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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集会に必要な情報をダウンロードすべきである場合は、該ダウンロードをするのに必要
な電力を示す第１の電力情報を受け付ける第１の受付手段と、
　前記集会内で情報を提示するのに必要な電力を示す第２の電力情報を受け付ける第２の
受付手段と、
　前記集会に用いる情報処理装置における残電力を計測する計測手段と、
　前記計測手段によって計測された残電力から、前記第１の電力情報が示す電力と前記第
２の電力情報が示す電力を減算した結果を受け付ける第３の受付手段と、
　前記第３の受付手段によって受け付けられた減算結果に基づいて、前記集会を開始する
までの第１の期間及び該集会の期間内であって前記情報を提示している期間以外の第２の
期間における機能を制限する制限手段
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制限手段は、前記第２の期間における制限を決定した後に、前記第１の期間におけ
る制限を決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の受付手段と前記第２の受付手段は、前記情報処理装置の使用者が前記集会内
で情報提示の処理を行う場合に、受付処理を行う
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　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１の受付手段と前記第２の受付手段は、前記情報処理装置の使用者が前記集会内
で情報提示の処理を行わない場合に、前記第１の電力情報が示す電力を０とし、前記第２
の電力情報が示す電力を０とする
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制限手段は、前記情報処理装置の電話機能を制限すること、前記情報処理装置の通
信機能を制限すること、該情報処理装置のディスプレイの表示機能を制限すること、該情
報処理装置の電源を切断することのいずれか１つ以上を行う
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　コンピュータである情報処理装置を、
　集会に必要な情報をダウンロードすべきである場合は、該ダウンロードをするのに必要
な電力を示す第１の電力情報を受け付ける第１の受付手段と、
　前記集会内で情報を提示するのに必要な電力を示す第２の電力情報を受け付ける第２の
受付手段と、
　前記集会に用いる情報処理装置における残電力を計測する計測手段と、
　前記計測手段によって計測された残電力から、前記第１の電力情報が示す電力と前記第
２の電力情報が示す電力を減算した結果を受け付ける第３の受付手段と、
　前記第３の受付手段によって受け付けられた減算結果に基づいて、前記集会を開始する
までの第１の期間及び該集会の期間内であって前記情報を提示している期間以外の第２の
期間における機能を制限する制限手段
　として機能させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ユーザ所望の機能が電池切れで使用不可になることを防止する電池残
量制御装置を実現することを課題とし、制御部では、予約テーブルに登録される各機能の
中からユーザ所望の機能を選択すると共に、選択した機能の実行日時を設定し、選択され
た機能毎の必要容量を予約テーブルから読み出して積算し、選択された機能の総容量を算
出し、電池残量監視部により検出される電池残量の内から総容量分を確保した残りの容量
を、現在の電池の残容量に更新し、更新された現在の電池の残容量が「０」以下になると
、選択されていない機能の実行を不可とし、一方、選択された機能を、電池に残る総容量
で実行させることが開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、電源であるバッテリーの充電残量が少なくなっても、指定された時刻
に必ずアラームを作動し得る携帯電話機及びその電源制御方法，プログラムを提供するこ
とを課題とし、現時刻を計時する計時部と、この計時部に計時された現時刻が予め設定さ
れた指定時刻になった時にアラームを発するスケジュールアラーム部と、電源として機能
する電池と、この電池の充電残量をモニタする電池残量モニタ部と、このモニタされた充
電残量と予め設定された下限閾値とを比較し当該充電残量が当該下限閾値を下回った時に
電源をオフにする電源制御部とを備え、充電残量の下限閾値を、スケジュールアラーム部
が起動するのに必要な電力量に設定し、電源制御部は、電源オフ状態で現時刻が前記アラ
ーム時刻になると前記電源をオンに切り替えてスケジュールアラーム部を起動させること
が開示されている。
【０００４】
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　特許文献３には、低消費電力化及び待ち受け時間の長時間化を図るとともに、スケジュ
ールに関係する重要な通信の逸機を抑制する移動通信端末装置を提供することを課題とし
、音声通話などの通信を行う通信手段と、電池残量を検知する検知手段と、使用者がスケ
ジュールを登録することができるスケジューラと、個々の通信相手毎に優先順位を表すプ
ライオリティ情報を登録することができる電話帳と、前記プライオリティ情報を前記スケ
ジューラに登録されている使用者のスケジュールと現在時刻とに基づいて更新するプライ
オリティ情報更新手段と、前記プライオリティ情報と電池残量に基づいて、通信相手毎に
通信制限を行う通信制限手段と、を備えることにより、電池残量が低下している場合には
、スケジュールに関係のない通信相手との通信を抑制する制御を行うことが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２２２９１４号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７８５７６号公報
【特許文献３】特開２０１０－２６３５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、集会において情報処理装置を用いて情報を提示する場合において、集会に用
いる情報処理装置における電力を確保するようにした情報処理装置及び情報処理プログラ
ムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、集会に必要な情報をダウンロードすべきである場合は、該ダウンロ
ードをするのに必要な電力を示す第１の電力情報を受け付ける第１の受付手段と、前記集
会内で情報を提示するのに必要な電力を示す第２の電力情報を受け付ける第２の受付手段
と、前記集会に用いる情報処理装置における残電力を計測する計測手段と、前記計測手段
によって計測された残電力から、前記第１の電力情報が示す電力と前記第２の電力情報が
示す電力を減算した結果を受け付ける第３の受付手段と、前記第３の受付手段によって受
け付けられた減算結果に基づいて、前記集会を開始するまでの第１の期間及び該集会の期
間内であって前記情報を提示している期間以外の第２の期間における機能を制限する制限
手段を具備することを特徴とする情報処理装置である。
【０００８】
　請求項２の発明は、前記制限手段は、前記第２の期間における制限を決定した後に、前
記第１の期間における制限を決定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置で
ある。
【０００９】
　請求項３の発明は、前記第１の受付手段と前記第２の受付手段は、前記情報処理装置の
使用者が前記集会内で情報提示の処理を行う場合に、受付処理を行うことを特徴とする請
求項１又は２に記載の情報処理装置である。
【００１０】
　請求項４の発明は、前記第１の受付手段と前記第２の受付手段は、前記情報処理装置の
使用者が前記集会内で情報提示の処理を行わない場合に、前記第１の電力情報が示す電力
を０とし、前記第２の電力情報が示す電力を０とすることを特徴とする請求項３に記載の
情報処理装置である。
【００１１】
　請求項５の発明は、前記制限手段は、前記情報処理装置の電話機能を制限すること、前
記情報処理装置の通信機能を制限すること、該情報処理装置のディスプレイの表示機能を
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制限すること、該情報処理装置の電源を切断することのいずれか１つ以上を行うことを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理装置である。
【００１２】
　請求項６の発明は、コンピュータである情報処理装置を、集会に必要な情報をダウンロ
ードすべきである場合は、該ダウンロードをするのに必要な電力を示す第１の電力情報を
受け付ける第１の受付手段と、前記集会内で情報を提示するのに必要な電力を示す第２の
電力情報を受け付ける第２の受付手段と、前記集会に用いる情報処理装置における残電力
を計測する計測手段と、前記計測手段によって計測された残電力から、前記第１の電力情
報が示す電力と前記第２の電力情報が示す電力を減算した結果を受け付ける第３の受付手
段と、前記第３の受付手段によって受け付けられた減算結果に基づいて、前記集会を開始
するまでの第１の期間及び該集会の期間内であって前記情報を提示している期間以外の第
２の期間における機能を制限する制限手段として機能させるための情報処理プログラムで
ある。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の情報処理装置によれば、集会において情報処理装置を用いて情報を提示する
場合において、集会に必要な電力を確保することができる。
【００１４】
　請求項２の情報処理装置によれば、第２の期間における制限を第１の期間における制限
よりも先に決定することができる。
【００１５】
　請求項３の情報処理装置によれば、集会内で情報提示の処理を行う場合に、ダウンロー
ドをするのに必要な電力、集会内で情報を提示するのに必要な電力を確保することができ
る。
【００１６】
　請求項４の情報処理装置によれば、集会内で情報提示の処理を行わない場合に、ダウン
ロードをするのに必要な電力を０とし、集会内で情報を提示するのに必要な電力を０とす
ることができる。
【００１７】
　請求項５の情報処理装置によれば、情報処理装置の電話機能を制限すること、情報処理
装置の通信機能を制限すること、情報処理装置のディスプレイの表示機能を制限すること
、情報処理装置の電源を切断することのいずれか１つ以上を行うことができる。
【００１８】
　請求項６の情報処理プログラムによれば、集会において情報処理装置を用いて情報を提
示する場合において、集会に必要な電力を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を実現する場合のシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態が使用される場面の例を示す説明図である。
【図４】イベントが行われる場合のタイムスケジュールの例を示す説明図である。
【図５】イベント管理情報テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図６】コンテンツ管理テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図７】設備管理テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図８】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図９】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１０】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異な
った値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値も含む）が同じ
であってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する記載は、「Ａで
あるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、Ａ
であるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２１】
　本実施の形態である情報処理装置１００は、集会においてその情報処理装置１００を用
いて情報を提示するものであって、図１の例に示すように、情報処理装置１００は、スケ
ジュール取得モジュール１１０、電力制御モジュール１２０、ダウンロード有無判断モジ
ュール１３０、ダウンロードモジュール１３５、発表者判断モジュール１４０、設備情報
取得モジュール１５０、提示モジュール１５５を有している。
　なお、集会（以下、イベントともいう）とは、複数人が集まり、少なくとも１人以上の
者（発表者）が、情報処理装置１００を用いて発表を行うものをいう。例えば、製品紹介
、学会の論文発表、商談、講義、授業、報告会、会議、インタビュー等がある。その集会
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を行う場所は、一箇所に限らず、テレビ会議等のように分散していてもよい。
　また、本実施の形態における情報処理装置１００は、電源として電池（一次電池、二次
電池（蓄電池）を含む）を用いるものであって、一般には携帯可能である。コンセントか
ら電源供給ができない状況である集会に用いられるので、発表者は、少なくとも発表に使
用できる程度に、自分が用いる情報処理装置１００の電池の電力残量を残しておく必要が
ある。一方、その情報処理装置１００には、様々な機能（例えば、電話、インターネット
上のＷｅｂページの閲覧等）が用意されており、電池を消費しやすい環境にある。
　モジュールが「情報を受け付ける」とは、そのモジュール自身の内部で情報を生成して
、その生成した情報を受け付ける場合、他のモジュール（通信回線を介して接続されてい
る他の情報処理装置にあるモジュールであってもよい）が情報を生成して、その情報を受
け付ける場合の両方が含まれる。
【００２２】
　スケジュール取得モジュール１１０は、情報処理装置１００の使用者の電子的なスケジ
ュール帳から予定を取得する。例えば、予め定められた日時（年、月、日、時、分、秒、
秒以下、又はこれらの組み合わせであってもよい）に、対象となる集会の予定を取得し、
本実施の形態における電力制御機能を起動する。この場合、例えば、午前８時等に起動し
、その日における集会、その集会の開始日時、終了日時を取得する。具体的には、その集
会を本実施の形態において一意に識別可能な識別情報（以下、イベントＩＤ（ＩＤｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ）ともいう）等が記憶されているイベント管理情報テーブル５００を
取得する。図５は、イベント管理情報テーブル５００のデータ構造例を示す説明図である
。イベント管理情報テーブル５００は、イベントＩＤ欄５１０、発表者必要コンテンツＩ
Ｄ欄５２０、参加者必要ＩＤ欄５３０、イベント開始日時欄５４０、イベント終了日時欄
５５０、イベント場所ＩＤ欄５６０、発表者ＩＤ欄５７０、サポート役ＩＤ欄５８０を有
している。イベントＩＤ欄５１０は、イベントＩＤを記憶している。発表者必要コンテン
ツＩＤ欄５２０は、そのイベントにおいて必要なコンテンツ（以下に示すアプリケーショ
ンソフトウェアを含めてもよい）を、本実施の形態において一意に識別可能な識別情報で
あるコンテンツＩＤを記憶している。参加者必要ＩＤ欄５３０は、そのイベントに参加す
る参加者を、本実施の形態において一意に識別可能な識別情報であるユーザＩＤを記憶し
ている。イベント開始日時欄５４０は、そのイベントの開始日時を記憶している。イベン
ト終了日時欄５５０は、そのイベントの終了日時を記憶している。イベント場所ＩＤ欄５
６０は、そのイベントが行われる場所を、本実施の形態において一意に識別可能な識別情
報である場所ＩＤを記憶している。発表者ＩＤ欄５７０は、そのイベントで発表を行う者
を示すユーザＩＤを記憶している。サポート役ＩＤ欄５８０は、そのイベントにおいて発
表者をサポートする役のユーザＩＤを記憶している。なお、イベント管理情報テーブル５
００は、図２を用いて後述するスケジュール管理モジュール２１０に記憶されており、ス
ケジュール取得モジュール１１０はスケジュール管理モジュール２１０からイベント管理
情報テーブル５００を取得する。情報処理装置１００の使用者のユーザＩＤが、参加者必
要ＩＤ欄５３０に含まれているか否かを判断し、含まれていると判断した場合は、そのイ
ベントに参加する予定である。なお、情報処理装置１００の使用者は、情報処理装置１０
０を使用する者であればよく、情報処理装置１００の所持者（共有で所持する場合を含む
）も含まれる。また、情報処理装置１００が使用者のユーザＩＤを取得するのに、使用者
が所持者であれば、所持者のユーザＩＤは、一般的に情報処理装置１００内に記憶されて
いるので、それを取得すればよい。また、所持者以外の使用者の場合は、その使用者のユ
ーザＩＤを情報処理装置１００が受け取ればよい。例えば、情報処理装置１００のキーボ
ード、タッチパネル等に対する使用者の操作によって、ユーザＩＤを受け付けるようにし
てもよいし、その使用者が所持しているＩＣカード等と通信を行って、そのＩＣカード等
内に記憶されているユーザＩＤを取得するようにしてもよい。
【００２３】
　ダウンロード有無判断モジュール１３０は、集会に必要な情報を記憶するサーバーや他
の情報処理装置等（例えば、後述するコンテンツ管理モジュール２２０）からダウンロー
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ドすべきか否かを判断する。「集会に必要な情報」としては、例えば、その集会で発表す
るために必要なアプリケーションソフトウェア（例えば、プレゼンテーションソフトウェ
ア等）、発表する内容である文書等のコンテンツ（なお、単にコンテンツという場合は、
アプリケーションソフトウェアも含む）がある。判断は、その情報（コンテンツ）が情報
処理装置１００に記憶されているか否かによって判断する。記憶されていればダウンロー
ド不要であると判断し、記憶されていなければダウンロードすべきであると判断する。「
集会に必要な情報」は、例えば、スケジュール取得モジュール１１０が取得したイベント
管理情報テーブル５００内の発表者必要コンテンツＩＤ欄５２０から取得すればよい。
　ダウンロードモジュール１３５は、電力制御モジュール１２０の制御によって、ダウン
ロード有無判断モジュール１３０でダウンロードすべきであると判断されたコンテンツを
後述する図２に例示するコンテンツ管理モジュール２２０からダウンロードする。「電力
制御モジュール１２０の制御」とは、電力制御モジュール１２０はダウンロードを開始す
る日時を決定し、その決定した日時にダウンロードモジュール１３５がダウンロードを開
始することをいう。
【００２４】
　電力制御モジュール１２０は、ダウンロード有無判断モジュール１３０によってダウン
ロードすべきであると判断された場合は、そのダウンロードをするのに必要な電力を示す
第１の電力情報を受け付ける。例えば、コンテンツ管理テーブル６００を用いてもよい。
図６は、コンテンツ管理テーブル６００のデータ構造例を示す説明図である。コンテンツ
管理テーブル６００は、コンテンツＩＤ欄６１０、容量欄６２０、ダウンロード時間欄６
３０、提示時間欄６４０を有している。コンテンツＩＤ欄６１０は、コンテンツＩＤを記
憶している。容量欄６２０は、そのコンテンツの記憶容量を記憶している。ダウンロード
時間欄６３０は、そのコンテンツをダウンロードするのに必要な時間を記憶している。提
示時間欄６４０は、そのコンテンツを提示する時間（そのコンテンツを用いたプレゼンテ
ーションに要する時間）を記憶している。なお、コンテンツ管理テーブル６００は、図２
を用いて後述するコンテンツ管理モジュール２２０に記憶されており、電力制御モジュー
ル１２０はコンテンツ管理モジュール２２０からコンテンツ管理テーブル６００を取得す
る。電力制御モジュール１２０は、ダウンロード時間欄６３０に記憶されている値を用い
て、情報処理装置１００での消費電力を算出する。例えば、ダウンロードに要する単位時
間あたりの消費電力を予め計測しておき、その計測値を用いて、ダウンロードに必要な電
力を算出するようにしてもよい。ダウンロード時間欄６３０に記憶されている値は、情報
処理装置１００が接続されている通信回線の伝送速度に応じて調整してもよい。また、容
量欄６２０に記憶されている値と、情報処理装置１００が接続されている通信回線の伝送
速度を用いて、ダウンロードに要する時間を算出してもよい。
【００２５】
　そして、電力制御モジュール１２０は、集会内で情報を提示するのに必要な電力を示す
第２の電力情報を受け付ける。例えば、コンテンツ管理テーブル６００を用いてもよい。
電力制御モジュール１２０は、提示時間欄６４０に記憶されている値を用いて、情報処理
装置１００での消費電力を算出する。なお、提示時間とは、いわゆる発表時間である。電
力制御モジュール１２０は、提示時間欄６４０に記憶されている値を用いて、情報処理装
置１００での消費電力を算出する。例えば、そのコンテンツの提示に要する単位時間あた
りの消費電力を予め計測しておき、その計測値を用いて、ダウンロードに必要な電力を算
出するようにしてもよい。また、集会時間（図４に示すイベント期間４１５）に基づいて
、提示時間を算出するようにしてもよい。例えば、イベント管理情報テーブル５００のイ
ベント開始日時欄５４０とイベント終了日時欄５５０から算出してもよい。また、発表す
る文書に基づいて、提示時間を算出するようにしてもよい。例えば、予め定められた係数
を文書の総ページに乗算してもよいし、予め定められた係数を文書の記憶容量（容量欄６
２０）に乗算してもよいし、予め定められた係数をページ毎の文字数に乗算して、それら
を加算してもよい。
【００２６】
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　電力制御モジュール１２０は、集会に用いる情報処理装置１００における残電力を計測
する。つまり、情報処理装置１００に内蔵されている電池の現在における残量を計測する
。残電力の計測は、従来の技術を用いればよい。
　次に、電力制御モジュール１２０は、計測した残電力から、第１の電力情報が示す電力
と第２の電力が示す電力を減算した結果を受け付ける。つまり、現在使用可能な電力から
、集会における情報の提示に必要な電力（その集会において必要なコンテンツのダウンロ
ード用の電力とコンテンツの提示用の電力）を減算して、それ以外に使用可能な電力を算
出している。
　そして、電力制御モジュール１２０は、その減算結果に基づいて、集会を開始するまで
の第１の期間及びその集会の期間内であって情報（コンテンツ）を提示している期間以外
の第２の期間における機能を制限する。
　また、電力制御モジュール１２０は、第２の期間における、機能の制限内容を決定した
後に、第１の期間における、機能の制限内容を決定するようにしてもよい。つまり、イベ
ントが開始された後の電力を優先的に確保し、現在からイベント開始までの期間の電力を
確保するようにしてもよい。イベントが開始された後の機能制限によっては、現在からイ
ベント開始までの期間における機能制限をより厳しくする必要があるためである。
　また、電力制御モジュール１２０は、情報処理装置１００の電話機能を制限すること、
情報処理装置１００の通信機能を制限すること、情報処理装置１００のディスプレイの表
示機能を制限すること、情報処理装置１００の電源を切断することのいずれか１つ以上を
行うようにしてもよい。例えば、発表者の情報処理装置１００にあっては、第２の期間で
は、情報処理装置１００の電話機能を制限すること及び情報処理装置１００の通信機能を
制限することを行う。イベント中（特に、発表中）は、他の通信を受け付けることができ
ないようにすべきであるからである。補助者の情報処理装置１００にあっては、第２の期
間では、情報処理装置１００の電話機能を制限すること及び情報処理装置１００の通信機
能を制限することは行わないようにする。その代わりに、第１の期間では、情報処理装置
１００のディスプレイの表示機能を制限することを行う。このように第２の期間に比べて
第１の期間の電力制限を厳しくする。例えば、第１の期間では、情報処理装置１００の電
源を切断する。
　また、電力制御モジュール１２０は、ダウンロードを開始する日時を決定する。その日
時にしたがって、ダウンロードモジュール１３５がダウンロードを開始する。
【００２７】
　発表者判断モジュール１４０は、情報処理装置１００の使用者は、集会内で情報提示の
処理を行うか否かの判断を行う。例えば、情報処理装置１００の使用者は、その集会にお
いて情報処理装置１００を用いてコンテンツの提示を行う者（例えば、発表者）であるか
否かを判断する。具体的には、イベント管理情報テーブル５００内の発表者ＩＤ欄５７０
に記憶されているユーザＩＤに、情報処理装置１００の使用者のユーザＩＤが該当するか
否かを判断する。発表者判断モジュール１４０によって集会内で情報提示の処理を行うと
判断された場合に、電力制御モジュール１２０は、第１の電力情報、第２の電力情報の受
付処理を行う。第１の電力情報、第２の電力情報の算出処理を行うようにしてもよい。ま
た、電力制御モジュール１２０は、発表者判断モジュール１４０によって集会内で情報提
示の処理を行わないと判断された場合に、第１の電力情報が示す電力を０とし、第２の電
力が示す電力を０とする。つまり、発表者である場合は、ダウンロード処理、情報の提示
処理が必要であるが、他の参加者はその処理は不要であるからである。
【００２８】
　また、発表者判断モジュール１４０は、情報処理装置１００の使用者は、集会内で情報
提示の処理を行う者の補助者であるか否かを判断するようにしてもよい。例えば、情報処
理装置１００の使用者は、その集会において発表者のサポート役であるか否かを判断する
。具体的には、イベント管理情報テーブル５００内のサポート役ＩＤ欄５８０に記憶され
ているユーザＩＤに、情報処理装置１００の使用者のユーザＩＤが該当するか否かを判断
する。発表者判断モジュール１４０によって集会内で情報提示の処理者の補助者であると
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判断された場合に、電力制御モジュール１２０は、補助者と一般の参加者とを区別して電
力制御を行うようにしてもよい。このように、情報処理装置１００の使用者に応じて、電
力制御を行うようにしてもよい。例えば、補助者である場合、集会の間は、外部からの連
絡を受けることができるように、電話機能、通信機能を使えるようにする。そのための電
力制限、例えば、集会開始前における機能の制限を厳しく（例えば、電源断）するように
してもよい。
　なお、電力制御と機能制限の関係について説明する。電力制御は、機能制限を行うこと
で実施する。なお、機能制限には、前述の電話機能等を使用できないようにする等の他に
、情報処理装置１００のディスプレイの輝度低減、スリーブ状態への移行時間の短縮、Ｃ
ＰＵ等のクロック周波数を低減させること等を含めてもよい。
【００２９】
　設備情報取得モジュール１５０は、イベントの場所（会場等）にある設備に関する情報
を取得する。例えば、設備管理テーブル７００を取得する。図７は、設備管理テーブル７
００のデータ構造例を示す説明図である。設備管理テーブル７００は、イベント場所ＩＤ
欄７１０、設備１名称欄７２０、単位消費電力欄７３０、設備２名称欄７４０、単位消費
電力欄７５０等を有している。イベント場所ＩＤ欄７１０は、イベント場所ＩＤを記憶し
ている。イベント管理情報テーブル５００のイベント場所ＩＤ欄５６０に対応しており、
イベント場所ＩＤ欄５６０からイベント場所ＩＤを抽出し、対応するイベント場所ＩＤ欄
７１０を検索することによって、そのイベント場所にある設備に関する情報を取得する。
設備１名称欄７２０は、そのイベント場所にある設備１の名称を記憶している。単位消費
電力欄７３０は、その設備１を情報処理装置１００が使用した場合の時間単位あたりの消
費電力を記憶している。設備２名称欄７４０は、そのイベント場所にある設備２の名称を
記憶している。単位消費電力欄７５０は、その設備２を情報処理装置１００が使用した場
合の時間単位あたりの消費電力を記憶している。その他の設備がある場合は、設備１名称
欄７２０と単位消費電力欄７３０の組と同等のものが続く。なお、単位消費電力欄７３０
等は、情報処理装置１００の機種毎に値を記憶していてもよい。なお、設備管理テーブル
７００は、図２を用いて後述する設備情報管理モジュール２３０に記憶されており、設備
情報取得モジュール１５０はコンテンツ管理モジュール２２０から設備管理テーブル７０
０を取得する。
　そして、電力制御モジュール１２０は、設備情報取得モジュール１５０が取得した設備
管理テーブル７００を用いて、集会内で情報を提示するのに必要な電力を算出するように
してもよい。例えば、設備１がプロジェクターであり、プロジェクターを用いることが判
明した場合は、単位消費電力欄７３０の値と前述の提示時間を用いて、情報を提示するの
に必要な電力を算出してもよい。どのような設備を用いるかについては、例えば、取得し
た設備管理テーブル７００からイベントで使用できる設備を、選択できるように提示する
。情報処理装置１００の使用者の選択操作によって、設備を決定してもよい。また、イベ
ント管理情報テーブル５００に使用する設備の欄を追加し、そのイベントに用いる設備を
予め決定しておいてもよい。
　提示モジュール１５５は、集会に必要な機能を提供する。例えば、集会が製品紹介であ
る場合は、製品紹介用の文書（テキスト、画像、図形、表等を含む）、動画（音声を含む
）等のコンテンツを、アプリケーションソフトウェアを用いて提示する。
【００３０】
　図２は、本実施の形態を実現する場合のシステム構成例を示す説明図である。
　情報処理装置１００ａ、情報処理装置１００ｂ、情報処理装置１００ｃ、情報処理装置
１００ｄ、情報処理装置１００ｅ等、スケジュール管理モジュール２１０、コンテンツ管
理モジュール２２０、設備情報管理モジュール２３０は、それぞれ通信回線２９９を介し
て接続されている。通信回線２９９は、無線、有線を問わない。情報処理装置１００の数
は１つ以上であればよく、スケジュール管理モジュール２１０、コンテンツ管理モジュー
ル２２０、設備情報管理モジュール２３０は、複数あってもよい。スケジュール管理モジ
ュール２１０はイベント管理情報テーブル５００、コンテンツ管理モジュール２２０はコ
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ンテンツ管理テーブル６００、設備情報管理モジュール２３０は設備管理テーブル７００
をそれぞれ記憶している。
【００３１】
　図３は、本実施の形態が使用される場面の例を示す説明図である。図３（ａ）の例に示
すように、情報処理装置１００は、ディスプレイ、スピーカー、マイク、電話機能、通信
機能等を備えており、タッチパネル等によって操作者の操作が行われる。例えば、スマー
トフォン等を含む携帯型端末装置である。イベント場所には、図３（ｂ）の例に示すよう
に、出席者３２１、出席者３２２等がおり、プロジェクター３５０、ホワイトボード３６
０が設置されている。発表者３１１は、所持している情報処理装置１００ａをプロジェク
ター３５０に接続して発表を行う。また、発表者３１１の補助者である同席者３１２は、
情報処理装置１００ｂを所持しており、外部からの連絡等を受け取る。その他に発表者３
１１側の補助者がいてもよい。
【００３２】
　図４は、イベントが行われる場合のタイムスケジュールの例を示す説明図である。
　現在４００から右方向に時間が進むことを示している。例えば、現在４００でスケジュ
ール取得モジュール１１０又は電力制御モジュール１２０が起動する。イベント開始時４
１０からイベント終了時４２０までがイベント期間４１５である。イベント開始時４１０
からプレゼン開始時４３０までがプレゼン開始前期間４２５である。プレゼン開始時４３
０からプレゼン終了時４４０までがプレゼン期間４３５である。プレゼン終了時４４０か
らイベント終了時４２０までがプレゼン終了後期間４４５である。ダウンロード期間４０
５は、イベント開始時４１０以前（又はプレゼン開始時４３０以前）であればよい。また
、イベント期間４１５内に複数回のプレゼン期間４３５があってもよい。
　電力制御モジュール１２０は、コンテンツのダウンロードが必要である場合はダウンロ
ード期間４０５に必要な電力Ｘを算出し、プレゼン期間４３５に必要な電力ＹＡを算出す
る。そして、現在４００における残電力から電力Ｘと電力ＹＡを減算した結果の電力が、
他のプレゼン開始前期間４２５、プレゼン終了後期間４４５、イベント前期間４０２（ダ
ウンロード期間４０５を除く）で使用できる電力である。少なくとも、電力Ｘと電力ＹＡ
を確保するために、プレゼン開始前期間４２５、プレゼン終了後期間４４５で用いる電力
ＹＢ、イベント前期間４０２で用いる電力を制限する。なお、発表者でなければ（補助者
であれば）、電力ＹＢはイベント期間４１５で用いる電力である。
【００３３】
　図８は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ８０２では、スケジュール取得モジュール１１０が、イベント情報を取得す
る。
　ステップＳ８０４では、電力制御モジュール１２０が、バッテリー残量を計測する。
　ステップＳ８１０では、ダウンロード有無判断モジュール１３０が、ダウンロードに必
要なコンテンツがあるか否かを判断し、ある場合はステップＳ８１２へ進み、それ以外の
場合はステップＳ８１６へ進む。
　ステップＳ８１２では、電力制御モジュール１２０が、電力Ｘ（ダウンロード期間４０
５で用いる電力）を予約する。
【００３４】
　ステップＳ８１４では、電力制御モジュール１２０が、コンテンツダウンロード開始時
を設定する。
　ステップＳ８１６では、電力制御モジュール１２０が、電力ＹＡ（プレゼン期間４３５
で用いる電力）を予約する。
　ステップＳ８１８では、電力制御モジュール１２０が、残量から電力Ｘと電力ＹＡを減
算することによって使用可能電力Ａを算出する。
　ステップＳ８２０では、電力制御モジュール１２０が、イベント中における機能制限は
可能であるか否かを判断し、イベント中機能制限可能である場合はステップＳ８２２へ進
み、それ以外の場合はステップＳ８２４へ進む。例えば、操作者の操作に基づいて、イベ
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ント中（イベント期間４１５）における情報処理装置１００の機能制限は可能であるか否
かを決定してもよい。また、使用可能電力Ａが予め定められた値Ｅ未満である場合は、強
制的にステップＳ８２２へ進むようにしてもよい。
　ステップＳ８２２では、電力制御モジュール１２０が、イベント期間４１５における制
限機能設定を行う。例えば、操作者の操作に基づいて、制限する機能を選択してもよい。
また、予め定められた順序で、制限する機能を決定してもよい。例えば、情報処理装置１
００の電話機能を制限すること、情報処理装置１００の通信機能を制限すること、情報処
理装置１００のディスプレイの表示機能を制限すること、情報処理装置１００の電源を切
断すること、の順序で検証する。検証とは、その機能が制限されたことによって、予め定
められた値Ｅ以上の電力が確保できた場合は、その順序の機能までを制限するようにして
もよい。
【００３５】
　ステップＳ８２４では、電力制御モジュール１２０が、電力ＹＢ（プレゼン開始前期間
４２５、プレゼン終了後期間４４５で用いる電力）を予約する。ステップＳ８２２の処理
を行った場合（ステップＳ８２０でＹ）は、機能を制限したときの電力ＹＢである。ステ
ップＳ８２０でＮの場合は、機能制限不要のときの電力ＹＢである。
　ステップＳ８２６では、電力制御モジュール１２０が、使用可能電力Ａから電力ＹＢを
減算することによって使用可能電力Ｂ（イベント前期間４０２（ダウンロード期間４０５
を除く）で用いることができる電力）を算出する。
　ステップＳ８２８では、電力制御モジュール１２０が、イベント開始までの待機時間を
算出する。つまり、現在４００からイベント開始時４１０までの期間（イベント前期間４
０２（ダウンロード期間４０５を除く））を算出する。
　ステップＳ８３０では、電力制御モジュール１２０が、待機時間動作選択を行う。ステ
ップＳ８２８で算出した待機時間に予め定められた係数（単位時間あたりの消費電力）を
乗算して、待機時間における電力を算出する。ここでの「単位時間あたりの消費電力」は
、予め計測された全体の統計値（例えば、平均値、最頻値、中央値等）であってもよいし
、イベント前の期間において予め計測された統計値を用いてもよい。その算出結果が、予
め定められた値Ｆ以上である場合はステップＳ８３２へ進み、予め定められた値Ｇ未満で
ある場合はステップＳ８３６へ進み、それ以外の場合（予め定められた値Ｆ未満かつ予め
定められた値Ｇ以上）である場合はステップＳ８３４へ進む。なお、値Ｅ＞値Ｆ＞値Ｇの
関係である。
　ステップＳ８３２では、電力制御モジュール１２０が、機能制限なしとする。
　ステップＳ８３４では、電力制御モジュール１２０が、機能制限ありとする。例えば、
情報処理装置１００の電話機能を制限すること、情報処理装置１００の通信機能を制限す
ること、情報処理装置１００のディスプレイの表示機能を制限することの順序で機能を制
限する。
　ステップＳ８３６では、電力制御モジュール１２０が、電源オフとする。
【００３６】
　図９は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。図８の例に示したフ
ローチャートにステップＳ９０６、ステップＳ９０８の処理を付加したものである。その
他のステップの処理は、図８と同等である。
　ステップＳ９０６では、発表者判断モジュール１４０が、情報処理装置１００の使用者
は発表を行うか否かを判断し、行う場合はステップＳ９１０へ進み、それ以外の場合はス
テップＳ９０８へ進む。
　ステップＳ９０８では、発表者判断モジュール１４０が、情報処理装置１００の使用者
はサポート役（補助者）であるか否かを判断し、サポート役である場合はステップＳ９２
４へ進み、それ以外の場合はステップＳ９１８へ進む。
　したがって、発表者でない場合は、電力Ｘ、電力ＹＡの予約は不要である。サポート役
である場合は、イベント期間４１５では機能制限なしとなる。なお、情報処理装置１００
の電話機能を制限せず、情報処理装置１００の通信機能を制限しないようにすればよい。
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例えば、情報処理装置１００のディスプレイの表示機能を制限することだけを行うように
してもよい。
【００３７】
　なお、情報処理装置１００、スケジュール管理モジュール２１０、コンテンツ管理モジ
ュール２２０、設備情報管理モジュール２３０としてのプログラムが実行されるコンピュ
ータのハードウェア構成は、図１０に例示するように、一般的なコンピュータであり、具
体的にはパーソナルコンピュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つまり、
具体例として、処理部（演算部）としてＣＰＵ１００１を用い、記憶装置としてＲＡＭ１
００２、ＲＯＭ１００３、ＨＤ１００４を用いている。ＨＤ１００４として、例えばハー
ドディスクを用いてもよい。スケジュール取得モジュール１１０、電力制御モジュール１
２０、ダウンロード有無判断モジュール１３０、ダウンロードモジュール１３５、発表者
判断モジュール１４０、設備情報取得モジュール１５０、提示モジュール１５５等のプロ
グラムを実行するＣＰＵ１００１と、そのプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１００２
と、本コンピュータを起動するためのプログラム等が格納されているＲＯＭ１００３と、
補助記憶装置（フラッシュメモリ等であってもよい）であるＨＤ１００４と、キーボード
、マウス、タッチパネル等に対する利用者の操作に基づいてデータを受け付ける受付装置
１００６と、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ等の出力装置１００５と、ネットワークインタフ
ェースカード等の通信ネットワークと接続するための通信回線インタフェース１００７、
そして、それらをつないでデータのやりとりをするためのバス１００８により構成されて
いる。これらのコンピュータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい
。
【００３８】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１０に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１０に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えばＡＳＩＣ
等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内にあり通信回線で接続して
いるような形態でもよく、さらに図１０に示すシステムが複数互いに通信回線によって接
続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、携帯情報端末としての
携帯電話（スマートフォン等を含む）、パーソナルコンピュータの他、情報家電、複写機
、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス
等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理装置）などに組み込まれていてもよい
。
【００３９】
　また、前述の実施の形態の説明において、予め定められた値との比較において、「以上
」、「以下」、「より大きい」、「より小さい（未満）」としたものは、その組み合わせ
に矛盾が生じない限り、それぞれ「より大きい」、「より小さい（未満）」、「以上」、
「以下」としてもよい。
【００４０】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
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ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い
て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００４１】
　１００…情報処理装置
　１１０…スケジュール取得モジュール
　１２０…電力制御モジュール
　１３０…ダウンロード有無判断モジュール
　１３５…ダウンロードモジュール
　１４０…発表者判断モジュール
　１５０…設備情報取得モジュール
　１５５…提示モジュール
　２１０…スケジュール管理モジュール
　２２０…コンテンツ管理モジュール
　２３０…設備情報管理モジュール
　２９９…通信回線
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