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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】種々のセンサからのイベントを受信および処理
することにより、そのイベントに対応する適切なメッセ
ージをユーザに通知する事の可能な、スマート・センサ
の方法及び装置を提供する。
【解決手段】スマート・センサ、スマート・センサから
のメッセージを処理するためのロジック及びスマート・
センサ・システム１００であって、複数のスマート・セ
ンサ１０２～１１８と、センサからのイベントを受信す
るネットワーク１３０と、イベントを処理しメッセージ
を生成するメッセージング・システム１４０と、ユーザ
に前記メッセージを通知するスマート・デバイス１６５
から構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッセージ・アカウントにメッセージをポストする方法であって、
　センサ信号をスマート・センサによって読み取ってセンサ・データを求める工程と、
　前記センサ・データを前記スマート・センサによって処理してセンサ・イベントを検出
する工程と、
　前記スマート・センサにより、前記センサ・イベントを処理して、前記センサ・イベン
トに関連付けられたメッセージを選択する工程と、
　前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージング・システムと前記スマート
・センサによって相互作用して、前記メッセージを前記メッセージ・アカウントにポスト
する工程とを含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、前記スマート・センサにより、前記センサ・データを前
記スマート・センサのメモリに記憶して履歴センサ・データのレコードを生成する工程を
更に含む方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、前記センサ・データを記憶する工程は、前記履歴センサ
・データを圧縮する工程を含み、前記履歴センサ・データを圧縮する工程は、
　前記履歴センサ・データにおける反復的な連続センサ・データ・エントリを除去する工
程と、
　パターンの表示子でデータの共通パターンを置き換える工程とを含む方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、前記センサ信号を読み取る工程は、前記センサ信号をア
ナログ信号からディジタル値に変換する工程を含む方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、前記センサ・データを処理してセンサ・イベントを検出
する工程は、前記センサ・データを閾値と比較する工程、前記センサ・データ及び履歴セ
ンサ・データに基づいて、算出結果を算出し、その結果を前記閾値と比較する工程、又は
、前記センサ・データを履歴センサ・データと比較して、比較結果を求め、前記比較結果
を前記閾値と比較する工程を含む方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法であって、前記センサ・イベントを処理して、前記センサ・イベン
トに関連付けられた前記メッセージを選択する工程は、前記センサ・イベントに関連付け
られた前記メッセージを識別する工程を含む方法。　
【請求項７】
　請求項１記載の方法であって、前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージ
ング・システムと相互作用して前記メッセージを前記メッセージング・アカウントにポス
トする工程は、メッセージング・アカウントへのアクセスが認可されているものとして前
記スマート・センサを識別する工程、及び前記センサ・イベントに関連付けられた前記メ
ッセージを送信する工程を含む方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法であって、前記センサ・イベントに関連付けられた前記メッセージ
とともにメタデータを送信する工程を更に含む方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法であって、前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージ
ング・システムと相互作用して、前記メッセージング・アカウントに前記メッセージをポ
ストする工程は、ツイッター（商標）ウェブ・サイトとの通信を確立する工程、ツイッタ
ー（商標）アカウントにログインする工程、及び前記センサ・イベントに関連付けられた
前記メッセージを送信して前記メッセージを前記ツイッター（商標）アカウントを介して
ポストする工程を含む方法。
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【請求項１０】
　請求項１記載の方法であって、前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージ
ング・システムと相互作用して前記メッセージを前記メッセージング・アカウントにポス
トする工程は、セルラ・ネットワークへのアクセスが認可されているものとして前記スマ
ート・センサを識別する工程、及び前記センサ・イベントに関連付けられた前記メッセー
ジをテキスト・メッセージとして送信する工程を含む方法。
【請求項１１】
　装置であって、
　センサ信号を生成するための少なくとも１つのセンサと、　
　前記少なくとも１つのセンサと結合して、前記センサ信号を読み取ってセンサ・データ
を求め、前記センサ・データを処理してセンサ・イベントを検出し、前記センサ・イベン
トを処理して、前記センサ・イベントに関連付けられたメッセージを選択するための監視
ロジックと、
　前記監視ロジックと結合され、前記センサ・イベントに関連付けられた前記メッセージ
及び前記センサ・データを記憶するためのメモリと、
　前記監視ロジックと結合され、前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージ
ング・システムと相互作用して前記メッセージを前記メッセージング・アカウントにポス
トするための通信モジュールとを備える装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の装置であって、ユーザと相互作用し、ユーザ定義可能設定を求め、前
記ユーザ定義可能設定を前記メモリに記憶する装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載の装置であって、前記監視ロジックは、少なくとも１つの他のスマート
・センサからの入力及び前記センサ・イベントに基づいて前記メッセージを選択するため
の集約ロジックを含む装置。
【請求項１４】
　装置であって、
　センサ信号を生成するための少なくとも１つのセンサと、
　前記少なくとも１つのセンサと結合して、前記センサ信号を読み取ってセンサ・データ
を求め、前記センサ・データを処理してセンサ・イベントを検出し、前記センサ・イベン
トを処理して、前記センサ・イベントに関連付けられたメッセージを選択するための監視
ロジックと、
　前記監視ロジックと結合され、前記センサ・イベントに関連付けられた前記メッセージ
及び前記センサ・データを記憶するためのメモリと、
　前記監視ロジックと結合され、前記センサ・イベントに関連付けられた前記メッセージ
を通信プラットフォームに通信するための通信プラットフォーム・インタフェースとを備
える装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の装置であって、コマンド解釈ロジックと通信して少なくとも１つの動
作を実行するための動作実行モジュールを更に含む装置。
【請求項１６】
　請求項１４記載の装置であって、
　メッセージング・システム構成を記憶するためのメモリと、
　少なくとも１つのモニタと結合して、前記モニタからメッセージを受け取るための監視
インターフェースであって、前記メッセージが、前記モニタによって検出されるセンサ・
イベントに関連付けられる監視インターフェースと、
　前記監視ロジックと結合され、前記メッセージング・アカウントに基づいてメッセージ
ング・システムと相互作用して前記メッセージを前記メッセージング・アカウントにポス
トする通信モジュールとを含む装置。
【請求項１７】
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　請求項１６記載の装置であって、ユーザと相互作用し、ユーザ定義可能設定を求め、前
記ユーザ定義可能設定を前記メモリに記憶するためのユーザ・インタフェースを更に備え
る装置。　
【請求項１８】
　請求項１４記載の装置であって、回答メッセージを求めて前記メッセージング・アカウ
ントを監視し、前記回答メッセージに基づいてコマンドを求め、動作実行モジュールと通
信して前記コマンドに基づいて少なくとも１つの動作を実行するためのコマンド解釈ロジ
ックを更に含む装置。
【請求項１９】
　請求項１４記載の装置であって、前記監視ロジックは、他のモニタと通信して少なくと
も１つの動作を実行するための集約モジュールを含む装置。
【請求項２０】
　請求項１４記載の装置であって、前記監視ロジックは、前記メッセージとともにメタデ
ータを送信するためのメタデータ・ロジックを含む装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般にセンサ技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に、本開示は、ユーザに向けて１つ又は複数のメッセージング・システムを介してセ
ンサ関連イベントを送信するためのロジックと結合されたセンサに関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、スマート・センサ、スマート・センサからのメッセージを処理するためのロジ
ック、及びスマート・センサ・システムを本明細書及び特許請求の範囲に記載する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書及び特許請求の範囲記載のロジック、モジュール、デバイス、及びインターフ
ェースはハードウェア及び／コードで実現し得る機能を行い得る。ハードウェア及び／又
はコードは、機能を実現することが企図されたソフトウェア、ファームウェア、マイクロ
コード、プロセッサ、ステート・マシン、チップセット、又はそれらの組み合わせを含み
得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ユーザと通信するためにインターネットと結合されたスマート・センサを含むシ
ステムの実施例を表す図である。
【図２】通信モジュールに結合されたモニタを備えるスマート・センサの実施例を表す図
である。
【図３】メッセージング・システムを介してユーザに向けてイベントを伝達するためのス
マート・センサの実施例を示す図である。
【図４】メッセージング・システムを介してユーザに向けてイベントを伝達するための実
施例を示すフローチャートである。
【図５】ユーザからメッセージング・システムを介してスマート・センサに、動作を実行
する旨の命令を伝達するための実施例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下に、添付図面において表す新しい実施例を詳細に説明する。しかし、提供される詳
細の量は、上述の実施例の予期される変形例を制限することを意図するものでない。逆に
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、特許請求の範囲、及び詳細な説明は、特許請求の範囲によって規定された本願の教示の
趣旨及び範囲内に収まる修正、均等物、及び代替策全てを包含する。以下の詳細な説明は
、当該技術分野における通常の知識を有する者に前述の実施例を理解可能にすることが企
図されている。
【０００７】
　実施例は、メッセージング・システムを介してメッセージとしてイベントを伝達して、
１つ又は複数のメッセージング・アカウントにメッセージをポストするためのハードウェ
ア及び／又はコードなどのロジックを含み得る。メッセージング・システムは、メッセー
ジを捕捉し、次いで、メッセージを（例えば、ツイートとして又はセルラ・テキスト・メ
ッセージにして直ちに）再ブロードキャストするツイッターのようなテキスト・メッセー
ジング・サービスであり得る。一部の実施例では、スマート・センサは、センサを有する
１つ又は複数のプラグ可能なモニタ及び／又はセンサを有する無線モニタと相互接続する
ためのソフトウェア／ハードウェア・フレームワークを備えた通信プラットフォーム上の
ツイッター（登録商標）アプリケーション・プログラム・インタフェース（ＡＰＩ）を備
えた通信モジュールを含む。他の実施例では、通信モジュールは１つ又は複数のモニタと
一体化され得る。
【０００８】
　一部の実施例は、センサからイベントを受信し、イベントをユーザに通信するためのス
マート・デバイスを含む。前述の実施例の多くは、期間内に生起するイベントなどの、ス
マート・センサによって識別される関連したイベントの組み合わせを含む、イベント・ロ
ジックによって識別されるカスタム・イベント及び／又はスマート・センサによって識別
されたイベントに基づいて、ステータス更新及びイベント通知をユーザに向けて提供する
ことが可能なスマート・デバイスに何れかのデバイスがなることを可能にするハードウェ
ア及び／又はコードなどのイベント・ロジックを含む。前述の実施例は例えば、イベント
を識別するメッセージを求めて１つ又は複数のメッセージング・システムを監視するため
のロジックを含み得る。一部の実施例では、イベント・ロジックは、１つ又は複数のスマ
ート・センサの状態、又は状態における変化を追跡し得る。前述の追跡は、ユーザにとっ
て重要な情報（例えば、ペットがえさを必要としているか、植物が水を必要としているか
、電球を交換する必要があるか、冷蔵庫などの家庭器具の整備が必要か、セキュリティ境
界に抜け穴があるか等）の更新を追跡する機能をユーザに提供する。
【０００９】
　他の実施例では、スマート・センサから伝達されるイベントを監視するためには、スマ
ート・デバイス上の標準メッセージング・システム・ソフトウェアで十分であり得る。例
えば、スマート・センサは、植物の鉢植え用土の含水量を監視し得る。スマート・センサ
は、含水量の周期的な更新を周期的なイベントとして識別し、特定された閾値水分レベル
未満に水分が低下することをイベントとして識別するよう構成し得る。一実施例では、ス
マート・センサの監視ロジックは、周期的に土の水分レベルを捕捉し、水分レベルを含む
テキスト・メッセージを生成し、インターネットへのローカル・ネットワーク接続を介し
てツイッター（商標）にログインし、メッセージをツイートとしてツイッター（商標）ア
カウントに送信し得る。ユーザは、ツイッター（商標）アカウントを監視するモバイル又
はハンドヘルドのデバイスなどのデバイスを有し得、水分レベルを含むメッセージを受信
し得、上記メッセージは、水分レベルの示数、及びスマート・センサに割り当てられる名
前を含む。土の水分レベルが、特定された閾値を下回った場合、監視ロジックは、変化を
示すメッセージを生成し、上記水分レベルが土の閾値水分レベルを下回っている旨をユー
ザに通知するメッセージをツイッター（商標）アカウントに送信し得る。
【００１０】
　他の実施例では、鉢植え用土中の水分の喪失のレートが、特定された閾値を超えて増加
するイベントを識別するよう構成し得る。植物の周囲温度及び湿度がかなり変動した場合
、センサは、水やりのレートを修正すべき旨をユーザに通知し得る。更なる実施例では、
植物の水やりシステムに結合されたスマート・センサは、植物のスマート・センサからの
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メッセージを求めてメッセージング・システムを監視し、植物のスマート・センサからの
メッセージに応じて水やりレートを修正し得る。水やりシステムのスマート・センサは次
いで、水やりレートが修正された旨を示すためのメッセージをユーザに向けて生成し得、
一部の実施例では、水やりシステムのスマート・センサは、水やりレート、及び／又は水
やりレートにおける変動などの情報をメッセージに含め得る。
【００１１】
　実施例は無線通信を容易にし得る。無線の実施例は、ブルートゥース（登録商標）のよ
うな低電力無線通信、無線ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線メトロポ
リタン・エリア・ネットワーク（ＷＭＡＮ）、無線パーソナル・エリア・ネットワーク（
ＷＰＡＮ）、セルラ・ネットワーク、及び／又は米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）標
準８０２．１５．４（「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　（ＭＡＣ）　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　（ＰＨＹ）　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ　Ｒａｔｅ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　（ＬＲ－ＷＰＡＮｓ）　（２００６）　ｈｔｔｐ：／／ｓｔ
ａｎｄａｒｄｓ．ｉｅｅｅ．ｏｒａｇ／ｇｅｔｉｅｅｅ８０２／ｄｏｗｎｌｏａｄ／８０
２．１５．４－２００６．ｐｄｆ」）、スマート・センサにおける通信、ネットワーク、
メッセージング・システム、及び、前述のデバイス間の相互作用を容易にするためのスマ
ート・デバイスを一体化し得る。
【００１２】
　更に、一部の無線の実施例は単一のアンテナを組み入れ得るが、他の実施例は複数のア
ンテナを使用し得る。例えば、複数入力及び複数出力（ＭＩＭＯ）は、通信性能を向上さ
せるための、送信器及び受信器の何れにおいても複数のアンテナを使用するものである。
ＭＩＭＯ手法は、更なる帯域幅又は送信電力なしで、データ・スループット及びリンク範
囲におけるかなりの増加をもたらし、より高いスペクトル効率（帯域幅のヘルツ毎秒毎の
、より多くのビット）、及びリンク信頼度又はダイバーシチ（フェージングの削減）によ
ってこのことを実現する。
【００１３】
　以下に説明する特定の実施例の一部では、特定の構成を備えた実施例を参照するが、本
開示の実施例を効果的に、同様な課題又は問題点を有する他の構成によって実現し得ると
いうことを当業者は認識するであろう。
【実施例】
【００１４】
　次に図１に移れば、スマート・デバイス１６５を介してユーザ１９５と通信するために
、セルラ・ネットワーク１５０、インターネット１５５、及び別のネットワーク１６０と
結合された１つ又は複数のスマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び１１８を備え
たシステム１００の実施例を示す。システム１００は、１つ又は複数のセンサ１０２、１
０６、１１０、及び１１８からのセンサ信号を読み取って、センサ・データを求め、セン
サ・データを処理してセンサ・イベントを検出し、センサ・イベントを処理して、センサ
・イベントに関連付けられた１つ又は複数のメッセージを選択し、メッセージング・アカ
ウントを介して１つ又は複数のメッセージング・システム１４０と相互作用して、１つ又
は複数のメッセージをメッセージング・アカウントにポストし得る。例えば、スマート・
センサ１０２は、アナログ・センサ信号を読み取り、センサ信号をアナログ信号からディ
ジタル値に変更し得る。一部の実施例では、スマート・センサ１０２は、ディジタル値、
又はディジタル値を表すデータを記憶するためのメモリを含み得る。他の実施例では、ス
マート・センサ１０２は、ディジタル出力を生成するセンサを含み得る。
【００１５】
　センサ信号のディジタル値を値のリストと比較することにより、スマート・センサ１０
２は、値がセンサ信号の閾値に達しているか、又は上記閾値を超えており、センサ信号が
信号イベントを表している旨を示していると判定し得る。一部の実施例では、スマート・
センサ１０２は、アナログ信号を表すディジタル値でなく、アナログ・センサ信号に基づ
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いてセンサ・イベントを検出し得る。更なる実施例では、スマート・センサ１０２は、セ
ンサ信号内の変動に基づいてセンサ・イベントを検出し得る。スマート・センサ１０２は
、変動を感知できるセンサにより、変動を検出し得、閾値は、センサ信号内の変動が生じ
た旨を検出するセンサの機能に固有であり得る。
【００１６】
　スマート・センサ１０２などのスマート・センサは、プロセッサ、チップセット、送信
器／受信器、及びメモリを含み得る。プロセッサは、本明細書及び特許請求の範囲におい
てスマート・センサに起因している機能を行うためのコードをメモリからチップセットを
介して受け取り、上記コードを実行し得る。プロセッサは、例えば、１つ又は複数のイン
テル（登録商標）アトム（商標）プロセッサを含み得、チップセットは、例えば、インテ
ル（登録商標）９４５ＧＣエクスプレス・チップセット又はモバイル・インテル（登録商
標）９４５ＧＳＥエクスプレス・チップセットを含み得る。他の実施例では、スマート・
センサは、スマート・センサの機能を実現するためにマイクロコントローラ又はステート
・マシンを含み得る。
【００１７】
　スマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び１１８は周期的にセンサ信号を読み取
り得、連続的にセンサ信号を読み取り得、ユーザから受け取られたコマンド、又は別のス
マート・センサ若しくはデバイスから受け取られたコマンドに応じてセンサ信号を読み取
り得、又は、センサ信号若しくは別の信号の状態における変動などの別の入力に応じてセ
ンサ信号を読み取り得る。例えば、スマート・センサ１０２は、２つ以上のセンサを含み
得、第１のセンサの状態における変動又は活動により、センサ・イベントを検出するため
に第２のセンサの読み取りを起動し得る。
【００１８】
　センサ・イベントを検出すると、スマート・センサ１０２は、センサ・イベントに関連
付けられたメッセージを選択するようセンサ・イベントを処理し得る。センサ・イベント
の処理により、センサ・イベントに関連付けられたメッセージのリスト又はテーブルから
メッセージが選択され得る。一部の実施例では、１つのメッセージしか存在せず、メッセ
ージを選択するようセンサ・イベントを処理することには、センサ・イベントの検出に応
じてメッセージを選択することが関係する。一部の実施例では、スマート・センサ１０２
は、センサ信号の表現を含めるようメッセージを修正するか、又はメッセージに追加し得
る。例えば、スマート・センサ１０２は、センサ信号の一定範囲のディジタル値に関連付
けられたメッセージを選択し、メッセージのテキスト内にディジタル値又はその表現を含
み得る。いくつかの実施例では、スマート・センサ１０２は、センサ信号のディジタル値
をメタデータとしてメッセージに追加し得る。更なる実施例では、メッセージをユーザ１
９５に送信するメッセージング・システムに基づいて選択し得る。
【００１９】
　スマート・センサ１０２は、スマート・センサ１０２のメモリからセンサ信号に関連付
けられたテキスト・メッセージを選択し得る。メッセージは、一部の実施例ではテキスト
・メッセージであり得、他の実施例では別のメディア・メッセージであり得る。いくつか
の実施例はマルチメディア・メッセージを含む。例えば、スマート・センサ１０２は、感
光性センサ、電流感応性センサ、及び／又は電圧感応性センサにより、電球が切れている
ことを検出し得る。スマート・センサ１０２は、感光性センサによって生成される電流に
おける変動を検出し、「ユーティリティー・ルーム内の電球を交換すべきである」という
テキスト・メッセージを選択し得る。スマート・センサ１０２の通信モジュールは次いで
、メッセージング・システム１４０にテキスト・メッセージを送信するようネットワーク
１３０と相互作用し得る。
【００２０】
　システム１００では、スマート・センサ１０２は、通信チャネル１０３を介してスマー
ト・センサ１０６と結合し、通信チャネル１０３及び１０７を介してスマート・センサ１
１０と結合する。この実施例では、スマート・センサ１０２はマスタ・スマート・センサ
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であり、スマート・センサ１０６及び１１０はスレーブ・スマート・センサである。マス
タ・スマート・センサ１０２は、ネットワーク１３０を介して送信される通信を連係する
ための通信をスレーブ・スマート・センサ１０６及び１１０から受け取るための監視イン
ターフェースを含み得る。一部の実施例では、スマート・センサ１０６及び１０７は、ス
マート・センサ１０６及び１１０上のモニタ・インターフェースを介してスマート・セン
サ１０２からのコマンドに応じてそれぞれのセンサ信号を読み取り得る。他の実施例では
、スマート・センサ１０６及び１１０は、独立して信号イベントを検出し、センサ・イベ
ントの表示をスマート・センサ１０２に送信し得る。スマート・センサ１０２は、スマー
ト・センサ１０２、１０６、及び１１０からのセンサ・イベントを組み合わせてメッセー
ジを選択するための集約ロジックを含み得る。更に他の実施例では、スマート・センサ１
０６及び１１０はセンサ・イベントを検出し、センサ・イベントに基づいてメッセージを
選択し、通信チャネル１０３及び１０７を介してメッセージをスマート・センサ１０２に
送信し得る。前述の実施例では、スマート・センサ１０２は、メッセージをメッセージン
グ・システム１４０に送信することによって応答し得、又は、上記メッセージの送信を、
２つ以上のスマート・センサからの、若しくはスマート・センサ１０２、１０６、及び１
１０からのメッセージの送信と連係し得る。前述の実施例では、集約ロジックは、スマー
ト・センサ１０２、１０６、及び１１０からのメッセージを単一の送信に組み合わせ得る
。
【００２１】
　通信チャネル１０３及び１０７は、電気信号及び／光信号を送信するためのケーブルで
あり得、又は、無線通信媒体であり得る。スマート・センサ１０２、１０６、及び１１０
間の遠隔通信、又はスマート・センサ１０２若しくは１１８と、ネットワーク１３０との
間の遠隔通信は無線通信形式で実現し得る。無線の実施例は、ブルートゥース（登録商標
）のような低電力無線通信、及び／又は米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）標準８０２
．１５．４通信をスマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び１１８を一体化し得る
。その標準たるＩＥＥＥ８０２．１５．４（商標）は、最小電力を消費し、通常、１０メ
ートル（３０フィート）以下の距離で接続する比較的単純なデバイス間の低データ・レー
ト接続性を提供する。ＩＥＥＥ８０２．１５．４（商標）は、１０乃至２５０ｋｐｓのデ
ータ・レートで動作する固定デバイス、ポータブル・デバイス、及び移動デバイスに対応
する。上記標準は、直接相互作用することが可能な短距離アドホック・ネットワークをデ
バイスが形成することを可能にする。
【００２２】
　ネットワーク１３０は、スマート・センサ及び１つ又は複数のメッセージング・システ
ム１４０と通信するよう１つ又は複数のスマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び
１１８に応答し得る。ネットワーク１３０は、スマート・センサ１０２、１０６、１１０
、及び１１８と、メッセージング・システム１４０との間の通信を確立するために、ロー
カル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、メ
トロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、セルラ・ネットワーク、イントラネッ
ト、インターネット、前述の別のネットワーク、又は前述のネットワークのうちの２つ以
上の組合せを含み得る。ネットワーク１３０とメッセージング・システム１４０との間の
通信は、物理的、無線、又は何れかの組み合わせであり得る。
【００２３】
　メッセージング・システム１４０は複数のメッセージング・アカウントを含み得、スマ
ート・センサ１０２などのスマート・センサは、メッセージング・システム１４０と相互
作用して、メッセージング・システム１４０のうちの１つ又は複数のメッセージング・シ
ステムの１つ又は複数のメッセージング・アカウントにアクセスし、１つ又は複数のメッ
セージング・システム１４０の１つ又は複数のメッセージング・アカウントに１つ又は複
数のメッセージをポストし得る。例えば、スマート・センサ１０２は、セキュリティ境界
の抜け穴を検出するためにセキュリティ・センサを含み得る。スマート・センサ１０２は
、例えば、ドアが完全に閉まっていない旨を示すセンサ信号を受け取り得、スマート・セ
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ンサ１０２の監視ロジックは、警報がセットされているのでセンサ・イベントが生じたと
判定し得る。これに応じて、スマート・センサ１０２はこのセンサ・イベントを、「警報
がセットされている間にガレージのドアが破られた」旨を記すメッセージと関連付け得る
。スマート・センサ１０２は、ローカル・エリア・ネットワークと相互作用してインター
ネット、ネットワーク１３０にアクセスし、インターネットを介して、ツイッター（商標
）ウェブ・サイト、メッセージング・システム１４０にアクセスして、メッセージング・
アカウントであるツイッター（商標）アカウントにテキスト・メッセージをポストし得る
。スマート・センサ１０２は、メッセージとともにツイッター（商標）アカウントにアク
セスするための認証を送信してメッセージをアカウントに送信し得、又は、ツイッター（
商標）ウェブ・サイトと相互作用して、スマート・センサ１０２のツイッター（商標）ア
プリケーション・プログラム・インタフェース（ＡＰＩ）を介してツイッター（商標）ア
カウントの認可されたユーザとしてスマート・センサ１０２を認証し得る。ツイッター（
商標）アカウントへのメッセージのポストは、セルラ・ネットワーク、インターネット１
５５、及び／又は別のネットワーク１６０を介して１つ又は複数のスマート・デバイス１
６５上でメッセージをユーザ１９５が受け取ることを可能にし得る。更なる実施例では、
スマート・センサ１０２は、セクリティの抜け穴についてのメッセージを２つ以上のツイ
ッター（商標）アカウントにポストして、ユーザ１９５に通知し、場合によっては、セキ
ュリティの抜け穴について知るように、他の一又は複数のユーザ（家族の各構成員など）
に通知し得る。更に別の実施例では、複数のツイッター（商標）アカウントへのポストに
加えて、スマート・センサ１０２は、複数の携帯電話テキスト・メッセージング・サービ
ス及び／又は他のメッセージング・システム１４０にポストし得る。
【００２４】
　一部の実施例では、スマート・センサ１０２は、テキスト・メッセージにメタデータを
添付するか、又はテキスト・メッセージとともにメタデータを送信するためのメタデータ
・ロジックを含み得る。例えば、スマート・センサ１０２は、ガレージのドアの画像を定
期的に捕捉し得るか、又は、警報システムが作動しているか、又はセットされている間に
ガレージのドアの接点が切り離されている旨の検出などの信号イベントの検出に応じてガ
レージのドアの画像を捕捉し得るディジタル画像捕捉デバイスも含み得る。前述の実施例
では、スマート・センサ１０２は、ガレージのドアの捕捉されたディジタル画像を「警報
が作動している間にガレージのドアが破られた」旨のテキスト・メッセージに添付し、メ
ッセージをユーザに向けて１つ又は複数のメッセージング・システム１４０を介して送出
し得る。一次システムがメタデータの処理を可能にしない場合、スマート・センサ１０２
の通信モジュールは、テキスト・メッセージを一次メッセージング・システムを介して送
出し、ガレージのドアのディジタル画像を備えたテキスト・メッセージを電子メール・ア
カウントなどの別のメッセージング・システムを介して、又は、セルラ・ネットワークを
介してマルチメディア・メッセージとして送出し得る。セルラ・ネットワークのマルチメ
ディア・メッセージング・システムは次いで、マルチメディア・メッセージをセルラ・ネ
ットワーク１５０を介してユーザ１９５のハンドヘルド・デバイス１７０に送信し得る。
【００２５】
　スマート・デバイス１６５は、ネットトップ、ネットブック、セルラ電話機、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、モバイル・インターネット・デバイス（ＭＩＤ）、又は
、モバイルでないデバイス若しくはモバイル機能を有しないデバイス（デスクトップ・コ
ンピュータ、ゲーム・コンソール、ディジタル・ビデオ・レコーダ／ケーブル・ボックス
、サーバ等）を含み得る。図１は、ハンドヘルド・デバイス１７０、コンピュータ１８０
、及び他のデバイス１９０を含む３つのタイプのデバイスでスマート・デバイス１６５を
例証する。ハンドヘルド・デバイス１７０は、イベント・ロジック１７２を備えた携帯電
話機、ＰＤＡ等を含み得る。イベント・ロジック１７２は、メッセージング・システム１
４０を介してスマート・センサ１１８などのスマート・センサから１つ又は複数のメッセ
ージを受け取り得る。例えば、ユーザ１９５は、温室内の感水性植物に水をやる必要があ
る旨を示すテキスト・メッセージ又はマルチメディア・メッセージをセルラ・ネットワー
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ク１５０を介してスマート・センサ１１８から受け取り得る。スマート・センサ１１８は
、温室内の感水性植物の水分レベルを監視する水分レベル・センサを含み、ユーザ１９５
によってセットされたか、又はスマート・センサ１１８のデフォールトの設定である閾値
を水分が下回った場合、テキスト・メッセージをユーザ１９５に、ネットワーク１３０、
セルラ・ネットワーク１５０とのインターネット・インタフェース、及びセルラ・ネット
ワーク１５０を介して送信し得る。
【００２６】
　スマート・センサ１１８からのメッセージに応じて、ユーザ１９５は、「温室内の感水
性植物に水をやること」というテキスト・メッセージで応答し得る。スマート・センサ１
１８のコマンド受信器ロジックは、ユーザ１９５からのテキスト・メッセージを求めて監
視し得、「温室内の感水性植物に水をやること」というテキスト・メッセージを受け取り
得る。スマート・センサ１１８の監視ロジックは、テキスト・メッセージを受け取り得、
植物に水やりをする旨のコマンドとしてテキスト・メッセージを解釈し得る。これに応じ
て、スマート・センサ１１８は、植物に水をやるようスマート・センサ１１８の動作実行
モジュールに命令し得、動作実行モジュールは、感水性植物の所定の水やり期間を始める
ためのコマンドを水やりシステムに送出し得る。
【００２７】
　イベント・ロジック１７２、１８２、及び１９２は、一部の実施例では、メッセージン
グ・システム１４０にアクセスするための標準ロジックを前述のデバイスに一体化させ得
る。他の実施例では、イベント・ロジック１７２、１８２、及び１９２は、スマート・セ
ンサ１０２、１０６、１１０、及び１１８からメッセージング・システム１４０を介して
ユーザ１９５にメッセージを送信することを容易にするためのハードウェア及び／又はコ
ードを含み得る。前述の実施例の多くは例えば、期間内に生起するイベントなどの、１つ
又は複数のスマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び１１８によって識別される関
連イベントの組み合わせを含む、イベント・ロジック１７２、１８２、及び１９２によっ
て識別される個別のイベント、及び／又は、スマート・センサ１０２、１０６、１１０、
及び１１８によって識別されるイベントに基づいてステータス更新及びイベント通知をユ
ーザ１９５に提供することが可能なスマート・デバイス１６５に何れかのデバイスがなる
ことを可能にするためのイベント・ロジックを含み得る。前述の実施例は、例えば、イベ
ントを識別するメッセージを求めて１つ又は複数のメッセージング・システムを監視する
ためのロジックを含み得る。一部の実施例では、イベント・ロジック１７２、１８２、及
び１９２は、１つ又は複数のスマート・センサ１０２、１０６、１１０、及び１１８のス
テータス、又はステータスにおける変動を追跡し得る。前述の追跡は、ユーザ１９５にと
って重要な情報（例えば、ペットがえさを必要としているか、植物が水を必要としている
か、電球を交換する必要があるか、冷蔵庫などの家庭器具の整備が必要か、セキュリティ
境界に抜け穴があるか等）の更新を追跡する機能をユーザ１９５に提供する。
【００２８】
　図２は、通信プラットフォーム２５０に結合された監視プラットフォーム２１０を備え
たスマート・センサ２００の実施例を表す。監視プラットフォーム２１０は、１つ又は複
数のセンサを読み取り、センサ・イベントを検出し、センサ・イベントに基づいてメッセ
ージを選択するための１つ又は複数のセンサ及びロジックを備えたプラットフォームを含
む。一部の実施例では、監視プラットフォーム２１０は、１つ又は複数のメッセージング
・アカウントとの通信を確立し、通信プラットフォーム２５０を介して１つ又は複数のメ
ッセージング・アカウントにメッセージを送信するためのＡＰＩなどのメッセージング・
システム・ロジック２５４も含み得る。本実施例では、監視プラットフォーム２１０は、
１つ又は複数のメッセージを通信モジュール２５１に通信プラットフォーム２４０を介し
て送信し、通信モジュール２５１は、１つ又は複数のメッセージを受信し、１つ又は複数
のメッセージング・システムと相互作用して、メッセージを１つ又は複数のメッセージン
グ・アカウントにポストするためのメッセージング・システム・ロジック２５４を含む。
【００２９】
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　監視プラットフォーム２１０は、センサ２１２、センサ・インタフェース２１４、監視
ロジック２２０、メモリ２３０、集約ロジック２３９、及び通信プラットフォーム・イン
タフェース２４０を含む。センサ２１２及びセンサ・インタフェース２１４は、ユーザが
監視することを決定した旨のイベントに基づいてセンサ信号を生成する。例えば、ユーザ
は、ペットがえさを必要としているか、植物が水を必要としているか、電球を交換する必
要があるか、冷蔵庫などの家庭器具の整備が必要か、セキュリティ境界に抜け穴があるか
等を監視することを決定し得る。センサ２１２は監視プラットフォーム２１０上のセンサ
を含み得、センサ・インタフェース２１４は、監視プラットフォーム２１０から少し離れ
た所に配置されたセンサと結合し得る。例えば、冷蔵庫のセンサは監視プラットフォーム
２１０上に配置し得、監視プラットフォーム２１０は冷蔵庫と結合し得る。一方、植物に
水をやるべきか否かを判定するためのセンサは、植物用の土中に配置し得、監視プラット
フォーム２１０は、プランター、又は植物の近くの壁に取り付け得る。
【００３０】
　一部の実施例では、センサ・インタフェース２１４は、遠隔センサと無線で結合し得る
。他の実施例では、センサ・インタフェース２１４は、チューブ、ワイヤ、又は光ファイ
バフィラメントなどの物理的接続を介して遠隔センサと結合し得る。更なる実施例では、
センサ・インタフェース２１４は、遠隔センサと物理的に、又は無線で結合することがで
きる。
【００３１】
　監視ロジック２２０は、センサ信号を読み取り、センサ信号に基づいてセンサ・イベン
トを検出し、センサ・イベントに基づいてメッセージを選択し、メッセージを通信プラッ
トフォーム２５０に通信し得る。監視ロジック２２０は、どのセンサ示度がセンサ・イベ
ントであるか、センサ示度のタイミング、センサからセンサ・イベントについて生成され
るメッセージにおいてユーザに向けてセンサを一意に又は明確に識別するためのセンサの
名称、センサ・イベントを検出するために行うべき計算等をメモリ２６０の監視構成２３
２から判定し得る。多くの実施例では、前述の設定はデフォールトであり得、一部の設定
は構成することが可能でないことがあり得る。
【００３２】
　一部の実施例では、監視ロジック２２０は、計算に基づいて、センサ信号がセンサ・イ
ベントを表しているか否かを判定し得る。計算はセンサ信号、並びに、当該センサ及び／
又は他のセンサの履歴データの一部又は全部を含み得る。いくつかの実施例では、計算は
、他の監視プラットフォームからのデータを含むか、又は、他の監視プラットフォームに
よって読み取られたセンサ信号に基づいたデータを含む集約データ２３５を含み得る。例
えば、監視プラットフォーム２１０は、警報が作動しているか否かを監視するために警報
システムのマザーボードに取り付け得る。第２のモニタは、警報システムのガラス破損セ
ンサを含み得る。警報が作動しており、ガラス破損センサが状態を変えた場合、第２の監
視プラットフォームは、センサ・イベントの表示を監視プラットフォーム２１０に集約ロ
ジック２３９を介して送信し得、集約ロジック２３９は集約メモリにセンサ・イベントの
表示を記憶し得る。一部の実施例では、センサ・イベントの表示は、ガラス破損検出器の
部屋からの画像キャプチャなどのメタデータも含み得、これも集約データ２３５に記憶し
得る。監視ロジック２２０は、ガラス破損センサ・イベント、及び作動している警報の組
み合わせがセンサ・イベントであると判定し得る。
【００３３】
　他の実施例では、監視ロジック２２０は、センサ・イベントが生じる閾値を算出し得る
。例えば、監視構成２３２に示されたデフォールト計算、又はユーザ構成２３４に示され
たユーザ定義計算に基づいて、監視ロジック２２０は、例えば、ペットのボウルに接続さ
れた水サ―バの補充についてユーザに警報が出されるべき水位（閾値）を判定するために
、ペットのボウル内の水位の変動のレートを算出し得る。上記算出には、ペットのウォー
ターボウルの周りの環境の温度及び湿度に基づいた、水の蒸発レートなどの、水位が経時
的に変動する最小レート、（例えば、ペットが水を飲んでいる際の）水位が変動する最大
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レート、水位が変動するレートに関するヒューリスティックなセンサ履歴データ２３６が
関係し得る。更に、水位の最小閾値に達すると、算出にかかわらず、監視ロジック２２０
はメッセージを生成し、メッセージをユーザに送信し得る。
【００３４】
　監視ロジック２２０はメッセージ・ロジック２２２及びメタデータ・ロジック２２４を
含み得る。メッセージ・ロジック２２２は、センサ・イベントに基づいて、メモリ２３０
のメッセージング構成２３８における１つ又は複数のメッセージからメッセージを選択し
得る。例えば、メッセージ・ロジック２２２は、メッセージング構成２３８におけるメッ
セージに対して、センサ信号を表すディジタル値を比較して、センサ・イベントと関連付
けるメッセージがどれであるかを判定し得る。
【００３５】
　一部の実施例では、メッセージング・ロジック２２２は、信号が導き出される特定のセ
ンサ、センサ・イベントに関する算出、別のセンサ・イベントの生起等に基づいて、セン
サ・イベントと関連付けられるべきメッセージがどれであるかも判定し得る。例えば、セ
ンサ２１２が第１のセンサ及び第２のセンサを含む場合、メッセージング構成２３８は、
特に第１のセンサのメッセージのリスト又はテーブルを含み得、第２のセンサのメッセー
ジのリスト又はテーブルを含み得る。更なる実施例では、メッセージング構成２３８は、
遠隔センサ及び局所センサについて異なるメッセージを含み得、かつ／又は別々のメッセ
ージング・システムについて異なるメッセージを含み得る。いくつかの実施例では、メッ
セージのリスト、及びメッセージが別々のセンサ２１２間で、かつ／又は、局所センサと
遠隔センサとの間で異なるか否かは、ユーザによって構成可能であり、ユーザ構成２３４
に記憶し得る。前述の構成では、監視ロジック２２０は、センサ・イベントに基づいてメ
ッセージを選択するようユーザ構成２３４及びメッセージング情報２３８にアクセスし得
る。
【００３６】
　メタデータ・ロジック２２４は、メッセージング・ロジック２２２によって選択される
メッセージに添付される対象のメタデータを判定するためのハードウェア及び／コードを
含み得る。メタデータ・ロジック２２４は、履歴２３６からの履歴データ、集約データ２
３５、センサ信号のディジタル値、他のセンサ又は監視プラットフォームからのデータ等
を添付し得る。一部の実施例では、メタデータ・ロジック２２４がマルチメディア・ファ
イルをメッセージに添付する。前述のファイルは、メモリ２３０においてユーザによって
提供されるファイル、又は、他のセンサ／監視プラットフォームから収集されるファイル
からのオーディオ記録、ビデオ記録、若しくは画像ファイル等を含み得る。
【００３７】
　メモリ２３０は、フラッシュ・メモリ、リード・オンリ・メモリ、ランダム・アクセス
・メモリなどの不揮発性メモリ及び揮発性メモリを含む１つ若しくは複数のタイプのメモ
リ、ハード・ドライブ記憶装置、又は他のデータ記憶媒体を含み得る。
【００３８】
　監視プラットフォーム２１０のロジック及びインターフェースは、それらの機能が別個
であることを理由に別個に例証しているが、同じか又は別々のプロセッサ若しくはプロセ
ッサ・コア上で実行するコード、同じプロセッサ又はプロセッサ・コアの別々のスレッド
において実行するコード、同じステート・マシンの別々のロジカル・パスを介して、又は
別々のステート・マシンを介して処理される信号等によって行い得る。このことは、通信
プラットフォーム２５０、及び他の図のロジック、モジュール、及びインターフェースに
ついてもあてはまる。
【００３９】
　通信プラットフォーム２５０は、監視プラットフォーム２１０などの複数のタイプの監
視プラットフォームに対する汎用的なプラットフォームを含む。通信プラットフォーム２
５０は、監視プラットフォーム２１０などの１つ又は複数の監視プラットフォームと物理
的に、又は無線で結合するための監視プラットフォーム２８０を備える。一部の実施例で
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は、監視インターフェース２８０は、物理的に、電波で、又は両方でほぼ同時に複数のモ
ニタと結合し得る。
【００４０】
　通信プラットフォーム２５０は、通信プラットフィーム・インタフェース２４０と結合
して、監視プラットフォーム２１０によって検出されたセンサ・イベントに関連付けられ
たメッセージを通信モジュール２５１に通信し得る。通信プラットフォーム２５０は、通
信モジュール２５１、メモリ２６０、監視インターフェース２８０、及びユーザ・インタ
フェース２９０を含み得る。通信モジュール２５１は外部ネットワークと結合して、メッ
セージング・システムと相互作用して、センサ・イベントに関するメッセージをメッセー
ジング・アカウントにポストし得る。
【００４１】
　通信モジュール２５１は、ローカル・ネットワーク・インタフェース２５２、メッセー
ジング・システム・ロジック２５４、他のプラットフォーム・インタフェース２５６、及
び他のプラットフォーム・ロジック２５８を含み得る。ローカル・ネットワーク・インタ
フェース２５２は、企業イントラネット又はＬＡＮなどのローカル・ネットワークと結合
するための物理及び／又は無線インターフェースを含み得る。ローカル・ネットワーク・
インタフェース２５２は、メモリ２６０のローカル・ネットワーク構成２６２から認証デ
ータをローカル・ネットワークに送信して、ローカル・ネットワークを介してインターネ
ットとの通信チャネルを確立し、メッセージング・システム・ロジック２５４からの通信
を容易にして、ツイッター（商標）などのメッセージング・システムにアクセスし得る。
【００４２】
　メッセージング・システム・ロジック２５４は、メモリ２６０のメッセージング・シス
テム構成２６４を利用して、ツイッター（商標）アカウントなどのメッセージング・アカ
ウントにログインして、センサ・イベントに関するメッセージをポストし得る。一部の実
施例では、メッセージング・システム・ロジック２５４はツイッター（商標）ＡＰＩを含
み得る。他の実施例では、メッセージング・システム・ロジック２５４は、メッセージン
グ・システム構成２６４に記憶されたツイッター（商標）ＡＰＩを介してツイッター（商
標）アカウントにアクセスするよう構成し得る。他の実施例では、メッセージング・シス
テム・ロジック２５４は、メッセージを送信するためにローカル・ネットワーク・インタ
フェース２５２を介してセルラ電話ネットワークのテキスト・メッセージング・サービス
にアクセスし得る。
【００４３】
　他のプラットフォーム・インタフェース２５６は、別のメッセージング・システムを介
した、又はメッセージング・システム・ロジック２５４として同じメッセージング・シス
テムを介したメッセージの送信を容易にするために、電話ネットワーク、別のデータ・ネ
ットワーク、セルラ・ネットワーク等などの別のネットワークに対するインターフェース
を含み得る。例えば、メッセージング・システムはインタネットベースであり得、よって
、ローカル・エリア・インタフェース２５２はケーブルベースのインターネット・サービ
スを介してインターネットにアクセスし得、他のプラットフォーム・インタフェース２５
６は電話回線ベースのインターネット・サービスを介してインターネットにアクセスし得
、　
メモリ２６０の他のプラットフォーム構成２６６は、電話回線ベースのインターネット・
サービスを介してインターネットにアクセスするための別のセキュリティ情報及びプロト
コルを提供し得る。
【００４４】
　他のプラットフォーム・ロジック２５８は、メッセージング・システム・ロジック２５
４のメッセージング・システム・アクセスとは別のメッセージング・システム・アクセス
を提供し得る。例えば、他のプラットフォーム・ロジック２５８によってアクセスされる
メッセージング・システムは、別々の２つのサービスを介したメッセージのポスト、一次
サービスが利用可能でない場合の別のサービスを介したメッセージのポスト、メッセージ
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に関連付けられた優先度レベルに応じた別のサービスを介したポスト、メッセージング・
システムにわたるロードをバランスするための別のサービスを介したポスト、別のメッセ
ージング・システムを使用するためのユーザ定義された別の理由、又は理由の組み合わせ
を容易にし得る。
【００４５】
　監視インターフェース２８０は、監視ロジック２２０などの対応する監視ロジックによ
って検出されるセンサ・イベントに関連付けられた監視プラットフォームからメッセージ
を受け取るよう少なくとも１つの監視プラットフォームと結合し得る。一部の実施例では
、複数の監視プラットフォームが監視インターフェース２８０と結合すると、監視インタ
ーフェース２８０は、メッセージング・アカウントにポストするためにプラットフォーム
の何れかから通信モジュール２５１にメッセージを誘導し得る。いくつかの実施例では、
メモリ２６０の監視構成２６８は、メッセージを監視プラットフォーク２１０の集約ロジ
ック２３９にポスト又は転送すべきであるか否かを判定するためのデータを含み得る。
【００４６】
　ユーザ・インタフェース２９０は、ユーザと相互接続して、通信プラットフォーム２５
０のユーザ構成を提供し、一部の実施例では、監視プラットフォーム２１０のユーザ構成
を提供するための物理又は無線インターフェースであり得る。他の実施例では、モニタ構
成のユーザ・インタフェースはモニタ・プラットフォームの一部であり得る。例えば、ユ
ーザ・インタフェース２９０は、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）コネクタ、フ
ァイアワイヤ・バス・コネクタ、光バス・コネクタ、又は別のタイプのバス・コネクタを
含み得る。ユーザ・インタフェース２９０は、ユーザと相互作用してユーザ定義可能設定
を求め、ユーザ定義可能設定をメモリ２６０のユーザ構成２７０に記憶し得る。
【００４７】
　一部の実施例では、ユーザ・インタフェース構成２７０は、ユーザのユーザ構成を要求
し、設定するためのコードを含み得る。他の実施例では、ユーザ・インタフェース２９０
は、ユーザ構成を要求し、設定するための、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）などのコー
ドを実行することができる。一部の実施例では、監視プラットフォーム２１０などの監視
プラットフォームのユーザ構成のためのＸＭＬコードは、監視プラットフォーム２１０の
メモリに常駐し、ユーザ定義可能設定のためにユーザ・インタフェース２９０にアクセス
可能であり得る。
【００４８】
　図３は、１つ又は複数のメッセージング・システムを介して一又は複数のユーザにイベ
ントを通信するためのスマート・センサ３００の実施例を示す。スマート・センサ３００
は、単一のプラットフォーム上に一体化され得、家庭器具などの別のデバイスとも一体化
され得る。スマート・センサ３００は、少なくとも１つのセンサ３１０、メモリ３２０、
監視ロジック３３０、ユーザ・インタフェース３５０、及び通信モジュール３６０を含む
。センサ３１０はセンサ信号を生成し得る。
【００４９】
　メモリ３２０は、監視ロジック３３０と結合して、センサ・イベントに関連付けられた
１つ又は複数のメッセージ及びセンサ・データを記憶し得る。監視ロジック３３０は、少
なくとも１つのセンサ３１０と結合して、センサ信号を読み取ってセンサ・データを求め
、センサ・データを処理してセンサ・イベントを検出し、センサ・イベントを処理して、
センサ・イベントに関連付けられたメッセージを選択し得る。
【００５０】
　監視ロジック３３０は、センサ・イベントについてのメッセージに応じた回答メッセー
ジを求めて、セルラ・テキスト・メッセージング・アカウント及び／又はツイッター（商
標）アカウントなどのメッセージング・アカウントを監視するためのコマンド解釈ロジッ
ク３１２を含み得る。回答メッセージは、例えば、センサ・イベントについてのメッセー
ジに応じた、ユーザによって生成される回答であり得る。コマンド解釈ロジック３１２は
、回答メッセージに基づいてコマンドを判定し得、動作実行モジュール３１４と通信して
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、コマンドに基づいて少なくとも１つの動作を実行し得る。例えば、特別食を摂取するペ
ットは特定のえさの配給を受ける必要があり得るので、監視ロジックは、えさがなくなっ
た時点を検知し、次にペットにえさをやるべき時点でユーザに向けてメッセージを送信し
得る。ユーザは次いで、コマンド受信器３６２が受信し、コマンド解釈ロジック３１２に
送信するテキスト付メッセージに回答し得る。コマンド解釈ロジック３１２は、コマンド
を解釈し、これに応じて、ペット・ボウルに次の量のえさを配給するための少なくとも１
つの動作を実行する旨のコマンドを動作実行モジュール３１４に対して発行し得る。
【００５１】
　一部の実施例では、コマンド受信器ロジック３６３は、回答を求めて１つ又は複数のメ
ッセージング・アカウントを監視し、回答を監視ロジック３３０のコマンド解釈ロジック
３１２に転送するよう企図されたロジックである。他の実施例では、コマンド解釈ロジッ
クは通信モジュール３６０の一部であり得、これは次いでコマンドを動作実行モジュール
３１４に向けて発行し得る。更なる実施例では、動作実行モジュール３１４は、監視ロジ
ック３３０と離れているか、又は、通信モジュール３６０の一部であり得る。
【００５２】
　ユーザ・インタフェース３５０はユーザと相互作用してユーザ定義可能設定を判定し、
ユーザ定義可能設定をメモリ３２０に記憶し得る。一部の実施例では、ユーザ・インタフ
ェース３５０は、ユーザと相互作用して、センサ・イベントに関連付けられたテキスト・
メッセージなどのユーザ定義可能構成を設定するためのコード及びプロセッサなどのロジ
ックを備えたディスプレイを含み得る。
【００５３】
　通信モジュール３６０は、監視ロジック３３０と結合して、少なくとも１つのメッセー
ジング・アカウントに基づいて少なくとも１つのメッセージング・システムと相互作用し
て少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つのメッセージング・アカウントにポスト
し得る。通信モジュールは、ユーザからのポストを求めてメッセージング・アカウントを
監視するためのコマンド受信器ロジック３６２を含み得る。一部の実施例では、コマンド
受信器ロジック３６２は、ポストを、特定のメッセージング・アカウントに対してのみ、
かつ／又は、センサ・イベントに関するメッセージのポスト後のみ、監視し得る。他の実
施例では、コマンド受信器ロジック３６２は、コマンドを表し得るポストを求めて１つ又
は複数のメッセージング・アカウントを連続的に、又は周期的に監視し得る。
【００５４】
　図４は、少なくとも１つのメッセージング・システムそれぞれの少なくとも１つのメッ
セージ・アカウント及び少なくとも１つのメッセージング・システムを介して少なくとも
一ユーザにイベントを通信するための実施例のフローチャート４００を示す。実施例には
、図１乃至図３に表すスマート・センサなどのスマート・センサの動作が関係する。フロ
ーチャート４００は、センサ信号を読み取ってセンサ・データを求める工程、及びセンサ
・データを記憶する工程（要素４１０）で始まる。スマート・センサの監視ロジックは、
ユーザ定義スケジュール又はデフォルト・スケジュールに応じてセンサ信号を読み取り得
、メモリにデータを記憶してデータを操作するか、又はデータを処理して、データがセン
サ・イベントを表しているかを判定し得る（要素４２０）。例えば、センサ・データは、
閾値と比較されるか、若しくは、閾値と比較する対象の値を判定するための計算に含めら
れるか、又は、センサからの先行値の履歴、若しくは先行値と比較され得る。一部の実施
例では、センサ・データを処理してセンサ・イベントを検出する工程は、センサ・データ
を閾値と比較する工程、センサ・データ及び履歴センサ・データに基づいて、算出結果を
算出し、その結果を閾値と比較する工程、又は、センサ・データを履歴センサ・データと
比較して、比較結果を求め、比較結果を閾値と比較する工程を含み得る。
【００５５】
　監視ロジックは、更に、スマート・センサのメモリにセンサ・データを記憶して、履歴
センサ・データのレコードを生成し得る。一部の実施例では、スマート・センサは履歴セ
ンサ・データを含み得る。例えば、スマート・センサは、履歴センサ・データ内の反復的
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な連続センサ・データ・エントリを除去し、かつ／又は、データ・パターンの表示子で、
データの共通パターンを置き換えることにより、メモリ空間を節約し得る。
【００５６】
　センサ・イベントを検出すると、監視ロジックは、センサ・イベントに関連付けられた
メッセージを選択するようセンサ・イベントを処理する（要素４３０）。例えば、センサ
・イベントを処理してメッセージを選択する工程は、センサ・イベントに関連付けられた
メッセージを識別する工程を含み得る。
【００５７】
　メッセージを判定した後、スマート・センサはメッセージング・システムとメッセージ
ング・アカウントに基づいて相互作用してメッセージをメッセージング・アカウントにポ
ストする（要素４４０）。例えば、スマート・センサは、メッセージング・アカウントに
ログインするか、又は、メッセージング・アカウントに対するアクセスが認可されたもの
としてスマート・センサを識別し、センサ・イベントに関連付けられたメッセージを送信
するパケットをメッセージング・システムに提供し得る。複数のアカウントにログインす
る場合、スマート・センサは、ほぼ同時に又は直列にアカウントにログインし得る。一部
の実施例では、相互作用は更に、メタデータをメッセージとともに送信する工程を含む。
【００５８】
　多くの実施例では、メッセージング・アカウントに基づいてメッセージング・システム
と相互作用して、メッセージをメッセージング・アカウントにポストする工程は、ツイッ
ター（商標）ウェブ・サイトとの通信を確立する工程、ツイッター（商標）アカウントに
ログインする工程、及びセンサ・イベントに関連付けられたメッセージを送信してメッセ
ージをツイッター（商標）アカウントを介してポストする工程を含み得る。更なる実施例
では、メッセージング・アカウントに基づいてメッセージング・システムと相互作用して
メッセージをメッセージング・アカウントにポストする工程は、セルラ・ネットワークへ
のアクセスが認可されているものとしてスマート・センサを識別する工程、及びセンサ・
イベントに関連付けられたメッセージをテキスト・メッセージとして送信する工程を含む
。
【００５９】
　メッセージがセンサ・イベントに応じて送出されると、スマート・センサは、センサを
読み取り続け、要素４１０に戻るか否かを判定し得る。これは、ユーザ定義設定又はデフ
ォールト設定であり得る。
【００６０】
　図５は、動作を実行する旨のコマンドをユーザからメッセージング・システムを介して
スマート・センサに通信するための実施例のフローチャート５００を示す。フローチャー
ト５００は、スマート・センサがポストを求めてメッセージング・システムを監視する工
程（要素５１０）で始まる。例えば、メッセージング・アカウントは、１つ又は複数のス
マート・センサに関する通信に特化し得、ポストが、スマート・センサ以外の所から発信
している場合、スマート・センサは、ポストがユーザからのコマンドであると判定し得る
。
【００６１】
　メッセージを受け取ると（要素５２０）、スマート・センサはメッセージに応じて動作
を求め得る（要素５３０）。例えば、スマート・センサは、ポスト上の識別情報を介して
、又は、ポストに添付されたメタデータを介してユーザがメッセージをポストした旨を認
証し得る。ポストが認証されると、スマート・センサは、メッセージを解釈して、メッセ
ージが有効なコマンドを表すかを判定し得る。一部の実施例では、メッセージは、メッセ
ージ内のコマンドに関連付けられた動作を実行すべき特定のスマート・センサも識別し得
る。メッセージが有効なコマンドを表す場合、スマート・センサは、メッセージに応じて
動作を実行するためにコマンドを動作実行モジュールに送信し得る（要素５４０）。
【００６２】
　一部の実施例では、スマート・センサは、更なるポストを求めて、メッセージング・ア
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カウントを監視し続ける（要素５５０）。他の実施例では、コマンドがそのセンサによっ
て実行されると、スマート・センサは別のポストを求めて監視を続ける訳でない。更なる
実施例では、スマート・センサは、予めプログラムされた時間又は時間間隔におけるポス
トを求めてメッセージング・アカウントを監視し得る。
【００６３】
　別の実施例は、図１乃至図５を参照して表すシステム及び方法を実現するプログラム・
プロダクトとして実現される。実施例は、全部ハードウェアの実施例の形態、全部ソフト
ウェアの実施例の形態、又はハードウェア構成要素及びソフトウェア構成要素を含む実施
例の形態をとり得る。一実施例は、ソフトウェア（限定列挙でないが、ファームウェア、
常駐ソフトウェア、マイクロコード等を含む）で実現される。
【００６４】
　更に、実施例は、コンピュータ又は何れかの命令実行システムによる、若しくは、コン
ピュータ又は何れかの命令実行システムに関する使用のためにプログラム・コードを提供
するコンピュータ使用可能な媒体又はコンピュータ読み取り可能な媒体によってアクセス
可能なコンピュータ・プログラム・プロダクトの形態をとり得る。本明細書の目的で、コ
ンピュータ使用可能な媒体又はコンピュータ読み取り可能な媒体は、命令実行システム、
装置、又はデバイスによる、又は命令実行システム、装置、又はデバイスに関する使用の
ためにプログラムを含め、記憶し、通信し、伝搬させ、伝送することがあり得る何れかの
装置であり得る。
【００６５】
　媒体は、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線、半導体システム（、装置、若しく
は、デバイス）又は伝搬媒体であり得る。コンピュータ読み取り可能な媒体の例には、半
導体又はソリッド・ステート・メモリ、磁気テープ、着脱可能なコンピュータ・ディスケ
ット、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）、リ
ジッド磁気ディスク、及び光ディスクを含む。光ディスクの現在の例には、コンパクト・
ディスク　リード・オンリ・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクト・ディスク　リード／
ライト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、及びＤＶＤを含む。
【００６６】
　プログラム・コードを記憶し、かつ／又は実行するのに適したデータ処理システムは、
システム・バスを介してメモリ要素に直接又は関接に結合された少なくとも１つのプロセ
ッサを含む。メモリ要素は、実行中にコードを大容量記憶装置から取り出さなければなら
ない回数を削減するために少なくとも一部のプログラム・コードの一時記憶装置を提供す
るキャッシュ・メモリ、大容量記憶装置、プログラム・コードの実際の実行中に使用され
る局所メモリを含み得る。
【００６７】
　入出力又はＩ／Ｏデバイス（限定列挙でないが、キーボード、ディスプレイ、ポインテ
ィング・デバイス等を含む）は、直接、又は介在するＩ／Ｏコントローラを介してシステ
ムと結合し得る。更に、ネットワーク・アダプタをシステムと結合して、データ処理シス
テムが、介在するプライベート・ネットワーク又はパブリック・ネットワークを介して他
のデータ処理システムあるいは遠隔プリンタあるいは記憶デバイスに結合されることを可
能にし得る。モデム、ケーブル・モデム、及びイーサネット（登録商標）アダプタ・カー
ドは、現在入手可能なタイプのネットワーク・アダプタのうちのわずか少しに過ぎない。
【００６８】
　上記ロジックは、集積回路チップの設計の一部であり得る。チップ・デザインは、グラ
フィカル・コンピュータ・プログラミング言語で作成され、コンピュータ記憶媒体（ディ
スク、テープ、物理的なハード・ドライブ、又は記憶アクセス・ネットワーク内などの仮
想ハード・ドライブなど）に記憶される。設計者は、チップ、又は、チップを製造するた
めに使用されるフォトマスクを製造しない場合、物理的な手段により（例えば、設計を記
憶する記憶媒体の複製を提供することにより）、又は電子的に（例えば、インターネット
を介して）、前述のエンティティに直接又は間接に送信する。記憶された設計は次いで、
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スクの製造のための適切な形式（例えば、ＧＤＳＩＩ）に変換される。フォトマスクは、
エッチングされるか、又は他のやり方で処理される対象の、ウェーハの領域（及び／又は
その上のレイヤ）を画定するために利用される。
【００６９】
　結果として生じる集積回路は、未処理のウェーハの形式で（すなわち、パッケージング
されていない複数のチップを有する単一のウェーハとして、ベア・ダイとして、又はパッ
ケージングされた形式で製造業者によって流通され得る。前述の場合、チップは、（マザ
ーボード又は他のより高位の担体に付着させたリードを備えたプラスチック担体などの）
単一のチップ・パッケージにおいて、又は（表面の相互接続、若しくは埋めた相互接続を
有するセラミック担体などの）マルチチップ・パッケージにおいて搭載される。いずれに
せよ、チップは次いで、（ａ）マザーボードなどの中間製品、又は（ｂ）最終製品の一部
として他のチップ、個別回路エレメント、及び／又は他の信号処理デバイスと一体化され
る。最終製品は、玩具や他のローエンド・アプリケーションから、ディスプレイ、キーボ
ード又は他の入力デバイス、及び中央プロセッサを有する高度コンピュータ製品に至る集
積回路チップを含む何れかの製品であり得る。
【００７０】
　本開示がスマート・センサを想定しているということは、本開示の恩恵を受ける当業者
には明らかになるであろう。本願の詳細な説明及び図面に示し、記載された実施例の形態
は単に例と解するものとする。特許請求の範囲記載の請求項は、概ね、開示された例示的
な実施例全てを包含することを意図している。
【００７１】
　本開示を一部の実施例について詳細に説明してきたが、特許請求の範囲に記載したよう
な本開示の趣旨及び範囲から逸脱しない限り、種々の変更、置換、及び改変を本明細書及
び特許請求の範囲において行い得る。特定の実施例は複数の目的を実現し得るが、特許請
求の範囲記載の請求項の範囲内に収まる実施例全てが、全ての目的を実現する訳でない。
更に、本願の範囲は、本願明細書及び特許請求の範囲に記載したプロセス、機械、製品、
物質の組成、手段、方法、及び工程の特定の実施例に限定されることを意図するものでな
い。本開示から当業者が容易に認識するように、本明細書及び特許請求の範囲記載の対応
する実施例とほぼ同じ機能を行う、又はほぼ同じ結果を実現する、現在存在しているか、
又は将来開発されることになるプロセス、機械、製品、物質の組成、手段、方法、又は工
程を利用することができるということを当業者は容易に認識するであろう。よって、特許
請求の範囲は、プロセス、機械、製品、物質の組成、手段、方法、又は工程を前述の範囲
内に含めることを意図している。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月1日(2019.2.1)
【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】
　実行時、モバイル電子デバイスの少なくとも１つのプロセッサに、
　建物のセキュリティ境界におけるイベントを示す通知データにアクセスする処理であっ
て、前記通知データは前記セキュリティ境界における１つ以上のセンサの状態の変化に対
応する、アクセスする処理と、
　前記イベントに関連する画像データを含む前記通知データを前記モバイル電子デバイス
のユーザに提示する処理と、
　前記通知データに応答して前記モバイル電子デバイスにおけるユーザ入力に基づきメッ
セージを生成する処理と、
　応答アクションをさせるため前記メッセージを出力する処理と、
を実行させる命令を含む少なくとも１つのストレージデバイス又はストレージディスク。
【請求項２】
　前記命令は、実行時、セキュリティシステムの活動状態を特定するためのインジケータ
を提示する処理を前記少なくとも１つのプロセッサに実行させる、請求項１記載の少なく
とも１つのストレージデバイス又はストレージディスク。
【請求項３】
　前記画像データは、前記建物の少なくとも一部を表す、請求項１記載の少なくとも１つ
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のストレージデバイス又はストレージディスク。
【請求項４】
　前記画像データは、ビデオに対応する、請求項１記載の少なくとも１つのストレージデ
バイス又はストレージディスク。
【請求項５】
　前記通知データは、オーディオを含む、請求項１記載の少なくとも１つのストレージデ
バイス又はストレージディスク。
【請求項６】
　前記イベントは、前記セキュリティ境界における活動の発生である、請求項１記載の少
なくとも１つのストレージデバイス又はストレージディスク。
【請求項７】
　前記１つ以上のセンサは、第１のセンサ及び第２のセンサを含み、
　前記通知データは、前記第１のセンサに関連する第１の通知データであり、
　前記命令は、実行時、
　前記第２のセンサに関連する第２の通知データにアクセスする処理と、
　前記第２の通知データを前記ユーザに提示する処理と、
を前記少なくとも１つのプロセッサに更に実行させる、請求項１記載の少なくとも１つの
ストレージデバイス又はストレージディスク。
【請求項８】
　前記イベントは、モニタプラットフォームに関連するユーザインタフェースを介したユ
ーザ入力に基づき定義可能である、請求項１記載の少なくとも１つのストレージデバイス
又はストレージディスク。
【請求項９】
　前記通知データは、クローズドポジションからオープンポジションへの前記セキュリテ
ィ境界におけるドアの状態の変化を示す、請求項１記載の少なくとも１つのストレージデ
バイス又はストレージディスク。
【請求項１０】
　モバイルユーザデバイスであって、
　命令を含むメモリと、
　建物のセキュリティ境界におけるイベントの通知データにアクセスする処理であって、
前記通知データは前記セキュリティ境界における１つ以上のセンサの状態の変化を示すセ
ンサデータに基づき無線通信回路を介しモニタプラットフォームからの無線送信において
通信される、アクセスする処理と、
　前記イベントに関連する画像データを含む前記通知データを前記モバイルユーザデバイ
スのユーザに提示する処理と、
　前記通知データに応答して前記モバイルユーザデバイスにおけるユーザ入力に基づきメ
ッセージを生成する処理と、
　応答アクションをさせるため前記モニタプラットフォームに前記メッセージを出力する
処理と、
を実行するため前記命令を実行する少なくとも１つのプロセッサと、
を有するモバイルユーザデバイス。
【請求項１１】
　前記イベントは、前記モニタプラットフォームに関連するユーザインタフェースを介し
たユーザ入力に基づき定義可能である、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項１２】
　前記通知データは、アラームシステムの活動状態を特定するためのインジケータを含む
、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項１３】
　前記画像データは、前記建物における画像キャプチャデバイスからのデータを含む、請
求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
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【請求項１４】
　前記画像データは、ビデオに対応する、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項１５】
　前記通知データは、クローズドポジションからオープンポジションへの前記セキュリテ
ィ境界におけるドアの状態の変化を示す、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項１６】
　前記画像データは、前記建物の少なくとも一部を表す、請求項１０記載のモバイルユー
ザデバイス。
【請求項１７】
　前記通知データは、オーディオを含む、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項１８】
　前記イベントは、前記セキュリティ境界における活動の発生である、請求項１０記載の
モバイルユーザデバイス。
【請求項１９】
　前記１つ以上のセンサは、第１のセンサ及び第２のセンサを含み、
　前記通知データは、前記第１のセンサに関連する第１の通知データであり、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のセンサに関連する第２の通知データにアクセスする処理と、
　前記第２の通知データを前記ユーザに提示する処理と、
を実行するため前記命令を実行する、請求項１０記載のモバイルユーザデバイス。
【請求項２０】
　モバイルユーザデバイスを介し建物のセキュリティ境界におけるイベントをユーザにア
ラートする方法であって、
　前記モバイルユーザデバイスの少なくとも１つのプロセッサにより命令を実行すること
によって、前記イベントを示す通知データにアクセスするステップであって、前記通知デ
ータは前記セキュリティ境界における１つ以上のセンサの状態の変化に対応する、アクセ
スするステップと、
　前記少なくとも１つのプロセッサにより命令を実行することによって、前記イベントに
関連する画像データを含む前記通知データを前記モバイルユーザデバイスのユーザに提示
するステップと、
　前記少なくとも１つのプロセッサにより命令を実行することによって、前記モバイルユ
ーザデバイスにおけるユーザ入力に基づき前記通知データに対応するメッセージを生成す
るステップと、
　前記少なくとも１つのプロセッサにより命令を実行することによって、応答アクション
をさせるため前記メッセージを出力するステップと、
を有する方法。
【請求項２１】
　前記通知データは、セキュリティシステムの活動状態を特定するためのインジケータを
含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記画像データは、前記建物の一部を表す、請求項２０記載の方法。
【請求項２３】
　前記画像データは、ビデオを含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２４】
　前記通知データは、オーディオを含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２５】
　前記１つ以上のセンサは、第１のセンサ及び第２のセンサを含み、
　前記通知データは、前記第１のセンサに関連する第１の通知データであり、
　前記方法は更に、
　前記第２のセンサに関連する第２の通知データにアクセスするステップと、
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　前記第２の通知データを前記ユーザに提示するステップと、
を有する、請求項２０記載の方法。
【請求項２６】
　前記通知データは、前記セキュリティ境界における活動の発生を示す、請求項２０記載
の方法。
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