であるかは、学習デバイスに関
連付けられている利得と学習とに影響を及ぼし得る。特定の学習デバイスが、調整され得
ない、組み込みの静的リフレックスを有し得る。たとえば、フロアランプは、関係する報
酬パターンまたは補正パターンに遭遇することに関係なく再重み付けされ得ない組み込み
のリフレックスを有し得る。言い換えれば、学習デバイスは、重み調整（たとえば、補正
）の使用を通じて静的リフレックスを無効にする（または「忘れる」）ことができない。
しかしながら、対照的に、動的リフレックスは、自然発生的に作成され、時間の経過とと
もに調整され得る。たとえば、フロアランプは、壁面スイッチに関連付けられているトリ
ガーパターンに対応してフロアランプのアクションが実行され得ないように時間の経過と
ともに動的リフレックス（たとえば、上で示されているようなＲｅｆｌｅｘＦ２）の重み
を調整し得る。言い換えれば、学習デバイスは、トリガーパターン（たとえば、壁面スイ
ッチでの発生）とアクションパターン（たとえば、フロアランプをオンにする）との間の
関連付けに関係するリフレックスのトリガー重みを、そのトリガー重みが閾値より低くな
り、したがってアクションが実行されないように下げることができる。しかしながら、い
くつかの実施形態では、動的リフレックスは、関連付けが忘れ去られないように静的リフ
レックスに変換され得る。いくつかの実施形態では、動的リフレックスは、アクションと
トリガーとの間の関連付けを有するリフレックスのトリガー重みを変更することが困難に
なり、したがってそのような動的リフレックスをより永続的にするようなリジッド状態を
与えられ得る。
【０１４３】
　[0163]図９および図１０は、図８に示されているように定常状態学習期間８０２におけ
る動的リフレックスの学習および学習解除の例を示している。図９および図１０に示され
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ている同じ原理は、臨界学習期間８０１における動的リフレックスにも当てはまる。
【０１４４】
　[0164]図９は、トリガーアクション関連付けに報酬を与えることで、トリガーパターン
がトリガー重み閾値９２５以上の重みを有するようになるまでトリガーパターンの重みを
どのように変更することができるかを示しているタイムライン図９００である。図９００
は、２つの知られているリフレックスＲｅｆｌｅｘＦ１とＲｅｆｌｅｘＦ２とを含む。Ｒ
ｅｆｌｅｘＦ１は、トリガーパターン（「ＭＤ２」と称される）と、そのトリガー閾値（
図示せず）よりも高い第１のトリガー重みとを有する。ＲｅｆｌｅｘＦ１は、また、アク
ションパターン（「ＭＤ３」と称される）と、報酬パターン（「ＭＤ４」と称される）と
、補正パターン（「ＭＤ５」と称される）とを有する。ＲｅｆｌｅｘＦ２は、Ｒｅｆｌｅ
ｘＦ２が異なるトリガーパターン（「ＭＤ１」と称される）を有することを除きＲｅｆｌ
ｅｘＦ１と同じであり、最初にトリガー重み閾値９２５より低い第２のトリガー重みを有
し得る。図９００は、ＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガー重みを変えることができる、イベント
および反応のタイムライン９０１を示している。
【０１４５】
　[0165]時刻ｔ＝ｔ０において、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してモニターモ
ード９０６に入っているものとしてよい。モニターモード９０６では、フロアランプは、
トリガーパターンＲｅｆｌｅｘＦ２とマッチするイベントに関係する信号が入ってくるの
を監視し得る。モニターモード９０６において、フロアランプは、トリガーパターンＭＤ
１に対応するイベントに遭遇するか、または取得し得る。たとえば、第１の壁面スイッチ
と同一であってもよい、新しい壁面スイッチは、新しい壁面が「オフ」から「オン」にト
グルしたときにイベントレポートメッセージを発生データとともにフロアランプに送信す
ることができ、次いで、フロアランプは、受信されたイベントレポートメッセージおよび
発生データに基づきトリガーパターンＭＤ１を生成することができる。
【０１４６】
　[0166]時刻ｔ＝ｔＮｏＡｃｔｉｏｎ１において、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１と
ＲｅｆｌｅｘＦ２とに対するトリガーパターンＭＤ１を処理することができる。すでに説
明されているように、ＭＤ１は、ＲｅｆｌｅｘＦ２にのみ関連付けられ、したがって、フ
ロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード９０８に入り得る。Ｒｅｆｌｅ
ｘＦ２は、ｔ＝ｔＮｏＡｃｔｉｏｎ１でトリガー重み閾値９２５より低い第１のトリガー
重みレベル９２１で現在のトリガー重みを有するので、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ
２に対するアクションパターン（たとえば、ＭＤ３）を生成し得ない。しかしながら、そ
の後すぐに、フロアランプは、新しい壁面スイッチに対応する発生データとともに別のイ
ベントレポートメッセージを受信してからトリガーパターンＭＤ２を生成し得る。たとえ
ば、新しい壁面スイッチは、「オフ」から「オン」にトグルし、関係するイベントレポー
トメッセージをフロアランプに送信して、フロアランプがイベントレポートメッセージに
基づきトリガーパターンＭＤ２を生成することを引き起こし得る。トリガーパターンＭＤ
２はＲｅｆｌｅｘＦ１に対応し、トリガー重みはそのトリガー閾値よりも高いと、フロア
ランプはアクションパターンＭＤ３を生成し得る。フロアランプは、その後、結果として
ランプがそのライトをオンにすることを引き起こす対応するアクションイベントを生成し
得る。ライトがオンになった後、状態の変化が、センサーエンコーダによって記録される
ものとしてよく、これは関連付けられているイベントを作成し、報酬パターンＭＤ４を生
成する。
【０１４７】
　[0167]時刻ｔ＝ｔＷｅｉｇｈｔＡｄｊｕｓｔ１において、報酬パターンＭＤ４は、Ｒｅ
ｆｌｅｘＦ１とＲｅｆｌｅｘＦ２とに対するトリガー重みを調整するように処理され得る
。ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード９０８に入っている間、フロアランプは、パ
ターンＭＤ４がＲｅｆｌｅｘＦ２の報酬パターンとマッチしていると決定するものとして
よく、ＭＤ１およびＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガー重みを増加させ得る。新しいトリガー重
みは第２のトリガー重みレベル９２２にあり、これは、依然としてトリガー重み閾値９２
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５より低くなっている。トリガーモード９０８がタイムアウトになった後、フロアランプ
は、モニターモード９０６に再び入ることができる。
【０１４８】
　[0168]ｔ＝ｔＷｅｉｇｈｔＡｄｊｕｓｔ２において、イベントに遭遇し、対応するパタ
ーンＭＤ１と、ＭＤ２と、ＭＤ３（またはＭＤ３’）と、ＭＤ４とを生成するプロセスが
繰り返され、その結果、トリガー重み閾値９２５を超えて第３のトリガー重みレベル９２
３にまで増加するようにＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガー重みを調整し得る。
【０１４９】
　[0169]ＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガー重みをトリガー重み閾値９２５よりも高く調整した
後いつでも、フロアランプは、パターンＭＤ１に対応するイベントに遭遇することがあり
、その結果、ＲｅｆｌｅｘＦ１をトリガーするのにパターンＭＤ２に遭遇する必要なくア
クションパターンＭＤ３’が生成され得る。たとえば、新しい壁面スイッチの「オン」イ
ベントに対応するパターンＭＤ２を生成したときのみフロアランプがオンになった可能性
がある前である。次に、壁面スイッチは、結果としてパターンＭＤ１に対応するイベント
を生成し、したがってフロアランプがＲｅｆｌｅｘＦ２を介してそのライトをオンにする
ようにトリガーされることを引き起こし得る発生データを含むイベントレポートメッセー
ジをフロアランプに送信することができる。
【０１５０】
　[0170]図１０は、トリガー重み閾値１０２５より低くなるまでトリガー重みを調整する
ことによってトリガーアクション関連付けを補正することを示すタイムライン図１０００
である。図１０００は、補正イベントにフロアランプが遭遇することと、フロアランプが
その後補正パターンを生成することを除き図９００に類似している。この補正パターンは
、リフレックスのトリガー重みを減少させる。図９００と異なり、図１０００の補正プロ
セスは、ただ１つのリフレックスを伴い得る。ここで、ＲｅｆｌｅｘＦ２のみが関わり、
図９００のように、同じトリガーパターンＭＤ１と、アクションパターンＭＤ３と、報酬
パターンＭＤ４と、補正パターンＭＤ５とを含む。また図９００とは異なり、図１０００
におけるＲｅｆｌｅｘＦ２は、トリガー重み閾値１０２５よりも高い１０２３の初期トリ
ガー重みから始まり得る。したがって、トリガーパターンＭＤ１を生成した後に、フロア
ランプは、対応するアクションパターンと関連付けられているアクションとを生成し得る
。
【０１５１】
　[0171]時刻ｔ＝ｔ０において、フロアランプは、モニターモード１００６においてイベ
ントを監視し得る。モニターモード１００６において、フロアランプは、トリガーパター
ンＭＤ１に対応するトリガーイベントに遭遇し得る。たとえば、新しい壁面スイッチは、
新しい壁面スイッチが「オフ」から「オン」にトグルされたので、「オン」イベントに関
係する、パターンＭＤ１に対応する、発生データとともにイベントレポートメッセージを
ブロードキャストすることができる。イベントが受信されると、フロアランプは、対応す
るトリガーパターンを生成し得る。
【０１５２】
　[0172]時刻ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒｅｄ１において、フロアランプは、オンイベントに関
係するイベントレポートメッセージを受信し、パターンＭＤ１を生成し得る。フロアラン
プは、パターンＭＤ１がＲｅｆｌｅｘＦ２に対応する知られているトリガーパターンであ
ると決定し、したがって、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード１００８に入ること
ができる。その後すぐに、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に対する第１のトリガー重
みレベル１０２３がトリガー重み閾値１０２５より高いと決定し、アクションパターンＭ
Ｄ３を生成することができ、その結果、フロアランプがライトをオンにするアクションイ
ベントおよび物理的アクションが生じる。フロアランプは、トリガーモード１００８に入
っている間に補正パターンＭＤ５に対応するイベントにも遭遇し得る。たとえば、フロア
ランプは、ユーザがフロアランプ上の別の補正ボタン（たとえば、「Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ」というラベルが付いたボタン）を押したときにイベントに遭遇した後補正パターンＭ
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Ｄ５を生成し得る。ユーザは、このボタンを押して、補正イベントをフロアランプに送信
し、それに応答して、フロアランプは、補正パターンＭＤ５を生成し得る。代替的一例に
おいて、フロアランプは、ユーザが前のトリガーパターンの短い時間ウィンドウ内でフロ
アランプを手動でオフにしたときに補正パターンを生成し得る。前のトリガーパターンの
反対の入力は、補正パターンに対応し、フロアランプは、トリガーパターンとアクション
パターンとの関連付けを解除するように学習し得る。
【０１５３】
　[0173]時刻ｔ＝ｔＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎ１において、フロアランプは、補正パターンＭ
Ｄ５がＲｅｆｌｅｘＦ２の補正パターンとマッチしていると決定することができる。した
がって、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられているトリガー重みを第２の
トリガー重みレベル１０２２にまで下げることができる。第２のトリガー重みレベル１０
２２はまだトリガー重み閾値１０２５より高く、そのため、フロアランプはライトをその
ままアクティブ化することができる。最終的に、トリガーモード１００８は、時間の制約
によって終了し、フロアランプは、モニターモード１００６に再び入り得る。
【０１５４】
　[0174]モニターモード１００６に入っている間に、フロアランプは、第２のトリガーイ
ベントに遭遇し、第２のトリガーパターンＭＤ１を生成し得る。たとえば、新規壁面スイ
ッチは、再び、「オフ」から「オン」にトグルされ得る。時刻ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒｅｄ
２において、フロアランプは、第２のパターンＭＤ１がＲｅｆｌｅｘＦ２の知られている
トリガーパターンとマッチすると決定し、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関してトリガーモード１０
０８に入ることができる。ＲｅｆｌｅｘＦ２が現在トリガー重み閾値１０２５よりも高い
第２のトリガー重みレベル１０２２を有しているので、フロアランプは、アクションパタ
ーンＭＤ３と関連付けられている機械的アクション（たとえば、ライトをオンにする）を
生成し得る。フロアランプが、ＲｅｆｌｅｘＦ２でトリガーモード１００８に入っている
間、フロアランプは、再び、補正ボタンからの補正イベントに遭遇し、補正パターンＭＤ
５を生成することができる。パターンＭＤ５は、ＲｅｆｌｅｘＦ２に対応しているので、
時刻ｔ＝ｔＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎ２において、トリガー重みは、第３のトリガー重みレベ
ル１０２１に下げられるが、これはトリガー重み閾値１０２５よりも低い。したがって、
時刻ｔ＝ｔＴｒｉｇｇｅｒｅｄ３においてフロアランプが別のトリガーイベントに遭遇し
、別のトリガーパターンＭＤ１を生成する場合、フロアランプは、トリガーモード１００
８において対応するアクションパターンＭＤ３を生成し得ない。言い換えれば、フロアラ
ンプはＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガーアクション関連付けを事実上忘れてしまっている可能
性があり、将来トリガーパターンＭＤ１を生成した後（または少なくともトリガーパター
ンへのその仕方に応答するように再トレーニングされるまで）そのライトをアクティブ化
し得ない。
【０１５５】
　[0175]いくつかの実施形態では、その関連付けトリガー重み閾値よりも低いトリガー重
みは、報酬パターンに遭遇することなくフロアランプがトリガーモードに入ったことに応
答して継続的に下げられ得る。たとえば、図１０では、時刻ｔＴｒｉｇｇｅｒｅｄ３にお
いて、フロアランプは、その後の報酬パターンなしでトリガーパターンＭＤ１を検出する
ことができ、結果として、時刻ｔ＝ｔＳｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄ１において示されている
ようにフロアランプはＲｅｆｌｅｘＦ２に対するトリガー重みを第４のトリガー重みレベ
ル１０１９に減少させ続け得る。いくつかの実施形態では、リフレックスのトリガー重み
は、トリガー重みがその関連付けられているトリガー重み閾値より低くなり、報酬パター
ンに遭遇しないと、時間の経過とともに周期的に減少（または減衰）させられ得る。
【０１５６】
　[0176]いくつかの実施形態では、フロアランプは、そのトリガー重みがトリガー重み閾
値１０２５よりも低くなり、メモリ不足が生じた後ただちに、またはしばらくしてからＲ
ｅｆｌｅｘＦ２を取り除くことができる。したがって、フロアランプが、ＲｅｆｌｅｘＦ
２が削除された後にＲｅｆｌｅｘＦ２のトリガーパターン（ＭＤ１）を検出した場合、フ
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ロアランプは、他の条件が満たされていると仮定して（たとえば、トリガーモードにおい
て存在している報酬を有する）そのトリガーパターンとしてパターンＭＤ１を有する新し
いリフレックスを作成し得る。いくつかの実施形態では、フロアランプは、メモリ不足（
たとえば、記憶されているリフレックスに対してメモリ限界に達したこと）により関連付
けられている閾値よりも高いトリガー重みを有するリフレックスを取り除くことができる
。たとえば、フロアランプが、トリガーモードにおいて新しいトリガーパターンに遭遇し
たが、ローカルメモリに利用可能な記憶領域を有していないときに、フロアランプは、ト
リガー閾値よりも高いトリガー重みを有するが、あまり使用されない、使用される可能性
が最も低い、および／またはトリガー重みがそれぞれのトリガー重み閾値を超えるすべて
のリフレックスの最低のトリガー重みを有する、記憶されているリフレックスを取り除く
ことができる。
【０１５７】
　[0177]図１１は、イベントに関連付けられているアクションを学習するためスマートボ
ックス内に実装され得る一実施形態の方法１１００を示している。この実施形態の方法１
１００は、どのようなスマートボックスとも使用され得るけれども、説明を簡単にするた
め、方法１１００は、壁面スイッチに接続されているスマートボックスからイベントレポ
ートメッセージを受信するフロアランプに接続されているスマートボックスの例を参照し
つつ説明されている。それに加えて、フロアランプ、壁面スイッチ、またはステレオへの
参照は、対応するスマートボックスもそれぞれ包含する。たとえば、フロアランプによっ
て実行されるものとして説明されているオペレーションは、フロアランプに関連付けられ
ているスマートボックスのプロセッサによって実行され得る。これらのスマートボックス
は、実際には、イベントレポートメッセージ内の発生データを交換するオペレーションと
、イベントおよび／またはパターンを処理するオペレーションとを実行する。
【０１５８】
　[0178]ブロック１１０２において、フロアランプはイベントを取得し得る。たとえば、
フロアランプは、壁面スイッチからＲＦ送信上で発生データを含むイベントレポートメッ
セージを受信することができ、イベントレポートメッセージ内のデータに基づき、フロア
ランプは、図３Ｂを参照しつつ上で説明されているようなデータ構造としてイベントを生
成し得る。そのような一例において、イベントレポートメッセージは、ユーザが壁面スイ
ッチを「オフ」から「オン」にトグルしたときに壁面スイッチによって送信され得る。上
で説明されているように、フロアランプは、代替的に、フロアランプに結合されたセンサ
ー（たとえば、光センサーなど）に基づき、および／またはアクションを実行したことに
応答して、イベントを取得し得る。時間の経過とともに、方法１１００および１２００の
オペレーションのその後の繰返しにおいて、フロアランプは、取得されたイベントに関係
する場合もない場合もある追加の要素を取得し得る。たとえば、取得されてイベントに基
づきトリガーモードをアクティブ化した後、フロアランプは、受信されたイベントレポー
トメッセージおよび／またはフロアランプによって実行されたアクションに応答して生成
されたイベントなどの、取得され、メモリ内にバッファリングされた以前のイベントを取
り出すことによって追加のイベントを取得し得る。
【０１５９】
　[0179]決定ブロック１１０４において、フロアランプは、イベントフィルタが適用され
るかどうかを決定することができる。イベントフィルタは、時間フィルタ、タイプフィル
タ、デバイスイベントフィルタなどを含み得る。イベントフィルタが適用されることを決
定したことに応答して（決定ブロック１１０４＝「はい」）、フロアランプは、ブロック
１１０６においてさらなる処理からイベントを破棄し、ブロック１１０２において新しく
入ってくる信号を監視し続けることができる。いくつかの実施形態では、イベントフィル
タが時間ベースのフィルタである場合、日中にイベントを破棄するプリセットのスケジュ
ールがあってよい。たとえば、ステレオは、真夜中の時間から午前１０時までに取得され
たイベントを無視する時間フィルタを有することができる。別の例では、フロアランプの
ところのイベントフィルタは、単に、ステレオからの取得されたすべてのイベントを無視
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し得る。さらなる例では、ステレオは、特定のユーザに関連付けられている取得されたイ
ベントを無視し得る。いくつかの実施形態では、壁面スイッチは、入力されたユーザＩＤ
（たとえば、指紋データ、パスコード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈまたは近距離通信（ＮＦＣ）
からの付近のモバイルデバイスのデータなど）を受信し、そのユーザＩＤをイベントレポ
ートメッセージ内の発生データに含めることができる。ステレオを所有する父親は、自分
のステレオを自分以外の誰かに壁面スイッチでオンにしてもらいたくない場合がある。し
たがって、ステレオは、取得されたすべてのイベントを、それらが父親のユーザＩＤを含
まない場合に破棄し、それによって、他人が壁面スイッチでステレオをオンにするのを防
ぐことができる。しかしながら、イベントフィルタが適用されない場合（すなわち、決定
ブロック１１０４＝「いいえ」）、フロアランプは、メモリ１３８（図１Ｃに示されてい
る）に配置されているバッファ内にイベントを記憶し得る。
【０１６０】
　[0180]イベントフィルタが適用されないと仮定すると、フロアランプは、ブロック１１
０８においてメモリ１３８に配置されているバッファ内にイベントを記憶し得る。イベン
トはバッファに記憶されることで、フロアランプがモニターモードに入っている間にイベ
ントレコーダー２０６のところでパターンを生成することを円滑にし得る。言い換えれば
、フロアランプは、モニターモードに入っている間にイベントのバッファリングを実行し
得る。図示されていないけれども、フロアランプは、特定の時間期間（たとえば、５～１
０秒）にメモリ内にイベントをバッファリングし、次いで、イベントを破棄して新しいイ
ベントのための領域をあけることができる。
【０１６１】
　[0181]ブロック１１１０において、フロアランプは、イベントがバッファ内に常駐して
いることに基づきパターンを生成し得る。いくつかの実施形態では、フロアランプは、メ
モリ内にバッファリングされている様々なイベントを取り出して組み合わせることなどに
よって、バッファ内に常駐する複数のイベントに基づきパターンを生成し得る。たとえば
、フロアランプは、２つの異なる壁面スイッチが「オン」位置に切り替えられたときに受
信されるイベントレポートメッセージに基づき生成された２つのイベントに基づきパター
ンを生成しているものとしてよい。パターンは、次の４つの方法のうちの１つによって生
成され得る、すなわち、（１）イベントの時間順序のシーケンスに基づくこと、（２）複
数のイベントをシングレットに圧縮すること、（３）発見的手法、および（４）パターン
生成においてイベントから時間を取り除くことによって生成され得る。
【０１６２】
　[0182]イベントの時間順序のシーケンスに基づきパターンを生成するときに、イベント
が生成されるか、または他の何らかの形で取得される時間が問題になり得る。したがって
、イベントが特定の時間ウィンドウ内で生成されない場合、フロアランプは、イベントに
基づきパターンを生成し得ない。たとえば、フロアランプは、壁面スイッチに関係する「
オン」イベントおよびステレオに関係する「オン」イベントと同等のトリガーパターンを
有することができる。フロアランプが、時間ウィンドウ内で壁面スイッチに関係する「オ
ン」イベントを取得するが、時間ウィンドウの外でステレオに関係する「オン」イベント
が取得された場合、フロアランプは、トリガーイベントを認識し得ない。いくつかの実施
形態では、パターンは、イベントＡがイベントＢの前に取得される場合にのみ生成され得
る。たとえば、フロアランプが、壁面スイッチの「オン」イベントの前にステレオの「オ
ン」イベントを取得した場合、壁面スイッチのイベントが最初に取得されたときにのみフ
ロアランプがトリガーパターンを受け付けるので、フロアランプはこれらのイベントをト
リガーパターンとして認識し得ない。
【０１６３】
　[0183]いくつかの実施形態では、複数のイベントが、単一のイベントまたはシングレッ
トに圧縮され得る。たとえば、フロアランプは、ランプイベントバッファに記憶されてい
る、異なる時刻における２つの「Ａ」イベント、次いで「Ｂ」イベントを取得し得る。フ
ロアランプは、第２の「Ａ」イベントを破棄して、１つの「Ａ」イベントと１つの「Ｂ」
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イベントとに基づきパターンを生成し得る。したがって、２つの「Ａ」イベントと１つの
「Ｂ」イベントとを有するトリガーパターンは、１つの「Ａ」イベントと１つの「Ｂ」イ
ベントとを有するトリガーパターンに圧縮され得る。「Ａ」イベントは、異なる時刻に繰
り返されるので、フロアランプは、繰り返されるイベントを無視することができる。
【０１６４】
　[0184]いくつかの実施形態では、フロアランプは、一連の発見的計算を実行して、イベ
ントを無視するかどうかを決定することができる。これらの発見的計算のうちのいくつか
は、単に、カウントするメカニズムを含み得る。たとえば、フロアランプは、「Ａ」イベ
ントを３回受信したか（たとえば、壁面スイッチに関係する「オン」イベント）を決定す
ることができ、その時点で、フロアランプは、３つの「Ａ」イベントを受信することはト
リガーパターンを生成することと同じであるという発見的ルールに基づきトリガーパター
ンなどの対応するパターンを生成し得る。
【０１６５】
　[0185]いくつかの実施形態では、フロアランプは、イベントからパターンを作成する時
刻を無視することができる。時刻を無視することは、発見的計算と同時に起こってよい。
たとえば、フロアランプがメモリ１３８において３つの「Ａ」イベントと１つの「Ｂ」イ
ベントとを受信した場合、フロアランプは、一連の発見的計算を実行して時間ウィンドウ
なしでイベントに基づきパターンを生成するかどうかを決定することができる。時刻を無
視することは、順序独立であることも含み得る。たとえば、フロアランプは、まず「Ａ」
イベント、続いて「Ｂ」イベントを取得するか、または「Ｂ」イベント、続いて「Ａ」イ
ベントを取得するかどうかに関係なく同じパターンを作成し得る。
【０１６６】
　[0186]決定ブロック１１１２において、フロアランプは、パターンフィルタを適用する
どうかを決定することができる。これは、決定ブロック１１０４を参照しつつ説明されて
いるイベントフィルタに類似するものであってよく、これは記憶されている無視パターン
、時間ベースのフィルタ、デバイスタイプフィルタなどを含み得る。フロアランプは、パ
ターンが時間閾値などの閾値よりも低くなったときにパターンフィルタを使用してパター
ンをメモリ（たとえば、３２Ｋメモリ、６４Ｋメモリなど）から取り除くことができる。
フロアランプがパターンフィルタが適用されることを決定したことに応答して（すなわち
、決定ブロック１１１２＝「はい」）、フロアランプは、パターンを破棄し、ブロック１
１１３においてそのパターンのさらなる処理を止めることができる。いくつかの実施形態
では、フロアランプは、最近実行されたアクションに対して生成されたパターンをフィル
タリングし得る。たとえば、フロアランプがオンになったときに、フロアランプは、イベ
ントからアクションパターンを生成することができる。アクションパターンが、一定の時
間期間において無視されなかった場合、フロアランプは、アクションパターンを別のアク
ション（たとえば、ステレオをオンにする）へのトリガーパターンとして処理しようと試
み得る。新しいトリガーアクション関連付けの作成を回避するために、フロアランプは、
フロアランプが短い時間期間において生成されたアクションパターンを無視する一時的無
視パターンフィルタを作成し得る。フロアランプがパターンを破棄した後、フロアランプ
はブロック１１０２において新しいイベントを取得することに戻る。いくつかの実施形態
では、フロアランプは、ブロック１１０２において、イベントを絶えず取得し得る。
【０１６７】
　[0187]いくつかの実施形態では、フロアランプは、パターンのトリガー重みまたは対応
するリフレックスが低閾値よりも低い場合にパターンフィルタを適用することができる。
パターンフィルタを適用することによって、フロアランプは、特定のリフレックスの閾値
が特定の設定値よりも低いときにそのメモリからパターンを削除することができるものと
してよい。フロアランプは、本出願全体を通して説明されている補正プロセスを通じてリ
フレックスのトリガー重みを低減することができる。パターンを取り除くことで、フロア
ランプが新しいリフレックスの作成のためリソース（たとえば、メモリ）を節約すること
を可能にし得る。いくつかの実施形態では、フロアランプは、利用可能なローカルの記憶
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装置に関係なく、ユーザが与えられた時刻にフロアランプの学習能力に関して混乱する可
能性が低くなるように所定の限られた数のリフレックス（たとえば、ランプ１つにつきリ
フレックス２つ）を利用するように構成され得る。記憶されるリフレックスに対するその
ような限界は、記憶されるリフレックスおよびパターンがより少ないことで比較される必
要があり得るパターンの数を減らすことによってパターンマッチング速度を改善するなど
によって性能改善するという追加の利点も有し得る。
【０１６８】
　[0188]決定ブロック１１１２に戻って参照すると、パターンフィルタが適用されないこ
とを決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１１１２＝「いいえ」）、フロア
ランプは、決定ブロック１１１４において生成されたパターンが知られているパターンと
マッチしているかどうかを決定し得る。たとえば、フロアランプは、受信されたイベント
が時間ベースのフィルタの時間ウィンドウ内にあると決定し得る。そこで、フロアランプ
は、イベントをパターンとして処理し続ける。フロアランプは、生成されたパターンが、
知られているトリガーパターン、知られている補正パターン、知られている報酬パターン
などの、任意の種類の知られているパターンであるかどうかを決定し得る。
【０１６９】
　[0189]一例として、決定ブロック１１１４において、フロアランプは、生成されたパタ
ーンが、図６を参照しつつ上で説明されているリフレックス「ＲｅｆｌｅｘＦ１」に対す
るトリガーパターン「ＭＤ２」などの、リフレックスの知られているトリガーパターンに
対応するかどうかを決定し得る。生成されたパターンが知られているパターンとマッチす
ると決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１１１４＝「はい」）、フロアラ
ンプは、図１２を参照しつつ以下で説明されている決定ブロック１２０２のオペレーショ
ンを実行し得る。たとえば、フロアランプは、少なくとも１つのイベントがリフレックス
に関連付けられているトリガーパターンに対応するときにリフレックスに関係するトリガ
ーモードに入り、リフレックスに関連付けられているアクションを実行することができる
。
【０１７０】
　[0190]しかしながら、生成されたパターンが知られているパターンにマッチしていない
と決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１１１４＝「いいえ」）、フロアラ
ンプは、決定ブロック１１１６において新しいリフレックスを作成するかどうかを決定し
得る。たとえば、図７のシナリオにおいて上で説明されているように、生成されたパター
ンは、知られているパターンに対応していないパターン「ＭＤ１」であり得（すなわち、
ＲｅｆｌｅｘＦ２はまだ作成されていない）、したがってフロアランプは、パターンＭＤ
１を有する新しいリフレックスをその新しいトリガーパターンとして作成すべきかどうか
を決定し得る。フロアランプは、未知のパターンが検出されたかどうかと、リフレックス
がトリガーモードに入っているかどうかの両方に基づき新しいリフレックスが作成される
べきかどうかを決定することができる。
【０１７１】
　[0191]フロアランプが新しいリフレックスを作成しないことを決定したことに応答して
（すなわち、決定ブロック１１１６＝「いいえ」）、フロアランプは、ブロック１１１３
において生成されたパターンを破棄し、ブロック１１０２において新しいベントを監視す
ることを開始し得る。いくつかの実施形態では、フロアランプは、フロアランプが新しい
関連付けを学習することができない非学習モードに切り替えられ、それによって、新しい
リフレックスを作成する能力を無効化することができる。たとえば、フロアランプは、壁
面スイッチがオン／オフイベントに関連付けられているイベントレポートメッセージを送
信したときにライトをオン／オフにすることをすでに学習している場合がある。ユーザは
、この単純なオン／オフ関連付けに満足し、フロアランプによる追加の学習を無効化する
ことができる。そのため、フロアランプは、ステレオまたは他の学習デバイスのところで
の発生（たとえば、電源オンなど）との追加の関連付けを学習し得ない。他の実施形態で
は、フロアランプは、新しいリフレックスを学習することを避けるための他の考慮事項（
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たとえば、十分なメモリがない、トリガーモードがタイムアウトした、など）を有し得る
。
【０１７２】
　[0192]フロアランプが新しいリフレックスを作成することを決定したことに応答して（
すなわち、決定ブロック１１１６＝「はい」）、フロアランプは、ブロック１１１８にお
いて新しいパターンを新しいリフレックスに対するトリガーパターンとして記憶すること
ができる。新しいリフレックスは、所定のアクションパターンと、報酬パターンと、補正
パターンとともに作成され得る。したがって、ブロック１１１９において、フロアランプ
は、現在トリガーモードに入っているリフレックスから、新しいリフレックスに、アクシ
ョンパターンと、報酬パターンと、補正パターンとをコピーし得る。たとえば、上記の図
６に示されているように、フロアランプは、新しいパターンＭＤ１を含むＲｅｆｌｅｘＦ
２をトリガーパターンとして作成し、他の知られているＲｅｆｌｅｘＦ１のみからアクシ
ョンパターンと、報酬パターンと、補正パターンとをコピーすることができる。代替的な
一例において、フロアランプは、トリガーモードで他の記憶されているリフレックスから
パターンを取り出すことによって新しいリフレックスを作成し得る。
【０１７３】
　[0193]すでに指摘されているように、フロアランプは、トリガーモードに入っている間
に追加のイベントを取得することができ、そのような追加のイベントは、異なるトリガー
に関連付けられるか、または相関され得る。フロアランプは、これらの追加のイベントに
基づきパターンを識別するか、またはパターンとメモリに記憶されているリフレックスの
パターンとのマッチングを行うことを試み得る。しかしながら、これらの追加のイベント
に基づくパターンは、記憶されているリフレックスの知られているパターンに対応し得ず
、フロアランプは、新しいリフレックスを作成することを決定し得る。言い換えれば、フ
ロアランプは、追加のイベントに基づくパターンがリフレックスに関連付けられているト
リガーパターン、アクションパターン、補正パターン、および報酬パターンのうちの少な
くとも１つに対応しないときに、トリガーパターンと、アクションパターンと、補正パタ
ーンと、報酬パターンとともに第２のリフレックスを作成し得る。
【０１７４】
　[0194]図１２は、図１１からのマッチしたパターンの継続処理の一実施形態の方法１２
００を示している。上で説明されているように、生成されたパターンが知られているパタ
ーンにマッチしていると決定したことに応答して（すなわち、図１１の決定ブロック１１
１４＝「はい」）、フロアランプは、決定ブロック１２０２において生成されたパターン
がリフレックスの知られているトリガーパターンとマッチするかどうかを決定し得る。た
とえば、フロアランプは、壁面スイッチの「オン」イベントに基づき生成されたパターン
が、記憶されているリフレックスの知られているトリガーパターンとマッチしている（た
とえば、パターンＭＤ１が図６に示されているＲｅｆｌｅｘＦ２に対するトリガーパター
ンとマッチしている）かどうかを決定することができる。フロアランプが生成されたパタ
ーンが知られているトリガーパターンとマッチすると決定したことに応答して（すなわち
、決定ブロック１２０２＝「はい」）、フロアランプは、ブロック１２０３において生成
されたパターンとマッチする知られているトリガーパターンに関連付けられているリフレ
ックスに対するトリガーモードをアクティブ化する（または、「オン」にする）ことがで
きる。トリガーモードをアクティブ化することで、リフレックスに関連付けられているモ
ニターモードを非アクティブ化することができる。フロアランプは、他のリフレックスに
関連付けられている他のイベントなどの、リフレックスに関係するトリガーモードに入っ
ている間に追加のイベントを受信し、識別することができ、これにより、同時にアクティ
ブ化されたトリガーモードを引き起こすことに注意されたい。
【０１７５】
　[0195]フロアランプは、決定ブロック１２０４においてマッチしているパターンのリフ
レックスのトリガー重みがトリガー閾値以上かどうかを決定し得る。引き続き図１１の例
によれば、フロアランプは、生成されたパターンＭＤ１が最近作成されたＲｅｆｌｅｘＦ
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２の知られているトリガーパターンとマッチしていると決定し、ＲｅｆｌｅｘＦ２に対す
る現在の記憶されているトリガー重みをそれぞれのトリガー閾値と比較し得る。決定ブロ
ック１２０４において、フロアランプは、トリガー重みが閾値以上であるかどうかを決定
することができる。トリガー重みが閾値以上であると決定したことに応答して（すなわち
、決定ブロック１２０４＝「はい」）、フロアランプは、マッチしているトリガーパター
ンのリフレックスを使用してフロアランプが所定のアクションを行うか、または実行する
ことを引き起こすパターンもしくはその結果生じるイベントを生成することなどによって
、ブロック１２１６においてアクションを生成し得る。たとえば、フロアランプは、Ｒｅ
ｆｌｅｘＦ２のトリガー重みが、図９に示されているようにトリガー重み閾値９２５より
高い場合にライト１２４をオンにすることができる。様々な実施形態において、アクショ
ンを生成することは、さらに外部的に、または内部的に伝搬され得る、またアクチュエー
タを駆動するためにモーター駆動装置によって使用されるイベントのパターンを生成する
ことを含み得る。
【０１７６】
　[0196]いくつかの実施形態では、フロアランプは、トリガーされたときに限られた数の
アクションを生成するように構成され得る。たとえば、フロアランプは、１つのトリガー
モードにおいて１つのアクションのみの生成を、そのトリガーモードで受信されたトリガ
ーパターンの数に関係なく行うことができる。
【０１７７】
　[0197]オプションのブロック１２１７において、フロアランプは、生成されたアクショ
ン（またはその結果のイベント）を指示する発生データを含むブロードキャストメッセー
ジなどの、生成されたアクションに基づくイベントレポートメッセージをブロードキャス
トし得る。フロアランプが、マッチしたトリガー重みがリフレックスに対するトリガー閾
値以上でないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１２０４＝「いいえ」
）、またはブロック１２１６におけるオペレーションによりアクションが生成され、オプ
ションのブロック１２１７におけるオペレーションによりブロードキャストが行われる場
合、フロアランプは、以下で説明されている決定ブロック１２２０におけるオペレーショ
ンを実行することができる。
【０１７８】
　[0198]フロアランプが生成されたパターンが知られているトリガーパターンにマッチし
ていないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１２０２＝「いいえ」）、
フロアランプは、決定ブロック１２０６においてフロアランプが学習することを許されて
いるかどうかを決定し得る。たとえば、フロアランプは、トリガーパターン（たとえば、
ＭＤ１）をすでに処理している場合があり、現在は、トリガーモードに入っている間に生
成された報酬パターンおよび補正パターンを監視している。したがって、フロアランプは
、トリガーパターンを受信し、関連付けられているリフレックスに対するアクティブ化さ
れたトリガーモードに入った後まもなく、報酬イベントを取得し、対応する報酬パターン
（たとえば、ＭＤ４）を生成し得る。
【０１７９】
　[0199]フロアランプが学習することを許されていないと決定したことに応答して（すな
わち、決定ブロック１２０６＝「いいえ」）、フロアランプは、以下で説明されている決
定ブロック１２２０におけるオペレーションを実行し得る。たとえば、フロアランプは、
トリガーパターン（たとえば、ＭＤ１）に関連付けられている新しいアクションを学習／
学習解除するためにトリガーパターンを生成した後５秒の指定された時間ウィンドウを有
し得る。報酬パターンまたは補正パターンが５秒のウィンドウ内で生成される限り、フロ
アランプは、トリガーパターン（たとえば、ＭＤ１）でアクションを学習／学習解除し得
るが、フロアランプは、受信された報酬／補正パターンが５秒の時間ウィンドウの外にあ
る場合に新しい関連付けを学習すること、または古い関連付けを学習解除することを実行
し得ない。別の例では、フロアランプは、単純に関連付けられているリフレックスが学習
解除状態にあるか、または関連付けられているリフレックスが学習または学習解除し得な
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い静的リフレックスであるという理由により学習することができない場合がある。
【０１８０】
　[0200]しかし、フロアランプが、リフレックスのアクショントリガー関連付けに関して
学習することを許されていると決定した場合（すなわち、決定ブロック１２０６＝「はい
」）、決定ブロック１２０８において、フロアランプは、生成されたパターンが報酬パタ
ーンとマッチしているかどうかを決定し得る。いくつかの実施形態では、フロアランプは
、学習時間ウィンドウ内で報酬パターンを受信するかまたは生成し得る。たとえば、ユー
ザは、壁面スイッチをスイッチオンし、フロアランプをオンにしてから５秒以内にフロア
ランプ上の報酬ボタンを押すことができる。フロアランプ上の報酬ボタンを押すことによ
って、報酬パターン（たとえば、図７に示されているようなパターンＭＤ４）を生成し得
る。代替的な一例において、ユーザは、壁面スイッチをオンにしてから５秒以内にフロア
ランプに取り付けられているランプスイッチ１２６をオンにし、フロアランプがランプが
アクティブ化したときに報酬パターン（たとえば、ＭＤ４）を生成し、フロアランプがオ
ンになったことを確認することを引き起こし得る。
【０１８１】
　[0201]いくつかの実施形態では、フロアランプは、モニターモードに入っているか、ま
たはトリガーモードに入っているかに基づき学習することを許され得る。たとえば、特定
のリフレックスに対するモニターモードに入ったときに、フロアランプは、そのリフレッ
クスに関して学習することを許されないが、学習することは、リフレックスのトリガーモ
ードに入っているときに許され得る。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のリフレ
ックスは、フロアランプの全体的状態または構成などの、他の要因により学習することを
許され得る。たとえば、フロアランプは、様々なリフレックスがテストされ得るアクティ
ブデバッグモードなどの、システム設定により学習することを許さないように構成され得
る。
【０１８２】
　[0202]フロアランプが、生成されたパターンが報酬パターンとマッチすると決定した場
合（すなわち、決定ブロック１２０８＝「はい」）、ブロック１２１２ａにおいて、フロ
アランプは、関連付けられているリフレックスのトリガー重みを調整することができる。
いくつかの実施形態では、フロアランプは、トリガー重みを増加させることによって適切
なリフレックスに関連付けられているトリガー重みを調整し得る。たとえば、フロアラン
プが、トリガーパターン（たとえば、ＭＤ１）に遭遇してからの５秒の学習時間ウィンド
ウ内でパターン（たとえば、ＭＤ４）を受信するかまたは生成する場合、フロアランプは
、トリガーパターンのリフレックスのトリガー重みを増加させることができる。トリガー
重みが調整された後、ブロック１２１４において、フロアランプは、調整されたトリガー
重みをメモリ１３８に記憶することができ、フロアランプは、以下で説明されているよう
に決定ブロック１２２０におけるオペレーションを実行することができる。
【０１８３】
　[0203]いくつかの実施形態では、フロアランプは、ブロック１２１２ａにおけるオペレ
ーションを実行した後に決定ブロック１２１０におけるオペレーションも適宜実行し得る
。言い換えれば、フロアランプは、決定ブロック１２０８の決定に関係なく、学習するこ
とを許されていると決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１２０６＝「はい
」）、決定ブロック１２０８において報酬パターンがマッチしたかどうかと、決定ブロッ
ク１２１０において補正パターンがマッチしたかどうかの両方を評価するように構成され
得る。言い換えれば、報酬および補正のマッチは、フロアランプによって並行してチェッ
クされ得る。
【０１８４】
　[0204]フロアランプが生成されたパターンが知られている報酬パターンにマッチしてい
ないと決定した場合（すなわち、決定ブロック１２０８＝「いいえ」）、フロアランプは
、決定ブロック１２１０において補正パターンのマッチをチェックし得る。いくつかの実
施形態では、フロアランプは、学習時間ウィンドウ内で補正パターンを受信するかまたは
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生成し得る。たとえば、ユーザは、壁面スイッチをスイッチオンし、フロアランプをオン
にしてから５秒以内にフロアランプ上の補正ボタンを押すことができる。補正ボタンを押
すことによって、フロアランプは、補正パターン（たとえば、図７に示されているような
パターンＭＤ５）を生成し得る。代替的な一例において、ユーザは、壁面スイッチをオン
にしてから５秒以内にフロアランプに取り付けられているランプスイッチ１２６をオフに
し、フロアランプがライト１２４をオフにしたときにフロアランプが補正パターン（たと
えば、ＭＤ４）を生成することを引き起こし得る。
【０１８５】
　[0205]フロアランプが、生成されたパターンが知られている補正パターンとマッチする
と決定した場合（すなわち、決定ブロック１２１０＝「はい」）、フロアランプは、ブロ
ック１２１２ｂにおいてトリガー重みを調整することができる。いくつかの実施形態では
、フロアランプは、学習時間ウィンドウ内で補正パターンを受信した後にトリガー重みを
減少させ得る。たとえば、フロアランプは、ユーザが壁面スイッチの「オン」イベントに
関連付けられているトリガーパターン（たとえば、ＭＤ１）を生成して５秒以内にフロア
ランプのランプスイッチ１２６を「オフ」にするときに補正パターン（たとえば、パター
ンＭＤ５）を生成することができる。フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２の補正パターン
として生成されたパターン（ＭＤ５）とマッチし、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられてい
るトリガー重みを小さくすることができる。ブロック１２１４において、フロアランプは
、調整された重みをメモリ１３８に記憶することができ、フロアランプは、以下で説明さ
れているように決定ブロック１２２０におけるオペレーションを実行することができる。
言い換えれば、フロアランプは、少なくとも１つの追加のイベントがリフレックスに関連
付けられている補正パターンおよび報酬パターンのうちの少なくとも一方に対応するとき
にリフレックスの１つまたは複数のトリガー重みを調整し得る。
【０１８６】
　[0206]フロアランプが生成されたパターンが補正パターンとマッチしないと決定したこ
とに応答して（すなわち、決定ブロック１２１０＝「いいえ」）、またはフロアランプが
マッチしたトリガー重みがトリガー閾値以上ではないと決定したことに応答して（すなわ
ち、決定ブロック１２０４＝「いいえ」）、またはフロアランプが学習することを許され
ていないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１２０６＝「いいえ」）、
またはフロアランプがブロック１２１７または１２１４のオペレーションを実行したこと
に応答して、フロアランプは、ブロック１２０３におけるオペレーションでアクティブ化
されたトリガーモードに入るので失効した持続時間に基づくなどして決定ブロック１２２
０においてモニターモードに戻るかどうかを決定し得る。トリガーモードを非アクティブ
化することで、リフレックスに関連付けられているモニターモードをアクティブ化するこ
とができる。フロアランプがモニターモードに戻るべきと決定したことに応答して（すな
わち、決定ブロック１２２０＝「はい」）、フロアランプは、ブロック１２２２において
リフレックスに対するトリガーモードを非アクティブ化することができる。フロアランプ
がモニターモードに戻るべきでないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック
１２２０＝「いいえ」）、またはブロック１２２２のオペレーションが実行されたときに
、フロアランプは、図１１を参照しつつ上で説明されているように方法１１００のブロッ
ク１１０２においてイベントを取得することを続け得る。
【０１８７】
　[0207]図６にシナリオに基づく例として、壁面スイッチは、フロアランプによって受信
される新しい発生データとともに新しいイベントレポートメッセージを送信し得る（たと
えば、壁面スイッチの「オン」イベント）。フロアランプは、受信された新しいイベント
レポートメッセージに基づきイベントに関連付けられている第１のパターン（たとえば、
パターンＭＤ１）を生成するまでブロック１１０２、１１０４、１１０８、および１１１
０のオペレーションを実行し得る。同じ時間ウィンドウ内で、フロアランプは、他の発生
データに基づき第２のパターン（たとえば、パターンＭＤ２）を生成し、図１１を参照し
つつ上で説明されているようなブロック１１０２～１１４および図１２を参照しつつ上で
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説明されているようなブロック１２０２、１２０３、１２０４、１２１６におけるオペレ
ーションにより第２のパターンを処理し得る。フロアランプは、これらのオペレーション
に基づき第２のパターンに関連付けられている第２のリフレックス（たとえば、Ｒｅｆｌ
ｅｘＦ１）をトリガーモードにすることができる。
【０１８８】
　[0208]次いで、フロアランプは、受信された新しいイベントレポートメッセージに基づ
きイベントに関連付けられている第１のパターン（たとえば、パターンＭＤ１）を生成す
るまで図１１を参照しつつ上で説明されているようなブロック１１０２、１１０４、１１
０８、および１１１０におけるオペレーションを実行し得る。フロアランプは、図１１を
参照しつつ上で説明されているようなブロック１１１２、１１１４、１１１６、１１１８
、１１１９のオペレーションを実行することと、第１のパターンをトリガーパターン（た
とえば、パターンＭＤ１）として第１のリフレックス（たとえば、ＲｅｆｌｅｘＦ２）を
作成することと、第２のリフレックスがトリガーモードに入っているので第２のリフレッ
クス（たとえば、ＲｅｆｌｅｘＦ１）からそのアクションパターンと、報酬パターンと、
補正パターンとをコピーすることとによって新しいパターンを処理することを続け得る。
【０１８９】
　[0209]フロアランプが、その後、同じイベントを取得し、壁面スイッチから受信された
他のデータに基づき第１のパターン（たとえば、パターンＭＤ１）を生成する場合、フロ
アランプは、図１１を参照しつつ上で説明されているようなブロック１１０２、１１０４
、１１０８、１１１０、１１１２、および１１１４のオペレーションで第１のリフレック
スを参照して第１のパターンを処理することができる。決定ブロック１１１４において、
フロアランプは、壁面スイッチに関連付けられているパターンがメモリに記憶されている
第１のリフレックス（たとえば、ＲｅｆｌｅｘＦ２）のトリガーパターンとして現在知ら
れているので、壁面スイッチに関連付けられている生成されたパターン（たとえば、パタ
ーンＭＤ１）は知られているパターンとマッチすると判定し得る。そこで、フロアランプ
は、壁面スイッチの「オン」イベントに対する生成されたパターンの処理を継続するため
に図１２を参照しつつ上で説明されているオペレーションを実行し続け得る。
【０１９０】
　[0210]この例を続けると、フロアランプは、新しい壁面スイッチイベントからマッチし
た第１のパターン（ＭＤ１）を処理し、マッチしたパターンがトリガーパターンマッチで
あると決定し（すなわち、決定ブロック１２０２＝「はい」）、第１のリフレックス（た
とえば、ＲｅｆｌｅｘＦ２）に対するトリガーモードをアクティブ化することができる。
しかしながら、第１のリフレックス（たとえば、ＲｅｆｌｅｘＦ２）に対するトリガー重
みは、そのトリガー閾値よりも低い場合があり、その場合、フロアランプは、ブロック１
２１６においてアクションを生成しないが、他のイベント／パターンを監視することを続
け得る。その一方で、フロアランプは、ランプスイッチ１２６からの「オン」イベントな
どの、異なるトリガーベントに遭遇し得る。フロアランプは、図１１を参照しつつ上で説
明されているような方法１１００のブロック１１０２、１１０４、１１０８、および１１
１０を通じてランプスイッチ１２６からのオンイベントを処理し、ランプスイッチ１２６
のオンイベントに関連付けられている第２のパターン（たとえば、パターンＭＤ２）を生
成し得る。フロアランプは、図１１と図１２とを参照しつつ上で説明されているようなブ
ロック１１１２、１１１４、および１２０２のオペレーションを通じてオンイベントパタ
ーンを処理することを続け得る。方法１２００の決定ブロック１２０２において、フロア
ランプは、第２のパターン（ＭＤ２）が第２のリフレックス（ＲｅｆｌｅｘＦ１）に対す
るトリガーパターンマッチであると決定し、決定ブロック１２０４において、第２のリフ
レックスに対するトリガー重みは、閾値より高いと決定し得る。その場合、第２のリフレ
ックスのトリガー重みに基づき、フロアランプは、図１２を参照しつつ上で説明されてい
るようなブロック１２１６においてアクションパターンと関連付けられているアクション
（たとえば、ライトをオンにする）とを生成し得る。ライトをオンにすることによって、
フロアランプは、図１１を参照しつつ上で説明されているようなブロック１１１０におい
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て報酬イベントとその後の報酬パターン（たとえば、パターンＭＤ４）とを生成し得る。
フロアランプは、決定ブロック１２０８においてフロアランプが生成された報酬パターン
（ＭＤ４）が第１のリフレックス（ＲｅｆｌｅｘＦ２）の報酬パターンとマッチすると決
定するまで上で説明されているような方法１１００と１２００とを通じて報酬パターンを
処理することができる。フロアランプは、トリガー重みを増加させることと、調整をメモ
リ１３８に記憶することとによってＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられている重みを調整し
、それによって、壁面スイッチでのオンイベントとフロアランプでのオンイベントとの間
の関連付けを学習し得る。このプロセスは、第１のリフレックス（たとえば、Ｒｅｆｌｅ
ｘＦ２）のトリガー重みが、図９に示されているようなトリガー閾値より高くなるまでフ
ロアランプによって繰り返され得る。
【０１９１】
　[0211]図１１と図１２とを参照しつつ上で説明されている実施形態の方法は、イベント
がある時間ウィンドウに対して取得されてバッファリングされ、その時間ウィンドウにお
いて任意の数のイベントが取得されるものとしてよく、バッファリングされたイベントを
処理してマッチしているパターンを識別し、新しい相関またはリフレックスを学習するこ
とは複数のイベントとイベントおよびリフレックスの組合せとを包含し得るので、ある種
の再帰アルゴリズムとして機能し得る。ユーザが実施形態のスマートボックスと学習デバ
イスとをトレーニングすることを可能にするためにこれらの実施形態がどのように機能し
得るかをさらに開示するために、そのようなデバイスを実装するユーザアクションの次の
例が提示されている。この例では、ユーザは、まだ互いに関連付けられていない、２つの
学習デバイス、すなわち、壁面スイッチとフロアランプとをトレーニングする。説明を簡
単にするため、フロアランプまたは壁面スイッチへの次の参照は、それらの関連付けられ
ているスマートボックスを包含することを意図されている。
【０１９２】
　[0212]この例では、フロアランプおよび壁面スイッチの各々は、それらの関連付けられ
ているスマートボックスのメモリに記憶されている事前定義されたリフレックスを有する
ものとしてよい。たとえば、壁面スイッチは、トリガーパターン「ＷＴ」と、アクション
パターン「ＷＡ」と、補正パターン「ＷＣ」と、報酬パターン「ＷＲ」とを含み得るメモ
リに記憶されている事前定義されたリフレックスＲｅｆｌｅｘＷを有するものとしてよい
。トリガーパターンＷＴは、ユーザが壁面スイッチを「オフ」から「オン」にトグルする
トリガーイベントに対応し得る。ユーザが、壁面スイッチを「オフ」から「オン」にトグ
ルしたときに、壁面スイッチは、イベントを生成し、さらには「オン」イベントに関係す
る発生データを含むイベントレポートメッセージをブロードキャストし得る。壁面スイッ
チの「オン」イベントに関係する生成されたイベントから、壁面スイッチ内に備えられて
いるか、または結合されているスマートボックスが、トリガーパターンＷＴを生成し得る
。最初に、アクションパターンＷＡは、スイッチをトグルするなどの日常の生活における
アクションに対応していない可能性がある。その代わりに、ＷＡは、単純に、将来のリフ
レックスにいつでも割り当てられるようになっているコンピュータコードであってよい。
【０１９３】
　[0213]補正パターンＷＣは、「Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ」というラベルが付けられている
壁面スイッチ上のボタンに対応し得る。ユーザが補正ボタンを押すと、壁面スイッチは、
補正イベントを生成し、さらには補正イベントを指示する発生データとともに別のイベン
トレポートメッセージをブロードキャストし得る。生成された補正イベントから、壁面ス
イッチに関連付けられているスマートボックスは、補正パターンＷＣを生成し得る。報酬
パターンＷＲは、ユーザが「Ｒｅｗａｒｄ」というラベルが付けられている壁面スイッチ
上の報酬ボタンを押すイベントに対応し得る。ユーザが報酬ボタンを押すと、壁面スイッ
チは、報酬イベントを生成し、さらには報酬イベントを指示する発生データとともに別の
イベントレポートメッセージをブロードキャストし得る。生成された報酬イベントから、
壁面スイッチに関連付けられているスマートボックスは、報酬パターンＷＲを生成し得る
。
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【０１９４】
　[0214]同様に、フロアランプは、トリガーパターンＭＤ１と、アクションパターンＭＤ
３と、補正パターンＭＤ５と、報酬パターンＭＤ４とを含み得るメモリに記憶されている
　事前定義されたリフレックスＲｅｆｌｅｘＦ２を有することができる。トリガーパター
ンＭＤ１は、ユーザがフロアランプのランプスイッチを「オフ」から「オン」にトグルす
るトリガーイベントに対応し得る。ユーザが、ランプスイッチを「オフ」から「オン」に
トグルしたときに、壁面スイッチは、トリガーイベントを生成し、さらにはランプの「オ
ン」イベントを指示する発生データを含むイベントレポートメッセージをブロードキャス
トし得る。生成されたトリガーイベントから、フロアランプ内に備えられているか、また
は結合されているスマートボックスが、トリガーパターンＭＤ１を生成し得る。アクショ
ンパターンＭＤ３は、フロアランプがライトを「オフ」から「オン」にするイベントに対
応し得る。補正パターンＭＤ５は、フロアランプがトリガーモードに入っているときに「
Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ」というラベルが付けられているフロアランプ上の追加のボタンに
対応し得る。ユーザが補正ボタンを押すと、ランプは、補正イベントを生成し、さらには
ランプの補正イベントを指示する発生データとともにイベントレポートメッセージをブロ
ードキャストし得る。生成された補正イベントから、フロアランプに関連付けられている
スマートボックスは、補正パターンＭＤ５を生成し得る。報酬パターンＭＤ４は、ユーザ
がトリガーモードに入っている場合にフロアランプをオンにしたときに、報酬イベントを
生成し、さらにはランプの報酬イベントを指示する発生データとともにイベントレポート
メッセージをブロードキャストすることに対応する。報酬イベントから、フロアランプに
関連付けられているスマートボックスは、報酬パターンＭＤ４を生成し得る。
【０１９５】
　[0215]壁面スイッチおよびフロアランプが最初にこの仕方で構成されている状態で、ユ
ーザは、次のように壁面スイッチに応答してオンになるようにフロアランプをトレーニン
グすることができる。壁面スイッチが「オフ」位置にあり、フロアランプがオフにされて
いる状態で、ユーザは壁面スイッチをオンにし、手動によるオペレーション（たとえば、
デバイス上のスイッチを入れる）を介して即座にフロアランプをオンにすることがある。
これら２つのアクションが短い時間期間（たとえば、５から１０秒）内に遂行された場合
、フロアランプに関連付けられているスマートボックスは、ランプオンリフレックスに関
連付けられている重みを増加させることによってターンオンアクションを学習することを
始めることができる。同様に、ユーザは、壁面スイッチをオフにし、即座にフロアランプ
をオフにすることによって壁面スイッチがオフにされたことに応答するようフロアランプ
をティーチングすることができる。ここでもまた、これら２つのアクションが短い時間期
間（たとえば、５から１０秒）内に遂行された場合、フロアランプに関連付けられている
スマートボックスは、ランプオフリフレックスに関連付けられている重みを増加させるこ
とによってターンオフアクションを学習することを始めることができる。
【０１９６】
　[0216]そのようなトレーニングサイクルが１つでは十分でない場合があり（すでにトレ
ーニング解除されているスマートボックスが単一のステップで第１のリフレックスイベン
ト相関を学習するいくつかの実施形態の場合を除き）、したがって、ユーザは、壁面スイ
ッチをオンにし、即座にフロアランプをオンにし、続いて少し間を置いて、壁面スイッチ
をオフにし、即座にフロアランプをオフにするプロセスを繰り返すものとしてよい。この
一連のステップは、フロアランプに関連付けられているスマートボックスの学習ヒステリ
シス構成に応じて、３回またはそれ以上の回数、繰り返される必要があり得る。
【０１９７】
　[0217]２、３、またはそれ以上の繰返しの後、フロアランプに関連付けられているスマ
ートボックスは、壁面スイッチのその後のトグルがフロアランプがしかるべくオンまたは
オフになることを引き起こすようにランプオンおよびランプオフのリフレックスに関連付
けられている重みを増加させている可能性がある。したがって、壁面スイッチのオン／オ
フイベントとフロアランプのオン／オフアクションとのこの望ましい相関をトレーニング
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するために、ユーザは、フロアランプがユーザが壁面スイッチをトグルしたことに応答し
てオンにすることを開始するまでこのプロセスを単純に繰り返すことができる。
【０１９８】
　[0218]ユーザによるこの一連のアクションは、壁面スイッチおよびフロアランプと関連
付けられているスマートボックス内で次のアクションが生じることを引き起こす。壁面ス
イッチに関連付けられているスマートボックスが、「オフ」から「オン」へのトグルを感
知したときに、壁面スイッチは、受信するブロードキャスト範囲（たとえば、１００フィ
ート）内のすべての学習デバイスに対してイベントレポートメッセージでブロードキャス
トされ得るトリガーイベントと関連付けられている発生データとを生成し得る。フロアラ
ンプに関連付けられているスマートボックスは、壁面スイッチのブロードキャスト範囲内
にあり、イベントレポートメッセージを受信することができる。受信した後、フロアラン
プは、関係するイベントを生成し、メモリに記憶されているイベントフィルタが生成され
たイベントのさらなる処理を妨げるかどうかを決定し得る。既定の状態では、フロアラン
プは、フィルタを生成されたイベントに適用し得ず、したがって、フロアランプは生成さ
れたイベントをバッファに記憶し得る。生成されたイベントに基づき、フロアランプは、
パターンＭＤ２を生成し得る。
【０１９９】
　[0219]最初に、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ２に関連付けられているパターンをメ
モリに記憶しておくだけである（たとえば、ＭＤ１、ＭＤ３、ＭＤ５、およびＭＤ４）。
この例の目的のために、フロアランプは、パターンＭＤ２を生成するのと同じ時間ウィン
ドウ内で、ＲｅｆｌｅｘＦ２に対するトリガーパターン、パターンＭＤ１を生成したこと
などに応答して、ＲｅｆｌｅｘＦ２に対するトリガーモード内にすでに入っていることが
仮定される。生成されたパターンＭＤ２がＲｅｆｌｅｘＦ２のどのパターンともマッチし
ないので、生成されたパターンＭＤ２は、新しいリフレックスに対するトリガーパターン
として使用され得る未知のパターンと考えられ得る。フロアランプは、未知の、またはマ
ッチしていないパターンＭＤ２で新しいリフレックスを作成するかどうかを決定し得る。
フロアランプには、新しいリフレックスを作成しない異なる多くの理由があり得る。たと
えば、フロアランプは、学習阻止モード（たとえば、保持モード）に入っているか、また
はフロアランプは、特定のデバイスに関連付けられている特定のパターンからリフレック
スを作成することを禁じられている場合がある（たとえば、フロアランプは、壁面スイッ
チに関連付けられているパターンからリフレックスを作成しない）。
【０２００】
　[0220]この例では、フロアランプは、新しいリフレックスを作成することを阻止されて
いないので、フロアランプは、未知のパターンＭＤ２をトリガーパターンとして、新しい
リフレックスＲｅｆｌｅｘＦ１を作成することができる。新しいリフレックスＲｅｆｌｅ
ｘＦ１は、完全なリフレックスとなるように、アクションパターンと、補正パターンと、
報酬パターンとを含み得る。そこで、フロアランプは、メモリに記憶してあるアクション
パターンと、補正パターンと、報酬パターンとを（たとえば、ＭＤ３と、ＭＤ５と、ＭＤ
４とを）コピーすることによってトリガーモードにおける知られているリフレックスＲｅ
ｆｌｅｘＦ２のみからのパターンを使用し、それらのパターンを新しいトリガーパターン
ＭＤ２とともに新しいリフレックスＲｅｆｌｅｘＦ１に割り当てることができる。フロア
ランプの設定に応じて、フロアランプは、オンにトグルする壁面スイッチに関係するトリ
ガーイベントとフロアランプのライトのアクティブ化との間の新しい関連付けを学習した
ばかりである場合がある。たとえば、フロアランプは、フロアランプが新しいリフレック
スをすぐに学習する臨界学習期間８０１（図８に示されているような）に入っているもの
としてよい（たとえば、フロアランプ上で実行される単一のオン／オフシーケンス）。そ
こで、フロアランプは、壁面スイッチが「オフ」から「オン」にトグルした後、ライトを
アクティブ化し得る。しかしながら、この例の目的に関して、フロアランプが、臨界期間
内になく、「オフ」から「オン」への壁面スイッチのトグルとフロアランプのライトをア
クティブ化することとの間の関連付けをまだ完全には学習していないことが仮定される。
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【０２０１】
　[0221]ユーザが、壁面スイッチをトグルした後まもなくフロアランプをオンにしたとき
に、フロアランプに関連付けられているスマートボックスは、最近学習されたパターンＭ
Ｄ２をトリガーパターンとして、そのランプオンイベントを新しいリフレックスＲｅｆｌ
ｅｘＦ１と相関させることができる。壁面スイッチがオフにされ、その後すぐにフロアラ
ンプがオフにされるアクションでは、壁面スイッチとフロアランプとにおいて類似の応答
を生成し得る。
【０２０２】
　[0222]壁面スイッチが、２回目に「オフ」から「オン」にトグルされると、オンイベン
トの関連付けられている発生データは、再び、イベントレポートメッセージでブロードキ
ャストされ、フロアランプによって受信され得る。ここでもまた、フロアランプは、発生
データとともに関係するイベントレポートメッセージを処理し、イベントを、そして最終
的にパターンＭＤ２を生成し得る。しかしながら、今回、フロアランプは生成されたパタ
ーンＭＤ２とＲｅｆｌｅｘＦ１の知られているパターンとのマッチングを行う。このマッ
チングに応答して、フロアランプは、また、パターンＭＤ２とＲｅｆｌｅｘＦ１の記憶さ
れているトリガーパターンとの間にマッチがあると決定し、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関してト
リガーモードに入ることができる。さらに、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１のトリガ
ー重みがトリガー重み閾値以上であるかどうかを決定することができる。この例では、１
回のみのトレーニングサイクルの後に、ＲｅｆｌｅｘＦ１が新しいリフレックスであるの
で、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１のトリガー重みがトリガー重み閾値以上でないと
決定し得る。そこで、フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１に対してトリガーモードに入っ
ている間により多くのイベントを監視することを続け得る。
【０２０３】
　[0223]ユーザが５～１０秒の時間ウィンドウ内でフロアランプをオンにしたときに、フ
ロアランプは、最終的にフロアランプが報酬パターンＭＤ４を生成することを引き起こす
報酬イベントを生成し得る。フロアランプは、ＭＤ４を処理し、報酬パターンとＲｅｆｌ
ｅｘＦ１とのマッチがあると決定する。それに応答して、フロアランプは、Ｒｅｆｌｅｘ
Ｆ１に関してまだトリガーモードに入っており、ＲｅｆｌｅｘＦ１のトリガー重みを増加
させ得る。重みを調整した後、または５～１０秒の時間ウィンドウの後に、フロアランプ
は、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関してトリガーモードを終了し、フロアランプがより多くのイベ
ントを監視する監視モードに入り得る。
【０２０４】
　[0224]その後しばらくして、ユーザが３回目にまた壁面スイッチをオンにトグルし、壁
面スイッチがフロアランプによって受信された発生データとともにイベントレポートメッ
セージをブロードキャストすることを引き起こし得る。ここでもまた、受信されたメッセ
ージ内のデータに基づき、フロアランプは、関係するイベントを生成し、次いでパターン
ＭＤ２を生成し得る。フロアランプは、生成されたパターンＭＤ２とＲｅｆｌｅｘＦ１の
トリガーパターンとの間にトリガーのマッチがあると決定し、３回目にＲｅｆｌｅｘＦ１
に関してトリガーモードに入ることができる。もう一度、フロアランプは、Ｒｅｆｌｅｘ
Ｆ１のトリガー重みがトリガー重み閾値以上であるかどうかを決定することができる。３
回目では、ＲｅｆｌｅｘＦ１が新しいリフレックスであるので、フロアランプは、Ｒｅｆ
ｌｅｘＦ１のトリガー重みがトリガー重み閾値以上でないと決定し得る。そこで、フロア
ランプは、トリガーモードに入っている間により多くのイベントを監視することを続ける
。
【０２０５】
　[0225]ＲｅｆｌｅｘＦ１の最近のトリガーモードの５～１０秒の時間ウィンドウ内にま
だある間に、ユーザが、３回目にフロアランプをオンにすることができる。それに応答し
て、フロアランプは、最終的にフロアランプが報酬パターンＭＤ４を生成することを引き
起こす報酬イベントを生成する。フロアランプは、ＭＤ４を処理し、報酬パターンとＲｅ
ｆｌｅｘＦ１とのマッチがあると決定し得る。フロアランプは、ＲｅｆｌｅｘＦ１に関し
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てまだトリガーモードに入っており、ＲｅｆｌｅｘＦ１のトリガー重みをトリガー閾値よ
り高く増加させ得る。
【０２０６】
　[0226]その後しばらくして、ユーザが４回目に壁面スイッチを「オフ」から「オン」に
トグルしたときに、同じシーケンスのイベントが発生し、今回のみ、フロアランプは、Ｒ
ｅｆｌｅｘＦ１のトリガー重みが閾値以上であり、したがってアクションパターンＭＤ３
を生成すると決定し得る。アクションパターンＭＤ３に応答して、フロアランプは、フロ
アランプのライトをオンにするモーターコントローラを通電する関連付けられているアク
ションイベントを生成し得る。その後、フロアランプは、ユーザが壁面スイッチを「オフ
」から「オン」にトグルしたことに応答してオンにされる。
【０２０７】
　[0227]図１３Ａ～図１３Ｃ、図１４～図１６、および図１７Ａは、ティーチャシグナリ
ングデバイスが付近の学習デバイス（またはスマートボックス）をティーチングする信号
をブロードキャストするための実施形態の方法を示している。上で説明されているように
、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスを物理的にインタラクティブに操作
することを実際に行わなくてもユーザが学習デバイスをティーチングすることを可能にす
るプロキシデバイスであり得る。たとえば、ユーザが継続的にスマート壁面スイッチを、
次いでスマートランプをオンにして、壁面スイッチを照明機能に関連付けることをランプ
にティーチングする代わりに、ユーザは、単純に、ティーチャシグナリングデバイスが物
理的なアクションを実際に行うことなくスマート壁面スイッチおよびスマートランプがオ
ンになったことを指示する信号を送信することによってこれらのインタラクティブな操作
をエミュレートすることを許すことができる。
【０２０８】
　[0228]そのようなプロキシティーチングオペレーションを実行するために、ティーチャ
シグナリングデバイスは、ユーザがある場所で学習デバイスによって遂行されることを望
んでいる目的、条件、目標、または他のシナリオでプログラムされる必要があり得る。た
とえば、ユーザは、スマートハウス内のスマートデバイスをエネルギー効率の高い仕方で
動作させて節電したい、自分が部屋に入ったときにスマートランプをオンにさせたい、様
々な季節に異なる温度に基づきスマートブラインドを閉じさせたい、ユーザが望む他の挙
動をさせたい場合がある。図１３Ａ～図１３Ｃは、ティーチャシグナリングデバイスがそ
のようなデータ（すなわち、目的データ）を取得し、学習デバイスに目的を遂行すること
をティーチングするためのルーチン（すなわち、ティーチングルーチン）を生成するため
の様々な実施形態を示している。
【０２０９】
　[0229]図１３Ａを参照すると、ブロック１３０２において、ティーチャシグナリングデ
バイスのプロセッサは、非集中システム内の１つまたは複数の学習デバイスの活動に関係
するデータを取得し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、リモートソー
ス（たとえば、ウェブサーバ）からエキスパート照明仕様をダウンロードすることができ
る。別の例として、ティーチャシグナリングデバイスは、スマートブラインドの特定の挙
動が室内でなされることをユーザが望んでいることを指示するユーザインターフェース上
のユーザボタンの押下を介して目的データを受信することができる。目的データは、図１
３Ｂ～図１３Ｃを参照しつつ以下でさらに説明されているような他の様々な仕方で取得さ
れ得る。
【０２１０】
　[0230]目的データは、スクリプト、コマンド、仕様、デバイス関係、指令、命令、ユー
ザ選好もしくは設定、動作パラメータ、一般的な目標ステートメント、およびユーザが学
習デバイスのシステムにとって欲しい挙動がどのようであるかを説明する他の情報を含み
得る。たとえば、目的データは、時刻と、季節と、ユーザモードと、ユーザホロスコープ
と、年齢とに関する提案された光強度のリストを含み得る。別の例として、目的は、ユー
ザがすぐに仕事ができる状態にあるときにロック音楽を朝聴くが、仕事から家に戻ったと
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きにはクラシック音楽を聴くことを好むことを指示するユーザ選好を含み得る。いくつか
の実施形態では、目的データは、デバイスに対する明示的アクションを含み、またデバイ
スアクションに対する明示的トリガーも含み得る。たとえば、スクリプトは、スマートス
テレオをチャネル「Ａ」にするための命令を含み得る。別の例として、ユーザ定義スクリ
プトは、スマートステレオは、午後５時以降になったら必ずチャネル「Ａ」にされ、ユー
ザが正面玄関を開けることを指示し得る。そのような明示的目的データは、デバイス識別
子（たとえば、「Ｊｏｈｎ’ｓ　Ｓｔｅｒｅｏ」、デバイスシリアル番号など）を含む場
合も含まない場合もあり、さらに、デバイスクラス識別子（たとえば、一般スマートステ
レオデバイス、一般スマートランプなど）を含む場合も含まない場合もある。いくつかの
実施形態では、目的データは、学習デバイスに対するリフレックスを記述するデータおよ
び／または個別のパターン／イベント（たとえば、トリガーパターン、アクションパター
ン、補正パターン、および報酬パターン）を含み得る。
【０２１１】
　[0231]ブロック１３０４において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成することができる。ティーチ
ャシグナリングデバイスは、様々な目的データを分析し、処理し、他の何らかの形で評価
して、ユーザによって望まれている挙動またはゴール、さらには、システム内の学習デバ
イスがそれらの目標を達成することを引き起こすティーチング信号をどのように送信する
かを決定することができる。たとえば、ユーザのセキュリティ目標に基づき、ティーチャ
シグナリングデバイスは、ユーザが自宅にいるときに特定の時間が経過した後閉じること
を学習することをスマートブラインドにティーチングするためのティーチングルーチンを
生成し得る。別の例として、エキスパート照明情報に基づき、ティーチャシグナリングデ
バイスは、特定のいくつかの時刻に光出力を弱めるか、または強くすることをリビングル
ーム内にあるスマートランプにティーチングするためのティーチングルーチンを生成し得
る。いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチ
ンを生成するときに取得された目的データに対して、自然言語処理および／または音声認
識処理などの、様々な処理オペレーションを実行するように構成され得る。他の実施形態
では、ユーザの目標は、目的データ内のコードまたは他のインジケータによって明示的に
指示され得る。たとえば、ダウンロードされたスクリプトは、特定の時刻の後にライトが
オフにされるべきであることを指示するように知られているコードを含み得る。
【０２１２】
　[0232]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、様々な種類の目
的または目標を達成するのに適した学習デバイスの種類またはクラス、さらには様々な学
習デバイスによって実行できる事前定義されたアクションまたは機能を指示するデータと
ともに構成され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスのデ
バイスクラスの種類、デバイス仕様、製造業者、および／またはブランドを様々なトピッ
クまたは目標（たとえば、照明、暖房、娯楽など）に関連付けるデータテーブルを記憶す
ることができる。そのようなデータにより、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デ
バイスおよびその機能が取得された目的データにおいて指示されている目標を達成するた
めに何をティーチングされるべきかを決定し得る。たとえば、セキュリティ目的を達成す
るために、ティーチャシグナリングデバイスは、開閉を学習することができることが知ら
れているスマートブラインドは反復する時刻指定ブロードキャスト信号を介してティーチ
ングされるべきであると決定することができる。
【０２１３】
　[0233]ティーチングルーチンは、取得された目的データによって指示される目標を達成
するようにティーチングシグナリングデバイスによって実行され得る命令セットであるも
のとしてよい。特に、ティーチングルーチンは、ティーチャシグナリングデバイスが学習
デバイスによって受信されるべきティーチング信号をいつどのように送信し得るかに関す
る詳細な命令を含み得る。ティーチングルーチンは、時刻、信号強度、ブロードキャスト
周波数、含まれるデータ（たとえば、コード、パケット、識別子など）、フォーマッティ
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ング、および取得された目的データに関係するティーチング信号に関する他の特定の情報
を指示し得る。たとえば、生成されたティーチングルーチンは、ティーチャシグナリング
デバイスが、スマートランプがオンになっていることを指示するデータ（すなわち、発生
データ）を含む第１のティーチング信号とスマート壁面スイッチが入れられたことを示す
第２のティーチング信号とをブロードキャストすべきであることを指示し得る。
【０２１４】
　[0234]様々な実施形態において、生成されたティーチングルーチンは、ティーチャシグ
ナリングデバイスが上で説明されているようなイベントレポートメッセージに類似するテ
ィーチング信号を送信するためのスケジュールおよび命令を含み得る。言い換えれば、テ
ィーチングルーチンは、実際の発生なしでイベントレポートメッセージをいつどのように
送信するかについてティーチャシグナリングデバイスに命令し得る。たとえば、スマート
壁面スイッチは、生成されたティーチングルーチンに基づき、ユーザによって物理的に入
れられないけれども、ティーチャシグナリングデバイスは、スマート壁面スイッチが入れ
られていることを報告するイベントレポートメッセージとしてフォーマットされているテ
ィーチング信号を送信するよう命令され得る。
【０２１５】
　[0235]生成されたティーチングルーチンは、ティーチャシグナリングデバイスが定期的
に実行するための命令を含み得る。言い換えれば、ティーチングルーチンは、「ティーチ
ングセッション」を含み得る。したがって、生成されたティーチングルーチンは、ティー
チャシグナリングデバイスがティーチング信号を送信するための反復の回数と反復の間の
時間間隔とを指示し得る。たとえば、生成されたティーチングルーチンは、毎日１時間、
１分に１回ティーチング信号ブロードキャストすることをティーチャシグナリングデバイ
スに命令することができる。別の例として、生成されたティーチングルーチンは、ステレ
オクラスのスマートデバイスがオンにされていることを指示するティーチング信号が１時
間おきに正時でブロードキャストされるべきであることを命令することができる。ブロッ
ク１３０６において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、不揮発性記憶装
置またはメモリ内のデータベースなどに、生成されたティーチングルーチンを記憶するこ
とができる。
【０２１６】
　[0236]いくつかの実施形態では、取得された目的データは、学習デバイスの知られてい
るシステムに対して送信されるべき特定のティーチング信号のスケジュールなどの、既存
のティーチングルーチンを含み得る。たとえば、ユーザは、システム内で利用可能な学習
デバイスの種類を指示するユーザ選好データと情報とを受信するアプリケーションを利用
してティーチャシグナリングデバイス内にダウンロードされるティーチングルーチンを生
成し得る。そのような場合、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチング信号をい
つどのように送信するかを決定するために取得された目的データを処理することまたは他
の何らかの形で分析することを必要とする場合も必要としない場合もある。
【０２１７】
　[0237]決定ブロック１３０８において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサ
は、ティーチャシグナリングデバイスによってティーチングオペレーションをトリガーす
る入力が受信されるかどうかを決定し得る。言い換えれば、ティーチャシグナリングデバ
イスは、生成されたティーチングルーチンによって指示されるように、ティーチング信号
送信することなど、命令を実行することを開始し得るかどうかを決定することができる。
入力は、ティーチャシグナリングデバイス側に受信される事前定義された信号であってよ
い。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、事前定義されたワイヤレス信号（た
とえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続などを介して受信された「起動」信号）を監視し得る。
いくつかの実施形態では、入力は、付近の学習デバイスからのイベントレポートメッセー
ジであってよい。代替的に、入力は、ティーチャシグナリングデバイスに結合されている
ユーザインターフェースのボタンまたは他の要素上のボタンを押すことなどの、ユーザ入
力であってよい。（たとえば、ティーチャシグナリングデバイスに接続されたタッチスク
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リーン上のグラフィカルユーザインターフェースボタンを押すこと、ティーチャシグナリ
ングデバイスのハウジング上の触覚ボタンを押すこと、など）。他の実施形態では、ティ
ーチャシグナリングデバイスは、ティーチングオペレーションをトリガーするメッセージ
をインターネットプロトコルを介して受信し得る。たとえば、ティーチングオペレーショ
ンは、インターネット上で通信サーバ（たとえば、ウェブサイトまたはポータルに関係す
るサーバ）から受信された受信メッセージに基づき開始され得る。
【０２１８】
　[0238]ティーチャシグナリングデバイスが、ティーチングオペレーションをトリガーす
る入力を受信していないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック１３０８＝
「いいえ」）、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチンを生成するた
めに使用され得る追加の目的データを取得するためブロック１３０２におけるオペレーシ
ョンを続行することができる。しかしながら、ティーチャシグナリングデバイスが、ティ
ーチングオペレーションをトリガーする入力を受信していると決定したことに応答して（
すなわち、決定ブロック１３０８＝「はい」）、ブロック１３１０において、ティーチャ
シグナリングデバイスのプロセッサは、生成されたティーチングルーチンに基づき学習デ
バイスのうちの１つまたは複数をティーチングするように構成されたティーチング信号を
ブロードキャストすることができる。たとえば、ティーチングルーチンによって記述され
ている時間間隔を使用することで、ティーチャシグナリングデバイスは、スマート壁面ス
イッチが入れられたこと、および／またはスマートランプがオンにされたことを指示する
ティーチング信号を送信することができる。
【０２１９】
　[0239]オプションの決定ブロック１３１２において、ティーチャシグナリングデバイス
のプロセッサは、ティーチャシグナリングデバイスによってティーチングオペレーション
を終了する別の入力が受信されるかどうかを指示し得る。他の入力は、別の入力がティー
チャシグナリングデバイスがティーチングオペレーションを終了し得ることを除き、決定
ブロック１３０８におけるオペレーションを参照しつつ上で説明されている入力に類似し
ているものとしてよい。たとえば、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイス上の「Ｓ
ｔｏｐ」ボタンを押すか、またはティーチャシグナリングデバイスが、ティーチング信号
がもはやブロードキャストされ得ないことを意味するようにあらかじめ決定されているワ
イヤレス信号を受信し得る。オプションの決定ブロック１３１２におけるオペレーション
は、生成されたティーチングルーチンがティーチャシグナリングデバイスがそのティーチ
ングを終了し得る正確な時間または条件を指示し得るのでオプションであってよい。たと
えば、ティーチングルーチンが１回だけブロードキャストされる設定された数のティーチ
ング信号の送信を命令するときにティーチャシグナリングデバイスを停止するため入力を
必要としなくてよい。ティーチャシグナリングデバイスが、ティーチングオペレーション
を終了する入力を受信していないと決定したことに応答して（すなわち、オプションの決
定ブロック１３１２＝「いいえ」）、ティーチャシグナリングデバイスは、生成されたテ
ィーチングルーチンに基づきティーチング信号をブロードキャストするためブロック１３
１０におけるオペレーションを続行することができる。言い換えれば、ティーチャシグナ
リングデバイスが、ティーチング信号をブロードキャストすることが停止されるべきであ
ると命令されること、または他の何らかの形で識別されることがなかったときに、ティー
チャシグナリングデバイスは、ブロック１３１０におけるオペレーションを実行すること
を連続するティーチングセッションとして続け得る。たとえば、ティーチャシグナリング
デバイスは、しばらくしてからのある時刻において、または代替的に連続的な仕方で、テ
ィーチング信号をブロードキャストし得る。ティーチャシグナリングデバイスが、ティー
チングオペレーションを終了する入力を受信していると決定したことに応答して（たとえ
ば、オプションの決定ブロック１３１２＝「はい」）、方法１３００が終了し得る。他の
実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングオペレーションを終了
する入力を受信したかどうかに関係なくブロック１３０２におけるオペレーションを続行
することができる（すなわち、オプションの決定ブロック＝「いいえ」または「はい」）
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。
【０２２０】
　[0240]図１３Ｂは、ティーチャシグナリングデバイスがインターセプトされた信号から
取得されたデータとともに生成されたティーチングルーチンに基づき信号をブロードキャ
ストするための実施形態の方法１３５０を示している。方法１３５０は、方法１３５０が
イベントレポートメッセージをリアルタイムで観察する（またはインターセプトする）こ
とによってティーチングルーチンを生成するためのデータを取得するオペレーションをさ
らに含み得ることを除き、図１３Ａの方法１３００を参照しつつ上で説明されているもの
と似たオペレーションを含み得る。言い換えれば、ティーチャシグナリングデバイスは、
ある場所にある学習デバイスが、ユーザのインタラクティブな操作などのトリガーに実際
にどのように応答するかを観察し、これらの観察結果に基づきティーチングルーチンを生
成するように構成され得る。たとえば、目的データは、ユーザがスマート壁面スイッチを
「オン」に入れ、スマートランプをオンにしたときにブロードキャストされる２つのイベ
ントレポートメッセージから取得され得る。この方式は、学習デバイスが実際にアクショ
ンを学習する前に複数の繰返しを必要とするが、ユーザは自分が行うインタラクティブな
操作を繰返し実行することができないときにユーザが学習デバイスに対してインタラクテ
ィブに行う操作を複製するために役立ち得る。
【０２２１】
　[0241]ブロック１３５２において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトし得る。
たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスにおける最近の発生（たと
えば、状態変化、受信された入力、実行されたアクションなど）に関する情報を含むこと
を指示するコードまたは他の情報を利用するワイヤレス信号（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ、ＷｉＦｉ、ＲＦなど）を継続的に監視するように構成され得る。ブロック１３５４
において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、受信されたイベントレポー
トメッセージに基づき学習デバイスの活動に関係する目的データを取得し得る。ティーチ
ャシグナリングデバイスは、ユーザのインタラクティブな操作によってティーチングされ
ることを意図されているトリガーアクション関係に関係するイベントレポートメッセージ
をグループ化するか、または他の何らかの形で関連付けるために時間ウィンドウを利用す
ることができる。そのような時間ウィンドウは、上で説明されているような学習デバイス
（またはスマートボックス）によって使用されるものと類似していてもよい。たとえば、
ティーチャシグナリングデバイスは、５～１０秒のウィンドウ内で受信されるイベントレ
ポートメッセージをグループ化し得る。このようにして、ティーチャシグナリングデバイ
スは、イベントレポートメッセージで報告されるような実際に発生するものに基づきユー
ザの目的を決定することができる（たとえば、壁面スイッチが入れられたときにオンにな
ることをスマートランプにティーチングする、外で特定の温度を超えたときに閉じること
をスマートブラインドにティーチングする、など）。他の実施形態では、ティーチャシグ
ナリングデバイスは、イベントレポートメッセージを処理するか、またはグループ化する
ように構成され得ないが、その代わりに、受信されたメッセージの正確な時刻と種類とを
単純に記録して受信されたイベントレポートメッセージを複製するためのスクリプトを生
成することができる。たとえば、受信されたイベントレポートメッセージに基づくティー
チングルーチンは、本質的に、ある時間期間にわたって受信された様々なイベントレポー
トメッセージのログであり得る。
【０２２２】
　[0242]ティーチャシグナリングデバイスは、図１３Ａを参照しつつ上で説明されている
ようにブロック１３０４～１３１２におけるオペレーションを続行し、適宜、ティーチン
グオペレーションを終了する入力が受信されたときにブロック１３５２におけるオペレー
ションを続行し得る（すなわち、オプションの決定ブロック１３１２＝「はい」）。しか
しながら、図１３Ａを参照しつつ上で説明されているのとは異なり、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、ティーチャシグナリングデバイスがティーチングをトリガーする入力が
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受信されていないと決定したときに（すなわち、決定ブロック１３０８＝「いいえ」）、
ブロック１３５２におけるオペレーションを続行し得る。
【０２２３】
　[0243]図１３Ｃは、ティーチャシグナリングデバイスが学習デバイスから受信されたデ
ータとともに生成されたティーチングルーチンに基づき信号をブロードキャストするため
の実施形態の方法１３７０を示している。方法１３７０は、方法１３７０がシステム内の
付近の学習デバイス（たとえば、スマートボックス）からリフレックス情報を取得するた
めのオペレーションをさらに含み得ることを除き、図１３Ａの方法１３００を参照しつつ
上で説明されているものと類似しているオペレーションを含み得る。言い換えれば、ティ
ーチャシグナリングデバイスは、付近の学習デバイスの各々からトリガーアクション関連
付け（さらにはトリガー重み）をダウンロードするか、または他の何らかの形で受信する
ように構成され得る。すでに存在している学習された関連付けを取得することによって、
ティーチャシグナリングデバイスは、他の場所にある他の学習デバイスにそれらの同じ関
連付けをティーチングするためのティーチングルーチンを生成し得る。たとえば、ティー
チャシグナリングデバイスは、一方の部屋にあるスマートブラインドの第１のセットの学
習された挙動を、別の部屋にあるスマートブラインドの第２のセットに同じ挙動をティー
チングするために複製することができる。
【０２２４】
　[0244]ブロック１３７２において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
付近の学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストし得る。その
ような信号は、それぞれの記憶されているリフレックスを指示するデータをパッケージ化
し、送信する要求として付近の学習デバイスによって処理され識別され得るコードまたは
他の情報（たとえば、ヘッダ情報など）を含み得る。ブロック１３７４において、ティー
チャシグナリングデバイスのプロセッサは、付近の学習デバイスからのリフレックス情報
を含む応答メッセージを受信し得る。リフレックス情報は、付近の学習デバイスによって
使用される様々なトリガーパターンと、アクションパターンと、報酬パターンと、補正パ
ターンとを指示するデータを含み得る。リフレックス情報は、様々なパターンに関連付け
られているトリガー重みおよび／または利得値も含み得る。ブロック１３７６において、
ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、受信された応答メッセージからのリフ
レックス情報に基づき学習デバイスのリフレックスに関係する目的データを取得し得る。
特に、目的データは、付近の学習デバイスから受信されたリフレックス情報内に定義され
ているトリガーパターンとアクションパターンとの間の関連付けであってよい。たとえば
、スマートランプが壁面スイッチの「オン」トリガーパターンを検出したことに応答して
オンになるように構成されていることを指示する受信されたリフレックス情報に基づき、
ティーチャシグナリングデバイスは、壁面スイッチの「オン」トリガーパターンに関して
ランプのアクションを記憶することができる。ティーチャシグナリングデバイスは、他の
場所における受信されたリフレックス情報を複製するか、または代替的に、応答する学習
デバイスによる進行中の学習を進めるために使用され得るティーチングルーチンを生成し
得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、応答する学習デバイスがそれらの
それぞれのリフレックスのトリガー重みを加減するのを助けるティーチング信号をブロー
ドキャストされることを引き起こす受信されたリフレックス情報に基づくティーチングル
ーチンを生成し得る。
【０２２５】
　[0245]ティーチャシグナリングデバイスは、図１３Ａを参照しつつ上で説明されている
ようにブロック１３０４～１３１２におけるオペレーションを続行し、適宜、ティーチャ
シグナリングデバイスが、ティーチングオペレーションを終了する入力が受信されたと決
定したときにブロック１３７２におけるオペレーションを続行し得る（すなわち、オプシ
ョンの決定ブロック１３１２＝「はい」）。しかしながら、図１３Ａを参照しつつ上で説
明されているのとは異なり、ティーチャシグナリングデバイスは、それがティーチングを
トリガーする入力が受信されていないと決定したときに（すなわち、決定ブロック１３０
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８＝「いいえ」）、ブロック１３７２におけるオペレーションを続行し得る。
【０２２６】
　[0246]図１４は、ティーチャシグナリングデバイスがティーチングルーチンのターゲッ
トとなり得る付近の学習デバイスを発見するための一実施形態の方法１４００を示してい
る。取得された目的データは、多くの場合、ユーザが帰宅したときに再生したい音楽、ま
たはエキスパートがストレスの軽減に推奨する照明方式などの、ユーザがある場所（たと
えば、スマートホーム）で達成させることを望んでいる目標またはターゲット条件を記述
し得る。しかしながら、その場所にある学習デバイスは取り除かれるか、追加されるか、
または他の何らかの形で機能を変更される可能性があるので（たとえば、学習モードが無
効にされる、など）、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチンの目的
を最もよく達成するためにティーチング信号をブロードキャストする前にその場所の中の
学習デバイスを調査する必要があり得る。したがって、方法１４００のオペレーションは
、方法１４００が、ティーチャシグナリングデバイスが付近の学習デバイスを評価し、学
習ルーチンが目的を達成するように修正され得るかどうかを決定するためのオペレーショ
ンを含み得ることを除き、上で説明されている方法１３００のものに類似している。
【０２２７】
　[0247]ブロック１３０２～１３０８におけるオペレーションは、図１３Ａを参照しつつ
上で説明されているとおりのものであってよい。ブロック１４０２において、ティーチャ
シグナリングデバイスのプロセッサは、現在のシステム内の学習デバイスに応答を識別す
ることを要求する発見信号をブロードキャストし得る。たとえば、ティーチャシグナリン
グデバイスは、受信する学習デバイスがそのデバイス識別子および／またはそのデバイス
タイプもしくはクラスタイプのインジケータを含む応答メッセージを送信することを引き
起こすように構成されたスクリプト、コード、または他のインジケータを含む信号をブロ
ードキャストし得る。いくつかの実施形態では、発見信号は、受信する学習デバイスが、
現在学習モードに入っているかどうか、学習モードに入ることができるかどうか、さらに
は学習デバイスが新しい関連付けを生成する能力に関係する他のデータを指示する情報を
送信することを引き起こすようにも構成され得る。たとえば、発見信号は、付近のスマー
トランプによって処理されたときに、スマートランプがクラス識別子（たとえば、スマー
トランプ）を含む戻りメッセージを送信することを引き起こし得るコードと、ティーチン
グルーチンを通じて調整され得ない静的リフレックスのみを指示するコードとを含み得る
。
【０２２８】
　[0248]ブロック１４０４において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
ブロードキャストされた発見信号に応答して学習デバイスからの識別応答を受信し得る。
デバイス識別子と、デバイスタイプ（またはクラスタイプ）インジケータと、付近のスマ
ートデバイスの機能性と可用性とを指示する他の情報とを含む１つまたは複数の応答が受
信され得る。たとえば、スマートランプが存在していること、さらにはスマートランプが
「オン」アクションと、「オフ」アクションと、「輝度増大」アクションと、「輝度減少
」アクションとを実行することができることを指示する識別応答が受信され得る。いくつ
かの実施形態では、受信された応答は、ティーチャシグナリングデバイスが発見信号をブ
ロードキャストするのに利用しているのと同じフォーマットおよび／またはシグナリング
媒体（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）を使用して学習デバイスによって送信され得
る。
【０２２９】
　[0249]決定ブロック１４０５において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサ
は、生成されたティーチングルーチンの目的が発見信号への受信された応答により識別さ
れた学習デバイスにより達成され得るかどうかを決定することができる。言い換えれば、
ティーチャシグナリングデバイスは、付近の学習デバイスのタイプ、番号、および可用性
（またはティーチングできること）を生成されたティーチングルーチンと比較して、現在
の場所に特定の学習挙動をティーチングするための十分な能力があるかどうかを決定し得
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る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、生成されたティーチングルーチン内
のデバイスタイプ、ブランド、ファームウェアバージョン、および他の特定の情報を付近
の学習デバイスの特定の情報と比較して、エキスパート照明、快適モード、またはエコフ
レンドリー環境が達成され得るかどうかを決定することができる。一例として、生成され
たティーチングルーチンが、部屋の中の高い温度読み取り値に応答して閉じることをスマ
ートブラインドにティーチングするためにティーチング信号を送信されるべきであること
と、受信された識別応答に基づき、部屋にはスマートブラインドがないこととを指示する
ときに、ティーチャシグナリングデバイスは、他の方法で部屋を冷房すること（たとえば
、スマートスカイライトカバーが閉じること、スマートシーリングファンがオンになるこ
となど）をティーチングされ得る他のスマートデバイスが部屋の中にあるかどうかを決定
することができる。別の例として、生成されたティーチングルーチンが、ティーチング信
号が部屋の中の高い温度読み取り値に応答して閉じることをスマートブラインドにティー
チングするために送信されるべきであることを指示するときに、ティーチャシグナリング
デバイスは、部屋の中にスマートデバイスがないときにティーチングルーチンが達成され
得ないと決定し得る。
【０２３０】
　[0250]ティーチャシグナリングデバイスが、付近の学習デバイスを識別する受信された
応答に基づき生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得ないと決定したことに
応答して（すなわち、決定ブロック１４０５＝「いいえ」）、ティーチャシグナリングデ
バイスは、追加の目的データを取得するためブロック１３０２におけるオペレーションを
続行することができる。他の実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、方法１
４００を終了し、および／またはティーチングルーチンが学習デバイスが不十分であるた
め実行され得ないことを指示するメッセージをユーザデバイスに送信し得る。
【０２３１】
　[0251]ティーチャシグナリングデバイスが、付近の学習デバイスを識別する受信された
応答に基づき生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得ると決定したことに応
答して（すなわち、決定ブロック１４０５＝「はい」）、オプションのブロック１４０６
において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、現在のシステム内で識別さ
れた学習デバイスに基づきティーチングルーチンを修正し得る。特に、ティーチャシグナ
リングデバイスは、付近の学習デバイスのタイプ、番号、および可用性（またはティーチ
ングできること）を生成されたティーチングルーチンと比較して、ティーチングルーチン
の目的を達成するために調整が必要かどうかを決定し得る。そのような調整は、生成され
たティーチングルーチンにおいて最初に示されたのと異なるタイプの学習デバイスに影響
を及ぼすようにティーチング信号内のコードを変更するか、または変換することを含み得
る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチング信号内でブロードキャ
ストされるコードを翻訳しデバイスの特定の製造業者またはクラス（たとえば、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈデバイスクラスなど）のデバイスによって認識されるコードを含むようにでき
る。非限定的な例として、ティーチングルーチンは、最初に、部屋の温度をより低くする
ために、温度センサーが事前定義された閾値より高い値をブロードキャストしたときに閉
じることをスマートブラインドにティーチングするためにティーチング信号がブロードキ
ャストされる必要があり得ることを指示することができる。しかし、スマートブラインド
が現在の部屋に存在していないときに、ティーチャシグナリングデバイスは、温度が事前
定義された値を超えたときにライトを減光することをスマートランプにティーチングする
ためのティーチング信号を含むようにティーチングルーチンを変更し得る。言い換えれば
、ティーチャシグナリングデバイスは、既存のティーチングルーチンの同じまたは類似の
目的を達成することをティーチングする代替的な学習デバイスを識別し得る。ティーチャ
シグナリングデバイスは、図１３Ａを参照しつつ上で説明されているようなブロック１３
１０～１３１２におけるオペレーションを続行することができる。
【０２３２】
　[0252]図１５は、ティーチャシグナリングデバイスがティーチング信号をブロードキャ
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ストする前にユーザに認可を要求するための一実施形態の方法１５００を示している。多
くの場合において、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングオペレーションを
自動的に実行するように構成され得る。たとえば、太陽の光が家の中に差し込み、光セン
サーによって検出され、家の外の温度が熱センサーによって閾値より高いと報告されたと
きに、能動的なティーチャシグナリングデバイスは、閉じることをスマートブラインドに
ティーチングし得る。しかしながら、ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスがある
場所にある学習デバイスをいつ能動的にティーチングするかを制御したい場合がある。た
とえば、家の中の温度が、事前定義された閾値より高いが、家の中に人がいないときに、
ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスが開くことをスマートフォンウィンドウにテ
ィーチングするかどうかを選択したい場合がある。したがって、方法１５００のオペレー
ションは、方法１５００が、ティーチャシグナリングデバイスがティーチングがシステム
内で実行され得ることをユーザに確認するためのオペレーションを含み得ることを除き、
上で説明されている方法１３００のものに類似している。たとえば、ユーザによって個人
的に実行されるアクションをオーバーライドし得る不要な、または望まれていないティー
チングを回避するために、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスのティーチ
ングを続ける前に確認応答を要求する通信（たとえば、電子メール、テキスト、自動音声
通話など）をユーザのデバイス（たとえば、スマートフォン、ラップトップなど）に送信
するように構成され得る。
【０２３３】
　[0253]ブロック１３０２～１３０８におけるオペレーションは、図１３Ａを参照しつつ
上で説明されているとおりのものであってよい。ティーチャシグナリングデバイスがティ
ーチングをトリガーする入力が受信されたと決定したことに応答して（すなわち、決定ブ
ロック１３０８＝「はい」）、ブロック１５０２において、ティーチャシグナリングデバ
イスのプロセッサは、認可要求をユーザデバイスに送信し得る。たとえば、ティーチャシ
グナリングデバイスは、家の照明および／または暖房／冷房に関係する生成されたティー
チングルーチンを介してティーチングを実行する許可を求めるメッセージを送信すること
ができる。上で指摘されているように、認可要求は、ユーザデバイスによる受信のために
ティーチャシグナリングデバイスによって送信され得る何らかの形態の通信またはメッセ
ージングであってよい。たとえば、認可要求は、電子メール、ＳＭＳ／ＭＭＳテキストメ
ッセージ、アプリケーション通知、自動通話、および／または通信ネットワーク（たとえ
ば、セルラーネットワーク、ＷｉＦｉローカルエリアネットワークなど）上で配信される
他の通信であってよい。ティーチャシグナリングデバイスは、ローカルのメモリに記憶さ
れている事前定義された宛先アドレス（たとえば、電話番号、電子メールアドレスなど）
に認可要求を送信することができる。いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリング
デバイスは、ティーチャシグナリングデバイスに結合されているスピーカーおよび／また
は画面を介して発せられる音または画像などの、認可要求をレンダリングするように構成
され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスとして（たとえば、ティーチング
アプリを介して）動作するように構成されているスマートフォンは、インターフェースに
ポップアップウィンドウをレンダリングして、ユーザに、「Ｙｅｓ」または「Ｎｏ」のい
ずれかのグラフィカルユーザインターフェースボタンを押すことによってティーチング手
順を確認することを要求することができる。
【０２３４】
　[0254]いくつかの実施形態では、複数の認可要求が、与えられた時刻に１人または複数
のユーザに送信され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、テレビ室内の
スマートブラインドをティーチングすることに関して第１の認可要求の電子メールを第１
のユーザ（たとえば、自宅所有者である妻）に送信し、台所のスマートブラインドをティ
ーチングすることに関して第２の認可要求のテキストメッセージを第２のユーザ（たとえ
ば、自宅所有者である夫）に送信することができる。さらに、ティーチャシグナリングデ
バイスは、ローカルのデバイスに記憶され、その後受信されたメッセージを評価するため
に使用され得る、固有コードまたはキーなどの、そのような認可要求内の情報を識別する
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ことを含むように構成され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、記憶さ
れているコードを受信された着信メッセージのヘッダ情報内のコードと比較し、着信メッ
セージが有効な認可応答メッセージであるかどうかを決定し得る。別の例として、ティー
チャシグナリングデバイスは、第１のティーチングルーチンが実行され得ることを決定す
るために第１の記憶されているコードと第１の受信された認可応答メッセージ内の情報と
のマッチングを行うことができ（たとえば、暑い天気などのときをスマートブラインドに
ティーチングすることを認可される）、ティーチャシグナリングデバイスは、第２のティ
ーチングルーチンが実行され得ないことを決定するために第２の記憶されているコードと
第２の受信された認可応答メッセージ内の情報とのマッチングを行うことができる（たと
えば、テレビがオンになっているときなどに、減光することをスマートライトにティーチ
ングすることを認可されない）。
【０２３５】
　[0255]様々な実施形態において、ティーチャシグナリングデバイスは、新規生成された
ティーチングルーチンのティーチング信号を送信する前に認可要求を送信し得る。たとえ
ば、インターネットからダウンロードされたエキスパート照明ガイドに基づき新しいティ
ーチングルーチンを生成した後に、ティーチャシグナリングデバイスは、新しいルーチン
が実行され得ることの認可をユーザに要求し得る（たとえば、認可要求は、「Ｉ’ｍ　ａ
ｂｏｕｔ　ｔｏ　ｔｅａｃｈ　ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔｓ　ｔｏ　ｄｉｍ　ｗｈｅｎ　ｉｔ　
ｇｅｔｓ　ｈｏｔ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ａ　ｎｅｗ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｒｏｕｔｉｎｅ
，　ｍａｙ　Ｉ　ｇｏ　ａｈｅａｄ？」というメッセージであってよい）。代替的に、テ
ィーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチンに関係する個別のティーチング
セッションの前に認可要求を送信し得る。たとえば、毎日、ティーチャシグナリングデバ
イスは、同じティーチングルーチンに関係するティーチング信号をブロードキャストする
前に認可要求を送信し得る（たとえば、認可要求は、「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｓｅｃ
ｏｎｄ　ｄａｙ　ｏｆ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｔｈｅ　ｂｌｉｎｄｓ　ｔｏ　ｃｌｏｓｅ　
ｗｈｅｎ　ｉｔ　ｇｅｔｓ　ｈｏｔ，　ｍａｙ　Ｉ　ｇｏ　ａｈｅａｄ　ｗｉｔｈ　ｔｈ
ｉｓ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｓｅｓｓｉｏｎ？」というメッセージであってよい）。
【０２３６】
　[0256]決定ブロック１５０４において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサ
は、認可要求をユーザデバイスに送信したことに応答して認可が受信されるかどうかを決
定し得る。ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザからの認可情報を含むメッセージ
（すなわち、認可応答メッセージ）を検出するために着信メッセージバッファを監視し得
る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチンの受理または
拒絶を指示するフラグまたはビットを含む認可応答メッセージを受信し得る。ティーチャ
シグナリングデバイスは、ローカルに記憶されている情報を着信メッセージまたは信号内
のデータ（たとえば、ヘッダ情報）と比較し、着信メッセージが両方とも送信された認可
要求に関係し、受理または拒絶を含むかどうかを決定することができる。たとえば、ティ
ーチャシグナリングデバイスは、送信された認可要求に関連付けられている記憶されてい
るコードと受信された着信メッセージ内のコード（たとえば、要求番号、デバイス識別子
、ティーチングルーチンインデックス、など）とのマッチングを行い得る。いくつかの実
施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、受信メッセージ内の他の情報を評価し
て、認可応答メッセージを検証するために必要になり得るキー、秘密の言葉、パスワード
、または他の認証情報を検出することもできる。たとえば、受信された認可応答メッセー
ジが処理され、それがティーチャシグナリングデバイスとユーザにのみ知られているパス
ワードを含むかどうかを決定し得る。
【０２３７】
　[0257]ティーチャシグナリングデバイスが、認可メッセージが受信されていないと決定
したことに応答して（すなわち、決定ブロック１５０４＝「いいえ」）、ティーチャシグ
ナリングデバイスは、上で説明されているようにブロック１３０２においてデータを取得
するためのオペレーションを続行することができる。オプションの一実施形態において、
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ティーチャシグナリングデバイスは、認可要求をユーザデバイスおよび／または学習デバ
イスの非集中システムのユーザに関連付けられていることが知られている他のデバイスに
継続的に送信するように構成され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、
ティーチャシグナリングデバイスによってティーチングされる学習デバイスを含む家の所
有者との連絡のための代替的セル番号または電子メールアドレスを記憶し得る。しかしな
がら、ティーチャシグナリングデバイスが、認可メッセージが受信されたと決定したこと
に応答して（すなわち、決定ブロック１５０４＝「はい」）、ティーチャシグナリングデ
バイスは、図１３Ａを参照しつつ上で説明されているようにブロック１３１０～１３１２
におけるオペレーション（たとえば、ティーチングルーチンに基づきティーチング信号を
ブロードキャストする、など）を続行することができる。
【０２３８】
　[0258]図１６は、ティーチャシグナリングデバイスが付近の学習デバイスが学習モード
を構成することを引き起こす信号をブロードキャストするための一実施形態の方法１６０
０を示している。多くの場合において、学習デバイスは、トリガーとそれぞれの事前定義
されているアクションとの間の関連付けを定義する静的または動的リフレックスを利用す
るように構成され得る。そのような学習デバイスは、上で説明されているような臨界およ
び定常状態学習期間などの、学習の状態の様々なモードに入るようにも構成され得る。他
の場合に、そのような学習デバイスによるティーチングを遂行するために、ティーチャシ
グナリングデバイスは、学習デバイスおよびそれらのリフレックスの学習モードまたは学
習能力を修正する信号を送信するように構成され得る。したがって、方法１６００のオペ
レーションは、方法１６００が、ティーチャシグナリングデバイスがティーチング信号に
基づきリフレックスを生成し、および／またはトリガー重みを修正する能力を有効にする
付近の学習デバイス内の設定またはモードを直接制御するためのオペレーションを含み得
ることを除き、上で説明されている方法１３００のものに類似している。いくつかの実施
形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスが学習モードをアクティブ
化（または非アクティブ化）し、および／またはすでに学習されている情報（たとえば、
トリガー重み）をリセットすることを引き起こす信号を送信するための補助チャネル（ま
たはＡＵＸチャネル）を利用し得る。
【０２３９】
　[0259]ブロック１３０２～１３０８におけるオペレーションは、図１３Ａを参照しつつ
上で説明されているとおりのものであってよい。ティーチャシグナリングデバイスがティ
ーチングをトリガーする入力が受信されたと決定したことに応答して（すなわち、決定ブ
ロック１３０８＝「はい」）、ブロック１６０２において、ティーチャシグナリングデバ
イスのプロセッサは、付近の学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす信号をブ
ロードキャストし得る。たとえば、この信号は、受信側の学習デバイスが学習モードをア
クティブ化するか、または他の何らかの形で学習モードに入るようにコマンドとして識別
し得るコードを指示するか、またはそのように識別し得るフォーマットを取り得る。
【０２４０】
　[0260]オプションのブロック１６０４において、ティーチャシグナリングデバイスのプ
ロセッサは、付近の学習デバイスがその関連付けをリセットする（たとえば、リフレック
スに対するトリガー重みをゼロにする）ことを引き起こす信号（すなわち、リセット信号
）をブロードキャストし得る。たとえば、この信号は、受信側の学習デバイスが、学習デ
バイスがオペレーションの前の状態に戻るように最近の学習されたトリガー重みを巻き戻
すか、削除するか、または無効にするコマンドとして識別し得るコードを指示するか、ま
たはそのように識別し得るフォーマットを取り得る。いくつかの実施形態では、学習デバ
イスは、ティーチャシグナリングデバイスからのティーチング信号に基づきティーチング
されている学習された挙動（すなわち、リフレックスに対する増加または減少させられた
トリガー重み）をリセットするだけであってよい。言い換えれば、ティーチャシグナリン
グデバイスからのリセット信号は、前のティーチング信号の効果を無効にするためにのみ
使用され、システムの学習デバイスをユーザが直接インタラクティブに操作することに基
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づく学習を無効にするためには使用され得ない。いくつかの実施形態では、リセット信号
は、学習された情報をリセットするように指令され得る特定のデバイスタイプまたはデバ
イス識別子を含み得る。たとえば、リセット信号は、スマートブラインドのみがそのトリ
ガー重みへの最近の増加／減少を無効にすべきであり、スマートランプはそうすべきでな
いことを指示し得る。様々な実施形態において、そのようなリセット信号は、学習デバイ
スが最後の時、日、週などにおいて影響を受けるリフレックスへのすべてのトリガー重み
調整を取り除かなければならないことを指示するデータを含めることによって、学習デバ
イス内で無効にされるべき学習の特定の時間期間を指示し得る。いくつかの実施形態では
、リセット信号は、学習デバイスがトリガー重みを工場出荷時設定に戻すことを引き起こ
し得る。
【０２４１】
　[0261]ティーチャシグナリングデバイスは、上で説明されているようにブロック１３１
０で生成されたティーチングルーチンに基づきティーチング信号をブロードキャストし、
オプションの決定ブロック１３１２において、ティーチングを終了する入力が受信されて
いるかどうかを決定し得る。オプションの決定ブロック１３１２におけるオペレーション
は、ティーチャシグナリングデバイスが事前定義された時間期間の間、または事前定義さ
れた繰返し回数でティーチングに関連付けられているオペレーションを実行するように構
成され得るのでオプションであってよく、したがって、ティーチングを終了させるための
時間または条件を指示する入力を必要としなくてよい。ティーチャシグナリングデバイス
が、ティーチングを終了する入力が受信されていないと決定したことに応答して（すなわ
ち、オプションの決定ブロック１３１２＝「いいえ」）、ティーチャシグナリングデバイ
スは、ブロック１３１０におけるオペレーションを続行するか、または代替的にブロック
１６０６におけるオペレーションを続行し得る。
【０２４２】
　[0262]ティーチャシグナリングデバイスがティーチングを終了する入力が受信されたと
決定したことに応答して（すなわち、オプションの決定ブロック１３１２＝「はい」）、
ブロック１６０６において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、付近の学
習デバイスが学習モードを終了することを引き起こす信号をブロードキャストし得る。た
とえば、この信号は、受信側の学習デバイスが学習モードを非アクティブ化するか、また
は他の何らかの形で学習モードを終了するようにコマンドとして識別し得るコードを指示
するか、またはそのように識別し得るフォーマットを取り得る。次いで、ティーチャシグ
ナリングデバイスは、方法１６００を終了するか、または代替的に、ブロック１３０２に
おけるオペレーションを続行し得る。
【０２４３】
　[0263]図１７Ａは、ティーチャシグナリングデバイスがティーチングルーチンの使用に
関係する情報を更新するためにイベントレポートメッセージをインターセプトするための
一実施形態の方法１７００を示している。システム内に学習デバイスをティーチングする
ためにティーチャシグナリングデバイスを配備するときに、学習デバイスは、時間の経過
とともにその挙動を変化させ得る。たとえば、特定の数の受信されたティーチング信号の
後に、スマートランプが、ドアの開放または場所における他の発生に応答してオンになる
ことを学習し得る。ユーザは、ティーチングの結果、さらにはティーチャシグナリングデ
バイスによって実行されたアクションを指示するデータを活用することができる。たとえ
ば、ユーザは、時間の経過とともに更新する省エネ統計量を示し、ティーチング信号がテ
ィーチャシグナリングデバイスによって送信される前と後の学習デバイスによるエネルギ
ー使用量の比較を可能にする履歴情報を検討することができる。したがって、方法１７０
０のオペレーションは、方法１７００が、ティーチャシグナリングデバイスがある場所に
おけるティーチングルーチンの影響を反映する記憶されている情報を受信し、管理するた
めのオペレーションを含み得ることを除き、上で説明されている方法１３００のものに類
似している。
【０２４４】
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　[0264]ブロック１３０２～１３１０におけるオペレーションは、図１３Ａを参照しつつ
上で説明されているとおりのものであってよい。ブロック１７０２において、ティーチャ
シグナリングデバイスのプロセッサは、生成されたティーチングルーチンに基づきティー
チング信号をブロードキャストしたことに応答して付近の学習デバイスによって送信され
たメッセージをインターセプトし得る。そのようなインターセプトされたメッセージは、
アクションを実行するか、または事前定義された条件、アクション、または状況の発生を
他の何らかの形で検出した後に学習デバイスがブロードキャストするイベントレポートメ
ッセージを含み得る。インターセプトされたメッセージは、生成されたティーチングルー
チンおよびティーチング信号のターゲットとなる学習デバイス、さらには他のデバイスか
ら受信された信号を含み得るメッセージを含むものとしてよい。たとえば、インターセプ
トされた信号は、学習する能力があり得ないセンサーデバイスからの時間または温度の定
期的ブロードキャストを含み得る。いくつかの実施形態では、メッセージは、学習デバイ
スの様々な動作条件を指示するデータを含み得る。たとえば、インターセプトされたメッ
セージは、現在の電池残量と、時間期間内の電力使用量と、状態情報（たとえば、アクテ
ィブ化された学習モードなど）と、付近のスマートランプのリフレックスに対するトリガ
ー重みとを指示し得る。
【０２４５】
　[0265]いくつかの実施形態では、ユーザがその場にいて、ティーチャシグナリングデバ
イスのティーチングをリアルタイムで補正することができる。たとえば、スマートブライ
ンドが受信されたティーチング信号に基づき閉じたことに応答して、ブラインドが閉じら
れることを望んでいないユーザがすぐに行ってスマートブラインドを開けると、これによ
り、スマートブラインドが開いていることを指示するイベントレポートメッセージをスマ
ートブラインドが送信することを引き起こし得る。ユーザのそのようなティーチングに対
抗するアクションは、ティーチャシグナリングデバイスによって識別され、ユーザの望み
に反してティーチングを伝搬することを回避するようにティーチングルーチンを調整する
ために使用され得る。したがって、オプションのブロック１７０３において、ティーチャ
シグナリングデバイスのプロセッサは、インターセプトされたメッセージに基づきティー
チングルーチンを更新することができる。インターセプトされたメッセージが、学習デバ
イスがその状態をティーチングルーチンに反する仕方で変更したことを指示するイベント
レポートメッセージであるときに、ティーチャシグナリングデバイスは、状態をティーチ
ングルーチンの意図された状態と比較して相違を検出し得る。反する状態が、学習デバイ
スによって定められており、報告されたと決定したことに応答して、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、ユーザによるアクションの結果としてそのような活動を解釈し、ユーザ
が望んでいると決定された命令を含め、および／またはユーザが望んでいないと決定され
た命令を取り除くようにブロック１３０４において生成されたティーチングルーチンを調
整し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ユーザがスマートブラインド
を即座に開いたときにスマートブラインドが閉じることを引き起こすティーチング信号を
送信することに対応する命令をティーチングルーチンから取り除くことができる。
【０２４６】
　[0266]ブロック１７０４において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
インターセプトされたメッセージとブロードキャストされたティーチング信号とに基づき
ティーチングルーチンに関係する履歴情報を指示する記憶されているデータを更新し得る
。特に、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングセッション内で様々なティー
チング信号に対するブロードキャストの時刻と、タイプと、方式とを記録し得る。たとえ
ば、更新された記憶されているデータは、挙動をティーチングし目的を達成するために午
前のティーチングセッションにおいてＢｌｕｅｔｏｏｔｈブロードキャスト信号がいくつ
ブロードキャストされたかを指示し得る（たとえば、エコフレンドリーな家、好ましい照
明方式など）。さらに、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチングルーチンに関
して様々な学習デバイスの進捗状況を示す情報を生成するためにインターセプトされたメ
ッセージからのデータを処理し得る。たとえば、更新された記憶されているデータは、時
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間の経過とともに変わるスマートランプの特定のリフレックスに対するトリガー重みを示
し得る。更新された記憶されているデータは、ティーチングルーチンの成功率などの統計
量、さらにはティーチングセッション時にサーミスタデバイスによってブロードキャスト
された温度センサーデータなどの、ティーチングに関して遭遇した他の環境条件を含み得
る。ブロック１７０４におけるオペレーションは、様々な集約と、コンパイルと、将来の
ある時点においてユーザによって調べられ得る有用なデータを生成するためにティーチャ
シグナリングデバイスによって実行される命令、ルーチン、および／またはアクションを
分析することとを含み得る。
【０２４７】
　[0267]クロック１７０６において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
スマートフォンのタッチスクリーンまたはティーチャシグナリングデバイスに結合されて
いる別の画面上にデータをレンダリングすることなどによって、更新された記憶されてい
るデータを表示し得る。以下で説明されている図１７Ｂは、そのような記憶されているデ
ータの例示的な表示を示している。ティーチャシグナリングデバイスは、図１３Ａを参照
しつつ上で説明されているようなオプションの決定ブロック１３１２におけるオペレーシ
ョンを続行することができる。
【０２４８】
　[0268]図１７Ｂは、システム内のティーチングルーチンに関係する情報の例示的な表示
１７５０を示している。表示１７５０は、ティーチャシグナリングデバイスに結合されて
いるＬＥＤ画面などの、ティーチャシグナリングデバイスの表示ユニット（たとえば、専
用ティーチャユニットまたはティーチャアプリケーションなどとともに構成されているス
マートフォン）上のレンダリングであってよい。表示１７５０は、システム内の様々なス
マートデバイスに対するタイムライン１７５５（たとえば、２４時間の期間）にわたるテ
ィーチング活動を示し得る。たとえば、表示１７５０は、第１のスマートランプに対する
ティーチング時間のグラフィック情報１７５２と、第２のスマートランプに対するティー
チング時間のグラフィック情報１７５３と、スマートブラインドに対するティーチング時
間のグラフィック情報１７５４とを含み得る。たとえば、例示的な表示１７５０は、特定
の日に、ティーチャシグナリングデバイスが、第１のスマートランプ（「ランプ１」）を
６ＡＭから８ＡＭおよび８ＰＭから１０ＰＭに、第２のスマートランプ（「ランプ２」）
を６ＡＭから７ＡＭおよび８ＰＭから１０ＰＭに、スマートブラインド（「ブラインド」
）を１２ＡＭから３ＡＭ、６ＡＭから８ＡＭ、１０ＡＭから３ＰＭ、および８ＰＭから１
０ＰＭにティーチングしていたことを示し得る。
【０２４９】
　[0269]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチャシグ
ナリングデバイスの期待される将来のアクションを表示するように構成され得る。たとえ
ば、例示的な表示１７５０は、ティーチャシグナリングデバイスが６ＡＭから１０ＡＭの
間にオンになることを期待し、１０ＡＭから１１ＡＭの間にオフになり、その後、１２Ｐ
Ｍから３ＰＭまで再びオンになることを期待することを指示するグラフィック情報１７５
５を含み得る。ティーチャシグナリングデバイスのそのような期待される将来のアクショ
ンは、前のティーチングの活動または傾向および／またはユーザ入力を介して入力される
将来の時刻に実行されるか、またはリモートソースからダウンロードされるティーチング
ルーチンなどの、将来実行されるべき取得されたティーチングルーチンに基づき得る。期
待される将来のアクションは、推定と事実（または実際に記録されている活動）とを区別
するために過去の活動の他のグラフィック情報１７５２～１７５４と異なる仕方で表示さ
れ得る。
【０２５０】
　[0270]図１８～図１９は、ある場所における一実施形態のティーチャシグナリングデバ
イス１５０と様々な学習デバイスとの間の例示的なシグナリングを示している。以下で説
明されているシグナリングは、情報がデバイス間でやり取りされることを可能にする通信
の手段であるものとしてよい。たとえば、信号は、物理媒体（たとえば、電線、光線、Ｒ
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Ｆなど）上のアナログ信号、またはコンピュータ通信ネットワーク内のバイナリメッセー
ジであってよい。
【０２５１】
　[0271]図１８において、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、時間期間全体を通
してユーザがデバイスをインタラクティブに操作することをエミュレートする信号をブロ
ードキャストするためのスケジュールを生成することなどによって、上で説明されている
ような学習デバイスに対するティーチングルーチンを生成するオペレーション１８０１を
実行し得る。ティーチャシグナリングデバイス１５０は、ランプ（たとえば、スマートラ
ンプ）に結合されているが、またはその中にあるスマートボックスなどの、第１のスマー
トボックス１０３ａによって受信され得る発見信号１８０２を適宜送信することができる
。第１のスマートボックス１０３ａは、第１のスマートボックス１０３ａに関する識別情
報と他の説明情報（たとえば、デバイスＩＤ、デバイスクラスまたは目的、ステータス情
報など）を指示するオプションの識別応答信号１８０４を送信し得る。識別応答信号１８
０４を受信したことに応答して、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、識別情報に
基づきティーチングルーチンを修正するためのオプションのオペレーション１８０６を実
行し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチング信号および／ま
たは発見信号１８０２に応答するデバイスのタイプに基づきそれらの信号がブロードキャ
ストされ得る時刻を変換し、翻訳し、削除し、または追加することができ、したがって現
在の場所内にあると決定され得る。
【０２５２】
　[0272]ティーチングルーチンに基づき、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、ブ
ロードキャスト範囲内にある学習デバイスによって受信され得る１つまたは複数のティー
チング信号１８０８を送信し得る。たとえば、ティーチング信号１８０８は、イベントレ
ポートメッセージと同一である、ある時間期間のティーチングルーチンおよび／またはそ
の場所内にあると決定されたスマートデバイスのクラスに基づく発生データを含む、構造
を有するメッセージであってよい。可能なティーチング信号１８０８の各々は、ティーチ
ャシグナリングデバイス１５０によって生成されるティーチングルーチンに応じて、同じ
であり得るか、または代替的に、わずかに異なり得る。さらに、ティーチング信号１８０
８は、異なる学習デバイスをトレーニングするように構成されているイベントレポートメ
ッセージであってもよい。たとえば、ティーチング信号１８０８の１つまたは複数は、イ
ベントとトリガーパターンとを生成するために第１のスマートボックス１０３ａ（たとえ
ば、スマートランプ）によって使用されるものとしてよく、ティーチング信号１８０８の
１つまたは複数は、イベントと補正パターンもしくは報酬パターンとを生成するために第
２のスマートボックス（たとえば、スマート壁面スイッチ）によって使用され得る。
【０２５３】
　[0273]ティーチング信号１８０８を受信したことに応答して、第１のスマートボックス
１０３ａは、イベントとパターンとを生成することなどによって、信号１８０８内のデー
タを処理するオペレーションを実行し得る。たとえば、第１のスマートボックス１０３ａ
は、受信されたティーチング信号１８０８に基づき生成されたイベント内の補正、報酬、
またはトリガーパターンを検出し、その結果のイベントおよびパターンを生成し得る。次
いで、第１のスマートボックス１０３ａは、第１のスマートボックス１０３ａがアクショ
ンを実行した（たとえば、ライトをオンにした、スイッチを入れた、など）を指示するイ
ベントレポートメッセージなどの、オペレーション１８１０に基づく１つまたは複数のイ
ベントレポートメッセージ１８１２をブロードキャストし得る。ティーチャシグナリング
デバイス１５０は、集計履歴データ、統計量、および将来のティーチングオペレーション
を調整するために使用され、および／またはユーザに対して表示され得る他の参考情報な
どの、第１のスマートボックス１０３ａからのイベントレポートメッセージ１８１２内の
情報を処理するオペレーション１８１４を適宜実行し得る。
【０２５４】
　[0274]図１９は、複数のスマートボックスがティーチャシグナリングデバイス１５０と
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ともにある場所において信号をブロードキャストし受信することが図示されていることを
除き、図１８おいて上で示されているような類似のシグナリングを示している。特に、第
１のスマートボックス１０３ａ（たとえば、スマートランプ）および第２のスマートボッ
クス１０３ｂ（たとえば、スマート壁面スイッチ）は、アクションを実行する（たとえば
、ライトをオンにする、スイッチを入れる、など）ことに応答するなどして、イベントレ
ポートメッセージ１９０２と１９０４とをそれぞれブロードキャストし得る。ティーチャ
シグナリングデバイス１５０は、これらのイベントレポートメッセージ１９０２、１９０
４を受信し、オペレーション１８０１で時間の経過に従ってティーチングルーチンを生成
し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイス１５０は、その場所にいるユーザの
活動を記録し、複製するために時間の経過とともにイベントレポートメッセージ１９０２
、１９０４をインターセプトするように構成され得る。ティーチング信号１８０８’は、
それらがその場所およびブロードキャスト受信範囲内にあるいずれかのスマートボックス
１０３ａ、１３０ｂによって受信され得ることを除き、上で説明されているものと類似し
ているものとしてよい。ティーチャシグナリングデバイスからブロードキャストされるテ
ィーチング信号１８０８’を受信したことに応答して、第１のスマートボックス１０３ａ
は、イベントとパターンとを生成することなどによって、信号１８０８内のデータを処理
するオペレーションを実行し得る。次いで、第１のスマートボックス１０３ａは、第１の
スマートボックス１０３ａがアクションを実行したことを指示するイベントレポートメッ
セージなどの、オペレーション１８１０に基づく１つまたは複数のイベントレポートメッ
セージ１８１２をブロードキャストし得る。第２のスマートボックス１０３ｂによって受
信されたイベントレポートメッセージ１８１２’は、ティーチャシグナリングデバイス１
５０によって受信されたイベントレポートメッセージ１８１２と同じであり得る。第２の
スマートボックス１０３ｂは、イベントレポートメッセージ１８１２’を受信したことに
応答して、第２のスマートボックス１０３ｂにおいてアクションをトリガーするか、また
はトリガーを強化し得るイベントまたはパターン（たとえば、補正、報酬）を生成するな
どの、オペレーション１９１０を適宜実行し得る。
【０２５５】
　[0275]図２０は、学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスからの要求に応答し
てリフレックス情報を送信するための一実施形態の方法２０００を示している。方法２０
００は、上で説明されている方法１３７０を実行するティーチャシグナリングデバイスと
組み合わせて学習デバイスによって実行され得る。いくつかの実施形態では、方法２００
０は、上で説明されている方法１１００、１２００の一部として、または代替的に、独立
した同時実行プロセスとして学習デバイスによって実行され得る。
【０２５６】
　[0276]ブロック２００２において、学習デバイスのプロセッサは、ティーチャシグナリ
ングデバイスにリフレックス情報を要求するブロードキャスト信号を受信し得る。ブロッ
ク２００４において、学習デバイスのプロセッサは、記憶されているリフレックスに基づ
き応答メッセージ内にリフレックス情報をパッケージ化することができる。たとえば、学
習デバイスは、トリガーパターンと、アクションパターンと、報酬パターンと、補正パタ
ーンと、トリガー重みとを定義するローカルメモリ内に記憶されているデータを変換する
か、符号化するか、または他の何らかの形でフォーマットすることができる。応答メッセ
ージは、デバイス識別子と、デバイスクラス／タイプと、学習デバイスに関する他の識別
情報とを含むヘッダ情報も含み得る。ブロック２００６において、学習デバイスのプロセ
ッサは、ティーチャシグナリングデバイスに応答メッセージを送信し得る。いくつかの実
施形態では、そのような送信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈブロードキャストなどのワイヤレス
ブロードキャスト、ペアリングされた通信（たとえば、学習デバイスおよびティーチャシ
グナリングデバイスがＢｌｕｅｔｏｏｔｈを介してペアリングされるときなど）、および
／または有線通信であってよい。
【０２５７】
　[0277]図２１は、学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスからの要求に応答し
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て識別情報を送信するための一実施形態の方法２１００を示している。方法２１００は、
上で説明されている方法１４００を実行するティーチャシグナリングデバイスと組み合わ
せて学習デバイスによって実行され得る。いくつかの実施形態では、方法２１００は、上
で説明されている方法１１００、１２００の一部として、または代替的に、独立した同時
実行プロセスとして学習デバイスによって実行され得る。
【０２５８】
　[0278]ブロック２１０２において、学習デバイスのプロセッサは、ティーチャシグナリ
ングデバイスに識別情報を要求する発見信号を受信し得る。ブロック２１０４において、
学習デバイスのプロセッサは、ローカルの学習デバイスに記憶されているデータに基づき
識別応答メッセージ内に識別情報をパッケージ化することができる。たとえば、学習デバ
イスは、学習デバイスの固有のデバイス識別子と、クラス／タイプコードと、学習デバイ
スにおけるリフレックスに対応する学習モードの現在状態とを定義するローカルメモリに
記憶されているデータを変換し、符号化し、または他の何らかの形でフォーマットし得る
。いくつかの実施形態では、識別応答メッセージは、図２０を参照しつつ上で説明されて
いる応答メッセージに類似しているものとしてよい。ブロック２１０６において、学習デ
バイスのプロセッサは、ティーチャシグナリングデバイスに識別応答メッセージを送信し
得る。いくつかの実施形態では、そのような送信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈブロードキャス
トなどのワイヤレスブロードキャスト、ペアリングされた通信（たとえば、学習デバイス
およびティーチャシグナリングデバイスがＢｌｕｅｔｏｏｔｈを介してペアリングされる
ときなど）、および／または有線通信であってよい。
【０２５９】
　[0279]図２２は、学習デバイスがティーチャシグナリングデバイスからのリセット信号
に応答してトリガー重みをリセットするための一実施形態の方法２２００を示している。
方法２２００は、上で説明されている方法１６００を実行するティーチャシグナリングデ
バイスと組み合わせて学習デバイスによって実行され得る。いくつかの実施形態では、方
法２２００は、上で説明されている方法１１００、１２００の一部として、または代替的
に、独立した同時実行プロセスとして学習デバイスによって実行され得る。
【０２６０】
　[0280]ブロック２２０２において、学習デバイスのプロセッサは、ティーチャシグナリ
ングデバイスから、リフレックス情報をリセットすることを学習デバイスに命令する信号
（すなわち、リセット信号）を受信し得る。様々な実施形態において、リセット信号は、
変更が特定のリフレックスに適用され、および／または特定の時間期間に対応するべきで
あることを指示し得る。さらに、リセット信号は、トリガー重みに対してなされるべき変
化の量（たとえば、無効にする、リセットする、ゼロにするなどのためのトリガー重みの
割合）を指示し得る。たとえば、リセット信号は、特定のトリガーパターン（たとえば、
壁面スイッチの「オン」）またはアクションパターン（たとえば、ライトの「オン」）を
有するリフレックスのみがリセットされるべきであることを指示し得る。ブロック２２０
４において、学習デバイスのプロセッサは、受信された信号に基づき修正されたトリガー
重みでリフレックスのセットを識別することができる。言い換えれば、学習デバイスは、
受信されたイベントレポートメッセージおよび／またはティーチング信号に基づきその既
定値から変更されているトリガー重みでローカルに記憶されているすべてのリフレックス
を識別し得る。さらに、識別されたセットは、特定のアクションパターンを含むものなど
の、リセット信号内の他のパラメータに基づき得る。
【０２６１】
　[0281]オプションのブロック２２０６において、学習デバイスのプロセッサは、ティー
チャシグナリングデバイスからのティーチング信号によって修正されたトリガー重みを有
するリフレックスのみを含むように識別されたセットを変更することができる。言い換え
れば、いくつかの実施形態において、そのようなリセット信号は、ティーチャシグナリン
グデバイスからのティーチング信号によりすでに変更されていたトリガー重みに関しての
み適用され、したがってユーザによる直接的なインタラクティブな操作によってすでに変
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更されているトリガー重みは、リセットされ得ない。
【０２６２】
　[0282]ブロック２２０８において、学習デバイスのプロセッサは、受信されたリセット
信号に基づきリフレックスのセットに対するトリガー重みをリセットすることができる。
たとえば、学習デバイスは、リセット信号で指示されるパラメータに基づき最後の分、時
、日に加えられたトリガー重みの変更を無効化するか、またはリセットし得る。
【０２６３】
　[0283]図２３Ａ～図２４Ｂは、ティーチャシグナリングデバイスにおいて実装されるグ
ラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）技術を示している。次の説明では、「トリ
ガー学習デバイス」という用語は、第２の学習デバイスがリフレックスに基づき動作する
ことを引き起こすイベントレポートメッセージを送信する学習デバイスを指すために使用
され得る。
【０２６４】
　[0284]学習デバイスのそのような非集中システムのユーザは、スマート環境（たとえば
、スマートハウス）内の学習デバイス間の因果関係を識別する使いやすい直観的な方法を
利用することができる。ユーザは、離れた場所（たとえば、スマートハウスの外、など）
から学習された挙動をトリガーすることなどによって、識別された関係に基づきそのよう
な学習デバイスを制御する扱いやすい方法を利用することもできる。したがって、いくつ
かの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイス（またはスマート環境内でユーザに
よって使用される他のモバイルデバイス）は、ユーザがスマート環境内の学習デバイスの
トリガーアクション関係（または「因果関係」）を表示し、操作することを可能にするよ
うに構成され得る。一般に、ワイヤレストランシーバ（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、
ＷｉＦｉなど）を使用することで、ティーチャシグナリングデバイス（たとえば、ティー
チャシグナリングデバイスとして動作するためのソフトウェアを実行するように構成され
たスマートフォンまたはタブレットデバイス）は、スマート環境内の学習デバイスによっ
て送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトし、記録するように構成され
得る。ティーチャシグナリングデバイスは、インターセプトされたイベントレポートメッ
セージをスマート環境の画像のセグメントに関連付けることができる。たとえば、ティー
チャシグナリングデバイスは、画像処理ルーチンに基づき、信号内のデータ（たとえば、
デバイスタイプコードなど）に基づき、および／またはユーザによる手動の入力に基づき
特定の学習デバイス（またはデバイスタイプ）に関係するデジタル写真の画像セグメント
を自動的に識別することができる。さらに、因果関係は、画像の変化（たとえば、ランプ
がオンまたはオフになる）を認識することと、観察された変化の事前定義された時間ウィ
ンドウ内のインターセプトされた信号の発生を評価することとによってティーチャシグナ
リングデバイスによって自動的に識別され得るか、または代替的に、ユーザによって手動
で識別され得る。
【０２６５】
　[0285]ティーチャシグナリングデバイスは、環境内の学習デバイスの様々な因果関係を
視覚的に示すため画像上に情報をレンダリングすることもできる。たとえば、一方のデバ
イスからのイベントレポートメッセージが別のデバイスにおいて特定のアクションを引き
起こすことを示す情報がレンダリングされ得る。これは、スマート環境内に多数の学習デ
バイスおよび関連付けがあるときに有益な視覚的補助手段となり得る。
【０２６６】
　[0286]ユーザは、ティーチャシグナリングデバイスのグラフィカルユーザインターフェ
ース（ＧＵＩ）を使用してスマート環境内の学習デバイスの因果関係に関連付けられてい
るアクションを制御する（たとえば、トリガー／再生、変更するなど）ことができる。た
とえば、ユーザは、ＧＵＩボタンを押して、すでにインターセプトされている信号を複製
するか、または再ブロードキャストし、学習デバイスによる相関するアクションをトリガ
ーし得る。別の例として、ユーザは、このＧＵＩを使用して、第２の学習デバイスからの
イベントレポートメッセージ（たとえば、壁面スイッチ「オン」イベントレポートメッセ



(81) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

ージ）に応答してアクションを実行すること（たとえば、「オン」にすること）を止める
ことを第１の学習デバイスにティーチングすることができる。このようにして、ユーザは
、スマート環境内に存在する学習された挙動を見るだけでなく、すでにインターセプトさ
れており、画像内に見える学習デバイスによるアクションに関連付けられているイベント
レポートメッセージを送信することによって学習デバイスの挙動を操作することもできる
。様々な実施形態において、ユーザは、アクションがＧＵＩを介して生じることを離れた
場所から引き起こすことができるものとしてよい（たとえば、ソフトＧＵＩボタンをクリ
ックして、異なる部屋に配置されている学習デバイスのアクションをトリガーする）。い
くつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、近接範囲内にあるときにの
み学習デバイスを制御するためにインターセプトされたイベントレポートメッセージを送
信することができるものとしてよい。
【０２６７】
　[0287]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスの
イベントアクション関連付けを「オンザフライ」で発見するためにデバイスのプロセッサ
によって分析され得るビデオデータまたはオーディオデータを記録するために使用され得
る。たとえば、スマートフォンは、スマート壁面スイッチとスマートランプとによって送
信されたレポートメッセージを含むイベントレポートメッセージをインターセプトしなが
ら、ユーザがスマート壁面スイッチを入れ、スマートランプがオンまたはオフになるシー
ンのビデオを録画することができる。そのようなビデオ内の画像をスマート壁面スイッチ
とスマートランプとからの同時インターセプトされたイベントレポートメッセージと組み
合わせて処理することによって、ティーチャデバイスは、デバイス間のトリガーアクショ
ン関連付けを発見し、さらには画像内でイベントレポートメッセージを発行する学習デバ
イスを識別することができる。たとえば、スマート壁面スイッチが入れられ画像とスマー
ト壁面スイッチからのイベントレポートメッセージの受信との相関を求めることによって
、ティーチングシグナリングデバイスは、スイッチの画像とそのイベントレポートメッセ
ージとの相関を求めることができる。同様に、スマートランプがいつオンになるか、また
はオフになるかを一連の画像から識別することによって、ティーチングシグナリングデバ
イスは、スマートランプからの「オンにする」または「オフにする」イベントレポートメ
ッセージとランプの画像とを相関させることができる。上で説明されていように、スマー
ト壁面スイッチからのイベントレポートメッセージをスマートランプからの「オンにする
」または「オフにする」イベントレポートメッセージと相関させることによって、ティー
チングシグナリングデバイスは、イベントアクション相関を発見することができる。次い
で、相関のＧＵＩ表示（たとえば、矢印）が、スマートライトスイッチとスマートランプ
の両方を含むＧＵＩ画像に提示され得る。
【０２６８】
　[0288]様々な実施形態において、ティーチングシグナリングデバイスは、様々な画像認
識アルゴリズムおよび／またはルーチンを利用して、リアルタイムの拡張現実表示がスト
リーミングビデオ上にレンダリングされるようにスマート環境内の知られている学習デバ
イスを識別するように構成され得る。たとえば、静止画像上のユーザによる特定のスマー
トランプの属性の以前に記憶されている識別に基づき、ティーチングシグナリングデバイ
スアプリケーションとともに構成されているスマートフォンは、スマートランプが認識さ
れたときにリアルタイムのビデオでスマートランプに対するトリガーアクション関連付け
を自動的に表示することができるものとしてよい。
【０２６９】
　[0289]いくつかの実施形態では、ティーチングシグナリングデバイスは、ユーザに対し
て、環境内の学習デバイスのリストビューおよび／またはアイコンビューをレンダリング
するか、または他の何らかの形で提示するように構成され得る。たとえば、ティーチング
シグナリングデバイスは、構造の編成が異なるデバイス間の関係を指示するように環境（
たとえば、スマートハウスなど）内の認識された学習デバイスのすべてのツリー構造また
は他のリスト構造を表示することができる。このようにして、ユーザは、デバイス間の関
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連付けを理解しやすいように提示され得る。さらに、このようなリスティング機能は、テ
ィーチャシグナリングデバイスが現在特定の関連付けられている環境内にあるかどうかに
関係なく、時間の経過とともに発見された様々なデバイスを示すために使用され得る。た
とえば、ティーチャシグナリングデバイスは、ティーチャシグナリングデバイスが第２の
スマートハウス内に配置されているにもかかわらず、第１のスマートハウス内のすべての
デバイスのリスト構造をレンダリングし、ティーチャシグナリングデバイスのユーザが一
目で、またティーチャシグナリングデバイスを別の環境に物理的に移動することなく、関
連付けを見ることを可能にするように構成され得る。
【０２７０】
　[0290]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、環境内でインタ
ーセプトされたメッセージの識別子に基づき記憶されている画像をロードしてレンダリン
グするように構成され得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、スマートリ
ビングルームおよび／またはスマートリビングルームに関連付けられている学習デバイス
の識別子を指示するコードまたは他のデータを含む短距離ワイヤレス信号（たとえば、イ
ベントレポートメッセージ）を受信したことに応答してスマートリビングルームの画像を
ロードし得る。いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、ＧＰＳ座
標に基づき記憶されている画像にインデックスを付け、ティーチャシグナリングデバイス
が事前定義されている場所に入ったと決定したときに画像をロードしレンダリングするこ
とができる。
【０２７１】
　[0291]いくつかの実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、分、時、日など
の観察期間などの、ある時間間隔にわたってインターセプトされたイベントレポートメッ
セージに基づき学習デバイスの特定のトリガーパターンとアクションパターンとの間の相
関を発見することができる。たとえば、ティーチャシグナリングデバイスは、接続されて
いるマイクロフォンまたはカメラが可聴アクション（たとえば、スマートステレオがオン
になる、など）をピックアップし、その接続されているカメラがアクションにリンクされ
ている変化（たとえば、ランプが周辺光の変化などに基づきオンになる）を認識し得るよ
うに特定の場所（たとえば、リビングルーム）に残され得る。代替的に、ティーチャシグ
ナリングデバイスは、オンまたはオフになったときにスマートランプによって送信された
信号をインターセプトし、識別する、および／またはオンまたはオフになったときにスマ
ートステレオによって送信された信号を識別することなどによって学習デバイスのアクシ
ョンがトリガーされていることを指示するものとして特定の受信されたイベントレポート
メッセージを認識するように事前プログラミングされ得る。
【０２７２】
　[0292]次は、ティーチャシグナリングデバイスを使用するそのようなＧＵＩ技術の非限
定的な例である。ティーチャシグナリングデバイスソフトウェア（たとえば、ティーチャ
アプリなど）を実行しているユーザのスマートフォンは、リビングルーム内のスマート壁
面スイッチおよびスマートランプの表現を含む画像（たとえば、ピクチャ、ビデオなど）
を取り込み得る。このスマートランプは、スマート壁面スイッチが入れられたことに関係
するイベント信号を受信したことに応答してスマートランプがオンになることを引き起こ
すリフレックスをすでに学習してある場合がある。ＧＵＩを介して、ユーザは、スタイラ
スを使用してスマートランプとスマート壁面スイッチを円で囲む（またはその周りにボッ
クスを置く）ことなどによって、学習デバイスに関連付けられている取り込まれた画像の
セグメントを定義し得る。スマートフォンは、スマートランプとスマート壁面スイッチか
ら（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線を使用することによって）の信号（たとえば、イ
ベントレポートメッセージ）を監視することができ、スマート壁面スイッチの「オン」イ
ベントを指示する信号と、スマートランプの「オン」イベントを指示する別の信号とをイ
ンターセプトすることができる。スマートフォンは、インターセプトされた信号の情報（
たとえば、送信機デバイスＩＤ、メッセージ内容など）を表示し、ユーザが信号を取り込
まれた画像のセグメントに関連付けることを可能にし得る。たとえば、ユーザは、ＧＵＩ
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を使用して、スマート壁面スイッチの「オン」イベント信号とスマート壁面スイッチの画
像セグメントとの、またインターセプトされたスマートランプの「オン」イベント信号と
スマートランプの画像セグメントとのマッチングを行うことができる。ユーザは、ＧＵＩ
を使用して、スマート壁面スイッチの画像セグメントからスマートランプの画像セグメン
トまで矢印グラフィック要素をドラッグしてスマート壁面スイッチの「オン」イベント信
号がスマートランプの「オン」イベント信号を生成するスマートランプのアクションをト
リガーすることを指示することなどによって、スマートランプおよびスマート壁面スイッ
チの画像セグメントと関連付けられているインターセプトされた信号との間の関係を設定
することができる。この関連付けの後に、ユーザは、物理的スマート壁面スイッチに頼ら
ずにＧＵＩを介してスマートランプを制御することができ、スマート壁面スイッチの画像
セグメントに関連付けられているＧＵＩ要素（またはボタン）をタップして、スマートフ
ォンがスマート壁面スイッチの「オン」イベント信号を送信することを引き起こし、した
がってスマートランプがオンになることを引き起こすことができる。
【０２７３】
　[0293]図２３Ａ～図２３Ｂは、ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように
構成されたモバイルデバイス２５００上の例示的なグラフィカルユーザインターフェース
（ＧＵＩ）を示している。ＧＵＩは、環境（たとえば、リビングルームなど）内の様々な
学習デバイス１０４、１０２、１０６に関係するグラフィック要素を含み得る。特に、図
２３Ａにおいて、モバイルデバイス２５００は、その画面２５１２（たとえば、スマート
フォンのＬＥＤタッチスクリーンなど）上に、モバイルデバイス２５００に結合されてい
るカメラユニット（図示せず）を介してモバイルデバイス２５００で撮ったビデオ、写真
などの画像２３３０を表示し得る。モバイルデバイス２５００は、環境内の学習デバイス
１０４、１０２、１０６に対応するセグメントグラフィック要素２３０２、２３０４、２
３０６をレンダリングすることができる。たとえば、第１のセグメントグラフィック要素
２３０２は、スマートフロアランプ１０４に対応し、第２のセグメントグラフィック要素
２３０４は、スマート壁面スイッチ１０２に対応し、第３のセグメントグラフィック要素
２３０６は、スマートステレオ１０６に対応し得る。セグメントグラフィック要素２３０
２、２３０４、２３０６は、画像２３３０の画像認識アルゴリズムおよび／または他のソ
フトウェア処理に基づき、および／または画面２５１２上のスタイラスもしくは指による
入力などを用いる、ユーザによる手動入力に基づきモバイルデバイス２５００によって識
別され得る。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス２５００は、インターセプトさ
れた信号を送信するデバイスを識別し、それらの識別されたデバイスをデバイス１０２、
１０４、１０６からのインターセプトされた信号に基づき画像２３３０のセグメントグラ
フィック要素２３０２、２３０４、２３０６と相関させるように構成され得る。いくつか
の実施形態では、モバイルデバイス２５００は、異なる仕方（たとえば、色、サイズ、形
状など）でデバイスに関連付けられているグラフィック要素を、デバイスの異なる機能を
指示するようにレンダリングし得る。たとえば、モバイルデバイス２５００は、スマート
デバイス１０２、１０４、１０６のセグメントグラフィックス要素２３０４、２３０２、
２３０６と異なる、目立つ色彩に富んだ仕方でイベントレポートメッセージのみを送信す
る（すなわち、受信または学習しない）レポーターデバイス（図示せず）のセグメントグ
ラフィック要素をレンダリングし得る。
【０２７４】
　[0294]モバイルデバイス２５００は、インターセプトされた信号と環境内の様々な学習
デバイス１０２、１０４、１０６との間の因果関係を識別することができる。たとえば、
ユーザ入力または信号からのデータ（たとえば、受信されたイベントレポートメッセージ
のタイムスタンプ）に基づき、モバイルデバイス２５００は、スマート壁面スイッチ１０
２からの第１の信号（たとえば、第１の「オン」イベントレポートメッセージ）がスマー
トフロアランプ１０４がオンになり、第２の信号（たとえば、第２の「オン」イベントレ
ポートメッセージ）をブロードキャストするためのトリガーであると識別し得る。図２３
Ｂに示されているように、モバイルデバイス２５００は、環境内の様々なデバイスの機能
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間の関係を指示する関係グラフィック要素２３５２（たとえば、矢印）をレンダリングし
得る。たとえば、関係グラフィック要素２３５２は、スマート壁面スイッチ１０２がオン
になるとスマートフロアランプ１０４がそのライトをオンにすることを引き起こすことを
指示するようにレンダリングされ得る。
【０２７５】
　[0295]モバイルデバイス２５００は、モバイルデバイス２５００が関係グラフィック要
素２３５２に関係する信号をブロードキャストすることを引き起こすように構成されたソ
フトボタン、アイコン、ピクチャ、または他のインタラクティブなグラフィック要素２３
５４（たとえば、「トグル」ボタン）をレンダリングすることができる。たとえば、イン
タラクティブなグラフィック要素２３５４は、ユーザがインタラクティブなグラフィック
要素２３５４に対応する画面２５１２の領域をタッチしたことに応答してモバイルデバイ
ス２５００がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線を介して壁面スイッチの「オン」イベントレポート
メッセージを送信することを引き起こすように構成され得る。そのようなトリガーされた
イベントレポートメッセージは、関係グラフィック要素２３５２によって示されている関
係に従ってスマートフロアランプ１０４がオンになることを引き起こし得る。
【０２７６】
　[0296]図２３Ｃは、ティーチングシグナリングデバイスとして構成されているモバイル
デバイス２５００による新しいティーチングを引き起こす関係グラフィック要素２３５２
の調整を示している。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス２５００によってレン
ダリングされた関係グラフィック要素は、ユーザがインタラクティブなグラフィック要素
２３５４をインタラクティブに操作することに応答して信号がモバイルデバイス２５００
によって送信される仕方をユーザ側で変更できるように調整され得る。言い換えれば、テ
ィーチングシグナリングデバイスとして構成されたモバイルデバイス２５００は、学習デ
バイスがイベントレポートメッセージへの新しい応答を学習することを引き起こすために
ユーザが関係グラフィック要素２３５２を再接続することを可能にし得る。たとえば、ユ
ーザは、端点２３５３がもはや第１のセグメントグラフィック要素２３０２に接触しない
ように関係グラフィック要素２３５２の端点２３５３を移動し得る。そのような切断調整
では、補正メッセージまたは一連のメッセージをスマートランプ１０４に送信し、それが
スマート壁面スイッチ１０２とオンまたはオフにするアクションと間のイベントアクショ
ン関連付けの学習を解除することを引き起こし得る。したがって、ユーザが関係グラフィ
ック要素２３５２上でこの入力を実行した後、スマートフロアランプ１０４は、もはや、
スマート壁面スイッチ１０２からイベントレポートメッセージを受信したことに応答して
オンまたはオフになり得ない。
【０２７７】
　[0297]別の例として、ユーザは、調整された関係グラフィック要素２３５２’の新しい
端点２３５３’がスマートステレオ１０６に対応する第３のセグメントグラフィック要素
２３０４に接触しているように関係グラフィック要素２３５２の端点２３５３を移動し得
る。そのようなユーザ入力は、ティーチングシグナリングデバイスが、スマート壁面スイ
ッチ１０２からのイベントレポートメッセージに応答してステレオ１０６がアクション（
たとえば、オンにすること）を学習することを引き起こすティーチングメッセージをブロ
ードキャストすることを引き起こし得る。言い換えれば、関係グラフィック要素２３５２
を調整するユーザは、ティーチングシグナリングデバイスとして構成されたモバイルデバ
イス２５００が新しいティーチングルーチンを学習することを引き起こし、スマートステ
レオ１０６がスマート壁面スイッチ１０２に関連付けられているイベントレポートメッセ
ージを受信したことに応答して動作することを学習してしまうまで信号（たとえば、ティ
ーチング信号）が送信されることを引き起こし得る。たとえば、ティーチングシグナリン
グデバイスとして構成されているモバイルデバイス２５００は、スマートステレオ１０６
が新しい学習された挙動をアクティブ化する（たとえば、壁面スイッチのイベント信号に
応答してオンにする）か、または別の挙動を無効にする（たとえば、ランプの「オン」イ
ベント信号に応答してオンにする）ことを引き起こす報酬信号を送信し得る。
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【０２７８】
　[0298]別の実施形態では、ティーチングシグナリングデバイスとして構成されているモ
バイルデバイス２５００は、ユーザが関係グラフィック要素２３５２を切断したことに応
答してスマートフロアランプ１０４によって学習されたイベントアクション関連付けを取
り除くティーチング信号（たとえば、補正信号）を送信し得る。たとえば、スマートステ
レオ１０６が、スマート壁面スイッチ１０２がオンにされていることを指示するその後の
イベントレポートメッセージに応答してオンになることを引き起こすティーチング信号を
送信することとともに、モバイルデバイス２５００も、スマートフロアランプ１０４が、
スマート壁面スイッチ１０２がオンにされたときにスマートフロアランプ１０４がもはや
オンにならないようにスマートフロアランプ１０４がイベントレポートメッセージに応答
してオンになることを引き起こすリフレックスに対するトリガー重みを下げることを引き
起こすティーチング信号を送信し得る。
【０２７９】
　[0299]図２３Ｄは、ティーチャシグナリングデバイスとして動作するように構成されて
いるモバイルデバイス２５００上のグラフィカルユーザインターフェースを介して画面２
５１２上に表示されている学習デバイス間の関係の例示的な表示を示している。上で説明
されているのと同様に、モバイルデバイス２５００は、イベントレポートメッセージを送
信するように構成されている複数のデバイスを備える、リビングルームなどの、環境の画
像２３３０を取り込むように構成され得る。たとえば、画像２３３０は、光センサー２３
８２、スマートブラインド２３８５、スマートフロアランプ１０４、スマート常夜灯２３
９１、および時計デバイス２３９５（または時計／カレンダーデバイス）の表現を含み得
る。光センサー２３８２は、環境内の周辺光が光閾値を超えたかどうか（たとえば、部屋
の中が明るいか、暗いか）を指示するイベントレポートメッセージを送信するように構成
され得る。時計デバイス２３９５は、現在の時刻、曜日、月、季節などを指示するイベン
トレポートメッセージを定期的に送信するように構成され得る。スマートブラインド２３
８５は、スマートブラインド２３８５が部屋の中が明るいことを指示するイベントレポー
トメッセージを光センサー２３８２から受信したことに応答して開くことを引き起こす第
１のリフレックスと、スマートブラインド２３８５が部屋の中が暗いことを指示するイベ
ントレポートメッセージを光センサー２３８２から受信したことに応答して閉じることを
引き起こす第２のリフレックスとともに構成され得る。スマートブラインド２３８５の第
１および第２のリフレックスは、また、時計デバイス２３９５からのイベントレポートメ
ッセージを利用して、スマートブラインド２３８５の開閉をトリガーすることもできる（
たとえば、暗いときおよび夜間には閉じ、明るいときおよび夏期には閉じ、平日には開く
、など）。スマートブラインド２３８５は、開いているか閉じられているかを指示するイ
ベントレポートメッセージを送信するようにも構成され得る。
【０２８０】
　[0300]スマートフロアランプ１０４は、スマートフロアランプ１０４が閉じられている
ことを指示するイベントレポートメッセージをスマートブラインド２３８５から受信した
ことに応答してオンになることを引き起こす第１のリフレックスと、スマートフロアラン
プ１０４が開いていることを指示するイベントレポートメッセージをスマートブラインド
２３８５から受信したことに応答してオフになることを引き起こす第２のリフレックスと
ともに構成され得る。様々な実施形態において、スマートフロアランプ１０４のリフレッ
クスは、時計デバイス２３９５のイベントレポートメッセージからのデータなどの他のデ
ータを利用することもできる。たとえば、スマートフロアランプ１０４は、時計デバイス
２３９５からのイベントレポートメッセージに基づき平日にオフになるように構成され得
る。
【０２８１】
　[0301]スマート常夜灯２３９１は、スマート常夜灯２３９１が部屋の中が暗いことを指
示するイベントレポートメッセージを光センサー２３８２から受信したことに応答してオ
ンになることを引き起こす第１のリフレックスと、スマート常夜灯２３９１が部屋の中が
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明るいことを指示するイベントレポートメッセージを光センサー２３８２から受信したこ
とに応答してオフになることを引き起こす第２のリフレックスとともに構成され得る。ス
マート常夜灯２３９１の第１および第２のリフレックスは、時計デバイス２３９５からの
イベントレポートメッセージを利用して、そのアクションをトリガーすることもできる。
【０２８２】
　[0302]上で説明されているように、モバイルデバイス２５００は、画像２３３０上のデ
バイスの表現を識別するように構成され、したがって、環境内の学習デバイス１０４、２
３８２、２３８５、２３９１、２３９５に対応するセグメントグラフィック要素２３０２
、２３８０、２３８４、２３９０、２３９４をレンダリングすることができる。いくつか
の実施形態では、特定のデバイスまたはデバイスタイプは、その能力の違いを示すために
異なる仕方でモバイルデバイス２５００によってレンダリングされ得る。たとえば、光セ
ンサー２３８２および時計デバイス２３９５が、イベントレポートメッセージを介してイ
ベントを報告するように構成されているが、学習するようには構成されていない（すなわ
ち、リフレックスなどを介して新しい挙動を学習することができるスマートデバイスでは
ない）ことを示すために、モバイルデバイス２５００は、光センサーのセグメントグラフ
ィック要素２３８０と、時計デバイスのセグメントグラフィック要素２３９４を環境内の
学習デバイス１０４、２３８５、２３９１のセグメントグラフィック要素２３８４、２３
０２、２３９０に似ていない特定の仕方で丸みを付けられるか、色付けされるか、または
ラベルを付けられたものとしてレンダリングし得る。
【０２８３】
　[0303]さらに、モバイルデバイス２５００は、いくつかのデバイスの動作条件のステー
タスに対応するグラフィック要素をレンダリングすることができる。たとえば、モバイル
デバイス２５００は、スマートブラインド２３８５が与えられた時刻に開いているかまた
は閉じられているかを指示するためのスマートブラインド２３８５の表現に関連する開／
閉グラフィック要素２３８６と、スマートフロアランプ１０４が与えられた時刻にオンで
あるかオフであるかを指示するためのスマートフロアランプ１０４の表現に関連するオン
／オフグラフィック要素２３８８と、スマート常夜灯２３９１が与えられた時刻にオンで
あるかオフであるかを指示するためのスマート常夜灯２３９１の表現に関連するオン／オ
フグラフィック要素２３９２とをレンダリングし得る。いくつかの実施形態では、グラフ
ィック要素２３８６、２３８８、２３９２は、関連付けられているデバイス２３８５、１
０４、２３９１が、スマートランプ１０４がオンまたはオフになることを引き起こすこと
などによって、グラフィック要素２３８６、２３８８、２３９２に従ってアクションをト
リガーすることを引き起こすように構成され得る。いくつかの実施形態では、グラフィッ
ク要素２３８６、２３８８、２３９２は、図２３Ｂを参照しつつ上で説明されているイン
タラクティブなグラフィック要素２３５４に類似しているものとしてよく、そのため、そ
れらの関連付けられているデバイス２３８４、１０４、２３９１がイベントレポートメッ
セージを送信することを引き起こすように構成され得る。
【０２８４】
　[0304]さらに、インターセプトされたイベントレポートメッセージを評価することに基
づき、モバイルデバイス２５００は、環境内の様々なデバイス間の因果関係を示す関係グ
ラフィック要素２３９６、２３９６’、２３９７、２３９８をレンダリングし得る。たと
えば、モバイルデバイス２５００は、光センサー２３８５からのイベントレポートメッセ
ージ内の光センサー情報がスマートブラインド２３８５が閉じるか、または開くことを引
き起こし得ることを示す、光センサーのセグメントグラフィック要素２３８０からスマー
トブラインドのセグメントグラフィック要素２３８４への第１の関係グラフィック要素２
３９６と、光センサー２３８５からのイベントレポートメッセージ内の光センサー情報が
スマート常夜灯２３９１がオンまたはオフになることを引き起こし得ることを示す、光セ
ンサーのセグメントグラフィック要素２３８０からスマート常夜灯のセグメントグラフィ
ック要素２３９０への第２の関係グラフィック要素２３９６’と、スマートブラインド２
３８５からのイベントレポートメッセージ内の開または閉ステータス情報がスマートフロ



(87) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

アランプ１０４がオンまたはオフになることを引き起こし得ることを示す、スマートブラ
インドのセグメントグラフィック要素２３８４からスマートフロアランプのセグメントグ
ラフィック要素２３０２への第３の関係グラフィック要素２３９７と、時計デバイス２３
９５からのイベントレポートメッセージ内の時刻／日／週情報がスマートブラインド２３
８５が閉じるかまたは開くことを引き起こし得ることを示す、時計デバイスのセグメント
グラフィック要素２３９４からスマートブラインドのセグメントグラフィック要素２３８
４への第４の関係グラフィック要素２３９８とをレンダリングし得る。図２３Ａ～図２３
Ｃを参照しつつ上で説明されているのと同様に、関係グラフィック要素２３９６、２３９
６’２３９７、２３９８は、別のデバイスでの応答アクションを引き起こすようにイベン
トレポートメッセージが送信されることを引き起こすためにユーザが各要素に入力を供給
する（たとえば、押す、タップするなど）ことができるようにインタラクティブであって
もなくてもよい。
【０２８５】
　[0305]いくつかの実施形態では、モバイルデバイス２５００は、ユーザがＧＵＩ要素（
たとえば、ソフトボタン、矢印など）を使用して別の環境の関係を離れた場所からトリガ
ーできるように、別の環境およびその学習デバイスのすでに取り込まれている画像などの
、別の表示がレンダリングされることを引き起こすように構成されたリンクグラフィック
要素２３９９（たとえば、「ｖｉｅｗ　ｍｏｒｅ」または「ｓｈｏｗ　ｍｏｒｅ」リンク
など）もレンダリングすることができる。さらに、モバイルデバイス２５００上にレンダ
リングされ得る他の表示がモバイルデバイス２５００の現在地に関連するように近接度が
評価され得る。たとえば、モバイルデバイス２５００の現在地（たとえば、ＧＰＳ座標）
とスマートハウスの事前定義された位置または座標との間の距離に基づき、モバイルデバ
イス２５００は、ユーザがリンクグラフィック要素２３９９をクリックして、スマートハ
ウス内の部屋だけではなく、スマートハウス全体（または近所などの、スマートハウスの
周りのより広い領域すらも）の中のデバイスを表示することを可能にし得る。
【０２８６】
　[0306]図２４Ａは、ティーチャシグナリングデバイスがグラフィカルユーザインターフ
ェース（ＧＵＩ）に対するユーザのインタラクティブな操作に基づき信号を送信するため
の一実施形態の方法２４００を示している。方法２４００は、方法２４００が環境の画像
を取得し使用して環境内の様々な学習デバイスにおける挙動に対するトリガーとして識別
されるイベントレポートメッセージの送信をユーザが容易にトリガーすることを可能にす
るためのオペレーションを含み得ることを除き、上で説明されている方法１３００または
１３５０に類似しているものとしてよい。たとえば、図２３Ａ～図２３Ｃを参照しつつ上
で説明されているようにＧＵＩを使用することで、ティーチャシグナリングデバイスは、
スマートフロアランプがスマート壁面スイッチに関連付けられているティーチャシグナリ
ングデバイスの表示上にレンダリングされるソフトボタンをユーザが押したことに応答し
てオンになることを引き起こすイベントレポートメッセージを送信するように構成され得
る。
【０２８７】
　[0307]ブロック１３５２～１３０６におけるオペレーションは、図１３Ｂを参照しつつ
上で説明されている同様の番号が振られているブロックに対するオペレーションに類似し
ているものとしてよい。オプションのブロック１３５４～１３０６におけるオペレーショ
ンは、ティーチャシグナリングデバイスが新しいティーチングルーチンを生成するように
選択的に構成され、その代わりに、ＧＵＩの機能を使用可能にするためのオペレーション
を実行するように単純に構成され得るので、オプションであってよい。ブロック２４０２
において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、インターセプトされたイベ
ントレポートメッセージに基づき学習デバイスを識別することができる。たとえば、ティ
ーチャシグナリングデバイスは、受信されたメッセージを解析して、受信されたメッセー
ジを送信した学習デバイスを指示するデバイス識別子を識別し得る。ブロック２４０４に
おいて、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、識別された学習デバイスを含
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む環境の少なくとも一部の画像を取得し得る。たとえば、ティーチャシグナリングデバイ
スは、結合されるか、または接続されているビデオもしくは静止画カメラを利用して、リ
ビングルーム、オフィススペース、ホテルの部屋、または多数のスマートデバイスを備え
る他の場所の画像を取り込むことができる。ブロック２４０６において、ティーチャシグ
ナリングデバイスのプロセッサは、画像の表現とインターセプトされた信号から識別され
たデバイス識別子とのマッチングを行うことなどによって、識別された学習デバイスと取
得された画像のセグメントとの相関を求めることができる。いくつかの実施形態では、テ
ィーチャシグナリングデバイスは、ユーザが特定の識別された学習デバイスを表現するも
のとして識別するセグメントの周りにボックスまたは選択を描画するユーザ入力などの、
様々な学習デバイスを画像のセグメントに関連付けるユーザ入力を受信し得る。いくつか
の実施形態では、ティーチャシグナリングデバイスは、画像処理およびパターンマッチン
グルーチンなどの、様々な処理ルーチンを実行して、識別された学習デバイスと画像のセ
グメントとの間の最もありそうなマッチを決定することができる。たとえば、第１の識別
された学習デバイスがフロアランプのデバイスタイプであることに基づき、ティーチャシ
グナリングデバイスは、フロアランプにおそらく対応するものとしてあらかじめ決定され
ている特定の高さ、形状、および／または特性（たとえば、球状要素から光を発するなど
）を有する画像を含む画像のセグメントを識別し得る。別の例として、ティーチャシグナ
リングデバイスは、ライトがオンまたはオフになる、壁面スイッチが位置を変えるなど、
一方の画像から次の画像への状態の変化を認識することによって画像内の学習デバイスを
識別することができる。
【０２８８】
　[0308]ブロック２４０８において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき識別された学習デバイスの間
の関係を識別することができる。ティーチャシグナリングデバイスは、インターセプトさ
れたメッセージを評価して、学習デバイスがそれぞれのリフレックスにおいて定義されて
いるトリガーアクションパターンに基づきアクションを実行することを引き起こすイベン
トレポートメッセージなどの、可能な因果関係を検出し得る。上で説明されているように
、ティーチャシグナリングデバイスは、特定の時間ウィンドウ内で受信されたイベントレ
ポートメッセージを評価して、第１の受信されたイベントレポートメッセージが第２の受
信されたイベントレポートメッセージに関係するアクションを引き起こすトリガーであり
得るかどうかを決定し得る。たとえば、スマート壁面スイッチの「オン」イベントに対す
る第１のイベントレポートメッセージが、スマートフロアランプがオンになることに対す
る第２のイベントレポートメッセージから事前定義されているミリ秒数または秒数の範囲
内で発生するときに、ティーチャシグナリングデバイスは、２つのインターセプトされた
メッセージの間の因果関係を識別し得る。いくつかの実施形態では、これらの関係は、第
１の学習デバイスのイベントレポートメッセージが第２の学習デバイスのアクションをト
リガーすることを指示するためにユーザが第１の学習デバイスに対する第１の画像セグメ
ントと第２の学習デバイスの第２の画像セグメントとの間に矢印を引くことなどによって
、ユーザ入力に基づき識別され得る。
【０２８９】
　[0309]ブロック２４１０において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、
取得された画像の相関するセグメントを使用して識別された関係を指示する画像とＧＵＩ
要素とを表示することができる。言い換えれば、ティーチャシグナリングデバイスは、認
識された学習デバイスの存在を視覚的に指示するように様々なグラフィック要素（たとえ
ば、選択、配色、ボックスなど）をレンダリングし、さらには識別された学習デバイスの
相互接続性（すなわち、イベントアクション関連付け）を示すように他のグラフィック要
素をレンダリングすることができる（たとえば、グラフィックの矢印または導管）。そこ
で、ティーチャシグナリングデバイスは、グラフィック要素を使用してインターセプトさ
れたイベントレポートメッセージに基づき発見する因果関係を表し得る。ＧＵＩ要素は、
対応する学習デバイスに対する識別子などのデータ、さらには、コード、またはＧＵＩに
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関係するインターセプトされたイベントレポートメッセージを表す他の情報に関連付けら
れ得る。特に、ティーチャシグナリングデバイスは、関係グラフィック要素（たとえば、
画像のセグメントとセグメントとの間にある矢印）をティーチャシグナリングデバイスが
因果関係（すなわち、イベントアクション関連付け）に関係する特定のインターセプトさ
れたイベントレポートメッセージをブロードキャストするための命令に関連付けることが
できる。いくつかの実施形態では、ＧＵＩ要素は、ティーチャシグナリングデバイスによ
るイベントレポートメッセージの送信をトリガーするために使用され得る因果関係に関連
付けられているソフトボタン（たとえば、「トグル」ボタンなど）を含み得る。他の実施
形態では、因果関係に関連付けられている関係グラフィック要素は、イベントレポートメ
ッセージの送信を引き起こすように構成され得る（たとえば、識別された学習デバイスの
画像セグメントと画像セグメントとの間にある矢印は、インタラクティブなボタンであり
得る）。
【０２９０】
　[0310]決定ブロック２４１２において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサ
は、関係をトリガーするグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）要素（たとえば
、ソフトボタン）上の入力が、ＧＵＩを介して受信されたかどうかを決定し得る。たとえ
ば、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスがアクションを実行することを引
き起こすインターセプトされたイベントレポートメッセージをティーチャシグナリングデ
バイスが再ブロードキャストすることを引き起こすように構成されたグラフィック要素に
対応するタッチスクリーン上のタッチ入力が受信されたかどうかを決定することができる
。入力は受信されていないと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック２４１２
＝「いいえ」）、ティーチャシグナリングデバイスは、ブロック１３５２において追加の
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、決定ブロック２４１２におい
てユーザ入力を監視することとを続行し得る。
【０２９１】
　[0311]入力が受信されたと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック２４１２
＝「はい」）、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、ブロック２４１４にお
いてＧＵＩ要素に関連付けられている関係に対応するイベントレポートメッセージをブロ
ードキャストし得る。言い換えれば、ティーチャシグナリングデバイスは、学習デバイス
がリフレックスにおいて定義されているアクションを実行することを引き起こすトリガー
としてティーチャシグナリングデバイスが識別しているインターセプトされたイベントレ
ポートメッセージを複製するか、または再ブロードキャストし得る。ティーチャシグナリ
ングデバイスは、ブロック１３５２において追加のイベントレポートメッセージをインタ
ーセプトすることと、決定ブロック２４１２においてユーザ入力を監視することとを続行
し得る。
【０２９２】
　[0312]図２４Ｂは、ティーチャシグナリングデバイスがグラフィカルユーザインターフ
ェース（ＧＵＩ）に対するユーザのインタラクティブな操作に基づき信号を送信するため
の一実施形態の方法２４５０を示している。方法２４５０は、方法２４５０が環境の学習
デバイス間の関係を調整するためにＧＵＩ上のユーザの入力に基づき学習デバイスのトリ
ガー重みを変更するティーチング信号を送信するためのオペレーションを含み得ることを
除き、上で説明されている方法２４００に類似しているものとしてよい。たとえば、ユー
ザが図２３Ｃに示されているようなスマートフロアランプに関連付けられている画像の第
１のセグメントからグラフィック要素（たとえば、矢印）を切断したことに応答して、テ
ィーチャシグナリングデバイスは、スマートフロアランプがもはや特定のイベントレポー
トメッセージ（たとえば、スマート壁面スイッチの「オン」イベントレポートメッセージ
）に反応しなくなるように関係するリフレックスのトリガー重みをスマートフロアランプ
が下げることを引き起こすティーチング信号（たとえば、「補正信号」）を送信し得る。
別の例として、ユーザがグラフィック要素をスマートステレオに関連付けられている画像
の第２のセグメントに再接続したことに応答して、ティーチャシグナリングデバイスは、



(90) JP 2016-526221 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

スマートステレオがイベントレポートメッセージに反応し始めるように関係するリフレッ
クスのトリガー重みをスマートステレオが上げることを引き起こすティーチング信号（た
とえば、「報酬信号」）を送信し得る。
【０２９３】
　[0313]ブロック１３５２～１３０６におけるオペレーションは、図１３Ｂを参照しつつ
上で説明されている類似の番号のブロックのオペレーションに類似しているものとしてよ
い。ブロック２４０２～２４１０におけるオペレーションは、図２４Ａを参照しつつ上で
説明されている類似の番号のブロックのオペレーションであってよい。決定ブロック２４
５２において、ティーチャシグナリングデバイスのプロセッサは、環境内の学習デバイス
間の関係を調整するように構成されているＧＵＩ内のグラフィカルユーザインターフェー
ス要素上の入力を受信したされたかどうかを決定し得る。たとえば、ティーチャシグナリ
ングデバイスは、関係グラフィック要素の端点がティーチャシグナリングデバイスのタッ
チスクリーン上に表示されている画像の第１のセグメントへの接続から画像の第２のセグ
メントにユーザ入力（たとえば、タッチスクリーン上のスライディングタッチ入力など）
を介して移動されたかどうかを決定することができる。いくつかの実施形態では、ユーザ
は、タッチスクリーンでのジェスチャを使用して関係グラフィック要素を仮想ごみ箱にス
ライドさせることなどによって、グラフィカルユーザインターフェース要素を取り除く（
または削除する）ことができる。
【０２９４】
　[0314]ＧＵＩ内のグラフィカルユーザインターフェース要素上で入力が受信されたと決
定したことに応答して（すなわち、決定ブロック２４５２＝「はい」）、ティーチャシグ
ナリングデバイスのプロセッサは、学習デバイスがブロック２４５４において調整された
関係のイベントアクション関連付けを学習することを引き起こすティーチング信号をブロ
ードキャストし得る。上で説明されているように、ティーチャシグナリングデバイスは、
上で説明されているように学習デバイスのリフレックスに対するトリガー重みが修正され
ることを引き起こすティーチング信号を送信するためのティーチングルーチンを実装し得
る。特に、ティーチャシグナリングデバイスは、トリガーデバイスとの関係から切断され
た表示されている画像のセグメントと相関する学習デバイスを識別し、リフレックスのア
クションパターンが関係のトリガーイベントレポートメッセージに応答してもはや生成さ
れないように事前定義されたトリガー閾値よりも低くなるように関係するリフレックスト
リガー重みをこれらの学習デバイスが下げる（たとえば、補正）ことを引き起こすティー
チング信号を送信し得る。
【０２９５】
　[0315]さらに、ティーチャシグナリングデバイスは、関係に接続された表示されている
画像のセグメントと相関する学習デバイスを識別し、リフレックスのアクションパターン
が関係のその後のトリガーイベントレポートメッセージに応答して生成されるように事前
定義されたトリガー閾値よりも高くなるように関係するリフレックストリガー重みをこれ
らの学習デバイスが上げる（たとえば、報酬）ことを引き起こすティーチング信号を送信
し得る。たとえば、ユーザがＧＵＩを使用して第１の学習デバイス（たとえば、スマート
フロアランプ）に関連付けられている第１のセグメントから離れる方向に矢印グラフィッ
ク要素を向け直し、矢印がその代わりにトリガー学習デバイス（たとえば、スマート壁面
スイッチ）を第２の学習デバイス（たとえば、スマートステレオ）と接続するようにした
ことに応答して、ティーチャシグナリングデバイスは、トリガー学習デバイスがイベント
レポートメッセージ（たとえば、スイッチオンイベントレポートメッセージ）を送信した
ことに応答して第２の学習デバイスがオンになることを学習することを引き起こすティー
チング信号、および／またはトリガー学習デバイスがイベントレポートメッセージを送信
したことに応答して第１の学習デバイスがもはやオンにならないことを学習することを引
き起こすティーチング信号をブロードキャストし得る。いくつかの実施形態では、関係グ
ラフィック要素をユーザが削除したか、または取り除いたと決定したことに応答して、テ
ィーチャシグナリングデバイスは、学習デバイスのリフレックスへの補正を引き起こすテ
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ィーチング信号のみをブロードキャストし得る（たとえば、トリガー重みは、トリガー学
習デバイスからのイベントレポートメッセージに応答してアクションが実行されないよう
に下げられる）。
【０２９６】
　[0316]ＧＵＩ内のグラフィカルユーザインターフェース要素上で入力が受信されていな
いと決定したことに応答して（すなわち、決定ブロック２４５２＝「いいえ」）、または
ティーチャシグナリングデバイスがクロック２４５４におけるオペレーションを実行した
ことに応答して、ティーチャシグナリングデバイスは、図２４Ａを参照しつつ上で説明さ
れているように決定ブロック２４１２におけるオペレーションを続行し得る。
【０２９７】
　[0317]図２５は、様々な実施形態で使用するのに適している例示的なモバイルデバイス
２５００（たとえば、スマートフォンモバイルデバイスなど）を示している。モバイルデ
バイス２５００は、タッチスクリーンコントローラ２５０４と内部メモリ２５０２とに結
合されたプロセッサ２５０１を備え得る。プロセッサ２５０１は、一般的な、または特定
の処理タスクに指定された１つまたは複数のマルチコア集積回路であってよい。内部メモ
リ２５０２は、揮発性メモリ、または不揮発性メモリとすることができ、また、セキュア
および／または暗号化メモリであるか、または非セキュアおよび／または非暗号化メモリ
であるか、またはこれらの任意の組合せであってよい。タッチスクリーンコントローラ２
５０４およびプロセッサ２５０１は、抵抗膜方式タッチスクリーン、静電容量方式タッチ
スクリーン、赤外線方式タッチスクリーンなどのタッチスクリーンパネル２５１２にも結
合され得る。モバイルデバイス２５００は、互いに結合され、および／またはプロセッサ
２５０１に結合されている、送受信用の、１つまたは複数の無線信号トランシーバ２５０
８（たとえば、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商
標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＲＦ無線）とアンテナ２５１０とを有することができる
。トランシーバ２５０８およびアンテナ２５１０は、様々なワイヤレス送信プロトコルス
タックとインターフェースとを実装するために上述の回路とともに使用され得る。モバイ
ルデバイス２５００は、セルラーネットワークを介して通信を可能にし、プロセッサに結
合されているセルラーネットワークワイヤレスモデムチップ２５１６を備え得る。モバイ
ルデバイス２５００は、プロセッサ２５０１に結合された周辺デバイス接続インターフェ
ース２５１８を備え得る。周辺デバイス接続インターフェース２５１８は、１つのタイプ
の接続を受け付けるように単独で構成されるか、またはＵＳＢ、ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録
商標）、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ、またはＰＣＩｅなどの、共通または専用の、様々なタ
イプの物理的および通信接続を受け付けるように多重構成され得る。周辺デバイス接続イ
ンターフェース２５１８は、同様に構成された周辺デバイス接続ポート（図示せず）にも
結合され得る。モバイルデバイス２５００は、オーディオ出力を行うためにスピーカー２
５１４も備え得る。モバイルデバイス２５００は、本明細書で説明されているコンポーネ
ントのうちの全部また一部を収容するために、プラスチック、金属、または材料の組合せ
から作製されたハウジング２５２０も備え得る。モバイルデバイス２５００は、使い捨て
型または充電式電池などの、プロセッサ２５０１に結合された電源２５２２を備え得る。
充電式電池は、また、モバイルデバイス２５００の外部にある電源から充電電流を受ける
ため周辺デバイス接続ポートに結合され得る。それに加えて、モバイルデバイス２５００
は、カメラ２５５５およびマイクロフォン２５５６などの、プロセッサ２５０１に結合さ
れた様々なセンサーを備え得る。
【０２９８】
　[0318]プロセッサ２５０１は、上述した様々な実施形態の機能を含む、様々な機能を実
施するようにソフトウェア命令（アプリケーション）によって構成できる任意のプログラ
マブルマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータあるいは１つまたは複数の多重プロセ
ッサチップとすることができる。様々なデバイスでは、１つのプロセッサがワイヤレス通
信機能専用にされ、１つのプロセッサが他のアプリケーションの実行専用にされるなど、
マルチプルプロセッサが設けられ得る。典型的には、ソフトウェアアプリケーションがア
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クセスされ、プロセッサ２５０１にロードされる前に、ソフトウェアアプリケーションは
内部メモリ２５０２に記憶されるものとしてよい。プロセッサ２５０１は、アプリケーシ
ョンソフトウェア命令を記憶するのに十分な容量の内部メモリを備えることができ得る。
多くのデバイスでは、内部メモリは、揮発性メモリ、またはフラッシュメモリなどの不揮
発性メモリ、あるいは両方の混合であり得る。この説明の目的に関して、メモリへの一般
的な参照は、内部メモリまたは様々なデバイスに差し込まれている取り外し可能なメモリ
、およびプロセッサ２５０１内のメモリを含む、プロセッサ２５０１によってアクセス可
能なメモリを指す。
【０２９９】
　[0319]上記の方法の説明およびプロセスフロー図は、単に説明のための例として提供さ
れ、様々な態様のステップを提示された順序で実行しなければならないことを要求または
暗示するものではない。当業者によって諒解されるように、上記の態様におけるステップ
の順序は、いかなる順序でも実行され得る。「その後」、「次いで」、「次に」などの用
語は、それらのステップの順序を限定することが意図されず、これらの用語は、単に、読
者をこれらの方法の説明に導くためである。さらに、たとえば、冠詞「ａ」、「ａｎ」ま
たは「ｔｈｅ」を使用する単数形の請求項の要素への言及は、その要素を単数形に限定す
るものと解釈されるべきではない。
【０３００】
　[0320]本明細書で開示される態様に関して説明される、様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソ
フトウェア、または両方の組合せとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアのこ
の互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、
およびステップが、概してそれらの機能に関して上述されている。このような機能性がハ
ードウェアとして実施されるか、またはソフトウェアとして実施されるかは、特定の応用
およびシステム全体に課される設計の制約によって決まる。当業者は、各具体的なアプリ
ケーションについて様々な方法で説明された機能性を実装することができるが、そのよう
な実装の決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない。
【０３０１】
　[0321]スマートボックス１０３などのハードウェアは、本明細書で開示されている態様
に関して説明されている様々例示的な論理回路、論理ブロック、モジュール、および回路
を実装するために使用され、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロ
ジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明されている
機能を実行するように設計されているこれらの任意の組合せにより実装または実行され得
る。汎用プロセッサはマルチプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の
従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。
プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマルチプロセ
ッサとの組合せ、複数のマルチプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマ
ルチプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても実装され得る。代替的に、い
くつかのステップまたは方法は、所与の機能に固有の回路によって実施できる。
【０３０２】
　[0322]１つまたは複数の例示的な態様では、説明された機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装された場合、これらの機能は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、非一時的コンピ
ュータ可読媒体、または非一時的プロセッサ可読記憶媒体上に１つまたは複数の命令もし
くはコードとして記憶され得る。本明細書で開示されている方法またはアルゴリズムのス
テップは、非一時的コンピュータ可読媒体またはプロセッサ可読記憶媒体上に存在し得る
、プロセッサ実行可能ソフトウェアモジュールで具現化され得る。非一時的コンピュータ
可読記憶媒体または非一時的プロセッサ可読記憶媒体は、コンピュータまたはプロセッサ
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ような非一時的コンピュータ可読媒体または非一時的プロセッサ可読媒体は、所望される
プログラムコードを命令またはデータ構造の形で記憶するために使用可能であり、かつコ
ンピュータによってアクセス可能なＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＦＬＡ
ＳＨメモリ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もし
くは他の磁気記憶デバイス、または何らかの他の媒体を含むことが可能である。本明細書
で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（
ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途
ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびブルーレ
イ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に
再生し、一方、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合
せも、非一時的コンピュータ可読媒体および非一時的プロセッサ可読媒体の範囲に含まれ
る。加えて、方法またはアルゴリズムの動作は、コンピュータプログラム製品内に組み込
むことが可能な１つのコードおよび／もしくは命令、あるいはコードおよび／もしくは命
令の任意の組合せまたはセットとして、非一時的プロセッサ可読媒体上および／または非
一時的コンピュータ可読媒体上に存在し得る。
【０３０３】
　[0323]開示した実施形態の上記の説明は、当業者が本発明を製作または使用できるよう
に提供したものである。これらの実施形態への様々な修正は当業者には容易に明らかであ
り、本明細書で定義された一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他
の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書で示された実施形態に限定
されるものではなく、以下の特許請求の範囲ならびに本明細書で開示される原理および新
規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図３Ｆ】
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【図２０】

【図２１】
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【図２３Ｃ】 【図２３Ｄ】

【図２４Ａ】 【図２４Ｂ】
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【図２５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月8日(2016.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ティーチャシグナリングデバイスが非集中システム内の学習デバイスに対するプロキシ
ティーチングを実行するための方法であって、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの望ましい挙動を示
す前記取得された目的データの評価に基づきティーチングルーチンを生成することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスの挙動を制御するために記憶されているリフレックスを調整するイベ
ント情報を提供することによって、前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学
習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成されたティ
ーチング信号をブロードキャストすることと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの前記記憶されたリ
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フレックスに情報を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの前記記憶されたリ
フレックスから前記情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記受信された応答メッセージからの
前記情報から前記目的データを取得することと
　を備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記目的データを取得することと
　を備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの各々に対する少な
くとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答を前記学習デバイスに要求する発見信号
をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされた発見信号
に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
の目的が達成され得るかどうかを前記受信された識別応答に基づき決定することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
を、前記生成されたティーチングルーチンの前記目的が達成され得ることを前記受信され
た識別応答に基づき決定したことに応答して修正することと
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、認可要求をユーザデバイスに送信する
ことと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記送信された認可要求に応答して認
可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうかを決定することと
　をさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように
構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシグナ
リングデバイスによって、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したこと
に応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を
ブロードキャストすることを備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが学習モードに入る
ことを引き起こす第１の信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが前記学習モードを
終了することを引き起こす第２の信号をブロードキャストすることと
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引き起こ
す信号をブロードキャストすることをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされたティーチ
ング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスによって送
信されたイベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージと前記ブロードキャストされたティーチング信号とに基づき前記生成さ
れたティーチングルーチンに関連付けられている履歴情報を指示する記憶されているデー
タを更新することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記更新された記憶されているデータ
を表示することと
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを含む環境の少なく
とも一部の画像を取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを前記取得された画
像のセグメントに相関させることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記学習デバイスの間の関係を識別することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記取得された画像上の前記識別され
た関係を指示するグラフィカルユーザインターフェース要素を表示することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記識別された関係に関係するグラフ
ィカルユーザインターフェース要素上で第１のユーザ入力を受信したことに応答してイベ
ントレポートメッセージをブロードキャストすることと
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチングするよ
うに構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシ
グナリングデバイスによって、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整する
前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数
のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャス
トすることを備える請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス受信機と送信機と、
　前記ワイヤレス受信機と送信機とに結合され、
　　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　　前記学習デバイスの望ましい挙動を示す前記取得された目的データの評価に基づきテ
ィーチングルーチンを生成することと、
　　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの挙動を制御するために記憶さ
れているリフレックスを調整するイベント情報を提供することによって、前記生成された
ティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイス
をティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストすることと
　を備えるオペレーションを実行するためのプロセッサ実行可能命令とともに構成されて
いるプロセッサとを備えるコンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
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　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスに情報を要求する信号をブロードキャ
ストすることと、
　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスから前記情報を含む応答メッセージを
受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記情報から前記目的データを取得することと
　を備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とともに構成
される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
ることと、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
することと
　を備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とともに構成
される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストすることと、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信することと、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定することと、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
することと
　をさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピ
ューティングデバイス。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　認可要求をユーザデバイスに送信することと、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定することと
　をさらに備えるオペレーションを実行するように構成され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングする
ように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記認可が前記
ユーザデバイスから受信されたと決定したことに応答して前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることを備えるような
オペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバ
イス。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
することと、
　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
キャストすることと
　をさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピ
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ューティングデバイス。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引
き起こす信号をブロードキャストすることをさらに備えるオペレーションを実行するよう
に構成される請求項１１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトすることと、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新することと、
　前記更新された記憶されているデータを表示することと
　をさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピ
ューティングデバイス。
【請求項１９】
　ディスプレイと、
　カメラと
　をさらに備え、
　前記プロセッサは前記ディスプレイと前記カメラとに結合され、プロセッサ実行可能命
令とともに、
　　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプト
することと、
　　前記学習デバイスを含む環境の少なくとも一部の画像を取得することと、
　　前記学習デバイスを前記取得された画像のセグメントに相関させることと、
　　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記学習デバイスの
間の関係を識別することと、
　　前記ディスプレイ上に、前記取得された画像上の前記識別された関係を指示するグラ
フィカルユーザインターフェース要素を提示することと、
　　前記識別された関係に関係するグラフィカルユーザインターフェース要素上で第１の
ユーザ入力を受信したことに応答してイベントレポートメッセージをブロードキャストす
ることと
　をさらに備えるオペレーションを実行するように構成される請求項１１に記載のコンピ
ューティングデバイス。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備えるオペレーションを実行するように構成
され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号を、前記コンピューティングデバイスによっ
て、ブロードキャストすることが、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整
する前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは
複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を、前記コン
ピューティングデバイスによって、ブロードキャストすることを備えるようなオペレーシ
ョンを実行するように構成される請求項１９に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２１】
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　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得するための手段と
、
　前記学習デバイスの望ましい挙動を示す前記取得された目的データの評価に基づきティ
ーチングルーチンを生成するための手段と、
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの挙動を制御するために記憶され
ているリフレックスを調整するイベント情報を提供することによって、前記生成されたテ
ィーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスを
ティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストするための手段
と
　を備えるコンピューティングデバイス。
【請求項２２】
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスに情報を要求する信号をブロードキャ
ストするための手段と、
　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスから前記情報を含む応答メッセージを
受信するための手段と、
　前記受信された応答メッセージからの前記情報から前記目的データを取得するための手
段と
　を備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２３】
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
るための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
するための手段と
　を備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２４】
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストするための手段と、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
するための手段と
　をさらに備える請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２５】
　認可要求をユーザデバイスに送信するための手段と、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定するための手段と
　をさらに備え、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャ
ストするための手段が、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したことに
応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１
つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブ
ロードキャストするための手段を備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス
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。
【請求項２６】
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
するための手段と、
　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
キャストするための手段と
　をさらに備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２７】
　前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリ
ガー重みをリセットすることを引き起こす信号をブロードキャストするための手段をさら
に備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２８】
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトするための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新するための手段と、
　前記更新された記憶されているデータを表示するための手段と
　をさらに備える請求項２３に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２９】
　プロセッサ実行可能命令が記憶され、前記プロセッサ実行可能命令はコンピューティン
グデバイスのプロセッサが
　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得し、
　前記学習デバイスの望ましい挙動を示す前記取得された目的データの評価に基づきティ
ーチングルーチンを生成し、
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの挙動を制御するために記憶され
ているリフレックスを調整するイベント情報を提供することによって、前記生成されたテ
ィーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスを
ティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャストすること
　を備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される非一時的
プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記記憶されているプロセッサ実行可能命令は、前記コンピューティングデバイスの前
記プロセッサが、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する
目的データを取得することが
　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスに情報を要求する信号をブロードキャ
ストすることと、
　前記学習デバイスの前記記憶されたリフレックスから前記情報を含む応答メッセージを
受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記情報から前記目的データを取得することと
　を備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される請求項２
９に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３０３】
　[0323]開示した実施形態の上記の説明は、当業者が本発明を製作または使用できるよう



(109) JP 2016-526221 A 2016.9.1

に提供したものである。これらの実施形態への様々な修正は当業者には容易に明らかであ
り、本明細書で定義された一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他
の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書で示された実施形態に限定
されるものではなく、以下の特許請求の範囲ならびに本明細書で開示される原理および新
規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ティーチャシグナリングデバイスが非集中システム内の学習デバイスに対するプロキシ
ティーチングを実行するための方法であって、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記取得された目的データに基づきテ
ィーチングルーチンを生成することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように
構成されたティーチング信号をブロードキャストすることとを備える方法。
　［Ｃ２］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスにリフレックス情報
を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスから前記リフレック
ス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記受信された応答メッセージからの
前記リフレックス情報から前記目的データを取得することとを備えるＣ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスの活動に関係する目的データを取得することが、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記目的データを取得することとを備えるＣ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスの各々に対する少な
くとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答を前記学習デバイスに要求する発見信号
をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされた発見信号
に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を受信することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
の目的が達成され得るかどうかを前記受信された識別応答に基づき決定することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
を、前記生成されたティーチングルーチンの前記目的が達成され得ることを前記受信され
た識別応答に基づき決定したことに応答して修正することとをさらに備えるＣ１に記載の
方法。
　［Ｃ５］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、認可要求をユーザデバイスに送信する
ことと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記送信された認可要求に応答して認
可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうかを決定することとをさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
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に基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングするように
構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシグナ
リングデバイスによって、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したこと
に応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を
ブロードキャストすることを備えるＣ１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが学習モードに入る
ことを引き起こす第１の信号をブロードキャストすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスが前記学習モードを
終了することを引き起こす第２の信号をブロードキャストすることとをさらに備えるＣ１
に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引き起こ
す信号をブロードキャストすることをさらに備えるＣ１に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記ブロードキャストされたティーチ
ング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスによって送
信されたイベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージと前記ブロードキャストされたティーチング信号とに基づき前記生成さ
れたティーチングルーチンに関連付けられている履歴情報を指示する記憶されているデー
タを更新することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記更新された記憶されているデータ
を表示することとをさらに備えるＣ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスによって送信された
イベントレポートメッセージをインターセプトすることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを含む環境の少なく
とも一部の画像を取得することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記学習デバイスを前記取得された画
像のセグメントに相関させることと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記インターセプトされたイベントレ
ポートメッセージに基づき前記学習デバイスの間の関係を識別することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記取得された画像上の前記識別され
た関係を指示するグラフィカルユーザインターフェース要素を表示することと、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記識別された関係に関係するグラフ
ィカルユーザインターフェース要素上で第１のユーザ入力を受信したことに応答してイベ
ントレポートメッセージをブロードキャストすることとをさらに備えるＣ１に記載の方法
。
　［Ｃ１０］
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備え、
　前記ティーチャシグナリングデバイスによって、前記生成されたティーチングルーチン
に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチングするよ
うに構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記ティーチャシ
グナリングデバイスによって、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整する
前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数
のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャス
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トすることを備えるＣ９に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　ワイヤレス受信機と送信機と、
　前記ワイヤレス受信機と送信機とに結合され、
　　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得することと、
　　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成することと、
　　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは
複数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャス
トすることとを備える
　オペレーションを実行するためのプロセッサ実行可能命令とともに構成されているプロ
セッサとを備えるコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１２］
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とと
もに構成されるＣ１１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１３］
　前記プロセッサは、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係
する目的データを取得することが
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
ることと、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行するようにプロセッサ実行可能命令とと
もに構成されるＣ１１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１４］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストすることと、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信することと、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定することと、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
することとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成されるＣ１１に記載のコ
ンピューティングデバイス。
　［Ｃ１５］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　認可要求をユーザデバイスに送信することと、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定することとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスをティーチングする
ように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることが、前記認可が前記
ユーザデバイスから受信されたと決定したことに応答して前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号をブロードキャストすることを備えるような
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オペレーションを実行するように構成されるＣ１１に記載のコンピューティングデバイス
。
　［Ｃ１６］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
することと、
　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
キャストすることとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成されるＣ１１に
記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１７］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記学習デバイスのうちの前記
１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリガー重みをリセットすることを引
き起こす信号をブロードキャストすることをさらに備えるオペレーションを実行するよう
に構成されるＣ１１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１８］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトすること、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新することと、
　前記更新された記憶されているデータを表示することとをさらに備えるオペレーション
を実行するように構成されるＣ１１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ１９］
　ディスプレイと、
　カメラとをさらに備え、
　前記プロセッサは前記ディスプレイと前記カメラとに結合され、プロセッサ実行可能命
令とともに、
　　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプト
することと、
　　前記学習デバイスを含む環境の少なくとも一部の画像を取得することと、
　　前記学習デバイスを前記取得された画像のセグメントに相関させることと、
　　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記学習デバイスの
間の関係を識別することと、
　　前記ディスプレイ上に、前記取得された画像上の前記識別された関係を指示するグラ
フィカルユーザインターフェース要素を提示することと、
　　前記識別された関係に関係するグラフィカルユーザインターフェース要素上で第１の
ユーザ入力を受信したことに応答してイベントレポートメッセージをブロードキャストす
ることとをさらに備えるオペレーションを実行するように構成されるＣ１１に記載のコン
ピューティングデバイス。
　［Ｃ２０］
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに
　前記識別された関係に関係する前記グラフィカルユーザインターフェース要素を調整す
る第２のユーザ入力を受信することをさらに備えるオペレーションを実行するように構成
され、
　前記プロセッサは、プロセッサ実行可能命令とともに、前記生成されたティーチングル
ーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスをティーチング
するように構成された前記ティーチング信号を、前記ティーチャシグナリングデバイスに
よって、ブロードキャストすることが、前記グラフィカルユーザインターフェース要素を
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調整する前記受信された第２のユーザ入力に基づき前記学習デバイスのうちの前記１つま
たは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号を、前記
ティーチャシグナリングデバイスによって、ブロードキャストすることを備えるようなオ
ペレーションを実行するように構成されるＣ１９に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２１］
　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得するための手段と
、
　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャスト
するための手段とを備えるコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２２］
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストするための手
段と、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信するための手
段と、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
するための手段とを備えるＣ２１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２３］
　前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する目的データを取
得するための手段が、
　前記学習デバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインターセプトす
るための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージに基づき前記目的データを取得
するための手段とを備えるＣ２１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２４］
　前記学習デバイスの各々に対する少なくとも１つのデバイスタイプを指示する識別応答
を前記学習デバイスに要求する発見信号をブロードキャストするための手段と、
　前記ブロードキャストされた発見信号に応答して前記学習デバイスから前記識別応答を
受信するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンの目的が達成され得るかどうかを前記受信された
識別応答に基づき決定するための手段と、
　前記生成されたティーチングルーチンを、前記生成されたティーチングルーチンの前記
目的が達成され得ることを前記受信された識別応答に基づき決定したことに応答して修正
するための手段とをさらに備えるＣ２１に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２５］
　認可要求をユーザデバイスに送信するための手段と、
　前記送信された認可要求に応答して認可が前記ユーザデバイスから受信されたかどうか
を決定するための手段とをさらに備え、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブロードキャ
ストするための手段が、前記認可が前記ユーザデバイスから受信されたと決定したことに
応答して前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの前記１
つまたは複数のデバイスをティーチングするように構成された前記ティーチング信号をブ
ロードキャストするための手段を備えるＣ２３に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２６］
　前記学習デバイスが学習モードに入ることを引き起こす第１の信号をブロードキャスト
するための手段と、
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　前記学習デバイスが前記学習モードを終了することを引き起こす第２の信号をブロード
キャストするための手段とをさらに備えるＣ２３に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２７］
　前記学習デバイスのうちの前記１つまたは複数のデバイスがリフレックスに対するトリ
ガー重みをリセットすることを引き起こす信号をブロードキャストするための手段をさら
に備えるＣ２３に記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２８］
　前記ブロードキャストされたティーチング信号に応答して前記学習デバイスのうちの前
記１つまたは複数のデバイスによって送信されたイベントレポートメッセージをインター
セプトするための手段と、
　前記インターセプトされたイベントレポートメッセージと前記ブロードキャストされた
ティーチング信号とに基づき前記生成されたティーチングルーチンに関連付けられている
履歴情報を指示する記憶されているデータを更新するための手段と、
　前記更新された記憶されているデータを表示するための手段とをさらに備えるＣ２３に
記載のコンピューティングデバイス。
　［Ｃ２９］
　プロセッサ実行可能命令が記憶され、前記プロセッサ実行可能命令はコンピューティン
グデバイスのプロセッサが
　非集中システム内の学習デバイスの活動に関係する目的データを取得し、
　前記取得された目的データに基づきティーチングルーチンを生成し、
　前記生成されたティーチングルーチンに基づき前記学習デバイスのうちの１つまたは複
数のデバイスをティーチングするように構成されたティーチング信号をブロードキャスト
することを備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される非
一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　［Ｃ３０］
　前記記憶されているプロセッサ実行可能命令は、前記コンピューティングデバイスの前
記プロセッサが、前記学習デバイスのうちの１つまたは複数のデバイスの活動に関係する
目的データを取得することが
　前記学習デバイスにリフレックス情報を要求する信号をブロードキャストすることと、
　前記学習デバイスから前記リフレックス情報を含む応答メッセージを受信することと、
　前記受信された応答メッセージからの前記リフレックス情報から前記目的データを取得
することとを備えるようなオペレーションを実行することを引き起こすように構成される
Ｃ２９に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
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【要約の続き】
ルーチンを修正することとを含み得る。他の実施形態は、ティーチング信号をブロードキャストするかどうかを決定
するために認可要求をユーザデバイスに送信することを含み得る。
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