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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに記憶された制御スケジュールと、
　スケジュールインターフェースと、
　制御インターフェースと、
　前記メモリ内に記憶された命令とを備え、前記命令が前記プロセッサによって実行され
るとき、
　監視期間中に前記制御インターフェースを介して即時制御入力を受信し、受信した前記
即時制御入力を前記メモリに記録し、
　前記監視期間中に前記スケジュールインターフェースを介してスケジュール変更を受信
し、受信したスケジュール変更を前記メモリの少なくとも１つの種類に記録し、
　前記監視期間後に、記録された前記即時制御入力、記録されたスケジュール変更、及び
、前記制御スケジュールに基づいて、更新した監視期間スケジュールを生成し、
　前記更新した監視期間スケジュールを前記監視期間に対応する前記制御スケジュールの
一部に置き換え、
　前記更新した監視期間スケジュールに含まれる１つ以上の設定値を前記制御スケジュー
ル内のさらなる期間に伝播することによって前記さらなる期間に前記１つ以上の設定値を
重ね合わせる、インテリジェントコントローラ。
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【請求項２】
　前記プロセッサが、
　１つ以上のローカルプロセッサと、
　１つ以上のリモートプロセッサと、のうちの１つ以上を含み、
　前記メモリが、
　１つ以上のローカル電子メモリと、
　１つ以上のローカル大容量記憶装置と、
　１つ以上のリモート電子メモリと、
　１つ以上のリモート大容量記憶装置と、のうちの１つ以上を含む、請求項１に記載のイ
ンテリジェントコントローラ。
【請求項３】
　前記メモリに記憶された制御スケジュールが、１つ以上の設定値を含み、各設定値が、
時間及び１つ以上のパラメータ値と関連付けられている、請求項１に記載のインテリジェ
ントコントローラ。
【請求項４】
　即時制御入力が、１つ以上のインテリジェントコントローラ出力によって実装されるこ
とになる１つ以上のパラメータ値を指定するために前記制御インターフェースを介して作
成される、請求項１に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項５】
　制御スケジュール変更が、現在の時間がスケジュール設定値と関連付けられた時間と等
しいときに、１つ以上のインテリジェントコントローラ出力によって実装されることにな
る制御スケジュール設定値を指定するために前記スケジュールインターフェースを介して
入力される、請求項１に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項６】
　前記命令が、
　記録された前記即時制御入力、記録されたスケジュール変更、及び、前記制御スケジュ
ールの設定値を組み合わせ、暫定的スケジュールを生成し、
　前記即時制御入力、スケジュール変更、及び、前記暫定的スケジュールの設定値を、１
つ以上のクラスタにクラスタリングし、
　前記暫定的スケジュール内の前記１つ以上のクラスタを分解し、
　前記暫定的スケジュールの分解された前記クラスタから、前記更新した監視期間スケジ
ュールを生成することにより、前記監視期間後に、記録された前記即時制御入力、記録さ
れたスケジュール変更、及び、前記制御スケジュールに基づいて、更新した監視期間スケ
ジュールを生成する、請求項１に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項７】
　記録された前記即時制御入力、記録されたスケジュール変更、及び、前記制御スケジュ
ールの設定値を組み合わせ、前記暫定的スケジュールを生成することが、さらに、
　前記監視期間に対応する前記制御スケジュールの一部内の１つ以上のパラメータの時間
に関連する値として前記即時制御入力を表すことと、
　１つ以上のパラメータの時間に関連し、さらに前記監視期間に対応する前記制御スケジ
ュールの一部内の入力時間に関連する値として記録された制御スケジュール変更を表すこ
とと、
　表された前記即時制御入力、遡及制御スケジュール変更、及び、前記暫定的スケジュー
ルの設定値を、イベントとして考慮することとを備える、請求項６に記載のインテリジェ
ントコントローラ。
【請求項８】
　前記即時制御入力、スケジュール変更、及び、前記暫定的スケジュール内の設定値を、
１つ以上のクラスタにクラスタリングすることが、さらに、
　個別のクラスタとして、それぞれ前記個別のクラスタの他のイベントの第１の閾値時間
間隔内であるイベントの各グループをまとめることと、
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　個別のクラスタとして、前記他のイベントの第１の閾値時間間隔内でない各イベントを
収集することとを備える、請求項７に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項９】
　前記暫定的スケジュール内の前記１つ以上のクラスタを分解することが、さらに、
　クラスタが前記パラメータの値の変化傾向を示していないときにはゼロ個のイベント、
　クラスタが前記パラメータの値の増加傾向または減少傾向のいずれかを示しているとき
には１つのイベント、及び、
　クラスタ間隔の一部においてパラメータの値の増加傾向をクラスタが示し、かつクラス
タ間隔の残りの部分においてパラメータの値の減少傾向を示しているときには２つのイベ
ントのうちの１つによって各クラスタ内の複数のイベントを置き換えることを含む、請求
項８に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項１０】
　前記命令が、
　１つ以上のルールにしたがって、前記更新した監視期間スケジュールの期間に関連する
前記制御スケジュール内の１つ以上のさらなる期間を選択し、
　選択された期間のそれぞれに対して、
　前記暫定的な監視期間スケジュールの即時制御入力に対応する設定値を、前記選択され
た期間に対応する前記制御スケジュールの一部にコピーし、
　前記選択された期間に対応する前記制御スケジュールの一部を分解することにより、前
記更新した監視期間スケジュールに含まれる１つ以上の設定値を前記制御スケジュール内
のさらなる期間に伝播する、請求項１に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項１１】
　前記選択された期間に対応する前記制御スケジュールの一部を分解することが、さらに
、
　コピーされた設定値のそれぞれに対して、
　前記コピーされた設定値を削除すること、
　既存の設定値を削除すること、
　前記コピーされた設定値又は他の設定値を時間的に移動すること、及び、
　前記コピーされた設定値を変更しないことのうちの１つをもたらす１つ以上のルールを
適用することを備える、請求項１０に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項１２】
　さらに、
　初期フェーズと、
　少なくとも１つの積極的な学習フェーズと、
　１つ以上の定常状態学習フェーズとを含む前記メモリに記憶された命令によって実装さ
れた制御スケジュール学習の少なくとも３つのフェーズを備える、請求項１に記載のイン
テリジェントコントローラ。
【請求項１３】
　前記積極的な学習フェーズ中に、学習パラメータは頻繁なさらなる即時制御入力を促す
ように値が与えられ、
　前記定常状態学習フェーズ中に、学習パラメータは頻繁なさらなる即時制御入力を抑制
するように値が与えられる、請求項１２に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項１４】
　前記インテリジェントコントローラが、
　ＨＶＡＣユニット、
　加熱炉、
　空調装置、
　ヒートポンプ、
　灌漑システム、
　ポンプ、
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　ファン、
　１つ以上の光源、
　機械、
　装置、
　組織、及び、
　システムのうちの１つ以上を制御する、請求項１に記載のインテリジェントコントロー
ラ。
【請求項１５】
　前記制御スケジュールの前記設定値が、
　温度、
　液体又はガスの流速、
　エネルギ散逸率、
　圧力、
　電流密度、
　電圧、
　機械設定、
　機械部品の位置、
　計算状態、
　機械的状態、
　処理スループットのうちの１つ以上を指定する、請求項１に記載のインテリジェントコ
ントローラ。
【請求項１６】
　プロセッサと、
　メモリと、
　スケジュールインターフェースと、
　制御インターフェースと、
　前記メモリ内に記憶された命令とを備え、前記命令が前記プロセッサによって実行され
るとき、
　初期制御スケジュールを取得し、前記初期制御スケジュールを現在の制御スケジュール
としてメモリに記憶し、
　積極的な学習フェーズ中に、前記制御インターフェースを介して受信した即時制御入力
及び前記スケジュールインターフェースを介して受信したスケジュール変更に基づいて、
前記現在の制御スケジュールを変更し、
　定常状態学習フェーズ中に、前記制御インターフェースを介して受信した即時制御入力
、前記スケジュールインターフェースを介して受信したスケジュール変更、及び、履歴制
御スケジュールに基づいて、前記現在の制御スケジュールを変更し、
　前記積極的な学習フェーズ及び前記定常状態学習フェーズ中に、インテリジェントコン
トローラが、
　監視期間中に前記制御インターフェースを介して即時制御入力を受信し、受信した前記
即時制御入力をメモリに記録し、
　前記監視期間中に前記スケジュールインターフェースを介してスケジュール変更を受信
し、受信したスケジュール変更の少なくとも１つの種類を前記メモリに記録し、
　前記監視期間後に、記録された前記即時制御入力、記録されたスケジュール変更、及び
、前記現在の制御スケジュールに基づいて、更新した監視期間スケジュールを生成し、
　前記更新した監視期間スケジュールを前記監視期間に対応する前記現在の制御スケジュ
ールの一部に置き換え、
　前記更新した監視期間スケジュールに含まれる１つ以上の設定値を前記現在の制御スケ
ジュール内のさらなる期間に伝播することによって前記さらなる期間に前記１つ以上の設
定値を重ね合わせる、インテリジェントコントローラ。
【請求項１７】
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　前記インテリジェントコントローラが、
　記録された前記即時制御入力、記録されたスケジュール変更、及び、前記現在の制御ス
ケジュールの設定値を組み合わせ、暫定的スケジュールを生成し、
　前記即時制御入力、スケジュール変更、及び、前記暫定的スケジュールの設定値を、１
つ以上のクラスタにクラスタリングし、
　前記暫定的スケジュール内の前記１つ以上のクラスタを分解し、
　前記暫定的スケジュールの分解された前記クラスタから、前記更新した監視期間スケジ
ュールを生成することにより、前記監視期間後に、記録された前記即時制御入力、記録さ
れたスケジュール変更、及び、前記現在の制御スケジュールに基づいて、更新した監視期
間スケジュールを生成する、請求項１６に記載のインテリジェントコントローラ。
【請求項１８】
　１つ以上のプロセッサ及び１つ以上のメモリを含むインテリジェントコントローラ内に
実装された制御スケジュールを自動学習する方法において、
　初期制御スケジュールを取得し、前記初期制御スケジュールを現在の制御スケジュール
として前記１つ以上のメモリのうちの１つに記憶することと、
　連続する監視期間のセットのそれぞれの中で、
　制御インターフェースを介して即時制御入力を受信し、受信した前記即時制御入力を前
記１つ以上のメモリのうちの１つに記録することと、
　スケジュールインターフェースを介してスケジュール変更を受信し、受信したスケジュ
ール変更の少なくとも１つの種類を前記メモリに記録することと、
　前記連続する監視期間のセットのそれぞれの後に、
　記録された前記即時制御入力、記録された前記スケジュール変更、及び、前記現在の制
御スケジュールに基づいて、更新した監視期間スケジュールを生成することと、
　前記更新した監視期間スケジュールを前記監視期間に対応する前記現在の制御スケジュ
ールの一部と置き換えることと、
　前記更新した監視期間スケジュールに含まれる１つ以上の設定値を前記現在の制御スケ
ジュール内のさらなる期間に伝播することによって前記さらなる期間に前記１つ以上の設
定値を重ね合わせることとを備える、方法。
【請求項１９】
　さらに、
　初期制御スケジュールを取得し、前記初期制御スケジュールを現在の制御スケジュール
として前記１つ以上のメモリのうちの１つに記憶することと、
　積極的な学習フェーズ中に、制御インターフェースを介して受信した即時制御入力及び
スケジュールインターフェースを介して受信したスケジュール変更に基づいて、前記現在
の制御スケジュールを変更することと、
　定常状態学習フェーズ中に、前記制御インターフェースを介して受信した即時制御入力
、前記スケジュールインターフェースを介して受信したスケジュール変更、及び、履歴制
御スケジュールに基づいて、前記現在の制御スケジュールを変更することとを含む、請求
項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本特許出願は、２０１１年１０月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／５５０，
３４６号の利益を主張し、これは参照により本願明細書に組み込まれる。
【０００２】
発明の分野
　本特許出願は、機械学習及びインテリジェントコントローラに関し、特に、スケジュー
ル生成及びスケジュール変更インターフェースを介して受信した制御入力及び入力に基づ
いて、１つ以上の経時的な制御スケジュールを発展させて改良したインテリジェントコン
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トローラ、及び、インテリジェントコントローラ内に組み込まれる機械学習方法に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　制御システム及び制御理論は、航空機、宇宙船及び他の車両並びに輸送システムから、
コンピュータシステム、工業生産及び運転施設、工作機械、加工機械、並びに、家庭用機
器まで、多数のシステム及び技術の設計及び開発についての深刻な影響を有している調査
及び開発のより発展した分野である。制御理論は、多数の実用上のシステム制御設計原理
を包含するが、理論及び応用数学の重要なブランチでもある。様々な異なる種類のコント
ローラが、単純な閉ループフィードバック・コントローラから、複雑で適応的な状態空間
及び微分方程式ベースのプロセッサ制御による制御システムまで、多くの異なるアプリケ
ーション領域において一般に使用されている。
【０００４】
　制御モデル及びシステムからのセンサフィードバックに基づいて、システムの様々な動
的コンポーネントに対して制御信号を出力するために多くのコントローラが設計される。
動作の所定の挙動又はモードを示すために多くのシステムが設計され、したがって、所定
のシステム挙動が標準の動作状態のもとに生じるのを確実にするために、伝統的な設計及
び最適化技術によってシステムの制御コンポーネントが設計される。より困難な制御問題
は、コントローラ設計及び実装後に規定される所望のシステム動作挙動を生み出すことが
できるコントローラの設計及び実装をともなう。多くの異なる種類のコントローラ及び自
動システムの理論家、調査員及び開発者は、コントローラの設計及び生産後に規定される
動作挙動を含む多種多様の異なる動作挙動を生み出すようにシステムを制御するための柔
軟性及び知能を有するコントローラを生み出すためのコントローラ設計にアプローチしよ
うと継続する。
【発明の概要】
【０００５】
　本特許出願は、初期に積極的に学習した後、定常状態モードにおいて、インテリジェン
トコントローラによって制御される装置、機械、システム又は組織の所望の動作挙動を指
定する１つ以上の制御スケジュールの監視、学習及び変更を継続する、インテリジェント
コントローラに関する。インテリジェントコントローラは、一般に、スケジュール生成及
びスケジュール変更インターフェースを介して又はローカル若しくはリモートにメモリ若
しくは大容量記憶装置に記憶されたデフォルト制御スケジュールにアクセスすることによ
って１つ以上の初期制御スケジュールを取得する。そして、インテリジェントコントロー
ラは、即時制御入力、スケジュール変更入力並びに以前及び現在の制御スケジュールに基
づいて、インテリジェントコントローラによって制御される装置、機械、システム又は組
織についての所望の動作挙動を、時間をかけて学習し、１つ以上の制御スケジュール及び
／又はサブスケジュールにおける所望の動作挙動を符号化する。制御スケジュール学習は
、少なくとも２つの異なるフェーズにおいて実行され、第１は、頻繁な即時制御入力を好
み、残りは、即時制御入力の頻度を一般に最小化する傾向がある。学習は、監視期間に続
いて起こり、学習結果は、終了した監視期間と関連付けられた新たな暫定的制御スケジュ
ール又はサブスケジュールから、関連する期間と関連付けられた１つ以上の関連する制御
スケジュール又はサブスケジュールへと伝播されることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、スマートホーム環境を図示している。
【図２】図２は、リモート装置及びシステムとのスマートホーム装置の統合を図示してい
る。
【図３】図３は、図２に図示された相互通信エンティティの環境内での情報処理を図示し
ている。
【図４】図４は、本特許出願が関するインテリジェントコントローラの一般的クラスを図
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示している。
【図５】図５は、インテリジェントコントローラのさらなる内部特徴を図示している。
【図６】図６は、インテリジェントコントローラ、サーバコンピュータ並びに他のプロセ
ッサベースのインテリジェント装置及びシステムに含められることができる計算機械の種
類の一例を表す汎用コンピュータアーキテクチャを図示している。
【図７】図７は、本特許出願が関するインテリジェントコントローラの一般的クラスのイ
ンテリジェントコントローラの特徴及び特性を図示している。
【図８】図８は、インテリジェントコントローラが動作する通常の制御環境を図示してい
る。
【図９】図９は、センサ出力の一般的特性を図示している。
【図１０Ａ】図１０Ａは、制御動作中にインテリジェントコントローラによって処理及び
生成される情報を図示している。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、制御動作中にインテリジェントコントローラによって処理及び
生成される情報を図示している。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、制御動作中にインテリジェントコントローラによって処理及び
生成される情報を図示している。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、制御動作中にインテリジェントコントローラによって処理及び
生成される情報を図示している。
【図１１Ａ】図１１Ａは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。
【図１２】図１２は、自動制御スケジュール学習を図示する状態遷移ダイアグラムを提供
している。
【図１３】図１３は、より短時間フレームのサブスケジュールを含む制御スケジュールの
一例と関連付けられた時間フレームを図示している。
【図１４Ａ】図１４Ａは、３つの異なる種類の制御スケジュールを示している。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、３つの異なる種類の制御スケジュールを示している。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、３つの異なる種類の制御スケジュールを示している。
【図１５Ａ】図１５Ａは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
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写を示している。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１５Ｆ】図１５Ｆは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１５Ｇ】図１５Ｇは、自動制御スケジュール学習の一部として、インテリジェントコ
ントローラによって受信されて実行された後、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述し
たものなどの制御スケジュールに記録されて重ね合わされることがある即時制御入力の描
写を示している。
【図１６Ａ】図１６Ａは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。
【図１６Ｅ】図１６Ｅは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。
【図１７Ａ】図１７Ａは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示し
ている。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示し
ている。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示し
ている。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示し
ている。
【図１７Ｅ】図１７Ｅは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示し
ている。
【図１８Ａ】図１８Ａは、監視期間中にユーザによって入力された予想スケジュール変更
の効果を図示している。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、監視期間中にユーザによって入力された予想スケジュール変更
の効果を図示している。
【図１９Ａ】図１９Ａは、監視期間中にユーザによって入力された遡及スケジュール変更
の効果を図示している。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、監視期間中にユーザによって入力された遡及スケジュール変更
の効果を図示している。
【図２０Ａ】図２０Ａは、監視期間の終了に続き、クラスタリング及びクラスタの分解が
後続する、既存の制御スケジュールへの記録されたデータの重ね合わせを図示している。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、監視期間の終了に続き、クラスタリング及びクラスタの分解が
後続する、既存の制御スケジュールへの記録されたデータの重ね合わせを図示している。
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【図２０Ｃ】図２０Ｃは、監視期間の終了に続き、クラスタリング及びクラスタの分解が
後続する、既存の制御スケジュールへの記録されたデータの重ね合わせを図示している。
【図２１Ａ】図２１Ａは、設定値拡散動作（ｓｅｔｐｏｉｎｔ－ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｏ
ｐｅｒａｔｉｏｎ）を図示している。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、設定値拡散動作を図示している。
【図２２Ａ】図２２Ａは、スケジュール伝播を図示している。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、スケジュール伝播を図示している。
【図２３Ａ】図２３Ａは、Ｐ－値対ｔ制御スケジュールプロットを用いた新たな暫定的ス
ケジュール伝播を図示している。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、Ｐ－値対ｔ制御スケジュールプロットを用いた新たな暫定的ス
ケジュール伝播を図示している。
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、Ｐ－値対ｔ制御スケジュールプロットを用いた新たな暫定的ス
ケジュール伝播を図示している。
【図２４Ａ】図２４Ａは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｆ】図２４Ｆは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｇ】図２４Ｇは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｈ】図２４Ｈは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２４Ｉ】図２４Ｉは、新たな暫定的スケジュールを生成する処理の一部として、伝播
された定値と重ね合わされた以前の制御スケジュールを単純化するのに使用されるルール
の多数の例を図示している。
【図２５Ａ】図２５Ａは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｃ】図２５Ｃは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｄ】図２５Ｄは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｅ】図２５Ｅは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
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【図２５Ｆ】図２５Ｆは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｇ】図２５Ｇは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｈ】図２５Ｈは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｉ】図２５Ｉは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｊ】図２５Ｊは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｋ】図２５Ｋは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｌ】図２５Ｌは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２５Ｍ】図２５Ｍは、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジ
ェントコントローラの実装の一例を図示している。
【図２６】図２６は、インテリジェントコントローラの動作についての３つの異なる制御
モードに対応する３つの異なる週ベースの制御スケジュールを図示している。
【図２７】図２７は、７つの異なる制御スケジュールにしたがって動作するインテリジェ
ントコントローラについての状態遷移ダイアグラムを図示している。
【図２８Ａ】図２８Ａは、インテリジェントコントローラによって実行されることがある
１種類の制御スケジュール遷移を図示している。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、インテリジェントコントローラによって実行されることがある
１種類の制御スケジュール遷移を図示している。
【図２８Ｃ】図２８Ｃは、インテリジェントコントローラによって実行されることがある
１種類の制御スケジュール遷移を図示している。
【図２９】図２９は、定常状態学習フェーズ中にインテリジェントコントローラによって
行われることがある検討の種類を図示している。
【図３０】図３０は、定常状態学習フェーズ中にインテリジェントコントローラによって
行われることがある検討の種類を図示している。
【図３１Ａ】図３１Ａは、インテリジェントサーモスタットの斜視図を図示している。
【図３１Ｂ】図３１Ｂは、ユーザによって制御されるインテリジェントサーモスタットを
図示している。
【図３１Ｃ】図３１Ｃは、ユーザによって制御されるインテリジェントサーモスタットを
図示している。
【図３２】図３２は、インテリジェントサーモスタット及びＨＶＡＣ連結壁ドックの分解
斜視図を図示している。
【図３３Ａ】図３３Ａは、インテリジェントサーモスタットの分解正面斜視図を図示して
いる。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、インテリジェントサーモスタットの分解背面斜視図を図示して
いる。
【図３４Ａ】図３４Ａは、ヘッドユニットの分解正面斜視図を図示している。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、ヘッドユニットの分解背面斜視図を図示している。
【図３５Ａ】図３５Ａは、ヘッドユニット前面アセンブリの分解正面斜視図を図示してい
る。
【図３５Ｂ】図３５Ｂは、ヘッドユニット前面アセンブリの分解背面斜視図を図示してい
る。
【図３６Ａ】図３６Ａは、背板ユニットの分解正面斜視図を図示している。
【図３６Ｂ】図３６Ｂは、背板ユニットの分解背面斜視図を図示している。
【図３７】図３７は、部分的に組み立てられたヘッドユニットの斜視図を示している。
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【図３８】図３８は、ヘッドユニット回路基板を図示している。
【図３９】図３９は、背板回路基板の背面図を図示している。
【図４０Ａ】図４０Ａは、初期学習を達成するためのステップを図示している。
【図４０Ｂ】図４０Ｂは、初期学習を達成するためのステップを図示している。
【図４０Ｃ】図４０Ｃは、初期学習を達成するためのステップを図示している。
【図４０Ｄ－１】図４０Ｄは、初期学習を達成するためのステップを図示している。
【図４０Ｄ－２】図４０Ｄは、初期学習を達成するためのステップを図示している。
【図４１Ａ】図４１Ａは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｂ】図４１Ｂは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｃ】図４１Ｃは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｄ】図４１Ｄは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｅ】図４１Ｅは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｆ】図４１Ｆは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｇ】図４１Ｇは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｈ】図４１Ｈは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｉ】図４１Ｉは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｊ】図４１Ｊは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｋ】図４１Ｋは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｌ】図４１Ｌは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４１Ｍ】図４１Ｍは、サーモスタット制御スケジュールの概念図の進行を図示してい
る。
【図４２Ａ】図４２Ａは、定常状態学習のステップを図示している。
【図４２Ｂ】図４２Ｂは、定常状態学習のステップを図示している。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
詳細な説明
　本特許出願は、多くの異なる装置、機械、システム及び組織に適用され且つその内部に
組み込まれることができる多くの異なる特定種類のインテリジェントコントローラを含む
インテリジェントコントローラの一般的クラスに関する。インテリジェントコントローラ
は、装置、機械、システム及び組織の動作を制御する。本特許出願が関するインテリジェ
ントコントローラの一般的クラスは、インテリジェントコントローラが、制御する装置、
機械、システム及び組織の所望の動作挙動を学習して、学習した情報を制御スケジュール
を制御および組み込むのを可能とする自動学習コンポーネントを含む。本特許明細書の主
題は、以下の同一出願人による特許出願の主題に関し、それぞれ参照により本願明細書に
組み込まれる。２０１１年１０月７日に出願された米国特許出願第１３／２６９，５０１
号、及び、２０１１年１０月１７日に出願された米国特許出願第１３／３１７，４２３号
。
【０００８】
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　本特許出願は、自動制御スケジュール学習の方法及び実装に加えて、本特許出願が関す
るインテリジェントコントローラの一般的クラスによって使用される自動制御スケジュー
ル学習方法の詳細な例としての役割を果たすインテリジェントサーモスタット・コントロ
ーラ又はインテリジェントサーモスタットの特定例、及び、インテリジェントサーモスタ
ットについての特定の制御スケジュール学習方法を開示している。インテリジェントサー
モスタットは、スマートホーム装置の一例である。
【０００９】
　詳細な説明は、以下の３つのサブセクションを含む。（１）スマートホーム環境の概説
；（２）自動制御スケジュール学習、及び、（３）インテリジェントサーモスタットに照
らした自動制御スケジュール学習。第１のサブセクションは、自動制御スケジュール学習
方法の用途及び組み込みについての多くの機会を提案する１つの領域の技術の説明を与え
る。第２のサブセクションは、第１の一般的な実装を含む自動制御スケジュール学習の詳
細な説明を与える。第３のサブセクションは、インテリジェントサーモスタット内に組み
込まれる自動制御スケジュール学習方法の特定例を与える。
【００１０】
　スマートホーム環境の概説
　図１は、スマートホーム環境を図示している。スマートホーム環境１００は、多数のイ
ンテリジェントなマルチセンシングのネットワーク接続された装置を含む。これらのスマ
ートホーム装置は、相互通信を行い、スマートホーム環境内で統合される。スマートホー
ム装置はまた、より高性能且つより信頼性のあるコンピュータ設備にアクセスするととも
に、より大きな複数の住居又は地域のスマートホーム装置ベースの集合体に特定のスマー
トホームを統合するように制御機能を配信するために、クラウドベースのスマートホーム
制御及び／又はデータ処理システムと通信することもできる。
【００１１】
　スマートホーム装置は、１つ以上のインテリジェントサーモスタット１０２と、１つ以
上のインテリジェント危険検出ユニット１０４と、１つ以上の１つ以上のインテリジェン
ト出入口インターフェース装置１０６と、スマート壁状スイッチ１０８を含むスマートス
イッチと、スマート壁コンセントインターフェース１１０などのスマートユーティリティ
・インターフェース及び他のサービスインターフェースと、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、乾
燥機、照明、オーディオシステム、インターカムシステム、機械的アクチュエータ、壁掛
け空調装置、プール加熱ユニット、灌漑システム並びに多くの他の種類のインテリジェン
ト電気器具及びシステムを含む多種多様のインテリジェントなマルチセンシングのネット
ワーク接続された電気器具１１２とを含むことができる。
【００１２】
　一般に、スマートホーム装置は、１つ以上の異なる種類のセンサと、１つ以上のコント
ローラ及び／又はアクチュエータと、ローカル・スマートホーム環境内の他のスマートホ
ーム装置、ルータ、ブリッジ及びハブ、様々な異なる種類のローカル・コンピュータシス
テム、並びに、スマートホーム装置がクラウドのコンピュータサーバ及び他のリモート・
コンピュータシステムと通信することができるインターネットに対して、スマートホーム
装置を接続する１つ以上の通信インターフェースとを含む。データ通信は、一般に、多種
多様の異なる種類の通信媒体と、Ｗｉ－Ｆｉ、ジグビー、６ＬｏＷＰＡＮなどの無線プロ
トコル、ＣＡＴ６イーサネット（登録商標）、ホームプラグ及び他のそのような有線プロ
トコルを含む様々な種類の有線プロトコル、並びに、様々な他の種類の通信プロトコル及
び技術を含むいずれかのプロトコルを使用して実行される。スマートホーム装置は、それ
自体、他のスマートホーム装置のために、リピータなどの中間通信装置として動作するこ
とができる。スマートホーム環境は、さらに、通信インターフェース及びプロセッサベー
スのコントローラがない様々な異なる種類のレガシー電気器具及び装置１４０及び１４２
を含むことができる。
【００１３】
　図２は、リモート装置及びシステムとのスマートホーム装置の統合を図示している。ス
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マートホーム環境２００内のスマートホーム装置は、３Ｇ／４Ｇ無線通信２０４によるイ
ンターネット２０２を介して、ハブ接続セットワーク２０６を介して、又は、他の通信イ
ンターフェース及びプロトコルによって通信することができる。多くの異なる種類のスマ
ートホーム関連データ及びスマートホームデータから導出したデータ２０８は、クラウド
ベースのリモートシステムを含むリモートシステム２１０に記憶され且つそこから読み出
されることができる。リモートシステムは、データ処理及び追加情報の導出並びにスマー
トホーム環境に関連するルールのための様々な種類の統計、推論及びインデックス作成エ
ンジン２１２を含むことができる。記憶されたデータは、１つ以上の通信媒体及びプロト
コルを介して、一部又は全体において、慈善団体２１４、政府機関２１６、学術機関２１
８、企業２２０及び公共施設２２２を含む様々なリモートシステム及び／又は組織に公開
されることができる。一般に、リモートデータ処理システム２１０は、スマートホーム装
置に関連する、又は、自宅所有者、家主、居住者若しくは他のスマートホーム関連ユーザ
によってリモートデータ処理及び他のサービスを請け負わされた組織若しくはベンダによ
って管理若しくは操作される。データはまた、スマートホーム所有者若しくは管理者及び
／又はリモートデータ処理システム２１０を操作する商業エンティティ若しくはベンダの
代わりに、さらなる商業エンティティデータ処理システム２１３によってさらに処理され
ることもできる。それゆえに、外部エンティティは、スマートホーム環境内のスマートホ
ーム装置によって収集された情報を収集、処理及び公開することができ、他のリモートエ
ンティティに対して通信されて共有されることができる様々な種類の導出結果を生成する
ために情報を処理することができ、スマートホーム環境の監視及び制御とともにスマート
ホーム環境内のスマートホーム装置の監視及び制御に参加することができる。勿論、多く
の場合において、スマートホーム環境内からリモートエンティティに対する情報のエクス
ポートは、スマートホーム管理者によって及び／又はリモートデータ処理システムによっ
て秘密とみなされる情報が、故意に又は不用意に、さらなる外部のコンピュータ設備、エ
ンティティ、組織及び個人に利用可能とされないことを確実にするために、暗号化、アク
セス権、認証及び他の周知の技術を用いて厳重に制御されて制約されることができる。
【００１４】
　図３は、図２に図示された相互通信エンティティの環境内での情報処理を図示している
。外部データ処理システム２１０内の様々な処理エンジン２１２は、マネージドサービス
３０２、様々な種類の宣伝及び通信３０４、ソーシャルネットワーク交換及び他の電子ソ
ーシャルコミュニケーション３０６、並びに、様々な種類の監視及びルール生成活動３０
８の提供を含む様々な異なる目的に関するデータを処理することができる。様々な処理エ
ンジン２１２は、直接的又は間接的に、データ消費者（「ＤＣ」）、データソース（「Ｄ
Ｓ」）、サービス消費者（「ＳＣ」）及びサービスソース（「ＳＳ」）特性をそれぞれ有
することができるスマートホーム装置３１０－３１３と通信する。さらに、処理エンジン
は、インターネットや様々なリモート情報ソースを介して、さらにはリモートセンサ、オ
ーディオ及びビデオ供給及びソースを介して得られる情報を含む様々な他の種類の外部情
報３１６にアクセスすることができる。
【００１５】
　自動スケジュール学習
　図４は、本特許出願が関するインテリジェントコントローラの一般的クラスを図示して
いる。インテリジェントコントローラ４０２は、様々な異なる種類の出力制御信号のいず
れかにより、装置、機械、システム又は組織４０４を制御し、被制御エンティティ４０４
に内蔵のセンサから、インテリジェントコントローラ４０２から、又は、インテリジェン
トコントローラ及び／又は被制御エンティティの環境において、インテリジェントコント
ローラによって受信したセンサ出力から、被制御エンティティ及び環境についての情報を
受信する。図４において、インテリジェントコントローラは、有線又はファイバベースの
通信媒体４０６を介して被制御エンティティ４０４に接続されて示されている。しかしな
がら、インテリジェントコントローラは、無線通信を含む他の種類の通信媒体及び通信プ
ロトコルによって被制御エンティティと相互接続されてもよい。多くの場合において、イ
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ンテリジェントコントローラ及び被制御エンティティは、インテリジェントコントローラ
と、インテリジェントコントローラによって制御される機械、装置、システム又は組織の
双方を含む単一システムとして実装されて一体にパッケージ化されることができる。被制
御エンティティは、複数の装置、機械、システム又は組織を含むことができ、インテリジ
ェントコントローラは、それ自体、複数のコンポーネント及び個別の機械及びシステムに
分散されることができる。被制御エンティティに対する制御信号の出力及びセンサ入力の
受信に加えて、インテリジェントコントローラはまた、人であるユーザ又はユーザが操作
する処理装置若しくはリモート自動制御システムを含むリモートエンティティが、様々な
種類の制御スケジュールを生成して変更するとともに、インテリジェントコントローラに
対して即時制御入力を入力することができるユーザインターフェース４１０－４１３を提
供する。図４において、インテリジェントコントローラは、制御スケジュール４１６を表
示するとともに、１つの被制御エンティティ又は複数の被制御エンティティを制御するた
めのインテリジェントコントローラに対する即時制御命令の入力用のユーザインターフェ
ースを提供し、且つ、１つ以上の制御スケジュールの表示、制御スケジュールの生成及び
制御スケジュールの変更を制御するスケジューリングインターフェース・コマンドを入力
する多数の入力コンポーネント４１１－４１３を含むグラフィカル表示コンポーネント４
１０を提供する。
【００１６】
　要約すると、本特許出願が関するインテリジェントコントローラの一般的クラスは、セ
ンサ入力を受信し、１つ以上の被制御エンティティに対して制御信号を出力し、インテリ
ジェントコントローラによる出力制御信号への変換のためにインテリジェントコントロー
ラに対してユーザが即時制御コマンド入力を入力し、１つ以上の期間にわたる所望の被制
御エンティティの動作挙動を規定する１つ以上の制御スケジュールを生成及び変更するの
を可能とするユーザインターフェースを提供する。インテリジェントコントローラの一般
的クラスのこれらの基本機能及び特徴は、本特許出願が関する自動制御スケジュール学習
が実装されることができる基礎を提供する。
【００１７】
　図５は、インテリジェントコントローラのさらなる内部特徴を図示している。インテリ
ジェントコントローラは、一般に、１つ以上のプロセッサ５０２と、電子メモリ５０４－
５０７と、インテリジェントコントローラがインテリジェントコントローラによって制御
される１つ以上のエンティティ、他のインテリジェントコントローラ及びクラウドのコン
ピュータサーバを介したクラウドのコンピュータ設備を含む様々なリモートコンピュータ
設備とデータ及びコマンドを交換するのを可能とする通信ポートを一体に実装するマイク
ロコントローラ５１２及びトランシーバ５１４を含む様々な種類のマイクロコントローラ
５１０－５１２とを使用して実装される。大抵の場合、インテリジェントコントローラは
、異なる種類の通信媒体を介して様々な異なるプロトコルによって通信するための複数の
異なる通信ポート及びインターフェースを含む。例えば、様々な有線通信プロトコル及び
媒体のいずれかとともに、環境内の他の無線可能なインテリジェントコントローラ及び携
帯通信キャリヤと通信するために無線通信を使用することは、インテリジェントコントロ
ーラにとってはよくあることである。ある場合において、インテリジェントコントローラ
は、特に単一システムとして被制御エンティティと一体にパッケージされたときには単一
種類の通信プロトコルを使用することができる。インテリジェントコントローラ内の電子
メモリは、１つ以上のプロセッサによる制御ルーチンの実行を容易にする低遅延の高速揮
発性メモリと、電源オン／電源オフサイクルを存続する必要がある制御ルーチン及びデー
タを記憶するより遅い不揮発性メモリといった揮発性及び不揮発性メモリの双方を含むこ
とができる。ある種のインテリジェントコントローラは、さらに、大容量記憶装置を含ん
でもよい。
【００１８】
　図６は、インテリジェントコントローラ、サーバコンピュータ並びに他のプロセッサベ
ースのインテリジェント装置及びシステムに含められることができる計算機械の種類の一
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例を表す汎用コンピュータアーキテクチャを図示している。計算機械は、１つ又は複数の
中央処理ユニット（「ＣＰＵ」）６０２－６０５と、ＣＰＵ／メモリ・サブシステム・バ
ス６１０又は複数のバスによってＣＰＵと相互接続された１つ以上の電子メモリ６０８と
、さらなるバス６１４及び６１６及び／又は複数の高速シリアル相互接続を含む他の種類
の高速相互接続媒体とＣＰＵ／メモリ・サブシステム・バス６１０を相互接続する第１の
ブリッジ６１２とを含む。これらのバス及び／又はシリアル相互接続は、順次、グラフィ
ックプロセッサ６１８などの専用プロセッサ、並びに、様々な異なる種類の大容量記憶装
置６２８、電子ディスプレイ、入力装置及び他のそのようなコンポーネント、サブコンポ
ーネント及びコンピュータリソースへのアクセスを提供する、高速シリアルリンク又はコ
ントローラ６２７などの複数のコントローラ６２２－６２７と相互接続される１つ以上の
さらなるブリッジ６２０とＣＰＵ及びメモリを接続する。
【００１９】
　図７は、本特許出願が関するインテリジェントコントローラの一般的クラスのインテリ
ジェントコントローラの特徴及び特性を図示している。インテリジェントコントローラは
、電子回路として、及び、様々な種類の電子メモリ及び／又は大容量記憶装置を含む物理
的データ記憶コンポーネントに記憶されたコンピュータ命令によって制御されるプロセッ
サベースのコンピュータコンポーネントとして、一般に実装されるコントローラロジック
７０２を含む。なお、はじめは、物理的データ記憶装置に記憶されてプロセッサ内で実行
されるコンピュータ命令は、多種多様の最新の装置、機械及びシステムの制御コンポーネ
ントを備え、装置、機械又はシステムの任意の他のコンポーネントと同様に有形で物理的
な実在するものである。時折、言及は、コンピュータ命令が実装された制御ロジックが、
「単なるソフトウェア」又は抽象的なもの及び物理的な機械コンポーネントよりも実在性
が低いものであるという示唆に遭遇する。最新の科学及び技術に詳しい者は、これがあて
はまらないことを理解する。プロセッサによって実行されるコンピュータ命令は、物理的
装置に記憶された物理的エンティティでなければならない。そうでなければ、プロセッサ
は、命令にアクセスして実行することができないであろう。用語「ソフトウェア」は、プ
ログラミング言語の言及のプリントアウト又は表示されるリストなどのプログラム又はル
ーチンの象徴に適用されることができるが、そのようなコンピュータプログラムの象徴は
、プロセッサによっては実行されない。代わりに、プロセッサは、物理的データ記憶装置
内に物理的状態で記憶されたコンピュータ命令をフェッチして実行する。
【００２０】
　コントローラロジックは、１つ以上の被制御エンティティの動作挙動を制御する出力制
御信号７０４を生成するために、様々な異なる種類の記憶情報及び入力にアクセスして使
用する。コントローラロジックによって使用される情報は、１つ以上の記憶された制御ス
ケジュール７０６、１つ以上のセンサ７０８－７１０から受信した出力、即時制御インタ
ーフェース７１２を介して受信した即時制御入力、並びに、データ、コマンド及びクラウ
ドベースのデータ処理システム７１３を含むリモートデータ処理システムから受信した他
の情報を含むことができる。制御出力７０４を生成するのに加えて、コントローラロジッ
クは、ユーザが制御スケジュールを生成して変更するのを可能とするインターフェース７
１４を提供し、また、情報出力インターフェースを介して、リモートエンティティ、他の
インテリジェントコントローラ及びユーザにデータ及び情報を出力することもできる。
【００２１】
　図８は、インテリジェントコントローラが動作する通常の制御環境を図示している。上
述したように、インテリジェントコントローラ８０２は、ユーザ又は他のエンティティ８
０４から制御入力を受信し、１つ以上の被制御エンティティ８０８の動作を制御する出力
制御信号８０５を生成するために、記憶された制御スケジュール及び他の情報とともに制
御入力を使用する。被制御エンティティの動作は、センサ８１０－８１２が内蔵される環
境を変えることができる。センサは、インテリジェントコントローラ８０２にセンサ出力
を戻すか又はフィードバックする。このフィードバックに基づいて、インテリジェントコ
ントローラは、被制御システム動作についての特定の１つの目的又は複数の目的を達成す
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るために、出力制御信号を変更する。本質的に、インテリジェントコントローラは、２つ
の異なるフィードバックループにしたがって出力制御信号を変更する。第１に、最も直接
的なフィードバックループは、被制御システム動作についての所望の目的を達成するため
にコントローラが後続の出力制御信号又は制御出力変更を判定するのに使用することがで
きるセンサからの出力を含む。多くの場合において、第２のフィードバックループは、後
続のユーザ制御及びインテリジェントコントローラ８０２に対するスケジューリング入力
を順次生じさせるユーザに対する環境的又は他のフィードバック８１６を含む。換言すれ
ば、ユーザは、生のセンサ出力よりもむしろ即時制御命令及び制御スケジュール変更を出
力する他の種類のセンサとみなされることができるか、又は、より高レベルのフィードバ
ックループのコンポーネントとみなされることができる。
【００２２】
　多くの異なる種類のセンサ及びセンサ出力がある。一般に、センサ出力は、直接的又は
間接的に、いくつかの種類のパラメータ、機械状態、組織状態、コンピュータ状態又は物
理的環境パラメータに関連する。図９は、センサ出力の一般的特性を図示している。図９
における第１のプロット９０２に示されるように、センサは、縦軸９０６に関してプロッ
トされる直接的又は間接的にパラメータＰに関連する信号といった経時的に曲線９０４に
よって表される信号を出力することができる。センサは、横軸９０８に関してプロットさ
れる出力時間によって継続的又は所定間隔で信号を出力することができる。ある場合にお
いて、センサ出力は、２つ以上のパラメータに関連することができる。例えば、プロット
９１０において、センサ出力は、直接的又は間接的に、縦軸９１６に関してプロットされ
、経時的に軸９１２及び９１４に関してそれぞれプロットされる２つの異なるパラメータ
Ｐ１及びＰ２に関連する値をとる。以下の議論において、図示及び議論の単純化のために
、センサが、図９におけるプロット９０２のように直接的又は間接的に単一パラメータに
関連する出力を生成すると仮定される。以下の議論において、センサ出力は、パラメータ
Ｐについてのパラメータ値のセットであると仮定される。パラメータは、温度、周囲光レ
ベル、音レベル及び他のそのような特性などの環境状態に関連することができる。しかし
ながら、パラメータはまた、機械コンポーネントの１つの位置又は複数の位置、データ記
憶装置におけるメモリ記憶アドレスのデータ状態、電源から得られる電流、ガス又は流体
の流速、ガス又は流体の圧力、及び、制御目的のために有益な情報を含む多くの他の種類
のパラメータであってもよい。
【００２３】
　図１０Ａ－図１０Ｄは、制御動作中にインテリジェントコントローラによって処理及び
生成される情報を図示している。全ての図は、パラメータの値又は他の制御関連値のセッ
トが縦軸に関してプロットされ、且つ時間が横軸に関してプロットされた図９におけるプ
ロット９０２と同様のプロットを示している。図１０Ａは、被制御エンティティ動作の結
果についての理想的な仕様を示している。図１０Ａにおける縦軸１００２は、指定のパラ
メータ値Ｐｓを表している。例えば、インテリジェントサーモスタットの場合、指定のパ
ラメータ値は、温度とすることができる。一方、灌漑システムについては、指定のパラメ
ータ値は、流速とすることができる。図１０Ａは、インテリジェントコントローラが、１
つ以上の装置、機械又はシステムの制御によって達成するように向けられた経時的に所望
のパラメータ値を表す連続曲線１００４からなるプロットである。仕様は、パラメータ値
が、初期は低く１００６、その後、比較的高い値１００８まで上昇し、その後、中間値１
０１０まで低下し、その後、より高い値１０１２まで再度上昇するように望まれる旨を示
している。制御仕様は、一例では制御スケジュールとしてユーザに対して視覚的に表示さ
れることができる。
【００２４】
　図１０Ｂは、図１０Ａに図示された制御仕様に対応する制御スケジュールの他の図又は
符号化データの図を示している。制御スケジュールは、図１０Ａにおけるエッジ１０１８
に対応するパラメータ値上昇１０１６と、図１０Ａにおけるエッジ１０２２に対応するパ
ラメータ値下降１０２０と、図１０Ａにおけるエッジ１０１６に対応するパラメータ値上
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昇１０２４との指示を含む。図１０Ｂにプロットされた方向矢印は、設定値又はいくつか
の期間内の指定時点における所望のパラメータ変更の指示であると考えられることができ
る。
【００２５】
　インテリジェントコントローラによって学習された制御スケジュールは、自動学習の結
果の有意なコンポーネントを表す。学習された制御スケジュールは、様々な異なる方法で
符号化され、インテリジェントコントローラ内、インテリジェントコントローラによって
制御されたシステム内、又は、クラウドコンピュータベースのデータ記憶設備を含むリモ
ートデータ記憶設備内の電子メモリ又は大容量記憶装置に記憶されることができる。多く
の場合において、学習された制御スケジュールは、内部インテリジェントコントローラ・
メモリ及びリモートデータ記憶設備に分散された制御スケジュールを含み、複数位置にお
いて符号化されて記憶されることができる。設定値変更は、設定値変更がシステム生成の
設定値であるのか又はユーザ生成の設定値であるのか、設定値変更が即時制御入力設定値
変更であるのか又はスケジューリングされた設定値変更であるのか、設定値変更の生成日
時、設定値変更の最終編集日時を示すフィールド及び他のそのようなフィールドを含む複
数フィールドを有する記録として記憶されることができる。さらに、設定値は、２つ以上
のパラメータ値と関連付けられてもよい。一例として、範囲設定値は、インテリジェント
コントローラが被制御環境を維持すべきであるパラメータ値の範囲を示すことができる。
設定値変更は、大抵は「設定値」と称される。
【００２６】
　図１０Ｃは、図１０Ｂに図示された制御スケジュールに起因する可能性があるインテリ
ジェントコントローラによる制御出力を図示している。この図において、出力制御信号の
大きさは、縦軸１０２６に関してプロットされている。例えば、制御出力は、加熱ユニッ
トが現在動作中のはずであることを示す高電圧信号及び加熱システムが動作していないは
ずであることを示す低電圧出力による、加熱ユニットに対してインテリジェントサーモス
タットによって出力される電圧信号とすることができる。図１０Ｃにおけるエッジ１０２
８は、図１０Ｂにおける設定値１０１６に対応している。正の制御出力１０３０の幅は、
設定値矢印１０１６の長さによって示される所望のパラメータ値変更の長さ又は大きさに
関連することができる。所望のパラメータ値が得られたとき、インテリジェントコントロ
ーラは、エッジ１０３２によって表されるように高電圧信号の出力を中止する。同様の正
の出力制御信号１０３４及び１０３６は、図１０Ｂにおける設定値１０２０及び１０２４
によって導出される。
【００２７】
　最後に、図１０Ｄは、１つ以上の被制御エンティティのインテリジェントコントローラ
による制御に起因する、センサ出力によって示されるような観察されたパラメータ変更を
図示している。図１０Ｄにおいて、パラメータＰに直接的又は間接的に関連するセンサ出
力は、縦軸１０４０に関してプロットされている。観察されたパラメータ値は、滑らかな
連続曲線１０４２によって表される。この連続曲線は、図１０Ａにプロットされた初期の
仕様曲線に関連しているようにみえることができるが、観察された曲線は、その仕様曲線
に正確には一致していない。第１に、図１０Ｂにプロットされた制御スケジュールにおけ
る設定値１０１６によって表されるパラメータ値変更を達成するために、被制御エンティ
ティについての有限期間１０４４をとることができる。また、一旦パラメータ値が得られ
、被制御エンティティが動作を中止するように向けられると、パラメータ値は、所望のパ
ラメータ値を維持するために、被制御エンティティの動作を再開するようにフィードバッ
ク初期化された制御出力をもたらす降下１０４６を開始することがある。それゆえに、図
１０Ａにおける所望の高レベルの一定パラメータ値１００８は、実際には、制御仕様１０
０４に正確には対応しない時間的に変化する曲線１０４８として終わることがある。図８
を参照しながら上述したフィードバックの第１のレベルは、図１０Ｄに図示されたような
観察されたパラメータ値ができる限り密に経時的に図１０Ａにおけるパラメータの指定の
時間挙動に一致するように１つ以上の被制御エンティティを制御するためにインテリジェ
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ントコントローラによって使用される。図８を参照しながら上述した第２のレベルのフィ
ードバック制御ループは、ユーザの所望の動作結果を反映したパラメータ値／時間曲線を
生み出す変更された仕様を生成するために、記憶された制御スケジュールへの変化によっ
て又は即時制御命令の入力により、経時的にユーザによる図１０Ａに図示された仕様の変
更を含むことができる。
【００２８】
　多くの種類の被制御エンティティ及び関連するコントローラがある。ある場合において
、制御出力は、被制御エンティティが動作しているとき、動作のレベル、スループット又
は出力の指示とともに被制御エンティティが現在動作中のはずであるかどうかの指示の双
方を含むことができる。他の場合において、制御出力は、バイナリの起動／不起動信号を
単純化することができる。図示及び議論の単純化のために、以下の議論においては後者の
種類の制御出力が仮定される。
【００２９】
　図１１Ａ－図１１Ｅは、インテリジェントコントローラ動作の遷移状態ダイアグラムベ
ースの図を提供している。これらのダイアグラムにおいて、円状要素又はノードは、イン
テリジェントコントローラ状態を表しており、ノードを相互接続する曲線矢印は、状態遷
移を表している。図１１Ａは、インテリジェントコントローラについての１つの可能性が
ある状態遷移ダイアグラムを示している。４つの主状態１１０２－１１０５がある。これ
らの状態は、（１）センサからのフィードバックが、コントローラ出力が現在必要とされ
ていないことを示し、且つ、１つ以上の被制御エンティティが現在動いていないか又はメ
ンテナンスモードである休止状態１１０２と、（２）センサデータが、出力制御が所望の
範囲内に１つ以上のパラメータを戻すのに必要とされることができることを示すが、１つ
以上の被制御エンティティが出力制御信号によってはまだ起動されていない覚醒状態１１
０３と、（３）センサデータが、観察されたパラメータが所望の範囲外であることを示し
続け、且つ、１つ以上の被制御エンティティが制御出力によって起動されており、観察さ
れたパラメータを指定範囲に戻すように動作している起動状態１１０４と、（４）１つ以
上の被制御エンティティの動作が観察パラメータを指定範囲に戻しているが、センサから
のフィードバックが、１つ以上の被制御エンティティを動作停止させるために、まだイン
テリジェントコントローラに１つ以上の被制御エンティティに対する出力制御信号を発行
させていない初期休止状態１１０５とを含む。一般に、状態遷移は時計回り方向に流れ、
インテリジェントコントローラは、通常、休止状態１１０２を占めるが、１つ以上の被制
御エンティティを起動するためにフィードバック指示に起因してステップ１１０３におい
て周期的に覚醒し、状態１１０４において、観察されたパラメータを指定範囲に戻す。一
旦観察されたパラメータが指定範囲に戻ると、ステップ１１０５において、インテリジェ
ントコントローラは、１つ以上の被制御エンティティに対して動作停止出力制御信号を発
行し、休止状態１１０２に戻る。
【００３０】
　主サイクル状態１１０２－１１０５のそれぞれは、以下の２つのさらなる状態に関連付
けられる。（１）スケジュール変更状態１１０６－１１０９及び制御変更状態１１１０－
１１１３。これらの状態は、各主サイクル状態がスケジュール変更及び制御変更状態のそ
れ自体の対に関連付けられるように反復される。これは、一般に、スケジュール変更及び
制御変更状態が、スケジュール変更及び制御変更状態が以前の遷移によって到達した当初
の主サイクル状態又は上述したサイクルにおける次の主サイクル状態にコントローラ状態
が戻る過渡状態であるためである。さらにまた、スケジュール変更及び制御変更状態は、
主サイクル状態と関連付けられた並列で非同期に動作する種類の状態である。スケジュー
ル変更状態は、表示されるスケジュールインターフェースを介した、インテリジェントコ
ントローラと、ユーザ、又は、制御スケジュール生成、制御スケジュール変更若しくは制
御スケジュール管理動作を実行する他のリモートエンティティとの間の相互作用を表す。
制御変更状態は、１つ以上の被制御エンティティに対する出力制御信号に変換するために
、ユーザ又は他のリモートエンティティがインテリジェントコントローラに対して即時制
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御コマンドを入力するインテリジェントコントローラに対するユーザ又は他のリモートエ
ンティティの相互作用を表す。
【００３１】
　図１１Ｂは、各遷移と関連付けられた丸文字ラベル１１１６などの丸文字ラベルを追加
した図１１Ａに示されたのと同じ状態遷移ダイアグラムである。図１１Ｃは、これらの遷
移ラベルについてのキーを提供している。それゆえに、図１１Ｂ－図１１Ｃは、インテリ
ジェントコントローラ動作をともに表す状態及び状態遷移の双方の詳細図をともに提供し
ている。
【００３２】
　図１１Ｂ－図１１Ｃに含まれる詳細のレベルを図示するために、状態１１０２及び１１
０６に関連付けられた状態遷移１１１８－１１２０を考える。図１１Ｃにおいて与えられ
る表からわかるように、状態１１０２から状態１１０６への遷移１１１８は、インテリジ
ェントコントローラ内に記憶された又はインテリジェントコントローラによりアクセス可
能な１つ以上の制御スケジュールへの、ユーザ、リモートエントリによる又はインテリジ
ェントコントローラ自体による制御スケジュール変更をともなう。一般に、スケジュール
変更に続いて、動作遷移は遷移１１１９を介して状態１１０２に戻る。しかしながら、ス
ケジュール変更が以前に指定範囲内であったが現在は新たな指定範囲に入らないセンサデ
ータをもたらす比較的起こりそうもない場合には、状態遷移は、代わりに、遷移１１２０
を介して覚醒状態１１０３になる。
【００３３】
　インテリジェントコントローラによる自動制御スケジュール学習は、実際には、主とし
て、スケジュール変更及び制御変更状態内でのインテリジェントコントローラ動作の結果
として生じる。制御変更状態１１１０－１１１３への遷移をもたらすユーザ及び他のリモ
ートエンティティからの即時制御入力は、１つ以上のユーザ又はリモートエンティティの
要望及び予想を満足するために、経時的にインテリジェントコントローラが１つ以上の被
制御エンティティを制御する方法を学習する情報を提供する。学習処理は、スケジュール
変更状態１１０６－１１０９において動作するとともに、インテリジェントコントローラ
によって行われる制御スケジュール変更においてインテリジェントコントローラによって
符号化される。これらの変更は、記録された即時制御入力、記録された制御スケジュール
変更並びに現在及び履歴の制御スケジュール情報に基づいている。学習のための情報のさ
らなるソースは、記録された出力制御信号及びセンサ入力と、インターネットを介してア
クセス可能なソースを含む外部ソースから収集される様々な種類の情報とを含むことがで
きる。上述した状態に加えて、インテリジェントコントローラの第１の電源オン状態又は
リセットに続く状態を表す１つの初期状態又は複数の初期状態１１３０もある。一般に、
１つの初期コンフィギュレーション動作又は複数の動作が後続するブート動作は、遷移１
１３２及び１１３４を介して、１つ以上の初期状態１１３０から休止状態１１０２又は覚
醒状態１１０３のいずれか１つへと生じる。
【００３４】
　図１１Ｄ－図１１Ｅは、図１１Ａに示された状態遷移ダイアグラムにおける状態のさら
なる濃淡を使用して、本特許出願が関するインテリジェントコントローラによって実行さ
れる自動制御スケジュール学習のうちの２つのモードを図示している。図１１Ｄに図示さ
れた第１のモードは、定常状態モードである。定常状態モードは、最小の即時制御入力に
よって最適な又はほぼ最適な制御を探索する。学習が定常状態モードで継続するとき、学
習は、定常状態学習が主として所望の制御体制における制御動作の少しの改善及び経時的
な比較的遅い変更の追跡に合わせてあるという推定により、即時制御入力、センサ入力、
及び、外部情報ソースからの入力に対して比較的遅く且つ控えめに応答するように実装さ
れる。定常状態学習及び一般的なインテリジェントコントローラ動作において、最も望ま
しい状態は、この状態を定常状態動作の目的として又は最も望ましい状態として示すため
に図１１Ｄにクロスハッチで示された休止状態１１０２である。他の主サイクル状態１１
０３－１１０５が動作の定常状態モードにおいて中立な又は僅かに好まれる状態を有する
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ことを示すのに薄い影が使用される。明らかに、これらの状態は、指定範囲内に１つ以上
のパラメータを維持するために、また、それらの指定範囲にスケジューリングされた変更
を追跡するために、被制御エンティティの中間又は連続動作のために必要とされる。しか
しながら、これらの状態は、一般に、１つ以上の被制御エンティティの起動及び不起動サ
イクルの最小数又は最小累積持続時間が大抵は最も適した制御体制をもたらし、また、１
つ以上の被制御エンティティの起動の累積時間を最小化することが大抵はエネルギ及び／
又はリソース使用量に関して最適な制御体制をもたらす点で僅かに好まれない。動作の定
常状態モードにおいて、自動制御スケジュール学習の意図がインテリジェントコントロー
ラにとって経時的にユーザの又は他のリモートエンティティの所望の動作挙動を正確に反
映する１つ以上の制御スケジュールを設けることであることから、スケジュール変更及び
制御変更状態１１１０－１１１３は非常に好まれない。時々、これらの状態は、所望の動
作挙動の変更、環境状態の変更又は被制御エンティティの変更の結果として一時的に頻繁
にみつかるが、自動制御スケジュール学習の一般的な目的は、スケジュール変更及び即時
制御入力の双方の頻度を最小化することである。即時制御入力の頻度を最小化することは
、多くの最適化スキームにおいて特に望ましい。
【００３５】
　図１１Ｄと対照的に、図１１Ｅは、インテリジェントコントローラが一般に１つ以上の
初期状態７３０内で主サイクル状態１１０２－１１０３への遷移に続いて短期間動作する
積極的な学習モードを図示している。積極的な学習モード中には、図１１Ｄに示された定
常状態動作モードと対照的に、休止状態１１０２は最も好まれず、中立の望ましさを有す
る状態１１０３－１１０５とともに、スケジュール変更及び制御変更状態１１０６－１１
１３は最も好まれる。動作の積極的な学習モード又はフェーズにおいて、インテリジェン
トコントローラは、１つ以上の初期制御スケジュールを迅速且つ積極的に取得するために
、頻繁な即時制御入力及びスケジュール変更を探索する。後述するように、比較的迅速な
即時制御入力緩和ストラテジを使用することにより、インテリジェントコントローラは、
積極的な学習モードで動作するとともに、初期制御スケジュールの全体形状及び外形を迅
速に判定するために、比較的短い間隔で即時制御入力を提供するようにユーザ又は他のリ
モートエンティティに強いるように求める。初期の積極的な学習の終了及び適切な初期制
御スケジュールの生成に続いて、比較的望ましい様々な状態は、インテリジェントコント
ローラが制御スケジュールを改善し、制御仕様、環境、制御システム及び他のそのような
要因におけるより長期間の変更の追跡を始めるのにともない、図１１Ｄに図示されたもの
に戻る。それゆえに、本特許出願が関する自動制御スケジュール学習方法及びそれらの方
法を組み込むインテリジェントコントローラは、比較的短期間後に、長期間の定常状態学
習モードが後続する初期の積極的な学習モードを特徴とする。
【００３６】
　図１２は、自動制御スケジュール学習を図示する状態遷移ダイアグラムを提供している
。自動学習は、図１１Ａ－図１１Ｃに図示された通常のコントローラ動作中に起こり、そ
れゆえに、図１２に示された状態遷移ダイアグラムは、図１１Ａ－図１１Ｃに記載された
インテリジェントコントローラ動作と並列に起こるインテリジェントコントローラの動作
挙動を記載している。図１１Ｂにおける初期状態１１３０に対応する１つ以上の初期状態
１２０２に続いて、インテリジェントコントローラは、インテリジェントコントローラが
、インテリジェントコントローラ内に記憶された又はインテリジェントコントローラによ
りアクセス可能な１つ以上のデフォルトの制御スケジュール、これらの２つのアプローチ
の組み合わせによって又はさらなるアプローチによってスケジュール生成インターフェー
スを介したユーザ又は他のリモートエンティティによる初期スケジュール生成ダイアログ
に基づいて、１つ以上の初期制御スケジュールを生成しようと試みる初期コンフィギュレ
ーション学習状態１２０４に移行する。初期コンフィギュレーション学習モード１２０４
は、図１１Ｂにおける遷移１１３２及び１１３４と並列に生じる。初期学習モード中にお
いて、コントローラの特徴及び機能を探索するためにインターフェース特徴を操作すると
きに、ユーザが度々多くのそのような変更を不注意に作成することを見出したことから、
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手動で移行した設定値変更からの学習は生じない。
【００３７】
　初期コンフィギュレーションに続いて、インテリジェントコントローラは、図１１Ｅを
参照しながら上述した積極的な学習モード１２０６の次に遷移する。積極的な学習モード
１２０６は、図１１Ｂにおける状態のうち状態１１３０を除く大部分又は全ての状態を包
含する学習モード状態である。換言すれば、積極的な学習モード状態１２０６は、図１１
Ａ－図１１Ｅにおいて述べられた一般的な動作状態と並列の学習モード状態である。上述
したように、積極的な学習中において、インテリジェントコントローラは、ユーザ又は他
のリモートエンティティからの頻繁な入力に基づいて、インテリジェントコントローラ及
びそれが制御するエンティティの動作挙動を指定するのに少なくとも最小限に適している
１つ以上の制御スケジュールを生成しようと試みる。一旦積極的な学習が終了すると、イ
ンテリジェントコントローラ遷移は、多数の定常状態学習フェーズ１２０８－１２１０を
介して進行する。図１２に示された状態遷移ダイアグラムにおいて、一連の定常状態学習
フェーズ状態１２０８－１２１０による下向きの遷移のそれぞれは、以前の学習状態にお
いてインテリジェントコントローラによって展開された１つ以上の制御スケジュールが、
ますます正確でユーザ要望及び仕様を反映したものになることから、自動制御スケジュー
ル学習に対して一般により遅く且つより控えめなアプローチをもたらす学習モードパラメ
ータの変更によって達成される。積極的な学習が終了したか否かの判定は、現在の制御ス
ケジュール又は複数のスケジュールの複雑性がより遅い定常状態学習の基礎を提供するの
に十分であるかどうかを判定することにより、期間、インテリジェントコントローラによ
って実行される多数の情報処理サイクルに基づいて、及び／又は、他の考慮、ルール及び
閾値に基づいて行われることができる。なお、ある実装においては、複数の積極的な学習
状態があってもよい。
【００３８】
　図１３は、より短時間フレームのサブスケジュールを含む制御スケジュールの一例と関
連付けられた時間フレームを図示している。制御スケジュールは、時間を表す横軸１３０
２を有するプロットとして図式化されている。縦軸１３０３は、一般に、１つ以上のパラ
メータ値を表している。さらに後述するように、制御スケジュールは、時間の関数として
所望のパラメータ値を指定する。制御スケジュールは、個別の値のセット又は連続曲線と
することができる。指定のパラメータ値は、直接的又は間接的に、様々な種類のセンサの
いずれかによって測定されることができる又は得られた測定値から推測される環境、シス
テム、装置、機械又は組織における観察可能な特性に関連している。一般に、センサ出力
は、制御スケジュールにおいて指定されたパラメータ値の範囲内で観察されたパラメータ
値を提示するために、インテリジェントコントローラが、装置、機械、システム又は組織
の動作挙動を調整するフィードバック制御の少なくとも１つのレベルとしての役割を果た
す。以下の議論において一例として使用される制御スケジュールは、横軸に沿った時間で
インクリメントされ、１週間の期間をカバーする。制御スケジュールは、各日に対応する
７つのサブスケジュール１３０４－１３１０を含む。さらに後述するように、インテリジ
ェントコントローラの例において、自動制御スケジュール学習は、周期的に毎週、比較的
長期間にわたって適用されることができる強固な毎週の制御スケジュールの生成の目的で
１日毎に起こる。後述するように、インテリジェントコントローラは、毎年などの長期間
の制御スケジュールであっても、毎年の制御スケジュール以下に階層的に組織化された毎
月、毎週、毎日、さらには毎時のサブスケジュールであっても学習することができる。あ
る場合において、インテリジェントコントローラは、毎時の制御スケジュール、分ベース
の制御スケジュール、又は、さらにはミリ秒及びマイクロ秒でインクリメントされる制御
スケジュールを含むより短期間フレームの制御スケジュールを生成して維持することがで
きる。制御スケジュールは、制御ルーチンをともに構成する記憶されたコンピュータ命令
と同様に、制御システムの有形で物理的なコンポーネントである。制御スケジュールは、
物理的記憶媒体に物理的状態として記憶される。制御ルーチン及びプログラムと同様に、
制御スケジュールは、必ず、プロセッサベースの制御ロジック及び制御システムによって
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アクセスされて使用されることができる有形で物理的な制御システムコンポーネントであ
る。
【００３９】
　図１４Ａ－図１４Ｃは、３つの異なる種類の制御スケジュールを示している。図１４Ａ
において、制御スケジュールは、縦軸１４０４に関してプロットされるとともに、時間の
関数として横軸１４０６に関してプロットされたパラメータ値を表す連続曲線１４０２で
ある。連続曲線は、横及び縦部のみを含む。横部は、パラメータが一定のままであるよう
に望まれる期間を表し、縦部は、指定時点におけるパラメータ値の所望の変更を表してい
る。これは、単純な種類の制御スケジュールであり、以下の自動制御スケジュール学習の
様々な例において使用される。しかしながら、自動制御スケジュール学習方法はまた、よ
り複雑な種類のスケジュールを学習することもできる。例えば、図１４Ｂは、横及び縦分
のみならず、任意に傾いた直線の線分を含む制御スケジュールを示している。それゆえに
、パラメータ値の変更は、図１４Ａに示される単純な制御スケジュールのような即時に起
こるように規定されるよりはむしろ、所定のレートで起こるように、そのような制御スケ
ジュールによって規定されることができる。自動制御スケジュール学習方法はまた、図１
４Ｃに示されるものなど、滑らかな連続曲線ベースの制御スケジュールに適合することも
できる。一般に、図１４Ｃに示されるものなど、滑らかな連続曲線ベースの制御スケジュ
ールの特性評価及びデータ符号化は、より複雑であり、図１４Ｂ及び図１４Ａに示される
単純な制御スケジュールよりも多量の記憶されるデータを含む。
【００４０】
　以下の議論において、パラメータ値が温度であり、被制御システムが加熱ユニットであ
るときなどには、パラメータ値は、システム動作がない場合により低い値に向かって緩和
する傾向があると一般に仮定される。しかしながら、他の場合において、パラメータ値が
温度であり、被制御システムが空調装置であるときなどには、パラメータ値は、システム
動作がない場合により高い値に向かって緩和してもよい。緩和の方向は、大抵はシステム
によるより低いリソース又はコストの方向に対応する。さらに他の場合において、パラメ
ータ値が温度であり、被制御システムが加熱及び冷却機能の双方を含むＨＶＡＣシステム
であるときなどには、緩和の方向は、環境又は他の外部状態に依存してもよい。
【００４１】
　図１４Ａに示される制御スケジュールを参照すると、連続曲線で表される制御スケジュ
ール１４０２は、代わりに、縦の線分又は連続曲線におけるエッジに対応する個別の設定
値として符号化されることができる。連続曲線の制御スケジュールは、一般に、以下の議
論においては、インテリジェントコントローラによって提供されるスケジュール生成イン
ターフェースを介してユーザ又はリモートエンティティによって生成された、若しくは、
既に存在する制御スケジュール、記録された即時制御入力及び／又は記録されたセンサデ
ータ、又は、それらの種類の情報の組み合わせに基づいてインテリジェントコントローラ
によって生成された、記憶された制御スケジュールを表すのに使用される。
【００４２】
　即時制御入力はまた、パラメータ値対時間プロットで図式化されている。図１５Ａ－図
１５Ｇは、インテリジェントコントローラによって受信されて実行され、その後、自動制
御スケジュール学習の一部として、図１４Ａ－図１４Ｃを参照しながら上述したものなど
の制御スケジュールに記録されて重ね合わせられることができる即時制御入力の代表を示
している。即時制御入力は、小さい黒又は影円で終わる縦の線分によって図式化されてい
る。図１５Ａは、２つの即時制御入力１５０２及び１５０４の代表を示している。即時制
御入力は、本質的に、インテリジェントコントローラ動作を規定するいかなる制御スケジ
ュールをも無効化し、入力制御がインテリジェントコントローラによって即座に実行され
るとの期待によってユーザ又はリモートエンティティによってインテリジェントコントロ
ーラに対して入力される、図１４Ａに示されたものなどの制御スケジュールにおけるエッ
ジと等価である。したがって、即時制御入力は、制御入力インターフェースを介したイン
テリジェントコントローラに対する実時間設定値入力である。
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【００４３】
　即時制御入力が現在の制御スケジュールを変えることから、即時制御入力は、一般に、
即時制御入力から時間的に進んで延在する一時的な制御スケジュールパラメータ対時間曲
線を形成する破線の横及び縦線として図１５Ａに示される後続の一時的な制御スケジュー
ルと関連付けられる。一時的な制御スケジュール１５０６及び１５０８は、それぞれ、図
１５Ａにおいて、即時制御入力１５０２及び１５０４と関連付けられる。
【００４４】
　図１５Ｂは、即時制御入力及び関連する一時的な制御スケジュールの例を示している。
即時制御入力１５１０は、本質的に、即時制御入力の代表において黒円１５１２の縦座標
と等しいパラメータ値を達成するために、現在の制御スケジュールを無効化し、１つ以上
の被制御エンティティを制御するようにインテリジェントコントローラを向ける入力設定
値である。即時制御入力に続いて、一時的な一定温度の制御スケジュール間隔１５１４は
、即時制御入力に続く期間だけ延在し、その後、即時制御入力は、後続の即時制御入力終
点又は後続の設定値１５１６によって緩和される。間隔１５１４において、即時制御入力
が維持される時間長は、自動制御スケジュール学習のパラメータである。後続の即時制御
入力終点設定値１５１６の方向及び大きさは、１つ以上のさらなる自動制御スケジュール
学習パラメータを表している。なお、自動制御スケジュール学習パラメータは、自動制御
スケジュール学習の動作を制御する調整可能なパラメータであり、制御スケジュールを含
む時間に関してプロットされた１つ以上のパラメータ値とは異なる。現在の議論が参照し
ている制御スケジュールの例における縦軸に関してプロットされたパラメータ値は、直接
的又は間接的に、環境状態や機械状態などを含む観察可能に関連している。
【００４５】
　図１５Ｃは、即時制御入力が重ね合わされた既存の制御スケジュールを示している。既
存の制御スケジュールは、午前７：００（図１５Ｃにおける１５２２）における、エッジ
１５２０によって表されるパラメータ値Ｐの増加のために呼び出された。即時制御入力１
５２４は、若干小さい大きさの以前のパラメータ値変更を指定する。図１５Ｄ－図１５Ｇ
は、インテリジェントコントローラ・ロジックの様々な異なる実装及び／又は自動制御ス
ケジュール学習パラメータ値の現在値に応じて得ることができる様々な後続の一時的な制
御スケジュールを図示している。図１５Ｄ－図１５Ｇにおいて、破線の線分によって即時
制御入力と関連付けられた一時的な制御スケジュールが示されており、即時制御入力によ
って無効化された既存の制御スケジュールのその部分が点線の線分によって示されている
。図１５Ｄに示される１つのアプローチにおいて、即時制御入力１５２４によって示され
た所望のパラメータ値は、エッジ１５２８によって表されるようにその後に一時的な制御
スケジュールが即時制御入力が実行される時点において制御スケジュールによって指定さ
れたパラメータ値まで緩和する固定期間１５２６の間維持される。このパラメータ値は、
インテリジェントコントローラが制御スケジュールにしたがって制御を再開する時点で図
１５Ｃにおけるエッジ１５３２に対応する次のスケジューリングされた設定値まで１５３
０に維持される。
【００４６】
　図１５Ｅに示される他のアプローチにおいて、即時制御入力１５２４によって指定され
たパラメータ値は、次のスケジューリングされた設定値に到達するまで１５３２に維持さ
れ、この場合、設定値は、図１５Ｃに示される制御スケジュールにおけるエッジ１５２０
に対応する。次の設定値において、インテリジェントコントローラは、既存の制御スケジ
ュールにしたがって制御を再開する。ユーザが大抵は次のスケジューリングされた設定値
変更まで実施中のままであるように手動で入力された設定値を期待することから、このア
プローチは大抵望ましい。
【００４７】
　図１５Ｆに示される異なるアプローチにおいて、即時制御入力１５２４によって指定さ
れたパラメータ値は、その時点において既存の制御スケジュールによって指定されている
であろうパラメータ値が再開される１５３６が後続する固定期間１５３４の間、インテリ
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ジェントコントローラによって維持される。
【００４８】
　図１５Ｇに示されるアプローチにおいて、即時制御入力１５２４によって指定されたパ
ラメータ値は、即時制御入力とは逆方向を有する設定値が到達するまで１５３８に維持さ
れ、その到達時点で既存の制御スケジュールが再開される１５４０。さらに他のアプロー
チにおいて、即時制御入力は、リソース及び／又はエネルギコストに関してシステム動作
を最適化しようと試みるために、最も低い合理的なレベルまでさらに緩和されてもよい。
積極的な学習中に一般に使用されるこれらのアプローチにおいて、ユーザは、エネルギ又
はリソースの最小又は低い使用速度と関連付けられたパラメータ値よりも大きいか又は小
さいパラメータ値を積極的に選択せざるを得ない。
【００４９】
　自動制御スケジュール学習の実装の一例において、インテリジェントコントローラは、
即時制御入力及び入力スケジュール変更によって無効化されたものを除き、既存の制御ス
ケジュールにしたがって１つ以上のエンティティを制御するとともに、一般に制御スケジ
ュール又はサブスケジュールの期間と一致する監視期間にわたって即時制御入力及びスケ
ジュール変更を監視する。監視期間の終わりに、記録されたデータは、既存の制御スケジ
ュールに重ね合わせられ、既存の制御スケジュール及びスケジュール変更及び即時制御入
力の特徴を組み合わせることにより、新たな暫定的スケジュールが生成される。様々な種
類の分解に続いて、新たな暫定的スケジュールは、既存の制御スケジュールがシステム動
作を制御することを目的としている将来の時間間隔について既存の制御スケジュールに昇
格する。
【００５０】
　図１６Ａ－図１６Ｅは、既存の制御スケジュール及び記録されたスケジュール変更並び
に即時制御入力から新たな制御スケジュールが合成される方法の１つの態様を図示してい
る。図１６Ａは、監視期間についての既存の制御スケジュールを示している、図１６Ｂは
、監視期間後の、制御スケジュール上に重ね合わせられた多数の記録された即時制御入力
を示している。図１６Ｂに図示されているように、６つの即時制御入力１６０２－１６０
７がある。クラスタリング技術において、既存の制御スケジュール設定値及び即時制御入
力のクラスタが検出される。クラスタ検出に対する１つのアプローチは、図１６Ｃに示さ
れるように、既存の制御スケジュール設定値も即時制御入力も存在しない閾値長さよりも
大きい全時間間隔を判定することである。両矢印１６１０などのプロット下方の水平の両
矢印は、既存の制御スケジュール上への即時制御入力の重ね合わせにおいて既存の制御ス
ケジュール設定値も即時制御入力も存在しない閾値長さよりも大きい間隔を表している。
そして、これらの間隔によって重複しない時間軸のそれらの部分は、図１６Ｄに示される
ように、既存の制御スケジュール設定値及び即時制御入力のクラスタであると考えられる
。第１のクラスタ１６１２は、既存の制御スケジュール設定値１６１４－１６１６並びに
即時制御入力１６０２及び１６０３を包含する。第２のクラスタ１６２０は、即時制御入
力１６０４及び１６０５を包含する。第３のクラスタ１６２２は、既存の制御スケジュー
ル設定値１６２４のみを包含する。第４のクラスタ１６２６は、既存の制御スケジュール
設定値１６２８とともに即時制御入力１６０６及び１６０７を包含する。１つのクラスタ
処理方法において、各クラスタは、記録された即時制御入力及び既存の制御スケジュール
から生成された新たな暫定的スケジュールにおいて、ゼロ、１つ又は２つの設定値まで削
減される。図１６Ｅは、図１６Ｄにおいて特定された４つのクラスタの分解によって得ら
れた例となる新たな暫定的スケジュール１６３０を示している。
【００５１】
　クラスタ処理は、既存の制御スケジュール設定値及び即時制御入力に関してユーザ又は
リモートエンティティの代わりに明らかな意図を反映するゼロ、１つ又は２つの新たな制
御スケジュール設定値まで、クラスタ内に様々な既存の制御スケジュール設定値及び即時
制御入力をまとめることによって新たな暫定的スケジュールを単純化することを目的とし
ている。一方、既存の制御スケジュール設定値及び即時制御入力の合計として新たな暫定
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的スケジュールを生成することは可能であろう。しかしながら、そのアプローチは、大抵
は、ユーザ又は他のリモートエンティティの最終的な要望を一般には反映せず、大抵はイ
ンテリジェント制御によって達成することができないパラメータ値対時間曲線を構成する
、不調和で、非常に変化し、きめの細かい制御スケジュールをもたらすであろう。一例と
して、インテリジェントサーモスタットにおいて、１０度だけ異なる温度を指定する１５
分離れた２つの設定値が、インテリジェントコントローラによって制御されるＨＶＡＣシ
ステムによって達成可能ではないことがある。例えば、ある環境状態のもとに、ＨＶＡＣ
システムが最高で１時間あたり５度しか住居の室内温度を上昇することができない場合で
ある。さらにまた、単純な制御スケジュールは、制御スケジュールに一致するパラメータ
値又はＰ値を経時的に生成するように１つ以上のエンティティを制御するためにインテリ
ジェントコントローラによって使用可能な最適化ストラテジのより多様なセットをもたら
し得る。そして、インテリジェントコントローラは、最小エネルギ使用量又はリソース利
用などのさらなる制約を考慮して制御を最適化することができる。
【００５２】
　既存の制御スケジュール設定値及び即時制御入力のクラスタを１つ又は２つの新たな暫
定的スケジュール設定値に分解するための多くの可能なアプローチがある。図１７Ａ－図
１７Ｅは、分解スケジュールクラスタに対する１つのアプローチを図示している。図１７
Ａ－図１７Ｅにおいて、３つのプロットが示されている。第１のプロットは、既存の制御
スケジュール上に重ね合わせられた、記録された即時制御入力を示している。第２のプロ
ットは、異なる種類の設定値を単一の一般的な種類の等価設定値まで削減しており、最後
のプロットは、ゼロ、１つ又は２つの新たな暫定的スケジュール設定値への設定値の分解
を示している。
【００５３】
　図１７Ａは、インテリジェントコントローラ内で既存の制御スケジュール設定値及び即
時制御入力７０４から生成された実際の制御に関する方向及び大きさの指示とともに単一
種類の設定値又はイベントとしてともにプロットされたときにわかるように、既存の制御
スケジュール設定値及び即時制御入力が明らかなＰ値の増加傾向を呈するクラスタ１７０
２を示している。この場合において、６つの設定値のうち４つの設定値７０６－７０９は
、指定されたＰ値の増加をもたらし、単一の設定値７１０のみが僅かなＰ値の減少をもた
らし、１つの設定値７１２は、Ｐ値の変更なしを生み出した。この場合及び同様の場合に
おいて、全ての設定値は、既存の制御スケジュール及び即時制御入力の双方において表現
された意図として論理的に推測されることができるＰ値の増加を指定する単一の設定値に
よって置き換えられる。この場合において、設定値７０４のクラスタを置き換える単一の
設定値７１６は、クラスタにおける第１の設定値の時間に配置され、クラスタにおけるい
ずれかの設定値によって指定された最も高いＰ値と等しい新たなＰ値を指定する。
【００５４】
　図１７Ｂに図示されたクラスタは、５つの設定値７１８－７２２を含む。これらの設定
値のうちの２つは、Ｐ値の減少を指定し、２つはＰ値の増加を指定し、１つは何ら効果を
有しなかった。結果として、設定値の集合によって明示される意図の明らかなＰ値変更は
なく、したがって、新たな暫定的スケジュール７２４は、クラスタ間隔内の既存の制御ス
ケジュールの初期Ｐ値において維持されるＰ値により、クラスタ間隔にわたって設定値を
含まない。
【００５５】
　図１７Ｃは、図１７Ａに示されるクラスタリングされた設定値によって呈された上昇傾
向と同様に、明らかな下降傾向を呈するクラスタを示している。この場合において、４つ
のクラスタ設定値が、クラスタにおける第１の設定値に対応する時点において、単一の新
たな暫定的スケジュール設定値７２６によって置き換えられ、クラスタにおけるいずれか
の設定値によって指定された最も低いＰ値と等しいＰ値の減少を指定する。
【００５６】
　図１７Ｄにおいて、クラスタは、３つの設定値７３０－７３２を含む。既存の制御スケ



(26) JP 6121431 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

ジュール設定値７３０及び後続の即時制御設定値７３１に対応する設定値は、クラスタ間
隔の始まりにおいてＰ値を上昇させる明らかな意図を示し、最後の設定値７３２は、クラ
スタ間隔の終わりにおいてＰ値を低下させる明らかな意図を示す。この場合において、３
つの設定値がクラスタにおける３つの設定値から推測される意図を映す新たな暫定的スケ
ジュールにおいて２つの設定値７３４及び７３６によって置き換えられる。図１７Ｅは、
クラスタにおける３つの設定値が２つの新たな暫定的スケジュール設定値７３８及び７４
０によって置き換えられる同様の状況を示しており、この場合、図１７Ｂにおける新たな
暫定的スケジュールにおけるＰ値の一時的な上昇及び後続の低下とは対照的に、一時的な
低下後のＰ値の後続する上昇を表している。
【００５７】
　図１７Ａ－図１７Ｅを参照しながら述べられたクラスタリングされた設定値の傾向を認
識することができる多くの異なる計算方法がある。これらの傾向は、コンピュータ認識さ
れることができる様々な種類の傾向の一例を提供する。平均化、カーブフィッティング及
び他の技術を含むクラスタ分解に関する異なる方法及びストラテジが可能である。全ての
場合において、クラスタ分解の目的は、複数の設定値を、既存の制御スケジュール及び即
時制御入力から判定されるように、ユーザの意図を反映する最も単純な可能性がある設定
値のセットに分解することである。
【００５８】
　図１８Ａ－図１８Ｂは、監視期間中にユーザによって入力された予想スケジュール変更
の効果を図示している。図１８Ａ－図１８Ｂにおいて及び後の図において、ユーザによる
スケジュール変更入力は、指定されたＰ値を示す小さい黒円１８０４で終わる縦線１８０
２によって表される。設定値は、実行されるように設定値がスケジューリングされる横の
時間軸に関して配置される。短い縦の線分１８０６は、ユーザ又はリモートエンティティ
によってスケジュール変更が行われた時点を表しており、横の線分１８０８は、縦の線分
１８０６及び１８０２によってそれぞれ表される設定値の実行時間と入力時間を接続して
いる。図１８Ａに示される場合において、ユーザは、午前１１：００において設定値１８
０２を含むように、１８１０の午前７：００に既存の制御スケジュールを変更した。図１
８Ａに示されるもののような場合において、スケジュール変更が予想される場合且つイン
テリジェントコントローラが同じ監視期間内で変更された制御スケジュールにしたがって
１つ以上のエンティティを制御することができる場合には、インテリジェントコントロー
ラは、図１８Ｂに示されるように、スケジュール変更を反映するために単に制御スケジュ
ールを変更する。したがって、１つの自動制御スケジュール学習方法において、予想スケ
ジュール変更は記録されない。代わりに、ユーザ又はリモートエンティティの所望のスケ
ジュール変更を反映するように既存の制御スケジュールが変更される。
【００５９】
　図１９Ａ－図１９Ｂは、監視期間中にユーザによって入力された遡及スケジュール変更
の効果を図示している。図１９Ａに示される場合において、ユーザは、１９０２の午後６
：００において、既存の設定値１９０４の削除並びに２つの新たな設定値１９０６及び１
９０８の追加を含む３つの変更を既存の制御スケジュールに対して入力する。これらのス
ケジュール変更の全ては、それらが入力された時間がＰ値の変更が起きるようにスケジュ
ーリングされた時間よりも遅いことから、変更された制御スケジュールによって制御され
る将来の監視期間にのみ影響を与えるであろう。これらの種類のスケジュール変更に関し
て、インテリジェントコントローラは、この種の設定値が即時制御入力よりもむしろスケ
ジュール変更インターフェースを介してユーザによって行われたスケジュール変更を表す
という事実の指示を含み、即時制御入力の記録と同様にしてスケジュール変更を記録する
。
【００６０】
　図１９Ｂは、図１９Ａに示されるスケジュール変更を組み込む新たな暫定的スケジュー
ルを示している。一般に、現在記載された自動制御スケジュール学習方法によって、スケ
ジュール変更が比較的大幅に重要視される。ユーザがスケジュール変更インターフェース



(27) JP 6121431 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

を介してスケジュール変更を行うために時間と手間をとることから、スケジュール変更は
、ユーザの要望及び意図が強く反映されていると仮定される。結果として、図１９Ｂに示
されるように、既存の設定値１９０４の削除並びに２つの新たな設定値１９０６及び１９
０８の追加は、新たな暫定的スケジュール１９１０を生成するために既存の制御スケジュ
ールに入力される。エッジ１９１２は、図１９Ａにおいて設定値１９０６によって表され
るスケジュール変更に対応しており、エッジ１９１４は、図１９Ａにおいて設定値１９０
８によって表されるスケジュール変更に対応している。要約すると、監視期間中に行われ
る予想スケジュール変更又は遡及スケジュール変更のいずれかについて、スケジュール変
更は、既存の制御スケジュール及び記録された即時制御入力及び監視期間中に行われたス
ケジュール変更の双方を組み込む新たな暫定的スケジュールの学習ベースの準備中に大き
な敬意を与えられる。
【００６１】
　図２０Ａ－図２０Ｃは、監視期間の終了に続き、クラスタリング及びクラスタの分解が
後続する、既存の制御スケジュールへの記録されたデータの重ね合わせを図示している。
図２０Ａに示されるように、ユーザは、監視期間中に、既存の制御スケジュール２００２
上に置かれる又は重ね合わせられる６つの即時制御入力２００４－２００９並びに２つの
遡及スケジュール変更２０１０及び２０１２を入力している。図２０Ｂに示されるように
、クラスタリングは、４つのクラスタ２０１４－２０１７を生成する。図２０Ｃは、クラ
スタの分解によって得られる新たな暫定的スケジュールを示している。３つの既存の制御
スケジュール設定値及び２つの即時制御設定値を有するクラスタ２０１４は、新たな暫定
的スケジュール設定値２０２０及び２０２２に分解される。２つの即時制御設定値及び２
つの遡及スケジュール設定値を含むクラスタ２（図２０Ｂにおける２０１５）は、設定値
２０２４及び２０２６に分解される。クラスタ３（図２０Ｂにおける２０１６）は、既存
の制御スケジュール設定値２０２８に分解され、２つの即時制御設定値及び１つの既存の
制御スケジュール設定値を含むクラスタ４（図２０Ｂにおける２０１７）は、設定値２０
３０に分解される。後続のスケジュール伝播ステップの準備において、新たな暫定的スケ
ジュール設定値のそれぞれは、設定値パラメータ値が即時制御設定値から導出されたのか
又は既存の制御スケジュール設定値若しくは遡及スケジュール変更設定値のいずれかから
導出されたのか否かの指示によってラベル付けされる。後者の２つのカテゴリは、同一と
考えられ、それらのカテゴリの設定値は、図２０Ｃにおいて文字「ｓ」によってラベル付
けされるとともに、即時制御設定値２０２０及び２０２２から導出された温度による設定
値は、「ｉ」とラベル付けされる。さらに後述するように、「ｉ」とラベル付けされた設
定値のみが、より高レベルの制御スケジュールのさらなる関連したサブスケジュールに伝
播される。
【００６２】
　クラスタリング及びクラスタ分解に続き、かつ新たな暫定的スケジュール伝播に先行す
ることができるさらなるステップは、ある実装においては、新たな暫定的スケジュールに
おいて即時制御設定値から導出された設定値の拡散をともなう。図２１Ａ－図２１Ｂは、
設定値拡散動作を図示している。図２１Ａは、設定値が導出された設定値のクラスを示す
ために、図２０Ｃを参照しながら上述したように「ｓ」又は「ｉ」のいずれかによってラ
ベル付けされた設定値を有する新たな暫定的スケジュールを示している。この新たな暫定
的スケジュール２１０２において、「ｉ」とラベル付けされた２つの設定値２１０４及び
２１０６は、分離目的のための閾値時間間隔よりも短い長さの時間間隔２１０８だけ分離
される。拡散動作は、閾値時間間隔よりも短い時間内に分離される「ｉ」とラベル付けさ
れた設定値の対を検出し、設定値の対が少なくとも図２１Ｂにおける所定の固定長時間間
隔２１１０だけ分離されるように、対のうち後者の設定値を時間内に前方に移動する。僅
かにより複雑な拡散動作において、対のうち後者の設定値が閾値時間よりも後続の設定値
の近くに移動されるであろう場合には、後者の設定値は、対のうち最初の設定値と後続の
設定値との半分の時点に移動されることができる。拡散動作の意図は、スケジュール単純
化のために及びシステムのインテリジェントコントローラ制御のもとに実現されることが
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できる制御スケジュールを生成するために設定値間の適切な分離を確実にすることである
。
【００６３】
　現在述べられている自動制御スケジュール学習方法によって実行される次の動作は、上
述したように、監視期間に続いて生成された新たな暫定的サブスケジュールのより高レベ
ルの制御スケジュールにおける関連するサブスケジュールへの伝播である。スケジュール
伝播は、図２２Ａ－図２２Ｂに図示されている。図２２Ａは、時間で一週間に及び且つ土
曜日サブスケジュール２２０４などの毎日のサブスケジュールを含むより高レベルの制御
スケジュール２２０２を示している。図２２Ａにおいて、月曜日サブスケジュール２２０
６は、最近、週の他の日に対応するサブスケジュールのクロスハッチから反対に傾斜して
いるクロスハッチによって図２２Ａにおいて示される監視期間の終わりに続く新たな暫定
的月曜日サブスケジュールによって置き換えられている。図２２Ｂに示されるように、現
在述べられている自動制御スケジュール学習方法において使用されるスケジュール伝播技
術は、より高レベルの制御スケジュール２２０２における他の関連するサブスケジュール
２２０８－２２１１への新たな暫定的月曜日サブスケジュール２２０６の伝播をともなう
。この場合において、平日サブスケジュールは互いに関連していると考えられ、週末サブ
スケジュールについても同様であるが、週末サブスケジュールは、平日サブスケジュール
に関連しているとは考えられない。サブスケジュール伝播は、関連する既存の制御スケジ
ュール、この場合にはサブスケジュール２２０８－２２１１上への新たな暫定的スケジュ
ール２２０６における「ｉ」とラベル付けされた設定値の重ね合わせと、その後、関連す
るサブスケジュールについての新たな暫定的サブスケジュールを生成するために、設定値
が重ね合わせられた既存の制御スケジュールの分解とをともなう。図２２Ｂにおいて、新
たな暫定的サブスケジュール２２０６からの「ｉ」とラベル付けされた設定値の関連する
サブスケジュール２２０８－２２１１上への重ね合わせは、双方向クロスハッチによって
示される。これらの重ね合わせられた設定値及び既存のサブスケジュールの分解に続いて
、より高レベルの制御スケジュール２２０２の全ては、その後、インテリジェントコント
ローラについての現在の既存の制御スケジュールであると考えられる。換言すれば、分解
に続いて、新たな暫定的サブスケジュールは、既存のサブスケジュールに昇格する。ある
場合において、サブスケジュール伝播ルールは、時間とともに変更することができる。一
例として、伝播は、最初は毎週スケジュールのうち毎日起こすことができるが、またさら
に、平日サブスケジュールを平日へ、及び週末サブスケジュールを週末へとより選択的に
伝播することができる。他のそのようなルールは、サブスケジュールの伝播に使用可能で
ある。
【００６４】
　上述したように、階層的に関連する制御スケジュールの複数のセットとともに、インテ
リジェントコントローラによって維持される制御スケジュール及びサブスケジュールの複
数の階層があることができる。これらの場合において、スケジュール伝播は、新たに生成
された暫定的サブスケジュールが伝播されなければならないサブスケジュールを判定する
ために比較的より複雑な伝播ルールをともなうことができる。時間で前方向への伝播が図
２２Ｂに示されているものの、新たな暫定的スケジュール又は新たな暫定的サブスケジュ
ールの伝播は、時間に関して前又は後方向のいずれかで実行されることができる。一般に
、新たな暫定的スケジュール伝播は、ルール、又は、各制御スケジュール及び／又はサブ
スケジュールに関連していると考えられるそれらの制御スケジュール及びサブスケジュー
ルを記載した表によって左右される。
【００６５】
　図２３Ａ－図２３Ｃは、Ｐ値対ｔ制御スケジュールプロットを用いた新たな暫定的スケ
ジュール伝播を図示している。図２３Ａは、新たな暫定的スケジュールにおける「ｉ」と
ラベル付けされた設定値が伝播される既存の制御スケジュール２３０２を示している。図
２３Ｂは、図２３Ａに示される制御スケジュール上に重ね合わせられた「ｉ」とラベル付
けされた伝播される設定値を示している。２つの設定値２３０４及び２３０６は、既存の
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制御スケジュール２３０２上に重ね合わせられる。既存の制御スケジュールは、４つの既
存の設定値２３０８－２３１１を含む。第２の伝播される設定値２３０６は、既存の制御
スケジュール２３０２のパラメータ値レベル２３１４に対応するよりも大きいレベル２３
１２までパラメータ値を低下させ、したがって、既存の設定値２３１０まで既存の制御ス
ケジュールを重ね合わせる。この単純な場合において、さらなる調整は行われず、伝播さ
れる設定値は、図２３Ｃに示される新たな暫定的スケジュール２３１６を生成するために
、既存の制御スケジュールに組み込まれる。設定値が全ての関連する制御スケジュール又
はサブスケジュールに伝播され、新たな暫定的スケジュール及びサブスケジュールがそれ
らについて生成されたときには、伝播ステップは終了し、全ての新たな暫定的スケジュー
ル及びサブスケジュールは、インテリジェントコントローラについての新たな既存のより
高レベルの制御スケジュールであると一体に考えられる。
【００６６】
　図２３Ｂに示されるような関連するサブスケジュール又は制御スケジュールに対する新
たな暫定的スケジュール上への「ｉ」とラベル付けされた設定値の伝播及び重ね合わせに
続いて、伝播された設定値及び既存の制御スケジュールから生成された新たな暫定的スケ
ジュールを単純化して実現可能とするために、多数のルールが設定値及び既存の制御スケ
ジュールの重ね合わせに適用されることができる。図２４Ａ－図２４Ｉは、新たな暫定的
スケジュールを生成する処理の一部として、伝播された設定値と重ね合わされた既存の制
御スケジュールを単純化するのに使用されるルールの多数の例を図示している。図２４Ａ
－図２４Ｉのそれぞれは、２つのＰ値対ｔプロットを含み、第１は、既存の制御スケジュ
ールに重ね合わせている伝播される設定値を示しており、第２は、伝播される設定値の分
解によって得られる新たな暫定的スケジュールの一部を生成するために伝播される設定値
の分解を示している。
【００６７】
　図２４Ａにおける第１の左側のＰ値対ｔプロット２４０２は、既存の制御スケジュール
２４０５に重ね合わせている伝播される設定値２４０４を示している。図２４Ａはまた、
既存の制御スケジュールによって伝播される設定値を分解するのに使用される多くの例示
ルールの説明に使用される用語も図示している。図２４Ａにおいて、第１の既存の設定値
ｐｅ１２４０６は、時間長ａ２４０７だけ伝播される設定値２４０４に時間で先行してお
り、既存の制御スケジュールの第２の既存の設定値ｐｅ２２４０８は、時間長ｂ２４０９
だけ伝播される設定値２４０４に時間で続いている。第１の既存の制御スケジュール設定
値２４０６と伝播される設定値２４０４とのＰ値の差異は、「ΔＰ」２４１０と称される
。図２４Ａに示される右側のＰ値対ｔプロット２４１２は、第１の伝播される設定値分解
ルールを図示している。この図に示されるように、ΔＰが閾値ΔＰよりも小さく、ｂが閾
値Δｔよりも小さいときは、伝播される設定値は削除される。それゆえに、ルール１によ
る既存の制御スケジュールによって伝播される設定値の分解は、図２４Ａの右側に示され
るように、伝播される設定値を除去する。
【００６８】
　図２４Ｂ－図２４Ｉは、図２４Ａにおける第１の伝播される設定値の分解ルールの図示
と同様にして、伝播される設定値の分解ルールのさらなる例を図示している。図２４Ｂは
、ｂが閾値Δｔよりも小さいとき且つ図２４Ａに図示された第１のルールが適用されない
とき、新たな伝播される設定値２４１４がΔｔ２２４１６だけ既存の設定値ｐｅ１から時
間で前方に移動され、既存の設定値ｐｅ２が削除されるルールを図示している。
【００６９】
　図２４Ｃは、最初の２つのルールが伝播される設定値に適用可能でないときに適用され
る第３のルールを図示している。ａが閾値Δｔよりも小さい場合には、伝播される設定値
は、所定値Δｔ３だけｐｅ２から時間で後方に移動され、既存の設定値ｐｅ１は削除され
る。
【００７０】
　図２４Ｄは、最初の３つのルールが伝播される設定値に適用可能でないときに適用可能
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な第４のルールを図示している。この場合において、伝播される設定値のＰ値は、既存の
設定値ｐｅ１についてのＰ値となり、伝播される設定値は削除される。
【００７１】
　図２４Ａ－図２４Ｄを参照しながら上述した最初の４つのルールが適用可能でないとき
、既存の制御スケジュールによって伝播される設定値を分解するために、さらなるルール
が試みられることができる。図２４Ｅは、第５のルールを図示している。図２４Ｅに示さ
れるように、ｂが閾値Δｔよりも小さく、ΔＰが閾値Δｐよりも小さい場合には、伝播さ
れる設定値２４２４は削除される。換言すれば、既存の制御スケジュール設定値に近すぎ
る伝播される設定値は、新たな暫定的制御スケジュールに組み込まれない。既存の設定値
はまた、伝播される設定値の分解中に再考慮されることができる。例えば、図２４Ｆに示
されるように、第１の既存の設定値ｐｅ１後に生じる第２の既存の設定値ｐｅ２が閾値Δ
Ｐよりも小さいパラメータ値の変更をもたらすとき、第２の既存の設定値ｐｅ２は除去さ
れることができる。そのような近接した既存の設定値は、以前の監視期間に続くスケジュ
ール変更に与えられる敬意に起因して生じることができる。同様に、図２４Ｇに示される
ように、伝播される設定値が既存の設定値に続き、伝播される設定値によって生成された
パラメータ値ΔＰの変更が閾値ΔＰよりも小さいとき、伝播される設定値は削除される。
図２４Ｈに示されるように、閾値Δｔよりも小さく分離される２つの既存の設定値は、２
つの既存の設定値の最初と一致した単一の設定値に分解されることができる。最後に、同
様にして、既存の設定値に対して時間で非常に近い伝播される設定値は削除されることが
できる。
【００７２】
　ある実装において、ユーザ入力設定値変更と自動生成設定値変更との間において重要な
区別が行われる。前者の設定値変更は、「アンカー設定値」と称され、学習によって無効
化されない。多くの場合において、ユーザは、手動で入力する設定値が変更されるべきで
はないと期待する。積極的及び定常状態学習の双方中における様々なレベルの自動調整に
ついて設定値変更を区別するために、さらなるルール、発見的問題解決法及び検討が使用
されることができる。なお、パラメータ値範囲を示す２つのパラメータ値と関連付けられ
る設定値は、パターンマッチングにおいて使用される比較動作並びに他の自動学習計算及
び判定中に、異なる方法で扱われることができる。例えば、範囲設定値変更は、等価又は
同一であるとみなされるように双方のパラメータにおいて他の範囲設定値変更と一致する
必要があり得る。
【００７３】
　次に、上述した自動制御スケジュール学習方法を組み込むインテリジェントコントロー
ラの実装例が提供される。図２５Ａ－図２５Ｍは、上述した自動制御スケジュール学習方
法を組み込むインテリジェントコントローラの実装の一例を図示している。始めに、なお
、以下の実装は、モジュール構造化、制御構造、データ構造、プログラミング言語、ハー
ドウェアコンポーネント、ファームウェア及び他のそのような設計及び実装パラメータを
含む多くの異なる設計及び実装パラメータのいずれかを変化させることによって得られる
ことができる多くの異なる可能な実装のひとつにすぎない。多くの異なる種類の制御スケ
ジュールは、異なる制御領域に適用される異なる種類のインテリジェントコントローラに
よって使用されることができる。インテリジェントコントローラ・ロジックに組み込まれ
る自動制御スケジュール学習方法は、インテリジェントコントローラ動作を指定する制御
スケジュールの種類及び数に応じて大幅に変化することができる。様々な異なる種類の制
御スケジュールによって及ぼされる期間及び制御スケジュールの時間での粒度は、特定の
コントローラが設計される制御タスクに応じて幅広く変化することができる。
【００７４】
　図２５Ａは、最も高レベルのインテリジェントコントローラ制御ロジックを示している
。高レベルの制御ロジックは、様々な種類の制御関連イベントがインテリジェントコント
ローラによって扱われるイベント・ハンドリング・ループを備える。図２５Ａにおいて、
４つの指定種類の制御関連イベントが処理されるが、一般に、イベント・ハンドリング・
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ループは、インテリジェントコントローラ・ロジック内でより低レベルで生じる多くのさ
らなる種類の制御関連イベントを扱うことができる。例は、インテリジェントコントロー
ラがリモート・スマートホーム装置及びクラウド・コンピュータサーバなどのリモートエ
ンティティに対してデータを受信又は送信する通信イベントを含む。他の種類の制御関連
イベントは、観察されるパラメータ及び制御スケジュール、検出についての制御スケジュ
ールの指定された範囲外に入るセンサデータによって始動されることができる様々な種類
のアラーム及びタイマ、並びに、専用のハンドリングを必要とする、ありふれていない又
は稀なイベントにしたがったシステム起動及び不起動に関連する制御関連イベントを含む
。インテリジェントコントローラによって扱われることができる様々な異なる種類の制御
関連イベントの全てを記載しようと試みるよりも、図２５Ａは、制御関連イベントの４つ
の例のハンドリングを図示している。
【００７５】
　ステップ２５０２において、インテリジェントコントローラは、次の制御関連イベント
が起きるのを待機する。制御関連イベントが起きたとき、制御は、ステップ２５０４に流
れ、インテリジェントコントローラは、即時制御入力が即時制御入力インターフェースを
介してユーザ又はリモートエンティティによって入力されたかどうかを判定する。ステッ
プ２５０４において判定されるように、即時制御入力がユーザ又はリモートエンティティ
によって入力されたとき、インテリジェントコントローラは、ステップ２５０５において
、一般には内部に記憶されたパラメータ値についての指定範囲を変更することによって即
時制御入力を実行し、必要に応じて、１つ以上の被制御エンティティを起動した後、ステ
ップ２５０６において、即時制御入力がメモリに記録される。ステップ２５０７において
判定されるように、さらなる設定値又は他のスケジュール特徴が即時制御入力を終了する
ために追加される必要があるときには、ステップ２５０８において、さらなる設定値又は
他のスケジュール特徴が制御スケジュールに追加される。そのような追加される設定値の
例は、図１５Ａ－図１５Ｇを参照しながら上述される。ステップ２５０９において判定さ
れるように、ステップ２５０２から出て始動される制御関連イベントが、現在の時間がス
ケジューリングされた設定値又はスケジューリングされた制御のものであることを示すタ
イマイベントであるときには、インテリジェントコントローラは、ステップ２５１０にお
いて、コントローラ設定値のスケジューリングを実行する。ステップ２５１１において判
定されるように、ステップ２５１０において実行されたスケジューリング制御が、即時制
御入力を終了するためにステップ２５０８において追加された一時的なスケジューリング
制御であるときには、ステップ２５１２において、一時的なスケジューリング制御は削除
される。ステップ２５１３において判定されるように、ステップ２５０２から出て始動さ
れる制御関連イベントが、制御スケジュール変更インターフェースを介して制御スケジュ
ールに対してユーザ又はリモートエンティティによって行われた変更であるときには、ス
テップ１５１４において判定されるようにスケジュール変更が予想されるときには、ステ
ップ２５１５において、図１８Ａ－図１８Ｂを参照しながら上述したように既存の制御ス
ケジュールに対してインテリジェントコントローラによってスケジュール変更が行われる
。そうでなければ、スケジュール変更は遡及され、ステップ２５１６において、現在の監
視期間の終了において新たな暫定的スケジュールが変化する際に後で使用するためにイン
テリジェントコントローラによってメモリに記録される。
【００７６】
　ステップ２５１７において判定されるように、２５０２から出て始動される制御関連イ
ベントが現在の監視期間の終了と関連付けられたタイマイベントであるときには、ステッ
プ２５１８において、監視期間ルーチンが呼び出され、図１５Ａ－図２４Ｆを参照しなが
ら上述したように、記録された即時制御入力及びスケジュール変更を処理する。ステップ
２５１９において判定されるように、一般には生じたイベントキューにキューされるさら
なる制御関連イベントがステップ２５０２から出た後に生じたときには、制御は、次のキ
ューされたイベントを扱うためにステップ２５０４へと戻る。そうでなければ、制御は、
インテリジェントコントローラが次の制御関連イベントを待機するステップ２５０２に戻
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る。
【００７７】
　図２５Ｂは、図２５Ａにおけるステップ２５１８において呼び出されたルーチン「監視
期間」についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５２２において、
インテリジェントコントローラは、現在の学習モードの指示を記憶する状態変数にアクセ
スする。ステップ２５２３において判定されるように、現在の学習モードが積極的な学習
モードであるときには、ステップ２５２４において、ルーチン「積極的監視期間」が呼び
出される。そうでなければ、ステップ２５２５において、ルーチン「定常状態監視期間」
が呼び出される。この制御フローダイアグラムは単純であるが、図１１Ｄ－図１１Ｅ及び
図１２を参照しながら上述した自動制御スケジュール学習の特徴を明確に示している。自
動制御スケジュール学習は、後続の定常状態学習期間が続く初期の積極的な学習期間に分
岐される。
【００７８】
　図２５Ｃは、図２５Ｂにおけるステップ２５２４において呼び出されたルーチン「積極
的監視期間」についての制御フローダイアグラムを提供している。このルーチンは、各監
視期間の終わりに呼び出される。上述した例において、監視期間は、毎日の制御スケジュ
ールのそれぞれの終わり、午後１２：００の直後に終了する。しかしながら、代わりの実
装において、監視期間は、様々な他の異なる時間間隔で生じることができ、他の特性及び
パラメータに応じて可変に生じることさえもできる。監視期間は、一般に、上述したよう
に制御スケジュール又はサブスケジュールに対応する最小粒度の期間である。
【００７９】
　ステップ２５２７において、インテリジェントコントローラは、図１６Ｂ及び図２０Ａ
を参照しながら上述したように、全ての記録された即時制御入力を既存の制御スケジュー
ルと組み合わせる。ステップ２５２８において、図１６Ｃ－図１６Ｄ及び図２０Ｂを参照
しながら上述したように、記録された即時制御入力及びスケジュール変更及び既存の制御
スケジュール設定値をクラスタに分割するために、ルーチン「クラスタ」が呼び出される
。ステップ２５２９において、インテリジェントコントローラは、図１６Ａ－図２０Ｃを
参照しながら上述したように、各クラスタ内の様々な設定値を分解するために、ルーチン
「クラスタ単純化」を呼び出す。ステップ２５３０において、インテリジェントコントロ
ーラは、図２０Ｃ及び２１Ａ－図２１Ｂを参照しながら上述したように、クラスタ分解に
続いて新たな暫定的スケジュールを生成するために、ルーチン「新たなスケジュール生成
」を呼び出す。ステップ２５３１において、インテリジェントコントローラは、ステップ
２５３０において生成された暫定的スケジュールの特徴を、インテリジェントコントロー
ラの制御スケジュールの関連するサブスケジュール及び制御スケジュールに伝播するため
に、図２２Ａ－図２４Ｉを参照しながら上述したルーチン「新たなスケジュール伝播」を
呼び出す。ステップ２５３２において、インテリジェントコントローラは、ステップ２５
３２において判定されるように、現在終了した監視期間が積極的な学習モードにおける最
後の監視期間であるか否かを判定する。ステップ２５３２において判定されるように、最
近終了した監視期間が積極的な監視学習モードにおける最後の監視期間である場合、ステ
ップ２５３３において、インテリジェントコントローラは、インテリジェントコントロー
ラが現在定常状態学習モードで動作していることを示すために現在の学習モードを制御す
る様々な状態変数を設定し、ステップ２５３４において、定常状態学習のフェーズＩに適
合するパラメータ値に様々な学習パラメータを設定する。
【００８０】
　自動制御スケジュール学習の異なる実装において多くの異なる学習パラメータが使用さ
れることができる。現在述べられている実装において、学習パラメータは、即時制御入力
がインテリジェントコントローラによって終了する前に実行される時間量や、クラスタ分
解及び既存の制御スケジュールに関する伝播される設定値の分解に使用される様々な閾値
Δｔ及び閾値ΔＰの大きさを含むことができる。最後に、ステップ２５３５において、記
録される即時制御入力及びスケジュール変更が、クラスタリング情報並びに新たな暫定的
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スケジュールの生成及び暫定的スケジュールの伝播中に導出されて記憶される他の一時的
な情報とともに削除され、学習ロジックは、後続の監視期間を開始するために再初期化さ
れる。
【００８１】
　図２５Ｄは、図２５Ｃのステップ２５２８において呼び出されるルーチン「クラスタ」
についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５３７において、局所変
数Δｔｉｎｔが学習モード及び学習フェーズ依存値に設定される。そして、ステップ２５
３８－２５４２のｗｈｉｌｅループにおいて、ステップ２５４０において判定されるよう
に１つ以上のクラスタリング基準が満たされるまで、既存の制御スケジュール内にクラス
タを生成するために、ルーチン「間隔クラスタ」が反復的に呼び出される。クラスタリン
グ基準を満たすのに先だって、ステップ２５４２において、クラスタリング基準を満たす
ために次のクラスタリングを変えるために、ステップ２５３９におけるルーチン「間隔ク
ラスタ」に対する次の呼び出しのそれぞれに先だってΔｔｉｎｔの値がインクリメントさ
れる。変数Δｔｉｎｔは、図１６Ｃを参照しながら上述したように２つの異なるクラスタ
に属するとして分類された設定値をもたらす設定値間における最小の時間長、又は、２つ
のクラスタ間の間隔である期間１６１０に対応する。Δｔｉｎｔの減少は、一般に、さら
なるクラスタを生み出す。
【００８２】
　様々な異なる種類のクラスタリング基準がインテリジェントコントローラによって使用
されることができる。一般に、適切な制御スケジュール単純化を生み出すために十分な数
のクラスタを生成するのが望ましいが、多すぎるクラスタは、さらなる制御スケジュール
の複雑性をもたらす。したがって、クラスタリング基準は、望ましいレベルの制御スケジ
ュール単純化をもたらす望ましいレベルのクラスタリングを生み出すのに十分なΔｔｉｎ

ｔを選択するように設計される。ｗｈｉｌｅループは、Δｔｉｎｔの値が許容可能な値の
範囲内である場合に継続する。クラスタリング基準がステップ２５３８－２５４２のｗｈ
ｉｌｅループにおけるルーチン「間隔クラスタ」に対する反復した呼び出しによって満た
されないときには、ステップ２５４３において、クラスタを生成するために、必要に応じ
て制御スケジュール単純化のために、１つ以上の他のクラスタリング方法が使用されても
よい。他の方法は、制御スケジュールにおいて示されるローカルの最大及び最小パラメー
タ値に基づいて、それでも駄目な場合には、クラスタ境界として、ステップ２５３７にお
いて生成された設定値内の多数の最長設定値自由時間間隔を選択することにより、クラス
タの選択をともなうことができる。
【００８３】
　図２５Ｅは、図２５Ｄのステップ２５３９において呼び出されたルーチン「間隔クラス
タ」についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５４５において、イ
ンテリジェントコントローラは、設定値が監視期間に対応する制御スケジュールの開始時
間と一致するか否かを判定する。ステップ２５４５において判定されるように、設定値が
制御スケジュールの時間の開始と一致しないときには、ステップ２５４６において、制御
スケジュールの開始時間に局所変数「ｓｔａｒｔＣｌｕｓｔｅｒ」が設定され、局所変数
「ｎｕｍＣｌｕｓｔｅｒ」が１に設定される。そうでなければ、ステップ２５４７におい
て、局所変数「ｎｕｍＣｌｕｓｔｅｒ」が０に設定される。ステップ２５４８において、
局所変数「ｌａｓｔＳＰ」が制御スケジュールの開始時間に設定され、ステップ２５４８
において、局所変数「ｃｕｒＴ」が「ｌａｓｔＳＰ」と時間インクリメントΔｔｉｎｃと
の和に設定される。局所変数「ｃｕｒｔ」は、考えられる制御スケジュールにおける現在
時点の指示であり、局所変数「ｎｕｍＣｌｕｓｔｅｒ」は、生成されている次のクラスタ
における設定値数の指示であり、局所変数「ｓｔａｒｔＣｌｕｓｔｅｒ」は、クラスタに
おける第１の設定値の時点の指示であり、局所変数「ｌａｓｔＳＰ」は、制御スケジュー
ルにおいて検出された設定値の最後の時間の指示である。次に、ステップ２５４９－２５
５９のｗｈｉｌｅループにおいて、制御スケジュールから一連のクラスタを生成するため
に、監視期間に対応する制御スケジュールが始めから終わりまで検討される。ステップ２
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５５０において、最後の検出された設定値と考えられている現在時点との間における時間
間隔の長さに局所変数Δｔが設定される。ステップ２５５１において判定されるように現
在時点と一致する設定値があるときには、ステップ２５５２において、設定値を考慮して
処理するために、ルーチン「ｎｅｘｔＳＰ」が呼び出される。そうでなければ、ステップ
２５５３において判定されるようにΔｔがΔｔｉｎｔよりも大きいときには、ステップ２
５５４において判定されるようにクラスタが処理されていれば、ステップ２５５５におい
て、クラスタは閉じられて記憶され、次のクラスタの処理を開始するために局所変数「ｎ
ｕｍＣｌｕｓｔｅｒ」が再初期化される。ステップ２５５６において、局所変数「ｃｕｒ
ｔ」がインクリメントされ、ｗｈｉｌｅループは、ｃｕｒＴが、ステップ２５５７におい
て判定されるように制御スケジュールが終了する時間以下であるときに反復し続ける。ス
テップ２５５８において判定されるように、ｗｈｉｌｅループが終了し、クラスタが生成
されたときには、ステップ２５５９において、クラスタは閉じられて記憶される。
【００８４】
　図２５Ｆは、図２５Ｅのステップ２５５２において呼び出されたルーチン「ｎｅｘｔＳ
Ｐ」についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５６０において、イ
ンテリジェントコントローラは、クラスタがルーチン呼び出し時に生成されているか否か
を判定する。クラスタが生成されており、ステップ２５６１において判定されるようにΔ
ｔがΔｔｉｎｔよりも小さいときには、ステップ２５６２において、現在の設定値がクラ
スタに追加される。そうでなければ、ステップ２５６３において、現在考慮されているク
ラスタは閉じられて記憶される。クラスタが生成されていないときには、ステップ２５６
４において、現在検出された設定値が新たなクラスタにおける最初の設定値となる。
【００８５】
　図２５Ｇは、図２５Ｃのステップ２５２９において呼び出されたルーチン「クラスタ単
純化」についての制御フローダイアグラムを提供している。このルーチンは、図１６Ａ－
図２１Ｄを参照しながら上述したように、図２５Ｃのステップ２５２８において呼び出さ
れたルーチン「クラスタ」によって判定された各クラスタが単純化されるステップ２５６
６－２５６８を含む単純なｆｏｒループである。クラスタは、ステップ２５６７における
ルーチン「単純化」に対する呼び出しによって単純化される。
【００８６】
　図２５Ｈは、図２５Ｇのステップ２５６７において呼び出されたルーチン「単純化」に
ついての制御フローダイアグラムである。ステップ２５７０において、インテリジェント
コントローラは、現在考慮されているクラスタが任意のスケジュール変更設定値を含むか
否かを判定する。現在考慮されているクラスタがスケジュール変更設定値を含むときには
、ステップ２５７２において、いかなる即時制御設定値も除去される。ステップ２５７３
において判定されるように、クラスタが単一のスケジュール変更設定値のみを含むときに
は、ステップ２５７４において、その単一のスケジュール変更設定値が全クラスタを表し
たままとされる。そうでなければ、ステップ２５７５において、図１７Ａ－図１７Ｅを参
照しながら上述したように、クラスタを表すゼロ、１つ又は２つの設定値に複数のスケジ
ュール変更が分解される。そして、ステップ２５７６において、ゼロ、１つ又は２つの設
定値は、既存の制御スケジュールに入力される。ステップ２５７０において判定されるよ
うに、クラスタがいかなるスケジュール変更設定値も含まないとき、及び、図１７Ａ及び
図１７Ｃを参照しながら上述したように、ステップ２５７７において判定されるように、
クラスタにおける設定値が単一の設定値によって置き換えられることができるときには、
ステップ２５７８において、図１７Ａ及び図１７Ｃを参照しながら上述したように、クラ
スタの設定値は、単一の設定値と置き換えられる。なお、図２０Ａ－図２０Ｃを参照しな
がら上述したように、設定値は、スケジューリングされた設定値又は即時制御設定値から
導出されるかどうかを示すために、ラベル「ｓ」及び「ｉ」と関連付けられる。同様に、
ステップ２５７９において判定されるように、クラスタの設定値が２つの設定値によって
置き換えられることができるときには、ステップ２５８０において、クラスタは、図１７
Ｄ－図１７Ｅを参照しながら上述したように、適切なラベルを有する２つの設定値によっ
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て置き換えられる。そうでなければ、図７１７Ｂを参照しながら説明された状態が生じ、
その場合、ステップ２５８１において、残りの設定値の全てがクラスタから削除される。
【００８７】
　図２５Ｉは、図２５Ｃのステップ２５３０において呼び出されたルーチン「新たなスケ
ジュール生成」についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５８３に
おいて判定されるように、新たな暫定的スケジュールが２つ以上の即時制御設定値を含む
ときには、ステップ２５８４において、ルーチン「拡散」が呼び出される。このルーチン
は、図２１Ａ－図２１Ｂを参照しながら上述したように、「ｉ」とラベル付けされた設定
値を拡散する。そして、制御スケジュールは、ステップ２５８５において、設定値がステ
ップ２５８６において後続の伝播ステップのために保持される即時制御設定値又はスケジ
ュール設定値から導出されるかどうかの指示とともに、所定期間、新たな現在の制御スケ
ジュールとして記憶される。
【００８８】
　図２５Ｊは、図２５Ｉのステップ２５８４において呼び出されたルーチン「拡散」につ
いての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５８７において、局所変数「
第１」が暫定的スケジュールにおける第１の即時制御設定値に設定される。ステップ２５
８８において、変数「第２」が暫定的スケジュールにおける第２の即時制御設定値に設定
される。そして、ステップ２５８９－２５９９のｗｈｉｌｅループにおいて、閾値時間長
Δｔｊよりも時間で近い即時制御設定値の対を検出するために、暫定的スケジュールが検
討される。第２の設定値は、ステップ２５９２－２５９６において、即時制御設定値を拡
散するために、固定された時間間隔Δｔｓだけ又は以前の設定値と次の設定値との半分時
点に時間的に移動される。
【００８９】
　図２５Ｋは、図２５Ｃのステップ２５３１において呼び出されたルーチン「新たなスケ
ジュール伝播」についての制御フローダイアグラムを提供している。このルーチンは、図
２２Ａ－図２２Ｂを参照しながら上述したように、図２５Ｃのステップ２５３０において
生成された暫定的スケジュールを関連するサブスケジュールに伝播する。ステップ２５９
９ａにおいて、インテリジェントコントローラは、ステップ２５３０において生成された
暫定的スケジュールが伝播されなければならないさらなるサブスケジュール又はスケジュ
ールを判定する。そして、ステップ２５９９ｂ－２５９９ｅのｆｏｒループにおいて、図
２５Ｉのステップ２５８６において保持された即時制御設定値が、次の関連する制御スケ
ジュールに伝播され、それらの設定値が次の制御スケジュールにおける既存の制御スケジ
ュール設定値とともに、ステップ２５９９ｄにおいて、ルーチン「さらなるスケジュール
分解」に対する呼び出しによって分解される。
【００９０】
　図２５Ｌは、図２５Ｋのステップ２５９９ｄにおいて呼び出されたルーチン「さらなる
スケジュール分解」についての制御フローダイアグラムを提供している。ステップ２５９
９ｆにおいて、インテリジェントコントローラは、図２４Ａ－図２４Ｉを参照しながら上
述したものなどの記憶されたスケジュール分解ルールのセットにアクセスし、適用される
ことになるスケジュール分解ルールの数に局所変数ｊを設定する。再度、ステップ２５９
９ｇ－２５９９ｎのネスト化されたｆｏｒループにおいて、図２５Ｋのステップ２５９９
ｃにおいて生成された設定値のセットにおける各即時制御設定値にルールが適用される。
ルールは、ステップ２５９９ｊにおいて判定されるように設定値が削除されるまで、又は
、ステップ２５９９ｋにおいてスケジュールを単純化するためにルールが成功裏に適用さ
れるまで、順に各即時制御設定値に適用される。一旦全ての伝播される設定値がステップ
２５９９ｇ－２５９９ｎのネスト化されたｆｏｒループにおいて分解されると、ステップ
２５９９ｏにおいて、スケジュールは新たな暫定的スケジュールとして記憶される。
【００９１】
　図２５Ｍは、図２５Ｂのステップ２５２５において呼び出されたルーチン「定常状態監
視」についての制御フローダイアグラムを提供している。このルーチンは、図２５Ｃに示
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されて図２５Ｂのステップ２５２４において呼び出されたルーチン「積極的監視期間」と
同様である。実際に、多くのステップがほぼ同一であり、簡潔さの利益のために再度は記
載されない。しかしながら、ステップ２５９９ｑは、ルーチン「積極的監視期間」には存
在しない追加ステップである。このステップにおいて、設定値のセットが、インテリジェ
ントコントローラが目標とする又はシフトされることになる他の制御スケジュールとより
密接に関連しているか否かを判定するために、既存の制御スケジュール設定値に重ね合わ
せられた即時制御設定値及びスケジュール変更設定値が最近の履歴制御スケジュールのデ
ータベースを調査するのに使用される。ステップ２５９９ｈにおいて判定されるように、
制御スケジュールのシフトがこの調査によって示されるときには、ステップ２５９９Ｉに
おいてシフトが実行され、ステップ２５９９ｔにおいて、新たな暫定的スケジュールの生
成の実行に先だって、記憶された即時制御及びスケジュール変更が、インテリジェントコ
ントローラがシフトされる目標スケジュールのサブスケジュールと組み合わされる。ステ
ップ２５９９ｑにおいて呼び出された履歴調査ルーチンはまた、監視期間に対応する１つ
以上の制御スケジュール又はサブスケジュールに関して監視期間中に記録された即時制御
設定値及びスケジュール変更設定値をフィルタリングしてもよい。これは、積極的な学習
モードにおいて使用される積極的な学習アプローチとは対照的に、監視期間中に記録され
た入力に基づいて制御スケジュールを控えめに変更しようとするのみである、より控えめ
な学習アプローチの一部である。それゆえに、監視期間の終わりに実行される処理は、積
極的な学習モード及び定常状態学習モードの双方に類似しているが、スケジュール変更は
、定常状態学習中にはより控えめな方式で実行され、スケジュール変更は、定常状態学習
の各連続フェーズによってますます控えめになる。手元の広範な最近及び履歴制御スケジ
ュール情報により、インテリジェントコントローラは、監視期間中に生じた即時制御入力
及びスケジュール変更が、制御スケジュールに対する長期間の変更に関するユーザの要望
を反映するか、又は、その代わりに、一時的な局所イベント及び状態に関連する一時的な
制御変更を反映するかどうかについて、インテリジェントでますます正確な予想を作るこ
とができる。
【００９２】
　上述したように、インテリジェントコントローラは、異なる期間にわたって利用可能な
複数の異なる制御スケジュールを使用することができる。例えば、住居のＨＶＡＣサーモ
スタットコントローラの場合には、インテリジェントコントローラは、年中異なる季節に
利用可能な様々な異なる制御スケジュール、場合によっては冬、夏、春及び秋についての
異なる制御スケジュールを使用することができる。他の種類のインテリジェントコントロ
ーラは、分及び時間から、月、年及びさらにはより長い期間に及ぶ様々な異なる制御期間
についての多数の制御スケジュールを使用することができる。
【００９３】
　図２６は、インテリジェントコントローラの動作についての３つの異なる制御モードに
対応する３つの異なる週ベースの制御スケジュールを図示している。３つの制御スケジュ
ール２６０２－２６０４のそれぞれは、図２５Ｍのステップ２５９９ｓにおいて、他の制
御スケジュールへと動作制御がシフトされるまでの期間、インテリジェントコントローラ
動作を制御する異なる週ベースの制御スケジュールである。図２７は、７つの異なる制御
スケジュールにしたがって動作するインテリジェントコントローラについての状態遷移ダ
イアグラムを図示している。特定の制御スケジュールによって制御される動作のモードは
、円２７０２などの円として示されており、動作のモード間の遷移は、曲線矢印２７０４
などの曲線矢印として示されている。図２７に示される場合において、状態遷移ダイアグ
ラムは、特定の制御スケジュールによってそれぞれ制御される７つの異なる動作モードを
備えるインテリジェントコントローラについての決定論的でより高レベルの制御スケジュ
ールを表現している。これらの特定の制御スケジュールのそれぞれは、順次、サブスケジ
ュールのさらなる階層レベルからなることができる。本特許出願が関する自動学習方法は
、それらの階層的構造にかかわらず、複数の制御スケジュール及びサブスケジュールの自
動学習に適合することができる。監視期間は、一般に、より短期間でより小さい粒度の階
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層におけるサブスケジュールを包含し、サブスケジュールとより高レベルの制御スケジュ
ールとの間の遷移は、図１３を参照しながら述べられた毎週の制御スケジュール内の毎日
のサブスケジュールなどのより大きな制御スケジュール内のサブスケジュールの順序によ
り、又は、多くの他の制御スケジュール構造及びスケジュールシフト基準にしたがって、
図２７に図示された遷移状態ダイアグラム表現されたより高レベルの制御スケジュールな
ど、より高レベルの制御スケジュールによって制御される。
【００９４】
　図２８Ａ－図２８Ｃは、インテリジェントコントローラによって実行されることがある
１種類の制御スケジュール遷移を図示している。図２８Ａは、それにしたがってインテリ
ジェントコントローラが現在動作している既存の制御スケジュールを示している。図２８
Ｂは、図２８Ａに示される制御スケジュール上に重ね合わせられた最近終了した監視期間
にわたって記録された即時制御入力を示している。これらの即時制御入力２８０２－２８
０５は、既存の制御スケジュール２８００から大幅な逸脱を表しているようにみえる。図
２５Ｍのステップ２５９９ｑにおいて、インテリジェントコントローラは、最近終了した
監視期間についての制御スケジュールを変えることができる、図２８Ｃに示される制御ス
ケジュール２８１０を含む様々な他の制御スケジュール又は履歴制御スケジュールを考慮
することができる。結局のところ、既存の制御スケジュールによる即時制御入力の分解は
、図２８Ｃに示される制御スケジュール２８１０に非常に近い制御スケジュールを生み出
すであろう。そして、これは、既存の制御スケジュールを変更し、変更された制御スケジ
ュールを使用して継続するのではなく、記録された即時制御入力が、制御を制御スケジュ
ール２８１０にシフトする必要性を提案することができるインテリジェントコントローラ
に対する強い指示を提供する。これは、図２５Ｍにおけるステップ２５９９ｓにおいて生
じることがある１つの種類のスケジュール変更遷移であるものの、他のスケジュール変更
シフトは、現在の日、曜日の知識、及び、場合によってはインテリジェント制御動作を制
御するのに使用されることになる複数の制御スケジュールの使用をともに指定する様々な
環境パラメータの知識によって制御されることができる。
【００９５】
　図２９－図３０は、定常状態学習フェーズ中にインテリジェントコントローラによって
行われることがある検討の種類を図示している。図２９において、同じ期間に利用可能な
１５個の最近又は履歴制御スケジュール又は暫定的スケジュール２９０４－２９１８の同
様のプロットとともに、新たな暫定的スケジュール２９０２のプロットが示されている。
最近又は履歴暫定的スケジュール２９０４－２９１８に対する新たな暫定的スケジュール
２９０２の視覚的比較は、新たな暫定的スケジュールが制御体制におけるむしろ過激な変
更を表す旨を即座にみせる。定常状態学習中に、そのような過激な変更は、既存の制御ス
ケジュールを置き換えるために伝播も使用もされることができないが、その代わりに、累
積した最近及び履歴暫定的スケジュールの記録が、将来のユーザ意図の指示として、暫定
的スケジュールの検討についてのより良好な裏付けを提供するときのみ、伝播又は置き換
えのために記録されて使用されることができる。例えば、図３０に示されるように、新た
な暫定的スケジュールが最近及び／又は履歴制御スケジュール３００２－３０１６の記録
と比較されると、インテリジェントコントローラは、置き換え又は伝播のために新たな暫
定的スケジュール２９０２をはるかに多く使用しそうである。
【００９６】
　インテリジェントサーモスタットに照らした自動スケジュール学習
　自動制御スケジュール学習の実装は、次に記載されるインテリジェントサーモスタット
に含まれる。インテリジェントサーモスタットには、精通していないユーザを単純なユー
ザインターフェースに触れさせる選択的に層化された機能が備えられるが、多くの異なる
エネルギ節約及びエネルギ追跡能力にアクセスして操作することができる能力を高度なユ
ーザに提供する。単純なユーザインターフェースに触れさせられるのみである精通してい
ないユーザの場合でさえも、インテリジェントサーモスタットは、バックグラウンドで実
行する高度なエネルギ節約機能を提供する。インテリジェントサーモスタットは、インテ
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リジェントサーモスタットが配置される環境の加熱及び冷却を学習してエネルギ節約設定
を最適化するためにマルチセンサ技術を使用する。
【００９７】
　インテリジェントサーモスタットはまた、ユーザがいくつかの単純な質問に答えるセッ
トアップ・ダイアログを発端に、ユーザについても学習し、そして、ユーザ占有パターン
を検出し、スケジュール変更及び即時制御入力を用いてユーザが温度を制御する方法を追
跡するために、時間とともにマルチセンサ技術を使用して継続する。継続的に、インテリ
ジェントサーモスタットは、学習されて検知された情報を処理し、エネルギ使用量を最適
化するための環境制御設定を自動的に調整すると同時に、１人以上のユーザの学習した占
有パターン及び快適さの好みにしたがって、環境内の温度を所望のレベルに維持する。
【００９８】
　有利には、インテリジェントサーモスタットの選択的に層化された機能は、家及び企業
環境内での様々な異なる技術的状況において効率的な動作を可能とする。無線ホームネッ
トワーク又はインターネット接続性を有しない単純な環境のために、インテリジェントサ
ーモスタットは、スタンドアローンモードで効率的に動作し、マルチセンサ技術及びユー
ザ入力に基づいて環境を学習して適応する。しかしながら、ホームネットワーク又はイン
ターネット接続性を有する環境のためには、インテリジェントサーモスタットは、さらな
る能力を提示するためにネットワーク接続されたモードで効率的に動作する。
【００９９】
　インテリジェントサーモスタットが、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）接続性を介
してなどのホームネットワークを介してインターネットに接続されたとき、インテリジェ
ントサーモスタットは、（１）実時間又は集約したホームエネルギ性能データを、公益事
業会社、インテリジェントサーモスタットのデータ・サービスプロバイダ、他の家におけ
るインテリジェントサーモスタット、又は、他のデータ送り先に提供することができる、
（２）公益事業会社、インテリジェントサーモスタットのデータ・サービスプロバイダ、
他の家におけるインテリジェントサーモスタット、又は、他のデータソースから、実時間
又は集約したホームエネルギ性能データを受信することができる、（３）１つ以上のイン
テリジェントサーモスタットのデータ・サービスプロバイダ又は他のソースから、新たな
エネルギ制御命令及び／又は更新を受信することができる、（４）エネルギ節約制御アル
ゴリズム処理に含めるために、現在の及び予想された天気情報を受信することができる、
（５）ユーザのコンピュータ、ネットワーク接続されたテレビ、スマートフォン及び／又
は他の固定若しくは携帯データ通信機器から、ユーザ制御コマンドを受信することができ
る、（６）デジタル電気器具を介してインタラクティブなユーザインターフェースをユー
ザに提供することができる、（７）それらの加入者についてのエネルギ節約制御コマンド
及び／又はプロファイルを生成するために、複数のソースから収集された情報を活用する
ことを目的とする加入ベースのサービスなどの外部のエネルギ管理アドバイザからコマン
ド及び情報を受信することができる、（８）手数料又は他のコストインセンティブと交換
にインテリジェントサーモスタットを制御するために、制限された権限が自発的に与えら
れる公益事業会社などの外部のエネルギ管理機関から、制御コマンド及び情報を受信する
ことができる、（９）インテリジェントサーモスタット検知されたＨＶＡＣ関連イベント
に基づいてデジタル電気器具についてのアラーム、アラート又は他の情報をユーザに提供
することができる、（１０）インテリジェントサーモスタット検知された非ＨＶＡＣ関連
イベントに基づいてデジタル電気器具についてのアラーム、アラート又は他の情報をユー
ザに提供することができる、及び、（１１）ネットワーク接続性によって可能とされる様
々な他の有益な機能を提供することができる。
【０１００】
　図３１Ａは、インテリジェントサーモスタットの斜視図を図示している。インテリジェ
ントサーモスタット３１００は、流線型の洗練された外観を有する。インテリジェントサ
ーモスタット３１００は、光沢のあるニッケル又はクロム仕上げなどの視覚的に心地よい
外装仕上げを有する約８ｃｍの径を有する円形本体３１０８を備える。回転可能な外側リ
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ング３１０６と、センサリング３１０４と、円形ディスプレイモニタ３１０２とを備える
キャップ状の構造は、小さい周囲間隙３１１０によって本体３１０８から分離される。外
側リング３１０６は、本体３１０８のものと同じ外装仕上げを有することができる一方で
、センサリング３１０４及び円形ディスプレイモニタ３１０２は、外側方向に徐々に円弧
状とされ且つ流線型のさらに固く耐久性があるようにみえる全体外観を提供する共通の円
形ガラス（又はプラスチック）外装を有することができる。センサリング３１０４は、赤
外線センサ、可視光センサ及び音響センサを含む多種多様なセンサのいずれかを含む。セ
ンサリング３１０４を被覆するガラス又はプラスチックは、センサ自体がユーザにとって
視認できないように、曇り仕上げ又は鏡面仕上げとされることができる。えら又はグリル
状通気孔の必要なく、外気が内部センサによって検知されるのを可能とする周囲間隙３１
１０によって換気機能性が提供されることができる。
【０１０１】
　図３１Ｂ－図３１Ｃは、ユーザによって制御されるインテリジェントサーモスタットを
図示している。インテリジェントサーモスタット３１００は、以下の２種類のユーザ入力
によって制御される。（１）外側リング３１０６の回転（図３１Ｂ）、及び、（２）可聴
の及び／又は触知の「クリック」が生じるまでの外側リング３１０６の内側押圧（図３１
Ｃ）。内側押圧は、外側リング３１０６を前方に移動させることができる一方で、他の実
装においては、外側リング３１０６と、センサリング３１０４及び円形ディスプレイモニ
タ３１０２のガラスカバーとを含むキャップ状の構造全体が、押圧されたときに内側にと
もに移動する。センサリング３１０４、円形ディスプレイモニタ３１０２及び共通のガラ
スカバーは、１つの実装においては外側リング３１０６とともに回転しない。
【０１０２】
　外側リング３１０６の回転又はリング回転及び外側リング３１０６の内側押圧又は内側
クリックにより、インテリジェントサーモスタット３１００は、基本セットアップ及び動
作に必要な全ての情報をユーザから受信することができる。外側リング３１０６は、洗練
された全体の感覚をさらに促進しながら誤った又は不要な回転入力を低減するために、滑
らかなさらに粘性のある感覚をユーザに提供するように機械的に取り付けられる。インテ
リジェントサーモスタット３１００は、以下の３つの基本的なユーザ入力を認識する。（
１）リング左回転、（２）リング右回転及び（３）内側クリック。他の実装においては、
ダブルクリック又はトリプルクリック内側押圧及び回転入力の速度感知又は加速感知など
、より複雑な基本的なユーザ入力が認識されることができる。
【０１０３】
　図３２は、インテリジェントサーモスタット及びＨＶＡＣ連結壁ドックの分解斜視図を
図示している。ＨＶＡＣ連結壁ドック３２０６は、インテリジェントサーモスタット３１
００が取り外されたとき、非常に単純で基本的なスタンドアローンのサーモスタットとし
ての機能を有し、基本的なサーモスタットは、標準温度読み出し／設定ダイヤル３２０８
と、単純な冷却－オフ－加熱スイッチ３２０９を含む。これは、延長された期間のサービ
ス又は修理のために、インテリジェントサーモスタット３１００が取り外される必要があ
るときなど、様々な状況での有益さを証明することができる。１つの実装において、基本
的なサーモスタットコンポーネント３２０８及び３２０９は、リレーを作動して制御する
ために電力が必要とされないように、実際は全体的に機械的である。他の実装において、
電気上下ボタン及び／又はＬＣＤ読み出しなどの単純な電子制御が提供される。他の実装
において、インテリジェントサーモスタットが一時的に取り外されたときに脳幹機能を提
供する遠隔制御を可能とするための基本的なネットワークアクセスなど、インテリジェン
トサーモスタット３１００の高度な機能のサブセットが提供されることができる。
【０１０４】
　図３３Ａ－図３３Ｂは、インテリジェントサーモスタットの分解正面及び背面斜視図を
図示している。図３３Ａ－図３３Ｂは、以下の２つの主部品に関するインテリジェントサ
ーモスタット３３０２を示している。（１）ヘッドユニット３２０４及び（２）背板３３
０６。示される図面において、ｚ方向は壁から外向きであり、ｙ方向は、やって来るユー
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ザに対して頭の先からつま先方向であり、ｘ方向はユーザの左右方向である。
【０１０５】
　図３４Ａ－図３４Ｂは、ヘッドユニットの分解正面及び背面斜視図をそれぞれ図示して
いる。ヘッドユニット３３０４は、ヘッドユニット・フレーム３３１０と、外側リング３
３１１と、ヘッドユニット前面アセンブリ３３１２と、前面レンズ３３１３と、前面グリ
ル３３１４とを含む。ヘッドユニット前面アセンブリ３３１２における電気部品は、リボ
ンケーブル及び／又は他のプラグタイプの電気コネクタを介して、背板３３０６上の電気
部品に接続することができる。
【０１０６】
　図３５Ａ－図３５Ｂは、ヘッドユニット前面アセンブリの分解正面及び背面斜視図をそ
れぞれ図示している。ヘッドユニット前面アセンブリ３３１２は、ヘッドユニット回路基
板３３１６と、ヘッドユニット前板３３１８と、ＬＣＤモジュール３３２２とを備える。
ヘッドユニット回路基板３３１６の前側の部品は、図３５ＡにおけるＲＦシールドの後方
に隠蔽される。１つの実装において、３．７ボルトの公称電圧及び５６０ｍＡｈの公称容
量を有するヘッドユニット回路基板３３１６の後方に再充電可能なリチウムイオン・バッ
テリ３３２５が配置されている。バッテリ寿命を延長するために、バッテリ３３２５は、
通常は、サーモスタットバッテリ充電回路によって４５０ｍＡｈを超えて充電されない。
さらに、バッテリ３３２５は、４．２ボルトまで充電可能とされるように定格が決められ
ているものの、インテリジェントサーモスタット・バッテリ充電回路は、通常は、３．９
５ボルトを超えてインテリジェントサーモスタットを充電しない。また、図３５Ｂに示さ
れているものは、外側リング３３１１の回転を検知するように構成されて位置決めされる
光学式指ナビゲーションモジュール３３２４である。モジュール３３２４は、外側リング
３３１１の周囲に面したテクスチャ表面の移動を検知するために、光学式コンピュータマ
ウスの動作と同様の方法を使用する。特に、モジュール３３２４は、比較的低電力の背板
マイクロプロセッサよりもむしろ、比較的電力集中型のヘッドユニット・マイクロプロセ
ッサによって制御されるほとんどないセンサの１つである。ユーザが手動でダイヤルを回
転しているとき、ヘッドユニット・マイクロプロセッサは既に起動されていることから、
これは過剰電力ドレインなしで達成可能であり、過剰な起動電力ドレインを回避する。有
利には、非常に高速な応答もまた、ヘッドユニット・マイクロプロセッサによって提供さ
れることができる。また、図３５Ａに示されているものは、下方に配設されたＰＩＲ動き
センサとともに動作するフレネルレンズ３３２０である。
【０１０７】
　図３６Ａ－図３６Ｂは、背板ユニットの分解正面及び背面斜視図をそれぞれ図示してい
る。背板ユニット３３０６は、背板ユニット裏板３３３０と、背板ユニット回路基板３３
３２と、背板ユニットカバー３３３９とを備える。図３６Ａは、一体化された有線挿入検
知回路と、背板回路基板３３３２の後側に取り付けられる電力流用回路によって使用され
る２つの比較的大きなコンデンサ３３３６とを含むＨＶＡＣ有線コネクタ３３３４を示し
ている。
【０１０８】
　図３７は、部分的に組み立てられたヘッドユニットの斜視図を示している。ある実装に
おいて、フレネルレンズ３３２０及び関連するＰＩＲ動きセンサ３３４４上のグリル部材
３３１４の配置は、ＰＩＲ検知素子を隠蔽して保護するとともに、グリル部材３３１４に
おける横溝は、ＰＩＲ動き検知ハードウェアが、隠蔽されるにもかかわらず、部屋又は領
域における居住者の横方向の動きを検出するのを可能とする。温度センサ３３４０は、よ
り正確に周囲温度を測定するために、一対の熱センサを使用する。温度センサ３３４０と
関連付けられた第１の又は上方の熱センサ３３４１は、領域外により近い又はサーモスタ
ットの外装の温度データを収集するとともに、第２の又は下方の熱センサ３３４２は、ハ
ウジングの内部とより密接に関連付けられた温度データを収集する。１つの実装において
、温度センサ３３４１及び３３４２は、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のＴＭＰ
１１２デジタル温度センサチップを備えるとともに、ＰＩＲ動きセンサ３３４４は、デュ
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アル素子焦電検出器であるＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ　ＤｉｇｉＰｙｒｏ　ＰＹＤ　１９９
８を備える。
【０１０９】
　周囲温度をより正確に判定するために、下方の熱センサ３３４２からとられる温度は、
有効な周囲温度の判定の際に、上方の熱センサ３３４１によって測定された温度とともに
考慮される。この構成は、マイクロプロセッサ及び／又は他の電子部品によってサーモス
タット内で生成される内部熱の影響を補償するのに使用されることができ、そうでなけれ
ば被る可能性がある温度測定誤差を取り除く又は最小化する。いくつかの実装において、
周囲温度測定の精度は、上方の熱センサ３３４１が下方の熱センサ３３４２よりも周囲温
度を良好に反映することから、グリル部材３３１４に対し、温度センサ３３４０の上方の
熱センサ３３４１を熱結合することによってさらに向上させることができる。
【０１１０】
　図３８は、ヘッドユニット回路基板を図示している。ヘッドユニット回路基板３３１６
は、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭメモリ３８０６と、大容量ＮＡＮＤ記憶装置３８０８とともに、
ヘッドユニット・マイクロプロセッサ３８０２（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社
のＡＭ３７０３チップなど）と、関連するオシレータ３８０４とを備える。８０２．１１
ｂ／ｇ／ｎ　ＷＬＡＮ規格をサポートするＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のＷＬ
１２７０チップセットに基づくＭｕｒａｔａ社の無線ソリューションであるＬＢＷＡ１９
ＸＳＬＺモジュールなどのＷｉ－Ｆｉモジュール３８１０が、Ｗｉ－Ｆｉ機能のためのＲ
Ｆシールド３８３４の別個の部分に設けられている。Ｗｉ－Ｆｉモジュール３８１０は、
オシレータ３８１４を含む支持回路３８１２に付随している。例えばＴｅｘａｓ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ社からのＣ２５３０Ｆ２５６モジュールなどのジグビーモジュール３８
１６が、ジグビー機能のための別個にシールドされたＲＦ部分にも設けられている。ジグ
ビーモジュール３８１６は、オシレータ３８１９と、低ノイズ増幅器３８２０とを含む支
持基板３８１８に付随している。ディスプレイ・バックライト電圧変換回路３８２２、圧
電性駆動回路３８２４及び電力管理回路３８２６がさらに設けられている。近接センサ及
び周囲光センサ（ＰＲＯＸ／ＡＬＳ）、より特には、Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｌａｂｓ社のＩ２
Ｃインターフェースを有するＳＩ１１４２近接／周囲光センサが、フレックス回路コネク
タ３８３０によってヘッドユニット回路基板の背面に取り付けるフレックス回路３８２８
上に設けられている。バッテリ充電管理切断回路３８３２及びバネ／ＲＦアンテナ３８３
６がさらに設けられている。温度センサ３８３８及びＰＩＲ動きセンサ３８４０がさらに
設けられている。
【０１１１】
　図３９は、背板回路基板の背面図を図示している。背板回路基板３３３２は、オン・ボ
ード・メモリ３９０３を含むＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のＭＳＰ４３０Ｆシ
ステム・オン・チップ・マイクロコントローラなどの背板プロセッサ／マイクロコントロ
ーラ３９０２を備える。背板回路基板３３３２は、さらに、電力流用回路と、各ＨＶＡＣ
の各ＨＶＡＣ機能のためのスイッチ回路３９０６とを含む電源回路３９０４を備える。そ
のような各機能に関して、スイッチ回路３９０６は、絶縁変圧器３９０８と、背面のＮＦ
ＥＴパッケージ３９１０とを含む。スイッチ回路におけるＦＥＴの使用は、１００マイク
ロ秒などの非常に小さい間隔で、ＨＶＡＣリレー回路から貯留コンデンサへと簡単に迂回
させることにより、アクティブな電力流用、すなわち、ＨＶＡＣのオンサイクル中に電力
をとるのを可能とする。この時間は、ＨＶＡＣリレーをオフ状態に作動させないためには
十分小さいが、貯留コンデンサを充電するには十分である。ＦＥＴの使用は、この高速ス
イッチング時間（１００マイクロ秒）を可能とし、（数十ミリ秒継続する）リレーを使用
して達成するのが困難であろう。また、そのようなリレーは、高速スイッチングによって
容易に悪化し、可聴ノイズもまた生成するであろう。対照的に、ＦＥＴは、基本的に可聴
ノイズなしで動作する。Ｓｅｎｓｉｒｉｏｎ社のＳＨＴ２１モジュールなどの組み合わさ
れた温度／湿度センサモジュール３９１２がさらに設けられている。背板マイクロコント
ローラ３９０２は、様々なセンサのポーリングを行い、実装における機械的有線挿入を検
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知し、電流対設定温度状態に関してヘッドユニットを警報し、それに応じて、スイッチや
実装において挿入された有線での適切な信号を探すことなどの他の機能を作動させる。
【０１１２】
　次に、上述したインテリジェントサーモスタットについての上述した自動制御スケジュ
ール学習方法の実装が提供される。図４０Ａ－図４０Ｄは、初期学習を達成するためのス
テップを図示している。図４１Ａ－図４１Ｍは、サーモスタットスケジュールの概念図の
進行を図示している。サーモスタットスケジュールの概念図の進行は、初期の積極的な学
習期間中の１日の監視期間の例について、図４０Ａ－図４０Ｄの選択されたステップに応
じて処理が行われるのにともない生じる。１つの実装において、インターネット接続性を
有するか又は有しないサーモスタット３３０２のヘッドユニット・マイクロプロセッサに
よって図４０Ａ－図４０Ｄのステップが実行される。他の実装において、図４０Ａ－図４
０Ｄの１つ以上のステップは、サーモスタット３３０２がネットワーク接続性を有するク
ラウドサーバによって実行されることができる。図４１Ａ－図４１Ｍに示される例は、加
熱スケジュールシナリオ用であるが、記載される方法は、冷却スケジュール学習にも同様
に利用可能であり、加熱設定値、冷却設定値及び／又は範囲設定値の混合を含むＨＶＡＣ
スケジュールに容易に拡張されることができる。図４０Ａ－図４１Ｍの例は、ＨＶＡＣス
ケジュール確立及び実行のもとになる１つの特定の適切な時間を表す特定の毎週のスケジ
ュールの確立に照らして示されており、他の実装においては、２週間のＨＶＡＣスケジュ
ール、半週間のＨＶＡＣスケジュール、１月のＨＶＡＣスケジュール、２か月のＨＶＡＣ
スケジュール、季節毎のＨＶＡＣスケジュール、及び、他の種類のスケジュールが確立さ
れることができる。図４０Ａ－図４１Ｍの例は、通常の住居実装に関して示されている及
び／又は述べられているが、これは説明の明確化のためである。本方法は、小売店、事務
所、工業環境など、多種多様の種類のエンクロージャに利用可能である。続く議論におい
て、特定のユーザ活動又は設定値エントリの時間は、一般に、その活動又はエントリの日
及び日のうちの時間と表現されるとともに、語句「日のうちの時間（ｔｉｍｅ　ｏｆ　ｄ
ａｙ）」は、一般に、日のうちの特定の時間を表現するのに使用される。
【０１１３】
　初期学習処理は、目的が、ユーザ挙動の自動観察及び追跡の非常に短期間に基づく１人
のユーザ又は複数のユーザについて、少なくとも粗く適切なＨＶＡＣスケジュールにおい
て迅速に確立することである「積極的な学習」アプローチを表す。一旦初期学習処理が確
立されると、その後、サーモスタット３３０２は、１人のユーザ又は複数のユーザの長期
間の反復される挙動に対する理解及び適応に関する定常状態学習へと切り替える。ほとん
どの場合には、ステップ４００２において、大抵はユーザフレンドリーなセットアップ・
インタビューに続いて、住居又は他の被制御環境におけるサーモスタット３３０２の新た
な実装及び起動に応答して初期学習処理が開始される。初期学習はまた、インテリジェン
トサーモスタット３３０２のファクトリ・リセット又はサーモスタット３３０２について
積極的な学習フェーズを繰り返して欲しいと願うユーザの具体的な要求などの他のイベン
トによっても引き起こされることができる。
【０１１４】
　ステップ４００４において、デフォルトの開始スケジュールがアクセスされる。１つの
実装に関して、開始スケジュールは、単一の設定温度を含み、毎日午前８時に影響を与え
る単なる単一の設定値である。この単一の設定温度は、ユーザが加熱スケジュール又は冷
却スケジュールの学習を開始するかどうかを質問された場合には、セットアップ・インタ
ビューの終わり近く又は初期学習の起動時に提供されるユーザ応答によって指示される。
ユーザが加熱を選択したときには、初期の単一設定温度は、華氏６８度又はいくつかの他
の適切な加熱設定温度に設定され、ユーザが冷却を選択したときには、初期の単一設定温
度は、華氏８０度又はいくつかの他の適切な冷却設定温度に設定される。他の実装におい
て、デフォルトの開始スケジュールは、初期セットアップ・インタビューにおいてユーザ
によって直接的又は間接的に選択される複数の所定のテンプレートスケジュールのうちの
１つとすることができる。図４１Ａは、「ａ」から「ｇ」とラベル付けされた加熱設定値
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によるデフォルトの開始スケジュールの例を図示している。
【０１１５】
　ステップ４００６において、新たな監視期間が開始される。１日の監視期間の選択は、
インテリジェントサーモスタットにおける制御スケジュール取得の場合には良好な結果を
与えるように見出される。しかしながら、時間の複数日ブロック、時間のサブ日ブロック
、他の適切な期間を含む他の監視期間が使用されることができ、あるいは、可変、ランダ
ム又は連続とすることができる。例えば、連続ベースで行われるときには、スケジュール
の次のバージョン、反復又は改良を生み出すために現在のスケジュールとともに情報の処
理のトリガとして、任意のユーザ設定値変更又はスケジューリング設定値入力が使用され
ることができる。サーモスタット３３０２が再充電可能なバッテリを有する電力流用サー
モスタットである１つの実装において、１日の期間は、スケジュールのリビジョンの鮮度
と、バッテリ電力を保つためにヘッドユニット・マイクロプロセッサにおける適度な計算
負荷を維持する必要性との適切なバランスを与えるように見出される。
【０１１６】
　ステップ４００８において、１日を通して、インテリジェントサーモスタット３３０２
は、即時制御及びスケジュール変更入力の双方を受信して記憶する。図４１Ｂは、現在記
載されている例においては図らずも火曜であるとする初期学習の典型的な日に行われた複
数の即時制御及びスケジュール変更ユーザ設定値エントリの代表を示しており、以下の議
論及び図４１Ａ－図４１Ｍを含む添付図面において、先行する上付き文字「Ｎ」は、スケ
ジュール変更又は非実時間）「ＮＲＴ」）の設定値エントリを識別し、先行する上付き文
字「Ｒ」は、即時制御又は実時間（「ＲＴ」）の設定値エントリを識別する。囲み数字は
、予め既存のスケジューリング設定値を表している。各ＮＲＴ設定値に関して、ＮＲＴ設
定値のエントリ時間を識別する後続の下付き文字もまた設けられている。そのような下付
き文字は、それらのスケジュール上の水平位置がそれらの有効時間及びエントリ時間の双
方を示すことから、ＲＴ設定値には必要とされない。それゆえに、図４１Ｂに示される例
において、ユーザは、午前７：３０に、華氏７６度の温度値を有するＲＴ設定値エントリ
「ｉ」を作成し、午前７：４０に、華氏７２度の温度値を有する他のＲＴ設定値エントリ
「ｊ」を作成し、午前９：３０に、華氏７２度の温度値を有する他のＲＴ設定値エントリ
「ｌ」を作成し、午前１１：３０に、華氏７６度の温度値を有する他のＲＴ設定値エント
リ「ｍ」を作成したなどである。火曜日の午前１０時に、ユーザは、スケジューリングイ
ンターフェースを介して、火曜日の午後１２：００に効力を生じることであるＮＲＴ設定
値エントリ「ｎ」を生成し、火曜日の午後９：００に効力を生じることであるＮＲＴ設定
値エントリ「ｗ」を生成した。その後、ユーザは、火曜日の午後４：００に、月曜日の午
後９：１５に効力を生じることであるＮＲＴ設定値エントリ「ｈ」を生成し、火曜日の午
前９：１５に効力を生じることであるＮＲＴ設定値エントリ「ｋ」を生成した。最後に、
ユーザは、火曜日の午後８時に、火曜日の午後６：００に効力を生じることであるＮＲＴ
設定値エントリ「ｓ」を生成した。
【０１１７】
　ここでステップ４０１０を参照すると、２４時間の監視期間を通して、インテリジェン
トサーモスタットは、制御スケジュールの現在のバージョンが効力を有するものは何でも
、及び、ＲＴ設定値エントリがユーザによって作成されたものは何でも、ＮＲＴ設定値エ
ントリが因果的に利用可能に作成されているものは何でもに従って、ＨＶＡＣシステムを
制御する。次の予め既存の設定値に遭遇するまで、因果的に利用可能なＮＲＴ設定値に遭
遇するまで、又は、後続のＲＴ設定値エントリが作成されるまで、現在の設定温度につい
てのＲＴ設定値エントリの効果は維持される。それゆえに、図４１Ａ－図４１Ｂを参照す
ると、火曜日の朝、午後６：４５に、サーモスタットの現在の動作設定値は、予め既存の
設定値「ｂ」に起因して華氏７３度に変化し、その後、午前７：３０に、現在の動作設定
値は、ＲＴ設定値エントリ「ｉ」に起因して華氏７６度に変化し、その後、午前７：４５
に、現在の動作設定値は、ＲＴ設定値エントリ「ｊ」に起因して華氏７２度に変化し、そ
の後、午前８：１５に、現在の動作設定値は、予め既存の設定値エントリ「ｃ」に起因し
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て華氏６５度に変化し、その後、午前９：３０に、現在の動作設定値は、ＲＴ設定値エン
トリ「ｌ」に起因して華氏７２度に変化し、その後、午前１１：３０に、現在の動作設定
値は、ＲＴ設定値エントリ「ｍ」に起因して華氏７６度に変化し、その後、午後１２：０
０に、現在の動作設定値は、ＮＲＴ設定値エントリ「ｎ」に起因して華氏７１度に変化し
、その後、午後１２：１５に、現在の動作設定値は、ＲＴ設定値エントリ「ｏ」に起因し
て華氏７８度に変化するなどである。午前９：１５においては、既に存在しなかったこと
からＮＲＴ設定値エントリ「ｋ」に起因して現在の設定値に変化がない。対照的に、ＮＲ
Ｔ設定値エントリ「ｎ」は、その日の午前１０時にユーザによって入力され、午後１２：
００というその指定された有効時間において効力を生じたことから、因果的に利用可能で
ある。
【０１１８】
　１つの任意の代替実施形態によれば、ステップ４０１０は、ＲＴ設定値エントリが、動
作設定温度として、最大２時間又は他の比較的短い間隔のみ有効であるように実行される
ことができ、動作設定温度は、現在のスケジュール上で予め既存の設定値によって又は因
果的に利用可能な任意のＮＲＴ設定値エントリによって指定されるであろう温度であれば
何でも戻る。この任意の代替例は、学習処理がより迅速に達成されることができるように
、初期学習期間中にユーザによりＲＴ設定値エントリを作成することを促すように設計さ
れる。さらなる任意の代替実施形態として、ステップ４００４において、初期スケジュー
ルは、例えば華氏６２度などの冬における比較的低温度設定値として、比較的低エネルギ
設定値に割り当てられ、これは一般に低エネルギ制御スケジュールを生み出す。さらに他
の代替例として、最初の数日間には、２時間後に予め既存の設定値に戻る代わりに、動作
設定値は、スケジュールにおいて低エネルギの予め既存の設定値に戻る。
【０１１９】
　ここでステップ４０１２を参照すると、監視期間の終わりにおいて、スケジュールの変
更されたバージョン、反復又は改良を生成するために、記憶されたＲＴ及びＮＲＴ設定値
は、互いに関して及び現在のスケジュールに関して処理され、その具体的なステップが図
４０Ｂに示される。この処理は、例えば、学習日の午後１１：５０に又は深夜近く若しく
は深夜まわりのいくつかの他の時間に実行されることができる。ステップ４０１４におい
て、初期学習がまだ終了していないと判定されたときには、ステップ４００６－４０１０
において、初期学習の他の日については変更されたバージョンのスケジュールが使用され
、ステップ４０１２においてさらに再度変更され、処理は、初期学習が終了するまで継続
する。初期学習が終了したときには、ステップ４０１６において、図３２Ａ－図３３を参
照しながら後述する定常状態学習が始まる。
【０１２０】
　いくつかの実装において、初期制御スケジュール学習が終了したか否かに関するステッ
プ４０１４における判定は、時間経過と、記録及び処理するのに十分なユーザ挙動量があ
ったかどうかとの双方に基づいている。１つの実装に関して、初期学習は、初期学習の２
日が経過し、ユーザがＲＴ又はＮＲＴ設定値を入力した１０個の別個の１時間間隔があっ
たときにのみ終了したと考えられる。様々な異なる基準のいずれかが、初期学習を終える
のに十分なユーザ相互作用があったかどうかを判定するのに使用されることができる。
【０１２１】
　図４０Ｂは、一般には図４０Ａのステップ４０１２に対応する記憶されたＲＴ及びＮＲ
Ｔ設定値を処理するためのステップを図示している。ステップ４０３０において、近接の
有効時間を有する設定値エントリは、図４１Ｃに図示されるように、クラスタにグループ
化される。１つの実装において、各メンバの有効時間が少なくとも１つの他のメンバの有
効時間から３０分未満だけ離れている２つ以上の設定値エントリの任意のセットは、単一
クラスタを構成する。
【０１２２】
　ステップ４０３２において、設定値エントリの各クラスタは、有効時間及び温度値の点
で全クラスタを表す単一の新たな設定値を生成するために処理される。この処理は、スケ
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ジュールの単純化に関するとともに、これと同時に、ユーザの設定値エントリ挙動のおか
げでユーザの真の意図を最も良好に捕捉する。クラスタメンバの温度値及び有効時間の平
均化を含む様々な異なるアプローチが使用されることができる一方で、図４０Ｃにより詳
細に記載されたステップ４０３２を実行する方法は、各設定値エントリのＮＲＴ対ＲＴ状
態、各設定値エントリの有効時間及び各設定値エントリのエントリ時間を考慮する。
【０１２３】
　図４０Ｂのステップ４０３２に対応する図４０Ｃを参照すると、ステップ４０６０にお
いて、クラスタにおいて最も早い有効時間よりも遅いエントリ時間を有するクラスタにお
ける任意のＮＲＴ設定値エントリがあるかどうかの判定が行われる。この場合、ステップ
４０６４において、クラスタは、最も遅く入力されたＮＲＴ設定値エントリの有効時間及
び温度値の双方を有する単一の代表設定値によって置き換えられる。このアプローチは、
その当時具体的に所望の設定温度を入力するために時間をかけているユーザの希望に対す
る敬意を提供する。ステップ４０６０において、そのようなＮＲＴ設定値エントリがない
ときには、ステップ４０６２において、クラスタは、最も早い有効クラスタメンバの有効
時間及び温度値と、最も遅いエントリ時間を有するクラスタメンバのものと等しい設定温
度の双方を有する単一の代表設定値によって置き換えられる。このアプローチは、即時制
御入力及び既存の設定値において表現されるときにユーザの希望に敬意を提供する。
【０１２４】
　再度図４０Ｂを参照すると、ステップ４０３４において、ステップ４０３２において判
定された新たな代表設定値は、設定値の温度値が割り当てられた設定値エントリの種類に
基づいて、「ＲＴ」又は「ＮＲＴ」によってタグ付けされる。それゆえに、図４０Ｃのロ
ジックによれば、クラスタについてのエントリの最も遅く生じた時間を有するＮＲＴ設定
値であった場合には、新たな設定値は、「ＮＲＴ」としてタグ付けされるであろう。最も
遅く生じたエントリの時間を有するＲＴ設定値であった場合には、新たな設定値は、「Ｒ
Ｔ」としてタグ付けされるであろう。ステップ４０３６－４０３８において、他の設定値
エントリとクラスタリングされていない任意の単一の設定値エントリは、ステップ４０４
０において、処理の次フェーズに対して単に新たな設定値として運ばれるにすぎない。
【０１２５】
　図４１Ｃ－図４１Ｄを参照すると、ＲＴ設定値エントリのみを有する「ｉｊ」クラスタ
について、単一の代表設定値「ｉｊ」がＲＴ設定値エントリ「ｉ」の最も早い有効時間を
有するとともに、図４０Ｃのステップ４０６２の適用を表すより遅く入力されたＲＴ設定
値エントリ「ｊ」の温度値を有するように割り当てられ、新たな設定値「ｉｊ」には、ス
テップ４０３４において、「ＲＴ」ラベルが割り当てられるようにみえる。また、そのク
ラスタにおいて最も早い有効時間よりも遅いエントリ時間を有するＮＲＴ設定値「ｋ」を
有する「ｋｌ」クラスタについて、図４０Ｃのステップ４０６４の適用を表すＮＲＴ設定
値エントリ「ｋ」の有効時間及び温度値の双方を有するように単一の代表設定値「ｋｌ」
が割り当てられ、ステップ４０３４において、新たな設定値「ｋｌ」に「ＮＲＴ」ラベル
が割り当てられるようにさらにみえる。ＮＲＴ設定値「ｎ」を有するがそのクラスタにお
ける最も早い有効時間よりも早いエントリ時間を有する「ｍｎｏ」クラスタについて、単
一の代表設定値「ｍｎｏ」は、図４０Ｃのステップ４０６２の適用を再度表す、最も遅く
入力された設定値エントリ「ｏ」の温度値を有するとともに、ＲＴ設定値エントリ「ｍ」
の最も早い有効時間を有するように割り当てられ、新たな設定値「ｍｎｏ」は、ステップ
４０３４において、「ＲＴ」ラベルが割り当てられる。その全てがまたこのステージにお
いて新たな設定値であると考えられる図４１Ｄに示される残りの結果はまた、図４０Ｂ－
図４０Ｃの方法から続く。
【０１２６】
　再度図４０Ｂを参照すると、ステップ４０４０は、次にステップ４０３４及び４０３８
の後に実行され、図４１Ｄに示されるように、グループとしての新たな設定値に適用され
る。ステップ４０４０において、任意の他の新たな設定値のものよりも遅い３１－６０分
である有効時間を有する任意の新たな設定値は、他の新たな設定値のものよりも遅い６０
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分である新たな有効時間を有するように時間的に移動される。これは、新たな設定値「ｑ
」に関して図４１Ｅに示されており、その有効時間は、新たな設定値「ｐ」の有効時間で
ある午後４：００から離隔された６０分であるように、午後５：００に移動されている。
１つの実施において、この処理は、ステップ４０４０の開始時におけるスケジュールの瞬
間のスナップショットに基づいて、単一の時間に行われるのみである。換言すれば、これ
らの新たな設定値分離に関して反復してカスケードした影響はない。したがって、ステッ
プ４０４０は、一般には少なくとも１時間だけ分離された新たな設定値の有効時間の時間
分散をもたらす一方で、１時間未満だけ分離された有効時間を有するいくつかの新たな設
定値が残ることができる。これらの微細な変化は、許容でき、大抵は絶対的１時間分離を
達成するための動作のカスケードに起因する有害な影響より好ましいと見出される。さら
にまた、これらの１時間分離は、予め既存のスケジュール設定値に対する処理後に、アル
ゴリズムにおいて遅く成功裏に終了することができる。他の実装においては他の分離間隔
が使用されてもよい。
【０１２７】
　図４０Ｂのステップ４０４２を参照すると、初期学習と関連付けられた積極的な目的と
一致して、現在の学習日について現在は確立されている新たな設定値は、それらの新たな
設定値が「ＲＴ」設定値としてタグ付けされているときには、同様の設定値であると予想
される週の他の日にわたって次に再現される。好ましくは、基本的なＮＲＴ設定値エント
リを生成したユーザが既に同様の所望のＮＲＴ設定値エントリを生成していることが起こ
り得るため、「ＮＲＴ」としてタグ付けされている新たな設定値は再現されない。毎週の
スケジュールの生成に良好に適していると見出されたいくつかの実装に関して、所定の再
現ルールのセットが適用される。これらの再現ルールは、初期学習処理が最初に開始され
た曜日に依存する。再現ルールは、予想されるユーザの大集団の実際のスケジュールを考
慮するように最適化され、週末は、大抵は平日と区別して構築され、これと同時に、積極
的な初期スケジュール確立を促進する。１つの実装に関して、表１に記載される再現ルー
ルが利用可能である。
【０１２８】
【表１】

【０１２９】
　図４１Ｆは、隣接日である月曜日及び水曜日の表示される部分への、火曜日の監視期間
からの図４１ＥのＲＴタグ付けされた新たな設定値の再現の効果を図示している。それゆ
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えに、例えば、午後１１：００の有効時間を有するＲＴタグ付けされた新たな設定値「ｘ
」は、月曜日及び他の全ての平日に、新たな設定値「ｘ２」として再現され、午前７：３
０の有効時間を有するＲＴタグ付けされた新たな設定値「ｉｊ」は、水曜日及び他の全て
の平日に、新たな設定値「ｉｊ２」として再現される。表１のルールに関して、「ｍｎｏ
」、「ｐ」、「ｑ」及び「ｕ」を含む他の全てのＲＴタグ付けされた新たな設定値はまた
、他の全ての平日にわたって再現される。ＮＲＴタグ付けされた新たな設定値「ｋｌ」又
は「ｒｓｔ」はいずれも再現されない。月曜日に有効であることを望むユーザによって火
曜日に入力されたＮＲＴユーザ設定値エントリ「ｈ」は再現されない。
【０１３０】
　ここで図４０Ｂのステップ４０４４を参照すると、新たな設定値及び再現された新たな
設定値は、囲まれた予め既存の設定値及び囲まれていない新たな設定値を示す図４１Ｇに
図示されるように、予め既存の設定値の現在のスケジュール上に重ね合わせられる。後続
のステップの多くにおいて、ＲＴタグ付け及びＮＲＴタグ付けされた新たな設定値は同一
に扱われ、その場合、「ＲＴ」及び「ＮＲＴ」ラベルは、そのようなステップを記載する
際には使用されない。ステップ４０４６において、全体のスケジュールの複雑性も単純化
しながら、最適に又はほぼ最適にパターン情報及び優先情報を捕捉するように設計された
所定のフィルタリングルールにしたがって、新たな及び予め既存の設定値の相互のフィル
タリング及び／又は時間シフトが実行される。様々な異なるアプローチが使用されること
ができる一方で、ステップ４０４６の対象を実行する１つの方法は、図４０Ｄにおいてよ
り詳細に説明されている。最後に、ステップ４０４８において、ステップ４０４６の結果
は、他の初期学習日によってさらに変更されるか又は定常状態学習処理における開始スケ
ジュールとして使用される最新バージョンの現在のスケジュールとなる。
【０１３１】
　図４０Ｃのステップ４０４６の処理を実行する１つの方法を記載した図４０Ｄを参照す
ると、第１の予め既存の設定値のものよりも１時間未満遅く且つ第２の予め既存の設定値
のものよりも１時間未満早い有効時間を有する任意の新たな設定値の第１の種類が、ステ
ップ４０８０において識別される。そのような第１の種類の新たな設定値の例は、図４１
Ｇにおいて破線で丸く囲まれている。図４０Ｄのステップは、例示のためにそのスケジュ
ールの一部のみが図４１Ｇに示されていても、全週長スケジュールについて実行される。
ステップ４０８１において、直後の予め既存の設定値よりも１時間未満早い有効時間を有
するとき及び直前の予め既存の設定値のものと華氏１度以下しか離れていない温度値を有
するときには、任意の新たな設定値の第１の種類は削除される。２つの設定値の温度値間
の類似評価に取り組むステップ４０８１及び他のステップについて、それらの代表温度値
の丸めバージョンに関する設定値の比較が実行される。丸めは、他の動作目的のために設
定値の温度値が華氏０．２度又は摂氏０．１度の精度に維持されることができるとしても
、直近の華氏１度又は直近の摂氏０．５度にする。丸めを使用したときには、例えば、華
氏７７．６度及び華氏７９．４度の２つの設定温度は、最初に最も近い華氏度に丸められ
た場合に華氏１度しか離れていないと考えられ、したがって、華氏１度より大きく離れて
いない。同様に、摂氏２０．８度及び摂氏２１．７度の２つの設定温度は、最初に最も近
い摂氏０．５度に丸められた場合に摂氏０．５度しか離れていないと考えられ、したがっ
て、摂氏０．５度より大きく離れていない。図４１Ｇの例示シナリオに適用されるとき、
新たな設定値「ｉｊ」は、ステップ４０８１においてルールの範囲内に含まれ、それゆえ
に、図４１Ｈに示されるように、その新たな設定値「ｉｊ」は削除される。
【０１３２】
　ステップ４０８１における任意の新たな設定値の第１の種類の削除後に、直後の予め既
存の設定値の３０分以内である有効時間を有する任意の新たな設定値の第１の種類が、ス
テップ４０８２において識別される。そのような第１の種類の設定値が同一であるとき、
直前の予め既存の設定値よりも１時間遅い時間に移動され、直後の予め既存の設定値は削
除される。図４１Ｇにおける例示シナリオに適用されるとき、新たな設定値「ｉｊ２」は
、ステップ４０８２においてルールの範囲内に含まれ、したがって、図４１Ｈに示される
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ように、新たな設定値「ｉｊ２」は、より早い予め既存の設定値「ｆ」から１時間遅い時
間に移動され、後続の予め既存の設定値「ｇ」は削除される。その後、ステップ４０８４
において、直前の予め既存の設定値の３０分以内である有効時間を有する任意の新たな設
定値の第１の種類が識別される。そのような第１の種類の設定値が識別されると、その設
定値は直後の予め既存の設定値よりも１時間早い時間に移動され、直前の予め既存の設定
値は削除される。ステップ４０８６において、ステップ４０８２又は４０８４の範囲下に
ない第１の種類の残りの新たな設定値のそれぞれについて、直前の予め既存の設定値の設
定温度は、新たな設定値のものに変更され、新たな設定値は削除される。
【０１３３】
　ステップ４０８７において、直後の予め既存の設定値の１時間以内であり且つ直前の予
め既存の設定値との差が華氏１度以下の温度値を有する任意のＲＴタグ付けされた新たな
設定値が識別されて削除される。ステップ４０８８において、新たな各設定値について、
新たな設定値のものと１時間以内である任意の予め既存の設定値は削除される。それゆえ
に、例えば、図４１Ｉは、新たな設定値「ｘ２」と１時間未満離れている予め既存の設定
値「ａ」を示しており、図４１Ｊにおいて、そのような予め既存の設定値「ａ」は削除さ
れる。同様に、図４１Ｊにおいて、予め既存の設定値「ｄ」は、新たな設定値「ｑ」と１
時間未満離れており、そのような予め既存の設定値「ｄ」は削除される。
【０１３４】
　ステップ４０９０において、スケジュールにおいて最も早い有効な設定値時間から始め
て、最も遅い有効な設定値時間まで時間的に遅いほうに移動し、設定値が直前の設定値の
ものと華氏１度又は摂氏０．５度以下だけ異なる温度値を有するときには設定値は削除さ
れる。上述したように、多くの実装において、アンカー設定値は、自動スケジュール学習
結果として削除又は調整されない。例えば、図４１Ｋは、それぞれが直前の設定値と華氏
１度以下しか異ならない設定値「ｍｎｏ」及び「ｘ」を示しており、図４１Ｌにおいて、
そのような設定値「ｍｎｏ」及び「ｘ」は削除される。最後に、ステップ４０９２におい
て、１時間未満離れた有効時間を有する新たな又は予め既存の設定値の任意の残りの対が
あるとき、各対のより遅い有効な設定値は削除される。そして、残った設定値は、図４１
Ｍに示されるように、現在のスケジュールのメンバとして確立され、その全ては、図４０
Ａの初期学習処理の後続の反復のために、又は、その処理が終了したときには以下に記載
される後続の定常状態学習の適用のために、「予め既存の設定値」とラベル付けされてい
る。勿論、上述したクラスタリング、分解、フィルタリング及びシフト動作を引き起こす
ための様々な時間間隔は、他の実装においては変化してもよい。
【０１３５】
　図４２Ａ－図４２Ｂは、定常状態学習のステップを図示している。初期学習処理につい
ての上述した同じ概念及び教示の多くは、実時間ユーザ設定値エントリ及び非実時間ユー
ザ設定値エントリの追跡、クラスタリング、分解、再現、重ね合わせ並びに最後のフィル
タリング及びシフトを含み、定常状態学習に利用可能である。
【０１３６】
　定常状態学習処理について、設定値エントリにおける履歴パターンの検出への関心、検
出された設定値パターンが再現される目標日の増加した選択性及び他の差異がある点で、
初期と定常状態学習との間に所定の差異が生じる。図４２Ａを参照すると、定常状態学習
処理は、ステップ４２０２において開始する。これは、初期学習処理の終了（図４０Ａ、
ステップ４０１６）に対応することができ、また、ユーザ要求の学習中断後の定常状態学
習の再開に任意に対応することができる。ステップ４２０４において、適切なバージョン
の現在のスケジュールがアクセスされる。大抵は新たなインテリジェントサーモスタット
の実装の場合であるが、定常状態学習が初期学習に直接続いて引き起こされるときには、
制御スケジュールは、一般に、初期学習の終了時における現在のスケジュールである。
【０１３７】
　しかしながら、以前に確立されたスケジュールは、ある実装においては、ステップ４２
０４においてアクセスされることができる。先行年の同様の期間にわたってインテリジェ
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ントサーモスタット３３０２によって以前に構築された複数の異なるスケジュールは、サ
ーモスタット３３０２あるいはネットワーク接続を有するクラウドサーバに記憶されるこ
とができる。例えば、先行する１月に構築されて１月３１日にメモリに記憶された「１月
」スケジュールがあり得る。ステップ４２０４が後続年の１月１日に実行されているとき
には、以前に記憶された「１月」スケジュールは、アクセスされることができる。ある実
装において、インテリジェントサーモスタット３３０２は、様々な期間のいずれかについ
て利用可能なスケジュールを確立して記憶することができ、その後、ステップ４２０４に
おいて、次の現在のスケジュールとして使用するために、それらのスケジュールにアクセ
スすることができる。同様の記憶及び再呼び出し方法は、さらに後述される履歴ＲＴ／Ｎ
ＲＴ設定値エントリデータベースについて利用可能である。
【０１３８】
　ステップ４２０６において、定常状態学習の新たな日が開始される。ステップ４２０８
において、日を通して、インテリジェントサーモスタットは、実時間及び非実時間ユーザ
設定値エントリの双方を受信して追跡する。ステップ４２１０において、日を通して、イ
ンテリジェントサーモスタットは、次に、ＲＴ設定値エントリがユーザによって作成され
るものであれば何でも、また、ＮＲＴ設定値エントリが因果的に利用可能に作成されるも
のであれば何でも、現在バージョンのスケジュールにしたがってＨＶＡＣシステムを制御
する。
【０１３９】
　１つの任意の代替実施形態によれば、ステップ４２１０は、任意のＲＴ設定値エントリ
が最大４時間有効であるように実行されることができ、その後、現在のスケジュールにお
いて予め既存の設定値によって指定される温度及び／又は任意の因果的に利用可能なＮＲ
Ｔ設定値エントリによって指定される温度に動作設定温度が戻される。他の代替例として
、４時間後に任意の予め既存の設定値を戻す代わりに、動作設定値は、スケジュールにお
いて最も低い予め既存の設定値などの比較的低エネルギ値に戻る。この低エネルギ付勢動
作は、動作のユーザ設定可能モードにしたがって始動されることができる。
【０１４０】
　深夜に又は深夜まわりなどの定常状態学習日の終わりにおいて、処理ステップ４２１２
－４２１６が実行される。ステップ４２１２において、少なくとも２週間遡及することが
できるＲＴ及びＮＲＴユーザ設定値エントリの履歴データベースがアクセスされる。ステ
ップ４２１４において、毎日の追跡されたＲＴ／ＮＲＴ設定値エントリは、図４２Ｂに関
してさらに後述されるステップを用いて、変更されたバージョンの現在のスケジュールを
生成するために、ＲＴ／ＮＲＴ設定値エントリの履歴データベース及び現在のスケジュー
ルにおける予め既存の設定値とともに処理される。そして、ステップ４２１６において、
毎日の追跡されたＲＴ／ＮＲＴ設定値エントリは、本方法の次の反復における後続の使用
のために履歴データベースに追加される。特に、ステップ４２１８において、季節の変更
、月の変更又は他のそのような変更などのために、より適切な及び／又は好ましいものへ
の現在のスケジュールの置換があるはずであるかどうかが判定される。スケジュール変更
が適切であると判定されたときには、ステップ４２０４において、次の反復前に適切なス
ケジュールがアクセスされる。そうでなければ、ステップ４２０６において、ごく最近計
算されたスケジュールを用いて次の反復が開始される。ある実装において、ステップ４２
１８は、直接ユーザ命令、関連するクラウドサーバ上に実行する自動プログラムからのリ
モート命令、公益事業会社からのリモート命令に基づいて、存在するデータ及び／又は現
在／予想された天気傾向に基づいて自動的に、又は、上記基準若しくは他の基準のうちの
１つ以上の組み合わせに基づいて実行される。
【０１４１】
　図４２Ａのステップ４２１４に対応する図４２Ｂを参照すると、毎日の追跡されたＲＴ
／ＮＲＴ設定値エントリ及び履歴ＲＴ／ＮＲＴ設定値エントリをクラスタリング、分解、
タグ付け及び調整するために、図４０Ｂのステップ４０３０－４０４０のものと同様のス
テップが実行される。ステップ４２３２において、ステップ４２３２の結果にみられる全
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てのＲＴタグ付けされた設定値は、パターン候補設定値として識別される。ステップ４２
３４において、現在の毎日のパターン候補設定値は、同様の有効時間及び同様の設定温度
の日又は週に関するパターンなどのパターンを検出するために、履歴パターン候補設定値
と比較される。ステップ４２３６において、現在の日パターン候補設定値を含むステップ
４２３４において検出されたそのような任意のパターンについて、現在の日パターン候補
設定値は、そのようなパターンが利用可能であると予想されることができるスケジュール
における他の全ての日にわたって再現される。一例として、表２は、パターン一致ルール
及び関連する設定値再現ルールの１つの特に有益なセットを図示している。
【０１４２】
【表２】

【０１４３】
　１つの実装に関して、ステップ４２３６を実行する際に、再現された設定値が、パター
ンが検出される特定の現在の日パターン候補設定値と同じ、日の有効時間及び同じ温度値
に割り当てられる。他の実装において、再現された設定値は、一致が生じた履歴パターン
候補設定値の日の有効時間及び／又は履歴パターン候補設定値の温度値に割り当てられる
ことができる。さらに他の実装において、再現された設定値は、一致した現在及び履歴パ
ターン候補設定値の日の平均有効時間及び／又は一致した現在及び履歴パターン候補設定
値の平均温度値に割り当てられることができる。
【０１４４】
　ステップ４２３８において、新たな設定値の結果として再現されたスケジュールは、予
め既存の設定値の現在のスケジュール上に重ね合わせられる。また、ステップ４２３８に
おいて、ステップ４２３０から生じた任意のＮＲＴタグ付けされた設定値は、予め既存の
設定値の現在のスケジュール上に重ね合わせられる。そして、ステップ４２４０において
、重ね合わせられた新たな及び予め既存の設定値は、図４０Ｂのステップ４０４６につい
て上述したものと同様の方法を用いて、有効時間において相互にフィルタリング及び／又
はシフトされる。そして、結果は、ステップ４２４２において、最新バージョンの現在の
スケジュールとして確立される。
【０１４５】
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　本発明は特定の例に関して記載されているものの、本発明がこれらの例に限定されるこ
とを意図したものではない。本発明の精神内の変更は、当業者にとって明らかである。例
えば、上述したように、自動制御スケジュール学習は、ミリ秒から年までの期間に及ぶこ
とがある１つ以上のスケジュールを学習するために、多種多様の異なる種類のインテリジ
ェントコントローラにおいて使用されることができる。インテリジェントコントローラ・
ロジックは、ロジック回路実装、ファームウェア、並びに、コンピュータ命令ベースのル
ーチン及びプログラム実装を含むことができ、その全ては、プログラミング言語、モジュ
ール構造、ハードウェアプラットフォーム、データ構造、制御構造、及び、他の多くのそ
のような設計及び実装パラメータを含む多種多様の異なる実装及び設計パラメータの選択
された値に応じて変化させることができる。上述したように、積極的な学習に続く定常状
態学習モードは、一般にますます控えめになるインテリジェントコントローラによってス
ケジュール変更に関してより遅いフェーズを有する複数の異なるフェーズを含むことがで
きる。自動制御スケジュール学習は、個々のインテリジェントコントローラ内で実行され
ることができ、複数のコントローラに分散されて実行されることができ、１つ以上のイン
テリジェントコントローラ及びリモート計算設備に分散されて実行されることができ、主
にインテリジェントコントローラと相互接続されるリモート計算設備において実行される
ことができる。
【０１４６】
　当然のことながら、開示された例の先の記載は、当業者が本開示を作成又は使用するの
を可能とするように提供される。これらの例に対する様々な変更は、当業者にとって容易
に明らかであり、本願明細書において定義される一般的原理は、本開示の精神及び範囲を
逸脱することなく、他の例に適用されることができる。したがって、本開示は、本願明細
書に示された例に限定されることを意図したものではなく、本願明細書に開示された原理
及び新規な特徴と一致する最も広い範囲が認められることになる。
【符号の説明】
【０１４７】
１００　スマートホーム環境
１０２　インテリジェントサーモスタット
１０４　インテリジェント危険検出ユニット
１０６　インテリジェント出入口インターフェース装置
１０８　スマート壁状スイッチ
１１０　スマート壁コンセントインターフェース
１１２　電気器具
１４０　装置
２００　スマートホーム環境
２０２　インターネット
２０４　無線通信
２０６　ハブ接続セットワーク
３１０－３１３　スマートホーム装置
３１６　外部情報
４０２　インテリジェントコントローラ
４１０　グラフィカル表示コンポーネント
４１０－４１３　ユーザインターフェース
４１１－４１３　入力コンポーネント
４１６　制御スケジュール
５０２　プロセッサ
５０４－５０７　電子メモリ
５１０－５１２　マイクロコントローラ
５１２　マイクロコントローラ
５１４　トランシーバ
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６０２－６０５　中央処理ユニット（「ＣＰＵ」）
６０８　電子メモリ
６１０　メモリ・サブシステム・バス
６１２　第１のブリッジ
６１４　バス
６１８　グラフィックプロセッサ
６２０　ブリッジ
６２２－６２７　コントローラ
６２７　コントローラ
６２８　大容量記憶装置
３２０４　ヘッドユニット
３２０６　連結壁ドック
３２０８　設定ダイヤル
３２０８　サーモスタットコンポーネント
３２０９　加熱スイッチ
３３０２　インテリジェントサーモスタット
３３０２　サーモスタット
３３０４　ヘッドユニット
３３０６　背板
３３０６　背板ユニット
３３１０　ヘッドユニット・フレーム
３３１１　外側リング
３３１２　ヘッドユニット前面アセンブリ
３３１３　前面レンズ
３３１４　前面グリル
３３１４　グリル部材
３３１６　ヘッドユニット回路基板
３３１８　ヘッドユニット前板
３３２０　フレネルレンズ
３３２２　モジュール
３３２４　光学式指ナビゲーションモジュール
３３２４　モジュール
３３２５　リチウムイオン・バッテリ
３３２５　バッテリ
３３３０　背板ユニット裏板
３３３２　背板ユニット回路基板
３３３２　背板回路基板
３３３４　有線コネクタ
３３３６　コンデンサ
３３３９　背板ユニットカバー
３３４０　温度センサ
３３４１　熱センサ
３３４１　温度センサ
３３４２　熱センサ
３３４４　センサ
３８０２　ヘッドユニット・マイクロプロセッサ
３８０４　オシレータ
３８０６　ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭメモリ
３８０８　記憶装置
３８１０　モジュール
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３８１２　支持回路
３８１４　オシレータ
３８１６　ジグビーモジュール
３８１８　支持基板
３８１９　オシレータ
３８２０　低ノイズ増幅器
３８２２　ディスプレイ・バックライト電圧変換回路
３８２４　圧電性駆動回路
３８２６　電力管理回路
３８２８　フレックス回路
３８３０　フレックス回路コネクタ
３８３２　バッテリ充電管理切断回路
３８３４　シールド
３８３６　アンテナ
３８３８　温度センサ
３８４０　センサ
３９０２　マイクロコントローラ
３９０２　背板マイクロコントローラ
３９０３　オン・ボード・メモリ
３９０４　電源回路
３９０６　スイッチ回路
３９０８　絶縁変圧器
３９１０　パッケージ
３９１２　湿度センサモジュール
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