
JP 2018-531453 A 2018.10.25

(57)【要約】
　本発明は、タイミング方法及び装置を提供し、第１設
備に応用され、前記タイミング方法は、タスクの実行時
間が含まれるタイミングタスクを受信するステップと、
前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを発信するステップとを含む。第２
設備に応用されるタイミング方法は、第１設備により発
信されたタイミングタスクを受信するステップと、前記
実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行するス
テップとを含む。これにより、本発明の技術案における
第１設備は、タイミングタスクの実行時間に到達する前
に、当該タイミングタスクを第２設備に発信することが
でき、関連技術において、クラウド端サーバはタイミン
グタスクの実行時間に到達する時に発信する場合に比べ
ると、本実施例は、一定期間を空けることができ、この
期間で前記タイミングタスクを複数回発信したり、ネッ
トワーク障害を検出することができ、これによりタイミ
ングタスクを第２設備に正常に発信できることを保証し
て、タイミングタスクの発信成功率を向上させることが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１設備に応用されるタイミング方法であって、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するステップと、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【請求項２】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するステップを含み、前記制御端末
はユーザにタイミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、さらに、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備と同じホーム環境にあるスマー
トルータに前記タイミングタスクを発信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップは、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを複数回発
信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　第２設備に応用されるタイミング方法であって、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ステップと、
　前記実行時間に応答して、前記タイミングタスクを実行するステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【請求項８】
　前記方法は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項７または８に記載の方法。
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【請求項１０】
　第１設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するように構成される第１受信モ
ジュールと、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを発信するように構成される第１発信モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【請求項１１】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記第１受信モジュールは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第１タスク受
信サブモジュールを備え、前記制御端末はユーザにタイミングタスクを入力するインター
フェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は、さらに、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備
と同じホーム環境にあるスマートルータに前記タイミングタスクを発信するように構成さ
れる第２発信モジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記第１受信モジュールは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第２タスク受信
サブモジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１発信モジュールは、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを複数回発信するように構成されるタスク発信サブモジュールを備え
る、
　ことを特徴とする請求項１０から１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　第２設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ように構成される第２受信モジュールと、
　前記実行時間に応答して、前記第２受信モジュールが受信したタイミングタスクを実行
するように構成されるタスク実行モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【請求項１７】
　前記装置は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するように構成される出力モジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のタイミング装置。
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【請求項１８】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする、請求項１６または１７に記載のタイミング装置。
【請求項１９】
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備えるタイミング装
置であって、
　前記プロセッサーは、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信し、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ように構成される、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【請求項２０】
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備えるタイミング装
置であって、
　前記プロセッサーは、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信し、
　前記実行時間に応答して、前記タイミングタスクを実行するように構成される、
　ことを特徴とするタイミング装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、出願番号が２０１６１０６５９７８１．４であって、出願日が２０１６年０８
月１１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全容を本願に
援用する。
【０００２】
（技術分野）
　本発明は、通信技術分野に関し、特にタイミング方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、スマートホーム技術の発展に伴い、スマートホーム設備がますます普及してきて
おり、日増しに普及しているスマートホーム設備は、人々の生活に便利をもたらす。現在
、多くのスマートホーム設備は、タイミングオン／オフ機能を備え、例えば、スマートコ
ンセントが８：００～９：００の期間では給電状態にあり、他の期間では切断状態にある
ように設置することができる。
【０００４】
　関連技術において、タイミングタスクは、予めクラウドサーバに記憶され、タイミング
タスクがタスク実行時間に到達する場合には、サーバは、スマートホーム設備へタイミン
グタスク実行指令を発信し、当該スマートホーム設備が前記タイミングタスクを実行する
ように制御する。しかし、この時のサーバとスマートホーム設備との通信が妨害されてい
る場合には、前記タイミングタスク実行指令をスマートホーム設備に発行できず、これに
より当該スマートホーム設備が前記タイミングタスクを実行できないことを引き起こす。
したがって、成功率がより高いタイミング方法を提案することは、当業者が解決しようと
する課題になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　前記課題を解決するために、本発明は、タイミング方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　具体的に、本発明は、以下のような技術案により実現する。
【０００７】
　本発明の実施例の第１形態によれば、第１設備に応用されるタイミング方法が提供され
、前記方法は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するステップと、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップとを含む。
【０００８】
　一実施例において、前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える。
【０００９】
　一実施例において、前記第１設備は、サーバである。
【００１０】
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記制御端末がユーザにタ
イミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものであるステップを含む
。
【００１１】
　一実施例において、前記方法は、さらに
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備と同じホーム環境にあるスマー
トルータに前記タイミングタスクを発信するステップを含む。
【００１２】
　一実施例において、前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、
サーバに通信接続され、前記サーバにタイミングタスクが記憶される。
【００１３】
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するステップを含む。
【００１４】
　一実施例において、前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミン
グタスクを発信するステップは、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを複数回発
信するステップを含む。
【００１５】
　本発明の実施例の第２形態によれば、第２設備に応用されるタイミング方法が提供され
、前記方法は、
　第１設備により発信されたタスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するス
テップと、
　前記実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行するステップとを含む。
【００１６】
　一実施例において、前記方法は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力する。
【００１７】
　一実施例において、前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える。
【００１８】
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　本発明の実施例の第３形態によれば、第１設備に応用されるタイミング装置が提供され
、前記装置は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するように構成される第１受信モ
ジュールと、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを発信するように構成される第１発信モジュールとを備える。
【００１９】
　一実施例において、前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える。
【００２０】
　一実施例において、前記第１設備は、サーバである。
【００２１】
　前記第１受信モジュールは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記制御端末がユーザにタ
イミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものであるように構成され
る第１タスク受信サブモジュールを備える。
【００２２】
　一実施例において、前記装置は、さらに、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備
と同じホーム環境にあるスマートルータに前記タイミングタスクを発信するように構成さ
れる第２発信モジュールを備える。
【００２３】
　一実施例において、前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、
サーバに通信接続され、前記サーバにタイミングタスクが記憶される。
【００２４】
　前記第１受信モジュールは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第２タスク受信
サブモジュールを備える。
【００２５】
　一実施例において、前記第１発信モジュールは、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを複数回発信するように構成されるタスク発信サブモジュールを備え
る。
【００２６】
　本発明の実施例の第４形態によれば、第２設備に応用されるタイミング装置が提供され
、前記装置は、
　第１設備により発信されたタスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するよ
うに構成される第２受信モジュールと、
　前記実行時間に応答し、前記第２受信モジュールが受信したタイミングタスクを実行す
るように構成されるタスク実行モジュールとを備える。
【００２７】
　一実施例において、前記装置は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するように構成される出力モジュールを備える。
【００２８】
　一実施例において、前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える。
【００２９】
　本発明の実施例の第５形態によれば、タイミング装置が提供され、前記装置は、
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　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　タイミングタスクを受信するが、前記タイミングタスクにはタスクの実行時間が含まれ
、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ように構成される。
【００３０】
　本発明の実施例の第６形態によれば、タイミング装置が提供され、前記装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサーは、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記タイミングタスクには
タスクの実行時間が含まれ、
　前記実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行するように構成される。
【００３１】
　本実施例において、第１設備は、タイミングタスクの実行時間に到達する前に、当該タ
イミングタスクを第２設備に発信することができ、関連技術においてクラウド端サーバは
タイミングタスクの実行時間に到達する時に発信する場合に比べると、本実施例は、一定
期間を空けることができ、この期間で前記タイミングタスクを複数回発信したり、ネット
ワーク障害を検出することができ、これによりタイミングタスクを第２設備に正常に発行
できることを保証して、タイミングタスクの発信成功率を向上させることができる。
【００３２】
　本実施例におけるサーバは、タイミングタスクをスマートルータに発信し、当該スマー
トルータで前記タイミングタスクを記憶することができ、スマートルータが第２設備に通
信接続できる際に、前記タイミングタスクを第２設備に発信し、外部ネットワーク環境が
安定でないことによるタイミングタスクの発行失敗をできるだけ回避する。
【００３３】
　本実施例における第２設備は、実行時間を含むタイミングタスクをローカルに記憶し、
前記実行時間に到達する時、対応するタイミングタスクを実行することができる。関連技
術においてタスク指令を実行した直後に当該指令を実行するスマートホーム設備に比べる
と、本実施例における第２設備は、タイミングタスクを受信した後、一定期間を遅延させ
た後、すなわち、当該タイミングタスクの実行時間に到達した後、当該タイミングタスク
を実行する。
【００３４】
　本実施例における第２設備は、タイミングタスクを受信した後、前記タイミングタスク
が第２設備により正常に受信されたことをユーザに直ちに通知することができる。ユーザ
は、一定期間後、前記通知メッセージを受信していない場合には、タイミングタスクが第
２設備に受信されていない原因を直ちに検出することができる。
【００３５】
　なお、前記一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的で解釈的な記載であり
、本発明を限定しない。
【００３６】
　以下の図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の例示的な一実施例に係るタイミング方法を示すフローチャートである。
【図２】本発明の例示的な一実施例に係るタイミング方法の応用シーンを示す図である。
【図３】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法の応用シーンを示す図であ
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る。
【図４】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法の応用シーンを示す図であ
る。
【図７】本発明の例示的な一実施例に係るタイミング装置を示すブロック図である。
【図８】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である。
【図９】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である。
【図１０】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である
。
【図１１】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である
。
【図１２】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である
。
【図１３】本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示すブロック図である
。
【図１４】本発明の例示的な一実施例に係るタイミング装置に用いられる一構造を示す模
式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する要
素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例を
代表するものではない。それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に一致する
装置及び方法の例に過ぎない。
【００３９】
　本発明に記載の用語は、特定の実施例を説明する目的で使用されるものに過ぎず、本発
明を限定するものではない。本発明及び添付された特許請求の範囲に記載の単数形式の「
一つ」、「前記」及び「当該」は、前後の文章においてそれぞれ他の意味を含有すると明
確に記載される以外には、複数の形式も含む。なお、本発明に記載の「及び／又は」は、
挙げられる事項の１つ又は複数の何れ又は全ての組み合わせを意味する。
【００４０】
　また、本発明は、第１、第２、第３等の用語を使って各種の情報を説明するが、それら
の情報は上記用語に限定されない。それらの用語は、同一種類の情報同士を区分するため
のものに過ぎない。例えば、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、第１情報を第２情報と
称しても良い。同じように、第２情報を第１情報と称してもよい。ここで使っている用語
「……場合」は、上下文の意味によって、「……時」或いは「……と」又は「確定に応じ
る」に解釈されてもよい。
【００４１】
　近年、スマートホーム技術の発展により、スマートホーム設備がますます普及してきて
おり、日増しに普及しているスマートホーム設備は、人々の生活に便利をもたらす。現在
、多くのスマートホーム設備は、タイミングオン／オフ機能を備え、例えば、スマートコ
ンセントが８：００～９：００の期間では給電状態にあり、他の期間では切断状態にある
ように設置することができる。
【００４２】
　関連技術において、タイミングタスクは、予めクラウドサーバに記憶され、タイミング
タスクがタスク実行時間に到達する場合には、サーバは、スマートホーム設備へタイミン
グタスク実行指令を発信し、当該スマートホーム設備が前記タイミングタスクを実行する
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ように制御する。しかし、この時のサーバとスマートホーム設備との通信が妨害されてい
る場合には、前記タイミングタスク実行指令がスマートホーム設備に発行できず、これに
より当該スマートホーム設備が前記タイミングタスクを実行できないことを引き起こす。
したがって、成功率がより高いタイミング方法を提案することは、当業者が解決しようと
する課題になっている。前記課題を解決するために、本発明は、タイミング方法及び装置
を提供する。
【００４３】
　以下、まず、本発明に提供される第１設備側に応用されるタイミング方法について説明
する。
【００４４】
　図１に示すように、図１は、本発明の例示的な一実施例に係るタイミング方法を示すフ
ローチャートであり、前記方法は、第１設備に応用され、前記方法は、ステップ１及びス
テップ２を含んでもよい。
【００４５】
　ステップ１０１において、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する。
【００４６】
　本実施例におけるタイミングタスクは、ユーザが第２設備に対して設定するタスクであ
り、ユーザは、第２設備が前記タスクを実行する時間を設定することができ、第２設備は
、ユーザに設定された指定の時間で、当該タイミングタスクを実行する。本実施例におけ
る第２設備は、例えばスマートコンセント、スマートエアコン、スマート冷蔵庫、スマー
ト給湯器、スマート炊飯器等の、ホーム環境における任意のスマートホーム設備であって
もよく、無論、スマートホーム環境以外の他の電子設備であってもよく、本実施例は、こ
れに対して限定しない。
【００４７】
　スマートホーム環境に基づき、本実施例におけるタイミングタスクは、例えばある期間
におけるスマートコンセントの電源のオン／オフ、スマート給湯器の給湯、スマート炊飯
器の炊飯時間等の、当該スマートホーム環境においてスマートホーム設備が実行可能な任
意の操作であってもよく、本実施例は、これに対して限定しない。
【００４８】
　ステップ１０２において、前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タ
イミングタスクを発信する。
【００４９】
　第１設備がタイミングタスクを受信した後、第２設備が前記タイミングタスクを実行す
る目的を達成するために、前記タイミングタスクを第２設備に発行する必要があることを
理解できる。
【００５０】
　ネットワークの波動性、すなわち、ネットワークが順調だったり、妨害されたりするこ
とを考えると、第２設備にタイミングタスクを一回のみ発信すれば、タイミングタスクの
発行失敗が発生する可能性があり、さらに、第２設備は、障害が発生することがあり、タ
イミングタスクの発行失敗を引き起こす。前記場合に基づき、本実施例は、一定期間を前
倒して空けることにより、前記タイミングタスクの発行失敗を招くことに対応することが
でき、第１設備がタイミングタスクのタスク実行時間に到達する前に、第２設備に前記タ
イミングタスクを発信することができる。
【００５１】
　本実施例における第１設備が第２設備発信に前記タイミングタスクを複数回発信するこ
とができる。具体的には、発信周期を設置し、第１設備は、一つの発信周期ごとに第２設
備に前記タイミングタスクを一回発信するか、または、第１設備は、ランダムの時刻で（
即ち、発信動作を実行する時間間隔が一定ではない）第２設備に前記タイミングタスクを
複数回発信し、本実施例は、これに対して限定しない。
【００５２】
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　前記実施例により、当該実施例において、第１設備は、タイミングタスクの実行時間に
到達する前に、当該タイミングタスクを第２設備に発信することができ、関連技術におい
て、クラウド端サーバはタイミングタスクの実行時間に到達する時に発信する場合に比べ
ると、本実施例は、一定期間を空けることができ、この期間で前記タイミングタスクを複
数回発信したり、ネットワーク障害を検出することができ、これによりタイミングタスク
を第２設備に正常に発信できることを保証して、タイミングタスクの発信成功率を向上さ
せることができる。
【００５３】
　図１に示す実施例に基づき、本実施例における第１設備は、サーバ及びスマートルータ
の少なくとも一つを備える。
【００５４】
　実行可能な実施形態において、本実施例における第１設備がサーバである場合に、前記
ステップ１０１は、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記制御端末がユーザにタ
イミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものであるステップを含ん
でもよい。
【００５５】
　本実施例における制御端末は、スマートフォン、タブレットコンピュータ等を含んでも
よく、ユーザは、前記制御端末に、第２端末で実行しようとするタスク及び当該タスクの
実行時間等を入力する。
【００５６】
　理解を容易にするために、以下、図２に示す応用シーン図を組み合わせて本実施形態に
ついて説明する。図２に示すように、図２は、本発明の例示的な一実施例に係るタイミン
グ方法の応用シーンを示す図であり、当該応用シーンは、スマートフォン２０１、サーバ
２０２、及びスマートコンセント２０３を含み、サーバは、第１設備であり、スマートコ
ンセントは、第２設備であり、スマートフォンは、制御端末である。
【００５７】
　ユーザは、スマートフォンの表示画面にスマートコンセントが実行するタスクタイプを
入力し、このとき、タスクタイプが給電であり、スマートコンセントが給電タスクを実行
する時間帯は、朝８：００－９：００である。スマートフォンは、ユーザに入力されたス
マートコンセントに関するタイミングタスクをサーバに発信し、サーバは、前記スマート
コンセントに係るタイミングタスクを受信した後、前記タイミングタスクをスマートコン
セントに複数回発信することにより、スマートコンセントは、前記タイミングタスクの実
行時間に到達する前に当該タイミングタスクをスマートコンセントに記憶することを保証
し、前記タイミングタスクの実行時間に到達する時、当該スマートコンセントは、給電操
作を実行する。
【００５８】
　実行可能な他の実施形態において、本実施例における第１設備がスマートルータである
場合に、当該スマートルータは、サーバに通信接続し、当該サーバにタイミングタスクが
記憶され、前記ステップ１０１は、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するステップを含んでもよい。
【００５９】
　第２設備とサーバとの間は、通信が常に妨害されており、タイミングメッセージを送達
できない場合であって、同じホーム環境にある第２設備とスマートルータとの間の通信の
場合、即ち内部ネットワークにおける２つの電子設備の間の通信の場合は、通常は外部ネ
ットワークにおける電子設備と通信する場合よりも良好であることを考えると、本実施例
において、サーバは、タイミングタスクをユーザの家におけるスマートルータに発行する
ことを選択でき、当該スマートルータにより前記タイミングタスクを記憶し、第２設備と
スマートルータとの間の通信が正常になった後、当該スマートルータによりタイミングタ
スクを第２設備に発信する。
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【００６０】
　理解を容易にするために、以下、図３に示す応用シーン図を組み合わせて本実施形態に
ついて説明する。図３に示すように、図３は、本発明の例示的な一実施例に係るタイミン
グ方法の応用シーンを示す図であり、当該応用シーンは、スマートフォン３０１、サーバ
３０２、スマートルータ３０３、スマートコンセント３０４を含み、スマートルータは、
第１設備であり、スマートコンセントは、第２設備であり、スマートフォンは、制御端末
である。
【００６１】
　ユーザは、スマートフォンの表示画面にスマートコンセントが実行するタスクタイプを
入力し、このとき、タスクタイプが給電であり、スマートコンセントが給電タスクを実行
する時間帯は、朝８：００－９：００である。スマートフォンは、ユーザに入力されたス
マートコンセントに関するタイミングタスクをサーバに発信し、サーバは、前記スマート
コンセントに係るタイミングタスクを受信した後、前記タイミングタスクをスマートルー
タに発信し、スマートルータが前記タイミングタスクをスマートコンセントに複数回発信
することにより、スマートコンセントは、前記タイミングタスクの実行時間に到達する前
に当該タイミングタスクをスマートコンセントに記憶することを保証し、前記タイミング
タスクの実行時間に到達する時、当該スマートコンセントは、給電操作を実行する。
【００６２】
　前記実施形態により、当該実施形態におけるサーバは、タイミングタスクをスマートル
ータに発信し、当該スマートルータにより前記タイミングタスクを記憶し、スマートルー
タが第２設備に通信接続できる際に、前記タイミングタスクを第２設備に発信し、外部ネ
ットワーク環境が安定でないことによるタイミングタスクの発行失敗をできるだけ回避す
る。
【００６３】
　図１に示す第１設備側に応用されるタイミング方法に対応して、本発明は、第２設備側
に応用されるタイミング方法をさらに提供し、以下、当該方法について説明する。
【００６４】
　図４に示すように、図４は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法を示
すフローチャートであり、前記方法は、第２設備に応用され、前記方法は、ステップ４０
１を含んでもよい。
【００６５】
　ステップ４０１において、第１設備により発信されたタスクの実行時間が含まれるタイ
ミングタスクを受信する。
【００６６】
　本実施例における第２設備は、例えばスマートコンセント、スマートエアコン、スマー
ト冷蔵庫、スマート給湯器、スマート炊飯器等の、ホーム環境における任意のスマートホ
ーム設備であってもよく、無論、スマートホーム環境以外の他の電子設備であってもよく
、本実施例は、これに対して限定しない。
【００６７】
　本実施例におけるタイミングタスクは、ユーザが第２設備に対して設定するタスクであ
り、ユーザは、第２設備が前記タスクを実行する時間を設定することができ、第２設備は
、ユーザに設定された指定の時間で、当該タイミングタスクを実行する。本実施例におけ
るタイミングタスクは、例えばある期間におけるスマートコンセントの電源のオン／オフ
、スマート給湯器の給湯、スマート炊飯器の炊飯時間等の、当該スマートホーム環境にお
いてスマートホーム設備が実行可能な任意の操作であってもよく、本実施例は、これに対
して限定しない。
【００６８】
　本実施例における第１設備は、サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを含んでも
よい。
【００６９】
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　ステップ４０２において、前記実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行する。
【００７０】
　前記実施例により、当該実施例における第２設備は、実行時間を含むタイミングタスク
をローカルに記憶することができ、前記実行時間に到達する時、対応するタイミングタス
クを実行することができる。関連技術において、タスク指令を実行した直後に当該指令を
実行するスマートホーム設備に比べると、本実施例における第２設備は、タイミングタス
クを受信した後、一定期間を遅延させた後、すなわち、当該タイミングタスクの実行時間
に到達した後、当該タイミングタスクを実行する。
【００７１】
　図５に示すように、図５は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング方法を示
すフローチャートであり、前記方法は、第２設備に応用され、前記方法は、ステップ５０
１を含んでもよい。
【００７２】
　ステップ５０１において、第１設備により発信されたタスクの実行時間が含まれるタイ
ミングタスクを受信する。
【００７３】
　本実施例におけるステップ５０１とステップ５０３とは、それぞれ前記図４に示す実施
例におけるステップ４０１とステップ４０２と類似し、本実施例はその説明を省略し、詳
しくは前記図４に示す実施例におけるステップ４０１及びステップ４０２を参照する。
【００７４】
　ステップ５０２において、タイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力する。
【００７５】
　本実施例における第２設備は、発光モジュール、または音声出力モジュールに配置され
、スマートコンセントを例として、本実施例におけるスマートコンセントには、ｌｅｄラ
ンプ、またはホーンが配置されてもよく、当該スマートコンセントは、タイミングタスク
を受信した場合に、ｌｅｄ等により発光したり、ホーンによる発音などの方式でユーザに
「タイミングタスクがスマートコンセントにより正常に受信された」と提示することがで
きる。
【００７６】
　本実施例における第２設備には、例えばスマートリストバンドなどのウェアラブルセン
サ携帯設備が通信接続されてもよい。図６に示すように、当該図に示す応用シーンは、ス
マートコンセント６０１及びスマートリストバンド６０２を含み、スマートコンセント６
０１は、スマートリストバンド６０２に通信接続され、スマートコンセントは、第２設備
であり、当該スマートコンセントがタイミングタスクを受信した場合に、当該スマートリ
ストバンドを制御して振動でユーザに「タイミングタスクがスマートコンセントにより正
常に受信された」と提示することができる。
【００７７】
　ステップ５０３において、前記実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行する。
【００７８】
　前記実施例により分かるように、当該実施例における第２設備は、タイミングタスクを
受信した後、前記タイミングタスクが第２設備により正常に受信されたことをユーザに直
ちに通知することができる。ユーザは、一定期間後、前記通知メッセージを受信していな
い場合には、タイミングタスクが第２設備により受信されていない原因を直ちに検出する
ことができる。
【００７９】
　注意すべきなのは、図面に特定の手順で本発明の方法の操作を説明したが、これは当該
特定の手順でこれらの操作を実行しなければならない、あるいは示されたすべての操作を
実行しなければ所望の効果を実現できないことを要求または示唆するわけではないことで



(13) JP 2018-531453 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

ある。むしろ、フローチャートに示すステップは、実行手順が変わってもよい。付加的ま
たは候補的に、いくつかのステップを省略し、複数のステップを一つのステップに併合し
て実行し、及び／又は一つのステップを複数のステップに分けて実行してもよい。
【００８０】
　上述の図１に示す第１設備側に応用されるタイミング方法の実施例に対応して、本発明
は、第１設備側に応用されるタイミング装置の実施例をさらに提供する。
【００８１】
　図７に示すように、図７は、本発明の例示的な一実施例に係るタイミング装置を示すブ
ロック図であり、前記装置は、第１設備に応用され、前記装置は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するように構成される第１受信モ
ジュール７１０と、
　前記第１受信モジュール７１０が受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設
備に前記タイミングタスクを発信するように構成される第１発信モジュール７２０と、を
含んでもよい。
【００８２】
　前記実施例により、当該実施例において、第１設備は、タイミングタスクの実行時間に
到達する前に、当該タイミングタスクを第２設備に発信することができ、関連技術におい
て、クラウド端サーバはタイミングタスクの実行時間に到達する時に発信する場合に比べ
ると、本実施例は、一定期間を空けることができ、この期間で前記タイミングタスクを複
数回発信したり、ネットワーク障害を検出することができ、これによりタイミングタスク
を第２設備に正常に発信できることを保証して、タイミングタスクの発信成功率を向上さ
せることができる。
【００８３】
　本発明に提供される他の実施例において、当該実施例は、図７に示す実施例に基づき、
前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを含んでもよい。
【００８４】
　図８に示すように、図８は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示
すブロック図であり、当該実施例は、前の実施例に基づき、前記第１設備は、サーバであ
る。
【００８５】
　前記第１受信モジュール７１０は、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記制御端末がユーザにタ
イミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものであるように構成され
る第１タスク受信サブモジュール７１１を備えてもよい。
【００８６】
　図９に示すように、図９は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置を示
すブロック図であり、当該実施例は、図８に示す実施例に基づき、前記装置は、さらに、
　前記第１受信モジュール７１０が受信したタイミングタスクの実行時間の前に、前記第
２設備と同じホーム環境にあるスマートルータに前記タイミングタスクを発信するように
構成される第２発信モジュール７３０を備えてもよい。
【００８７】
　図１０に示すように、図１０は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置
を示すブロック図であり、前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータ
は、サーバに通信接続され、前記サーバにタイミングタスクが記憶される。
【００８８】
　前記第１受信モジュール７１０は、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第２タスク受信
サブモジュール７１２を備えてもよい。
【００８９】
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　図１１に示すように、図１１は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置
を示すブロック図であり、当該実施例は、図７～図１０に示すいずれか一つの実施例に基
づき、前記第１発信モジュール７２０は、さらに、
　前記第１受信モジュール７１０が受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設
備に前記タイミングタスクを複数回発信するように構成されるタスク発信サブモジュール
７２１を備えてもよい。
【００９０】
　前述した図４に示す第２設備側に応用されるタイミング方法の実施例に対応して、本発
明は、さらに第２設備側に応用されるタイミング装置の実施例を提供する。
【００９１】
　図１２に示すように、図１２は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置
を示すブロック図であり、前記装置は、第２設備に応用され、前記装置は、
　第１設備により発信されたタスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するよ
うに構成される第２受信モジュール８１０と、
　前記実行時間に応答し、前記第２受信モジュール８１０が受信したタイミングタスクを
実行するように構成されるタスク実行モジュール８２０とを備えてもよい。
【００９２】
　前記実施例により、当該実施例における第２設備は、実行時間を含むタイミングタスク
をローカルに記憶することができ、前記実行時間に到達する時、対応するタイミングタス
クを実行することができる。関連技術において、タスク指令を実行した直後に当該指令を
実行するスマートホーム設備に比べると、本実施例における第２設備は、タイミングタス
クを受信した後、一定期間を遅延させた後、すなわち、当該タイミングタスクの実行時間
に到達した後、当該タイミングタスクを実行する。
【００９３】
　図１３に示すように、図１３は、本発明の例示的な一実施例に係る他のタイミング装置
を示すブロック図であり、当該実施例は、図１２に示す実施例に基づき、前記装置は、さ
らに
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するように構成される出力モジュール８３０を備える。
【００９４】
　本発明に提供される他の実施例において、当該実施例は、図１２又は図１３に示す実施
例に基づき、前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備えてもよい。
【００９５】
　前記装置における各モジュールの機能及び作用の実現過程は、詳しくは前記方法におけ
る対応するステップの実現過程を参照し、ここでは説明を省略する。
【００９６】
　装置の実施例は、基本的に方法の実施例に対応するため、関連する部分は、方法の実施
例の部分の説明を参照すればよい。上述した装置の実施例は、単に例示的なものである。
特に、前記分離部品として説明したユニットは、物理的に分離されたものであってもよく
、又は分離されていないものであってもよい。ユニットとして表示される部品は、物理ユ
ニットであってもよく、物理ユニットではなくてもよい。即ち、一箇所に位置してもよく
、又は複数のネットワークユニットに分布されてもよい。実際の需要に応じて、一部モジ
ュール又は全部モジュールを選択して、本発明の技術的案の目的を達成することができる
。当業者は、創造的な労働をしない前提で、理解して実施することができる。
【００９７】
　相応的に、本発明は、さらにタイミング装置を提供し、前記装置は、プロセッサーと、
プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリとを備え、前記プロセッサー
は、タイミングタスクを受信するが、前記タイミングタスクにはタスクの実行時間が含ま
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れ、前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信す
るように構成される。
【００９８】
　相応的に、本発明は、タイミング装置をさらに提供し、前記装置は、プロセッサーと、
プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリとを備え、前記プロセッサー
は、第１設備により発信されたタイミングタスクを受信するが、前記タイミングタスクに
はタスクの実行時間が含まれ、前記実行時間に応答し、前記タイミングタスクを実行する
ように構成される。
【００９９】
　図１４に示すように、図１４は、本発明の例示的な一実施例に係るタイミング装置１４
００に用いられる一構造模式図である。例えば、装置１４００は、携帯電話、コンピュー
タ、デジタルブロードキャスト端末、メッセージ送受信機、ゲーム機、タブレットデバイ
ス、医療機器、フィットネス機器、ＰＤＡ等のものであってもよい。
【０１００】
　図１４を参照すると、装置１４００は、処理部１４０２、メモリ１４０４、電源部１４
０６、マルチメディア部１４０８、オーディオ部１４１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタ
ーフェース１４１２、センサー部１４１４、及び通信部１４１６からなる群から選ばれる
少なくとも１つを有してもよい。
【０１０１】
　処理部１４０２は、一般的には、装置１４００の全体の操作、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に関連する操作を制御する。処理部１４０２
は、上述した方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、命令を実行する
少なくとも１つのプロセッサー１４２０を有してもよい。また、処理部１４０２は、他の
部とのインタラクションの便宜を図るように、少なくとも１つのモジュールを有してもよ
い。例えば、処理部１４０２は、マルチメディア部１４０８とのインタラクションの便宜
を図るように、マルチメディアモジュールを有してもよい。
【０１０２】
　メモリ１４０４は、装置１４００での操作をサポートするように、各種のデータを記憶
するように配置される。これらのデータは、例えば、装置１４００で何れのアプリケーシ
ョン又は方法を操作するための命令、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１４０４は、何れの種類の揮発性又は不揮発性メモリ、例えば、
スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ、Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲ
ＯＭ、Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅ
ａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲ
ＯＭ、Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、プログラム可能読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯ
Ｍ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ
、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光ディスクにより、或いはそれらの組み合わ
せにより実現することができる。
【０１０３】
　電源部１４０６は、装置１４００の各種構成要素に電力を供給するためのものであり、
電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置１４００のために電力を生成、管理及
び分配することに関連する他の要素を有してもよい。
【０１０４】
　マルチメディア部１４０８は、装置１４００とユーザーとの間に出力インターフェース
を提供するスクリーンを有してもよい。スクリーンは、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）やタッチパネル（ＴＰ）を有してもよい。スクリーンは、タッチパネルを有する場合
、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンになることができる。また
、タッチパネルは、タッチや、スライドや、タッチパネル上の手振りを感知するように、
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少なくとも１つのタッチセンサーを有する。タッチセンサーは、タッチやスライド動作の
境界を感知できるだけではなく、タッチやスライド操作と関連する持続時間や圧力も感知
できる。一実施例では、マルチメディア部１４０８は、フロントカメラ及び／又はバック
カメラを有してもよい。装置１４００が、例えば、撮影モードやビデオモードのような操
作モードにある時、フロントカメラ及び／又はバックカメラが外部のマルチメディアデー
タを受信できる。フロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光学レンズ系で
あってもよいし、可変焦点距離及び光学ズーム機能を有するものであってもよい。
【０１０５】
　オーディオ部１４１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように配置される
。例えば、オーディオ部１４１０は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を有してもよい。装置１
４００が、例えば、呼び出しモード、記録モード、又は音声認識モードのような操作モー
ドにあるとき、マイクロフォンは、外部のオーディオ信号を受信するように配置される。
受信したオーディオ信号は、メモリ１４０４にさらに記憶されてもよいし、通信部１４１
６を介して送信されてもよい。一実施例では、オーディオ部１４１０は、オーディオ信号
を出力するためのスピーカーをさらに有してもよい。
【０１０６】
　Ｉ／Ｏインターフェース１４１２は、処理部１４０２と外部のインターフェースモジュ
ールとの間にインターフェースを提供するためのものである。上記外部のインターフェー
スモジュールは、キーボードや、クリックホイールや、ボタン等であってもよい。これら
のボタンは、ホームボタンや、ボリュームボタンや、作動ボタンや、ロッキングボタンで
あってもよいが、それらに限られない。
【０１０７】
　センサー部１４１４は、装置１４００に各種の状態に対する評価を提供するための１つ
のセンサーを有してもよい。例えば、センサー部１４１４は、装置１４００のオン／オフ
状態や、部の相対的な位置を検出することができる。例えば、前記部は、装置１４００の
ディスプレイ及びキーパッドである。センサー部１４１４は、装置１４００又は装置１４
００の１つの部の位置の変化、ユーザによる装置１４００への接触の有無、装置１４００
の方向又は加速／減速、装置１４００の温度変化などを検出することができる。センサー
部１４１４は、何れの物理的な接触もない場合に付近の物体を検出するように配置される
近接センサーを有してもよい。センサー部１４１４は、イメージングアプリケーションに
用いるための光センサー、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサーを有してもよい。一
実施例では、当該センサー部１４１４は、加速度センサー、ジャイロスコープセンサー、
磁気センサー、圧力センサー又は温度センサーをさらに有してもよい。
【０１０８】
　通信部１４１６は、装置１４００と他の設備の間との無線又は有線通信の便宜を図るよ
うに配置される。装置１４００は、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）、２Ｇ又は３Ｇ、又は
それらの組み合わせの通信標準に基づく無線ネットワークにアクセスできる。１つの例示
的な実施例では、通信部１４１６は、ブロードキャストチャンネルを介して外部のブロー
ドキャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関する情報
を受信する。１つの例示的な実施例では、前記通信部１４１６は、近距離通信を促進する
ために近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに有してもよい。例えば、ＮＦＣモジ
ュールは、無線周波数認識（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ結合（ＩｒＤＡ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）
技術、ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（登録商標）技術及び他の技術によ
って実現されてもよい。
【０１０９】
　例示的な実施例では、装置１４００は、上述した方法を実行するために、１つ又は複数
の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔ
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ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラマブル
ロジックデバイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　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、又は他の電子機器によって実現されてもよい。
【０１１０】
　例示的な実施例では、命令を有する非一時的コンピュータ読み取り可能な記録媒体、例
えば、命令を有するメモリ１４０４をさらに提供する。この命令は、装置１４００のプロ
セッサー１４２０により実行されて上述した方法を実現する。例えば、前記非一時的コン
ピュータ読み取り可能な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロ
ッピー（登録商標）ディスク及び光データメモリ等であってもよい。
【０１１１】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示的なものにすぎず、本発明の真の範囲と主
旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１１２】
　本発明は、上記で記述され、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を逸脱
しない範囲で、様々な修正や変更を行うことができる。本発明の範囲は、添付される特許
請求の範囲のみにより限定される。
【０１１３】
（付記）
（付記１）
　第１設備に応用されるタイミング方法であって、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するステップと、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【０１１４】
（付記２）
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする付記１に記載の方法。
【０１１５】
（付記３）
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するステップを含み、前記制御端末
はユーザにタイミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする付記２に記載の方法。
【０１１６】
（付記４）
　前記方法は、さらに、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備と同じホーム環境にあるスマー
トルータに前記タイミングタスクを発信するステップを含む、
　ことを特徴とする付記３に記載の方法。
【０１１７】
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（付記５）
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するステップを含む、
　ことを特徴とする付記２に記載の方法。
【０１１８】
（付記６）
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップは、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを複数回発
信するステップを含む、
　ことを特徴とする付記１から５のいずれか１つに記載の方法。
【０１１９】
（付記７）
　第２設備に応用されるタイミング方法であって、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ステップと、
　前記実行時間に応答して、前記タイミングタスクを実行するステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【０１２０】
（付記８）
　前記方法は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するステップを含む、
　ことを特徴とする付記７に記載の方法。
【０１２１】
（付記９）
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする付記７または８に記載の方法。
【０１２２】
（付記１０）
　第１設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するように構成される第１受信モ
ジュールと、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを発信するように構成される第１発信モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【０１２３】
（付記１１）
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする付記１０に記載の装置。
【０１２４】
（付記１２）
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記第１受信モジュールは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第１タスク受



(19) JP 2018-531453 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

信サブモジュールを備え、前記制御端末はユーザにタイミングタスクを入力するインター
フェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする付記１１に記載の装置。
【０１２５】
（付記１３）
　前記装置は、さらに、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備
と同じホーム環境にあるスマートルータに前記タイミングタスクを発信するように構成さ
れる第２発信モジュールを備える、
　ことを特徴とする付記１２に記載の装置。
【０１２６】
（付記１４）
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記第１受信モジュールは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第２タスク受信
サブモジュールを備える、
　ことを特徴とする付記１１に記載の装置。
【０１２７】
（付記１５）
　前記第１発信モジュールは、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを複数回発信するように構成されるタスク発信サブモジュールを備え
る、
　ことを特徴とする付記１０から１４のいずれか１つに記載の装置。
【０１２８】
（付記１６）
　第２設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ように構成される第２受信モジュールと、
　前記実行時間に応答して、前記第２受信モジュールが受信したタイミングタスクを実行
するように構成されるタスク実行モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【０１２９】
（付記１７）
　前記装置は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するように構成される出力モジュールを備える、
　ことを特徴とする付記１６に記載のタイミング装置。
【０１３０】
（付記１８）
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする、付記１６または１７に記載のタイミング装置。
【０１３１】
（付記１９）
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備えるタイミング装
置であって、
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　前記プロセッサーは、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信し、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ように構成される、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【０１３２】
（付記２０）
　プロセッサーと、
　プロセッサーにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備えるタイミング装
置であって、
　前記プロセッサーは、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信し、
　前記実行時間に応答して、前記タイミングタスクを実行するように構成される、
　ことを特徴とするタイミング装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)
【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】
　第１設備に応用されるタイミング方法であって、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するステップと、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【請求項２】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するステップを含み、前記制御端末
はユーザにタイミングタスクを入力するインターフェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記方法は、さらに、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備と同じホーム環境にあるスマー
トルータに前記タイミングタスクを発信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記タイミングタスクを受信するステップは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを発信する
ステップは、
　前記タイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前記タイミングタスクを複数回発
信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　第２設備に応用されるタイミング方法であって、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ステップと、
　前記実行時間に応答して、前記タイミングタスクを実行するステップと、を含む、
　ことを特徴とするタイミング方法。
【請求項８】
　前記方法は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　第１設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信するように構成される第１受信モ
ジュールと、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを発信するように構成される第１発信モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【請求項１１】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１設備は、サーバであり、
　前記第１受信モジュールは、
　制御端末により発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第１タスク受
信サブモジュールを備え、前記制御端末はユーザにタイミングタスクを入力するインター
フェースを提供するためのものである、
　ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記装置は、さらに、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、前記第２設備
と同じホーム環境にあるスマートルータに前記タイミングタスクを発信するように構成さ
れる第２発信モジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１設備は、スマートルータであり、前記スマートルータは、サーバに通信接続さ
れ、前記サーバにタイミングタスクが記憶され、
　前記第１受信モジュールは、
　サーバにより発信されたタイミングタスクを受信するように構成される第２タスク受信
サブモジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１発信モジュールは、
　前記第１受信モジュールが受信したタイミングタスクの実行時間の前に、第２設備に前
記タイミングタスクを複数回発信するように構成されるタスク発信サブモジュールを備え
る、
　ことを特徴とする請求項１０から１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　第２設備に応用されるタイミング装置であって、前記装置は、
　第１設備により発信された、タスクの実行時間が含まれるタイミングタスクを受信する
ように構成される第２受信モジュールと、
　前記実行時間に応答して、前記第２受信モジュールが受信したタイミングタスクを実行
するように構成されるタスク実行モジュールと、を備える、
　ことを特徴とするタイミング装置。
【請求項１７】
　前記装置は、さらに、
　第１設備により発信されたタイミングタスクを受信した後、予め設定された手段でユー
ザに前記タイミングタスクの受信が成功したことを提示するためのリマインダメッセージ
を出力するように構成される出力モジュールを備える、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のタイミング装置。
【請求項１８】
　前記第１設備は、
　サーバ及びスマートルータの少なくとも一つを備える、
　ことを特徴とする、請求項１６または１７に記載のタイミング装置。
【請求項１９】
　コンピュータに請求項１から６のいずれか１項に記載のタイミング方法を実行させるた
めのコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のコンピュータプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能
な記憶媒体。
【請求項２１】
　コンピュータに請求項７から９のいずれか１項に記載のタイミング方法を実行させるた
めのコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のコンピュータプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能
な記憶媒体。
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