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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アク
セス装置において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
作部と、
　この情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを判断するとともに、前記媒
体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指示操作
を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させて前記媒体アクセス部に
前記記録媒体を排出させ、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が非装填である場合には、
該非起動状態から該起動状態への移行を禁止する起動制御部とを備え、
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態へ
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と移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確
認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部
が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけ
として設定する装填確認部を備えたことを特徴とする情報アクセス装置。
【請求項２】
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源部を備え、
　前記媒体アクセス部が、前記電源部から起動時電力を供給されることで動作するもので
あり、
　前記起動制御部が、前記電源部から非起動時電力以上の電力を供給されることで動作す
る、該電源部によって供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力へと切り替
えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行させるもの
であることを特徴とする請求項１記載の情報アクセス装置。
【請求項３】
　前記起動制御部において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動状
態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装置
外から確認可能に表示する表示部を備えたことを特徴とする請求項１記載の情報アクセス
装置。
【請求項４】
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理
装置において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報処理装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
作部と、
　この情報処理装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、前記
媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを判断するとともに、前記媒体ア
クセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指示操作を受
けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させて前記媒体アクセス部に前記
記録媒体を排出させ、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非
起動状態から該起動状態への移行を禁止する起動制御部と、
　前記媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理部とを備え、
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報処理装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行させ
る非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報処理装置が前記起動状態から前記非起動状態へと移
行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確認し
、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部が前
記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけとし
て設定する装填確認部を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　コンピュータ内で実行され、該コンピュータ上に、情報が記録される記録媒体に対して
情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて該起動状
態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アクセス装置を構築する情報アクセスプロ
グラムにおいて、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
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作部と、
　この情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを判断するとともに、前記媒
体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指示操作
を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させて前記媒体アクセス部に
前記記録媒体を排出させ、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が非装填である場合には、
該非起動状態から該起動状態への移行を禁止する起動制御部とを構築し、
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態へ
と移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確
認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部
が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけ
として設定する装填確認部とを構築することを特徴とする情報アクセスプログラム。
【請求項６】
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アク
セス装置における情報アクセス方法において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部による該
記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　前記情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを判断するとともに、前記媒
体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作過程で前記指示操
作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させて前記媒体アクセス部
に前記記録媒体を排出させ、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が非装填である場合には
、該非起動状態から該起動状態への移行を禁止する起動制御過程とを有し、
　前記起動制御過程が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に
設定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御過程と、
　前記非起動制御過程によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態
へと移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを
確認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御過程に対し、前記指示操
作過程が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するき
っかけとして設定する装填確認過程とを有することを特徴とする情報アクセス方法。
【請求項７】
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理
装置における情報処理方法において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報処理装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部による該記録
媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　前記情報処理装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、前記
媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを判断するとともに、前記媒体ア
クセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作過程で前記指示操作を
受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させて前記媒体アクセス部に前
記記録媒体を排出させ、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該
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非起動状態から該起動状態への移行を禁止する起動制御過程と、
　前記媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理過程とを有し、
　前記起動制御過程が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に
設定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報処理装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行させ
る非起動制御過程と、
　前記非起動制御過程によってこの情報処理装置が前記起動状態から前記非起動状態へと
移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確認
し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御過程に対し、前記指示操作過
程が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっか
けとして設定する装填確認過程とを有することを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う情報アクセス装置、
情報処理装置、情報アクセスプログラム、情報アクセス方法、および情報処理方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータなどといった情報アクセス装置に、情報を記録しておく
ための補助的な記録媒体として、大容量でアクセス速度が高速なＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤな
どが広く用いられてきている。これらの記録媒体では、高速回転中に記録媒体が取り出さ
れてデータが破壊されてしまう事故を防止するため、装置に備えられたエジェクトボタン
が押されると、記録媒体の回転が完全に止まってから記録媒体が排出される。
【０００３】
　ところで、パーソナルコンピュータなどに対しては、情報アクセスの高速化などに加え
て、省電力化が強く要望されてきている。この要望を満たす方法として、情報アクセスを
行うための通常の起動モードと、起動モードにおける消費電力よりも電力消費力が低く、
ユーザからのマウス操作などを受けて起動モードへ移行する待機モードとを備え、ユーザ
からの移行指示を受けた場合や、所定時間以上の間、マウス操作や記録媒体の着脱などが
行われない場合には、起動モードから待機モードに移行することが行われている。特許文
献１には、記録媒体が情報アクセス装置に装填されることによって、待機モードから起動
モードへと復帰する技術について記載されており、特許文献２には、記録媒体が情報アク
セス装置内に装填されたままで起動モードから待機モードへ移行する技術について記載さ
れている。特許文献１に記載された技術によると、記録媒体の着脱をトリガに起動モード
と待機モードとを効率よく移行させることができ、特許文献２に記載された技術によると
、起動モードから待機モードへ移行させるために、わざわざ記録媒体を取り出す手間を省
くことができ、待機モードから起動モードへの復帰処理も高速化することができる。
【０００４】
　また、記録媒体を排出するためには、上述したエジェクトボタンを押すだけではなく、
表示画面上で記録媒体の排出を指示するなどというように、複数のトリガが用意されてい
ることが一般的である。特許文献３には、複数のスイッチそれぞれの状態変化に応じて記
録媒体の排出／装填を行い、さらに、それらスイッチの状態に応じて、電力供給の停止／
継続を自動的に行う技術について記載されている。特許文献３に記載された技術によると
、様々な方法で記録媒体の排出／装填が行われた場合であっても、電力消費を確実に抑え
ることができる。
【特許文献１】特開２００６－９２６２７号公報
【特許文献２】特開２００４－２０６５３０号公報
【特許文献３】特開２００５－２２２６８９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の情報アクセス装置は、電源を切断した後で、取り忘れた記録媒体を取り
だすためにエジェクトボタンを押しても、電源が切れたまま記録媒体が排出されないタイ
プや、その逆に、誤ってエジェクトボタンを押してしまった場合でも、情報アクセス装置
の電源が立ち上がってしまうタイプが多く、電源を入れてからエジェクトボタンを押下可
能な状態に立ち上がるまで待たされてしまったり、無駄に電力を消費してしまうという問
題がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、消費電力を抑えるとともに、記録媒体を素早く取り出すこ
とができる情報アクセス装置、情報処理装置、情報アクセスプログラム、情報アクセス方
法、および情報処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の情報アクセス装置は、情報が記録される記録媒体に対して
情報アクセスを行う、情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて起動状態へ
の移行が可能な非起動状態とを有する情報アクセス装置において、
　記録媒体が装填される、記録媒体に対する情報アクセスおよび記録媒体の情報アクセス
装置外への送り出しが、起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　媒体アクセス部による記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作部と、
　この情報アクセス装置における非起動状態から起動状態への移行を制御する、媒体アク
セス部に記録媒体が装填されている場合には、指示操作部が指示操作を受けたことに応じ
て非起動状態から起動状態へと移行させ、媒体アクセス部に記録媒体が非装填である場合
には、非起動状態から起動状態への移行を禁止する起動制御部とを備えたことを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明の情報アクセス装置によると、媒体アクセス部に記録媒体が装填されている場合
には、指示操作を受けて情報アクセス装置が非起動状態から起動状態へと移行されるため
、記録媒体を操作に応じて素早く取り出すことができる。また、記録媒体が非装填である
場合には、指示操作を受けても、起動状態への移行が禁止されるため、媒体アクセス部が
無駄に駆動されてしまう不具合が回避され、消費電力を抑えることができる。
【０００９】
　また、本発明の情報アクセス装置において、
「上記起動制御部が、非起動状態から起動状態へと移行するきっかけが任意に設定可能な
ものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を起動状態から非起動状態へと移行させる非
起動制御部と、
　非起動制御部によってこの情報アクセス装置が起動状態から非起動状態へと移行させら
れる際に、媒体アクセス部に記録媒体が装填されているか否かを確認し、記録媒体が装填
されている場合には、起動制御部に対し、指示操作部が指示操作を受けることを、非起動
状態から起動状態へと移行するきっかけとして設定する装填確認部を備えた」
という形態は好ましい。
【００１０】
　起動状態から非起動状態へと移行される際に記録媒体が装填されているか否かが確認さ
れることによって、記録媒体の装填を確認するために電源を立ち上げて、無駄に電力を消
費してしまう不具合を回避することができる。
【００１１】
　また、本発明の情報アクセス装置において、
「この情報アクセス装置に、起動状態に必要な起動時電力と、非起動状態に必要な、起動
時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源部を備え、
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　上記媒体アクセス部が、電源部から起動時電力を供給されることで動作するものであり
、
　上記起動制御部が、電源部から非起動時電力以上の電力を供給されることで動作する、
電源部によって供給される電力を非起動時電力から起動時電力へと切り替えることでこの
情報アクセス装置を非起動状態から起動状態へと移行させるものである」
という形態は好ましい。
【００１２】
　電源部から媒体アクセス部に供給される電力を切り替えることによって、起動状態と非
起動状態とを容易に切り替えることができる。
【００１３】
　また、本発明の情報アクセス装置において、上記起動制御部において、情報アクセス部
における非起動状態から起動状態への移行が禁止された場合に、記録媒体が非装填である
旨をこの情報アクセス装置外から確認可能に表示する表示部を備えたことが好適である。
【００１４】
　本発明の好適な情報アクセス装置によると、記録媒体が非装填であることをユーザが確
認することができ、記録媒体が装填されているのに起動しないと、勘違いすることを避け
ることができる。
【００１５】
　また、上記目的を達成する本発明の情報処理装置は、情報が記録される記録媒体に対し
て情報アクセスを行う、情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて起動状態
への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理装置において、
　記録媒体が装填される、記録媒体に対する前記情報アクセスおよび記録媒体の情報処理
装置外への送り出しが、起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　媒体アクセス部による記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作部と、
　この情報アクセス装置における非起動状態から起動状態への移行を制御する、媒体アク
セス部に記録媒体が装填されている場合には、指示操作部が指示操作を受けたことに応じ
て非起動状態から起動状態へと移行させ、媒体アクセス部に記録媒体が非装填である場合
には、非起動状態から起動状態への移行を禁止する起動制御部と、
　媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理部とを備えたことを特
徴とする。
【００１６】
　本発明の情報処理装置によると、消費電力を抑えるとともに、記録媒体を素早く取り出
すことができる。
【００１７】
　また、上記目的を達成する本発明の情報アクセスプログラムは、コンピュータ内で実行
され、コンピュータ上に、情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、情報
アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状
態とを有する情報アクセス装置を構築する情報アクセスプログラムにおいて、
　記録媒体が装填される、記録媒体に対する情報アクセスおよび記録媒体の情報アクセス
装置外への送り出しが、起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　媒体アクセス部による記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作部と、
　この情報アクセス装置における非起動状態から起動状態への移行を制御する、媒体アク
セス部に記録媒体が装填されている場合には、指示操作部が指示操作を受けたことに応じ
て非起動状態から起動状態へと移行させ、媒体アクセス部に記録媒体が非装填である場合
には、非起動状態から起動状態への移行を禁止する起動制御部とを構築することを特徴と
する。
【００１８】
　本発明の情報アクセスプログラムによると、消費電力を抑えるとともに、記録媒体を素
早く取り出すことができる情報アクセス装置をコンピュータ上に構築することができる。
【００１９】
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　また、上記目的を達成する本発明の情報アクセス方法は、情報が記録される記録媒体に
対して情報アクセスを行う、情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて該起
動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アクセス装置における情報アクセス方
法において、
　記録媒体が装填される、記録媒体に対する情報アクセスおよび記録媒体の情報アクセス
装置外への送り出しが、起動状態で可能な媒体アクセス部による記録媒体の送り出しを指
示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　情報アクセス装置における非起動状態から起動状態への移行を制御する、媒体アクセス
部に記録媒体が装填されている場合には、指示操作過程で指示操作を受けたことに応じて
非起動状態から起動状態へと移行させ、媒体アクセス部に記録媒体が非装填である場合に
は、非起動状態から起動状態への移行を禁止する起動制御過程とを有することを特徴とす
る。
【００２０】
　また、上記目的を達成する本発明の情報処理方法は、情報が記録される記録媒体に対し
て情報アクセスを行う、情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて起動状態
への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理装置における情報処理方法において、
　記録媒体が装填される、記録媒体に対する情報アクセスおよび記録媒体の情報アクセス
装置外への送り出しが、起動状態で可能な媒体アクセス部による記録媒体の送り出しを指
示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　情報アクセス装置における非起動状態から起動状態への移行を制御する、媒体アクセス
部に記録媒体が装填されている場合には、指示操作過程で指示操作を受けたことに応じて
非起動状態から起動状態へと移行させ、媒体アクセス部に記録媒体が非装填である場合に
は、非起動状態から起動状態への移行を禁止する起動制御過程と、
　媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理過程とを有することを
特徴とする。
【００２１】
　本発明の情報アクセス方法および情報処理方法によると、消費電力を抑えるとともに、
記録媒体を装置外に素早く取り出すことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、消費電力を抑えるとともに、記録媒体を素早く取り出すことができる
情報アクセス装置、情報処理装置、情報アクセスプログラム、情報アクセス方法、および
情報処理方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の情報アクセス装置の一実施形態が適用されたパーソナルコンピュータ
の外観斜視図である。
【００２５】
　本実施形態のパーソナルコンピュータ１０は、情報アクセスを行う起動モードと、所定
時間以上の間、マウスやキーボードによる操作が入力されない場合に、表示画面を消灯し
て起動モード時よりも省電力に駆動するスリープモードと、ユーザからのモード移行指示
を受けて、パーソナルコンピュータ１０における各種処理を一旦休止してスリープモード
よりもさらに省電力に駆動する休止モードと、電源が切断された電源オフモードが用意さ
れており、それらのモードが切り替えられることによって、消費電力が抑えられている。
休止モードおよび電源オフモードにおいても、パーソナルコンピュータ１０には部分的に
常時電力が供給されているため、電源ボタンの押下などを受け付けることができ、休止モ
ードにおいて電源ボタンが押されると、表示画面などが休止モードに移行する前の状態に
復旧されるが、電源オフモードで電源ボタンが押されると、ＯＳが起動しなおされる。
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【００２６】
　パーソナルコンピュータ１０は、外観構成上、本体装置１１、その本体装置１１からの
指示に応じて表示画面１２ａに各種情報を表示する表示装置１２、本体装置１１に、キー
操作に応じた各種の情報を入力するキーボード１３、および、表示画面上の任意の位置を
指定することにより、その位置に表示されたアイコン等に応じた指示を入力するマウス１
４、フレキシブルディスク（以下では、ＦＤと省略する）を装填するためのＦＤ装填口１
１ａ、ＦＤ装填口１１ａに装填されたＦＤを取り出すためのＦＤスイッチ２８ａ、ディス
ク媒体（ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなど）を装填するためのディスク装填口１１ｂ、ディスク
媒体を取り出すためのエジェクトスイッチ２８ｂ、このパーソナルコンピュータ１０の電
源を入切するための電源スイッチ２８ｃ、ディスク媒体が装填されていない旨を通知する
ためのＬＥＤ１０ａなどが設けられている。ＬＥＤ１０ａは、本発明にいう表示部の一例
にあたり、エジェクトスイッチ２８ｂは、本発明にいう指示操作部の一例に相当する。
【００２７】
　尚、本実施形態では、ディスク装填口１１ｂにディスク媒体が直接挿し込まれて装填さ
れ、エジェクトスイッチ２８ｂを押すと、ディスク装填口１１ｂからディスク媒体が排出
されるスロットインタイプのディスクデバイスが搭載されている。また、ディスク媒体の
種類と、アプリケーションとが予め対応付けられており、ディスク装填口１１ｂにディス
ク媒体が装填されると、そのディスク媒体の種類に応じたアプリケーションが実行される
。本実施形態では、ＣＤ－ＲＯＭが装填されると、ＣＤ－ＲＯＭに記録されている音楽を
再生するための音楽再生アプリケーションが実行され、ＤＶＤが装填されると、ＤＶＤに
記録されている動画を視聴するための動画視聴アプリケーションが実行される。
【００２８】
　図２は、パーソナルコンピュータ１０のハードウエア構成図である。
【００２９】
　本体装置１１の内部には、図１にも示す表示装置１２、キーボード１３、およびマウス
１４に加えて、パーソナルコンピュータ１０全体を制御するＣＰＵ２１、ハードディスク
装置２３に格納されたプログラムが読み出されＣＰＵ２１での実行のために展開される主
メモリ２２、各種プログラムやデータ等が保存されたハードディスク装置２３、ＦＤ３０
が装填され、その装填されたＦＤ３０をアクセスするＦＤドライブ２４、ディスク媒体４
０をアクセスするディスクドライブ２５、各種装置と接続されて各種データを送受信する
入出力インタフェース２６、このパーソナルコンピュータ１０内の各種要素に電力を供給
する電源ユニット２７、図１に示すＦＤスイッチ２８ａ、エジェクトスイッチ２８ｂ、電
源スイッチ２８ｃなどを含む各種スイッチ２８、図２の左側に示す各種要素（ＣＰＵ２１
、主メモリ２２、ハードディスク装置２３、表示装置１２、入出力インタフェース２６）
それぞれの間のデータの受け渡しを制御するノースブリッジ２９ｂ、図２の右側に示す各
種要素（ＬＥＤ１０ａ、キーボード１３、マウス１４、ＦＤドライブ２４、ディスクドラ
イブ２５、電源ユニット２７、各種スイッチ２８）との間のデータの受け渡しを制御する
サウスブリッジ２９ａが内蔵されており、それらはバス１５を介して相互に接続されてい
る。また、ノースブリッジ２９ｂとサウスブリッジ２９ａとの間でもデータの受け渡しが
行われており、ＣＰＵ２１からの指示は、ノースブリッジ２９ｂおよびサウスブリッジ２
９ａを介して、図２の各種要素に伝達される。電源ユニット２６は、本発明にいう電源部
の一例にあたり、ディスクドライブ２５は、本発明にいう媒体アクセス部の一例にあたり
、ディスク媒体４０は、本発明にいう記録媒体の一例に相当する。
【００３０】
　図３は、パーソナルコンピュータ１０内のハードウェアとソフトウェアの階層関係の一
例を示す図である。
【００３１】
　図３には、ディスク媒体の種類に応じたアプリケーションを自動で起動するための自動
アプリ起動ユーティリティ６２が含まれた階層関係が示されている。
【００３２】
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　パーソナルコンピュータ１０の内部では、図２に示す各種ハードウェア７０の上に、各
種ソフトウェア６０（ファームウェアも含む）が存在する。ハードウェア７０の上には、
ハードウェア７０の初期化や制御を行うためのプログラム群からなるＢＩＯＳ６５が存在
し、そのＢＩＯＳ６５の上に、パーソナルコンピュータ１０を起動するためのオペレーシ
ョンシステム（ＯＳ）６４、アプリケーション６１がハードウェア７０を利用するための
制御インタフェースを提供するドライバプログラム６３、アプリケーション６１を自動的
に起動するための自動アプリ起動ユーティリティ６２、および上述した音楽再生アプリケ
ーションや動画視聴アプリケーションといったアプリケーションプログラム６１が存在す
る。
【００３３】
　パーソナルコンピュータ１０は、基本的には以上のように構成されている。
【００３４】
　続いて、モードの切り替えについて説明する。
【００３５】
　図４は、パーソナルコンピュータ１０のうちの主要要素を示す図である。
【００３６】
　図４には、図２に示す電源ユニット２７、ディスクドライブ２５、表示装置１２、ＣＰ
Ｕ２１、主メモリ２２、サウスブリッジ２９ａ、およびノースブリッジ２９ｂに加えて、
各種スイッチ２８に含まれるエジェクトスイッチ２８ｂ、および電源ユニット２７とディ
スクドライブ２５と各種スイッチ２８をサウスブリッジ２９ａに接続するコネクタ１１０
が示されている。図３に示す階層関係においては、図３のハードウェア７０が図４に示す
サウスブリッジ２９ａにあたり、図３のＢＩＯＳ６５は図４のコネクタ１１０内に構築さ
れ、ＯＳ６４、ドライバ６３、および自動アプリ起動ユーティリティ６２はサウスブリッ
ジ２９ａ内に構築され、アプリケーション５０はＣＰＵ２１内に構築されている。サウス
ブリッジ２９ａは、本発明にいう起動制御部の一例にあたるとともに、本発明にいう非起
動制御部の一例に相当する。
【００３７】
　図５は、モードが切り替えられる一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【００３８】
　サウスブリッジ２９ａでは、上述した起動モードとスリープモードと休止モードと電源
オフモードを切り替えるためのトリガが監視される。本実施形態では、パーソナルコンピ
ュータ１０が起動している状態で、ユーザによって図１に示す電源スイッチ２８ｃが押さ
れると、電源を切断する「電源オフモード」へ移行され、マウス１４などを使って「休止
モード」への移行が指示されると、パーソナルコンピュータ１０で実行される処理を休止
する「休止モード」へ移行され、所定時間以上の間、ユーザによってマウス操作やキーボ
ード操作が行われない場合には、表示画面を消灯する「スリープモード」へ移行され、「
スリープモード」においてマウス操作やキーボード操作が行われたり、「休止モード」に
おいて電源スイッチ２８ｃが押された場合には、情報アクセスが可能な「起動モード」へ
移行される。各種トリガが発生すると、サウスブリッジ２９ａおよびノースブリッジ４３
０を介してトリガがＣＰＵ１００に伝えられる。ＣＰＵ１００では、伝えられたトリガに
基づいて移行モードが決定され、ノースブリッジ４３０を介し、パーソナルコンピュータ
１０を構成する各種要素に決定されたモードへの移行が指示される（図５のステップＳ１
１）。
【００３９】
　モードの移行が指示されると、コネクタ１１０内に構築されたＢＩＯＳ６５では、ディ
スクドライブ２５内にディスク媒体４０が装填されているか否かが確認される（図５のス
テップＳ１２）。
【００４０】
　図６は、ディスクドライブ２５とコネクタ１１０との接点部分の構成図である。
【００４１】
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　ディスクドライブ２５にディスク媒体４０が装填されると、装填スイッチ１２０が入っ
て、予め「ディスク媒体４０の装填」という情報と対応付けられていたピン１３０がＯＮ
になったことがコネクタ１１０に伝えられる。コネクタ１１０内のＢＩＯＳ６５では、ピ
ン１３０がＯＮになったことを受けて、ディスク媒体４０が装填されたことを示すスロッ
トＯＮ信号が図３に示すサウスブリッジ２９ａに伝えられる。サウスブリッジ２９ａは、
スロットＯＮ信号を受信すると、内蔵されている不揮発性のメモリ（レジスタ）に用意さ
れたディスク媒体４０の装填状態（「１：装填」「０：非装填」）を示すスロットＯＮフ
ラグを「１：装填」に設定する。
【００４２】
　図５に戻って説明する。
【００４３】
　モードの移行が指示されると、ＢＩＯＳ６５は、サウスブリッジ２９ａからスロットＯ
Ｎフラグの値を取得し、スロットＯＮフラグが「１：装填」である場合（図５のステップ
Ｓ１２：Ｙｅｓ）、サウスブリッジ２９ａに用意されている、エジェクトスイッチ２８ｂ
の押下によるディスク媒体４０の排出の許可／非許可（「１：許可」「０：非許可」）を
示すエジェクトフラグを「１：許可」に設定し、自動的なアプリケーションの起動の許可
／非許可（「１：許可」「０：非許可」）を示す自動アプリフラグを「０：非許可」に設
定する。また、スロットＯＮフラグが「０：非装填」である場合（図５のステップＳ１２
：Ｎｏ）、エジェクトフラグを「０：非許可」に設定し、自動アプリフラグを「１：許可
」に設定する。
【００４４】
　各種フラグが更新されると、サウスブリッジ２９ａは、ＣＰＵ１００から伝えられた移
行指示にしたがって、電源ユニット２７から図２の右側に示す各種要素に供給される電力
を制御し、ノースブリッジ２９ｂは、電源ユニット２７から図２の左側に示す各種要素に
供給される電力を制御してモードを切り替える（図５のステップＳ１５）。本実施形態で
は、「起動モード」への移行が指示されると、電源ユニット２７から図２の各種要素に供
給される供給電力が所定の通常電力に調整され、「スリープモード」への移行が指示され
ると、電源ユニット２７から表示装置１２およびディスクドライブ２５への電力供給が停
止され、「休止モード」への移行が指示されると、サウスブリッジ２９ａおよびコネクタ
１１０に通常電力よりも低い常時電力が供給されるとともに、それ以外の各種要素への電
力供給が停止され、「電源オフモード」への移行が指示されると、図３に示す各種要素全
体への電力供給が停止される。
【００４５】
　以上のようにして、モードの移行が実行される。
【００４６】
　ここで、「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」の状態でエ
ジェクトスイッチ２８ｂが押された場合に、ディスク媒体が入っていないのにディスクド
ライブ２５が立ち上がってしまうと、無駄に電力を消費してしまう。また、その逆に、デ
ィスク媒体が入っているのに、エジェクトスイッチ２８ｂを押してもディスク媒体が排出
されない場合、わざわざパーソナルコンピュータ１０の電源を入れなおし、さらに再びエ
ジェクトスイッチ２８ｂを押しなおす必要があり、手間がかかってしまうという問題があ
る。以下では、本実施形態におけるエジェクトスイッチ２８ｂが押された場合の処理につ
いて説明する。
【００４７】
　図７は、「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」の状態でエ
ジェクトスイッチ２８ｂが押された場合の一連の処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【００４８】
　「スリープモード」、「休止モード」、「電源オフモード」の状態でユーザによってエ
ジェクトスイッチ２８ｂが押されると、その情報はコネクタ１１０を介してサウスブリッ
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ジ２９ａに伝えられる（図７のステップＳ２１）。
【００４９】
　サウスブリッジ２９ａは、エジェクトスイッチ２８ｂの押下によるディスク媒体４０の
排出の許可／非許可を示すエジェクトフラグを取得し、エジェクトフラグが「１：許可」
である場合には（図７のステップＳ２２：Ｙｅｓ）、エジェクトフラグの値を初期化（「
０：非許可」）し、自動アプリフラグの値も初期化（「１：許可」）する（図７のステッ
プＳ２３）。さらに、サウスブリッジ２９ａは、モードが「スリープモード」の場合には
（図７のステップＳ２４：Ｙｅｓ）、電源ユニット２７からディスクドライブ２５に供給
される電力を、ディスク媒体を排出可能な排出電力に調整するとともに、コネクタ１１０
を介してディスクドライブ２５に出力指示信号を伝え、ディスク媒体を排出させる（図７
のステップＳ２５）。また、モードが「スリープモード」以外の「休止モード」および「
電源オフモード」の場合には（図７のステップＳ２４：Ｎｏ）、ディスク媒体を排出後に
電源ユニット２７からパーソナルコンピュータ１０全体に通常電力を供給させ、モードを
「起動モード」に切り替える（図７のステップＳ２６）。
【００５０】
　また、図７のステップＳ２２において、エジェクトフラグが「０：非許可」である場合
には（図７のステップＳ２２：Ｎｏ）、サウスブリッジ２９ａは、ディスク媒体を排出さ
せず、ＬＥＤ１０ａを発光させ（図７のステップＳ２７）、ユーザに「ディスク媒体が非
装填」である旨を通知する。
【００５１】
　このように、本実施形態によると、ディスク媒体が装填されていない場合には、エジェ
クトスイッチ２８ｂを押してもディスクドライブ２５などが起動しないため、電力消費量
を低減することができる。また、ディスク媒体が装填されている場合には、電源が切れて
いてもエジェクトスイッチ２８ｂを押すだけで自動的にパーソナルコンピュータ１０が起
動し、ディスク媒体が排出されるため、ユーザが自分で電源を入れなおし、さらに再びエ
ジェクトスイッチ２８ｂを押す手間を省くことができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、マウス操作や電源ボタンなどだけではなく、ディスク媒体を装
填することによっても、「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード
」から「起動モード」に復帰させることができる。さらに、マウス操作や電源ボタンをト
リガに「起動モード」に復帰する場合は、「起動モード」に移行する前の状態に単純に復
旧されるが、ディスク媒体の装填をトリガに「起動モード」に復帰する場合は、そのディ
スク媒体の種類に応じたアプリケーションが自動的に起動される。以下では、ディスク媒
体を装填するときの処理の流れについて説明する。
【００５３】
　図８は、ディスク媒体を装填するときの指示の流れを示す図であり、図９は、「スリー
プモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」から「起動モード」へ復帰する
際の一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【００５４】
　「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」から「起動モード」
へ復帰するトリガが入力されると（図９のステップＳ３１）、そのトリガがコネクタ１１
０からサウスブリッジ２９ａに伝えられる。本実施形態においては、「スリープモード」
でマウス操作やキーボード操作が行われた場合や、「休止モード」および「電源オフモー
ド」で図１に示す電源スイッチ２８ｃが押されたり、ディスク媒体４０が装填されると、
それらの操作をトリガに「起動モード」への移行が指示される。
【００５５】
　図６で説明したように、ディスク媒体４０が装填されると、コネクタ１１０内のＢＩＯ
Ｓ６５を介してサウスブリッジ２９ａにスロットＯＮ信号が伝えられる。
【００５６】
　サウスブリッジ２９ａは、コネクタ１１０内のＢＩＯＳ６５から伝えられたトリガを取
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得する。また、サウスブリッジ２９ａ内に構築された自動アプリ起動ユーティリティ６２
は、トリガとしてスロットＯＮ信号が伝えられた場合には（図９のステップＳ３２：Ｙｅ
ｓ）、レジスタに記憶されている自動アプリフラグの値を取得する。自動アプリフラグの
値が「１：許可」の場合（図９のステップＳ３３：Ｙｅｓ）、サウスブリッジ２９ａは、
ディスク媒体を排出後に電源ユニット２７からパーソナルコンピュータ１０全体に通常電
力を供給させ、モードを「起動モード」に切り替える（図９のステップＳ３４）。
【００５７】
　起動モードへの移行が行われている間に、サウスブリッジ２９ａ内に構築された自動ア
プリ起動ユーティリティ６２では、ディスクドライブ２５に装填されているディスク媒体
４０の種類が識別される（図９のステップＳ３５）。上述したように、本実施形態では、
「ＣＤ－ＲＯＭと音楽再生アプリケーション」、および「ＤＶＤと動画視聴アプリケーシ
ョン」が対応付けられており、サウスブリッジ２９ａの自動アプリ起動ユーティリティ６
２では、識別されたディスク媒体４０の種類と対応付けられたアプリケーションの種類が
ノースブリッジ２９ｂを介してＣＰＵ２１に伝えられる。
【００５８】
　ＣＰＵ２１では、サウスブリッジ２９ａの自動アプリ起動ユーティリティ６２から伝え
られたアプリケーションが起動される（図９のステップＳ３６）。その結果、装填された
ディスク媒体４０に対し、ディスクドライブ２５によって自動的に情報アクセスが実行さ
れることとなる。
【００５９】
　また、図９のステップＳ３２においてスロットＯＮ信号以外のトリガが入力された場合
や（図９のステップＳ３２：Ｎｏ）、スロットＯＮ信号が入力されても、自動アプリフラ
グの値が「０：非許可」である場合には（図９のステップＳ３３：Ｎｏ）、サウスブリッ
ジ２９ａによってモードが「起動モード」に切り替えられるが（図９のステップＳ３７）
、アプリケーションの自動起動は行われない。
【００６０】
　このように、本実施形態によると、ディスク媒体が装填されることによって起動モード
に移行される場合にのみ、そのディスク媒体に合ったアプリケーションが自動的に起動さ
れるため、ユーザは面倒な操作を行わずに、ディスク媒体にアクセスすることができる。
【００６１】
　ここで、上記では、ディスク装填口にディスク媒体が直接挿し込まれて装填されるスロ
ットインタイプのディスクドライブの例について説明したが、本発明にいう媒体アクセス
部は、記録媒体をトレイに装着し、そのトレイが媒体装填口に挿入／排出されるものであ
ってもよい。
【００６２】
　また、上記では、本発明の情報アクセス装置をパーソナルコンピュータに適用する例に
ついて説明したが、本発明の情報アクセス装置は、パーソナルコンピュータなどに接続さ
れる外付けの情報アクセス装置に適用してもよい。
【００６３】
　以下、本発明の各種形態について付記する。
【００６４】
　　（付記１）
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アク
セス装置において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
作部と、
　この情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
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前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指
示操作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させ、前記媒体アクセ
ス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非起動状態から該起動状態への移行を禁
止する起動制御部とを備えたことを特徴とする情報アクセス装置。
【００６５】
　　（付記２）
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態へ
と移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確
認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部
が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけ
として設定する装填確認部を備えたことを特徴とする付記１記載の情報アクセス装置。　
【００６６】
　　（付記３）
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源部を備え、
　前記媒体アクセス部が、前記電源部から起動時電力を供給されることで動作するもので
あり、
　前記起動制御部が、前記電源部から非起動時電力以上の電力を供給されることで動作す
る、該電源部によって供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力へと切り替
えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行させるもの
であることを特徴とする付記１記載の情報アクセス装置。
【００６７】
　　（付記４）
　前記起動制御部において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動状
態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装置
外から確認可能に表示する表示部を備えたことを特徴とする付記１記載の情報アクセス装
置。
【００６８】
　　（付記５）
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理
装置において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報処理装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
作部と、
　この情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指
示操作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させ、前記媒体アクセ
ス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非起動状態から該起動状態への移行を禁
止する起動制御部と、
　前記媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理部とを備えたこと
を特徴とする情報処理装置。
【００６９】
　　（付記６）
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
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定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態へ
と移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確
認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部
が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけ
として設定する装填確認部を備えたことを特徴とする付記５記載の情報処理装置。
【００７０】
　　（付記７）
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源部を備え、
　前記媒体アクセス部が、前記電源部から起動時電力を供給されることで動作するもので
あり、
　前記起動制御部が、前記電源部から非起動時電力以上の電力を供給されることで動作す
る、該電源部によって供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力へと切り替
えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行させるもの
であることを特徴とする付記５記載の情報処理装置。
【００７１】
　　（付記８）
　前記起動制御部において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動状
態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装置
外から確認可能に表示する表示部を備えたことを特徴とする付記５記載の情報処理装置。
【００７２】
　　（付記９）
　コンピュータ内で実行され、該コンピュータ上に、情報が記録される記録媒体に対して
情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動状態と、所定の操作を受けて該起動状
態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アクセス装置を構築する情報アクセスプロ
グラムにおいて、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部と、
　前記媒体アクセス部による前記記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操
作部と、
　この情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作部が前記指
示操作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させ、前記媒体アクセ
ス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非起動状態から該起動状態への移行を禁
止する起動制御部とを構築することを特徴とする情報アクセスプログラム。
【００７３】
　　（付記１０）
　前記起動制御部が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に設
定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御部と、
　前記非起動制御部によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態へ
と移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを確
認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御部に対し、前記指示操作部
が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけ
として設定する装填確認部とを構築することを特徴とする付記９記載の情報アクセスプロ
グラム。
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【００７４】
　　（付記１１）
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源部を構築し、
　前記媒体アクセス部が、前記電源部から起動時電力を供給されることで動作するもので
あり、
　前記起動制御部が、前記電源部から非起動時電力以上の電力を供給されることで動作す
る、該電源部によって供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力へと切り替
えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行させるもの
であることを特徴とする付記９記載の情報アクセスプログラム。
【００７５】
　　（付記１２）
　前記起動制御部において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動状
態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装置
外から確認可能に表示する表示部を構築することを特徴とする付記９記載の情報アクセス
プログラム。
【００７６】
　　（付記１３）
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報アク
セス装置における情報アクセス方法において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部による該
記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　前記情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作過程で前記
指示操作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させ、前記媒体アク
セス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非起動状態から該起動状態への移行を
禁止する起動制御過程とを有することを特徴とする情報アクセス方法。
【００７７】
　　（付記１４）
　前記起動制御過程が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に
設定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御過程と、
　前記非起動制御過程によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態
へと移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを
確認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御過程に対し、前記指示操
作過程が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するき
っかけとして設定する装填確認過程とを有することを特徴とする付記１３記載の情報アク
セス方法。
【００７８】
　　（付記１５）
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源過程を備え、
　前記媒体アクセス部が、前記電源過程において起動時電力を供給されることで動作する
ものであり、
　前記起動制御過程が、前記電源過程において非起動時電力以上の電力を供給されること
で動作する、該電源過程において供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力
へと切り替えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行
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させる過程であることを特徴とする付記１３記載の情報アクセス方法。
【００７９】
　　（付記１６）
　前記起動制御過程において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動
状態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装
置外から確認可能に表示する表示過程を有することを特徴とする付記１３記載の情報アク
セス方法。
【００８０】
　　（付記１７）
　情報が記録される記録媒体に対して情報アクセスを行う、該情報アクセスが可能な起動
状態と、所定の操作を受けて該起動状態への移行が可能な非起動状態とを有する情報処理
装置における情報処理方法において、
　前記記録媒体が装填される、該記録媒体に対する前記情報アクセスおよび該記録媒体の
前記情報アクセス装置外への送り出しが、前記起動状態で可能な媒体アクセス部による該
記録媒体の送り出しを指示する指示操作を受ける指示操作過程と、
　前記情報アクセス装置における前記非起動状態から前記起動状態への移行を制御する、
前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されている場合には、前記指示操作過程で前記
指示操作を受けたことに応じて該非起動状態から該起動状態へと移行させ、前記媒体アク
セス部に前記記録媒体が非装填である場合には、該非起動状態から該起動状態への移行を
禁止する起動制御過程と、
　前記媒体アクセス部によって情報アクセスされた情報を処理する処理過程とを有するこ
とを特徴とする情報処理方法。
【００８１】
　　（付記１８）
　前記起動制御過程が、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するきっかけが任意に
設定可能なものであり、
　所定の操作に応じてこの情報アクセス装置を前記起動状態から前記非起動状態へと移行
させる非起動制御過程と、
　前記非起動制御過程によってこの情報アクセス装置が前記起動状態から前記非起動状態
へと移行させられる際に、前記媒体アクセス部に前記記録媒体が装填されているか否かを
確認し、前記記録媒体が装填されている場合には、前記起動制御過程に対し、前記指示操
作過程が前記指示操作を受けることを、前記非起動状態から前記起動状態へと移行するき
っかけとして設定する装填確認過程とを有することを特徴とする付記１７記載の情報処理
方法。
【００８２】
　　（付記１９）
　この情報アクセス装置に、前記起動状態に必要な起動時電力と、前記非起動状態に必要
な、前記起動時電力よりも低い非起動時電力とを供給する電源過程を備え、
　前記媒体アクセス部が、前記電源過程において起動時電力を供給されることで動作する
ものであり、
　前記起動制御過程が、前記電源過程において非起動時電力以上の電力を供給されること
で動作する、該電源過程において供給される電力を前記非起動時電力から前記起動時電力
へと切り替えることでこの情報アクセス装置を前記非起動状態から前記起動状態へと移行
させる過程であることを特徴とする付記１７記載の情報処理方法。
【００８３】
　　（付記２０）
　前記起動制御過程において、前記情報アクセス部における前記非起動状態から前記起動
状態への移行が禁止された場合に、前記記録媒体が非装填である旨をこの情報アクセス装
置外から確認可能に表示する表示過程を有することを特徴とする付記１７記載の情報処理
方法。
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【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の情報アクセス装置の一実施形態が適用されたパーソナルコンピュータの
外観斜視図である。
【図２】パーソナルコンピュータのハードウエア構成図である。
【図３】パーソナルコンピュータ内のハードウェアとソフトウェアの階層関係の一例を示
す図である。
【図４】パーソナルコンピュータのうちの主要要素を示す図である。
【図５】モードが切り替えられる一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【図６】ディスクドライブ２５とコネクタとの接点部分の構成図である。
【図７】「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」の状態でエジ
ェクトスイッチが押された場合の一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【図８】ディスク媒体を装填するときの指示の流れを示す図である。
【図９】「スリープモード」、「休止モード」、および「電源オフモード」から「起動モ
ード」へ復帰する際の一連の処理の流れを示すフローチャート図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　　パーソナルコンピュータ
　１１　　本体装置
　１２　　表示装置
　１３　　キーボード
　１４　　マウス
　２１　　ＣＰＵ
　２２　　主メモリ
　２３　　ハードディスク装置
　２４　　ＦＤドライブ
　２５　　ディスクドライブ
　２６　　入出力インタフェース
　２７　　電源ユニット
　２８　　スイッチ
　２９ａ　　サウスブリッジ
　２９ｂ　　ノースブリッジ
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