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(57)【要約】
　本発明は、スマートホーム設備の運転状態の調整方法
、その装置、プログラム及び記録媒体に関し、ユーザの
スマートホーム設備の運転状態に対する調整の便宜性を
向上するためのものである。前記調整方法は、前記移動
端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプ
リケーションにおける設備リストをモニタリングするス
テップと、ユーザにより前記設備リストから選択された
スマートホーム設備のショートカットキー作成方式の第
１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移
動端末のデスクトップに、前記スマートホーム設備を制
御するための前記ショートカットキーを作成するステッ
プと、前記ショートカットキーを制御することによって
、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するステッ
プと、を含む。本発明の技術案によれば、ユーザの操作
が簡単になり、ユーザが便宜且つ快速にスマートホーム
設備の状態を制御でき、ユーザのスマートホーム設備に
対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の
使用がし易くなる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末に用いられるスマートホーム設備の運転状態の調整方法において、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングするステップと、
　ユーザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトッ
プに、前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成するステ
ップと、
　前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップと、
　を含むことを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整方法。
【請求項２】
　前記ショートカットキーが作成された後、クラウドサーバーから前記スマートホーム設
備の現在状態を取得するステップと、
　前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカット
キーに前記現在状態を表示するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
方法。
【請求項３】
　前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップは、
　前記ショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするステップと、
　前記第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラウドサーバーへ前記スマー
トホーム設備を制御するための調整命令を送信することで、前記クラウドサーバーが、前
記調整命令に従って前記スマートホーム設備の運転状態を調整するように構成されるステ
ップと、
　を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
方法。
【請求項４】
　前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得するステップと、
　前記状態更新情報によって、前記ショートカットキーに表示する前記スマートホーム設
備の現在状態を更新するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
方法。
【請求項５】
　移動端末に用いられるスマートホーム設備の運転状態の調整装置において、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングする第１のモニタリングモジュールと、
　前記第１のモニタリングモジュールで、ユーザにより前記設備リストから選択されたス
マートホーム設備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージがモニタリング
された場合、前記移動端末のデスクトップに、前記スマートホーム設備を制御するための
前記ショートカットキーを作成する作成モジュールと、
　前記ショートカットキーを制御することによって前記スマートホーム設備の現在状態を
調整する調整モジュールと、
　を備えることを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整装置。
【請求項６】
　前記作成モジュールが前記ショートカットキーを作成した後、クラウドサーバーから前
記スマートホーム設備の現在状態を取得する第１の取得モジュールと、
　前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカット
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キーに前記第１の取得モジュールが取得した前記現在状態を表示する表示モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項７】
　前記調整モジュールは、
　前記作成モジュールが作成したショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリ
ングするモニタリングサブモジュールと、
　前記モニタリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた
場合、クラウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで
、前記スマートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するよ
うに構成される送信サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項５又は６に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項８】
　前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得する第２の取得モジュールと、
　前記第２の取得モジュールが取得した前記状態更新情報によって、前記表示モジュール
により前記ショートカットキーに表示される前記スマートホーム設備の現在状態を更新す
る更新モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項９】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を有し、
　前記プロセッサは、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングし、
　ユーザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトッ
プに、前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成し、
　前記ショートカットキーを使用して前記スマートホーム設備の現在状態を調整するよう
に構成される
　ことを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０７０６０９８．２であって、出願日が２０１４年
１１月２７日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。
【０００２】
　本発明は、通信技術分野に関し、特に、スマートホーム設備の運転状態の調整方法及び
その装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スマートホームタイプの設備がよく使用されることに従って、スマートホームは日常生
活の一部として益々重要になっている。通常、これらのスマートホームタイプの設備は、
ユーザが携帯電話のアプリケーション（ａｐｐ）におけるコントロールキーをクリックす
ることによって、該当する機能を実現させるように該当するスマートホーム設備を制御す
ることである。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ユーザは、ａｐｐを操作する必要があるので、スマートホームタイプの設備の
操作が複雑になり、ユーザに対する操作の便宜性が悪い問題が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　関連技術の問題を解決するために、本発明の実施例は、ユーザのスマートホーム設備の
運転状態に対する調整の便宜性を向上できるスマートホーム設備の運転状態の調整方法及
びその装置を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制
御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングするステップと、ユー
ザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方
式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、
前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成するステップと
、前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップと、を含むスマートホーム設備の運転状態の調整方法を提供する。
【０００７】
　１つの実施例では、前記調整方法は、前記ショートカットキーが作成された後、クラウ
ドサーバーから前記スマートホーム設備の現在状態を取得するステップと、前記クラウド
サーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカットキーに前記現在
状態を表示するステップと、をさらに含む。
【０００８】
　１つの実施例では、前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現
在状態を調整するステップは、前記ショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタ
リングするステップと、前記第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラウド
サーバーへ前記スマートホーム設備を制御するための調整命令を送信することで、前記ク
ラウドサーバーが、前記調整命令に従って前記スマートホーム設備の運転状態を調整する
ように構成されるステップと、を含んでもよい。
【０００９】
　１つの実施例では、前記調整方法は、前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得
するステップと、前記状態更新情報によって、前記ショートカットキーに表示する前記ス
マートホーム設備の現在状態を更新するステップと、をさらに含んでもよい。
【００１０】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制
御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングする第１のモニタリン
グモジュールと、前記第１のモニタリングモジュールで、ユーザにより前記設備リストか
ら選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージ
がモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、前記スマートホーム設備を
制御するための前記ショートカットキーを作成する作成モジュールと、前記ショートカッ
トキーを制御することによって前記スマートホーム設備の現在状態を調整する調整モジュ
ールと、を備えるスマートホーム設備の運転状態の調整装置を提供する。
【００１１】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記作成モジュールが前記ショートカットキーを
作成した後、クラウドサーバーから前記スマートホーム設備の現在状態を取得する第１の
取得モジュールと、前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前
記ショートカットキーに前記第１の取得モジュールが取得した前記現在状態を表示する表
示モジュールと、をさらに備えてもよい。
【００１２】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記作成モジュールが作成したショートカットキ
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ーの第２のキーメッセージをモニタリングするモニタリングサブモジュールと、前記モニ
タリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた場合、クラ
ウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで、前記スマ
ートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するように構成さ
れる送信サブモジュールと、を備えてもよい。
【００１３】
　１つの実施例では、前記調整モジュールは、前記作成モジュールが作成したショートカ
ットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするモニタリングサブモジュールと、前
記モニタリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた場合
、クラウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで、前
記スマートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するように
構成される送信サブモジュールと、を備えてもよい。
【００１４】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得
する第２の取得モジュールと、前記第２の取得モジュールが取得した前記状態更新情報に
よって、前記表示モジュールにより前記ショートカットキーに表示される前記スマートホ
ーム設備の現在状態を更新する更新モジュールと、をさらに備えてもよい。
【００１５】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、プロセッサと、プロセッサが実行可能な命令を
記憶するためのメモリと、を有し、前記プロセッサは、前記移動端末中の前記スマートホ
ーム設備を制御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングし、ユー
ザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方
式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、
前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成し、前記ショー
トカットキーを使用して前記スマートホーム設備の現在状態を調整するように構成される
スマートホーム設備の運転状態の調整装置を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施例の技術案は以下の有益な効果を有する。
【００１７】
　移動端末中のアプリケーションにおける設備リストをモニタリングすることで、移動端
末のデスクトップに設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
を作成し、直接に移動端末のデスクトップにおけるショートカットキーを使用して選択さ
れたスマートホーム設備の現在状態を調整できるので、ユーザの操作が簡単になり、ユー
ザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザのスマートホーム設備
に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし易くなる。
【００１８】
　以上の一般な説明と後の詳細な説明は例示的なものであり、本発明を限定するものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　ここでの図面は、明細書の一部として明細書全体を構成し、本発明に合致する実施例を
例示するとともに、本発明の原理を理解するためのものである。
【図１】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフローチャー
トである。
【図２】例示的な第１の実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロー
チャートである。
【図３】例示的な第２の実施例にかかるスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロ
ーチャートである。
【図４Ａ】例示的な実施例に係るスマートホームを制御するアプリケーションの模式図で
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ある。
【図４Ｂ】例示的な実施例に係るショートカットキーの追加の模式図である。
【図４Ｃ】例示的な実施例に係る移動端末のデスクトップへのショートカットキーの作成
の模式図である。
【図４Ｄ】例示的な実施例に係るショートカットキーに表示している現在状態の模式図で
ある。
【図５】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整装置のブロック図で
ある。
【図６】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整する他の装置のブロ
ック図である。
【図７】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整するための装置のブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、例示的な実施例に対して詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の説明は、
図面に関するときに、言及がしない限り、各図面における同一の符号は、同一又は類似の
要素を表する。以下の例示的な実施例において説明する実施形態は、本発明に該当する全
ての実施形態ではない。逆に、それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある形態と一
致する装置及び方法の例示に過ぎない。
【００２１】
　本発明の実施例のスマートホーム設備は、ネットワークの通信インターフェイスを介し
て端末設備との通信を実現できるものであり、例えば、スマートランプ、スマートコーヒ
ーメーカー、コンピュータ設備、セキュリティシステム、ビデオ及びオーディオシステム
、スマート温水器、及びスマートエアコンを含む。上記設備は、ＯＮ/ＯＦＦ状態を有す
るとともに、それぞれの機能によって特有なパラメータを調節する必要がある。例えば、
スマートエアコンは、温度、湿度、清潔度、及び速度等のパラメータに対する調節、制御
の機能を有する。
【００２２】
　図１は例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフローチャー
トである。当該スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、移動端末設備（例えば、ス
マートフォン、タブレット）に実行できる。図１に示すように、スマートホーム設備の運
転状態の調整方法は、以下のステップＳ１０１～Ｓ１０３を含む。
【００２３】
　ステップＳ１０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００２４】
　実施例の１つでは、アプリケーションの設備リストは、スマートソケット、スマートソ
ースパン、スマートエアコン、スマートコーヒーメーカー等の通信インターフェイスを有
する家電設備を含んでもよい。当該家電設備は、ネットワークを介して移動端末、クラウ
ドサーバー等のネットワーク参加設備と通信できる。
【００２５】
　ステップＳ１０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートホーム設
備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移
動端末のデスクトップに、スマートホーム設備を制御するためのショートカットキーを作
成する。
【００２６】
　例えば、ユーザが設備リストからスマートソケットを選択したと、移動端末のデスクト
ップにスマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する。ユーザが設備
リストからスマートビデオカメラを選択したと、移動端末のデスクトップにスマートビデ
オカメラを制御するためのショートカットキーを作成する。
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【００２７】
　ステップＳ１０３において、ショートカットキーを制御することによって、スマートホ
ーム設備の現在状態を調整する。
【００２８】
　例えば、例示的なシナリオの1つは、ユーザが移動端末を持って出勤し、家におけるス
マートソケットをＯＦＦさせる必要がある場合、移動端末のデスクトップに作成されたス
マートソケットを制御するためのショートカットキーを使用して、スマートソケットの現
在状態をＯＦＦ状態に調整できる。
【００２９】
　本実施例では、移動端末のアプリケーションにおける設備リストをモニタリングするこ
とで、移動端末のデスクトップに設備リストから選択されたスマートホーム設備のショー
トカットキーを作成し、そして、直接に移動端末のデスクトップにおけるショートカット
キーを使用して選択されたスマートホーム設備の現在状態を調整できるので、ユーザの操
作が簡単になり、ユーザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザ
のスマートホーム設備に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし
易くなる。
【００３０】
　実施例の１つでは、スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、ショートカットキー
が作成された後、クラウドサーバーからスマートホーム設備の現在状態を取得するステッ
プと、ショートカットキーにスマートホーム設備の現在状態を表示するステップとをさら
に含んでもよい。
【００３１】
　実施例の１つでは、ステップＳ１０３は、ショートカットキーの第２のキーメッセージ
をモニタリングするステップと、第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラ
ウドサーバーへスマートホーム設備の運転状態を調整するための調整命令を送信すること
で、クラウドサーバーが調整命令に従ってスマートホーム設備の運転状態を調整するよう
に構成されるステップとをさらに含んでもよい。
【００３２】
　実施例の１つでは、スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、クラウドサーバーか
らの状態更新情報を取得するステップと、状態更新情報に応じてショートカットキーに表
示されるスマートホーム設備の現在状態を更新するステップとをさらに含んでもよい。
【００３３】
　具体的なスマートホーム設備の制御方法は、以下の実施例を参照する。
【００３４】
　ここで、本発明の実施例に記載の上記の方法によって、ユーザの操作が簡単になり、ユ
ーザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザのスマートホーム設
備に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし易くなる。
【００３５】
　以下、具体的な実施例を参照して、本発明の実施例の技術方案を説明する。
【００３６】
　図２は、例示的な第１の実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロ
ーチャートである。本実施例は、本発明の実施例に記載の上記の方法を使用して、移動端
末中のショートカットキーを操作することでスマートソケットの現在状態をＯＦＦに制御
し、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＮにする命令であることを例示的に説
明する。図２に示すように、以下のステップを含む。
【００３７】
　ステップＳ２０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００３８】
　ステップＳ２０１の詳細は、上記のステップＳ１０１を参照できるので、ここで省略す
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る。
【００３９】
　ステップＳ２０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートソケット
のショートカット作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末
のデスクトップに、スマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する。
【００４０】
　ステップＳ２０２の詳細は、上記のステップＳ１０２を参照できるので、ここで省略す
る。
【００４１】
　ステップＳ２０３において、スマートソケットのショートカットキーによりスマートソ
ケットをＯＮさせる命令をモニタリングする。
【００４２】
　ステップＳ２０４において、スマートソケットをＯＮさせる命令がモニタリングされた
場合、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＮさせる命令を送信することで、クラウ
ドサーバーが、スマートソケットをＯＮさせる命令に従って、スマートソケットをＯＮ状
態に調整するように構成される。
【００４３】
　実施例の１つでは、第２のキーメッセージは、スマートソケットをＯＮさせる命令であ
り、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＮさせる調整命令を送信し、クラウドサー
バーは、当該ＯＮにさせる調整命令を受信した後、スマートソケットの現在運転状態をＯ
Ｎ状態に調整する。
【００４４】
　ステップＳ２０５において、クラウドサーバーからのＯＮ成功の確認命令を受信した後
、ショートカットキーに、スマートソケットがＯＮ状態になったことを表示する。
【００４５】
　実施例の１つでは、スマートソケットのＯＮ状態或はＯＦＦ状態を表示するように、シ
ョートカットキーに「ＯＮ」或は「ＯＦＦ」等の英文字を表示させてもよく、ショートカ
ットキーに「開き」或は「閉じ」等の文字を表示させてもよい。スマートソケットのショ
ートカットキーにスマートソケットの現在状態を表示することによって、ユーザが移動端
末のデスクトップを閲覧することでスマートソケットの現在の運転状態を獲得でき、ａｐ
ｐを開いて該当するオプションからスマートソケットの現在状態を確認する関連技術の使
用を退避できる。
【００４６】
　本実施例では、スマートソケットのショートカットキーを作成し、直接に移動端末のデ
スクトップにおけるショートカットキーを操作することで、スマートソケットをＯＮにす
ることを例示的に説明した。上記の操作によって、ユーザの操作が簡単になり、ユーザが
便宜且つ快速にスマートソケットの状態を制御でき、ユーザのスマートソケットに対する
制御の便宜性を向上でき、スマートソケットの使用がし易くなる。
【００４７】
　図３は、例示的な第２の実施例にかかるスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフ
ローチャートである。本実施例は、本発明の実施例に記載の上記の方法を使用して、移動
端末中のショートカットキーを操作することで、スマートソケットの現在状態をＯＮに制
御し、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＦＦさせる命令であることを例示的
に説明する。図３に示すように、以下のステップを含む。
【００４８】
　ステップＳ３０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００４９】
　ステップＳ３０１の詳細は、上記のステップＳ１０１を参照できるので、ここで省略す
る。



(9) JP 2017-507437 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

【００５０】
　ステップＳ３０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートソケット
のショートカット作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末
のデスクトップには、スマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する
。
【００５１】
　ステップＳ３０２の詳細は、上記のステップＳ１０２を参照できるので、ここで省略す
る。
【００５２】
　ステップＳ３０３において、スマートソケットのショートカットキーによりスマートソ
ケットをＯＮさせる命令をモニタリングする。
【００５３】
　ステップＳ３０４において、スマートソケットをＯＦＦさせる命令がモニタリングされ
た場合、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＦＦさせる命令を送信することで、ク
ラウドサーバーが、当該スマートソケットがＯＦＦさせる命令に応じてスマートソケット
をＯＦＦ状態に調整するように構成される。
【００５４】
　実施例の１つでは、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＦＦさせる命令であ
り、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＦＦさせる調整命令を送信し、クラウドサ
ーバーは、当該ＯＦＦさせる調整命令を受信した後、スマートソケットの現在運転状態を
ＯＦＦ状態に調整する。
【００５５】
　ステップＳ３０５において、クラウドサーバーからのＯＦＦ成功の確認命令を受信した
後、ショートカットキーには、スマートソケットがＯＦＦ状態になったことを表示する。
【００５６】
　本実施例では、スマートソケットのショートカットキーを作成し、直接に移動端末のデ
スクトップにおけるショートカットキーを操作することで、スマートソケットをＯＦＦさ
せることを例示的に説明した。上記の操作によって、ユーザの操作が簡単になり、ユーザ
が便宜且つ快速にスマートソケットの状態を制御でき、ユーザのスマートソケットに対す
る制御の便宜性を向上でき、スマートソケットの使用がし易くなる。
【００５７】
　他の実施例として、本発明の実施例は、クラウドサーバーからの状態更新情報を取得す
るステップと、状態更新情報に応じてショートカットキーに表示されたスマートホーム設
備の現在状態を更新するステップとをさらに含んでもよい。
【００５８】
　ショートカットキーにおけるスマートソケットの表示状態を更新することによって、ユ
ーザがスマートホーム設備の現在の状態を正確に獲得でき、スマートホーム設備に対する
制御が便宜になれる。
【００５９】
　以下、図４Ａ～図４Ｄを参照して、本発明の実施例の技術案を説明する。
【００６０】
　図４Ａに示すように、移動端末中の「スマートホームａｐｐ」を起動し、設備リストか
ら該当するスマートホーム設備（例えば、スマートソケット）を探す。図４Ｂに示すよう
に、「スマートソケット」を長押しして、出てくるメニューから「デスクトップショート
カット方式の追加」をクリックする。図４Ｃに示すように、移動端末のデスクトップには
、スマートソケットのショートカットキー（アイコンのように表示される）が生成され、
アイコンにおける「ＯＦＦ」は、当該スマートソケットがＯＦＦ状態になっていると示さ
れる。図４Ｄに示すように、当該アイコンをクリックすることによって、スマートソケッ
トがＯＦＦ状態からＯＮ状態になり、この時、アイコンに表示されたスマートソケットの
現在の運転状態も変化し、「ＯＮ」になり、当該スマートソケットがＯＮ状態になったと
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示される。
【００６１】
　また、ユーザがスマートソケットのＯＮ/ＯＦＦ状態を変更するために手動でスマート
ソケットキーを制御すると、スマートソケットが当該更新後の状態をクラウドサーバーに
送信し、クラウドサーバーが当該更新後の運転状態を移動端末に送信し、移動端末が更新
後の状態を受信した後、当該ショートカットキーにおける表示しているアイコンには、ス
マートソケットの現在の運転状態を表示させる。
【００６２】
　図５は、例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整装置のブロック図
である。図５に示すように、スマートホーム設備の運転状態の調整装置は、移動端末中の
スマートホーム設備の運転状態を調整するためのアプリケーションの設備リストをモニタ
リングするように構成される第１のモニタリングモジュール５１と、第１のモニタリング
モジュールでユーザにより設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカッ
ト作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末のデスクトップ
に、スマートホーム設備の運転状態を調整するためのショートカットキーを作成するよう
に構成される作成モジュール５２と、ショートカットキーを使用してスマートホーム設備
の現在状態を調整するように構成される調整モジュール５３とを備える。
【００６３】
　図６に示すように、装置は、作成モジュール５２によってショートカットキーを作成し
た後、クラウドサーバーからスマートホーム設備の現在状態を取得するように構成される
第１の取得モジュール５４と、クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したと
、ショートカットキーには、第１の取得モジュールによって取得した現在状態を表示させ
るように構成される表示モジュール５５とをさらに含んでもよい。
【００６４】
　実施例の１つでは、調整モジュール５３は、作成モジュール５２によって作成されたシ
ョートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするように構成されるモニタリ
ングサブモジュールと、モニタリングサブモジュールにより第２のキーメッセージがモニ
タリングされた場合、クラウドサーバーへスマートホーム設備の運転状態を調整するため
の調整命令を送信することで、クラウドサーバーが調整命令に従ってスマートホーム設備
の運転状態を調整するように構成される送信サブモジュールとを含んでもよい。
【００６５】
　実施例の１つでは、当該装置は、クラウドサーバーからの状態更新情報を取得するよう
に構成される第２の取得モジュール５６と、第２の取得モジュール５６が取得した状態更
新情報に応じて、表示モジュール５５によりショートカットキーに表示されるスマートホ
ーム設備の現在状態を更新するように構成される更新モジュール５７とをさらに含んでも
良い。
【００６６】
　上記実施例における装置について、それぞれのモジュールが実行する操作の具体的な実
施形態は、既に該当方法の実施例において詳しく説明したので、ここで省略する。
【００６７】
　図７は、例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整するための装置の
ブロック図である。例えば、装置７００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末
、メッセージ送受信設備、ゲームコントロール、タブレットデバイス、医療設備、フィッ
トネス設備、ＰＡＤなどであってもよい。
【００６８】
　図７に示すように、装置７００は、プロセスアセンブリ７０２、メモリ７０４、電源ア
センブリ７０６、マルチメディアユニット７０８、オーディオユニット７１０、入力/出
力（Ｉ／Ｏ）インターフェース７１２、センサユニット７１４、及び通信ユニット７１６
の構成要素のような１つ以上のアセンブリを含んでもよい。
【００６９】
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　プロセスアセンブリ７０２は、一般的に装置７００全体の操作を制御するものであり、
例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作を
制御する。プロセスアセンブリ７０２は、１つ以上のプロセッサ７２０を含んで命令を実
行することにより、上記方法の全部又は一部のステップを実現するように構成されてもよ
い。また、プロセスアセンブリ７０２は、１つ以上のモジュールを含み、これらによって
プロセスアセンブリ７０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容易にするように
してもよい。例えば、プロセスアセンブリ７０２は、マルチメディアモジュールを含み、
これらによってマルチメディアユニット７０７とプロセスアセンブリ７０２との間のイン
タラクションを容易にするようにしてもよい。
【００７０】
　メモリ７０４は、各種類のデータを記憶することにより装置７００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータは、例えば、装置７００において操作される何れのアプ
リケーションプログラム又は方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ７０４は、何れの種類の揮発性、不揮発性メモリデバイスま
たはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌ
ｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光
ディスクである。
【００７１】
　電源アセンブリ７０６は、装置７００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ７０６は、電源管理システム、１つ以上の電源、及び装置７００のための電力の生
成、管理及び割り当てに関わる他のアセンブリを備えてもよい。
【００７２】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを提供するスクリーンを含む。上記実施例では、スクリーンは液晶モニター（
ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含むこと
により、スクリーンはタッチスクリーンとして実現されることができ、ユーザからの入力
信号を受信することができる。タッチパネルは１つ以上のタッチセンサを含んでおり、タ
ッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチ
センサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記タッチ、或はスライド操
作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記実施例において、マルチメディアアセンブ
リ７０８は、１つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置７００が、例え
ば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ及び／又は
リアカメラが外部のマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカメラは
、１つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を有するものであって
もよい。
【００７３】
　オーディオアセンブリ７１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい
。例えば、オーディオアセンブリ７１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置７００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ７０４に記憶されたり、通信アセンブリ７１６を介して送信されたりされる
。上記実施例において、オーディオアセンブリ７１０は、オーディオ信号を出力するため
の１つのスピーカーをさらに含む。
【００７４】
　Ｉ／Ｏインターフェイス７１２は、プロセスアセンブリ７０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
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ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【００７５】
　センサアセンブリ７１４は、装置７００に各方面の状態に対する評価を提供するための
１つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ７１４は、装置７００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、装置７００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、例えば、センサアセンブリ７１４は、装置７００、或は装置７００
の１つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置７００とが接触しているか否か、装置７０
０の方位、又は加速／減速、装置７００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ７
１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサ
を含んでもよい。センサアセンブリ７１４は、撮影アプリケーションに適用するため、Ｃ
ＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでもよい。上記実施例において、
当該センサアセンブリ７１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、
圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【００７６】
　通信アセンブリ７１６は、装置７００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提
供する。装置７００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような
、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。１つの例示的な実施例にお
いて、通信アセンブリ７１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの
放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。１つの例示的な実施例において、前記通
信アセンブリ７１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、
近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａ
ｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）技術、他の技術に基づいて実現できる。
【００７７】
　例示的な実施例において、装置７００は、１つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇ
ｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　
Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の
電子部品によって実現されるものであり、上記の方法を実行する。
【００７８】
　例示的な実施例では、さらに、指令を含むコンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶
媒体、例えば、指令を含むメモリ７０４を提供しており、装置７００のプロセッサ７２０
により前記指令を実行して上記方法を実現する。例えば、コンピュータ読み取り可能な非
一時的な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク
、および光データ記憶デバイスなどであってもよい。
【００７９】
　当業者にとって、明細書を考慮してこの発明を実施した後、本発明のその他の実施の形
態を容易に想到し得ることができる。本願は、本発明のいかなる変形、用途又は適応的変
化をカバーすることを目的とし、これら変形、用途又は適応的変化は、本発明の一般的原
理に従うとともに、本発明に開示されていない本技術分野における公知の常識又は慣用の
技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示的なものに過ぎず、本発明の本当の範囲及び
主旨は、特許請求の範囲に含まれる。
【００８０】
　本発明は、以上のように説明すると共に図面に示された正確な構造に限られず、その要
旨を逸脱しない範囲内で各種の補正及び変更を行うことができると理解すべきである。本
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発明の範囲は、特許請求の範囲のみで限定される。
 
 
 
 

【図１】 【図２】
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【図３】

【図５】

【図６】

【図７】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図４Ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月29日(2015.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末に用いられるスマートホーム設備の運転状態の調整方法において、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングするステップと、
　ユーザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトッ
プに、前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成するステ
ップと、
　前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップと、
　を含むことを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整方法。
【請求項２】
　前記ショートカットキーが作成された後、クラウドサーバーから前記スマートホーム設
備の現在状態を取得するステップと、
　前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカット
キーに前記現在状態を表示するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
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方法。
【請求項３】
　前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップは、
　前記ショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするステップと、
　前記第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラウドサーバーへ前記スマー
トホーム設備を制御するための調整命令を送信することで、前記クラウドサーバーが、前
記調整命令に従って前記スマートホーム設備の運転状態を調整するように構成されるステ
ップと、
　を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
方法。
【請求項４】
　前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得するステップと、
　前記状態更新情報によって、前記ショートカットキーに表示する前記スマートホーム設
備の現在状態を更新するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のスマートホーム設備の運転状態の調整
方法。
【請求項５】
　移動端末に用いられるスマートホーム設備の運転状態の調整装置において、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングする第１のモニタリングモジュールと、
　前記第１のモニタリングモジュールで、ユーザにより前記設備リストから選択されたス
マートホーム設備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージがモニタリング
された場合、前記移動端末のデスクトップに、前記スマートホーム設備を制御するための
前記ショートカットキーを作成する作成モジュールと、
　前記ショートカットキーを制御することによって前記スマートホーム設備の現在状態を
調整する調整モジュールと、
　を備えることを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整装置。
【請求項６】
　前記作成モジュールが前記ショートカットキーを作成した後、クラウドサーバーから前
記スマートホーム設備の現在状態を取得する第１の取得モジュールと、
　前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカット
キーに前記第１の取得モジュールが取得した前記現在状態を表示する表示モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項７】
　前記調整モジュールは、
　前記作成モジュールが作成したショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリ
ングするモニタリングサブモジュールと、
　前記モニタリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた
場合、クラウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで
、前記スマートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するよ
うに構成される送信サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項５又は６に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項８】
　前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得する第２の取得モジュールと、
　前記第２の取得モジュールが取得した前記状態更新情報によって、前記表示モジュール
により前記ショートカットキーに表示される前記スマートホーム設備の現在状態を更新す
る更新モジュールと、
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　をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載のスマートホーム設備の運転状態の調
整装置。
【請求項９】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を有し、
　前記プロセッサは、
　前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制御するためのアプリケーションにおける
設備リストをモニタリングし、
　ユーザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトッ
プに、前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成し、
　前記ショートカットキーを使用して前記スマートホーム設備の現在状態を調整するよう
に構成される
　ことを特徴とするスマートホーム設備の運転状態の調整装置。
【請求項１０】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項４のいずれかに記載のスマー
トホーム設備の運転状態の調整方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０７０６０９８．２であって、出願日が２０１４年
１１月２７日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を本願に援用する。
【０００２】
　本発明は、通信技術分野に関し、特に、スマートホーム設備の運転状態の調整方法、そ
の装置、プログラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スマートホームタイプの設備がよく使用されることに従って、スマートホームは日常生
活の一部として益々重要になっている。通常、これらのスマートホームタイプの設備は、
ユーザが携帯電話のアプリケーション（ａｐｐ）におけるコントロールキーをクリックす
ることによって、該当する機能を実現させるように該当するスマートホーム設備を制御す
ることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ユーザは、ａｐｐを操作する必要があるので、スマートホームタイプの設備の
操作が複雑になり、ユーザに対する操作の便宜性が悪い問題が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　関連技術の問題を解決するために、本発明の実施例は、ユーザのスマートホーム設備の
運転状態に対する調整の便宜性を向上できるスマートホーム設備の運転状態の調整方法、
その装置、プログラム、及び記録媒体を提供する。
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【０００６】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制
御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングするステップと、ユー
ザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方
式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、
前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成するステップと
、前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現在状態を調整するス
テップと、を含むスマートホーム設備の運転状態の調整方法を提供する。
【０００７】
　１つの実施例では、前記調整方法は、前記ショートカットキーが作成された後、クラウ
ドサーバーから前記スマートホーム設備の現在状態を取得するステップと、前記クラウド
サーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前記ショートカットキーに前記現在
状態を表示するステップと、をさらに含む。
【０００８】
　１つの実施例では、前記ショートカットキーを使用して、前記スマートホーム設備の現
在状態を調整するステップは、前記ショートカットキーの第２のキーメッセージをモニタ
リングするステップと、前記第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラウド
サーバーへ前記スマートホーム設備を制御するための調整命令を送信することで、前記ク
ラウドサーバーが、前記調整命令に従って前記スマートホーム設備の運転状態を調整する
ように構成されるステップと、を含んでもよい。
【０００９】
　１つの実施例では、前記調整方法は、前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得
するステップと、前記状態更新情報によって、前記ショートカットキーに表示する前記ス
マートホーム設備の現在状態を更新するステップと、をさらに含んでもよい。
【００１０】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、前記移動端末中の前記スマートホーム設備を制
御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングする第１のモニタリン
グモジュールと、前記第１のモニタリングモジュールで、ユーザにより前記設備リストか
ら選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージ
がモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、前記スマートホーム設備を
制御するための前記ショートカットキーを作成する作成モジュールと、前記ショートカッ
トキーを制御することによって前記スマートホーム設備の現在状態を調整する調整モジュ
ールと、を備えるスマートホーム設備の運転状態の調整装置を提供する。
【００１１】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記作成モジュールが前記ショートカットキーを
作成した後、クラウドサーバーから前記スマートホーム設備の現在状態を取得する第１の
取得モジュールと、前記クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したとき、前
記ショートカットキーに前記第１の取得モジュールが取得した前記現在状態を表示する表
示モジュールと、をさらに備えてもよい。
【００１２】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記作成モジュールが作成したショートカットキ
ーの第２のキーメッセージをモニタリングするモニタリングサブモジュールと、前記モニ
タリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた場合、クラ
ウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで、前記スマ
ートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するように構成さ
れる送信サブモジュールと、を備えてもよい。
【００１３】
　１つの実施例では、前記調整モジュールは、前記作成モジュールが作成したショートカ
ットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするモニタリングサブモジュールと、前
記モニタリングサブモジュールにより前記第２のキーメッセージモニタリングされた場合
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、クラウドサーバーへ前記スマートホーム設備を制御する調整命令を送信することで、前
記スマートホーム設備が当該調整命令に従って前記スマートホーム設備を制御するように
構成される送信サブモジュールと、を備えてもよい。
【００１４】
　１つの実施例では、前記調整装置は、前記クラウドサーバーからの状態更新情報を取得
する第２の取得モジュールと、前記第２の取得モジュールが取得した前記状態更新情報に
よって、前記表示モジュールにより前記ショートカットキーに表示される前記スマートホ
ーム設備の現在状態を更新する更新モジュールと、をさらに備えてもよい。
【００１５】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、プロセッサと、プロセッサが実行可能な命令を
記憶するためのメモリと、を有し、前記プロセッサは、前記移動端末中の前記スマートホ
ーム設備を制御するためのアプリケーションにおける設備リストをモニタリングし、ユー
ザにより前記設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー作成方
式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、前記移動端末のデスクトップに、
前記スマートホーム設備を制御するための前記ショートカットキーを作成し、前記ショー
トカットキーを使用して前記スマートホーム設備の現在状態を調整するように構成される
スマートホーム設備の運転状態の調整装置を提供する。
【００１６】
　本発明の実施例の第４の形態によれば、プロセッサに実行されることにより、上記のホ
ーム設備の運転状態の調整方法を実現するプログラムを提供する。
【００１７】
　本発明の実施例の第５の形態によれば、上記のプログラムが記録された記録媒体を提供
する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例の技術案は以下の有益な効果を有する。
【００１９】
　移動端末中のアプリケーションにおける設備リストをモニタリングすることで、移動端
末のデスクトップに設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカットキー
を作成し、直接に移動端末のデスクトップにおけるショートカットキーを使用して選択さ
れたスマートホーム設備の現在状態を調整できるので、ユーザの操作が簡単になり、ユー
ザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザのスマートホーム設備
に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし易くなる。
【００２０】
　以上の一般な説明と後の詳細な説明は例示的なものであり、本発明を限定するものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　ここでの図面は、明細書の一部として明細書全体を構成し、本発明に合致する実施例を
例示するとともに、本発明の原理を理解するためのものである。
【図１】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフローチャー
トである。
【図２】例示的な第１の実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロー
チャートである。
【図３】例示的な第２の実施例にかかるスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロ
ーチャートである。
【図４Ａ】例示的な実施例に係るスマートホームを制御するアプリケーションの模式図で
ある。
【図４Ｂ】例示的な実施例に係るショートカットキーの追加の模式図である。
【図４Ｃ】例示的な実施例に係る移動端末のデスクトップへのショートカットキーの作成
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の模式図である。
【図４Ｄ】例示的な実施例に係るショートカットキーに表示している現在状態の模式図で
ある。
【図５】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整装置のブロック図で
ある。
【図６】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整する他の装置のブロ
ック図である。
【図７】例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整するための装置のブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、例示的な実施例に対して詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の説明は、
図面に関するときに、言及がしない限り、各図面における同一の符号は、同一又は類似の
要素を表する。以下の例示的な実施例において説明する実施形態は、本発明に該当する全
ての実施形態ではない。逆に、それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある形態と一
致する装置及び方法の例示に過ぎない。
【００２３】
　本発明の実施例のスマートホーム設備は、ネットワークの通信インターフェイスを介し
て端末設備との通信を実現できるものであり、例えば、スマートランプ、スマートコーヒ
ーメーカー、コンピュータ設備、セキュリティシステム、ビデオ及びオーディオシステム
、スマート温水器、及びスマートエアコンを含む。上記設備は、ＯＮ/ＯＦＦ状態を有す
るとともに、それぞれの機能によって特有なパラメータを調節する必要がある。例えば、
スマートエアコンは、温度、湿度、清潔度、及び速度等のパラメータに対する調節、制御
の機能を有する。
【００２４】
　図１は例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフローチャー
トである。当該スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、移動端末設備（例えば、ス
マートフォン、タブレット）に実行できる。図１に示すように、スマートホーム設備の運
転状態の調整方法は、以下のステップＳ１０１～Ｓ１０３を含む。
【００２５】
　ステップＳ１０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００２６】
　実施例の１つでは、アプリケーションの設備リストは、スマートソケット、スマートソ
ースパン、スマートエアコン、スマートコーヒーメーカー等の通信インターフェイスを有
する家電設備を含んでもよい。当該家電設備は、ネットワークを介して移動端末、クラウ
ドサーバー等のネットワーク参加設備と通信できる。
【００２７】
　ステップＳ１０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートホーム設
備のショートカットキー作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移
動端末のデスクトップに、スマートホーム設備を制御するためのショートカットキーを作
成する。
【００２８】
　例えば、ユーザが設備リストからスマートソケットを選択したと、移動端末のデスクト
ップにスマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する。ユーザが設備
リストからスマートビデオカメラを選択したと、移動端末のデスクトップにスマートビデ
オカメラを制御するためのショートカットキーを作成する。
【００２９】
　ステップＳ１０３において、ショートカットキーを制御することによって、スマートホ
ーム設備の現在状態を調整する。
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【００３０】
　例えば、例示的なシナリオの1つは、ユーザが移動端末を持って出勤し、家におけるス
マートソケットをＯＦＦさせる必要がある場合、移動端末のデスクトップに作成されたス
マートソケットを制御するためのショートカットキーを使用して、スマートソケットの現
在状態をＯＦＦ状態に調整できる。
【００３１】
　本実施例では、移動端末のアプリケーションにおける設備リストをモニタリングするこ
とで、移動端末のデスクトップに設備リストから選択されたスマートホーム設備のショー
トカットキーを作成し、そして、直接に移動端末のデスクトップにおけるショートカット
キーを使用して選択されたスマートホーム設備の現在状態を調整できるので、ユーザの操
作が簡単になり、ユーザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザ
のスマートホーム設備に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし
易くなる。
【００３２】
　実施例の１つでは、スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、ショートカットキー
が作成された後、クラウドサーバーからスマートホーム設備の現在状態を取得するステッ
プと、ショートカットキーにスマートホーム設備の現在状態を表示するステップとをさら
に含んでもよい。
【００３３】
　実施例の１つでは、ステップＳ１０３は、ショートカットキーの第２のキーメッセージ
をモニタリングするステップと、第２のキーメッセージがモニタリングされた場合、クラ
ウドサーバーへスマートホーム設備の運転状態を調整するための調整命令を送信すること
で、クラウドサーバーが調整命令に従ってスマートホーム設備の運転状態を調整するよう
に構成されるステップとをさらに含んでもよい。
【００３４】
　実施例の１つでは、スマートホーム設備の運転状態の調整方法は、クラウドサーバーか
らの状態更新情報を取得するステップと、状態更新情報に応じてショートカットキーに表
示されるスマートホーム設備の現在状態を更新するステップとをさらに含んでもよい。
【００３５】
　具体的なスマートホーム設備の制御方法は、以下の実施例を参照する。
【００３６】
　ここで、本発明の実施例に記載の上記の方法によって、ユーザの操作が簡単になり、ユ
ーザが便宜且つ快速にスマートホーム設備の状態を制御でき、ユーザのスマートホーム設
備に対する制御の便宜性を向上でき、スマートホーム設備の使用がし易くなる。
【００３７】
　以下、具体的な実施例を参照して、本発明の実施例の技術方案を説明する。
【００３８】
　図２は、例示的な第１の実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフロ
ーチャートである。本実施例は、本発明の実施例に記載の上記の方法を使用して、移動端
末中のショートカットキーを操作することでスマートソケットの現在状態をＯＦＦに制御
し、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＮにする命令であることを例示的に説
明する。図２に示すように、以下のステップを含む。
【００３９】
　ステップＳ２０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００４０】
　ステップＳ２０１の詳細は、上記のステップＳ１０１を参照できるので、ここで省略す
る。
【００４１】
　ステップＳ２０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートソケット
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のショートカット作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末
のデスクトップに、スマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する。
【００４２】
　ステップＳ２０２の詳細は、上記のステップＳ１０２を参照できるので、ここで省略す
る。
【００４３】
　ステップＳ２０３において、スマートソケットのショートカットキーによりスマートソ
ケットをＯＮさせる命令をモニタリングする。
【００４４】
　ステップＳ２０４において、スマートソケットをＯＮさせる命令がモニタリングされた
場合、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＮさせる命令を送信することで、クラウ
ドサーバーが、スマートソケットをＯＮさせる命令に従って、スマートソケットをＯＮ状
態に調整するように構成される。
【００４５】
　実施例の１つでは、第２のキーメッセージは、スマートソケットをＯＮさせる命令であ
り、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＮさせる調整命令を送信し、クラウドサー
バーは、当該ＯＮにさせる調整命令を受信した後、スマートソケットの現在運転状態をＯ
Ｎ状態に調整する。
【００４６】
　ステップＳ２０５において、クラウドサーバーからのＯＮ成功の確認命令を受信した後
、ショートカットキーに、スマートソケットがＯＮ状態になったことを表示する。
【００４７】
　実施例の１つでは、スマートソケットのＯＮ状態或はＯＦＦ状態を表示するように、シ
ョートカットキーに「ＯＮ」或は「ＯＦＦ」等の英文字を表示させてもよく、ショートカ
ットキーに「開き」或は「閉じ」等の文字を表示させてもよい。スマートソケットのショ
ートカットキーにスマートソケットの現在状態を表示することによって、ユーザが移動端
末のデスクトップを閲覧することでスマートソケットの現在の運転状態を獲得でき、ａｐ
ｐを開いて該当するオプションからスマートソケットの現在状態を確認する関連技術の使
用を退避できる。
【００４８】
　本実施例では、スマートソケットのショートカットキーを作成し、直接に移動端末のデ
スクトップにおけるショートカットキーを操作することで、スマートソケットをＯＮにす
ることを例示的に説明した。上記の操作によって、ユーザの操作が簡単になり、ユーザが
便宜且つ快速にスマートソケットの状態を制御でき、ユーザのスマートソケットに対する
制御の便宜性を向上でき、スマートソケットの使用がし易くなる。
【００４９】
　図３は、例示的な第２の実施例にかかるスマートホーム設備の運転状態の調整方法のフ
ローチャートである。本実施例は、本発明の実施例に記載の上記の方法を使用して、移動
端末中のショートカットキーを操作することで、スマートソケットの現在状態をＯＮに制
御し、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＦＦさせる命令であることを例示的
に説明する。図３に示すように、以下のステップを含む。
【００５０】
　ステップＳ３０１において、移動端末中のスマートホーム設備を制御するためのアプリ
ケーションにおける設備リストをモニタリングする。
【００５１】
　ステップＳ３０１の詳細は、上記のステップＳ１０１を参照できるので、ここで省略す
る。
【００５２】
　ステップＳ３０２において、ユーザにより設備リストから選択されたスマートソケット
のショートカット作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末
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のデスクトップには、スマートソケットを制御するためのショートカットキーを作成する
。
【００５３】
　ステップＳ３０２の詳細は、上記のステップＳ１０２を参照できるので、ここで省略す
る。
【００５４】
　ステップＳ３０３において、スマートソケットのショートカットキーによりスマートソ
ケットをＯＮさせる命令をモニタリングする。
【００５５】
　ステップＳ３０４において、スマートソケットをＯＦＦさせる命令がモニタリングされ
た場合、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＦＦさせる命令を送信することで、ク
ラウドサーバーが、当該スマートソケットがＯＦＦさせる命令に応じてスマートソケット
をＯＦＦ状態に調整するように構成される。
【００５６】
　実施例の１つでは、第２のキーメッセージがスマートソケットをＯＦＦさせる命令であ
り、クラウドサーバーへスマートソケットをＯＦＦさせる調整命令を送信し、クラウドサ
ーバーは、当該ＯＦＦさせる調整命令を受信した後、スマートソケットの現在運転状態を
ＯＦＦ状態に調整する。
【００５７】
　ステップＳ３０５において、クラウドサーバーからのＯＦＦ成功の確認命令を受信した
後、ショートカットキーには、スマートソケットがＯＦＦ状態になったことを表示する。
【００５８】
　本実施例では、スマートソケットのショートカットキーを作成し、直接に移動端末のデ
スクトップにおけるショートカットキーを操作することで、スマートソケットをＯＦＦさ
せることを例示的に説明した。上記の操作によって、ユーザの操作が簡単になり、ユーザ
が便宜且つ快速にスマートソケットの状態を制御でき、ユーザのスマートソケットに対す
る制御の便宜性を向上でき、スマートソケットの使用がし易くなる。
【００５９】
　他の実施例として、本発明の実施例は、クラウドサーバーからの状態更新情報を取得す
るステップと、状態更新情報に応じてショートカットキーに表示されたスマートホーム設
備の現在状態を更新するステップとをさらに含んでもよい。
【００６０】
　ショートカットキーにおけるスマートソケットの表示状態を更新することによって、ユ
ーザがスマートホーム設備の現在の状態を正確に獲得でき、スマートホーム設備に対する
制御が便宜になれる。
【００６１】
　以下、図４Ａ～図４Ｄを参照して、本発明の実施例の技術案を説明する。
【００６２】
　図４Ａに示すように、移動端末中の「スマートホームａｐｐ」を起動し、設備リストか
ら該当するスマートホーム設備（例えば、スマートソケット）を探す。図４Ｂに示すよう
に、「スマートソケット」を長押しして、出てくるメニューから「デスクトップショート
カット方式の追加」をクリックする。図４Ｃに示すように、移動端末のデスクトップには
、スマートソケットのショートカットキー（アイコンのように表示される）が生成され、
アイコンにおける「ＯＦＦ」は、当該スマートソケットがＯＦＦ状態になっていると示さ
れる。図４Ｄに示すように、当該アイコンをクリックすることによって、スマートソケッ
トがＯＦＦ状態からＯＮ状態になり、この時、アイコンに表示されたスマートソケットの
現在の運転状態も変化し、「ＯＮ」になり、当該スマートソケットがＯＮ状態になったと
示される。
【００６３】
　また、ユーザがスマートソケットのＯＮ/ＯＦＦ状態を変更するために手動でスマート
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ソケットキーを制御すると、スマートソケットが当該更新後の状態をクラウドサーバーに
送信し、クラウドサーバーが当該更新後の運転状態を移動端末に送信し、移動端末が更新
後の状態を受信した後、当該ショートカットキーにおける表示しているアイコンには、ス
マートソケットの現在の運転状態を表示させる。
【００６４】
　図５は、例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態の調整装置のブロック図
である。図５に示すように、スマートホーム設備の運転状態の調整装置は、移動端末中の
スマートホーム設備の運転状態を調整するためのアプリケーションの設備リストをモニタ
リングするように構成される第１のモニタリングモジュール５１と、第１のモニタリング
モジュールでユーザにより設備リストから選択されたスマートホーム設備のショートカッ
ト作成方式の第１のキーメッセージがモニタリングされた場合、移動端末のデスクトップ
に、スマートホーム設備の運転状態を調整するためのショートカットキーを作成するよう
に構成される作成モジュール５２と、ショートカットキーを使用してスマートホーム設備
の現在状態を調整するように構成される調整モジュール５３とを備える。
【００６５】
　図６に示すように、装置は、作成モジュール５２によってショートカットキーを作成し
た後、クラウドサーバーからスマートホーム設備の現在状態を取得するように構成される
第１の取得モジュール５４と、クラウドサーバーからの調整成功の確認命令を受信したと
、ショートカットキーには、第１の取得モジュールによって取得した現在状態を表示させ
るように構成される表示モジュール５５とをさらに含んでもよい。
【００６６】
　実施例の１つでは、調整モジュール５３は、作成モジュール５２によって作成されたシ
ョートカットキーの第２のキーメッセージをモニタリングするように構成されるモニタリ
ングサブモジュールと、モニタリングサブモジュールにより第２のキーメッセージがモニ
タリングされた場合、クラウドサーバーへスマートホーム設備の運転状態を調整するため
の調整命令を送信することで、クラウドサーバーが調整命令に従ってスマートホーム設備
の運転状態を調整するように構成される送信サブモジュールとを含んでもよい。
【００６７】
　実施例の１つでは、当該装置は、クラウドサーバーからの状態更新情報を取得するよう
に構成される第２の取得モジュール５６と、第２の取得モジュール５６が取得した状態更
新情報に応じて、表示モジュール５５によりショートカットキーに表示されるスマートホ
ーム設備の現在状態を更新するように構成される更新モジュール５７とをさらに含んでも
良い。
【００６８】
　上記実施例における装置について、それぞれのモジュールが実行する操作の具体的な実
施形態は、既に該当方法の実施例において詳しく説明したので、ここで省略する。
【００６９】
　図７は、例示的な実施例に係るスマートホーム設備の運転状態を調整するための装置の
ブロック図である。例えば、装置７００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末
、メッセージ送受信設備、ゲームコントロール、タブレットデバイス、医療設備、フィッ
トネス設備、ＰＡＤなどであってもよい。
【００７０】
　図７に示すように、装置７００は、プロセスアセンブリ７０２、メモリ７０４、電源ア
センブリ７０６、マルチメディアユニット７０８、オーディオユニット７１０、入力/出
力（Ｉ／Ｏ）インターフェース７１２、センサユニット７１４、及び通信ユニット７１６
の構成要素のような１つ以上のアセンブリを含んでもよい。
【００７１】
　プロセスアセンブリ７０２は、一般的に装置７００全体の操作を制御するものであり、
例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作を
制御する。プロセスアセンブリ７０２は、１つ以上のプロセッサ７２０を含んで命令を実
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行することにより、上記方法の全部又は一部のステップを実現するように構成されてもよ
い。また、プロセスアセンブリ７０２は、１つ以上のモジュールを含み、これらによって
プロセスアセンブリ７０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容易にするように
してもよい。例えば、プロセスアセンブリ７０２は、マルチメディアモジュールを含み、
これらによってマルチメディアユニット７０７とプロセスアセンブリ７０２との間のイン
タラクションを容易にするようにしてもよい。
【００７２】
　メモリ７０４は、各種類のデータを記憶することにより装置７００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータは、例えば、装置７００において操作される何れのアプ
リケーションプログラム又は方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ７０４は、何れの種類の揮発性、不揮発性メモリデバイスま
たはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌ
ｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光
ディスクである。
【００７３】
　電源アセンブリ７０６は、装置７００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ７０６は、電源管理システム、１つ以上の電源、及び装置７００のための電力の生
成、管理及び割り当てに関わる他のアセンブリを備えてもよい。
【００７４】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを提供するスクリーンを含む。上記実施例では、スクリーンは液晶モニター（
ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含むこと
により、スクリーンはタッチスクリーンとして実現されることができ、ユーザからの入力
信号を受信することができる。タッチパネルは１つ以上のタッチセンサを含んでおり、タ
ッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチ
センサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記タッチ、或はスライド操
作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記実施例において、マルチメディアアセンブ
リ７０８は、１つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置７００が、例え
ば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ及び／又は
リアカメラが外部のマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカメラは
、１つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を有するものであって
もよい。
【００７５】
　オーディオアセンブリ７１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい
。例えば、オーディオアセンブリ７１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置７００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ７０４に記憶されたり、通信アセンブリ７１６を介して送信されたりされる
。上記実施例において、オーディオアセンブリ７１０は、オーディオ信号を出力するため
の１つのスピーカーをさらに含む。
【００７６】
　Ｉ／Ｏインターフェイス７１２は、プロセスアセンブリ７０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
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【００７７】
　センサアセンブリ７１４は、装置７００に各方面の状態に対する評価を提供するための
１つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ７１４は、装置７００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、装置７００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、例えば、センサアセンブリ７１４は、装置７００、或は装置７００
の１つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置７００とが接触しているか否か、装置７０
０の方位、又は加速／減速、装置７００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ７
１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサ
を含んでもよい。センサアセンブリ７１４は、撮影アプリケーションに適用するため、Ｃ
ＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでもよい。上記実施例において、
当該センサアセンブリ７１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、
圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【００７８】
　通信アセンブリ７１６は、装置７００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提
供する。装置７００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような
、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。１つの例示的な実施例にお
いて、通信アセンブリ７１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの
放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。１つの例示的な実施例において、前記通
信アセンブリ７１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、
近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａ
ｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）技術、他の技術に基づいて実現できる。
【００７９】
　例示的な実施例において、装置７００は、１つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇ
ｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　
Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の
電子部品によって実現されるものであり、上記の方法を実行する。
【００８０】
　例示的な実施例では、さらに、指令を含むコンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶
媒体、例えば、指令を含むメモリ７０４を提供しており、装置７００のプロセッサ７２０
により前記指令を実行して上記方法を実現する。例えば、コンピュータ読み取り可能な非
一時的な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク
、および光データ記憶デバイスなどであってもよい。
【００８１】
　当業者にとって、明細書を考慮してこの発明を実施した後、本発明のその他の実施の形
態を容易に想到し得ることができる。本願は、本発明のいかなる変形、用途又は適応的変
化をカバーすることを目的とし、これら変形、用途又は適応的変化は、本発明の一般的原
理に従うとともに、本発明に開示されていない本技術分野における公知の常識又は慣用の
技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示的なものに過ぎず、本発明の本当の範囲及び
主旨は、特許請求の範囲に含まれる。
【００８２】
　本発明は、以上のように説明すると共に図面に示された正確な構造に限られず、その要
旨を逸脱しない範囲内で各種の補正及び変更を行うことができると理解すべきである。本
発明の範囲は、特許請求の範囲のみで限定される。
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