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(57)【要約】
【課題】ＷＯＬ機能を装備する機器を自動判別し、取得
したＷＯＬ機能に関連する情報を有効活用することがで
きるネットワーク機器の制御装置及び方法を提供する。
【解決手段】ネットワークに接続されたサーバーとクラ
イアント装置との間の相互通信を行う制御装置において
、前記サーバーには、ウェーク・アップ・オン・ラン（
ＷＯＬ）情報管理モジュールを設け、前記クライアント
装置より相互認識のためにアクセスされたときに少なく
ともＷＯＬ対応であることを示すＷＯＬ対応情報を前記
クライアント装置に出力する手段を設けたことを特徴と
する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続されたクライアント装置との間の相互通信を行うサーバーにおいて
、
　ウェーク・アップ・オン・ラン（ＷＯＬ）情報管理モジュールを設け、前記クライアン
ト装置より相互認識のためにアクセスされたときに少なくともＷＯＬ対応であることを示
すＷＯＬ対応情報を前記クライアント装置に送出するＷＯＬ情報管理モジュールを設けた
ことを特徴とするサーバー。
【請求項２】
　ＷＯＬ情報管理モジュールは、前記ＷＯＬ対応情報に、ＷＯＬ機能により起動するとき
に要する起動時間情報も前記クライアント装置に送出することを特徴とする請求項１記載
のサーバー。
【請求項３】
　前記起動時間情報には、さらに起動にかかる最大時間情報、平均時間情報を含まれるこ
とを特徴とする請求項２記載のサーバー。
【請求項４】
　ネットワークに接続されたサーバーとの間で相互通信を行うクライアント装置において
、
　前記相互認識のために前記サーバーをアクセスしたとき、前記サーバーからＷＯＬ対応
であることを示すＷＯＬ情報が送られてきたとき、前記ＷＯＬ対応情報を管理するクライ
アント側ＷＯＬ情報管理モジュールを有することを特徴とするクライアント装置。
【請求項５】
　クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュール内の前記ＷＯＬ情報を参照して、ＷＯＬ機能
を利用してアクセスする対象機器を特定する手段を有することを特徴とする請求項４記載
のクライアント装置。
【請求項６】
　さらに取得している前記起動時間情報を参照して、前記対象機器をアクセスする手段を
有することを特徴とする請求項５記載のクライアント装置。
【請求項７】
　前記クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールにおいて、複数のサーバーから取得した
複数の前記ＷＯＬ情報をテーブル化して保存する手段を有すること特徴とする請求項４記
載のクライアント装置。
【請求項８】
　前記クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールは、複数のサーバーから取得した複数の
前記ＷＯＬ情報を、ユーザーインタフェース画面用として生成してディスプレイに出力す
ることを特徴とする請求項４記載のクライアント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はサーバー及びクライアント装置に関するもので、ネットワークに接続されて
いる相手機器の電源を自動的に起動し、複数機器間の情報交換ができる環境を得る技術で
ある。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークに接続された機器、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）の電源を遠隔
配置されたサーバーからの指令によりオンし、ソフトウエアーを自動的にインストールす
るサービス技術がある（例えば特許文献１）。この技術を利用すると、サーバーに格納さ
れているソフトウエアーを更新するだけで、ネットワークに接続されている複数のクライ
アント装置（つまりＰＣ）のソフトウエアーは自動的に更新される。クライアント装置に
おける操作ミスの問題が改善される。また複数のクライアント装置のそれぞれに対して、
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人為的にかつ個別にソフトウエアーをインストールする手間が省ける。
【０００３】
　上記のＰＣを自動的に起動するために、Wake-up ON LAN(以下ＷＯＬ)と呼ばれる機能が
採用されている。上記の環境を実現するために、WOL機能がそれぞれのＰＣに付加されて
いる。ＰＣがＷＯＬ機能をもつためには、該ＰＣにＬＡＮアダプタ・カードを装着するこ
とで実現できる。サーバーからウェーク・アップ・パケットが送信されると、ＷＯＬ機能
が当該パケットに含まれるコマンドを認識し、自動的に主電源を起動する。
【０００４】
　ところで、近年は家庭内、地域あるいは会社においてＬＡＮが構築され、このＬＡＮに
各種の機器が接続されて使用される環境がある。このためにＬＡＮには、ＷＯＬ機能を装
備した機器が接続される、またＷＯＬ機能を装備しない機器も接続される、さらには複数
のデジタルテレビジョン受信機が接続される、複数の記録再生装置が接続されることがあ
る。
【０００５】
　また、ＬＡＮを構築するプロトコルとしてUniversal Plug and Play（以下ＵＰｎＰ）
が知られている。ＵＰｎＰは、複雑な操作を伴うことなく容易にネットワークを構築でき
る。またＵＰｎＰは、eXtensible Markup Language(ＸＭＬ)に準拠した定義ファイルを交
換し、ネットワークに接続された機器間において相互認識を行うことができる。つまり、
ＵＰｎＰの環境のもとでは、ＩＰアドレス等の自己の機器ＩＤを取得するアドレッシング
処理、ネットワーク上の各デバイスの検索を行い、各機器からの応答を受信し、応答に含
まれる機器種別、機能などの情報を取得するディスカバリー処理、ディスカバリー処理で
取得した情報に基づいて各機器にサービスを要求するサービス要求処理などが実現可能で
ある。
【０００６】
　ネットワークに新たに接続された機器は、上記のアドレッシング処理によりデバイスＩ
Ｄを取得し、ディスカバリー処理によりネットワーク上の他の機器の情報を取得し、他の
機器にサービスを要求することが可能となる。
【特許文献１】特開平１１－８５３２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記したようなネットワークの環境において、現状ではどの機器がＷＯＬ機能を装備し
た機器であるかを自動検出する手段がない。またＷＯＬ機能を装備した機器を、アクセス
したとき起動が完結するまでの時間が不明である。
【０００８】
　今、ＷＯＬ機能を装備した第１のＰＣをサーバーとして利用するものとすると、他の機
器（例えば第２のＰＣ）から当該第１のＰＣをアクセスする場合、Media Access Control
（以下ＭＡＣと称する）アドレスあるいは第１のＰＣを特定するＩＤが必要である。つま
り、第１のＰＣにＭＡＣアドレスを登録して、第１のＰＣを特定しながら第２のＰＣから
ウェーク・アップ・パケットを送信するか、又は第１のＰＣのＩＤを指定してウェーク・
アップ・パケットを送信する必要がある。
【０００９】
　しかしサーバー及びクライアント装置として利用する機器としてはＰＣに限らずデジタ
ルテレビジョン受信装置（ＤＴＶ）、記録再生装置なども考えられる。現在は、ＰＣに対
して交信相手のＭＡＣアドレスやＩＤを設定することが可能である。したがって複数のＰ
Ｃ間においては、互いの交信相手を限定選択することが可能である。しかしデジタルテレ
ビジョン装置にはＭＡＣアドレスや交信相手のＩＤを設定する部分が無い。したがって、
デジタルテレビジョン装置は、特にクライアント装置と利用する場合に、交信相手を限定
選択するための手段がない。
【００１０】
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　この発明の一面は、上記した事情に鑑みてなされたもので、ＷＯＬ機能を装備する機器
を自動的に判別することができる環境を得るサーバー及びクライアント装置を提供するこ
とにある。またこの発明の一面では、取得したＷＯＬ機能に関連する情報を有効活用する
ことができるクライアント装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、この発明の一面では、ネットワークに接続されたクライア
ント装置との間の相互通信を行うサーバーにおいて、ウェーク・アップ・オン・ラン（Ｗ
ＯＬ）情報管理モジュールを設け、前記クライアント装置より相互認識のためにアクセス
されたときに少なくともＷＯＬ対応であることを示すＷＯＬ対応情報を前記クライアント
装置に送出するＷＯＬ情報管理モジュールを設けたことを特徴とする。
【００１２】
　またこの発明の他の一面ではネットワークに接続されたサーバーとの間で相互通信を行
うクライアント装置において、前記相互認識のために前記サーバーをアクセスしたとき、
前記サーバーからＷＯＬ対応であることを示すＷＯＬ情報が送られてきたとき、前記ＷＯ
Ｌ対応情報を管理するクライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールを有することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　上記の手段によると、クライアント装置は前記サーバーがＷＯＬ対応機器であることを
自動的に認識することが可能となり、当該サーバーを指定して容易に起動することが可能
となる。また、ネットワーク上に複数のサーバーが存在する場合も個々のサーバーを選択
的にアクセスすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。図１に本発明のネットワーク
機器の制御装置が適用されたネットワーク構成例を示す。サーバー１３２は、ホームネッ
トワーク１２１に接続されている。サーバー１３２は、例えば放送番組などを記録再生す
る記録再生専用の装置として設けられている。
【００１５】
　またサーバー１３１も設けられている。サーバー１３１は、受信器及び記録再生装置を
装備した例えばデジタルテレビジョン受信装置でありサーバーとして利用されている。こ
のサーバー１３１もホームネットワーク１２１に接続されている。
【００１６】
　ホームネットワーク（ＬＡＮ）１２１には、クライアント装置としてデジタルテレビジ
ョン受信装置１０１を接続することが可能であり、また、パーソナルコンピュータ１０２
を接続することが可能である。
【００１７】
　図２にはサーバー１３２の構成例を示している。システム制御モジュール１７０は、受
信器１５２、復調器１５３、エンコーダ１５４、記録再生制御モジュール１５５、記録媒
体１５６、デコーダ１６１、ＬＡＮ接続モジュール１５９、通信モジュール１６０などを
直接的あるいは間接的に制御し統括している。またこのサーバー１３２は、ＷＯＬ機能対
応機器である。このためにＷＯＬ基板１８０が設けられている。このＷＯＬ基板１８０を
介して商用電源にプラグ１８１が接続されている。ＷＯＬ基板１８０には、補助電源電圧
を出力する補助電源系統、主電源電圧を出力する主電源系統が構築されている。補助電源
電圧は、主電源電圧がオフしているときに、例えばＬＡＮ接続モジュール１５９、通信モ
ジュール１６０及びシステム制御モジュール１７０の特定された回路のみをオン状態に維
持するために利用されている。
【００１８】
　ＬＡＮ１２１を通じてウェーク・アップ・パケットが受信されたき、ＷＯＬ機能が当該
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パケットに含まれるコマンドを認識し、自動的に主電源を起動する。主電源がオンすると
このサーバー１３２全体が活性状態となる。
【００１９】
　アンテナ１５１より取り込まれた信号は、受信器１５２に導入される。受信器１５２は
後述するシステム制御モジュール１７０からの選択信号によりチャンネルを選択し、チャ
ンネルから番組ストリームを選択する。番組ストリームは復調器１５３に入力され復調さ
れ番組信号として出力される。番組信号はエンコーダ１５４にて所定のフォーマット（例
えばＭＰＥＧ規格のフォーマット）の圧縮信号に変換され、記録再生制御モジュール１５
５に入力される。記録再生制御モジュール１５５は、所定のフォーマットの圧縮信号を記
録媒体１５６に格納する。記録媒体としてはハードディスク(hard disk)、ＤＶＤ(Digita
l versatile disc)などが用いられる。
【００２０】
　さらにまた記録媒体１５６に記録される情報としては、ＬＡＮ（例えばホームネットワ
ーク）１２１を介して配信されるパケット信号により送られてくる情報も存在する。ＬＡ
Ｎ１２１から配信されるパケット信号が、ＬＡＮ接続モジュール１５９を介して取り込ま
れる。パケット信号は、通信モジュール１６０において処理され、パケット送信されたコ
ンテンツが取り出される。このコンテンツは、エンコーダ１５４に入力され、エンコーダ
１５４にて所定のフォーマットの圧縮信号に変換され、記録再生制御モジュール１５５に
より、所定のフォーマットの圧縮信号が記録媒体１５６に格納される。
【００２１】
　上記のサーバー１３２に対しては、ＬＡＮ１２１に接続されているクライアント装置は
コンテンツのダウンロード要求を行うことができる。要求信号はＬＡＮ接続モジュール１
５９を介して取り込まれ、通信モジュール１６０にて復調される。この要求信号は、シス
テム制御モジュール１７０にて解析される。
【００２２】
　システム制御モジュール１７０は、要求信号を解析した結果に基づき、記録媒体１５６
の管理情報を解析して、要求されているコンテンツの格納空間を確定する。そしてこの格
納空間情報に基づき、記録再生制御モジュール１５６を制御し、要求されているコンテン
ツを読み出させる。
【００２３】
　要求されているコンテンツは、デコーダ１６１でデコードされて通信モジュール１６０
に入力されて、通信パケットに多重される。このとき、コンテンツを要求したクライアン
ト装置のＩＰアドレス及びＩＤあるいはＭＡＣアドレスが通信パケットのヘッダに多重さ
れる。この通信パケットは、ＬＡＮ接続モジュール１５９を介してクライアント装置に送
信される。
【００２４】
　なおシステム制御モジュール１７０には、ＥＰＧ情報管理モジュール１７４が設けられ
、番組案内情報を管理することができる。そして、番組案内情報をデータベースとして、
例えば、操作部１８５の操作に応じて、指定した放送番組を自動的の録画することも可能
である。さらには、指定したジャンルの番組、あるいは特定の名称、出演者名を含む番組
を自動録画すること可能である。番組案内情報は、受信器１５２を介して取り込まれ、記
録媒体に保存される。また番組案内情報は定期的に更新され最新の情報が保存されている
。
【００２５】
　さらにまたシステム制御モジュール１７０には、Media Access Control（以下ＭＡＣと
称する）アドレス管理モジュール１７２が設けられてもよい。
【００２６】
＜本装置の特徴部分＞
　（１）本装置ではＬＡＮを構築するプロトコルとして例えばUniversal Plug and Play
（以下ＵＰｎＰ）が用いられている。このＵＰｎＰを実行させるＵＰｎＰ情報処理モジュ
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ール１７１が、システム制御モジュール１７０内に構築されている。ＵＰｎＰは、複雑な
操作を伴うことなく容易にネットワークを構築できる。またＵＰｎＰは、eXtensible Mar
kup Language(ＸＭＬ)に準拠した定義ファイルを交換し、ネットワークに接続された機器
間において相互認識を行うことができる。つまり、ＵＰｎＰの環境のもとでは、ＩＰアド
レス等の自己の機器ＩＤを取得するアドレッシング処理、ネットワーク上の格デバイスの
検索を行い、各機器からの応答を受信し、応答に含まれる機器種別、機能などの情報を取
得するディスカバリー処理、ディスカバリー処理で取得した情報に基づいて各機器にサー
ビスを要求するサービス要求処理などが実現可能である。
【００２７】
　（２）次に、Wake-up ON LAN(以下ＷＯＬ)機能を実現するＷＯＬ基板１８０が設けられ
るとともに、システム制御モジュール１７０には、ＷＯＬ情報管理モジュール１７３が構
築されている。このＷＯＬ情報管理モジュール１７３内には、上記のディスカバリー処理
のときに、機器種別、機能などの情報とともに創出するＷＯＬ情報が管理されている。
【００２８】
　ＷＯＬ情報としては、ＷＯＬ対応機器であることを示す情報、ＷＯＬ機能により起動す
るときにかかる起動時間情報がある。起動時間情報には、さらに起動時にかかる最大時間
情報、及びまたは平均時間情報が含まれる。
【００２９】
　図３は、図１に示した例えばクライアント装置１０１の構成例を示している。この場合
のクライアント装置１０１はデジタルテレビジョン受信装置である。
【００３０】
　システム制御モジュール２０は、受信器１２、復調器１３、エンコーダ１４、記録再生
制御モジュール１５、ＬＡＮ接続モジュール３３などを直接的あるいは間接的に制御し統
括している。
【００３１】
　アンテナ１２より取り込まれた信号は、受信器１２に導入される。受信器１２は後述す
るシステム制御モジュール２０からの選択信号によりチャンネルを選択し、チャンネルか
ら番組ストリームを選択する。番組ストリームは復調器１３に入力され復調され番組信号
として出力される。番組信号は信号処理モジュール１４で画質音声などの調整を受けて、
出力モジュール１５を介してディスプレイ１６に入力される。
【００３２】
　またこのクライアント装置は、ＬＡＮ接続モジュール３３、ジュール通信モジュール３
４を介してサーバーからサービスコンテンツをダウンロードして視聴することが可能であ
る。このとき、サービスコンテンツの一時格納部として、記録再生装置４０が利用されて
もよい。記録再生装置４０は、エンコーダ４１、デコーダ４２、記録再生制御モジュール
４３、記憶媒体４４を有する。復調器１３で復調されたコンテンツは、エンコーダ４１で
所定のフォーマットの圧縮信号に変換され、記録再生制御モジュール４３により、所定の
フォーマットの圧縮信号が記録媒体４４に格納される。記憶媒体４４としてはハードディ
スク、ＤＶＤ、半導体メモリなどが利用されている。記憶媒体４４のデータは、記録再生
モジュール４３で読出し再生され、デコーダ４２で元のベースバンドコンテンツに変換さ
れ、信号処理モジュール１４にて画質音声などの調整を受けて、出力モジュール１５を介
してディスプレイ１６に入力される。
【００３３】
　ＯＳＤモジュール３０はシステム制御モジュール２０により制御され、例えば、テキス
ト情報、番組情報などを出力する。出力されたテキスト情報、番組情報などは、出力モジ
ュール１５にて出力映像信号に多重される。
【００３４】
　このクライアント装置においてもシステム制御モジュール２０には、ＥＰＧ情報管理モ
ジュール２４が設けられ、番組案内情報を管理することができる。そして、番組案内情報
をデータベースとして、例えば、操作部３５の操作に応じて、指定した放送番組を自動的
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の録画することも可能である。さらには、指定したジャンルの番組、あるいは特定の名称
、出演者名を含む番組を自動録画すること可能である。番組案内情報は、インターネット
１４０あるいは受信器１２を介して取り込まれ、記録媒体に保存される。また番組案内情
報は定期的に更新され最新の情報が保存されている。またシステム制御モジュール１７０
には、Media Access Control（以下ＭＡＣと称する）アドレス管理モジュール２２が設け
られてもよい。電源モジュール３１は、プラグ３２を介して商用電源に接続される。電源
スイッチ（図示せず）がオンされると、クライアント装置（テレビジョン受信装置）全体
が活性状態となる。
【００３５】
　上記した図３のクライアント装置１０１、図２のサーバー１３２は、ＬＡＮ１２１に接
続されており、ＵＰｎＰプロトコルに基づき、互いを認識し、ネットワークを構築する。
【００３６】
　図４はネットワークが構築された後であり、そして図３のクライアント装置１０１、図
２のサーバー１３２の電源がオンしている状態であり、そして互いの通信が行われる一例
を示している。サーバー１３２より、ＮＯＴＩＦＹコマンドがＬＡＮ上に送出される。こ
のＮＯＴＩＦＹコマンドは、例えばサーバー１３２において、データベースの更新があっ
た場合、あるいは電源スイッチがオンされたような場合に各クライアント装置に対して存
在を通知するものである。
【００３７】
　するとクライアント装置１０１は、ＴＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol)により
、相手機器（サーバー）の情報を要求するコマンド（ＨＴＴＰ　ＧＥＴ）を出力する。こ
れに応答しいて、サーバー１３２は、機器情報を出力する。機器情報としては、機器名（
サーバー名）ＩＰアドレスに加えて、ＷＯＬ情報（サーポートしていることの情報、ＷＯ
Ｌ起動時間など）を送信する。
【００３８】
　このクライアント装置１０１は、機器情報を取得して管理する。さらに次のような処理
を行ってもよい。続いてサーバー１３２に対してＡＲＰを送出する。このとき相手を特定
するアドレスは例えばＩＰアドレスである。これに応答して、サーバー１３２は、ＭＡＣ
アドレスを返信する。これによりクライアント装置１０１は、サーバー１３２のＭＡＣア
ドレスを取得することになる。これによりイーサーネット（商標）規格による、通信パケ
ットを用いることが可能となる。
【００３９】
　図５（Ａ）、図５（Ｂ）には、サーバー１３２の動作を示している。図５（Ａ）は、Ｎ
ＯＴＩＦＹコマンドを送出した後、クライアント装置１０１からＨＴＴＰ　ＧＥＴ　コマ
ンドが送られてきたとき（ステップ５ＳＡ１）の処理（ステップ５ＳＡ２）を示している
。図５（Ｂ）はクライアント装置１０１からＡＲＰが送られてきたとき（ステップ５ＳＢ
１）ＭＡＣアドレスを送出する動作（ステップ５ＳＢ２）を示している。
【００４０】
　図６（Ａ），図６（Ｂ）には、クライアント装置１０１側の動作を示している。図６（
Ａ）は、サーバー１３２からＮＯＴＩＦＹコマンドが送られてきたとき（ステップ６ＳＡ
１）、クライアント装置１０１がこれに応答し、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ　コマンドを送出した
状態を示している（ステップ６ＳＡ２）。そしてその後、サーバー１３２から機器情報が
送られてきたとき、サーバー１０１はこの機器情報を取得している（ステップ６ＳＡ３）
。図６（Ｂ）は、ＡＲＰをＬＡＮ上に送出し（ステップ６ＳＢ１）、ＭＡＣアドレスを取
得する（ステップ６ＳＢ２）流れを示している。
【００４１】
　上記したようにクライアント装置１０１は、ＬＡＮ上の機器の機器名、ＷＯＬ情報など
を取得することができる。したがって、クライアント装置１０１は、例えば図７（Ａ）に
示すようなテーブルを構築することができる。即ち、各種機器名、機器がＷＯＬ対応か否
かを示す情報を得ることができる。また、ＷＯＬ対応機器の起動時間情報も取得すること
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ができる。勿論各機器のＩＰアドレス、ＭＡＣアドレスも取得することができる。丸印は
、ＷＯＬ対応機器であることを示す。×印は、ＷＯＬ対応していない危機であることを示
す。
【００４２】
　したがってクライアント装置１０１は、ＷＯＬ情報管理モジュール２３に基づいて、例
えば図７（Ｂ）に示すようなユーザーインタフェース（ＵＩ）画面を生成し、ＯＳＤモジ
ュールを介してディスプレイ１６に表示することができる。このＵＩ画面は、ＷＯＬ対応
機器のリストを示すものである。
【００４３】
　クライアント装置１０１は上記した情報を有効に活用することができる。即ち、クライ
アント装置は、ＷＯＬ機能を利用してアクセスする対象機器を特定する場合、クライアン
ト側ＷＯＬ情報管理モジュール内のＷＯＬ情報を参照して特定することができる。即ち、
ＷＯＬ対応していない機器を指定してアクセスするようなことはない。ＷＯＬ対応機器（
メディアサーバー）のみをＷＯＬ対象として選択することができ、アクセス能率が向上す
る。
【００４４】
　またクライアント装置は、取得している起動時間情報を参照して、対象機器（サーバー
）をアクセスすることができる。起動時間が長いサーバーをコンテンツ取得のためにアク
セスする場合は、起動時間を計算に入れて、コンテンツ取得予想時間よりもアクセスを開
始するスタート時間を早めに設定することができる。このためには、例えばＷＯＬパケッ
トを送出するタイミングを変更することで可能である。
【００４５】
　また上記のようにＭＡＣアドレスを取得し、例えば不揮発メモリに格納しておくことで
、このＭＡＣアドレスを有効に活用することが可能となる。また、上記したＵＩ画面を生
成することができ、利用可能なメディアサーバーを一覧で確認し、アクセス指定できる。
【００４６】
　上記の説明では、図１のサーバー１３２、クライアント装置１０１の関係を代表して説
明した。しかしデジタルテレビジョン受信装置１３１がサーバーとして利用されてもよい
。そしてこのデジタルテレビジョン受信装置１３１にＷＯＬ機能が付加されていてもよい
。
【００４７】
　図８は、サーバーとして機能するデジタルテレビジョン受信装置１３１の構成例を示し
ている。このデジタルテレビジョン受信装置１３１は、図３に示したデジタルテレビジョ
ン受信装置１０１とほとんど同じ構成であるから、同一部に同一符号を付して説明は省略
する。ただし、このデジタルテレビジョン受信装置１３１は、電源モジュールとしてＷＯ
Ｌ基板３６を有する。
【００４８】
　つまりデジタルテレビジョン受信装置１３１は、ＷＯＬ機能対応機器である。このため
にＷＯＬ基板３６が設けられている。このＷＯＬ基板３６を介して商用電源にプラグ３２
が接続されている。ＷＯＬ基板３２には、補助電源電圧を出力する補助電源系統、主電源
電圧を出力する主電源系統が構築されている。補助電源電圧は、主電源電圧がオフしてい
るときに、例えばＬＡＮ接続モジュール３３、通信モジュール３４及びシステム制御モジ
ュール２０の特定された回路のみをオン状態に維持するために利用されている。
【００４９】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００５０】
【図１】本発明のネットワーク機器の制御装置が適用されたネットワーク構成例を示す図
である。
【図２】図１のサーバー１３２の構成例を示す図である。
【図３】図１に示したクライアント装置１０１の構成例を示す図である。
【図４】図４はクライアント装置１０１とサーバー１３２間の通信が行われる一例を示す
説明図である。
【図５】サーバー１３２の動作例を示すフローチャートである。
【図６】クライアント装置１０１側の動作例を示すフローチャートである。
【図７】クライアント装置１０１のメモリ内に構築される情報テーブルと表示画面の例を
示す説明図である。
【図８】この発明の他の実施形態によるサーバーの例を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０１，１０２・・・クライアント装置、１２１・・・ホームネットワーク（ＬＡＮ）
，１３１，１３２・・・サーバー、１４０・・・インターネット、
　１１、１５１・・・アンテナ、１２、１５２・・・受信器、１３、１５３・・・復調器
、４１、１５４・・・エンコーダ、４４、１５５・・・記録再生制御モジュール、４４、
１５６・・・記録媒体、１５７・・・インターネット接続モジュール、３４、１５８・・
・通信モジュール、３３、１５９・・・ＬＡＮ接続モジュール、１６０・・・通信モジュ
ール、１６１・・・デコーダ、１７０・・・システム制御モジュール、１７１・・・ＵＰ
ｎＰ情報処理モジュール、１７２・・・ＭＡＣアドレス管理モジュール、１７３・・・Ｗ
ＯＬ情報管理モジュール、１７４・・・ＥＰＧ情報管理モジュール、３６、１８０・・・
ＷＯＬ基盤、３２、１８１・・・プラグ、１８５・・・操作部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成21年8月12日(2009.8.12)
【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】
　ネットワークに接続されたクライアント装置との間の相互通信を行うサーバーにおいて
、
　接続モジュールを通して前記ネットワークに接続される通信モジュールと、
　ウェーク・アップ・オン・ラン（ＷＯＬ）情報管理モジュールを設け、前記クライアン
ト装置より相互認識のためにアクセスされたときに少なくともＷＯＬ対応であることを示
すＷＯＬ対応情報を前記クライアント装置に前記通信モジュールを通して送出するＷＯＬ
情報管理モジュールを設けたことを特徴とするサーバー。
【請求項２】
　ＷＯＬ情報管理モジュールは、前記ＷＯＬ対応情報に、ＷＯＬ機能により起動するとき
に要する起動時間情報も前記クライアント装置に送出することを特徴とする請求項１記載
のサーバー。
【請求項３】
　前記起動時間情報には、さらに起動にかかる最大時間情報、平均時間情報を含まれるこ
とを特徴とする請求項２記載のサーバー。
【請求項４】
　ネットワークに接続されたサーバーとの間で相互通信を行うクライアント装置において
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、
　接続モジュールを通して前記ネットワークに接続される通信モジュールと、
　前記相互認識のために前記サーバーをアクセスしたとき、前記サーバーからＷＯＬ対応
であることを示すＷＯＬ情報が送られてきたとき、前記ＷＯＬ対応情報を管理するクライ
アント側ＷＯＬ情報管理モジュールを有することを特徴とするクライアント装置。
【請求項５】
　クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュール内の前記ＷＯＬ情報を参照して、ＷＯＬ機能
を利用してアクセスする対象機器を特定する手段を有することを特徴とする請求項４記載
のクライアント装置。
【請求項６】
　さらに取得している前記起動時間情報を参照して、前記対象機器をアクセスする手段を
有することを特徴とする請求項５記載のクライアント装置。
【請求項７】
　前記クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールにおいて、複数のサーバーから取得した
複数の前記ＷＯＬ情報をテーブル化して保存する手段を有すること特徴とする請求項４記
載のクライアント装置。
【請求項８】
　前記クライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールは、複数のサーバーから取得した複数の
前記ＷＯＬ情報を、ユーザーインタフェース画面用として生成してディスプレイに出力す
ることを特徴とする請求項４記載のクライアント装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記課題を解決するために、この発明の一面では、ネットワークに接続されたクライア
ント装置との間の相互通信を行うサーバーにおいて、接続モジュールを通して前記ネット
ワークに接続される通信モジュールと、ウェーク・アップ・オン・ラン（ＷＯＬ）情報管
理モジュールを設け、前記クライアント装置より相互認識のためにアクセスされたときに
少なくともＷＯＬ対応であることを示すＷＯＬ対応情報を前記クライアント装置に前記通
信モジュールを通して送出するＷＯＬ情報管理モジュールを設けたことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　またこの発明の他の一面ではネットワークに接続されたサーバーとの間で相互通信を行
うクライアント装置において、接続モジュールを通して前記ネットワークに接続される通
信モジュールと、前記相互認識のために前記サーバーをアクセスしたとき、前記サーバー
からＷＯＬ対応であることを示すＷＯＬ情報が送られてきたとき、前記ＷＯＬ対応情報を
管理するクライアント側ＷＯＬ情報管理モジュールを有することを特徴とする。
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