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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーティリティ制御デバイスが、ユーザのニー
ズを予期し、これらの予期されたニーズに適合するよう
に設計されるシステム及び方法を提供する。
【解決手段】デバイス１２－１は、特定のユーザの存在
を感知し、事前設定されたユーザのプロファイルに従っ
て動作する。デバイス１２－１は、重量、生体認証、サ
イズ、音声認識、電子キータグ等によって、又は時間や
場所によって、ユーザを直接感知することによってユー
ザを予期する。事前設定されたプロファイルは、ユーザ
によってプログラムされることができ、又は、同じ条件
下でユーザによって取られた先の行動に基づく。他の実
施形態において、ユーザは、自分の識別プロファイルに
加え、アクセス可能な電子形態でユーザの好みを携行し
てデバイス１２－１が事前設定されたユーザプロファイ
ルを必要とすることなくカスタム応答を組み立てる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設ユーザへの情報の流れを制御するための方法であって、前記方法は、
　継続的に種々のパラメータを監視するステップと、
　時々、特定のユーザの予期される現在のニーズを反映するためにユーティリティ制御デ
バイス上のユーザ提示を変更するステップと、を備え、前記制御デバイスは、特定の施設
機器を制御するために主として複数のユーザが利用可能であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記監視ステップが、予定、異常、及び不規則の少なくとも一つに基づいて実行される
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記監視されるパラメータが、光、音声、色、湿度、モーション、声、重量、スピード
、方向、衝撃、振動、臭気、温度、煙、警報環境状態、電力消費、臭気、電力網状態、電
子識別（例えば、携帯電話、ＲＦデバイス（例えば、ブルートゥース、ＷｉＦｉ、インテ
リジェント遠隔制御）、インターネットアクセス、アナウンス、電力の現在価格、セキュ
リティシステムの状態、占有状態、ＣＯ及びＣＯ２、等価及び回避される温室効果ガス放
出、メッセージ、重要な電話の知らせ、投資／株ポートフォリオ／為替レートの状態、コ
ンプライアンスの問題、薬物警報、運動警告及びメッセージ、医療警報、年老いた親／愛
する人の健康、将来の会議／電話会議の状態、テレビやコンピュータゲームに対する「タ
イムアップ」の警告、自宅通勤に対する交通混雑警告、事故、花粉指標、アレルギー注意
、国土安全保障、バイオハザード警報、近々の天気、設備の状態に関するインジケータ、
ゲームのスコア、地元の商店の特売品への注意、リアルタイム資産管理／保全からなるリ
ストから選択される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ提示が、ユーティリティ動作ボタン、ディスプレイ、可聴メッセージ、可視
メッセージ、光ＲＦメッセージ、ＰＬＣメッセージ、電話メッセージ、ポケットベルメッ
セージ、テキストメッセージ、デジタル及びアナログメッセージからなるリストから選択
される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記特定の施設機器が、電灯スイッチ、電源出力、電話用ジャック、インターネット接
続、ケーブル接続、サーモスタット、タッチスクリーン、情報ディスプレイ画面、電化製
品、通信デバイス、キーパッド、アクセスカード、セキュリティカード、クレジットカー
ド、スキャナ、ＲＦＩＤ、電話、マイクロホン（ボイス）、ＶｏＩＰ、スピーカ（音声出
力）、テレビ、遠隔制御、ドアベル、電気ドアオープナーからなるリストから選択される
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記現在のニーズが、少なくとも部分的に、判断された特定のユーザの既知のプロファ
イルに基づく請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記既知のプロファイルが、このような施設で事前設定されてはいないモバイルプロフ
ァイルである請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記既知のプロファイルが、前記特定のユーザに関する精緻なデータを含む請求項６に
記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ提示を変化するステップが、施設環境パラメータを変化することを含む請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザ提示を変化するステップが、前記ユーザプロファイルに基づいて前記特定の
ユーザの警報を発することを含む請求項８に記載の方法。
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【請求項１１】
　施設監視システムであって、
　特定の位置から制御される特定のユーティリティに主として関連するユーティリティ制
御デバイス、
　ユーザが複数の異なるユーティリティを観察できるように時々変化可能な、前記デバイ
ス上のディスプレイ、及び
　前記特定のユーザの好みに従って前記変化可能なディスプレイを調節するために特定の
ユーザの存在に応答して動作する制御と、を備える施設監視システム。
【請求項１２】
　前記制御デバイスは、前記デバイスの現在のディスプレイに基づいて選択されたユーテ
ィリティを制御するために前記特定のユーザによって操作可能である請求項１１に記載の
監視システム。
【請求項１３】
　前記制御デバイスが、少なくとも一人の他のユーザに対して選択されたユーティリティ
を制御するために前記特定のユーザによって操作可能である請求項１１に記載の監視シス
テム。
【請求項１４】
　前記制御デバイスが、前記特定のユーザの不在によって操作可能である請求項１１に記
載の監視システム。
【請求項１５】
　前記制御デバイスが、前記ディスプレイを変化させるために前記ユーザからのコマンド
を受信するように操作可能である請求項１１に記載の監視システム。
【請求項１６】
　前記制御デバイスが、ユーザプロファイルを読み出し、前記ユーザプロファイルに従っ
て前記ディスプレイを変化させるために前記ユーザからコマンドを受信するように操作可
能である請求項１１に記載の監視システム。
【請求項１７】
　前記制御デバイスが、ユーザプロファイルを読み出し、前記ユーザプロファイルに基づ
いて前記ディスプレイを変化させるために前記ユーザに対するコマンドを動的に決定する
ように操作可能である請求項１１に記載の監視システム。
【請求項１８】
　前記制御デバイスが、異なるユーザからの同じコマンドが異なるディスプレイとなるよ
うに、コマンドするユーザプロファイルに従って前記ユーザの各々用にディスプレイを設
定するために異なるユーザからのコマンドによって操作可能である請求項１１に記載の監
視システム。
【請求項１９】
　少なくとも一つのユーティリティを制御するために施設内での使用のためのデバイスで
あって、
　制御される前記ユーティリティへの接続手段、
　特定のユーザの感知された存在を受け入れるプロセッサ、
　前記デバイスの動作を前記特定のユーザと関連するパラメータに適合することを可能に
する手段、及び
　前記デバイスの動作を前記ユーザの予期せぬ不在に関連するパラメータに適合させるこ
とを可能にする手段を備えるデバイス。
【請求項２０】
　前記デバイスの動作を前記ユーザの予期せぬ不在に関連するパラメータに適合させるこ
とを可能にする手段を更に備える請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記感知された存在が、圧力、生体識別、電子データタグ（クレジットカード、携帯電
話、ＲＦＩＤ）、先行使用に基づく予測、直前の動作、時刻、及び前記特定のユーザの位
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置からなるリストより選択される請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記デバイスが前記ユーザから離れた位置から前記感知されたユーザの存在を受け入れ
る手段を更に備える請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記デバイスが、前記デバイスに局所的に入手可能な入力から前記感知されたユーザの
存在を判断するための手段を更に備える請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記デバイスが、前記可能とされた動作に関連する属性を表示するためのディスプレイ
を更に備える請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記ディスプレイが、前記特定のユーザからのコマンドを受け入れるための入力センサ
を備える請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記コマンドが、必ずしも異なる感知されたユーザ間で同じ属性を有する必要がない請
求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　施設制御システムであって、
　前記施設全体にわたって分配された、ユーティリティを介して相互接続されるのに適応
される複数のデバイスを備え、
　前記各デバイスは、ユーザによって望まれるサービス及び情報を提供するために一時的
に構成可能であり、前記サービスは、電灯スイッチ、電力出力、サーモスタット、タッチ
スクリーン、電化製品、通信デバイス、キーパッド、アクセスカード、セキュリティカー
ド、クレジットカード、スキャナ、電子ＩＤ、ＲＦＩＤ、電話機、マイクロホン、ＶｏＩ
Ｐ、スピーカ、テレビ、遠隔制御、ドアベルからなるリストから選択され、前記情報は、
色、湿度、モーション、声、重量、スピード、方向、衝撃、振動、臭気、温度、煙、警報
、臭気、電子識別（例えば、携帯電話、ＲＦデバイス（例えば、ブルートゥース、ＷｉＦ
ｉ、インテリジェント遠隔制御）、電話機、環境状態、電力消費、電力網状態、インター
ネットアクセス、アナウンス、電力の現在価格、セキュリティシステムの状態、占有状態
、ＣＯ及びＣＯ２、等価及び回避される温室効果ガス放出、メッセージ、重要な電話の知
らせ、投資／株ポートフォリオ／為替レートの状態、コンプライアンスの問題、薬物警報
、運動警告及びメッセージ、医療警報、年老いた親／愛する人の健康、将来の会議／電話
会議の状態、テレビやコンピュータゲームに対する「タイムアップ」の警告、自宅通勤に
対する交通混雑警告、事故、花粉指標、アレルギー警報、国土安全保障、バイオハザード
警報、近々の天気、設備の状態に関するインジケータ、ゲームのスコア、地元の商店の特
売品への注意、リアルタイム資産管理／保全からなるリストから選択され、
　前記各デバイスは、
　ユーザからの入力を受け取り、前記ユーザに対してメッセージを表示するためのインタ
ーフェース、及び
　前記ユーザの予期された使用を達成するように前記デバイスを構成するための手段を備
える施設制御システム。
【請求項２８】
　前記インターフェースが、少なくとも一つのタッチ応答部を備える請求項２７に記載の
制御システム。
【請求項２９】
　前記インターフェースが、少なくとも一つの音／声応答部を備える請求項２７に記載の
制御システム。
【請求項３０】
　前記インターフェースが、少なくとも一つの電子ＩＤ応答部を備える請求項２７に記載
の制御システム。
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【請求項３１】
　前記予期された使用が、時間、センサ入力、ユーザ規定ルール、入力と出力のシステム
インターアクション、デバイスユーザの以前の動作パターン、前記デバイスの外から提供
された指示からなるリストから選択される請求項２７に記載の制御システム。
【請求項３２】
　前記予期された使用が、複数の異常のリストから選択される請求項２７に記載の制御シ
ステム。
【請求項３３】
　前記施設の外部のソースから情報を受け取るための手段を更に備え、前記外部から提供
される命令は、前記情報の受け取られたものによって提供される請求項２７に記載の制御
システム。
【請求項３４】
　ユーティリティ制御デバイスであって、
　施設の少なくとも一つのユーティリティに接続するための端末、
　少なくとも一セットの動作を実行するために前記デバイスを構成するためのプロセッサ
、
　前記デバイスによって実行されるように現在利用可能な動作に関連する前記構成のいず
れかを複数のユーザに提示するためのインターフェースを備え、
　前記プロセッサは、特定の時間に前記デバイスに近接する特定のユーザの事前設定され
た好みに適合するように前記デバイスを構成するように更に操作可能であるユーティリテ
ィ制御デバイス。
【請求項３５】
　前記プロセッサが、特定の時間に、前記デバイスに近接する特定のユーザの、動的に確
立された好みに適合するように前記デバイスを構成するように更に操作可能である請求項
３４に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記プロセッサが、特定の時間に、前記デバイスに近接する特定のユーザの事前設定さ
れた好みに適合するように遠隔デバイスを構成するように更に操作可能である請求項３４
に記載のデバイス。
【請求項３７】
　前記プロセッサが、特定の時間に、前記デバイスに近接した特定のユーザの、動的に確
立された好みに適合するように遠隔デバイスを構成するように更に操作可能である請求項
３４に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記インターフェースが、ユーザからの入力を受け取る請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記特定のユーザの前記事前設定された好みが、時間、前記特定のユーザの先の動作パ
ターン、前記デバイスの外部から提供される命令からなるリストから選択される請求項３
４に記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記特定のユーザの前記動的に確立された好みが、電子ＩＤから決定される請求項３４
に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記デバイスの外部の位置から情報を受け取るための受信機を更に備え、外部から提供
される命令は、前記プロセッサによって前記デバイスを構成するために使用される請求項
３４に記載のデバイス。
【請求項４２】
　遠隔位置にあるデバイスから情報を受信するための通信経路を更に備え、前記受信され
た情報は、前記遠隔位置で生じる事象に関連する請求項４１に記載のデバイス。
【請求項４３】
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　前記インターフェースが、前記特定のユーザからのコマンドを受け取るために操作可能
であり、前記コマンドは、前記遠隔位置への前記通信経路を介する通信のためである請求
項４２に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、同時出願であり、同時係属の、同一譲受人による「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　
ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＬＩＮＫＩＮＧ　ＵＴＩＬＩＴＹ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＤＥＶＩ
ＣＥ」と題する、２００７年３月７日に出願された、米国特許出願番号１１／６８３，３
０４、「ＳＹＳＴＥＭ ＡＮＤ ＭＥＴＨＯＤ ＦＯＲ　ＩＮＦＲＡＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　
ＲＥＰＯＲＴＩＮＧ」と題する、２００７年３月７日に出願された、米国特許出願番号１
１／６８３，３２７、「ＬＩＧＨＴ ＳＷＩＴＣＨ ＵＳＥＤ ＡＳ　Ａ　ＣＯＭＭＵＮＩ
ＣＡＴＩＯＮ　ＤＥＶＩＣＥ」と題する、２００７年３月７日に出願された、米国特許出
願番号１１／６８３，２９８、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＥ
ＭＩＳＥＳ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＵＳＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ」
と題する、２００７年３月７日に出願された、米国特許出願番号１１／６８３，３０８、
「ＰＬＵＧ　ＡＮＤ　ＰＬＡＹ　ＵＴＩＬＩＴＹ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＭＯＤＵＬＥＳ」と
題する、２００７年３月７日に出願された、米国特許出願番号１１／６８３，３３５、「
ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＳＵＢＳＴＩＴＵＴＩＮＧ　ＤＡＴＡ　
ＩＮ　ＲＥＳＰＯＮＳＥＳ　ＴＯ　ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ　ＩＮＱＵＩＲＩＥＳ」と題す
る、２００７年３月７日に出願された、米国特許出願番号１１／６８３，３５４に関連し
、これらの開示は、ここに参照によって本明細書に取り込まれる。
【０００２】
　本開示は、ユーティリティ制御デバイスに関し、より具体的には、ユーティリティ制御
デバイスがユーザのニーズを予知できるようにするシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ユーティリティ制御デバイスは、ユビキタス的である。電灯スイッチ、電力出力、サー
モスタット、モーションセンサ、温度表示、アラームライト、天気注意表示等は、施設全
体に配置され容易なヒューマンインターフェースを達成するように位置決めされている。
あるアクションを行いたい、又はユーザが得たい情報があり、このようなアクションに対
応できる最も近くのユーティリティ制御デバイス及び／又はディスプレイが施設の他の部
分又は施設の外部であることがしばしばある。ある場合には、これはただ不便なだけであ
る。また、ユーザが制御デバイスに又は緊急状態や異常状態に関連する情報にすぐアクセ
スすることが不可欠の場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　あるアクションを行いたい、又はユーザが得たい情報があり、このようなアクションに
対応できる最も近くのユーティリティ制御デバイス及び／又はディスプレイが施設の他の
部分又は施設の外部であることがしばしばある。ある場合には、これはただ不便なだけで
ある。また、ユーザが制御デバイスに又は緊急状態や異常状態に関連する情報にすぐアク
セスすることが不可欠の場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ユーティリティ制御デバイスがユーザのニーズを予期し、これらの予期され
たニーズに適合するように設計されるシステムと方法に関する。一実施形態において、こ
のデバイスは、特定のユーザの存在を感知し、事前設定されたユーザプロファイルに従っ
てこのデバイスの動作を動作させる。このデバイスは、重量、生体認証、サイズ、音声認
識、電子キータグ等によりユーザを直接感知することによって、又は時間や位置によって
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ユーザを予期できる。事前設定されたプロファイルは、例えば、ユーザによってプログラ
ムされたものでも、同じ条件でユーザによって取られた先の行動に基づくものであっても
良い。
【０００６】
　他の実施形態において、ユーザは、自分の識別プロファイルに加え、事前設定されたユ
ーザプロファイルを必要とすることなくユーティリティ制御デバイスが専用の応答を組み
立てることができるようにアクセス可能な電子形態でユーザの好みを携行する。これらの
アクセス可能電子形態は、キーフォブ、電子ブレスレット、又はカスタム応答の発生に適
用可能な関連するデータの任意の他の電子利用可能形態を含むことができる。
【０００７】
　他の実施形態において、アクセス可能な電子的な好みは、例えば、医療データやセキュ
リティデータのようなより精緻なデータを含むことができる。例えば、十分に進歩した建
物では、特定の感覚が過負荷になった場合、てんかん発作をおこしうるという事実を建物
に対して警報を発するデータをユーザから収集する事ができる。次に、建物のユーティリ
ティ制御デバイスは、監視人を送る、空気循環を増加する、騒音レベルを下げる及び／又
はユーザの領域へ気が静まるような可視情報のみを送ることによってこの情報に応答でき
る。更に他の実施形態において、ユーティリティ制御デバイスが壁自体である場合、その
壁は、例えば、色を変更したり気が静まるような情景を表示したりできる。
【０００８】
　他の実施形態において、ユーティリティ制御デバイスは、ユーザが薬を飲まなかったと
いうこと又はユーザが体調を害している又は、ユーザ自身又は他人に害を及ぼすかもしれ
ないこと判断できる。
【０００９】
　他の実施形態において、ユーティリティ制御デバイスは、ユーザのタイプ及び好みを判
断し、例えば、第１のユーザのスピードと方向を予測しながら、他のユーザや他のユーザ
グループに適切な標準的な又はカスタム情報を表示及び送信できる。
【００１０】
　他の実施形態において、ユーティリティ制御デバイスは、特定のユーザの不在を判断し
、他のユーザへ及び遠くの不在のユーザの電話機、ポケットベル又は不在のユーザが実際
に存在する建物システムへ適切な標準的な又はカスタム情報を表示及び送ることができる
。
【００１１】
　前述は、以下の本発明の詳細な記述がより良く理解されるために、本発明の特徴及び技
術的優位性をかなり広く概説している。本発明の追加的な特徴及び利点は、以下に記述さ
れ、本発明の請求項の主題を形成する。開示された概念と特定の実施形態が、本発明の同
一の目的を実行するためその他の構造を修正又は設計するための基礎として容易に利用さ
れることは、当業者によって、理解されるべきである。そのような均等構造が、添付の請
求項において説明される本発明の精神及び範囲から逸脱しないことも、当業者によって理
解されるべきである。本発明の特徴と信じられる新規の特徴は、その組織及び操作方法の
両方に関して、更なる目的及び利点と共に、添付の図面に関連して考察された場合、以下
の記述からより良く理解される。しかしながら、各図面は、説明及び解説のみの目的で提
供され、本発明の制限の定義として意図されていないことは、明確に理解されるべきであ
る。
【００１２】
　本発明のより完全な理解のため、添付の図面と併せて以下の記述を参照する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、部屋１内のデバイス１２－１乃至１２－Ｎ及び部屋Ｎ内の別のデバイス１３－
１乃至１３Ｎのような多数の予期ユーティリティ制御デバイスを有するシステムの一実施
形態１０を示す。実施形態１０において、ユーティリティ制御デバイス（それらのすべて
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が予期タイプである必要はない）は、例えば、ＰＣや他のコンピュータデバイスであり得
るモニタ及び制御デバイス１１と通信する。図示の実施形態において、メモリ１１－２と
通信制御１１－３と連動するプロセッサ１１－１は、少なくとも部分的に、通信経路１４
を介してユーティリティデバイス１２－１乃至１２－Ｎ及び１３－１乃至１３－Ｎの動作
を制御する。経路１４は、有線、無線、又はそれらの組み合わせであり得る。
【００１４】
　デバイス１２－１のような各制御デバイスは、以降で議論されるように、任意の数の動
作モードを有することができる。これらのモードは、必要に応じて、ディスプレイ１２０
－１乃至１２０－Ｎによって表示できる。センサ１２１－１乃至１２１－Ｎの一つ又はそ
れより多くは、特定のユーザの存在及び／又は身元を決定するために使用できる。この情
報に基づき及び、可能性として、異なる位置にあるセンサからの情報に基づき、ユーティ
リティ制御デバイスは、そのユーザに対して事前設定されたプロファイルに基づき、その
動作モードを変更できる。そのプロファイル情報は、そのデバイス内のメモリ（図示せず
）に格納され、プロセッサ（図示せず）で局所的に処理でき、又は、そのプロファイルは
、デバイス１１内に格納され、一つ又はそれより多くの制御デバイスからの情報に基づい
て例えば、プロセッサ１１－１によってその場で処理できる。
【００１５】
　例えば、重量センサやモーションセンサ（又はそれらの組み合わせ）等の一連のセンサ
は、２１０ポンドの体重の人が寝室へ向かって通常よりも早く移動しているということを
断定したと仮定する。このシステムは、経験から又はプログラミングから（体重が２１０
ポンドである）施設のオーナーが迅速に寝室へ移動していることを予測する。
【００１６】
　これらのセンサは、建物と永続的に関連付けられる必要はなく、必要であれば、一人又
はそれより多数のユーザに持ち運ばれても良い。例えば、これは、「キーフォブ」やＲＦ
、近接場、ブルートゥース、又は他の任意のプロトコルを使用する他の無線デバイスを使
用することによって運ばれることができる。ユーザの個人デバイスは、ユーザの身元、一
つ又はそれより多くのプロファイル、及び、必要ならば、例えば、医療記録、セキュリテ
ィデータ、バイオメトリックデータ等のような他の最新の情報を含むことができる。その
データは、種々の異なる活動の「関連」のリストを含むことができる。これらのリストは
、例えば、緊急連絡目的のために使用できる。
【００１７】
　寝室のセンサが、温度が異常に高く、上昇している事をレポートしているとする。寝室
のユーティリティデバイス、例えば、電灯スイッチ（又は通路に沿う電灯スイッチがより
良い）は、オーナーのプロファイルに従って作動を開始し、火災緊急応答隊に対して「オ
ープンマイク」とともに、全ての家族の名前と位置を表示する。このシステムは、音声認
識、ボイスＩＤインターコム付きキーフォブ、ＲＦＩＤ等を使用し、ユーザが位置する場
所を判断することができ、その結果、緊急時やその他の判断された状態に適切な「交通整
理」を行う。特別に用意された応答は、カスタムメニュー、カスタム広告、特別な喚起、
及び、専用電話に駆けつける必要をなくすため、最も近くのユーティリティ制御デバイス
を（適用可能なメニューを有する）電話にする、又は、部屋やエリアの温度の設定、明か
りの変更、ドアや窓のロックの解除、各ユーザに対して特定のメッセージの再生を行うよ
うな位置に基づくサービスのいずれかを含むことができる。
【００１８】
　次に、システムが、同じ方向へ走る３０ポンドの人の足音を検出したとする。例えば、
ユーティリティデバイスは、子供のニーズを予測するように事前にプログラムできる。次
に、制御デバイスは、子供の名前を呼び、「ジョニー、振り向いて家の前に歩いて戸外に
出なさい。そして隣の家に行き、そこで家族を待ちなさい」のような命令を発するアラー
ム１２２等を使用するスピーカになることができる。次に、そのシステムは、隣人を呼び
出し、その問題を隣人に通報することができる。これは火災応答隊に対して警報が出され
た後である。アラーム１２２は、スピーカ、無線送信機、又はこれらの組み合わせであり
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得る。
上記で議論された例は、予測の例であるが、緊急時に応答すると共に、ユーティリティデ
バイスがユーザ固有ベースでどのように応答するかを示している。より一般的な状況では
、子供が寝室に入ると、ユーティリティデバイスは、通常の電灯スイッチになるが、父が
部屋に入ると、そのデバイスは、子供部屋の温度を制御するためのサーモスタット等を含
む、天気及び他の有用な情報を表示する。他の例として、妻が他の町にいる彼女の母を心
配しており、彼女が近づくと、ディスプレイが彼女の母の位置のセンサからの出力を示す
ことができる。このディスプレイは、彼女に彼女の家（又は建物）に他の誰か人がいるの
か及び彼女の母のアパートに誰がいるのかを示すことができる。
【００１９】
　ユーザが個人データを備える個人ＩＤを携行する場合、建物は、問題となる状態を予測
し、その問題を除去、又はユーザに危険の可能性を警告するステップを取る。従って、あ
る人物が例えば、ピーナツアレルギーである場合、建物（又は飛行機）は、ピーナツがあ
ることが知られているゾーン又はピーナツが検出されるゾーンにそのユーザが入り次第、
そのユーザに警報する。この警報は、公衆のものであっても、問題を有する人物が監視す
る特別な「警報」周波数を介してそのデバイスや放送に直接に行われるようにプライベー
トなものであってもよい。
【００２０】
　図２Ａ乃至図２Ｃは、ユーティリティ制御デバイスの異なる構成の例を示す。例えば、
図２Ａは、オンスイッチ２００、オフスイッチ２０１、部屋温度及び時間ディスプレイ２
０２、及びセンサ（単数又は複数）２１０を有するデバイス１２－１Ａを示している。セ
ンサ（単数又は複数）は、特定のユーザの存在の判断の補助に使用される。スイッチは、
それらの機能が時々変化することができるようにタッチ感知「ソフトキー」である。デバ
イス１２－１は、メッセージを送信及び／又は表示するようにアラーム（図示せず）を有
する。
【００２１】
　図２Ｂは、ディスプレイ２２１及び２２２が、特定のユーザ及び時刻（朝）の予期され
るニーズに基づいて情報を提供するように「Ｂ」の構成（１２－１Ｂ）における同じデバ
イス１２－１を示す。
【００２２】
　図２Ｃは、ディスプレイ２３０、２３１、及び２３２がサーモスタットの役割を果たし
、ディスプレイ２３３が他の入力／出力を可能とするような「Ｃ」の構成（１２－１Ｃ）
における同じデバイス１２－１を示す。このように、デバイス１２－１は、どのユーザが
存在するかを知り、識別されたユーザのプロファイルを知り、時間、場所、他のセンサ／
検出器アクティビティの状況に相応しい好みを知ることの組み合わせから判断される、そ
の時点での特定のユーザの予期されるニーズに基づいて情報を提供する。
【００２３】
　図３は、予期ユーティリティ制御デバイスの作動の実施形態３０を示す。工程３０１は
、ユーザの存在が検出されたか否かを判断する。この検出は、そのデバイス内の一つ又は
それより多くのセンサによって、又は他のデバイスからの又はモニタからの情報との組み
合わせでデバイスセンサによって行われることができる。ユーザが認識されなかった場合
、そのデバイスは、３０２の工程の制御下で、動作の通常のモードを続ける。この状況に
おける通常とは、デバイスがユーザの存在とは独立して機能することを意味し、デバイス
は、ユーザのニーズではなく施設のニーズに基づいて変化できる。
【００２４】
　ユーザの存在が検出されると、工程３０２では、特定のユーザが特定されたか否かが判
断される。検出があった場合、種々の既知のユーザに関する種々のユーザプロファイルや
情報が、特定のユーザの判断が行われ得るか否かを知るために調べられる。
【００２５】
　工程３０３では、そのユーザが、キーフォブ等や他の通信デバイスにおけるモバイルプ
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ロファイルを携行しているか否かを判断する。もしユーザが携行しているならば、工程３
０４は、システムのメインメモリに含まれていない情報から入手可能のプロファイル及び
／又は情報へのアクセスを制御する。
【００２６】
　工程３０５は、モバイル情報から又はその外部の位置から、ユーザ固有個人情報（医療
、セキュリティ、生体認識、連絡先リスト等）が入手可能か否かを判断する。入手可能ユ
ーザ固有情報がある場合、次に、工程３０６及び３０７は、建物のデータベース及び／又
はセンサと併せて、その建物に関して調節される必要がある状態があるか否か又はユーザ
（又は他の場所へ）の警報を発する必要があるか否かを判断する。もしそうであるならば
、工程３０８は、そのような通報及び／又は調節を制御し、工程３０９は、必要な警報を
処理する。このような警報の一つは、例えば、聞こうとしている人誰にでも監視される特
別な周波数の、又はユーザプロファイルで特定された周波数の放送であり得る。次に、工
程３１１では、モバイルプロファイルによって判断されたユーザのプロファイルに従って
ローカルデバイスに表示を行う。モバイルプロファイルがない場合、工程３０３は、プロ
ファイルに関してシステムのデータベースを調べる。
【００２７】
　このシステムは、例えば、認知症の人が種々のデバイスの近くを通過すると、センサが
その人に関して有する、又は事前設定されたデータベースにある指示に従って位置を報告
するようにその人の物理的な位置を追うために使用できる。このような場合、異なる場所
にいるユーザは、ユーザグループの一人又はそれより多くのユーザに代わって、前記ユー
ザのプロファイルによって又はそれに関連するデータベースにおいて特定されるコマンド
制御を有する特定のユーザに対してコマンドを送ることができる。
【００２８】
　図４は、作動モードを変更すべき時の予期ユーティリティ制御デバイスの作動の実施形
態４０を示す。工程４０１は、モードを変更すべき時を判断する。これは、ユーザプロフ
ァイルや施設プロファイルに基づくことができ、施設の現在の監視された状態や定期的又
は時間制御ベースに基づくことができる。変化すべき時になると、工程４０２は、現在の
ユーザが知られているか又は予期されるかを判断する。いずれでもない場合、工程４０３
は、時間、位置、監視された状態、外部情報／制御の組み合わせに基づいてデバイスを通
常モードに移行する。
【００２９】
　現在のユーザが知られているか又は種々の可能なユーザの既知の特徴に基づいて予期で
きる場合、工程４０４は、既知の又は予期されたユーザのプロファイルを使用し、工程４
０５と４０６と併せて、動作特性とデバイスの表示を調節し、既知又は予期されたユーザ
のプロファイルと一致させる。
【００３０】
　特定の状態では、次の予期されたユーザは、未知のユーザ、即ち、デバイスによって以
前には「知られていない」誰かである場合がある。そのような場合、デバイスは、そのよ
うな未知のユーザに対して設定されたプロファイルを使用できる。
【００３１】
　図５は、特定のユーザが不在である場合のシステムの使用の実施形態５０を示す。これ
は、ユーザが特定の会議室での会議に到着しない場合等に起こりえる。このように、工程
５０１によって示されるように、特定の時間においてシステムは、存在するユーザの「点
呼」を行う。これは、多くの方法のいずれかで行うことができる。例えば、部屋に入る時
に指紋を集める、ＲＦＩＤを使用する、携帯電話を特定する、近接場ＩＤを使用すること
ができる等である。
【００３２】
　次に、工程５０２は、ある人物が存在することが予期される時に、その人物が所与の場
所に不在であるかを判断できる。これは、事前プログラミングによって行われることがで
き、例えば、家庭において３人の子供達が午前７時までそれぞれの寝室にいなければなら
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ない場合に真夜中に起こりえる。又は、ビジネスの場において、会議室ソフトウエアアプ
リケーションが、各会議での全ての出席者のリストを備えることができる。
【００３３】
　次に、工程５０３は、状況に応じて適切なアラームを発する。このようなアラームの一
例は、不在のユーザに対する単純な電話呼び出しであってもよい。このシステムは、学校
の授業が終わる前に生徒が施設を出る場合に、アラームが鳴るような学校状況（又は監視
状況）において使用できる。
【００３４】
　本発明及びその利点は、詳細に記述されているが、種々の変更、置換及び修正は、添付
の請求項によって定義されたような本発明の精神と範囲から逸脱することなくここで行う
ことができることは理解されるべきである。更に、本出願の範囲は、本明細書に記述され
た工程、機械、製造、構成、手段、方法及びステップの特定の実施形態に制限されること
を意図しない。当業者は、本発明の開示から容易に理解できるとおり、ここで記述される
対応する実施形態と実質的に同一の作用を奏する、又は実質的に同一の結果を達成する、
現在存在する又は後に開発されるべき、工程、機械、製造、構成、手段、方法又はステッ
プは、本発明に従って利用されてもよい。従って、添付の請求項は、その範囲内において
、このような工程、機械、製造、構成、手段、方法又はステップを含むことが意図される
。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】複数の予期ユーティリティ制御デバイスを有するシステムの一実施形態を示す図
。
【図２Ａ】ユーティリティ制御デバイスの異なる構成の例を示す図
【図２Ｂ】ユーティリティ制御デバイスの異なる構成の例を示す図
【図２Ｃ】ユーティリティ制御デバイスの異なる構成の例を示す図
【図３】予期ユーティリティ制御デバイスの動作の実施形態を示す図
【図４】予期ユーティリティ制御デバイスの動作の実施形態を示す図
【図５】予期ユーティリティ制御デバイスの動作の実施形態を示す図
【符号の説明】
【００３６】
１１－１　プロセッサ
１１－２　メモリ
１２－１、１２－Ｎ　デバイス
１２０－１、１２０－Ｎ　ディスプレイ
１２１－１、１２１－Ｎ　センサ
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