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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器に関連されたシステムであって、
　前記機器に関連され、該機器の動作の間に、前記機器の機械的に操作される部品の少な
くとも１つにより生成される音響信号を受信し、関連する出力信号を発生する音響センサ
と、
　前記機器に関連された環境において出力を発生する出力エレメントと、
　前記音響センサ及び前記出力エレメントに結合されて、前記関連する出力信号を受信し
、前記出力エレメントを該関連する出力信号に基づいて前記出力を供給するよう制御する
コントローラと、
を有する、システム。
【請求項２】
　前記出力が多様式で擬似ランダムな出力を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記出力エレメントが、前記機器に関連された環境において該機器のユーザにフィード
バックを供給する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記出力エレメントが、前記機器に関連された環境において擬似ランダムな装飾的出力
を供給する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
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　上記コントローラが、前記出力エレメントを、前記機器がどの様に使用されるか及び該
機器の動作条件のうちの少なくとも一方の差に基づいて変化される出力を供給するよう制
御する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記出力が、光、音及び振動のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記出力エレメントは前記機器から離れて配置され、
　前記出力エレメントが、前記機器に関連された環境において周囲照明を供給するシステ
ム、前記機器に関連された環境において装飾的照明を供給するシステム及び前記機器に関
連された環境において聴取可能な一連のサウンド信号を供給するオーディオシステムのう
ちの少なくとも１つに組み込まれる、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記コントローラが前記出力エレメントと無線通信システムを用いて通信する、請求項
７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記出力エレメントが、スピーカシステム、ビジュアル表示システム及び触覚フィード
バックシステムのうちの少なくとも１つを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　事前プログラム出力を記憶するメモリを更に有し、
　前記コントローラが、前記出力エレメントを、前記事前プログラム出力に基づいて前記
出力を供給するよう制御する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記出力エレメントが、前記環境において知覚可能な照明効果を発生する照明ネットワ
ークを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラが、前記照明効果の輝度、持続時間、カラー及びタイミングのうちの
少なくとも１つを前記関連する出力信号に基づいて制御する、請求項１１に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
　前記コントローラが更に前記照明ネットワークを、前記関連する出力信号の周波数、前
記関連する出力信号の音圧レベル、該音圧レベルの相対的変化、前記関連する出力信号の
偏差、及び前記機器に関連する音響パターンのうちの少なくとも１つを含む前記関連する
出力信号の特性に基づいて前記照明効果を供給するよう制御する、請求項１１に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　家庭用機器であって、
　前記家庭用機器に含まれ、各々が該家庭用機器に関連された環境内で出力を発生する少
なくとも１つの出力エレメントと、
　前記家庭用機器の動作の間に、前記家庭用機器の機械的に操作される部品の少なくとも
１つにより生成される音響信号を受信し、関連する出力信号を発生する音響センサと、
　前記音響センサ及び前記少なくとも１つの出力エレメントに結合され、前記関連する出
力信号を受信し、前記少なくとも１つの出力エレメントを、前記出力が前記家庭用機器に
関連された環境において該家庭用機器のユーザにフィードバックを供給するように、前記
関連する出力信号に基づいて前記出力を供給するよう制御するコントローラと、
を有する、家庭用機器。
【請求項１５】
　前記出力が擬似ランダムで多様式な出力を含む、請求項１４に記載の家庭用機器。
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【請求項１６】
　前記コントローラが、前記少なくとも１つの出力エレメントを、当該家庭用機器がどの
様に使用されるか及び当該家庭用機器の動作条件のうちの少なくとも一方の差に基づいて
変化される出力を供給するよう制御する、請求項１４に記載の家庭用機器。
【請求項１７】
　当該家庭用機器から離れて配置された少なくとも１つの出力エレメントを更に有し、
　前記コントローラが該少なくとも１つの出力エレメントと通信し、
　当該家庭用機器から離れて配置された前記少なくとも１つの出力エレメントが、当該家
庭用機器に関連された環境において周囲照明を供給するシステム、当該家庭用機器に関連
された環境において装飾的照明を供給するシステム及び当該家庭用機器に関連された環境
において聴取可能なオーディオシステムのうちの少なくとも１つに組み込まれる、
請求項１４に記載の家庭用機器。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの出力エレメントが、スピーカシステム、ビジュアル表示システム
及び触覚フィードバックシステムのうちの少なくとも１つを有する、請求項１４に記載の
家庭用機器。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの出力エレメントが前記環境において知覚可能な照明効果を発生す
る照明ネットワークを有し、前記コントローラが、更に、前記照明効果の輝度、持続時間
、カラー及びタイミングのうちの少なくとも１つを前記関連する出力信号に基づいて制御
する、請求項１４に記載の家庭用機器。
【請求項２０】
　前記コントローラが更に前記照明ネットワークを、前記関連する出力信号の周波数、前
記関連する出力信号の音圧レベル、該音圧レベルの相対的変化、前記関連する出力信号の
偏差、及び当該家庭用機器に関連する音響パターンのうちの少なくとも１つを含む前記関
連する出力信号の特性に基づいて前記照明効果を供給するよう制御する、請求項１９に記
載の家庭用機器。
【請求項２１】
　機器に関連された出力を生成する方法であって、
　前記機器の機械的に操作される部品の少なくとも１つにより生成される該機器の動作状
態に対応する音響信号を受信するステップと、
　出力エレメントを、前記機器に関連された環境において発生される出力を前記受信され
た音響信号に基づいて供給するよう制御するステップと、
　前記出力を、前記機器の動作状態の変化から生じる前記音響信号の差に基づいて変化さ
せるステップと、
を有する、方法。
【請求項２２】
　前記音響信号を受信するステップが、
　前記機器の第１動作状態に対応する第１音響信号を受信するステップと、
　前記機器の前記第１動作状態とは異なる第２動作状態に対応する第２音響信号を受信す
るステップと、
を更に有する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記出力エレメントを制御するステップが、
　前記出力エレメントを前記機器の前記第１動作状態に対応する第１出力を供給するよう
制御するステップと、
　前記出力エレメントを前記機器の前記第２動作状態に対応する前記第２音響信号に基づ
いて第２出力を供給するよう制御するステップと、
を更に有し、前記第２出力が前記第１出力とは相違する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
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　前記第１動作状態は、ユーザが前記機器を操作する結果に関係し、前記第２動作状態は
、前記ユーザの操作とは無関係の前記機器の変化に関係する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１動作状態から前記第２動作状態への前記動作状態の変化が、ユーザが前記機器
を操作する結果として生じる、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記出力を前記音響信号の差に基づいて変化させるステップが、擬似ランダムな出力を
供給するために前記出力を前記音響信号の差に基づいて変化させるステップを更に含む、
請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記出力エレメントを前記出力を供給するよう制御するステップが、前記機器に関連さ
れた環境においてユーザにフィードバックを供給するよう前記出力エレメントを制御する
ステップを更に有し、前記ユーザに対する前記フィードバックの結果として、前記ユーザ
が前記機器を該機器の動作状態を変化させるよう操作する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記音響センサが、前記機器によって処理される媒体により生成される音響信号を更に
受信し、前記機器によって処理される媒体により生成される音響信号が液体の沸騰音を有
する、請求項１から１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記音響信号が非可聴音を有する、請求項１から１３のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項３０】
　前記音響信号が、前記機器とユーザとの相互作用により変化する、請求項１から１３の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記音響センサが、前記機器によって処理される媒体により生成される音響信号を更に
受信し、前記家庭用機器によって処理される媒体により生成される音響信号が液体の沸騰
音を有する、請求項１４から２０のいずれか一項に記載の家庭用機器。
【請求項３２】
　前記音響信号が非可聴音を有する、請求項１４から２０のいずれか一項に記載の家庭用
機器。
【請求項３３】
　前記音響信号が、前記機器とユーザとの相互作用により変化する、請求項１４から２０
のいずれか一項に記載の家庭用機器。
【請求項３４】
　前記受信するステップが、前記機器によって処理される媒体により生成される該機器の
動作状態に対応する音響信号を受信することを含み、前記機器によって処理される媒体に
より生成される音響信号が液体の沸騰音を有する、請求項２１から２７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項３５】
　前記音響信号が非可聴音を有する、請求項２１から２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記音響信号が、前記機器とユーザとの相互作用により変化する、請求項２１から２７
のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は、広くは、機器に関連された出力を生成するシステム、装置及び
方法に関する。更に詳細には、ここに開示される種々の発明的方法及び装置は、多様式な
出力を生成するための機器の音風景（音景）の使用に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　［０００２］動的出力を備える製品は、動的出力が更なる興味の元を提供する故に、静
的製品よりもユーザにより一層評価される。例えば、動的出力はスマートフォン又はパー
ソナルコンピュータ上で対話的スクリーンセーバ又は壁紙の使用を介して提供することが
できる。他の例は、テレビジョンに使用される周囲照明技術、人工暖炉又は蝋燭における
動的照明、美術館又は博物館等の公共の場所における対話的表示を含む。
【０００３】
　［０００３］典型的に、動的出力を駆動するために使用されるコンテンツは、ユーザが
機器により生成される出力に退屈になるのを防止するように作成及び更新されなければな
らない。常に変化するコンテンツを作成する必要性は、機器製造者が斯かるフィーチャを
実施化することを妨げている。
【０００４】
　［０００４］動的出力を駆動するためのコンテンツを生成する既知の方法は、ランダム
又は擬似ランダムな出力の発生を含む。これらの方法の問題は、これら方法が、通常、数
学的に複雑で付加的な計算能力を必要とし得るアルゴリズムに基づくものであるというこ
とである。このようなアルゴリズムの一例は、光を制御するために使用されるマルコフア
ルゴリズムである。更に、これらのアルゴリズムは、動的出力を生成するためのアルゴリ
ズムを駆動するために適切なコンテンツを必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　［０００５］このように、当業技術においては、機器のための動的出力を駆動するコン
テンツであって、ユーザが機器に一層関心を持ち且つ情緒的に引きつけられるようになる
コンテンツを発生するシステム、装置及び処理を提供する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　［０００６］本開示は、動的出力のためのコンテンツを発生するために機器の音風景（
音景）を使用するシステム、装置及び方法に向けられたものである。ここに記載される実
施態様によれば、当該装置により発生される出力は、当該機器の動作状態の変化から生じ
る音響信号の差に基づいて変化される。機器の音風景を使用することにより、当該機器に
関連された非反復的であるが認識可能な出力を、該機器の種々の動作状態に基づいて発生
することができる。更に、当該機器のユーザの操作は当該装置により入力される音響信号
に影響を与え、このことが該機器により生成される出力に更に影響を与え得る。ここに記
載されるシステム、装置及び方法は、機器の動的音響信号を使用してユーザに動的出力を
供給し、該ユーザの該機器に対する関心及び愛着を増加させる形で該ユーザの注意を引く
。
【０００７】
　［０００７］一態様において、本発明は概して機器に関連するシステムに関するもので
ある。該システムは、機器の動作の間に該機器により生成される音響信号を入力すると共
に関連する出力信号を発生するための、該機器に関連された音響センサを含む。該システ
ムは、当該機器に関連された環境内で出力を発生するように構成された出力エレメントも
含む。該システムは、更に、上記音響センサ及び出力エレメントに結合されたコントロー
ラを含む。該コントローラは、上記の関連する出力信号を入力すると共に、該関連する出
力信号に基づいて上記出力を供給するように上記出力エレメントを制御するよう構成され
る。幾つかの実施態様において、上記出力は多様式で擬似ランダムな出力を含むことがで
きる。上記出力は、光、音及び振動のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０００８】
　［０００８］種々の実施態様によれば、上記コントローラは、当該機器がどの様に使用
されるか及び当該機器の動作条件の少なくとも一方の差に基づいて変化される出力を供給
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するように上記出力エレメントを制御するよう構成される。幾つかの実施態様において、
上記出力エレメントは当該機器に関連された環境において擬似ランダムな装飾的出力を供
給するように構成される。
【０００９】
　［０００９］少なくとも１つの実施態様において、上記出力エレメントは上記機器から
離れて配置される。上記エレメントは、当該機器に関連された環境に周囲照明を供給する
システム、当該機器に関連された環境に装飾的照明を供給するシステム及び当該機器に関
連された環境内で聴取可能な一連のサウンド信号を供給するオーディオシステムのうちの
少なくとも１つに組み込むことができる。
【００１０】
　［００１０］幾つかの実施態様において、上記出力エレメントは、当該環境において知
覚可能な照明効果を発生するように構成された照明ネットワークを含む。前記コントロー
ラは、上記照明効果の輝度、持続時間、カラー及びタイミングのうちの少なくとも１つを
前記関連する出力信号に基づいて制御するように更に構成することができる。少なくとも
１つの実施態様において、上記コントローラは更に照明効果を、関連する出力信号の周波
数、関連する出力信号の音圧レベル、該音圧レベルの相対的変化、関連する出力信号の偏
差、及び当該機器に関連する音響パターンの少なくとも１つを含む該関連する出力信号の
特性に基づいて供給するように上記照明ネットワークを制御するよう構成される。
【００１１】
　［００１１］他の態様において、本発明は少なくとも１つの出力エレメントを含む家庭
用機器に関するもので、上記少なくとも１つの出力エレメントは当該家庭用機器に含める
ことができ、上記少なくとも１つの出力エレメントの各々は当該家庭用機器に関連された
環境内で出力を発生するよう構成される。当該家庭用機器は、該家庭用機器の動作の間に
該家庭用機器により生成される音響信号を入力するように構成されると共に関連する出力
信号を発生するように構成された音響センサも含む。当該家庭用機器は、更に、上記音響
センサ及び上記少なくとも１つの出力エレメントに結合されたコントローラを含み、該コ
ントローラは、上記の関連する出力信号を入力すると共に、該関連する出力信号に基づい
て上記出力を供給するように上記少なくとも１つの出力エレメントを制御するよう構成さ
れる。
【００１２】
　［００１２］種々の実施態様によれば、上記コントローラは、当該家庭用機器がどの様
に使用されるか及び当該家庭用機器の動作条件の少なくとも一方の差に基づいて変化され
る出力を供給するように上記少なくとも１つの出力エレメントを制御するよう構成される
。更に、上記出力は擬似ランダムな多様式な出力を含むことができる。
【００１３】
　［００１３］幾つかの実施態様において、上記少なくとも１つの出力エレメントは上記
家庭用機器から離れて配置される。上記コントローラは、当該家庭用機器から離れて配置
された上記少なくとも１つの出力エレメントと通信するように構成することができる。少
なくとも１つの実施態様において、当該家庭用機器から離れて配置された上記少なくとも
１つの出力エレメントは、当該家庭用機器に関連された環境に周囲照明を供給するシステ
ム、当該家庭用機器に関連された環境に装飾的照明を供給するシステム及び当該家庭用機
器に関連された環境内で聴取可能なオーディオシステムのうちの少なくとも１つに組み込
むことができる。
【００１４】
　［００１４］他の態様において、本発明は機器に関連された出力を生成する方法を想定
する。該方法は、機器により生成される該機器の動作状態に対応する音響信号を入力する
ステップを含む。該方法は、入力された上記音響信号に基づいて出力を供給するために出
力エレメントを制御するステップも含み、上記出力は上記機器に関連された環境で発生さ
れる。該方法は、更に、上記出力を上記機器の動作状態の変化から生じる上記音響信号の
差に基づいて変化させるステップを含む。
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【００１５】
　［００１５］一実施態様において、前記音響信号を入力するステップは前記機器の第１
動作状態に対応する第１音響信号を入力するステップと、前記機器の第２動作状態に対応
する第２音響信号を入力するステップとを更に含み、上記第２動作状態は上記第１動作状
態とは相違する。
【００１６】
　［００１６］幾つかの実施態様において、前記出力エレメントを制御するステップは、
前記機器の第１動作状態に対応する第１出力を供給するように前記出力エレメントを制御
するステップと、前記機器の第２動作状態に対応する第２音響信号に基づいて第２出力を
供給するように前記出力エレメントを制御するステップとを更に含み、上記第２出力は上
記第１出力とは相違する。一実施態様において、上記第１動作状態から上記第２動作状態
への変化は、当該機器のユーザの操作とは無関係に発生する。他の実施態様において、上
記第１動作状態から第２動作状態への動作状態の変化は、当該機器のユーザの操作の結果
として生じる。
【００１７】
　［００１７］少なくとも１つの実施態様において、前記出力を前記音響信号の差に基づ
いて変化させるステップは、擬似ランダムな出力を供給するために前記出力を前記音響信
号の差に基づいて変化させるステップを更に含む。当該方法において、前記出力を供給す
るために前記出力エレメントを制御するステップは、前記機器に関連された環境において
ユーザにフィードバックを供給するために前記出力エレメントを制御するステップを更に
含み、上記ユーザに対するフィードバックの結果として、ユーザは前記機器の動作状態を
変化させるように該機器を操作する。
【００１８】
　［００１８］ここで本開示の目的で使用される場合、“音響センサ”なる用語は、これ
らに限定されるものではないがマイクロフォン、圧電振動／加速度センサ、光ファイバセ
ンサ、半導体加速度センサ及び微小電子機械システム（ＭＥＭＳ）を含む、音を電気信号
に変換する任意のセンサ又はトランスジューサをも含むと理解されるべきである。
【００１９】
　［００１９］ここで本開示の目的で使用される場合、“動作状態”なる用語は、任意の
機器の任意の動作状態、動作条件又は動作モードをも含むと理解されるべきである。“オ
ン”又は“オフ”状態等の通常の一般的な状態は、該状態の変形も含み得ると理解される
べきである。例えば、オフ状態は待機（スタンバイ）モード、電力節約スリープモード又
は完全な電源オフモードを含むことができる一方、オン状態は動作速度、温度及び／又は
強度の範囲、又は他の変数を、単独で又は互いの若しくは前記変数との組み合わせで含む
ことができる。上記動作状態は、当該機器を操作するユーザにより選択された設定、当該
機器に関連された媒体に関連するフェーズ又は前記及び他の変数の組み合わせの結果であ
り得る。当該機器は複数の動作状態を有することができ、これら複数の動作状態の幾つか
は機器のタイプに固有のものであり得ることが理解される。更に、上記動作状態は、同時
に又は順次に発生することができ、ユーザの振る舞いとは無関係に又はユーザの振る舞い
の結果として変化し得る。動作状態の幾つかの他の例は、これらに限定されるものではな
いが、湯沸かし器又はコーヒーメーカ内の水の加熱又は沸騰フェーズ、フードプロセッサ
の混合フェーズ又は設定、共有空間におけるユーザの数に依存した暖房、冷房及びエアコ
ンシステムの動作状態を含む。また、“動作”、“条件”、“モード”、“フェーズ”又
は“段階（ステージ）”なる用語は“動作状態”なる用語と関連して用いることができる
と理解されるべきである。
【００２０】
　［００２０］本明細書で使用される場合、“知覚可能”とは人にとり目立つ出力効果を
指す。知覚可能な出力効果は、幾つかの例としての視覚、聴覚、触覚及び／又は臭覚の何
れかを含む少なくとも１つの感覚により知覚され得ることは明らかである。
【００２１】
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　［００２１］本明細書で使用される場合、“機器”とは、これらに限定されるものでは
ないが、台所器具、掃除器具、浴室器具及び屋外器具（例えば、グリル又は電力工具等）
を含む全ての種々の家庭用機器を指す。しかしながら、本明細書で使用される場合、“機
器”とは、家庭若しくは公共空間に、又はオフィス空間、商業施設若しくは工業施設を含
む私的空間に配置されるかに拘わらず特定の目的を持つ装置又はデバイスも指すことがで
きると理解されるべきである。
【００２２】
　［００２２］ここで本開示の目的で使用される場合、“音風景（音景）”なる用語は、
これらに限定されるものではないが、機器自体により生成される音響信号、ユーザが機器
と作用し合う結果として生成される音響信号又は機器の動作状態により生成される前記音
響信号の組み合わせを含む、当該機器の動作状態の間において生成される該機器に関連す
る任意の音響信号も含むと理解されるべきである。音響信号が当該機器の内部のみで、当
該機器の外部のみで、又はこれら２つの組み合わせで発生され得ることは明らかであろう
。更に、音響信号は当該機器の変化される動作状態に伴って変化する周囲音を含むことも
できる。音響信号の幾つかの例は、これらに限定されるものではないが、トースタ内のコ
イルエレメントが起動され加熱される際に該コイルエレメントにより生成される音、トー
ストをトースタ内に降下させるためにユーザがレバーを操作する際に該レバーにより生成
される音（ユーザによって該レバーに印加される圧力の量及び／又は該レバーが移動され
る率に固有の音を含み得る）、及び湯沸かし器内の沸騰動作状態により生成される音（該
湯沸かし器内の水の量に固有の沸騰音を含み得る）を含む。
【００２３】
　［００２３］本開示の目的のために本明細書で使用される場合、“ＬＥＤ”なる用語は
、任意の発光（エレクトロルミネッセント）ダイオード又は電気信号に応答して放射を発
生することが可能な他のタイプの電荷注入／接合型システムをも含むものと理解されるべ
きである。従って、ＬＥＤなる用語は、これらに限定されるものではないが、電流に応答
して光を放出する種々の半導体型構造体、発光ポリマ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
、エレクトロルミネッセント・ストリップ等を含む。特に、ＬＥＤなる用語は、赤外スペ
クトル、紫外スペクトル及び可視スペクトルの種々の部分（通常、約４００ナノメートル
から約７００ナノメートルまでの放射波長を含む）の１以上において放射を発生するよう
に構成することができる全てのタイプの発光ダイオード（半導体及び有機発光ダイオード
を含む）を指す。ＬＥＤの幾つかの例は、これらに限定されるものではないが、種々のタ
イプの赤外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、琥
珀色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤ及び白色ＬＥＤを含む。
【００２４】
　［００２４］“照明器具（lighting fixture）”なる用語は、ここでは、特定のフォー
ムファクタ、アセンブリ若しくはパッケージでの１以上の照明ユニットの構成又は配置を
指すために使用されている。“照明ユニット”なる用語は、ここでは、同一又は異なるタ
イプの１以上の光源を含む装置を指すために使用されている。所与の照明ユニットは、光
源（又は複数の光源）のための種々の取付配置、エンクロージャ／ハウジング配置及び形
状、並びに／又は電気的及び機械的接続構造の何れかを有することができる。更に、所与
の照明ユニットは、オプションとして、当該光源（又は複数の光源）の動作に関係する種
々の他の部品（例えば、制御回路）に関連され得る（例えば、含む、結合される及び／又
は一緒にパッケージ化される）。“ＬＥＤ照明ユニット”とは、上述したような１以上の
ＬＥＤ型光源を単独で又は他の非ＬＥＤ型光源との組み合わせで含む照明ユニットを指す
。
【００２５】
　［００２５］“コントローラ”なる用語は、本明細書では、ここに記載する機器の動作
に関係する種々の装置を広く記述するために使用されている。コントローラは、ここで述
べる種々の機能を果たすために、多数の形態で（例えば、専用のハードウェアによる等）
実施化することができる。“プロセッサ”は、ここで述べる種々の機能を実行するために
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、ソフトウェア（例えば、マイクロコード）を用いてプログラムすることができる１以上
のマイクロプロセッサを使用するコントローラの一例である。コントローラは、プロセッ
サを使用するか又は使用しないで実施化することができ、幾つかの機能を実行するための
専用のハードウェアと、他の機能を実行するためのプロセッサ（例えば、1以上のプログ
ラムされたマイクロプロセッサ及び関連する回路）との組み合わせとして実施化すること
もできる。本開示の種々の実施態様で使用することが可能なコントローラ部品の例は、こ
れらに限定されるものではないが、通常のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）及びフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）を含む。
【００２６】
　［００２６］種々の構成において、プロセッサ又はコントローラは１以上の記憶媒体（
例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、EPROM及びEEPROM等の揮発性及び不揮発性コンピュータメモリ
、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク、光ディスク又は磁気テープ等で
あり、ここでは広く“メモリ”と称する）に関連され得る。幾つかの構成例において、上
記記憶媒体は、１以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行された場合に本明細
書で述べる機能の少なくとも幾つかを実行する1以上のプログラムによりコード化するこ
とができる。種々の記憶媒体は、プロセッサ若しくはコントローラ内に固定することがで
き、又は当該記憶媒体上に記憶された1以上のプログラムをプロセッサ又はコントローラ
にロードして、ここで述べる本発明の種々の態様を実施することができるように移送可能
なものとすることができる。“プログラム”又は“コンピュータプログラム”なる用語は
、ここでは、1以上のプロセッサ又はコントローラをプログラムするために使用すること
が可能な任意のタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェア又はマイクロコード
）をも示すように汎用的な意味で使用されている。
【００２７】
　［００２７］上述した概念及び後に詳述する追加の概念の全ての組み合わせ（斯かる概
念が互いに矛楯しない限り）は、ここに開示される本発明の主題の一部であると意図され
ることが理解されるべきである。特に、この開示の最後に現れる請求項に記載の主題の全
ての組み合わせは、ここに開示される本発明の主題の一部であると意図される。また、参
照により本明細書に組み込まれる何れかの文献にも現れる、ここで明示的に使用される用
語は、ここに開示される特定の概念と最も一貫性のある意味が付与されるべきであると理
解されるべきである。
【００２８】
　［００２８］尚、同様の符号は、異なる図を通して、同様の部分を概して示している。
また、各図は必ずしも寸法通りではなく、代わりに本発明の原理を解説するに当たり概し
て誇張されている。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】［００２９］図１は、一実施態様による機器のブロック図を示す。
【図２】［００３０］図２は、一実施態様による機器を含むシステムのブロック図を示す
。
【図３】［００３１］図３は、他の実施態様による機器を含むシステムのブロック図を示
す。
【図４】［００３２］図４は、一実施態様による機器に関連された出力を生成する処理の
フローチャートを示す。
【図５】［００３３］図５は、一実施態様によるシステムのブロック図を示す。
【図６】［００３４］図６は、一実施態様による照明ネットワークのブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　［００３５］出願人は、種々の動的出力を発生させるために機器の音風景に関係する音
響信号を利用することが有利であろうと認識及び理解した。音響信号及び関連する動的出
力は、競合する機器市場における真空（電気）掃除機、フードプロセッサ、コーヒーマシ
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ン、トースタ及び湯沸かし器等の機器を区別する助けとなり得る。更に、動的出力はユー
ザが一層興味のある対話的機器を持つことを可能にし、ユーザの当該機器に対する愛着及
び楽しみを更に増加させる。
【００３１】
　［００３６］上記に鑑み、本発明の種々の実施態様及び構成例は機器に関連された出力
を生成するシステム、装置及び処理に向けられてものである。一実施態様において、当該
システムは、当該機器に関連された該機器により生成される音響信号を入力する音響セン
サを含み、上記音響信号は当該機器の動作状態に基づいて動的に変化し得る。該システム
は、更に、上記音響信号を用いるコントローラを含み、該コントローラは上記音響信号の
フィーチャに基づき出力エレメントを制御して例えば擬似ランダム出力等の動的出力を供
給する。該出力は、当該機器に関連された環境内で発生され、該環境内に位置するユーザ
及び他のものにより知覚することができる。
【００３２】
　［００３７］一実施態様において、図１は機器１０２に関連された環境１０１を示して
いる。環境１０１は、台所、浴室、寝室又は居間等の家庭内の１以上の部屋及び場所を含
む家庭内環境を含むことができる。該環境は、私的オフィス、小部屋、会議室、台所、浴
室、玄関又はロビー区域等の１以上の私的、公共又は共有領域を含むオフィス又は商用環
境も含むことができる。該環境は屋内又は屋外環境であり得、例えば屋外環境は中庭、裏
庭又は前庭を含むことができる。環境１０１は、更に、工場、出荷区域、積荷ドック、倉
庫等の工業施設も含み得る。
【００３３】
　［００３８］当該環境１０１に関連付けられた機器は、オフィス環境内の暖房、換気及
びエアコン（ＨＶＡＣ）システム等の該環境内の固定設備であり得る。また、当該機器は
、屋外環境で使用される電力工具又は屋内空間の異なる環境で使用される電気掃除機等の
可搬（携帯）装置でもあり得る。幾つかの実施態様において、当該機器は、台所内のトー
スタのように、当該環境内に物理的に配置される。図１においては当該システム１００の
全てのエレメントが環境１０１内に配置されているように図示されているが、本明細書で
はシステム１００の少なくとも一部が環境１０１の外部に配置されるような実施態様が説
明される。例えば、幾つかの実施態様では、環境１０１が機器１０２を含まない場合があ
る。一実施態様において、環境１０１はオフィス空間を含むことができ、その代わりに、
機器１０２は、該オフィス空間に隣接するが該オフィス空間内には含まれない台所に配置
され得る。後に詳述するように、該オフィス空間の使用者にとり知覚可能な出力効果は、
上記台所内に配置されたコーヒーマシンにより発生される音風景により動的に制御され得
る。例えば、該オフィス内の装飾的照明効果は、コーヒーが準備できたことを示すことが
できる。
【００３４】
　［００３９］図１に示した実施態様において、システム１００は、当該機器１０２に関
連された環境１０１内に位置するユーザにより知覚される１以上の出力効果を生成するこ
とができる。図示の実施態様では、１つの機器のみが示されている。１つの機器しか示さ
れていないが、当該システムの種々の実施態様に従って任意の数の機器も使用することが
できる。図１の機器１０２は、一例において、1以上の音響信号を入力するよう構成され
た音響センサ１０４と、該音響信号を分析するように構成されたコントローラ１０６と、
事前にプログラミングされた出力（事前プログラム出力）１０８と、ユーザにより知覚さ
れる１以上の出力効果１１２を生成するように構成された１以上の出力エレメント１０９
及び１１０とを含んでいる。音響センサ１０４、コントローラ１０６、事前プログラム出
力１０８並びに出力エレメント１０９及び１１０の各々は、１以上の入力端及び出力端を
含んでいる。図示の実施態様において、音響センサ１０４の出力端はコントローラ１０６
の入力端に接続され、該コントローラ１０６の第１及び第２出力端は出力エレメント１０
９及び１１０の入力端に各々接続されている。
【００３５】
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　［００４０］図１に図示した実施態様によれば、音響センサ１０４は音響信号を入力す
るように構成された入力端を有している。該音響センサ１０４の出力端は上記コントロー
ラの入力端に電気的に結合される。事前プログラム出力１０８は、１以上の予め決められ
た出力のためのプログラミングを入力及び記憶するための入力端を有している。該事前プ
ログラム出力１０８の出力端は、上記コントローラの入力端に電気的に結合されている。
該コントローラ１０６の出力端は、出力エレメント１０９及び１１０の入力端に電気的に
結合されている。これら出力エレメント１０９及び１１０の出力端はユーザに出力効果１
１２を供給する。
【００３６】
　［００４１］機器１０２は、電気掃除機、コーヒーメーカ、コーヒー豆挽き器、オーブ
ントースタ（toaster oven）、ストーブ、洗濯乾燥機、フードプロセッサ、ブレンダ、ミ
キサ及び他の家庭用機器等の個人的使用のための任意の家庭用機器も含むことができる。
機器１０２は、コピー機、ファックスマシン、電話、プロジェクタ及びプリンタ並びに他
のオフィス機器等の業務用に使用される任意のオフィス機器１０２も更に含むことができ
る。機器１０２は、オフィス又は小売店環境に配置されるＨＶＡＣシステム等のように、
公共又は共有空間に配置することができる。ここで説明されるタイプの機器及び斯かる機
器の各部品又はフィーチャは、多数の他のタイプの機器を使用することができると共に当
該システムを斯様な機器で動作するように変更することができるので、単に解説目的で提
示されるものであると理解される。更に、ここで説明する機器は、ユーザにフィードバッ
クを供給するように修正し得る追加の部品、出力又はインターフェースを有することがで
きる。
【００３７】
　［００４２］機器１０２に関連された音響センサ１０４は図１の実施態様に示されるよ
うに該機器１０２内に配置することができるが、該音響センサ１０４は後に説明するよう
に機器１０２から離れて配置することもできる。音響センサは、マイクロフォン、圧電振
動／加速度センサ、光ファイバセンサ、半導体加速度センサ及び微小電子機械システム（
ＭＥＭＳ）等の音を電気信号に変換することができる任意のセンサ又はトランスジューサ
、並びに他のセンサ装置とすることができる。更に、機器１０２は、例えば該機器１０２
の内部の音響信号を検出するための内部音響センサ及び該機器１０２の外部の音響信号を
検出するための外部音響センサ等の１以上の音響センサを有することができる。
【００３８】
　［００４３］音響センサ１０４により入力される音響信号は、機器１０２の動作中にお
ける該機器１０２に関連される任意の音響信号でもあり得る。一実施態様において、音響
信号は機器１０２により生成される。幾つかの実施態様において、これらの音響信号は完
全に当該機器の内部のものである。例えば、このような音響信号は、トースタ内のコイル
エレメントにより該エレメントが通電され加熱される際に生成される音であり得るか、又
はコーヒーマシンにより該コーヒーマシンが水を加熱する際に生成される音であり得る。
これら信号の幾つかは、当該機器１０２のユーザによる操作とは無関係に生成され得る。
一実施態様によれば音響信号はユーザにより聞きとることができる一方、他の実施態様に
おいて音響信号はユーザにより聞きとることができない。
【００３９】
　［００４４］他の実施態様において、音響信号はユーザが機器１０２と作用し合う結果
として生じるものであり、ユーザの挙動により影響を受け得る。例えば、ユーザは機器１
０２を該機器１０２の部品を物理的に操ることにより操作することができ、これにより前
記音響センサにより入力される音響信号を生じさせる。これらの音響信号は完全に当該機
器の内部のものであり得る。例えば、音響信号は、ユーザがパンをトースタ内に降下させ
る際に該トースタにより生成される音、ユーザがパンをトースタ内に降下させるために該
トースタ上のハンドルを操作する際に該ハンドルにより生成される音、又はユーザが焼き
具合設定を選択するためにトースタ上のダイヤルを回す際に該ダイヤルにより生成される
音であり得る。



(12) JP 6305928 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

【００４０】
　［００４５］上記の音は、ユーザ毎に、機器毎に及び操作毎に相違し得る。例えば、異
なるユーザはトースタのハンドルを異なる量の力で（例えば、優しく又は乱暴に）操作し
得、異なる音を生じる。他の例においては、同一のユーザがハンドルを操作毎に異なるよ
うに操作し得る。ユーザの操作は、ユーザにとり意識しているか又は無意識である要因に
基づいて変化し得る。ユーザの振る舞いは、機器１０２の部品に基づいて、当該機器がユ
ーザによりどの様に操作されるかにより特定の機器に対して固有であり、及び／又は機器
１０２の操作に対して固有であり得る。例えば、第１のユーザがトースタに対しどの様に
作用し及び操作するか、及び該相互作用の結果として生成される音響信号は、第２のユー
ザが該トースタに対しどの様に作用するか、及びその結果としての音響信号とは相違する
。同様に、第１のユーザがトースタとどの様に作用し合うかは、該第１のユーザがＨＶＡ
Ｃシステムとどの様に作用し合うか、及びその結果として発生される音響信号とは相違す
る。
【００４１】
　［００４６］異なるユーザは、当該機器に関する当該ユーザの操作に基づいて各ユーザ
に関連された個別の音風景を有し得る。個々の音風景は前記コントローラにより検出する
ことができ、特定のユーザに関連させることができる。例えば、各操作の間において同様
の量の力によりトースタのレバーを操作するユーザは、特定の認識可能なパターンを持つ
個々の音風景を生じる。一例において、これらの個々の音風景は、前記コントローラによ
り検出することができ、特定のユーザに対して個性化された出力を生成するために使用す
ることができる。上記コントローラは、任意のタイプのパターン認識アルゴリズムを用い
ることによっても、上記音風景から個々のユーザを識別することができる。該コントロー
ラは、更に、当該ユーザに対して個性化された１以上の出力を生成することができる。
【００４２】
　［００４７］更に、音響信号は当該機器の共有環境内に居る１以上のユーザに関連した
ものであり得る。例えば、音響信号はＨＶＡＣシステムからの内部音であり得る。この例
において、当該ＨＶＡＣシステムの動作状態の差は、当該共有空間内に居る人の数及び／
又は当該空間における活動のレベルに依存し得る。これらの例において、当該機器、ＨＶ
ＡＣシステムにより発生される音は、該機器が動作する及び／又は配置された空間におけ
る変化する音響効果に基づいて変化し得る。
【００４３】
　［００４８］更に他の実施態様において、音響信号は、異なる沸騰フェーズの間におい
て湯沸かし器内の水により生成される音、トースタ内で焼けているパンにより生成される
音、異なる抽出段階の間においてドリップしているコーヒーにより生成される音等の、当
該機器内の媒体により該媒体の動作状態に関連して生成されるものであり得る。これらの
音響信号は、当該機器１０２又は媒体の動作状態を識別するために使用することができ、
当該ユーザに対する特定の出力となり得る。これらの音響信号は完全に当該機器の内部の
ものであり得る。例えば、上記沸騰段階の間に生成される音は、お湯が使えるようになっ
たかを決定することができ、もしそうなら、ユーザに対して、ユーザにそのように示すと
認識されるような出力により警報することができる。他の例では、焼けているパンにより
生成される音を、当該パンが焼き上がったかを判定するために使用することができ、ドリ
ップ中のコーヒーにより生成される音をコーヒーが抽出されたかを判定するために使用す
ることができる。一例において、上記媒体に関連される音響信号は前記出力エレメントに
より生成される出力の連続した変化を生じさせることができ、ユーザは、これを調理時間
の期間を決定するために使用することができる。例えば、ユーザはパンが焼けている際に
生成される変化する出力を用いて、所望の焼き時間に関連する特定の出力を識別すること
ができる。
【００４４】
　［００４９］これらの音は、異なる動作状態及び機器１０２に使用される異なる媒体で
相違し得る。例えば、沸騰音及びコーヒーのドリップ音は当該湯沸かし器及びコーヒーメ
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ーカ内に存在する水の量に固有のものであり得る一方、トーストの音はパンの厚み及びユ
ーザにより選択された焼き具合設定に固有のものであり得る。他の例において、電気掃除
機は真空が塵の粒子を吸引する際に特定の音を生成し得るもので、該特定の音は粒子の大
きさ及び／又は真空がどの程度完全であるかに基づいて変化し得る。当該システムは、変
化する音に基づいて変化し得る可聴出力を生成することができる。更に、これらの音は、
当該機器１０２を操作するユーザにとり非可聴とすることもできる。
【００４５】
　［００５０］一実施態様によれば、コントローラ１０６は前記音響センサから音響信号
を入力し、該音響信号を更に処理することができる。該音響信号は、トースタにおける加
熱されるコイルエレメントに関連された音響信号のように、当該機器の完全に内部のもの
であり得る。音響信号は、当該機器の完全に外部のものでもあり得る。一実施態様におい
ては、上記コントローラにより出力を発生するために内部音響信号のみを使用することが
できる。他の実施態様では、内部及び外部音響信号の組み合わせを使用することができる
。
【００４６】
　［００５１］通常、音響センサ１０４は機器１０２により生成される音響信号を入力す
る。音響センサ１０４は、コントローラ１０６により入力される、関連する出力信号を発
生する。一実施態様において、音響信号は当該環境内に配置された複数の機器により生成
され得る。コントローラ１０６は、斯かる複数の機器から音響信号を入力し、これら複数
の音響信号に基づいて単一の出力信号を発生することができる。一例においては、或る機
器が主音響信号を生成するために使用される一方、何れかの追加の機器を、補助音響信号
を生成するための補助機器として使用することができる。上記主音響信号は主出力を生成
するために使用することができる一方、上記補助音響信号は該主出力に影響を与えるため
に使用することができる。実施態様に応じて、上記の関連する出力信号は、アナログ出力
信号又はデジタル出力信号の何れかとすることができる。
【００４７】
　［００５２］一例において、コントローラ１０６は前記音響信号に関連される１以上の
フィーチャ（又は特性）を決定する。これらフィーチャは、当該音響信号の周波数（又は
スペクトル）、当該音響信号の音圧レベル、当該音響信号の音圧レベル及びスペクトルの
相対変化、機器１０２固有の音響信号、音響信号パターン及び機器１０２により生成され
る“通常の”動作音響信号からの偏差、並びに他のフィーチャを含むことができる。更に
、コントローラ１０６は上記音響信号又は関係する音風景に関連するパターンを検出する
ことができる。例えば、コントローラ１０６は、コーヒーメーカがどの程度頻繁にオンさ
れるか等の、固有の音響信号に関連された繰り返しを検出することができる。斯かる音響
信号のフィーチャは、コントローラ１０６により、前記出力エレメントにより生成される
出力を決定するために使用することができる。更に、上記音響信号の変化するフィーチャ
は、コントローラ１０６により、上記出力エレメントにより生成される出力の変化を決定
するために使用することができる。上記音響信号及び関連するフィーチャは微妙に又は劇
的に変化し得、その結果、コントローラ１０６は上記出力を変化させ、擬似ランダムとし
て知覚され得るような動的出力を発生させることができる。
【００４８】
　［００５３］コントローラ１０６により前記出力を決定するために使用することができ
る音響信号の種々のフィーチャに加えて、コントローラ１０６は、入力された信号に基づ
いて動的に変化される挙動又は効果のライブラリとして機器１０２に記憶された一群の事
前プログラム出力１０８に基づいて上記出力を決定することができる。幾つかの例によれ
ば、コントローラ１０６は入力された音響信号を、記憶された事前プログラム出力１０８
と照合し、該事前プログラム出力に基づいた制御信号を出力エレメント１０９及び１１０
に送出することができる。
【００４９】
　［００５４］一例において、上記事前プログラム出力は、選択された光、オーディオ、



(14) JP 6305928 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

触覚等の特定のタイプの出力エレメント又は出力効果に単独で又は組み合わせで関連され
る。前記音響信号の変化は、該事前プログラム出力の変化に影響を与え得る。例えば、Ｈ
ＶＡＣシステムからの音響信号は、特定の照明ネットワークに関連された事前にプログラ
ミングされた照明出力と照合され得る。一例において、音響信号の変化は、該照明ネット
ワークにより生成される事前にプログラミングされた光出力のカラー又は輝度を変化させ
得る。
【００５０】
　［００５５］他の例において、上記事前プログラム出力は当該機器の異なる動作状態又
は条件に関連付けられる。異なる動作状態は、前記コントローラにより検出され、特定の
事前プログラム出力と照合することができる。例えば、湯沸かし器の沸騰動作状態を示す
音響信号を検出したことは、ユーザに沸騰動作状態を警告することができる事前プログラ
ム出力と付き合わせることができる。他の例においては、当該機器が清掃されていること
を示す音響信号を検出したことを、事前プログラム出力と付き合わせることができる。こ
の例において、上記事前プログラム出力は、ユーザに沸騰状態を警告するためにユーザの
家の他の部屋にネットワークを介してスピーカシステムへ伝送される音であり得る。入力
される音響信号の変化は、該スピーカシステムにより生成されるオーディオ信号出力の周
波数及び振幅を変化させ得る。
【００５１】
　［００５６］他の例において、上記事前プログラム出力は特定のユーザに関連付けられ
得る。前述したように、前記コントローラは個々の音風景を検出することができると共に
、斯かる個々の音風景を、個々のユーザに関連された特定の事前プログラム出力に関連付
けることができる。これら事前プログラム出力は各ユーザに対して個性化された１以上の
出力効果を生じさせることができる。
【００５２】
　［００５７］更に他の例において、上記事前プログラム出力は機器の“個性”に関連付
けることができる。コントローラ１０６により発生される出力は、これらの個性に関連付
けられた固有の挙動に対応し得る。例えば、或る特定の機器は“内向的個性”を有し得、
前記コントローラは入力された音響信号を、低い輝度の光又は小さな振幅の音響出力等の
控えめな事前プログラム出力と照合することができる。逆に、“外向的個性の”機器から
入力された音響信号は、高い輝度の光又は大きな振幅の音響出力等の事前プログラム出力
に照合することができる。入力された音響信号の変化は、事前プログラム出力を当該機器
の“個性”に従って確立された範囲内で変化させることができる。
【００５３】
　［００５８］一実施態様において、上記音響信号及び関連するフィーチャの変化は、機
器１０２の動作状態の変化の結果である。音響信号は、機器１０２の動作状態が変化する
につれて、微妙に又は劇的に変化し得る。例えば、湯沸かし器は、オフされている動作状
態から、当該湯沸かし器内で水が加熱されるにつれて沸騰前フェーズの動作状態へ、次い
で当該湯沸かし器内で水が沸騰するにつれて沸騰フェーズの動作状態へと移行し得る。各
動作状態は、当該状態に関連される特定の音響信号を有する。動作状態が変化すると、音
響信号も変化し得、その結果、コントローラ１０６により受け取られる入力が変化する。
一例において、前記コントローラは、検出された動作状態がユーザにより選択された動作
状態を越えたかを判定する。例えば、該コントローラは、ユーザにより選択されたように
ポットが緩やかに沸騰すべき場合に、ポットが沸騰しているかを検出することができる。
入力に対する変化の結果、前記出力エレメントに対する出力が変化し、その結果としてユ
ーザに供給される出力効果１１２が変化される。
【００５４】
　［００５９］他の実施態様において、音響信号のフィーチャに対する変化は、機器１０
２のユーザによる操作の変化により生じ得る。例えば、ユーザは、トースタを起動してパ
ンを焼くためにトースタのレバーを押下することができる。該レバーの動きは、この特定
の起動に関連された第１の音響信号を生成し得る。該第１音響信号は、例えば上記レバー
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（ハンドル）を押下する間にユーザにより印加される力の量に関係する関連したフィーチ
ャを有し得る。該第１音響信号はコントローラ１０６により処理することができ、その結
果、上記力の量に関連された音響的フィーチャを反映する第１出力が前記出力エレメント
により生じる。ユーザは、他の事例では、上記トースタのハンドルを異なる量の力で押下
し得る。この動きは、上記第１音響信号とは異なる第２音響信号を生じ得る。該第２音響
信号は、ユーザにより印加された異なる量の力に関係する関連フィーチャを有する。コン
トローラ１０６は該第２音響信号を処理することができ、該音響信号の何のフィーチャが
相違するかを決定することができると共に、上記出力エレメントにより第２出力を発生す
ることができる。一例において、音響信号の差は、入力された信号の音圧レベルを決定す
ると共に該音圧レベルを何れかの後続の信号の音圧レベルと比較することにより検出する
ことができる。
【００５５】
　［００６０］一実施態様において、機器１０２に関連された音響信号は使用に伴い又は
時間にわたって微妙に変化し得る。例えば、音響信号は、機器１０２が暖まるにつれて、
又は部品が摩耗し若しくは緩むにつれて微妙に変化し得る。信号の変化は、部品が故障し
、故障していない機器１０２に関連する音響信号からずれた音を生じる結果でもあり得る
。例えば、トースタ内の壊れたバネ機構は、トーストがトースタから飛び出される際に、
該トースタの正常な動作とは異なる音響信号を生じ得る。一例において、機器１０２によ
り生成される音響信号は、コントローラ１０６に記憶することができ、該音響信号に対し
任意の後続の音響信号も比較することができる。後続の音響信号を比較することにより、
コントローラ１０６は当該音響信号が“通常の”音響信号から逸脱していることを決定す
ることができると共に、ユーザに機器１０２の故障状態を警告し得る出力を生成すること
ができる。更に、記憶された音響信号はコントローラ１０６により音風景履歴を発生及び
記憶するために使用することができる。一例において、斯かる音風景履歴は、当該機器の
寿命を分析するために使用することができると共に、更に機器を診断及び修理するために
使用することができる。
【００５６】
　［００６１］本発明の種々の実施態様によれば、上記音響信号の変化する性質が前記コ
ントローラにより検出されると共に、前記出力を変化させて当該環境内のユーザに対して
動的で非反復的な出力効果を生じさせるために使用される。斯かる出力効果の変化は、当
該音響信号内の同様の変化に基づいて僅かであるか又は劇的であり得る。前記コントロー
ラは、更に、ユーザに対して所望の効果を生じさせるために、何の出力エレメントを制御
すべきかを決定することができる。一例において、該コントローラは何の出力エレメント
を制御すべきかを、前述したような事前プログラム出力に基づいて決定することができる
。
【００５７】
　［００６２］コントローラ１０６は、１以上の出力エレメント１０９及び１１０に伝送
すると共に該出力エレメント１０９及び１１０を１以上の出力効果１１２を生じさせるた
めに制御する制御信号を発生することができる。一例において、出力エレメント１０９及
び１１０は、照明源若しくは照明ネットワーク、触覚（例えば、振動）フィードバック機
構、又はスピーカシステム、及びユーザに対して出力効果を供給するために使用すること
が可能な任意の他の出力エレメントも含むことができる。
【００５８】
　［００６３］図１に示されるように、出力エレメント１０９は当該機器内に配置するこ
とができる。一例において、出力エレメント１０９は、ディスプレイ又はタッチスクリー
ンインターフェース等の当該機器のユーザインターフェースの一部として含めることがで
きる。また、出力エレメント１０９は、釦、スイッチ、ノブ、光インジケータ又は音イン
ジケータ等の当該機器の部品に含めることもできる。出力エレメント１１０は、当該環境
１０１内に配置された機器１０２の外部とすることができ、１以上の専用のコントローラ
により制御することができる。一例において、出力エレメント１１０は、家庭又はオフィ
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ス環境にわたって配置された装飾的及び／又は周囲照明機器等の、当該環境にわたって配
置された照明ネットワークの一部とすることができる。
【００５９】
　［００６４］一実施態様において、出力エレメント１１０は、照明ネットワークのよう
に当該環境１０１全体にわたって配置することができる。他の実施態様において、出力エ
レメント１１０は環境１０１の一部のみに配置することができる。前述したように、幾つ
かの実施態様では、出力エレメント１０９は、照明又は触覚フィードバック機構のように
、当該機器に局部限定することができる。更に、環境１０１内で生成される出力効果１１
２は、当該環境全体において、当該環境の一部のみにおいて、又は当該機器に局部限定さ
れて生じさせることができる。例えば、照明ネットワークは家庭中に照明効果を生じさせ
ることができる一方、触覚フィードバック機構は当該機器に局部的に限定されて振動効果
を生じさせることができる。
【００６０】
　［００６５］更に、当該機器、出力エレメント１１０及び任意の外部センサも、当該環
境１０１内で例えば無線ネットワークを介して相互接続することができる。例えば、１以
上の機器、外部センサ及び出力エレメント１１０を、接続された住宅環境の一部とするこ
とができる。一例において、環境１０１の或る部分に配置された或る機器からの音響信号
は、該環境１０１の他の部分に配置された出力エレメントからの出力に影響を与え得る。
他の例において、機器のうちの１つの動作を外部センサにより検出することができ、生成
される出力に影響を与えることができる。一例において、前記コントローラは生成される
べき出力の位置を、当該環境１０１におけるユーザの存在等の複数の要因に基づいて決定
することができる。
【００６１】
　［００６６］出力エレメント１０９及び１１０の１以上を、ユーザに対して出力効果１
１２を供給するために使用することができる。コントローラ１０６は、ユーザに対して所
望の出力効果１１２を生じさせるために特定の出力エレメント１０９及び１１０を制御す
ることができる。コントローラ１０６により生成される出力は、出力エレメントのタイプ
を反映するように構成することができ、配線された出力エレメントのための制御信号、又
は遠隔の出力エレメントのためにネットワークを介して送信される制御信号を含むことが
できる。ネットワークを介して送信される制御信号は、有線又は無線信号とすることがで
き、更に後述するように適切なプロトコルに変換することができる。
【００６２】
　［００６７］上記のような出力効果１１２は、ユーザの振る舞いを更に駆り立て得る。
例えば、ユーザは源としての機器１０２と非反復的で動的な出力効果１１２との間のつな
がりを理解するようになり得る。このことは、ユーザが当該機器に一層興味を持ち、感情
的に愛着をもつようにさせ得る。例えば、ユーザが自身の行為が生成される出力効果１１
２に影響することを理解した場合、該ユーザは出力効果１１２に影響を与えるために該機
器の使用を増加させ又は該機器の動作を変化させようと試み得る。このようにして、機器
１０２を一層ユーザが使い易いものにさせる。
【００６３】
　［００６８］更に、出力効果１１２はユーザに当該機器の動作状況を知らせることがで
きる。例えば、照明又は音効果はユーザに当該機器が動作状態を変化させたこと又は通常
の動作から逸脱したことを知らせることができる。更に、動的照明効果（例えば、ライト
ショー）及び音効果（例えば、音響空間）は芸術的効果を賞賛され得るもので、ユーザ（
又は環境１０１における他のもの）に当該機器と出力効果１１２との間のつながりを認識
させる。
【００６４】
　［００６９］一実施態様によれば、前記制御信号は、生成される光の輝度、持続時間及
びカラーを含む、照明機器又は照明ネットワークにより生成される光を制御することがで
きる。一例において、照明源又は照明ネットワークは、一緒に結合された１以上の照明ユ
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ニットを含むことができる。斯かる照明ユニットは、ＬＥＤ、白熱電球、蛍光灯、ハロゲ
ン電球、レーザ又は任意の他のタイプの光源とすることができる。
【００６５】
　［００７０］上記光源又は照明ネットワークは、１以上の照明効果又はライトショーを
含む出力効果を生じさせるように制御することができる。照明効果は、ユーザにより知覚
される照明の変化である。機器に関連された音風景を或る位置で生成することができ、そ
の照明効果を該機器から離れた他の位置におけるユーザにより知覚することができること
が理解される。例えば、台所に配置された冷蔵庫が、居間に配置された照明機器によりパ
ーティ照明効果を供給するために前記コントローラにより使用される音響信号を供給する
ことができる。本発明の一実施態様によれば、上記制御信号は、更に後述するように、照
明ネットワークにより生成される照明効果のパターン、シーケンス（順序）及び／又はタ
イミングを制御することもできる。一例において、上記光のシーケンスは、当該照明源又
は照明ネットワークの照明ユニット（例えば、ＬＥＤ）により生成される時間的に隔てら
れた２以上の照明効果を含むことができる。これら照明ユニットは１以上の色変化特性を
有することができ、上記制御信号は当該照明器具により表示される色のシーケンスを制御
することができる。機器の動作から入力される音響信号において検出された変化は、当該
照明器具により表示される照明効果のシーケンスを制御することができる。
【００６６】
　［００７１］一例において、前記コントローラにより入力される第１音響信号は、特定
の輝度、色変化特性及びタイミングを有する特定の照明効果を含むような第１照明シーケ
ンスを生じさせ得る。当該機器の動作は、上記コントローラにより入力される、第２照明
シーケンスを生じさせ得るような第２音響信号を発生し得る。該コントローラは、上記第
１照明シーケンスを、異なる輝度、色変化特性及び／又はタイミングを有する第２照明シ
ーケンスに変化させることができる。該第２照明シーケンスは、上記第１及び第２音響信
号の微妙な又は劇的な差に基づいて、第１照明効果とは微妙な又は劇的な差を含むことが
できる。一実施態様によれば、上記劇的な照明効果は、光源を含む装飾的壁タイルを使用
して達成することができる。
【００６７】
　［００７２］第１照明シーケンスと第２照明シーケンスとの間の移行に対して、前記コ
ントローラは第１照明シーケンスと第２照明シーケンスとの間に移行シーケンスを導入す
ることができる。第１及び第２照明シーケンスと同様に、該移行シーケンスも当該機器の
音風景及び関連する音響信号に基づくものとすることができる。このように、異なる音風
景及び音響信号は、異なる移行を生じさせ得る。例えば、上記移行シーケンスは、第１及
び第２音響信号の僅かな又は劇的な差に基づいて滑らかな又は急激なものとすることがで
きる。
【００６８】
　［００７３］一実施態様によれば、前記制御信号はスピーカシステムにより生成される
音を、該音の振幅、持続時間及び周波数を含み、制御することができる。該音は、記録さ
れた音楽、記録された人の声、コンピュータにより発生される音声、着信音又は警報信号
等の任意のオーディオ信号とすることもできる。上記制御信号は、スピーカシステムによ
り生成される音のシーケンス及び／又はタイミングを制御することもできる。例えば、音
のシーケンスは当該スピーカシステムにより生成される時間的に隔てられた２以上の音響
効果を含むことができる。該シーケンスは、前述したような当該音響信号のフィーチャ及
び／又は該音響信号の変化により決定することができる。
【００６９】
　［００７４］他の実施態様によれば、上記制御信号はユーザに振動出力を付与するため
に触覚（例えば振動）フィードバック機構を制御することができる。例えば、機器１０２
は、ユーザから入力を受けることができるグラフィックユーザインターフェース等の１以
上のインターフェースエレメントを有することができる。釦、スイッチ又はノブ等の他の
インターフェースエレメントを含めることもできる。これらのインターフェースエレメン
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トは、ユーザに振動を供給することができる触覚フィードバック機構を含むことができる
。一例において、前記制御信号は振動の周波数及び強度を制御することにより当該振動の
感度レベルを制御することができる。
【００７０】
　［００７５］一実施態様において、前記制御信号は１以上の出力に優先度又は合図（キ
ュー）を付加することができ、これらは特定の出力エレメントに合図の入力に基づいて１
以上の出力効果１１２を変更させることができる。この合図は、当該システムに外部的に
又は内部的に入力される任意のタイプの合図とすることもでき、これらに限定されるもの
ではないが、入力された音響信号から決定される合図、ユーザが機器上の釦等の手動装置
を操作するというような当該機器を操作するユーザから入力される合図、内部クロック機
構、内部メモリ合図若しくはソフトウェアに基づく合図等の当該システムにより発生され
る合図、又は外部センサ等の当該システムに付属されるアナログ若しくはデジタル装置か
ら発生される合図を含む。
【００７１】
　［００７６］一例において、合図を入力すると、前記コントローラは特定の事前プログ
ラム出力１０８を選択することができる。選択された事前プログラム出力１０８は、入力
された音響信号の変化に基づいて動的に変化することができる。例えば、冷蔵庫のドアの
開きから入力される合図を受けると、コントローラは該冷蔵庫及び／又は環境１０１に関
連された特定の照明源により生成される事前プログラム照明出力（特定のカラー及びパル
ス周波数を含み得る）に合致させることができる。更に、該事前プログラム照明出力のカ
ラー及び／又はパルス周波数は、上記冷蔵庫から入力される音響信号の変化に基づいて動
的に変化し得る。
【００７２】
　［００７７］一例において、コントローラ１０６は出力エレメント１０９及び１１０に
関連されたデフォルトの優先出力効果１１２（特定の合図が入力されない限り当該出力エ
レメントにより使用される効果である）を設定することができる。この例において、前記
合図が入力された場合、コントローラ１０６は出力エレメント１０９及び１１０に別の効
果を使用するように命令する。この効果の変更は、一時的（当該合図が生じている間のみ
生じる、又は指定された期間に対して定められる）であり得るか、他の効果若しくは合図
の更なる入力が許されないという意味で永久的であり得るか、又は優先に基づくもの（元
の効果に戻る若しくは新たな効果を選択するために新たな合図を待つ）であり得る。他の
例として、コントローラ１０６は出力効果１１２を合図の状態及び所望の効果の重要度に
基づいて選択することができる。例えば、コントローラ１０６が前の信号から根本的にず
れた音響信号を検出した場合、該コントローラ１０６は、そうでないなら存在する又は実
行を待っている全ての効果に優先する高優先度警報効果を起動することができる。上記優
先度は状態依存的でもあり得、その場合、合図は当該システムの現在の状態に依存して代
わりの効果を選択するか又は無視される。種々の出力効果１１２に対して優先度又は合図
を使用する本発明の実施態様は、多数の他のタイプのものが可能であるので、上述した特
定のタイプの合図及び優先度に限定されるものではないと理解されるべきである。
【００７３】
　［００７８］コントローラ１０６は追加の外部センサ（図示略）から入力を受けること
もでき、該入力は決定された出力、シーケンス又は優先効果を修正するために使用するこ
ともできる。更に、前記音響信号の変化は、これらの修正された出力内で微妙な変化に影
響を与えることができる。音響信号は当該機器の専ら内部又は専ら外部のものとすること
ができる。例えば、周囲光センサを、例えば部屋に射し込む日光の量に無関係に一定の照
明レベルを維持すべく、又は他の光の源の存在に拘わらず照明効果が目立つことを保証す
べく、当該照明の輝度を修正するために使用することができる。音響信号のパターンの変
化は、例えば一定した光の色温度を僅かに変化させることにより、一定した照明レベルの
僅かな変化に影響を与えることができる。照明シーケンスを開始する又は変更するための
トリガとして、動きセンサ又は他の検出器を用いることができる。例えば、照明シーケン
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スは、人が当該機器に近づいた場合に変化し得る。光の輝度は、当該機器の外部の音響信
号の音圧レベルの変化に伴い変化し得る。入力を供給するために温度センサを使用するこ
ともできる。例えば、冷凍庫内の光の色を温度に依存するようにプログラムすることがで
き、例えば冷たい温度を示すために青い光を供給し、臨界温度に達するまで温度が上昇す
るにつれて徐々に赤に変化し、臨界温度に達すると点滅又は他の警報効果が開始し得るよ
うにする。冷凍庫の内部の音響信号の変化は、上記青い光の輝度、赤への徐々の変化の速
度、又は臨界温度に到達した際の点滅の周波数を変化させることができる。同様に、照明
シーケンス又は警報、遭難信号若しくは他の指示を供給するための効果を起動する信号を
供給するために、警報システムを使用することができる。一例において、相互作用的な照
明シーケンスを形成することができ、その場合、実行される効果は入力される音響信号の
変化により微妙に変化し、外部センサは当該照明効果を劇的に変化させる又は異なる照明
効果を実行するための合図又はトリガとして作用し得る。
【００７４】
　［００７９］図２は、一実施態様による機器のためのシステム２０２を含む分散型シス
テム２００を図示している。図示の実施態様において、当該機器はオーブントースタであ
る。該機器はオーブントースタとして示されているが、当該システムの種々の実施態様に
よれば任意の機器も使用することができる。図２に示されるように、システム２０２はオ
ーブントースタ２０４から離れて配置されている。しかしながら、一般的に、システム２
０２のエレメント（構成要素）及び該システム２０２の動作は、図１を参照して説明した
エレメント及び動作と同様である。
【００７５】
　［００８０］図２に示されるように、オーブントースタ２０４は、前述した照明源、ス
ピーカシステム又は触覚フィードバックシステム等の、該オーブントースタ２０４の本体
に配置された内部出力エレメント２０５及び外部出力エレメント２０６を含むことができ
る。オーブントースタ２０４はユーザインターフェース２０８も含むことができ、該ユー
ザインターフェースはバックライト源及び装飾的照明源等の照明源（図示略）並びに付加
的な触覚フィードバックシステム（図示略）を含むこともできる。更に、オーブントース
タ２０４は、当該機器の内部及び外部音を検出するように構成された、該オーブントース
タの本体に配置された外部音響センサ２０９及び内部音響センサ２１０を含むことができ
る。
【００７６】
　［００８１］システム２０２はコントローラ２１２及び事前プログラム出力２１４を含
むことができる。種々の実施態様において、システム２０２のコントローラ２１２は、オ
ーブントースタ２０４に関連された外部音響センサ２０９及び／又は内部音響センサ２１
０から音響信号を入力する。これら音響信号は当該音響信号のフィーチャを決定するため
にコントローラ２１２により処理することができ、該フィーチャは出力エレメント２０６
又は出力エレメント２０５を制御するための制御信号を生成するために使用することがで
きる（事前プログラム出力２１４との組み合わせで）。図示のように、出力エレメント２
０６はオーブントースタ２０４内に配置することができ、出力エレメント２０５はオーブ
ントースタ２０４及びシステム２０２から離れて配置することができる。出力エレメント
２０５及び２０６は単一の出力エレメント又は複数の出力エレメントを含むことができる
。出力エレメント２０５及び２０６は、照明エレメント、サウンドエレメント及び／又は
触覚エレメント等の異なるタイプのエレメントの組み合わせを含むこともできる。
【００７７】
　［００８２］種々の例において、ユーザインターフェース２０８はユーザが上記出力エ
レメント及び生成される出力効果を制御及び変更することを可能にする。一例において、
ユーザは、出力様式、出力効果に影響を与える機器を変更し、１以上の機器からの組み合
わせ効果を制御し、外部センサからの入力を変更又は制御し、合図又は優先度、特定のユ
ーザ又は機器に関連された事前プログラム出力及びシステム２００の他の構成を変更する
ことができる。
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【００７８】
　［００８３］図３は、一実施態様による機器２０４のためのシステム２０２を含む分散
型システム３００の他の実施態様を示す。図示した実施態様において、出力エレメント２
０６、オーブントースタ２０４、音響センサ３０２及びシステム２０２の各々は互いから
離れて配置されている。一実施態様において、出力エレメントは、複数の照明器具を含む
照明ネットワーク３０４及びサウンドシステム３１０を含んでいる。照明ネットワーク３
０４は、機器２０４に関連された環境３１２において該環境３１２内のユーザ及び／又は
他のものにより知覚される周囲照明３０６又は装飾的照明３０８を供給するために使用す
ることができる。サウンドシステム３１０も、機器２０４に関連された環境３１２に種々
のサウンド効果を供給するために使用することができる。
【００７９】
　［００８４］照明ネットワーク３０４が周囲照明３０６を供給する場合、該照明は間接
的に知覚される光を含み得る。例えば、当該光は、ユーザにより全体として又は部分的に
知覚される前に、種々の介在表面の１以上で反射され得る。例えば、周囲照明３０６は住
宅の部屋又はオフィスビル内のオフィスを照明するために設けることができる。一例にお
いて、照明ネットワーク３０４がオフィス環境内で周囲照明を制御する場合、ＨＶＡＣシ
ステムの音響信号を、当該オフィス空間内で供給される周囲照明を増加させ又は減少させ
るために使用することができる。動作状態の差は、当該オフィス空間内の占有度に依存し
得るもので、当該音響信号の変化を生起し得、異なる量の周囲照明が供給されるようにな
る。例えば、ＨＶＡＣシステムの出力のフィーチャ（空気の流れ及び空気の温度）は、当
該オフィス空間の占有者が多い又は少ないに伴い変化する。
【００８０】
　［００８５］照明ネットワーク３０４が装飾的照明３０８を供給する場合、該装飾的照
明３０８は審美的目的で使用することができ、縄状ライト、壁タイル、マット、電子織物
及び他のものを有する１以上の照明器具を含むことができる。装飾的照明３０８は家庭、
小売店舗、オフィス又は他の環境に配置することができる。変化する音響信号は、装飾的
照明効果を生成する装飾的照明からの出力を変化させるためにシステム２０２により使用
することができる。該音響信号の変化するフィーチャにより、生成される装飾的照明効果
は非反復的で当該機器に関連された環境３１２内の個々人により知覚可能である。
【００８１】
　［００８６］オフィス環境の一例においては、コーヒーマシンに関連された音響信号の
使用を、当該オフィス環境における織物パネルの形態の装飾的照明効果を供給するために
用いることができる。このような出力効果は、更にユーザの行動を起こさせ、ユーザに当
該機器の動作状態を気付かせる。例えば、装飾的照明効果は人に同僚が休憩をとっている
又はコーヒーマシンが使用中であることを知らせることができる。非反復的で動的な装飾
的照明効果は、当該装飾的照明効果の発生源としての当該機器間のつながりを認識するこ
となく、芸術的効果を評価され得る。他の例において、ユーザは発生源としての当該機器
とのつながりを認識することができ、該非反復的で動的な装飾的照明効果はユーザが当該
機器に一層関心を持ち感情的に愛着を持つようにさせ得る。
【００８２】
　［００８７］一例において、システム２０２は種々のタイプの出力効果を組み合わせて
動的で多様式な出力を生成することができる。例えば、照明ネットワーク３０４により生
成される出力はサウンドシステム３１０により生成される種々のサウンド出力と組み合わ
されて、音及び光の両方を含む多様式な出力を生成することができる。音響信号において
検出される変化は、単一の又は複数のタイプの出力を変化させることにより該多様式な出
力を変化させることができる。一例においては、サウンド出力のみ又は光出力のみが変化
され、他の例では、サウンド及び光出力の両方が変化される。
【００８３】
　［００８８］幾つかの実施態様においては、光のみ、音のみ又は各々の組み合わせを含
む事前プログラム出力を、当該機器の音風景の変化に伴い更に変化させることができる。
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例えば、照明ネットワーク３０４は、上述したように変化する音響信号に応答してネット
ワーク化された照明ユニットをシーケンスで又はパターンで制御することにより、動的照
明効果をライトショーの形で供給することができる。他の例では、ネットワーク化された
サウンドシステムを制御することにより、出力エレメントは動的音風景を環境音楽又はサ
ウンドの形で供給することができる。該出力の動的性質がコントローラにより入力される
変化する音響信号により生起されることが理解される。結果として、これらの動的出力は
ユーザにとり擬似ランダムに見え得るもので、ユーザにより認識される芸術的効果を生成
するために使用することができる。更に、ユーザは変化する信号の源を認識することがで
き、結果として、当該機器を使用することを更に評価し及び楽しむことができる。
【００８４】
　［００８９］機器に関連された出力を生成する例示的処理４００を、図４を参照して説
明する。処理４００は、機器の動作状態の変化から生じる音響信号の差に基づいて出力が
動的に変化されることを可能にするフィードバックループを提供する。該処理によれば、
ステップ４０２において、当該機器により生成された音響信号が音響センサにより入力さ
れる。一例において、該音響信号は湯沸かし器に関連して説明した沸騰状態のような当該
機器の動作状態に対応する。ステップ４０４において、入力された音響信号に基づく出力
が出力エレメントにより供給される。このステップにおいて、該出力は当該機器に関連さ
れた環境において発生される。
【００８５】
　［００９０］ステップ４０６において、機器１０２のユーザによる操作の結果、該機器
により生成される音響信号が変化する。幾つかの実施態様において、該変化は当該機器を
操作するユーザの行為に直接起因する。他の実施態様において、該変化は、ユーザの相互
作用に起因する当該機器の状態の変化により生じる。更に、ステップ４０８において、当
該機器の動作状態の変化の結果、該機器のユーザによる操作とは無関係に、該機器により
生成される音響信号が変化する。ステップ４１０において、当該機器により供給される音
響信号の変化が生じる（例えば、音響センサ１０４により感知される）。当該処理はステ
ップ４０２に戻り、該ステップにおいて、変化された音響信号が入力される（例えば、コ
ントローラ１０６により）。ステップ４０４において、出力エレメント（例えば、出力エ
レメント１１０、１１２）は、該たった今変化された音響信号に基づいて出力を供給する
ように制御される。連続して変化する音響信号の結果として、コントローラには動的な入
力が供給される。幾つかの実施態様によれば、該動的入力は上記コントローラにより使用
されて擬似ランダム出力を発生する。
【００８６】
　［００９１］一例において、上記出力エレメントは当該機器に関連する環境内のユーザ
に対してフィードバックを供給する。ユーザに対する該フィードバックの結果、ユーザは
動作状態を変化させるために該機器を更に操作することになり得る。
【００８７】
　［００９２］一実施態様において、ステップ４０２は当該機器の第１動作状態に対応す
る第１音響信号を入力するステップと、該機器の第２動作状態に対応する第２音響信号を
入力するステップとを含むことができ、上記第２動作状態は上記第１動作状態とは相違す
る。例えば、第１動作状態はオーブントースタが“オン”されたことに対応することがで
き、該オーブントースタは第１音響信号を生成することができる（例えば、該トースタの
レバーの操作）。一方、第２動作状態はオーブントースタが“トースト中”であり、該第
２動作状態に対応する第２音響信号（例えば、焼いているパンの音）を生じていることに
対応し得る。
【００８８】
　［００９３］一実施態様において、ステップ４０４は、前記出力エレメントを当該機器
の第１動作状態に対応する第１出力を供給するように制御するステップと、前記出力エレ
メントを当該機器の第２動作状態に対応する第２音響信号に基づいて第２出力を供給する
ように制御するステップとを含むことができる。例えば、上記第１出力が、前記オーブン
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トースタがオンされていることに対応する場合、光源により一定した光出力を供給するこ
とができる。この例において、上記第２出力は該オーブントースタが“トースト中”であ
ることに対応し、上記光源により点滅する光を生成することができる。該点滅する光の周
波数は、当該オーブントースタ内のパンの焼き状態に基づいて変化させることができる（
例えば、コントローラ１０６により）。例えば、点滅の率はパンが一層焼けるにつれて音
響信号が変化するにつれ増加することができる。パルス状の光、カラーモーフィング効果
、調光効果、光の他の制御変化、又は他の出力様式等の他の照明効果も当該光源により生
成することができることが理解される。
【００８９】
　［００９４］この例において、第１動作状態から第２動作状態への動作状態の変化は、
ユーザが当該機器を操作し、及び当該オーブントースタ内でパンが焼かれる結果として生
じる。しかしながら、幾つかの実施態様では、第１動作状態から第２動作状態への変化は
ユーザによる当該機器の操作とは無関係に生じ得る。
【００９０】
　［００９５］図５を参照すると、該図は本発明の種々の実施態様によるシステム５００
を一実施態様において図示している。図５に示された実施態様において、システム５００
はオーディオデコーダ５０２、記憶装置５０４、コントローラ５０６及びタイマ５０８を
含んでいる。オーディオデコーダ５０２は、１以上の内部及び／又は外部音響センサから
音響信号を入力すると共に、該入力された生の音響信号を調整（前処理）して音響データ
を生成するように構成されている。図示の実施態様において、オーディオデコーダ５０２
は、調整回路５１４、１以上のフィルタ５１６及びアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）コンバ
ータ５１８を含んでいる。記憶装置５０４は、オーディオデコーダ５０２から入力される
上記の生成された音響データ５２２及び／又は生の音響信号５２０を記憶するように構成
されている。該記憶装置５０４は事前プログラム出力５２４も記憶することができ、例え
ば、該事前プログラム出力は当該機器の動作状態により生成される音風景により示される
、該機器の１以上の通常動作状態に対応する。前述したように、これらの事前プログラム
出力５２４は動的に変化される出力効果を供給するために使用することができる。コント
ローラ５０６は、オーディオデコーダ５０２及び／又は記憶装置５０４から上記音響デー
タを入力すると共に、１以上の出力エレメントに供給することができる制御信号出力を発
生するように構成されている。幾つかの実施態様によれば、コントローラ５０６はマッパ
５１０及び出力バッファ／ネットワークポート５１２を含む。タイマ５０８は、上記制御
信号に関連するタイミングを変化させ又は制御するためのコントローラ５０６への入力を
生成するよう構成されている。しかしながら、本発明の該実施態様は、多数の他の構成も
可能であるので、図５に示された構成に限定されるものではないと理解されるべきである
。
【００９１】
　［００９６］種々の実施態様によれば、システム５００は、内部音響センサからの内部
音響信号及び／又は外部音響センサからの外部音響信号を入力として受けると共に、当該
システムに直接配線接続された出力エレメントに制御信号を出力し、及び／又は当該シス
テムから遠くに配置された出力エレメントにネットワーク信号を出力する（例えば、ネッ
トワークを介して）。一実施態様によれば、上記出力制御信号を１以上の出力エレメント
に伝送するために無線ネットワークが使用される。
【００９２】
　［００９７］種々の実施態様によれば、オーディオデコーダ５０２は入力された信号を
処理することができると共に、当該音響信号の１以上のフィーチャを反映した情報を持つ
出力を発生することができる。一実施態様において、オーディオデコーダ５０２は調整回
路５１４を含むことができ、該調整回路は前記音響センサから入力された生の音響データ
を当該オーディオデコーダ５０２により解釈されるべき１以上の値に変換する。オーディ
オデコーダ５０２は、更に、ローパスフィルタ及び外部ノイズフィルタ等の１以上のフィ
ルタ５１６を含むことができ、該フィルタは高周波数ノイズを除去すると共に当該音響信
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号の末端データ部分を濾波するために使用することができる。一例において、オーディオ
デコーダ５０２は、入力されたアナログ音響信号をデジタル形態に変換するように構成さ
れたＡ／Ｄコンバータ５１８を含む。該オーディオデコーダ５０２は専用のハードウェア
で実施化することができるか、又は当該システム内のプロセッサ（図示略）上で実行され
るソフトウェアにより実施化することができる。
【００９３】
　［００９８］オーディオデコーダ５０２は、前述した音響信号のフィーチャを決定する
等の、付加的な信号処理機能を実行することができる。しかしながら、他の実施態様にお
いて、これらの機能はコントローラ５０６により実行することができる。音響信号のフィ
ーチャの例は、これらに限定されるものではないが、当該音響信号の周波数（スペクトル
）に関する情報、当該音響信号の音圧レベル、当該音響信号の音圧レベル及びスペクトル
の相対変化、機器固有の音響信号、音響信号のパターン及び当該機器により発生される“
通常”動作の音響信号からの逸脱、並びに他のフィーチャを含むことができる。
【００９４】
　［００９９］本発明の一実施態様によれば、前記音響信号を分析するために種々の信号
処理技術が使用される。信号処理技術を用いて実行することが可能な多数の異なるタイプ
の処理又は分析が存在し、本発明は音響信号を分析するための任意の特定の技術にも限定
されるものではないと理解されるべきである。例えば、オーディオデコーダ５０２は音響
信号の時間にわたる強度を表す、当該オーディオ信号に関する時間領域（タイムドメイン
）の情報を発生することができる。斯かるタイムドメイン情報はアレイとして（各アレイ
要素は所与の時点に関する当該音響信号の強度を表す整数である）、又は任意の他の好適
なフォーマットでも出力することができる。オーディオデコーダ５０２は、更に、当該音
響信号のタイムドメイン情報のラプラス変換（該変換の例はフーリエ変換及び高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）を含む）を実行することにより周波数ドメインの情報を発生することが
できる。一実施態様においては、高速フーリエ変換が実行されるが、本発明は、この点で
限定されるものではなく、周波数ドメインでの分析のために任意の好適な技術を使用する
こともできる。周波数ドメイン情報はアレイとして出力することができ、その場合、各ア
レイ要素は所与の時点における当該音響信号の強度を表す整数である。オーディオデコー
ダ５０２は、更に、当該音響信号に関するタイムドメイン情報の高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）を実行することにより周波数ドメイン情報を発生することができる。該周波数ドメイ
ン情報はアレイとして出力することができ、その場合、各アレイ要素は、対応する時間フ
レームの間の所与の周波数帯域に関する信号の振幅を表す整数であり得る。本発明の一実
施態様によれば、該周波数ドメイン情報は、特定の時間フレームに関する対応するタイム
ドメイン情報のＦＦＴである。
【００９５】
　［００１００］システム５００は、更に、処理される音響信号に関連する音響データを
記憶するための、メモリユニット、データベース又は他の適切なモジュール（例えば、取
外し可能なフラッシュメモリ）等の記憶装置５０４を含むことができる。音響データを記
憶することに加えて、記憶装置５０４は、前述した事前プログラム出力及び更に後述する
マッピングテーブルを記憶することができる。更に、記憶装置５０４は、複数の効果、及
びこれら効果を、前記出力エレメントを制御するのに適した有線又は無線伝送プロトコル
等のプロトコル又はデータフォーマットに変換するための命令を記憶することができる。
上記事前プログラム出力が使用される実施態様においては、適切な命令を制御プログラム
（更に後述する）に含め、記憶装置５０４に記憶することができる（例えば、該制御プロ
グラムのロード又は実行に際して）。前記コントローラは、ここで述べる機能を実行する
ために必要な情報を取り出すべく該記憶装置５０４にアクセスするように構成することが
できる。記憶装置５０４の特徴及び機能は前記コントローラにより果たすことができると
理解されるべきである。
【００９６】
　［００１０１］一実施態様において、コントローラ５０６はオーディオデコーダ５０２
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からの出力を入力し、マッパ５１０を介し音響信号の種々のフィーチャに基づいて制御信
号を発生する。前述したように、該制御信号は上記音響信号の変化に基づくものであり得
、前記出力エレメントにより生成される１以上の出力を変化させて当該環境におけるユー
ザによって知覚される動的出力効果を生じさせることができる。一実施態様において、マ
ッパ５１０は、出力エレメントを該出力エレメントに伝送される制御信号に基づいて制御
するように構成された出力プログラムを決定する。該制御プログラムは、当該音響信号の
フィーチャに関する前記音響センサから入力される音響信号の多数の多様な順列を解釈す
るためにif/then文又はブール論理を用いてプログラムすることができる。該制御プログ
ラムは、更に、状態認識アルゴリズムを含むことができる。該状態認識アルゴリズムは、
例えば、処理された音響信号から湯沸かし器の沸騰状態又はフードプロセッサの混合段階
等の当該機器の対応する動作状態を解釈することができる。この機能を実行するために、
マッパ５１０は、更に、動作状態及び対応する音響信号のフィーチャを記憶したマッピン
グテーブルを含むことができる。該マッパ５１０は、音響データ及び／又は関連するフィ
ーチャを、上記マッピングテーブルにおける記憶された動作状態と照合するよう構成する
ことができる。
【００９７】
　［０１００］上記制御プログラムは出力エレメントに伝送される制御信号を発生し、該
制御信号は出力エレメントを制御し、結果としてユーザにより知覚される出力効果が生じ
る。上記制御信号は、１以上の出力を生成するために例えば前記照明ネットワーク等の出
力エレメントに伝送することができる。音響信号のフィーチャが時間にわたり変化するに
つれて、マッパ５１０に対する入力が変化するので、該マッパ５１０は変化する制御信号
を発生することになり、該制御信号が出力エレメントに送られる。本発明は任意の特定の
構成にも限定されるものではないので、上記制御プログラムは多数の方法の何れかにより
構成することができる。例えば、上記プログラムは、Ｃ＋＋若しくはフォートランプログ
ラムの実行可能なイメージ、又は他の実行可能なコード及び／又はライブラリ等の独立型
アプリケーションであり得る。
【００９８】
　［０１０１］当該システムは、更に、前記コントローラに入力を供給するタイマ５０８
を含むことができる。一実施態様によれば、タイマ５０８は、前記出力エレメントに送ら
れる制御信号の結果的変化を実現し、これにより前記音響信号に応答して生成される出力
効果の冗長性を低減するために、マッパ５１０により実行されるマッピング機能の時間に
わたる変化を生じさせるために使用される。例えば、出力効果がユーザにとり認識するに
は僅かすぎるほどしか変化しない場合、タイマ５０８は当該出力を所定の時間間隔で変化
させることにより上記制御信号に付加的な変化を導入することができる。一実施態様にお
いて、タイマ５０８は更に日付及び時間情報を含むことができ、かくして、上記マッピン
グ機能が日付及び／又は時間の結果として変化することができるようにする。例えば、１
日の時間の情報に基づいて、コントローラはオフィス環境に供給される予測される自然光
のレベルを決定することができると共に、更に、それに応じて照明ネットワークにより生
成される光のレベルを調整することができる。他の例においては、週の日の情報に基づい
て、コントローラは当該環境の予測される占有度を決定し、それに応じて出力を調整する
ことができる。他の実施態様において、タイマ５０８は、上記マッピング機能を特定の制
御プログラム、シーケンス、パターンが実行された、若しくは特定の出力が活性化／非活
性化された時間量の結果として変更することができるように、又は機器に関連する特定の
動作状態を計時するために内部タイミング情報を導入することができる。例えば、該タイ
マは、どのくらい長く光源が活性化されていたか、又はどのくらい長く湯沸かし器が沸騰
動作状態にあったかを計算することができる。
【００９９】
　［０１０２］出力バッファ／ネットワーク出力ポート５１２は、コントローラ５０６か
ら出力エレメントへの制御信号の伝送を容易化するように構成することができる。前記マ
ッピングテーブルに記憶され、マッパ５１０から出力される情報は、種々の出力エレメン
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トを直接的に制御することができるフォーマットでないかも知れないことが理解されるべ
きである。この実施態様において、出力バッファ／ネットワークポート５１２は、コント
ローラ５０６からの制御信号を特定の出力エレメントにより受け入れられるフォーマット
に変換することができる。例えば、出力バッファ５１２は上記制御信号をＤＭＸ、RS-485
,RS-232等の有線伝送データフォーマット又はZ-Wave、ZigBee、Ｘ１０及びInsteon等の無
線伝送データフォーマットに変換することができる。しかしながら、本発明は、出力バッ
ファは使用される必要はないので、この点で限定されるものではないと理解されるべきで
ある。
【０１００】
　［０１０３］パルス幅変調信号を用いれば、前記出力エレメントは一定の電流又は電圧
で駆動することができ、この場合、該電流又は電圧はパルス幅変調制御信号に従ってオン
又はオフされる。他の例として、上記出力エレメントはアナログ技術を用いて駆動するこ
ともでき、その場合、電流又は電圧レベルは時間、パルス振幅変調又は制御信号に応答し
て出力エレメントを経る電力を変化させる何らかの他の技術により変化される。
【０１０１】
　［０１０４］コントローラ５０６は、更に、前記出力エレメントと、無線周波数（ＲＦ
）の、超音波の、聴覚的、赤外（ＩＲ）の、光学の、マイクロ波の、レーザの、電磁的、
何らかのタイプのコンピュータリンクの、又は何らかの他の適切な伝送若しくは接続技術
により通信することができる。通信を容易にするために、各出力エレメントは、当該出力
エレメントに固有な又は前記コントローラとの通信を容易にするために他の出力エレメン
トのアドレスと重なり合う所定の割り当てアドレスと関連させることができる。
【０１０２】
　［０１０５］コントローラ５０６は、専用のハードウェアによるもの、又は当該システ
ム内のプロセッサ（図示略）上で実行されるソフトウェアによるものを含み多数の方法の
うちの何れかで実施化することができる。ソフトウェアで実施化される場合、該ソフトウ
ェアは、前記オーディオデータを記憶する記憶装置５０４を含む、当該システムにアクセ
ス可能な任意の記憶媒体にも記憶することができる。上記プロセッサは、本発明が任意の
特定のタイプのプロセッサにも限定されるものではないので、信号又はデータに応答して
処理を行うための任意のシステムを含むこともできる。
【０１０３】
　［０１０６］本発明の一実施態様において、音響入力信号の分析は、リアルタイムな出
力効果を生じさせるために出力エレメントに供給される出力と実質的に同時に実行される
。しかしながら、本発明は、この点に関して限定されるものではない。というのは、他の
実施態様では、音響入力信号の分析は出力効果を生じさせる前に所望の遅延を伴って実行
されるからである。このことは、音響入力信号の出力エレメントのための制御信号に対す
るマッピングを実行する際に幾らかの柔軟性を提供することができる。というのも、該マ
ッピング関数は、制御信号が発生される時点に対応する当該音響信号の特性を考慮するこ
とができるのみならず、起こるであろう変化を予測するために当該音響信号の先を見るこ
とができ、これにより、既知の傾向及び／又は動作履歴に基づいて当該音響信号の変化に
関し出力効果を先行して策定することができるからである。
【０１０４】
　［０１０７］図６は、本発明の種々の態様による、照明ネットワーク６００の一実施態
様を示す。種々の実施態様において、当該ネットワーク照明システムは追加の照明コント
ローラを含むことができる。図６に示されるように、システム５００等のシステムからの
制御信号は該追加の照明コントローラ６０２に供給することができ、該コントローラはネ
ットワーク照明システムを制御するように構成される。種々の実施態様において、照明コ
ントローラ６０２はソフトウェアアプリケーションを含むことができ、該アプリケーショ
ンは１以上の照明シーケンスを含み得る照明プログラムを形成するために使用することが
できる。照明コントローラ６０２は上述した照明シーケンスを実行又は再生し、これに応
答して１以上の照明ユニット６０４を制御することができる。
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【０１０５】
　［０１０８］特定の実施態様において、上記照明ユニット６０４は、例えば多数の照明
ユニットの操作を容易化するために、異なるグループに編成することができる。照明ユニ
ット６０４は、空間的関係、機能的関係、照明ユニットのタイプ、又は当該コントローラ
により決定される何らかの他の方式に基づいてグループに編成することができる。空間的
配置は、照明効果を容易にプログラミング及び実施するのに有効であり得る。例えば、一
群のライトが列に並べられ、この情報が当該システムに供給されると、該システムは虹又
は順次的フラッシュ等の効果を果たすことができる。任意の構成及び効果も、一群のユニ
ット上で又は単一の照明ユニット上で使用することができる。グループの使用は、所定の
選択組の照明ユニットを制御するために当該コントローラが単一のコマンド又は合図を送
信することを可能にする。コントローラ６０２は、更に、照明ユニット６０４を前述した
シーケンス関数、キュー関数及び優先関数に従って制御することができる。
【０１０６】
　［０１０９］特定の実施態様において、ある効果の結果を第２の効果に依存するように
プログラムすることができる。例えば、第１照明ユニットに割り当てられた効果はランダ
ムカラー効果とすることができ、第２照明ユニットに割り当てられる効果は該ランダムカ
ラー効果のカラーに合致するように指定することができる。他の例として、或る照明ユニ
ットは、第２照明ユニットがオフされている等の特定の条件を満たす場合に、ハッシング
効果（Hashing effect）等の効果を実行するようにプログラムすることができる。この方
式により、第１効果の特定の条件に際して開始される効果が第２効果のカラー及び第３効
果のレートに合致するというような、一層複雑な構成を作成することができる。効果又は
パラメータの組み合わせが他の効果又はパラメータに依存するという上記例は解説目的の
ためにのみ提示されたものであると理解することができる。というのも、多数の他の依存
性及び組み合わせも可能であるので、本発明は上記特定の例に限定されるものではないか
らである。上述した照明効果は前述した機器の動作に関連する変化する音響信号に基づい
て発生されると理解することができる。音響信号の変化は、ユーザにより知覚することが
可能な照明効果の動的性質を生起する。
【０１０７】
　［０１１０］特定の実施態様において、単一の構成部品が制御プログラムの発生と照明
ユニットの制御との両方を行うことができる。例えば、図５を参照して説明したコントロ
ーラは、該コントローラが上述した発生機能のみならず、図６を参照して説明した当該照
明コントローラにより実行される制御又は再生機能をも果たすことを可能にするソフトウ
ェアでロードされ得る。特定の実施態様において、代わりに何らかのソフトウェアアプリ
ケーションにより実行される下記の機能は、チップ若しくはカード等のハードウェア装置
、又はここで述べる機能を実行することが可能な何らかの他のシステムにより果たすこと
ができる。
【０１０８】
　［０１１１］本発明の種々の実施態様において、１以上の音響信号を複数の機器から入
力することができる。斯かる複数の音響信号は、当該システムにより共通の出力を生起さ
せるために使用することができる。該複数の音響信号の変化は、当該システムにより生成
される出力の変化を更に向上させ得、出力が更に一層動的となる。
【０１０９】
　［０１１２］以上、本発明の幾つかの実施態様を本明細書において説明及び図示したが
、当業者であれば、ここに説明した機能を実行し、及び／又はここで述べた結果及び／又
は利点の1以上を得るための種々の他の手段及び／又は構成に容易に想到するであろう。
このような変更及び／又は修正の各々は、ここに述べた本発明の実施態様の範囲内である
と見なされる。もっと一般的に言うと、当業者であれば、ここに述べた全てのパラメータ
、寸法、材料及び構成は例示的なものであることを意味し、実際のパラメータ、寸法、材
料及び／又は構成は、本発明の教示が用いられる特定の用途に依存するであろうことを容
易に理解するであろう。当業者であれば、ここで述べた本発明の特定の実施態様に対する
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多くの均等物を認識し、又は通例の実験を用いるだけで確認することができるであろう。
従って、上述した実施態様は例示としてのみ提示されたものであり、添付請求項及びその
均等物の範囲内で、本発明の実施態様は、特定的に説明及び請求項に記載したもの以外で
実施することができると理解されるべきである。本開示の発明的実施態様は、ここで述べ
た各フィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法に向けられたものである
。更に、２以上の斯様なフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法の任
意の組み合わせも、このようなフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方
法が相互に矛楯しないならば、本開示の発明の範囲内に含まれるものである。
【０１１０】
　［０１１３］ここで定められ及び使用された全ての定義は、辞書の定義、参照により組
み込まれた文献における定義及び／又は定義された用語の通常の意味を規制すると理解さ
れるべきである。
【０１１１】
　［０１１４］本明細書及び請求項で使用される単数形は、そうでないと明示しない限り
、“少なくとも１つの”を意味すると理解されるべきである。
【０１１２】
　［０１１５］本明細書及び請求項で使用される場合、１以上のエレメントのリストを参
照する“少なくとも１つの”なる語句は、該エレメントのリストにおけるエレメントの何
れか１以上から選択された少なくとも１つのエレメントを意味するものであり、該エレメ
ントのリスト内の各及び全エレメントの少なくとも１つを必ずしも含むものではなく、該
エレメントのリスト内のエレメントの任意の組み合わせをも除くものではないと理解され
るべきである。この定義は、上記“少なくとも１つの”なる語句が参照する上記エレメン
トのリスト内で特別に識別されるエレメント以外のエレメントが、上記の特別に識別され
たエレメントに関係するか又は関係しないかに拘わらず、オプションとして存在すること
も可能にする。
【０１１３】
　［０１１６］明確にそうでないと示さない限り、請求項に記載された２以上のステップ
又は動作を含む任意の方法においても、該方法のステップ又は動作の順序は、これらステ
ップ又は動作が記載された順序に必ずしも限定されるものではないと理解されるべきであ
る。
【０１１４】
　［０１１７］また、請求項において括弧内に記載された符号（もし、あるなら）は、便
宜のためにのみ設けられたものであり、任意の形でも当該請求項を限定するものとみなし
てはならない。
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