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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家電機器に用いられるモード切替方法であって、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップと、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替える
ステップと、
　前記家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するステップと、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、前記家電機器に取り付けられてい
るファンの回転速度を調整するステップと、
　を含み
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する
　ことを特徴とするモード切替方法。
【請求項２】
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、前記生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、前記無線アクセスポイントの作動状態に基
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づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、前記現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載のモード切替方
法。
【請求項３】
　前記サイレントモードで運転するステップは、
　前記家電機器にマフラが設けられている場合、前記マフラを作動させるステップを含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載のモード切替方法。
【請求項４】
　家電機器に接続されている制御装置に用いられるモード切替方法であって、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップと、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、前記家電機器にモード切替命令を送信して、前記家
電機器が前記モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替
え、前記サイレントモードで運転するようにするステップと、
　前記家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するステップと、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、回転速度調整命令を生成するステ
ップと、
　前記家電機器に前記回転速度調整命令を送信して、前記家電機器が前記回転速度調整命
令に基づいて前記家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するようにする
ステップと、
　を含み、
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する
ことを特徴とするモード切替方法。
【請求項５】
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、前記生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、前記無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、前記現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するステップを含むことを特徴とする請求項４に記載のモード切替方
法。
【請求項６】
　前記着用可能型のデバイス及び前記家電機器と予めバインディング関係を確立するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項４または５に記載のモード切替方法。
【請求項７】
　家電機器に用いられるモード切替装置であって、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出モジュールと、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替える
ように構成されるモード切替モジュールと、
　前記サイレントモードで運転するように構成されるモード運転モジュールと、
　を含み、
　前記モード運転モジュールは、
　前記家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するように構成される第４の検出サブモ
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ジュールと、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、前記家電機器に取り付けられてい
るファンの回転速度を調整するように構成される回転速度調整サブモジュールと、
を含み
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有することを特徴
とするモード切替装置。
【請求項８】
　前記第１の検出モジュールは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、前記生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出サブ
モジュール、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、前記無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出サブモジ
ュール、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、前記現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するように構成される第３の検出サブモジュールと、
　を含むことを特徴とする請求項７に記載のモード切替装置。
【請求項９】
　前記モード運転モジュールは、
　前記家電機器にマフラが設けられている場合、前記マフラを作動させるように構成され
るマフラ作動サブモジュールを含むことを特徴とする請求項７または８に記載のモード切
替装置。
【請求項１０】
　家電機器に接続されている制御装置に用いられるモード切替装置であって、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出モジュールと、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、前記家電機器にモード切替命令を送信して、前記家
電機器が前記モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替
え、前記サイレントモードで運転するように構成される第１の送信モジュールと、
　着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検
出するように構成される第３の検出モジュールと、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、回転速度調整命令を生成するよう
に構成される命令生成モジュールと、
　前記家電機器に前記回転速度調整命令を送信して、前記家電機器が前記回転速度調整命
令に基づいて、前記家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するように構
成される第２の送信モジュールと、
を含み
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する
　ことを特徴とするモード切替装置。
【請求項１１】
　前記第２の検出モジュールは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、前記生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第５の検出サブ
モジュール、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、前記無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第６の検出サブモジ
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ュール、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、前記現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するように構成される第７の検出サブモジュールと、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のモード切替装置。
【請求項１２】
　前記着用可能型のデバイス及び前記家電機器と予めバインディング関係を確立するよう
に構成されるバインディング確立モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項１０ま
たは１１に記載のモード切替装置。
【請求項１３】
　家電機器に用いられるモード切替装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え、
　前記家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出し、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、前記家電機器に取り付けられてい
るファンの回転速度を調整し、
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する
　ように構成されることを特徴とするモード切替装置。
【請求項１４】
　家電機器に接続されている制御装置に用いられるモード切替装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、前記家電機器にモード切替命令を送信して、前記家
電機器が前記モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替
え、前記サイレントモードで運転し、
　前記家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出し、
　前記ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、回転速度調整命令を生成し、
　前記家電機器に前記回転速度調整命令を送信して、前記家電機器が前記回転速度調整命
令に基づいて前記家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するようにし、
　調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する
　ように構成されることを特徴とするモード切替装置。
【請求項１５】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のモ
ード切替方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、自動制御分野に関し、特に、モード切替方法、装置、プログラム及び記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な家電機器の普及に伴い、ユーザの睡眠中に、家で多くの家電機器が依然として作
動している。例えば、夏の場合、扇風機や空調装置などの使用が必要となり、天気が乾燥
している場合、加湿器の使用が必要となり、空気質が悪い場合、空気清浄器の使用が必要
となる。
【０００３】
　関係技術において、扇風機、空調装置、加湿器や空気清浄器などの家電機器には、一般
的にサイレントモードが設定されている。ユーザは、睡眠を取ろうとする場合、リモコン
または手動で家電機器の運転モードをサイレントモードに調整することができる。家電機
器がサイレントモードに設定されると、運転によるノイズが大いに低減される。
【０００４】
　発明者は、本発明を実現する過程において、上記の方式に少なくとも以下の欠陥がある
ことが分かった。
【０００５】
　リモコンまたは手動で家電機器をサイレントモードに設定する過程が依然として人為的
な制御によるため、その操作過程が比較的煩雑である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施例は、関係技術においてリモコンまたは手動で家電機器をサイレントモー
ドに設定する過程が依然として人為的な制御によるため、操作過程が比較的煩雑であると
いう問題点を解決するために、モード切替方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供す
る。その提案は、以下のとおりである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施例の第１の態様によると、家電機器に用いられるモード切替方法を提供し
、当該モード切替方法は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップと、
　ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるステ
ップと、
　サイレントモードで運転するステップと、を含む。
【０００８】
　１つの実施例において、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップは、
　着用可能型のデバイス（ウェアラブルデバイス）により収集されたユーザの生体データ
を取得し、当該生体データに基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステッ
プ、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、当該無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するステップを含む。
【０００９】
　１つの実施例において、サイレントモードで運転するステップは、
　家電機器にマフラが設けられている場合、マフラを作動させるステップを含む。
【００１０】
　１つの実施例において、サイレントモードで運転するステップは、
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　家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された生体
データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するステップと、
　ユーザの睡眠品質に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整
するステップと、を含む。
【００１１】
　好ましくは、ユーザの睡眠品質に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回
転速度を調整するステップは、
　ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、ファンの回転速度を調整するステップ
を含む。
【００１２】
　本発明の実施例の第２の態様によると、家電機器に接続されている制御装置に用いられ
るモード切替方法を提供し、当該モード切替方法は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップと、
　ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器がモー
ド切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え、サイレントモ
ードで運転するようにするステップと、を含む。
【００１３】
　１つの実施例において、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、当該生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、当該無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するステップ、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するステップを含む。
【００１４】
　１つの実施例において、上記モード切替方法は、
　家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された生体
データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するステップと、
　ユーザの睡眠品質に基づいて、回転速度調整命令を生成するステップと、
　家電機器に回転速度調整命令を送信して、家電機器が回転速度調整命令に基づいて家電
機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するようにするステップと、をさらに
含む。
【００１５】
　好ましくは、ユーザの睡眠品質に基づいて、回転速度調整命令を生成するステップは、
　ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、回転速度調整命令を生成するステップ
を含む。
【００１６】
　好ましくは、上記モード切替方法は、
　着用可能型のデバイス及び家電機器とバインディング関係を確立するステップをさらに
含む。
【００１７】
　本発明の実施例の第３の態様によると、家電機器に用いられるモード切替装置を提供し
、当該モード切替装置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出モジュールと、
　ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるよう
に構成されるモード切替モジュールと、
　サイレントモードで運転するように構成されるモード運転モジュールと、を含む。
【００１８】
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　１つの実施例において、第１の検出モジュールは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、当該生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出サブ
モジュール、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、当該無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出サブモジ
ュール、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するように構成される第３の検出サブモジュールと、を含む。
【００１９】
　１つの実施例において、モード運転モジュールは、
　家電機器にマフラが設けられている場合、マフラを作動させるように構成されるマフラ
作動サブモジュールを含む。
【００２０】
　１つの実施例において、モード運転モジュールは、
　家電機器にファンが設けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された生体
データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するように構成される第４の検出サブモジュ
ールと、
　ユーザの睡眠品質に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整
するように構成される回転速度調整サブモジュールと、を含む。
【００２１】
　１つの実施例において、回転速度調整サブモジュールは、ユーザの睡眠品質及び現在の
空気質に基づいて、ファンの回転速度を調整するように構成される。
【００２２】
　本発明の実施例の第４の態様によると、家電機器に接続されている制御装置に用いられ
るモード切替装置を提供し、当該モード切替装置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出モジュールと、
　ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器がモー
ド切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え、サイレントモ
ードで運転するように構成される第１の送信モジュールと、を含む。
【００２３】
　１つの実施例において、第２の検出モジュールは、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、当該生体データ
に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第５の検出サブ
モジュール、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、当該無線アクセスポイントの作動状態に基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第６の検出サブモジ
ュール、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出するように構成される第７の検出サブモジュールと、を含む。
【００２４】
　１つの実施例において、上記モード切替装置は、
　着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検
出するように構成される第３の検出モジュールと、
　ユーザの睡眠品質に基づいて、回転速度調整命令を生成するように構成される命令生成
モジュールと、
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　家電機器に回転速度調整命令を送信して、家電機器が回転速度調整命令に基づいて、家
電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するように構成される第２の送信モ
ジュールと、をさらに含む。
【００２５】
　１つの実施例において、命令生成モジュールは、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に
基づいて、回転速度調整命令を生成するように構成される。
【００２６】
　好ましくは、上記モード切替装置は、着用可能型のデバイス、及び家電機器と予めバイ
ンディング関係を確立するように構成されるバインディング確立モジュールをさらに含む
。
【００２７】
　本発明の実施例の第５の態様によると、家電機器に用いられるモード切替装置を提供し
、当該モード切替装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え、
　前記サイレントモードで運転するように構成される。
【００２８】
　本発明の実施例の第６の態様によると、家電機器に接続されている制御装置に用いられ
るモード切替装置を提供し、当該モード切替装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、
　前記ユーザが睡眠状態にある場合、前記家電機器にモード切替命令を送信して、前記家
電機器が前記モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替
え、前記サイレントモードで運転するように構成される。
　本発明の実施例の第７の態様によると、プログラムを提供し、当該プログラムは、プロ
セッサに実行されることにより、上記モード切替方法を実現する。
　本発明の実施例の第８の態様によると、記録媒体を提供し、当該記録媒体には、上記プ
ログラムが記録されている。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の実施例に係る提案は、以下の有益な効果を有する。
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モ
ードをサイレントモードに切り替え、サイレントモードで運転することによって、リモコ
ンまたは手動で家電機器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として人
為的な制御によるため、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過
程を簡単化し、サイレントモードの運転を自動的に制御するという効果を達成できる。
【００３０】
　以上の一般的な記述及び以下の詳細な記述は、例示のものに過ぎず、本開示を限定する
ものではないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　ここの図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に当該当する実
施例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈するために用いられる。
【００３２】
【図１】本発明の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模式的に示す図
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である。
【図２】例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。
【図３】別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の別の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模式的に示
す図である。
【図５】さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。
【図６】さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明のさらに別の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模式
的に示す図である。
【図８】さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。
【図９】例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
【図１０】別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
【図１１】さらに別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
【図１２】さらに別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
【図１３】例示的な実施例に係るモードの切替に用いられる装置を示すブロック図である
。
【図１４】別の例示的な実施例に係るモードの切替に用いられる装置を示すブロック図で
ある。
【００３３】
　以上の図面を通じて、本発明の実施例を例示しているが、そのさらに具体的な内容につ
いては後述する。これらの図面及び文字記載は、本発明の趣旨の範囲を限定するためのも
のではなく、特定の実施例を参照として、当業者に本発明のコンセプトを理解させるため
のものである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　ここで、図面に示される例示的な実施例について詳細に説明する。以下、図面に関連し
て説明する際に、特別な説明がない限り、異なる図面での同一符号は、同一または類似な
要素を示す。以下の例示的な実施例で記載する実施形態は、本発明に一致する全ての実施
形態を代表するわけではない。むしろ、それらは、添付される特許請求の範囲で詳細に記
載される本発明の一部の態様に一致する装置、及び方法の例に過ぎない。
【００３５】
　図１は、本発明の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模式的に示す
図である。当該実施環境は、着用可能型のデバイス１２０（ウェアラブルデバイス）、及
び家電機器１４０を含む。
【００３６】
　ここで、着用可能型のデバイス１２０は、無線接続の方式で家電機器１４０に接続可能
である。無線接続は、例えば、ブルートゥース接続、又はＷｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
－Ｆｉｄｅｌｉｔｙ：ワイファイ）接続である。
【００３７】
　着用可能型のデバイス１２０は、ユーザの生体データを収集し、当該生体データを家電
機器１４０に送信することができる電子機器である。当該生体データは、心拍、脈及び体
動のうちの少なくとも１つを含む。実際の実行において、当該着用可能型のデバイス１２
０は、スマート・ブレスレット、スマートウォッチ、スマートハンドチェーン、スマート
ネックレス、スマート指輪、または、スマートメガネであってもよい。着用可能型のデバ
イス１２０には、一般的にユーザの生体データを収集するための脈センサ、心拍数センサ
、重力加速度センサ、及びジャイロスコープセンサ等のセンサが実装されている。
【００３８】
　家電機器１４０は、扇風機、空調装置、加湿器および空気清浄器のうちの少なくとも１
つを含む。本発明の各実施例においては、家電機器が空気清浄器であることを例として説
明する。
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【００３９】
　図２は、例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。本実施例
は、当該モード切替方法が図１に示す実施環境に応用されることを例として説明する。図
２に示すように、当該モード切替方法は、以下のステップを含むことができる。
【００４０】
　ステップ２０２において、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する。
【００４１】
　ステップ２０４において、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレン
トモードに切り替える。
【００４２】
　ステップ２０６において、サイレントモードで運転する。
【００４３】
　本実施例に係るモード切替方法によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出し、ユ
ーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え、サイレン
トモードで運転することによって、リモコンまたは手動で家電機器の運転モードをサイレ
ントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるため、操作が比較的煩雑であ
るという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイレントモードの運転を自動
的に制御できるという効果を達成できる。
【００４４】
　図３は、別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである。本実
施例は、当該モード切替方法が図１に示す実施環境に応用されることを例として説明する
。当該モード切替方法は、以下の複数のステップを含むことができる。
【００４５】
　ステップ３０１において、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する。
【００４６】
　家電機器による、ユーザが睡眠状態にあるか否かの検出は、以下のような３種の異なる
実現方式を含む。
【００４７】
　第１種の実現可能な方式として、当該ステップ３０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【００４８】
　１．着用可能型のデバイスは、ユーザの心拍、脈及び体動のうちの少なくとも１つを含
む生体データを収集する。
【００４９】
　２．着用可能型のデバイスは、収集したユーザの生体データを家電機器に送信する。
【００５０】
　３．家電機器は、当該生体データに基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出す
る。
【００５１】
　着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡眠状態における正常値より低い
、及び／または、対応する体動が所定の回数より少ない場合、家電機器は、当該ユーザが
睡眠状態にあると検出する。着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡眠状
態における正常値である、及び／または、対応する体動が所定の回数より多い場合、家電
機器は、当該ユーザが非睡眠状態にあると検出する。
【００５２】
　第２種の実現可能な方式として、当該ステップ３０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【００５３】
　１．家電機器は、無線アクセスポイントの作動状態を取得する。
【００５４】
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　無線アクセスポイントは、例えば、家におけるＷｉ－Ｆｉネットワークをサポートする
ルータである。無線アクセスポイントは、手動でオンまたはオフされてその無線アクセス
ポイントの作動状態が変更されてもよく、ユーザによって予め設定された作動時間の間に
運転し、非作動時間にオフされてその無線アクセスポイントの作動状態が変更されてもよ
い。
【００５５】
　例えば、ユーザは、予め９：００～２３：００を無線アクセスポイントの作動時間、２
３：００～翌日の９：００を無線アクセスポイントの非作動時間に設定することができる
。９：００～２３：００の間に家電機器により取得される無線アクセスポイントの状態は
、作動状態であり、２３：００～翌日９：００の間に家電機器により取得される無線アク
セスポイントの状態は、非作動状態である。
【００５６】
　２．家電機器は、無線アクセスポイントの作動状態に基づいて、ユーザが睡眠状態にあ
るか否かを検出する。
【００５７】
　無線アクセスポイントが作動状態にある場合、家電機器は、ユーザが非睡眠状態にある
と検出する。無線アクセスポイントが非作動状態である場合、家電機器は、ユーザが睡眠
状態にあると検出する。
【００５８】
　第３種の実現可能な方式として、当該ステップ３０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【００５９】
　１．家電機器は、現在環境のノイズ値を取得する。
【００６０】
　家電機器は、内蔵されているノイズ計またはマイクロホンによって、現在環境のノイズ
値を取得する。
【００６１】
　２．家電機器は、現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検
出する。
【００６２】
　現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ値より大きい場合、家電機器は、ユー
ザが非睡眠状態にあると検出する。現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ値よ
り小さい場合、家電機器は、ユーザが睡眠状態にあると検出する。
【００６３】
　説明すべきことは、実際的に当該ステップを実現する過程において、上記の実現方式の
うちの１種によって、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、そのうちの任意
の２種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、あ
るいは、３種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよ
い。ここで、３種の実現方式の組み合わせによる検出結果は、そのうちの任意の２種の実
現方式の組み合わせによる検出結果より信頼性が高く、任意の２種の実現方式の組み合わ
せによる検出結果は、そのうちの１種の実現方式による検出結果より信頼性が高い。
【００６４】
　上記の実現方式のうちの任意の２種の実現方式、または、３種の実現方式を組み合わせ
る組合せ方法の場合、所定の重み割合に従い、それぞれ２種の実現方式の重み値、または
、３種の実現方式的重み値を設定し、異なる重み値に基づいて、当該組合せ実現方式の検
出結果をまとめて算出することができる。
【００６５】
　ステップ３０２において、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレン
トモードに切り替える。
【００６６】
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　ステップ３０３において、当該サイレントモードで運転する。
【００６７】
　家電機器は、当該サイレントモードで運転する。サイレントモードで運転することは、
例えば以下の状況を含む。
【００６８】
　家電機器にマフラが設置されている場合、例えば、マフラが設置されている空気清浄器
の場合、家電機器は、当該マフラを作動させる。マフラは、例えば、空気動力装置（例え
ば、ファンや送風機などの排気口のノイズが比較的大きい装置）の気流通路、または、吸
気／排気システムに設けられた消音層、または、消音アセンブリである。
【００６９】
　家電機器にファンが取り付けられている場合、着用可能型のデバイスにより収集された
生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出し、ユーザの睡眠品質に基づいて、家電
機器中に取り付けられたファンの回転速度を調整する。
【００７０】
　当該サブステップ２は、以下のサブステップを含むが、これらに限らない。
【００７１】
　（１）家電機器は、着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユ
ーザの睡眠品質を検出する。
【００７２】
　ユーザが睡眠状態にある場合、当該ユーザの睡眠品質は、第１の睡眠品質と第２の睡眠
品質に分けられ、第１の睡眠品質は、「浅い睡眠状態」とも称され、第２の睡眠品質は、
「深い睡眠状態」とも称される。且つ、第１の睡眠品質の睡眠効果は、第２の睡眠品質の
睡眠効果より悪い。
【００７３】
　当該生体データが第１の睡眠品質の生体データに合致する場合、家電機器は、ユーザの
睡眠品質が第１の睡眠品質であると検出する。当該生体データが第２の睡眠品質の生体デ
ータに合致する場合、家電機器は、ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であると検出する
。
【００７４】
　（２）ユーザの睡眠品質に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回転速度
を調整する。
【００７５】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質である場合、家電機器は、ファンの回転速度を第１
の回転速度に調整する。ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質である場合、家電機器は、フ
ァンの回転速度を第２の回転速度に調整する。ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２
の睡眠品質の睡眠効果より悪いので、第１の回転速度は第２の回転速度より低い。
【００７６】
　例えば、表１は、睡眠品質に基づいてファンの回転速度を調整する例を示す。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　ここで、Ａ＜Ｂである。
【００７９】
　当該サブステップ２は、以下のような他の実現方式をさらに含んでもよい。
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【００８０】
　家電機器は、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、ファンの回転速度を調整
する。即ち、家電機器は、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質をまとめて考慮してもよい
。調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整さ
れたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の相関関係を有する。
【００８１】
　仮に、現在の空気質が第１の空気質、第２の空気質、及び第３の空気質に分けられると
する。ここで、第１の空気質は、第２の空気質より良く、第２の空気質は、第３の空気質
より良い。
【００８２】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第１の回転速度に調整する。
【００８３】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第２の回転速度に調整する。
【００８４】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第３の回転速度に調整する。
【００８５】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第４の回転速度に調整する。
【００８６】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第５の回転速度に調整する。
【００８７】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
家電機器は、ファンの回転速度を第６の回転速度に調整する。
【００８８】
　ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠効果より悪く、第１の空気
質が第２の空気質より良く、第２の空気質が第３の空気質より良いので、第１の回転速度
は、第２の回転速度より小さく、第２の回転速度は、第３の回転速度より小さく、第３の
回転速度は、第４の回転速度より小さく、第４の回転速度は、第５の回転速度より小さく
、第５の回転速度は、第６の回転速度より小さい。
【００８９】
　例えば、表２は、睡眠品質及び現在の空気質に基づいてファンの回転速度を調整する例
を示す。
【００９０】
【表２】

【００９１】
　ここで、Ａ＜Ｂ＜Ｃ＜Ｄ＜Ｅ＜Ｆである。
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【００９２】
　要するに、本実施例に係るモード切替方法によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え
、サイレントモードで運転することによって、リモコンまたは手動で家電機器の運転モー
ドをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるため、操作が比較
的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイレントモードの
運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【００９３】
　本実施例に係るモード切替方法によると、さらに、サイレントモードにおいて、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出し、ユー
ザの睡眠品質に基づいて家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整すること
によって、異なる睡眠品質に従いファンの回転速度を自動的に調整するとともに、ノイズ
を低減するという効果を達成できる。
【００９４】
　図４は、本発明の別の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模式的に
示す。当該実施環境は、着用可能型のデバイス４２０、家電機器４４０、およびゲートウ
ェイ装置４６０を含む。
【００９５】
　ここで、着用可能型のデバイス４２０、及び家電機器４４０は、それぞれ無線接続の方
式でゲートウェイ装置４６０に接続することができる。無線接続は、例えば、ブルートゥ
ース接続、又はＷｉ－Ｆｉ接続である。
【００９６】
　着用可能型のデバイス４２０は、ユーザの生体データを収集し、当該生体データをゲー
トウェイ装置４６０に送信することができる電子機器である。当該生体データは、心拍、
脈及び体動のうちの少なくとも１つを含む。実際の実行において、当該着用可能型のデバ
イス４２０は、スマート・ブレスレット、スマートウォッチ、スマートハンドチェーン、
スマートネックレス、スマート指輪またはスマートメガネであってもよい。着用可能型の
デバイス４２０には、一般的にユーザの生体データを収集するための脈センサ、心拍数セ
ンサ、重力加速度センサ、及びジャイロスコープセンサ等のセンサが実装されている。
【００９７】
　家電機器４４０は、扇風機、空調装置、加湿器及び空気清浄器のうちの少なくとも１つ
を含む。本発明の各実施例においては、家電機器が空気清浄器であることを例として説明
する。
【００９８】
　ゲートウェイ装置４６０は、ルータまたは交換機であってもよい。本実施例においては
、ゲートウェイ装置がルータであることを例として説明する。
【００９９】
　図５は、さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである
。本実施例は、当該モード切替方法が図４に示すゲートウェイ装置４６０に応用されるこ
とを例として説明する。図５に示すように、当該モード切替方法は、以下の複数のステッ
プを含むことができる。
【０１００】
　ステップ５０２において、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する。
【０１０１】
　ステップ５０４において、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を
送信する。家電機器は、当該モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレント
モードに切り替え、サイレントモードで運転する。
【０１０２】
　要するに、本実施例に係るモード切替方法によると、ゲートウェイ装置によりユーザが
睡眠状態にあるか否かを検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命
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令を送信して、家電機器が当該モード切替命令に基づいて現在の運転モードをサイレント
モードに切り替えるとともにサイレントモードで運転するようにすることによって、リモ
コンまたは手動で家電機器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として
人為的な制御によるため、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替
過程を簡単化し、サイレントモードの運転を自動的に制御するという効果を達成できる。
【０１０３】
　図６は、さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである
。本実施例は、当該モード切替方法が図４に示す実施環境に応用されることを例として説
明する。当該モード切替方法は、以下の複数のステップを含むことができる。
【０１０４】
　ステップ６０１において、ルータは、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する。
【０１０５】
　ルータによる、ユーザが睡眠状態にあるか否かの検出は、以下のような３種の異なる実
現方式を含む。
【０１０６】
　第１種の実現可能な方式として、当該ステップ６０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１０７】
　１．着用可能型のデバイスは、ユーザの心拍、脈及び体動のうちの少なくとも１つを含
む生体データを収集する。
【０１０８】
　２．着用可能型のデバイスは、収集したユーザの生体データをルータに送信する。
【０１０９】
　３．ルータは、当該生体データに基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する
。
【０１１０】
　着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡眠状態における正常値より低い
、及び／または、対応する体動が所定の回数より少ない場合、ルータは、当該ユーザが睡
眠状態にあると検出する。着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡眠状態
における正常値である、及び／または、対応する体動が所定の回数より多い場合、ルータ
は、当該ユーザが非睡眠状態にあると検出する。
【０１１１】
　第２種の実現可能な方式として、当該ステップ６０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１１２】
　１．ルータは、無線アクセスポイントの作動状態を取得する。
【０１１３】
　無線アクセスポイントは、例えば、家におけるＷｉ－Ｆｉネットワークをサポートする
ルータである。無線アクセスポイントは、手動でオンまたはオフされてその無線アクセス
ポイントの作動状態が変更されてもよく、ユーザによって予め設定された作動時間の間に
運転し、非作動時間にオフされてその無線アクセスポイントの作動状態が変更されてもよ
い。
【０１１４】
　例えば、ユーザは、予め９：００～２３：００を無線アクセスポイントの作動時間、２
３：００～翌日の９：００を無線アクセスポイントの非作動時間に設定することができる
。９：００～２３：００の間にルータにより取得される無線アクセスポイントの状態は、
作動状態であり、２３：００～翌日９：００の間にルータにより取得される無線アクセス
ポイントの状態は、非作動状態である。
【０１１５】
　２．ルータは、無線アクセスポイントの作動状態に基づいて、ユーザが睡眠状態にある
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か否かを検出する。
【０１１６】
　無線アクセスポイントが作動状態にある場合、ルータは、ユーザが非睡眠状態にあると
検出する。無線アクセスポイントが非作動状態にある場合、ルータは、ユーザが睡眠状態
にあると検出する。
【０１１７】
　第３種の実現可能な方式として、当該ステップ６０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１１８】
　１．家電機器は、現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値をルータに送
信する。
【０１１９】
　家電機器は、内蔵されているノイズ計またはマイクロホンによって、現在環境のノイズ
値を取得し、当該現在環境のノイズ値をルータに送信する。
【０１２０】
　２．ルータは、現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出
する。
【０１２１】
　現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ値より大きい場合、ルータは、ユーザ
が非睡眠状態にあると検出する。現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ値より
小さい場合、ルータは、ユーザが睡眠状態にあると検出する。
【０１２２】
　説明すべきことは、実際的に当該ステップを実現する過程において、上記の実現方式の
うちの１種によって、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、そのうちの任意
の２種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、あ
るいは、３種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよ
い。ここで、３種の実現方式の組み合わせによる検出結果は、そのうちの任意の２種の実
現方式の組み合わせによる検出結果より信頼性が高く、任意の２種の実現方式の組み合わ
せによる検出結果は、そのうちの１種の実現方式による検出結果より信頼性が高い。
【０１２３】
　補足説明すべきことは、上記の実現方式のうちの任意の２種の実現方式、または、３種
の実現方式を組み合わせる組合せ方法の場合、所定の重み割合に従い、それぞれ２種の実
現方式の重み値、または、３種の実現方式的重み値を設定し、異なる重み値に基づいて、
当該組合せ実現方式の検出結果をまとめて算出することができる。
【０１２４】
　ステップ６０２において、ユーザが睡眠状態にある場合、ルータは、家電機器にモード
切替命令を送信する。
【０１２５】
　ステップ６０３において、家電機器は、当該モード切替命令を受信すると、現在の運転
モードをサイレントモードに切り替える。
【０１２６】
　ステップ６０４において、家電機器は、当該サイレントモードで運転する。
【０１２７】
　家電機器にマフラが設置されている場合、例えば、マフラが設置されている空気清浄器
の場合、空気清浄器は、当該マフラを作動させる。マフラは、例えば、空気動力装置（例
えば、ファンや送風機などの排気口のノイズが比較的大きい装置）の気流通路、または、
吸気／排気システムに設けられてノイズを減少させる消音層、または、消音アセンブリで
ある。
【０１２８】
　家電機器にさらにファンが取り付けられている場合、当該方法は、さらに以下のステッ
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プを含んでもよい。
【０１２９】
　ステップ６０５において、ルータは、着用可能型のデバイスにより収集された生体デー
タに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出する。
【０１３０】
　ユーザが睡眠状態にある場合、当該ユーザの睡眠品質は、第１の睡眠品質と第２の睡眠
品質に分けられ、第１の睡眠品質は、「浅い睡眠状態」とも称され、第２の睡眠品質は、
「深い睡眠状態」とも称される。且つ、第１の睡眠品質の睡眠効果は、第２の睡眠品質の
睡眠効果より悪い。
【０１３１】
　当該生体データが第１の睡眠品質の生体データに合致する場合、ルータは、ユーザの睡
眠品質が第１の睡眠品質であると検出する。当該生体データが第２の睡眠品質の生体デー
タに合致する場合、ルータは、ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であると検出する。
【０１３２】
　ステップ６０６において、ルータは、ユーザの睡眠品質に基づいて、回転速度調整命令
を生成する。
【０１３３】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質である場合、ルータは、第１の回転速度調整命令を
生成する。ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質である場合、ルータは、第２の回転速度調
整命令を生成する。ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠効果より
悪いので、第１の回転速度は、第２の回転速度より低い。
【０１３４】
　ステップ６０７において、ルータは、家電機器に回転速度調整命令を送信する。
【０１３５】
　ルータは、家電機器に回転速度調整命令を送信する。本実施例において、第１の睡眠品
質が第１の回転速度に対応し、第２の睡眠品質が第２の回転速度に対応することのみを例
とすると、当該回転速度調整命令は、第１の回転速度調整命令であってもよく、第２の回
転速度調整命令であってもよい。実際の実現過程において、当該回転速度調整命令は、少
なくとも２種の回転速度調整命令を含んでもよい。当該回転速度調整命令における回転速
度は、ユーザにより予め設定されてもよく、ルータの機器メンテナンスの作業員により予
め設定されてもよい。
【０１３６】
　ステップ６０８において、家電機器は、回転速度調整命令に基づいて、家電機器に取り
付けられているファンの回転速度を調整する。
【０１３７】
　第１の回転速度調整命令を受信すると、家電機器は、ファンの回転速度を第１の回転速
度に調整する。第２の回転速度調整命令を受信すると、家電機器は、ファンの回転速度を
第２の回転速度に調整する。ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠
効果より悪いので、第１の回転速度は、第２の回転速度より小さい。
【０１３８】
　上記ステップ６０７とステップ６０８は、次のような取替え可能な実現方式をさらに含
んでもよい。
【０１３９】
　ルータは、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、家電機器に取り付けられて
いるファンの回転速度を調整する。
【０１４０】
　ルータは、着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユーザの睡
眠品質を検出する。家電機器は、現在の空気質を検出し、当該現在の空気質をルータに送
信する。ルータは、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて回転速度調整命令を生
成する。ルータは、家電機器に回転速度調整命令を送信する。家電機器は、回転速度調整



(18) JP 6178929 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

命令に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整する。
【０１４１】
　即ち、ルータは、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質をまとめて考慮してファンの回転
速度を制御することができる。調整されたファンの回転速度の高低は、睡眠品質の高低と
正の相関関係を有し、調整されたファンの回転速度の高低は、現在の空気質の高低と負の
相関関係を有する。
【０１４２】
　仮に、現在の空気質が第１の空気質、第２の空気質、及び第３の空気質に分けられると
する。ここで、第１の空気質は、第２の空気質より良く、第２の空気質は、第３の空気質
より良い。
【０１４３】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第１の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第１の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第１の回転速度に調整する。
【０１４４】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第２の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第２の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第２の回転速度に調整する。
【０１４５】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第３の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第３の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第３の回転速度に調整する。
【０１４６】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第４の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第４の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第４の回転速度に調整する。
【０１４７】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第５の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第５の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第５の回転速度に調整する。
【０１４８】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
ルータは、家電機器に第６の回転速度調整命令を送信し、家電機器は、第６の回転速度調
整命令に基づいて、ファンの回転速度を第６の回転速度に調整する。
【０１４９】
　ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠効果より悪く、第１の空気
質が第２の空気質より良く、第２の空気質が第３の空気質より良いので、第１の回転速度
は、第２の回転速度より小さく、第２の回転速度は、第３の回転速度より小さく、第３の
回転速度は、第４の回転速度より小さく、第４の回転速度は、第５の回転速度より小さく
、第５の回転速度は、第６の回転速度より小さい。
【０１５０】
　補足説明すべきことは、本実施例に係るモード切替方法は、ルータが着用可能型のデバ
イス及び家電機器と予めバインディング関係を確立するステップをさらに含んでもよい。
【０１５１】
　ルータは、ルータ識別子、着用可能型のデバイス識別子、及び家電機器識別子に基づい
て、ルータと、着用可能型のデバイス及び家電機器との間にバインディング関係を確立す
る。家電機器は、バインディング関係が確立されたルータから送信された制御命令のみを
受信する。
【０１５２】
　要するに、本実施例に係るモード切替方法によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
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検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器
が当該モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えると
ともにサイレントモードで運転するようにすることによって、リモコンまたは手動で家電
機器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるた
め、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイ
レントモードの運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【０１５３】
　本実施例に係るモード切替方法によると、さらに、サイレントモードにおいて、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出し、ユー
ザの睡眠品質に基づいて家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整すること
によって、異なる睡眠品質に従いファンの回転速度を自動的に調整するとともに、ノイズ
を低減するという効果を達成できる。
【０１５４】
　図７は、本発明のさらに別の実施例に係るモード切替方法に関する実施環境の構成を模
式的に示す図である。当該実施環境は、着用可能型のデバイス７２０、家電機器７４０、
ゲートウェイ装置７６０、及びモバイル端末７８０を含む。
【０１５５】
　ここで、モバイル端末７８０と家電機器７４０は、それぞれ無線接続の方式でゲートウ
ェイ装置７６０に接続することができる。無線接続は、例えば、ブルートゥース接続、又
はＷｉ－Ｆｉ接続である。着用可能型のデバイス７２０も、無線接続の方式でモバイル端
末７８０に接続することができる。
【０１５６】
　着用可能型のデバイス７２０は、ユーザの生体データを収集し、当該生体データをゲー
トウェイ装置７６０に送信することができる電子機器である。当該生体データは、心拍、
脈及び体動のうちの少なくとも１つを含む。実際の実行において、当該着用可能型のデバ
イス７２０は、スマート・ブレスレット、スマートウォッチ、スマートハンドチェーン、
スマートネックレス、スマート指輪またはスマートメガネであってもよい。着用可能型の
デバイス７２０には、一般的にユーザの生体データを収集するための脈センサ、心拍数セ
ンサ、重力加速度センサ、及びジャイロスコープセンサ等のセンサが実装されている。
【０１５７】
　家電機器７４０は、扇風機、空調装置、加湿器、及び空気清浄器のうちの少なくとも１
つを含む。本発明の各実施例においては、家電機器が空気清浄器であることを例として説
明する。
【０１５８】
　ゲートウェイ装置７６０は、ルータまたは交換機であってもよい。本実施例においては
、ゲートウェイ装置がルータであることを例として説明する。
【０１５９】
　モバイル端末７８０は、スマートフォン、タブレットＰＣ、電子ブックリーダーまたは
ノートパソコンのような電子機器であってもよい。モバイル端末７８０の本実施例で発揮
する機能は、図４に示すゲートウェイ装置４６０と類似である。モバイル端末７８０とゲ
ートウェイ装置４６０は、いずれも家電機器に接続された制御装置と称することができる
。
【０１６０】
　図８は、さらに別の例示的な実施例に係るモード切替方法を示すフローチャートである
。本実施例においては、当該モード切替方法が図７に示す実施環境に応用されることを例
として説明する。当該モード切替方法は、以下の複数のステップを含むことができる。
【０１６１】
　ステップ８０１において、モバイル端末は、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出する
。
【０１６２】
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　モバイル端末による、ユーザが睡眠状態にあるか否かの検出は、以下のような３種の異
なる実現方式を含む。
【０１６３】
　第１種の実現可能な方式として、当該ステップ８０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１６４】
　１．着用可能型のデバイスは、ユーザの心拍、脈及び体動のうちの少なくとも１つを含
む生体データを収集する。
【０１６５】
　２．着用可能型のデバイスは、収集したユーザの生体データをルータに送信し、ルータ
は、当該生体データをモバイル端末に送信する。
【０１６６】
　３．モバイル端末は、当該生体データに基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検
出する。
【０１６７】
　着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡眠状態における正常値より低い
、及び／または、対応する体動が所定の回数より少ない場合、モバイル端末は、当該ユー
ザが睡眠状態にあると検出する。着用可能型のデバイスにより収集された心拍、脈が非睡
眠状態における正常値である、及び／または、対応する動作が所定の回数より多い場合、
モバイル端末は、当該ユーザが非睡眠状態にあると検出する。
【０１６８】
　第２種の実現可能な方式として、当該ステップ８０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１６９】
　１．モバイル端末は、無線アクセスポイントの作動状態を取得する。
【０１７０】
　無線アクセスポイントは、例えば、家におけるＷｉ－Ｆｉネットワークをサポートする
ルータである。無線アクセスポイントは、手動でオンまたはオフされてその無線アクセス
ポイントの作動状態が変更されてもよく、ユーザによって予め設定された作動時間の間に
運転し、非作動時間にオフされてその無線アクセスポイントの作動状態が変更されてもよ
い。
【０１７１】
　例えば、ユーザは、予め９：００～２３：００を無線アクセスポイントの作動時間、２
３：００～翌日の９：００を無線アクセスポイントの非作動時間に設定することができる
。９：００～２３：００の間にルータにより取得される無線アクセスポイントの状態は、
作動状態であり、２３：００～翌日９：００の間にルータにより取得される無線アクセス
ポイントの状態は、非作動状態である。
【０１７２】
　２．モバイル端末は、無線アクセスポイントの作動状態に基づいて、ユーザが睡眠状態
にあるか否かを検出する。
【０１７３】
　無線アクセスポイントが作動状態にある場合、モバイル端末は、ユーザが非睡眠状態に
あると検出する。無線アクセスポイントが非作動状態にある場合、モバイル端末は、ユー
ザが睡眠状態にあると検出する。
【０１７４】
　第３種の実現可能な方式として、当該ステップ８０１は、以下のサブステップを含むが
、これらに限らない。
【０１７５】
　１．家電機器は、現在環境のノイズ値を取得し、当該現在環境のノイズ値をルータに送
信し、ルータは、当該現在環境のノイズ値をモバイル端末に転送する。
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【０１７６】
　家電機器は、内蔵されているノイズ計またはマイクロホンによって、現在環境のノイズ
値を取得し、当該現在環境のノイズ値をルータに送信し、ルータは、当該現在環境のノイ
ズ値をモバイル端末に転送する。
【０１７７】
　２．モバイル端末は、現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否か
を検出する。
【０１７８】
　現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ値より大きい場合、モバイル端末は、
ユーザが非睡眠状態にあると検出する。現在環境のノイズ値が睡眠状態で耐え得るノイズ
値より小さい場合、モバイル端末は、ユーザが睡眠状態にあると検出する。
【０１７９】
　説明すべきことは、実際的に当該ステップを実現する過程において、上記の実現方式の
うちの１種によって、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、そのうちの任意
の２種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよく、あ
るいは、３種の実現方式を組み合わせて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出してもよ
い。ここで、３種の実現方式の組み合わせによる検出結果は、そのうちの任意の２種の実
現方式の組み合わせによる検出結果より信頼性が高く、任意の２種の実現方式の組み合わ
せによる検出結果は、そのうちの１種の実現方式による検出結果より信頼性が高い。
【０１８０】
　補足説明すべきことは、上記の実現方式のうちの任意の２種の実現方式、または、３種
の実現方式を組み合わせる組合せ方法の場合、所定の重み割合に従い、それぞれ２種の実
現方式の重み値、または、３種の実現方式的重み値を設定し、異なる重み値に基づいて、
当該組合せ実現方式の検出結果をまとめて算出することができる。
【０１８１】
　ステップ８０２において、ユーザが睡眠状態にある場合、モバイル端末は、ルータに家
電機器モード切替命令を送信する。
【０１８２】
　ステップ８０３において、ルータは、当該モード切替命令を家電機器に転送する。
【０１８３】
　ステップ８０４において、家電機器は、当該モード切替命令を受信すると、現在の運転
モードをサイレントモードに切り替える。
【０１８４】
　ステップ８０５において、家電機器は、当該サイレントモードで運転する。
【０１８５】
　家電機器にマフラが設置されている場合、例えば、マフラが設置されている空気清浄器
の場合、空気清浄器は、当該マフラを作動させる。マフラは、例えば、空気動力装置（例
えば、ファンや送風機などの排気口のノイズが比較的大きい装置）の気流通路、または、
吸気／排気システムに設けられてノイズを減少させる消音層、または、消音アセンブリで
ある。
【０１８６】
　家電機器にさらにファンが設置されている場合、当該方法は、モバイル端末が、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検出するス
テップ８０６をさらに含んでもよい。
【０１８７】
　ユーザが睡眠状態にある場合、当該ユーザの睡眠品質は、第１の睡眠品質と第２の睡眠
品質に分けられ、第１の睡眠品質は、「浅い睡眠状態」とも称され、第２の睡眠品質は、
「深い睡眠状態」とも称される。且つ、第１の睡眠品質の睡眠効果は、第２の睡眠品質の
睡眠効果より悪い。
【０１８８】
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　当該生体データが第１の睡眠品質の生体データに合致する場合、モバイル端末は、ユー
ザの睡眠品質が第１の睡眠品質であると検出する。当該生体データが第２の睡眠品質の生
体データに合致する場合、モバイル端末は、ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であると
検出する。
【０１８９】
　ステップ８０７において、モバイル端末は、ユーザの睡眠品質に基づいて回転速度調整
命令を生成する。
【０１９０】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質である場合、モバイル端末は、第１の回転速度調整
命令を生成する。ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質である場合、モバイル端末は、第２
の回転速度調整命令を生成する。ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の
睡眠効果より悪いので、第１の回転速度は、第２の回転速度より小さい。
【０１９１】
　ステップ８０８において、モバイル端末は、ルータに家電機器回転速度調整命令を送信
する。
【０１９２】
　モバイル端末は、ルータに家電機器回転速度調整命令を送信する。本実施例において、
第１の睡眠品質が第１の回転速度に対応し、第２の睡眠品質が第２の回転速度に対応する
ことのみを例とすると、当該回転速度調整命令は、第１の回転速度調整命令であってもよ
く、第２の回転速度調整命令であってもよい。実際の実現過程において、当該回転速度調
整命令は、少なくとも２種の回転速度調整命令を含んでもよい。当該回転速度調整命令に
おける回転速度は、ユーザにより予め設定されてもよく、モバイル端末の機器メンテナン
スの作業員により予め設定されてもよい。
【０１９３】
　ステップ８０９において、ルータは、当該回転速度調整命令を家電機器に転送する。
【０１９４】
　ステップ８１０において、家電機器は、回転速度調整命令に基づいて、家電機器に取り
付けられているファンの回転速度を調整する。
【０１９５】
　第１の回転速度調整命令を受信すると、家電機器は、ファンの回転速度を第１の回転速
度に調整する。第２の回転速度調整命令を受信すると、家電機器は、ファンの回転速度を
第２の回転速度に調整する。ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠
効果より悪いので、第１の回転速度は、第２の回転速度より小さい。
【０１９６】
　上記ステップ８０８乃至ステップ８１０は、次のような取替え可能な実現方式をさらに
含む。
【０１９７】
　モバイル端末は、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、家電機器に取り付け
られているファンの回転速度を調整する。
【０１９８】
　モバイル端末は、着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユー
ザの睡眠品質を検出する。家電機器は、現在の空気質を検出し、当該現在の空気質をルー
タに送信する。ルータは、当該現在の空気質をモバイル端末に転送する。モバイル端末は
、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基づいて、回転速度調整命令を生成する。モバイ
ル端末は、ルータに家電機器回転速度調整命令を送信する。ルータは、当該回転速度調整
命令を家電機器に転送する。家電機器は、回転速度調整命令に基づいて、家電機器に取り
付けられているファンの回転速度を調整する。
【０１９９】
　即ち、モバイル端末は、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質をまとめて考慮してファン
の回転速度を制御及び調整することができる。調整されたファンの回転速度の高低は、睡
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眠品質の高低と正の相関関係を有し、調整されたファンの回転速度の高低は、現在の空気
質の高低と負の相関関係を有する。
【０２００】
　仮に、現在の空気質が第１の空気質、第２の空気質、及び第３の空気質に分けられると
する。ここで、第１の空気質は、第２の空気質より良く、第２の空気質は、第３の空気質
より良い。
【０２０１】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第１の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第１の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第１の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第１の回転速度に調整する。
【０２０２】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第１の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第２の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第２の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第２の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第２の回転速度に調整する。
【０２０３】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第３の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第３の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第３の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第３の回転速度に調整する。
【０２０４】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第２の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第４の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第４の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第４の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第４の回転速度に調整する。
【０２０５】
　ユーザの睡眠品質が第１の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第５の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第５の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第５の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第５の回転速度に調整する。
【０２０６】
　ユーザの睡眠品質が第２の睡眠品質であり、現在の空気質が第３の空気質である場合、
モバイル端末は、ルータに家電機器の第６の回転速度調整命令を送信し、ルータは、当該
第６の回転速度調整命令を家電機器に転送し、家電機器は、第６の回転速度調整命令に基
づいて、ファンの回転速度を第６の回転速度に調整する。
【０２０７】
　ここで、第１の睡眠品質の睡眠効果が第２の睡眠品質の睡眠効果より悪く、第１の空気
質が第２の空気質より良く、第２の空気質が第３の空気質より良いので、第１の回転速度
は、第２の回転速度より小さく、第２の回転速度は、第３の回転速度より小さく、第３の
回転速度は、第４の回転速度より小さく、第４の回転速度は、第５の回転速度より小さく
、第５の回転速度は、第６の回転速度より小さい。
【０２０８】
　補足説明すべきことは、本実施例に係るモード切替方法は、モバイル端末が着用可能型
のデバイス及び家電機器と予めバインディング関係を確立するステップをさらに含んでも
よい。
【０２０９】
　モバイル端末は、モバイル端末識別子、着用可能型のデバイス識別子、及び家電機器識
別子に基づいて、ルータ、着用可能型のデバイス、及び家電機器の間のバインディング関
係を確立する。家電機器は、バインディング関係が確立されたモバイル端末から送信され
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た制御命令のみを受信する。
【０２１０】
　要するに、本実施例に係るモード切替方法によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器
が当該モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えると
ともにサイレントモードで運転するようにすることによって、リモコンまたは手動で家電
機器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるた
め、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイ
レントモードの運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【０２１１】
　本実施例に係るモード切替方法によると、さらに、サイレントモードにおいて、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出し、ユー
ザの睡眠品質に基づいて家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整すること
によって、異なる睡眠品質に従いファンの回転速度を自動的に調整するとともに、ノイズ
を低減するという効果を達成できる。
【０２１２】
　以下は、本発明に係る方法の実施例に用いられる本発明に係る装置の実施例である。本
発明に係る装置の実施例において開示されない内容に関しては、本発明に係る方法の実施
例を参照すればよい。
【０２１３】
　図９は、例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。当該モード切
替装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組合せによって、図１に示す実施環
境における家電機器の一部または全部を構成することができる。当該モード切替装置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出モジュール９２
０と、
　ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるよう
に構成されるモード切替モジュール９４０と、
　サイレントモードで運転するように構成されるモード運転モジュール９６０と、を含む
。
【０２１４】
　要するに、本実施例に係るモード切替装置によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え
、サイレントモードで運転することによって、リモコンまたは手動で家電機器の運転モー
ドをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるため、操作が比較
的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイレントモードの
運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【０２１５】
　図１０は、別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。当該モ
ード切替装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組合せによって、図１に示す
実施環境における家電機器の一部または全部を構成することができる。当該モード切替装
置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出モジュール１０
０１と、
　ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるよう
に構成されるモード切替モジュール１００２と、
　サイレントモードで運転するように構成されるモード運転モジュール１００３と、を含
む。
【０２１６】
　好ましくは、第１の検出モジュール１００１は、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、生体データに基
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づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第１の検出サブモジ
ュール１００１１、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、無線アクセスポイントの作動状態に基づい
て、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出サブモジュー
ル１００１３、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態にあ
るか否かを検出するように構成される第３の検出サブモジュール１００１５を含む。
【０２１７】
　好ましくは、モード運転モジュール１００３は、
　家電機器にマフラが設置されている場合、マフラを作動させるように構成されるマフラ
作動サブモジュール１００３１を含む。
【０２１８】
　好ましくは、モード運転モジュール１００３は、
　着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいて、ユーザの睡眠品質を検
出するように構成される第４の検出サブモジュール１００３３と、
　ユーザの睡眠品質に基づいて、家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整
するように構成される回転速度調整サブモジュール１００３５と、を含む。
【０２１９】
　好ましくは、回転速度調整サブモジュール１００３５は、ユーザの睡眠品質及び現在の
空気質に基づいてファンの回転速度を調整するように構成される。
【０２２０】
　要するに、本実施例に係るモード切替装置によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、現在の運転モードをサイレントモードに切り替え
、サイレントモードで運転することによって、リモコンまたは手動で家電機器の運転モー
ドをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるため、操作が比較
的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイレントモードの
運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【０２２１】
　本実施例に係るモード切替装置によると、さらに、サイレントモードにおいて、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出し、ユー
ザの睡眠品質に基づいて家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整すること
によって、異なる睡眠品質に従いファンの回転速度を自動的に調整するとともに、ノイズ
を低減するという効果を達成できる。
【０２２２】
　図１１は、さらに別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
当該モード切替装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組合せによって、図４
に示す実施環境におけるルータ、または、図７に示す実施環境におけるモバイル端末の一
部または全部を構成することができる。当該モード切替装置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出モジュール１１
０２と、
　ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器がモー
ド切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるとともにサイ
レントモードで運転するように構成される第１の送信モジュール１１０４と、を含む。
【０２２３】
　要するに、本実施例に係るモード切替装置によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器
が当該モード切替命令に基づいて現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるとと
もにサイレントモードで運転するようにすることによって、リモコンまたは手動で家電機
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器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるため
、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイレ
ントモードの運転を自動的に制御するという効果を達成できる。
【０２２４】
　図１２は、さらに別の例示的な実施例に係るモード切替装置を示すブロック図である。
当該モード切替装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組合せによって、図４
に示す実施環境におけるルータ、または、図７に示す実施環境におけるモバイル端末の一
部または全部を構成することができる。当該モード切替装置は、
　ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第２の検出モジュール１２
０１と、
　ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器がモー
ド切替命令に基づいて現在の運転モードをサイレントモードに切り替えるとともにサイレ
ントモードで運転するように構成される第１の送信モジュール１２０２と、を含む。
【０２２５】
　好ましくは、第２の検出モジュール１２０１は、
　着用可能型のデバイスにより収集されたユーザの生体データを取得し、生体データに基
づいて、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第５の検出サブモジ
ュール１２０１１、
　及び／または、
　無線アクセスポイントの作動状態を取得し、無線アクセスポイントの作動状態に基づい
て、ユーザが睡眠状態にあるか否かを検出するように構成される第６の検出サブモジュー
ル１２０１３、
　及び／または、
　現在環境のノイズ値を取得し、現在環境のノイズ値に基づいて、ユーザが睡眠状態にあ
るか否かを検出するように構成される第７の検出サブモジュール１２０１５を含む。
【０２２６】
　好ましくは、当該装置は、さらに、
　着用可能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出
するように構成される第３の検出モジュール１２０３と、
　ユーザの睡眠品質に基づいて回転速度調整命令を生成するように構成される命令生成モ
ジュール１２０４と、
　家電機器に回転速度調整命令を送信して、家電機器が回転速度調整命令に基づいて家電
機器に取り付けられているファンの回転速度を調整するように構成される第２の送信モジ
ュール１２０５とを含む。
【０２２７】
　好ましくは、命令生成モジュール１２０４は、ユーザの睡眠品質及び現在の空気質に基
づいて回転速度調整命令を生成する。
【０２２８】
　好ましくは、当該装置は、さらに、
　着用可能型のデバイス及び家電機器と予めバインディング関係を確立するように構成さ
れるバインディング確立モジュール１２０６を含む。
【０２２９】
　要するに、本実施例に係るモード切替装置によると、ユーザが睡眠状態にあるか否かを
検出し、ユーザが睡眠状態にある場合、家電機器にモード切替命令を送信して、家電機器
が当該モード切替命令に基づいて、現在の運転モードをサイレントモードに切り替えると
ともにサイレントモードで運転するようにすることによって、リモコンまたは手動で家電
機器の運転モードをサイレントモードに設定する過程が依然として人為的な制御によるた
め、操作が比較的煩雑であるという問題点を解決し、モードの切替過程を簡単化し、サイ
レントモードの運転を自動的に制御できるという効果を達成できる。
【０２３０】
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　本実施例に係るモード切替装置によると、さらに、サイレントモードにおいて、着用可
能型のデバイスにより収集された生体データに基づいてユーザの睡眠品質を検出し、ユー
ザの睡眠品質に基づいて家電機器に取り付けられているファンの回転速度を調整すること
によって、異なる睡眠品質に従いファンの回転速度を自動的に調整するとともに、ノイズ
を低減するという効果を達成できる。
【０２３１】
　上記実施例に係る装置において、その各モジュールが動作を実行する具体的な方式は、
既に当該方法に係る実施例において詳細に記載されているので、ここに詳細に説明しない
。
【０２３２】
　図１３は、例示的な実施例に係るモードの切替に用いられる装置１３００のブロック図
である。当該装置が図１、図４または図７に示す実施環境における家電機器に用いられる
ことを例として説明する。
【０２３３】
　図１３を参照すると、装置１３００は、プロセスアセンブリ１３０２、メモリ１３０４
、電源アセンブリ１３０６、ファンアセンブリ１３０８、マフラアセンブリ１３１０、セ
ンサアセンブリ１３１２、及び通信アセンブリ１３１４のような１つ或いは複数のアセン
ブリを含んでもよい。
【０２３４】
　プロセスアセンブリ１３０２は、一般的には装置１３００の全体の動作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１３０２は、一つ以上のプロセッサ１３２０を含
み、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップ
を実現するようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ１３０２は、一つ以上のモジュ
ールを含んでプロセスアセンブリ１３０２と他のアセンブリとの間のインタラクションを
容易にしてもよい。
【０２３５】
　メモリ１３０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１３００の動作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１３００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１３０４は、いずれかの種類の揮発性メモリ、不揮発
性メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、Ｓ
ＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎ
ｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅ
ａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
、或いは光ディスクである。
【０２３６】
　電源アセンブリ１３０６は、装置１３００の各アセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ１３０６は、電源管理システム、一つ或いは複数の電源、及び装置１３００のため
の電力の生成、管理、及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０２３７】
　ファンアセンブリ１３０８は、装置１３００においてノイズを生成し空気質を改良する
アセンブリである。
【０２３８】
　マフラアセンブリ１３１０は、装置１３００において音声の伝播を阻止するが気流の通
過を許容する装置であり、空気動力によるノイズを除去するための重要な装置である。マ
フラアセンブリ１３１０は、空気動力装置（例えば、ファンや送風機などの排気口のノイ
ズが比較的大きい装置）の気流通路、または、吸気／排気システムに設置されてノイズを
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低減する装置であってもよい。
【０２３９】
　センサアセンブリ１３１２は、装置１３００に各方面の状態に対する評価を提供するた
めの一つ以上のセンサを含む。センサアセンブリ１３１２は、現在環境のノイズ値を検出
するように構成されるノイズ計またはマイクロホンを含んでもよい。
【０２４０】
　通信アセンブリ１３１４は、装置１３００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信
を提供する。装置１３００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施
例において、通信アセンブリ１３１４は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システ
ムからの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において
、上記通信アセンブリ１３１４は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこ
とにより、近距離通信をプッシュする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄ
ｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａ
ｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎ
ｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、及び他の技術に基づいて実現
できる。
【０２４１】
　例示的な実施例において、装置１３００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ 
Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品
によって実現されるものであり、上記図２または図３に示すモード切替方法を実行する。
【０２４２】
　例示的な実施例において、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体、
例えば命令を含むメモリ１３０４をさらに提供し、装置１３００のプロセッサ１３２０に
より上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、上記コンピュータ読取り可能な非
一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商
標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０２４３】
　図１４は、別の例示的な実施例に係るモード切替に用いられる装置１４００のブロック
図である。当該装置が図１、図４または図７に示す実施環境におけるモバイル端末に用い
られることを例として説明する。例えば、装置１４００は、携帯電話、コンピュータ、デ
ジタル放送端末、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、タブレット装置、医療設備
、フィットネス装置、ＰＤＡなどである。
【０２４４】
　図１４を参照すると、装置１４００は、プロセスアセンブリ１４０２、メモリ１４０４
、電源アセンブリ１４０６、マルチメディアアセンブリ１４０８、オーディオアセンブリ
１４１０、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１４１２、センサアセンブリ１４１４、及び
通信アセンブリ１４１６のような一つ或いは複数のアセンブリを含んでもよい。
【０２４５】
　プロセスアセンブリ１４０２は、一般的には装置１４００の全体の動作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１４０２は、一つ以上のプロセッサ１４２０を含
み、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップ
を実現するようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ１４０２は、一つ以上のモジュ
ールを含んでプロセスアセンブリ１４０２と他のアセンブリとの間のインタラクションを
容易にしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ１４０２は、マルチメディアモジュール
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を含んでマルチメディアアセンブリ１４０８とプロセスアセンブリ１４０２との間のイン
タラクションを容易にしてもよい。
【０２４６】
　メモリ１４０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１４００の動作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１４００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１４０４は、いずれかの種類の揮発性メモリ、不揮発
性メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、Ｓ
ＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎ
ｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅ
ａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
、或いは光ディスクである。
【０２４７】
　電源アセンブリ１４０６は、装置１４００の各アセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ１４０６は、電源管理システム、一つ或いは複数の電源、及び装置１４００のため
の電力の生成、管理、及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０２４８】
　マルチメディアアセンブリ１４０８は、上記装置１４００とユーザとの間に一つの出力
インタフェースを提供するスクリーンを含む。部分実施例において、スクリーンは、液晶
モニター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネル
を含むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの
入力信号を受信することができる。タッチパネルは、一つ以上のタッチセンサを含み、タ
ッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。上記タッチ
センサは、タッチ、或はスライド動作の境界だけでなく、上記タッチ、或はスライド操作
に係る継続時間、及び圧力も検出できる。部分実施例において、マルチメディアアセンブ
リ１４０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置１４００が、
例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び
／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリア
カメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を
有するものであってもよい。
【０２４９】
　オーディオアセンブリ１４１０は、オーディオ信号を入出力するように構成される。例
えば、オーディオアセンブリ１４１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１４００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ１４０４に記憶されたり、通信アセンブリ１４１６を介して送信されたりす
る。部分実施例において、オーディオアセンブリ１４１０は、オーディオ信号を出力する
ための一つのスピーカーをさらに含む。
【０２５０】
　Ｉ／Ｏインタフェース１４１２は、プロセスアセンブリ１４０２と周辺インタフェース
モジュールとの間にインタフェースを提供するものであり、上記周辺インタフェースモジ
ュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは
、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが、
これらに限定されない。
【０２５１】
　センサアセンブリ１４１４は、装置１４００に各方面の状態に対する評価を提供するた
めの一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ１４１４は、装置１４００のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態、装置１４００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的
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置１４００の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置１４００とが接触しているか否
か、装置１４００の方位、又は加速／減速、装置１４００の温度の変化を検出できる。セ
ンサアセンブリ１４１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出す
るための近接センサを含んでもよい。センサアセンブリ１４１４は、撮影アプリケーショ
ンに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤ画像センサのような光センサを含んでもよい。
部分実施例において、当該センサアセンブリ１４１４は、加速度センサ、ジャイロスコー
プセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０２５２】
　通信アセンブリ１４１６は、装置１４００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信
を提供する。装置１４００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施
例において、通信アセンブリ１４１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システ
ムからの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において
、上記通信アセンブリ１４１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこ
とにより、近距離通信をプッシュする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄ
ｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａ
ｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎ
ｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、及び他の技術に基づいて実現
できる。
【０２５３】
　例示的な実施例において、装置１４００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ 
Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品
によって実現されるものであり、上記図５、図６または図８に示すモード切替方法を実行
する。
【０２５４】
　例示的な実施例において、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体、
例えば命令を含むメモリ１４０４をさらに提供し、装置１４００のプロセッサ１４２０に
より上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、上記コンピュータ読取り可能な非
一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商
標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０２５５】
　本発明は、上記で記述し、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱し
ない状況で、様様な修正と変更を実現できる。本発明の範囲は、添付される特許請求の範
囲のみにより限定される。 
【０２５６】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０５９６７１７．７であって、出願日が２０１４年
１０月２９日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。
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