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(57)【要約】
【課題】環境モニタリング方法および装置を提示する。
【解決手段】本発明で提案する環境モニタリング装置は
、前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を
充電する充電部、前記充電部から電力を供給し、ユーザ
の要求に応じて選択することができる複数の互いに異な
るセンサを利用して周辺環境をセンシングするセンシン
グ部、前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を
制御する制御部、前記センシング部のセンシング情報を
サーバに送信して複数のスマート機器と共有するように
する通信部、前記センシング情報をユーザに示し、前記
センシング情報による通知をユーザに示すディスプレイ
部を備えてもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環境モニタリング装置であって、
　前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電する充電部、
　前記充電部から電力の供給を受け、ユーザの要求に応じて選択することができる複数の
互いに異なるセンサを利用して周辺環境をセンシングするセンシング部、
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する制御部、
　前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信し、複数のスマート機器と共有する
ようにする通信部、および
　前記センシング情報をユーザに示し、前記センシング情報による通知をユーザに示すデ
ィスプレイ部
　を備える、環境モニタリング装置。
【請求項２】
　前記充電部は、
　昼と夜によって充電モードを調節するための照度センサ
　を備え、
　前記照度センサを利用することで、昼には太陽光から電力を生成および貯蔵し、夜には
貯蔵した電力を利用して低電力モードで動作するようにする
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項３】
　オゾン濃度測定センサ、細塵測定センサ、一酸化炭素数値測定センサ、ＶＯＣセンサ、
大気汚染測定センサ、放射能測定センサ、紫外線指数測定センサ、カメラ、マイク
　を備える、請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記複数の互いに異なるセンサを予め設定されたセットで構成し、ユーザの要求に応じ
て前記セットを自動または手動で選択する
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記センサのデューティサイクルを互いに異なるように制御することによって電力消耗
を減らす
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記周辺環境または前記ユーザの要求に応じて前記センサのレポート周期を互いに異な
るように制御する
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　時間情報を利用して前記センサのうちから活性化するセンサを選択し、
　前記時間情報を利用して前記ユーザの要求に応じて予め設定された時間に前記センサが
動作するように制御する
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項８】
　前記通信部は、
　ネットワークを介して前記センシング情報を伝達する場合、ＷｉＦｉ　ＡＰまたは複数
のスマート機器を利用して時刻同期化を実行する
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項９】



(3) JP 2015-201845 A 2015.11.12

10

20

30

40

50

　前記制御部は、
　前記同期化した時刻に応じて前記センシング部のセンシング設定を制御する
　請求項８に記載の環境モニタリング装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　現在の電力状態および充電状態に応じて前記センサを個別にオン／オフしたり、前記セ
ンサのセットを低電力消耗のためのセットに選択したりする
　請求項１に記載の環境モニタリング装置。
【請求項１１】
　環境モニタリングシステムであって、
　周辺環境をセンシングし、センシング情報をサーバに送信する環境モニタリング装置、
　前記モニタリング装置から前記センシング情報を受信して格納し、無線共用器およびイ
ンターネットを介して前記センシング情報を共有するサーバ、および
　前記サーバまたは前記環境モニタリング装置からセンシング情報を受信し、ユーザにセ
ンシング情報に関する通知を示す複数のスマート機器
　を備える、環境モニタリングシステム。
【請求項１２】
　前記スマート機器は、
　前記スマート機器がＷｉＦｉ　ＡＰ領域に入ると、予めインストールされたアプリケー
ションを利用して自動でセンシング情報に関する通知をユーザに示す
　請求項１１に記載の環境モニタリングシステム。
【請求項１３】
　前記スマート機器は、
　前記無線共用器およびインターネットを介して前記センシング情報を共有するサーバに
連結し、屋外でも前記センシング情報を共有する
　請求項１１に記載の環境モニタリングシステム。
【請求項１４】
　環境モニタリング方法であって、
　前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電する段階、
　前記充電された電力の供給を受け、ユーザの要求に応じて選択することができる複数の
互いに異なるセンサを含むセンシング部を利用して周辺環境をセンシングする段階、
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階、
　前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信し、前記センシング情報を無線共用
器によって複数のスマート機器と共有する段階、
　前記センシング情報をユーザに示し、前記センシング情報による通知をユーザに示す段
階
　を含む、環境モニタリング方法。
【請求項１５】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、
　前記複数の互いに異なるセンサを予め設定されたセットで構成し、ユーザの要求に応じ
て前記セットを自動または手動で選択する
　請求項１４に記載の環境モニタリング方法。
【請求項１６】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、
　前記周辺環境または前記ユーザの要求に応じて前記センサのレポート周期を互いに異な
るように制御する
　請求項１４に記載の環境モニタリング方法。
【請求項１７】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、
　現在の電力状態および充電状態に応じて前記センサを個別にオン／オフしたり、前記セ
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ンサのセットを低電力消耗のためのセットに選択したりする
　請求項１４に記載の環境モニタリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人が活用することのできる個人用／家庭用環境モニタリング方法および装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在におけるセンサを利用したデータ取得方法は、所望するデータを取得するためのセ
ンサを至るところに設置する方法を使用しており、センサを統合、制御、通信することが
できる技術は常用化されていない実情にある。したがって、このような問題点を解決する
ためにユビキタス（ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ）ネットワーク技術が注目されているが、ユビ
キタスネットワーク技術とは、時間と場所に囚われることなく多様なネットワークに自然
に接続できるようにする技術を意味する。
【０００３】
　しかし、このようなユビキタスネットワーク技術をオフィス環境に組み入れるための技
術は、活発に成りたっていない実情にある。したがって、施設物の現在のオフィス環境状
況をリアルタイムで収集し、適当な時期に適切な措置を現場だけではなく遠隔地にもリア
ルタイムで提供し、メンテナンスの困難なく運営することができるシステムが求められる
ようになった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、温度、湿度、細塵、ＵＶ指数、大気中の有害
環境濃度などを測定し、ユーザに無線ネットワークを介して伝達する装置に関し、ユーザ
が目覚めて活動する昼の時間には太陽光から電力の供給を受けて連続的または頻繁に大気
環境を測定してリアルタイムで伝達し、睡眠をとる夜の時間帯には間欠的に測定しながら
低電力を維持する環境モニタリング方法および装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態において、本発明で提案する環境モニタリング装置は、前記環境モ
ニタリングを実行するために必要な電力を充電する充電部、前記充電部から電力の供給を
受け、ユーザの要求に応じて選択することができる複数の互いに異なるセンサを利用して
周辺環境をセンシングするセンシング部、前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定
を制御する制御部、前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信して複数のスマー
ト機器と共有するようにする通信部、前記センシング情報をユーザに示し、前記センシン
グ情報による通知をユーザに示すディスプレイ部を備えてもよい。
【０００６】
　前記充電部は、昼と夜によって充電モードを調節するための照度センサを備え、前記照
度センサを利用することで、昼には太陽光から電力を生成および貯蔵し、夜には貯蔵した
電力を利用して低電力モードで動作するようにしてもよい。
【０００７】
　オゾン濃度測定センサ、細塵測定センサ、一酸化炭素数値測定センサ、ＶＯＣセンサ、
大気汚染測定センサ、放射能測定センサ、紫外線指数測定センサ、カメラ、マイクを備え
てもよい。
【０００８】
　前記制御部は、前記複数の互いに異なるセンサを予め設定されたセットで構成し、ユー
ザの要求に応じて前記セットを自動または手動で選択してもよい。
【０００９】



(5) JP 2015-201845 A 2015.11.12

10

20

30

40

50

　前記制御部は、前記センサのデューティサイクルを互いに異なるように制御することに
よって電力消耗を減らしてもよい。
【００１０】
　前記制御部は、前記周辺環境または前記ユーザの要求に応じて前記センサのレポート周
期を互いに異なるように制御してもよい。
【００１１】
　前記制御部は、時間情報を利用して前記センサのうちから活性化するセンサを選択し、
前記時間情報を利用して前記ユーザの要求に応じて予め設定された時間に前記センサが動
作するように制御してもよい。
【００１２】
　前記通信部は、ネットワークを介して前記センシング情報を伝達する場合、ＷｉＦｉ　
ＡＰまたは複数のスマート機器を利用して時刻同期化を実行してもよい。
【００１３】
　前記制御部は、前記同期化した時刻に応じて前記センシング部のセンシング設定を制御
してもよい。
【００１４】
　前記制御部は、現在の電力状態および充電状態に応じて前記センサを個別にオン／オフ
したり、前記センサのセットを低電力消耗のためのセットに選択したりしてもよい。
【００１５】
　本発明の他の実施形態において、本発明で提案する環境モニタリングシステムは、周辺
環境をセンシングし、センシング情報をサーバに送信する環境モニタリング装置、前記モ
ニタリング装置から前記センシング情報を受信して格納し、無線共用器を利用して前記セ
ンシング情報を共有するサーバ、前記サーバまたは前記環境モニタリング装置からセンシ
ング情報を受信し、センシング情報に関する通知をユーザに示す複数のスマート機器を備
えてもよく、前記スマート機器は、前記スマート機器がＷｉＦｉ　ＡＰ領域に入ると、予
めインストールされたアプリケーションを利用して自動でセンシング情報に関する通知を
ユーザに示してもよい。
【００１６】
　前記スマート機器は、前記無線共用器およびインターネットを介して前記センシング情
報を共有するサーバに連結することで、屋外でも前記センシング情報を共有してもよい。
【００１７】
　本発明のさらに他の一実施形態において、本発明で提案する環境モニタリング方法は、
前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電する段階、前記充電した電力の
供給を受け、ユーザの要求に応じて選択することができる複数の互いに異なるセンサを含
むセンシング部を利用して周辺環境をセンシングする段階、前記周辺環境に応じて前記セ
ンシング部の設定を制御する段階、前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信し
、前記センシング情報を無線共用器によって複数のスマート機器と共有する段階、前記セ
ンシング情報をユーザに示し、前記センシング情報による通知をユーザに示す段階を含ん
でもよい。
【００１８】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、前記複数の互いに異
なるセンサを予め設定されたセットで構成し、ユーザの要求に応じて前記セットを自動ま
たは手動で選択してもよい。
【００１９】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、前記周辺環境または
前記ユーザの要求に応じて前記センサのレポート周期を互いに異なるように制御してもよ
い。
【００２０】
　前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階は、現在の電力状態およ
び充電状態に応じて前記センサを個別にオン／オフしたり、前記センサのセットを低電力
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消耗のためのセットに選択したりしてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の実施形態によると、昼と夜によって充電モードを調節することによって低電力
の動作が可能になり、周辺環境またはユーザの要求に応じてセンサのレポート周期を互い
に異なるように制御することができる。また、時間情報を利用することにより、ユーザの
要求に応じて予め設定された時間にセンサが動作するように制御することができ、ネット
ワークを介してセンシング情報を伝達する場合、ＷｉＦｉ　ＡＰまたはスマートフォンに
よって時刻同期化を実行することにより、同期化した時刻に応じてセンシング部のセンシ
ング設定を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る環境モニタリングシステムの全体構成を説明するため
の図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る環境モニタリング装置の構成を示した図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る環境モニタリング装置の外形を示した図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る環境モニタリング装置の外形を示した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る環境モニタリングシステムの動作を説明するための例
示図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る環境モニタリング方法を説明するためのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る環境モニタリングシステムの全体構成を説明するた
めの図である。環境モニタリングシステムは、環境モニタリング装置１１０、サーバ１２
０、スマート機器１４０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６を備えても
よい。
【００２５】
　環境モニタリング装置１１０は、ユーザ周辺または家周辺の環境汚染程度と環境に関す
る情報を獲得してもよい。環境モニタリング装置１１０は、環境をセンシングすることが
できる複数の互いに異なるセンサと低電力動作のための充電部などを備えてもよい。例え
ば、環境モニタリング装置１１０は、ユーザが目覚めて活動をする昼の時間には太陽光か
ら電力の供給を受け、連続的または頻繁に大気環境をセンシングし、リアルタイムでセン
シング情報を伝達してもよい。この反面、睡眠をとる夜の時間帯には、間欠的に測定しな
がら低電力を維持してもよい。環境モニタリング装置１１０の内部構成は、図２を参照し
ながらさらに詳細に説明する。
【００２６】
　このような環境モニタリング装置１１０は、例えば、シールを利用して付着したり、ガ
ラスの場合には反対側のガラスに磁石を利用して固定したりしてもよい。したがって、環
境モニタリング装置１１０のカメラおよびセンサから室内環境をモニタリングできるよう
になる。
【００２７】
　環境モニタリング装置１１０は、周辺環境をセンシングして獲得したセンシング情報を
サーバ１２０に送信してもよい。サーバ１２０はモニタリング装置からセンシング情報を
受信して格納し、無線共用器を利用してセンシング情報を共有してもよい。これにより、
複数のスマート機器１４０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６は、Ｗｉ
Ｆｉ　ＡＰ１３０を経てサーバからセンシング情報を受信し、センシング情報に関する通
知をユーザに示すようになる。また、複数のスマート機器がＷｉＦｉ　ＡＰ領域に入ると
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、インストールされたアプリケーションを利用して自動でセンシング情報に関する通知を
ユーザに示すようになる。複数のスマート機器は、スマートフォン１４０、インターフォ
ン１５１、スマートＴＶ１５２、プリンタ１５３、スマート炊飯器１５４、ＰＣ１５５、
スマート冷蔵庫１５６を含んでもよい。言い換えれば、最近には多くの家庭でホームネッ
トワークを使用しており、ホームネットワーキングを利用して他の家電機器（ＴＶ、オー
ディオ、ＰＣ）にデータを伝達することができる。このような必要な家電機器または複数
のスマート機器は、必要なときにサーバ１２０からデータを取り入れてもよい。また、サ
ーバ１２０または環境モニタリング装置１１０が、プッシュ（ｐｕｓｈ）機能によってユ
ーザのスマート機器にセンシング情報に関する通知を示してもよい。
【００２８】
　環境モニタリング装置１１０は、複数のスマート機器またはサーバ１２０と直接連結し
てもよく、家庭内に存在するＷｉＦｉ　ＡＰを経て複数のスマート機器、サーバ、インタ
ーネット、およびその他の電子機器と連結してもよい。最近ではこれを可能にする技術と
してＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）規
約があるが、この規約は、ホームネットワーク環境においてＷｉＦｉ技術でデータを共有
させる技術である。
【００２９】
　サーバは、家庭内ＤＬＮＡサーバであってもよく、インターネットに連結したサーバで
あってもよい。さらに、電子機器もサーバが可能である。最近売り出されているＷｉＦｉ
　ＡＰは、自主的にサーバ機能を含んでいる。言い換えれば、ＷｉＦｉ　ＡＰは、家庭内
の電子機器内で常に作動してインターネットとの連結を提供する。したがって、別途のサ
ーバがなくても、ＷｉＦｉ　ＡＰがサーバの役割を同時に行うようになる。
【００３０】
　環境モニタリングシステムの全体的な動作は次のとおりである。環境モニタリング装置
が動作を開始すると、自身のバッテリーと時間情報などの状態情報、および環境設定値を
読み取ってもよい。そして、ネットワークに連結して環境設定の変化があるかをチェック
する。変化がある場合、環境設定値をアップデートしてもよい。例えば、環境設定値には
、データ送信周期およびセンシング周期、活性化するセンサの情報などが含まれる。バッ
テリーの残量が十分にある場合、システムはセンシングを実行し、ＷｉＦｉ　ＡＰを経て
サーバにセンシング情報を送信する。または、スマート機器またはＷｉＦｉ　ＡＰと直接
に通信を実行してセンシング情報を伝達することも可能である。複数のスマート機器は、
このようなセンシング情報が格納されているサーバに接続してセンシング情報を取り込み
、ユーザが見ることができるように示してもよい。このとき、むやみにセンシング情報を
プッシュ（ｐｕｓｈ）するとスパム（ｓｐａｍ）である可能性が高い。したがって、同じ
ＷｉＦｉに接続して得たＩＰで同じネットワークアドレス（ａｄｄｒｅｓｓ）であるかを
確認し、同じネットワークのモニタリングシステムに関する情報があればプッシュ（ｐｕ
ｓｈ）することが好ましい。環境モニタリングシステムが複数のスマート機器にセンシン
グ情報を直接に伝達しない理由は、低電力モードで動作するために、システムが一方的に
センシング情報のみを送信した後すぐに睡眠状態に入るためである。しかし、ユーザの要
求によっては、センシング情報を複数のスマート機器に直接伝達してもよい。
【００３１】
　図２は、本発明の一実施形態に係る環境モニタリング装置の構成を示した図である。環
境モニタリング装置２００は、充電部２１０、センシング部２２０、制御部２３０、通信
部２４０、ディスプレイ部２５０を備えてもよい。
【００３２】
　充電部２１０は、環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電してもよい。充
電部２１０は、昼と夜によって充電モードを調節するための照度センサを備え、太陽光か
ら電力を生成する太陽電池パネル、電池、ＰＭＩＣなどを備えてもよい。そして、照度セ
ンサを利用することにより、昼には太陽光から電力を生成および貯蔵し、夜には貯蔵した
電力を利用して低電力モードで動作するようにしてもよい。
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【００３３】
　センシング部２２０は、前記充電部から電力の供給を受け、ユーザの要求に応じて選択
することができる複数の互いに異なるセンサを利用して周辺環境をセンシングしてもよい
。センシング部２２０は、オゾン濃度測定センサ２２１、細塵測定センサ２２２、一酸化
炭素数値測定センサ２２３、ＶＯＣセンサ２２４、大気汚染測定センサ２２５、放射能測
定センサ２２６、紫外線指数測定センサ２２７、カメラ２２８、マイク２２９を備えても
よい。センシング部２２０に備えられるセンサ２２１、２２２、・・・、２２９が上述し
たものに限定されることはなく、適用する環境に応じてさらに追加してもよい。
【００３４】
　制御部２３０は、前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御してもよい。
【００３５】
　制御部２３０は、センシング部２２０の複数の互いに異なるセンサを予め設定されたセ
ットで構成し、ユーザの要求に応じて前記セットを自動または手動で選択してもよい。
【００３６】
　また、センサのデューティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）を互いに異なるように制
御することによって電力消耗を減らしてもよい。言い換えれば、センサの種類に応じ、セ
ンサからセンシング情報を読み込むデューティサイクル（ｄｕｔｙｃｙｃｌｅ）を異なる
ように制御してもよい。例えば、ガスセンサや環境有害センサの場合、ヒーターが装着さ
れることがある。このようなヒーターは、センサ１つあたり約１Ｗのパワーを消耗する。
常時運用すると、太陽電池（ｓｏｌａｒ　ｃｅｌｌ）またはバッテリーでは手に負えなく
なる。したがって、太陽電池（ｓｏｌａｒ　ｃｅｌｌ）で充電が可能な昼の時間帯には相
対的に頻繁に（例えば、３０分に１回）測定し、夜の時間帯にはバッテリーのみで動作し
なければならないため、相対的に間欠的に測定（例えば、２時間に１回の測定）を実行す
るように制御してもよい。この反面、温度センサとＲＴＣ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏ
ｃｋ）のような情報は少量のパワーを消耗するため、常時モニタリングも可能である。
【００３７】
　制御部２３０は、周辺環境またはユーザの要求に応じ、前記センサのレポート周期を互
いに異なるように制御してもよい。例えば、ＵＶセンサを昼にだけオン（ＯＮ）にしたり
、サンプリングレートを高めたりしてもよく、黄砂の時期には大気汚染測定センサのレポ
ート周期を短くしてもよい。
【００３８】
　また、センシング周期と送信周期を相違させてもよい。言い換えれば、センシングされ
たセンシング情報は、ローカルメモリに格納した後、サーバに一度に無線で送信してもよ
い。例えば、夜にはシステムが定められた時間および目的に応じてセンシングを実行し、
これをサーバや周辺装置に伝達せずにローカルメモリに格納するだけにしてもよい。そし
て、明け方に一度にすべて送信することによって不必要な送信電力の浪費を防ぐことがで
きる。実際にセンシング情報のサイズは極めて小さいため、ＷｉＦｉのような無線トラン
シーバ（ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）が作動してセッションを連結してＩＰを授受する過程
内において多くの電力消耗が発生することがある。
【００３９】
　また、ユーザが環境モニタリング装置のセンシング周期、センシングするセンサの選択
、およびその他の環境設定を実行してもよい。例えば、スマートフォンを利用して環境モ
ニタリング装置を直接制御しようとすると、スマートフォンとの同期が成立されなければ
ならないという問題点がある。このような問題点を解決するために、スマートフォンまた
はインターネットを利用してサーバに環境設定しておくと、環境モニタリング装置はウェ
イクアップ（ｗａｋｅ－ｕｐ）する時間に作動を開始してサーバに接続し、センシング情
報を伝達すると同時に環境設定値を読み取って自身の環境設定値を変更してもよい。
【００４０】
　また、時間情報（ＲＴＣ：Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）を利用して前記センサの
うちから活性化するセンサを選択し、前記時間情報を利用して前記ユーザの要求に応じて
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予め設定された時間に前記センサが動作するように制御してもよい。例えば、夜にはＵＶ
センサをオフ（ＯＦＦ）してもよく、午前の時間帯にはＵＶセンサの測定サイクル（ｃｙ
ｃｌｅ）を短くし、午後の時間帯にはＵＶセンサの測定サイクル（ｃｙｃｌｅ）を長くし
てもよい。また、季節に応じて別途にセッティングすることも可能である。
【００４１】
　また、時間情報を活用してユーザが所望する時間帯だけに合わせてセンシングが可能と
なるように制御してもよい。例えば、毎日午前７時に出勤時間に合わせてセンシングを実
行してユーザに伝達することにより、出勤前の服装や持ち物を整えるようにできる。言い
換えれば、毎日午前７時に周辺環境をセンシングするとき、黄砂がひどかったり温度が前
日と比べて大幅に差がある場合には、これに対する警告をし、ユーザが予め準備できるよ
うにできる。
【００４２】
　また、現在の電力状態や充電状態に応じてセンサを個別にオン／オフ（ＯＮ／ＯＦＦ）
したり、センサセットを低電力消耗のためのセットに選択したりしてもよい。言い換えれ
ば、環境設定およびその他の設定に応じてセンシング周期および通信周期を短くしておい
ても、低電力運用のためにバッテリー水準が臨界値以下に低下すると、エネルギーレベル
によるデフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）セッティング値に基づいてセンシング周期と通信周
期を短くすることによってシステムの寿命を最大化してもよい。例えば、梅雨の時期には
長期間の運用が必須となる。エネルギーを考慮しないと、バッテリー充電が不可能な梅雨
の時期にはエネルギーが速く消耗するようになる。
【００４３】
　通信部２４０は、前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信して複数のスマー
ト機器と共有できるようにしてもよい。言い換えれば、周辺環境をセンシングして獲得し
たセンシング情報を、通信部２４０を利用してサーバに送信してもよい。サーバは通信部
２４０からセンシング情報を受信して格納し、無線共用器を利用して複数のスマート機器
とセンシング情報を共有してもよい。これにより、複数のスマート機器を利用してサーバ
からセンシング情報を受信し、センシング情報に関する通知をユーザに示すことができる
ようになる。
【００４４】
　通信部２４０は、ネットワークを介して前記センシング情報を伝達する場合、ＷｉＦｉ
　ＡＰまたは複数のスマート機器を利用して時刻同期化を実行してもよい。提案する環境
モニタリング装置２００は、オシレータに基づいて時間情報を維持するため、時間が経過
するほど誤差が累積して時間差が広がることがある。したがって、これを解決するために
、ネットワークに連結するたびに時間補正を実行してもよい。また、ユーザが定めたデュ
ーティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）に応じて同期化を設定してもよい。そして、こ
のように同期化した時刻に応じ、制御部２３０によって前記センシング部のセンシング設
定を制御してもよい。
【００４５】
　ディスプレイ部２５０は、前記センシング情報をユーザに示し、前記センシング情報に
よる通知をユーザに示してもよい。例えば、エネルギー残量を示したり、エネルギー残量
に対する警告を行ったりしてもよい。
【００４６】
　提案する環境モニター装置２００は、ホームネットワークとスマート機器を利用すると
、スマートフォンとインターネットだけではなく他の家電機器とも通信が可能となり、デ
ータ共有も可能となる。例えば、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｌｉｖｉｎｇ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　ａｌｌｉａｎｃｅ）機能、言い換えれば、プッシュ（ｐｕｓｈ）機能を該当の機器
に搭載した場合、これを利用することによってＴＶやオーディオなどのディスプレイでセ
ンシング情報を確認できるようになる。
【００４７】
　また、カメラが装着された環境モニタリング装置を窓に設置する場合、室内モニタリン
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グによって保安目的としての活用も可能となる。さらに、室内に設置する場合、室内環境
センシングにより、煙／有害ガスが発生したときの換気時点をユーザに知らせることもで
きる。
【００４８】
　図３は、本発明の一実施形態に係る環境モニタリング装置の外形を示した図である。図
３（ａ）は、提案する環境モニタリング装置の前面を示した図である。環境モニタリング
装置の前面には、環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電するための太陽電
池プレート３１０を備えてもよい。また、周辺環境をセンシングする複数の互いに異なる
センサ３２０を備えてもよい。このようなセンサ３２０は、ユーザの要求に応じて選択さ
れて制御されてもよい。図３（ｂ）は、提案する環境モニタリング装置の裏面を示した図
である。環境モニタリング装置の裏面には、室内をモニタリングするカメラ３３０を備え
てもよい。このような環境モニタリング装置の裏面はガラスに付着してもよい。したがっ
て、裏面のカメラ３３０によって室内環境をモニタリングできるようになる。そして、セ
ンサ３２０によってセンシングしたセンシング情報をユーザに示し、センシング情報によ
る通知をユーザに示すディスプレイ部３４０を備えてもよい。
【００４９】
　図４は、本発明の一実施形態に係る環境モニタリングシステムの動作を説明するための
例示図である。
【００５０】
　環境モニタリング装置４１０は、複数のセンサを利用してユーザ周辺または家周辺の環
境汚染程度と環境に関する情報を獲得してもよい。例えば、このようなセンサは、温度／
湿度測定のためのセンサ４３２、オゾン濃度、紫外線（ＵＶ）指数、細塵、一酸化炭素お
よびその他の有害ガス測定のためのセンサ４３３、映像撮影および騒音測定のためのマイ
ク４３４などを備えてもよい。このようなセンサは一実施形態に過ぎず、ユーザの必要に
応じてさらに多くの種類のセンサを備えてもよい。
【００５１】
　環境モニタリング装置４１０は、周辺環境のモニタリングを実行するために、バッテリ
ーおよび太陽電池４２０を利用して必要な電力を充電してもよい。このようなバッテリー
および太陽電池４２０を備える充電部は、昼と夜によって充電モードを調節するための照
度センサ４３１を備え、太陽光から電力を生成する太陽電池パネル、電池、ＰＭＩＣなど
を備えてもよい。そして、照度センサ４３１を利用することで、昼には太陽光から電力を
生成および貯蔵し、夜には貯蔵した電力を利用して低電力モードで動作するようにしても
よい。
【００５２】
　また、環境モニタリング装置４１０は、時間情報（ＲＴＣ：Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌ
ｏｃｋ）を利用して前記センサのうちから活性化するセンサを選択し、前記時間情報を利
用して前記ユーザの要求に応じて予め設定された時間に前記センサが動作するように制御
してもよい。例えば、夜にはＵＶセンサをオフ（ＯＦＦ）にしてもよく、午前の時間帯に
はＵＶセンサの測定サイクル（ｃｙｃｌｅ）を短くし、午後の時間帯にはＵＶセンサの測
定サイクル（ｃｙｃｌｅ）を長くしてもよい。また、季節に応じて別途にセッティングす
ることも可能である。
【００５３】
　環境モニタリング装置４１０は、周辺環境をセンシングして獲得したセンシング情報を
、ディスプレイ部４４０を利用してユーザに示してもよい。また、センシング情報をサー
バに送信してもよい。サーバはモニタリング装置からセンシング情報を受信して格納して
通信（４５１）するが、例えば、無線共用器またはインターネットを介してセンシング情
報を共有してもよい。これにより、インターネットおよびスマート機器を利用してセンシ
ング情報をモニタリング４５２できるようになる。このようなスマート機器は、ＷｉＦｉ
　ＡＰおよびインターネットを介してサーバからセンシング情報を受信し、センシング情
報に関する通知をユーザに示してもよい。また、複数のスマート機器がＷｉＦｉ　ＡＰ領
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域に入ると、既にインストールされているアプリケーションを利用して自動でセンシング
情報に関する通知がユーザに示されてもよい。また、サーバまたは環境モニタリング装置
４１０が、プッシュ（ｐｕｓｈ）機能によってユーザのスマート機器にセンシング情報に
関する通知を示してもよい。
【００５４】
　これだけでなく、ユーザのスマート機器がインターネットを介してセンシング情報を共
有するサーバに連結することにより、屋外でもセンシング情報を共有することができる。
言い換えれば、インターネットサーバまたはクラウドに連結してセンシング情報を格納す
る場合、長期的には国全体の環境情報マップを構築できるようになる。また、どこにいて
も位置情報を利用して環境センシングデータを確認できるようになる。例えば、大田（デ
ジョン）に居住する者がソウルのコエックスに出張に行く場合、コエックス周辺の環境セ
ンシング情報を予め大田（デジョン）で把握して事前に準備できるようになる。
【００５５】
　図５は、本発明の一実施形態に係る環境モニタリング方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【００５６】
　環境モニタリング方法は、前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電す
る段階５１０、前記充電した電力の供給を受け、ユーザの要求に応じて選択することがで
きる複数の互いに異なるセンサを備えるセンシング部によって周辺環境をセンシングする
段階５２０、前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御する段階５３０、前記
センシング部のセンシング情報をサーバに送信し、前記センシング情報を無線共用器によ
って複数のスマート機器と共有する段階５４０、前記センシング情報をユーザに示し、前
記センシング情報による通知をユーザに示す段階５５０を含んでもよい。
【００５７】
　段階５１０で、前記環境モニタリングを実行するために必要な電力を充電してもよい。
充電部は、昼と夜によって充電モードを調節するための照度センサと太陽光から電力を生
成する太陽電池パネル、電池、ＰＭＩＣなどを備える充電部によって電力を充電してもよ
い。そして、照度センサを利用することで、昼には太陽光から電力を生成および貯蔵し、
夜には貯蔵した電力を利用して低電力モードで動作してもよい。
【００５８】
　段階５２０で、前記充電した電力を供給し、ユーザの要求に応じて選択することができ
る複数の互いに異なるセンサを含むセンシング部を利用して周辺環境をセンシングしても
よい。
【００５９】
　段階５３０で、前記周辺環境に応じて前記センシング部の設定を制御してもよい。この
とき、複数の互いに異なるセンサを予め設定されたセットで構成し、ユーザの要求に応じ
てセンサセットを自動または手動で選択してもよい。また、センサのデューティサイクル
を互いに異なるように制御することによって電力消耗を減らしてもよい。そして、周辺環
境またはユーザの要求に応じてセンサのレポート周期を互いに異なるように制御してもよ
い。さらに、現在の電力状態および充電状態に応じて前記センサを個別にオン／オフした
り、センサのセットを低電力消耗のためのセットに選択したりしてもよい。
【００６０】
　段階５４０で、前記センシング部のセンシング情報をサーバに送信し、前記センシング
情報を無線共用器によって複数のスマート機器と共有してもよい。言い換えれば、周辺環
境をセンシングして獲得したセンシング情報を、通信部を利用してサーバに送信してもよ
い。サーバは通信部からセンシング情報を受信して格納し、無線共用器を利用して複数の
スマート機器とセンシング情報を共有してもよい。これにより、複数のスマート機器を利
用してサーバからセンシング情報を受信し、センシング情報に関する通知をユーザに示す
ことができるようになる。
【００６１】
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　段階５５０で、前記センシング情報をユーザに示し、前記センシング情報による通知を
ユーザに示してもよい。例えば、エネルギー残量を示したり、エネルギー残量に対する警
告をしたりしてもよい。また、センシング情報を共有するスマート機器がＷｉＦｉ　ＡＰ
領域に入ると、予めインストールされたアプリケーションを利用して自動でセンシング情
報に関する通知をユーザに示してもよい。
【００６２】
　また、インターネットサーバを利用する場合は、屋外でも連結が可能となる。言い換え
れば、インターネットサーバまたはクラウドに連結してセンシング情報を格納する場合、
長期的には国全体の環境情報マップを構築できるようになる。
【００６３】
　また、どこにいても位置情報を利用して環境センシングデータを確認することができる
。例えば、大田（デジョン）に居住する者がソウルのコエックスに出張に行く場合、コエ
ックス周辺の環境センシング情報を予め大田（デジョン）で把握して事前に準備できるよ
うになる。
【００６４】
　上述した装置は、ハードウェア構成要素、ソフトウェア構成要素、および／またはハー
ドウェア構成要素およびソフトウェア構成要素の組み合わせによって実現されてもよい。
例えば、実施形態で説明された装置および構成要素は、例えば、プロセッサ、コントロー
ラ、ＡＬＵ（ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ）、デジタル信号プロセッサ
（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュータ、ＦＰ
Ａ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ａｒｒａｙ）、ＰＬＵ（ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ）、マイクロプロセッサ、または命令（ｉｎｓｔｒｕｃ
ｔｉｏｎ）を実行して応答することができる異なる装置のように、１つ以上の汎用コンピ
ュータまたは特殊目的コンピュータを利用して実現されてもよい。処理装置は、運営体制
（ＯＳ）および運営体制上で実行される１つ以上のソフトウェアアプリケーションを実行
してもよい。また、処理装置は、ソフトウェアの実行に応答し、データをアクセス、保存
、操作、処理、および生成してもよい。理解の便宜のために、処理装置は１つが使用され
ると説明される場合もあるが、該当する技術分野において通常の知識を有する者は、処理
装置が複数の処理要素（ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）および／または複数類
型の処理要素を含んでもよいことを理解できるであろう。例えば、処理装置は、複数のプ
ロセッサまたは１つのプロセッサおよび１つのコントローラを含んでもよい。また、並列
プロセッサ（ｐａｒａｌｌｅｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）のような、他の処理構成（ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）も可能である。
【００６５】
　ソフトウェアは、コンピュータプログラム（ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｐｒｏｇｒａｍ）、コ
ード（ｃｏｄｅ）、命令（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）、またはこれらのうちの１つ以上の
組み合わせを含んでもよく、所望のとおりに動作するように処理装置を構成したり、独立
的または結合的に（ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅｌｙ）処理装置を命令したりしてもよい。ソフ
トウェアおよび／またはデータは、処理装置によって解釈されたり処理装置に命令または
データを提供したりするために、ある類型の機械、構成要素（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）、物
理的装置、仮想装置（ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、コンピュータ記録媒体ま
たは装置、または送信される信号波（ｓｉｇｎａｌ　ｗａｖｅ）に永久的または一時的に
具体化（ｅｍｂｏｄｙ）されてもよい。ソフトウェアは、ネットワークによって連結した
コンピュータシステム上に分散し、分散した方法によって格納されたり実行されたりして
もよい。ソフトウェアおよびデータは、１つ以上のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に格納されてもよい。
【００６６】
　実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段によって実行が可能なプログラム命令
形態で実現されてコンピュータで読み取り可能な媒体に記録されてもよい。前記コンピュ
ータで読み取り可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独
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ために特別に設計されて構成されたものであってもよく、コンピュータソフトウェア当業
者に公知されて使用可能なものであってもよい。コンピュータで読み取り可能な記録媒体
の例としては、ハードディスク、フロッピーディスク、および磁気テープのような磁気媒
体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（ｏｐ
ｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）
のような磁気－光媒体（ｍａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、およびＲＯＭ
、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を格納して実行するように特別
に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例としては、コンパイラに
よって生成されるもののような機械語コードだけではなく、インタプリタなどを使用して
コンピュータによって実行される高級言語コードを含む。上述したハードウェア装置は、
実施形態の動作を実行するために１つ以上のソフトウェアモジュールとして動作するよう
に構成されてもよく、その逆も同じである。
【００６７】
　以上のように、実施形態を限定された実施形態と図面に基づいて説明したが、該当する
技術分野において通常の知識を有する者であれば、上述した記載から多様な修正および変
形が可能である。例えば、説明された技術が説明された方法とは異なる順序で実行された
り、および／または説明されたシステム、構造、装置、回路などの構成要素が説明された
方法とは異なる形態で結合または組み合わされたり、他の構成要素または均等物によって
対置されたり置換されたとしても、適切な結果を達成することができる。
【００６８】
　したがって、異なる実施形態であっても、特許請求の範囲と均等なものであれば、添付
される特許請求の範囲に属する。
【符号の説明】
【００６９】
　　２００：環境モニタリング装置
　　２１０：充電部
　　２２０：センシング部
　　２２１：オゾン濃度測定センサ
　　２２２：細塵測定センサ
　　２２３：一酸化炭素数値測定センサ
　　２２４：ＶＯＣセンサ
　　２２５：大気汚染測定センサ
　　２２６：放射能測定センサ
　　２２７：紫外線指数測定センサ
　　２２８：カメラ
　　２２９：マイク
　　２３０：制御部
　　２４０：通信部
　　２５０：ディスプレイ部
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