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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のアプリケーションが動作する情報処理装置であって、
　前記所定のアプリケーションの起動指示を入力するための起動指示入力部を有し、
　前記起動指示の入力に基づいて、前記所定のアプリケーションが起動準備中である起動
準備状態であることを表示部に表示させ、前記起動準備が終了した後の前記所定のアプリ
ケーションが実行される前に、前記表示部を消灯させ、その後、前記所定のアプリケーシ
ョンが実行される実行状態においては、該実行状態であることの表示を前記起動準備状態
であることの表示と区別可能に前記表示部に表示させるアプリケーション起動装置
　を備えてなる情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記アプリケーション起動装置は、
　前記起動指示を保持する起動指示情報保持部と、
　前記起動指示に基づいてオペレーティングシステムを起動するオペレーティングシステ
ム起動部と、
　前記オペレーティングシステムが起動された後に、前記起動指示情報保持部に保持され
た前記起動指示に基づいて前記所定のアプリケーションを起動するアプリケーション起動
部と、
　を備えてなる情報処理装置。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置において、
　前記アプリケーション起動装置は、
　前記所定のアプリケーション以外のアプリケーションの実行時において、前記起動指示
入力部による起動指示の入力が行われた場合には、実行中のアプリケーションに対する割
込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを起動させる割込指示発生部
　を備えている情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記アプリケーション起動装置は、
　前記所定のアプリケーション起動前の電源断状態、電源休止状態、又はスタンバイ状態
を保持する電源状態情報保持部と、
　前記所定のアプリケーションの実行終了が指示された場合、前記電源状態情報保持部に
保持された前記電源断状態、前記電源休止状態、又は前記スタンバイ状態に基づいて、前
記電源断状態、前記電源休止状態、又は前記スタンバイ状態を前記所定のアプリケーショ
ン起動前の状態に移行させる電源制御部と、
　を備えてなる情報処理装置。
【請求項５】
　所定のアプリケーションが動作する情報処理装置によるアプリケーション起動方法であ
って、
　入力された前記所定のアプリケーションの起動指示を検出する起動指示検出ステップと
、
　前記起動指示検出ステップにより前記起動指示が検出された場合、前記所定のアプリケ
ーションが起動準備中である起動準備状態であることを表示部に表示させ、前記起動準備
が終了した後の前記所定のアプリケーションが実行される前に、前記表示部を消灯させ、
その後、前記所定のアプリケーションが実行される実行状態においては、該実行状態であ
ることの表示を前記起動準備状態であることの表示と区別可能に前記表示部に表示させる
アプリケーション起動ステップと
　を備えてなるアプリケーション起動方法。
【請求項６】
　コンピュータのディスプレイ装置であって、
　前記コンピュータで動作する所定のアプリケーションを起動するためのボタンを有し、
　前記ボタンが押下された場合、前記所定のアプリケーションが起動準備中である起動準
備状態であることを表示部に表示させ、前記起動準備が終了した後の前記所定のアプリケ
ーションが実行される前に、前記表示部を消灯させ、その後、前記所定のアプリケーショ
ンが実行される実行状態においては、該実行状態であることの表示を前記起動準備状態で
あることの表示と区別可能に前記表示部に表示させるアプリケーション起動装置
　を備えてなるコンピュータのディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータにおいて用いられる所定のアプリケーションを例えばコンピュ
ータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状態のいずれかの電源状態から起
動させることができる情報処理装置、アプリケーション起動方法、及びアプリケーション
起動プログラム、並びにコンピュータのディスプレイ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ（以下ＰＣという）などの情報処理装置において、使用され得
る複数のアプリケーションの中から、例えば、メールやインターネットなどの特定のアプ
リケーションに限り、コンピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状
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態のいずれかの電源状態からワンタッチで起動させることができるアプリケーション起動
装置を備えた情報処理装置が知られる。
　この情報処理装置は、例えば起動用のアプリボタンを備え、そのアプリボタンが押下さ
れることにより、直ちにそのアプリケーションの起動準備が開始される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述したアプリケーション起動装置は、アプリボタンが押下されること
により、まずオペレーションシステム（以下ＯＳという）を起動させ、それからアプリケ
ーションを起動させる手順を必要とする。このため、ユーザはアプリボタンを押下してか
ら、アプリケーションが実行されるまで、かなりの時間を待たなければならないが、この
間、従来の装置は、そのアプリケーションに関しての起動準備を行っていることについて
ユーザに対して知らしめるべく何等ユーザに対して表示をすることはしていない。このた
め、ユーザは、実際にそのアプリケーションについての起動準備がされているのかどうか
について、不安になる場合がある。
【０００４】
　一方、特定のアプリケーションとして、コンピュータ画面にテレビを映し出すようなテ
レビアプリケーション（以下ＴＶアプリケーション）の場合、ＴＶアプリケーションを起
動させるためだけのＯＳを、ＰＣで一般に使用されるＯＳとは別に備えることにより、上
記起動準備時間の短縮を図って、ユーザに待ち時間を与えないようにしたものが知られる
が、この場合は、ＯＳを別に設けなければならないことから、コスト高になるという問題
がある。
【０００５】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、ＰＣのような情報処理装置におい
て、一般的に使用されるＯＳを用いてＴＶアプリケーションなどの所定のアプリケーショ
ンを起動させる際に、そのアプリケーションの起動準備中であることをユーザに知らせる
ことができて、その待ち中にユーザに不安を与えることがない情報処理装置、アプリケー
ション起動方法、及びアプリケーション起動プログラム、並びにコンピュータのディスプ
レイ装置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】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明は、所定のアプリケーションが動作する情報処
理装置であって、前記所定のアプリケーションの起動指示を入力するための起動指示入力
部と、前記起動指示が入力されてから前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間
において、前記所定のアプリケーションを起動準備中であることを示す起動準備状態表示
部とを備えてなるものである。
【０００７】
　また、本発明の情報処理装置において、前記入力された起動指示に関する情報を保持す
る起動指示情報保持部と、前記起動指示に基づいてオペレーティングシステムを起動する
オペレーティングシステム起動部と、前記オペレーティングシステムが起動された後に、
前記起動指示情報保持部に保持された情報に基づいて前記所定のアプリケーションを起動
するアプリケーション起動部とを備えてなる。
【０００８】
　また、本発明の情報処理装置において、前記所定のアプリケーション以外のアプリケー
ションの実行時において、前記起動指示入力部による起動指示の入力が行われた場合には
、実行中のアプリケーションに対する割込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを
起動させる割込指示発生部を備えている。
【０００９】
　なお、本発明の情報処理装置において、前記状態表示部は、当該情報処理装置で利用さ
れる表示装置に設けられた発光部により構成される。
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　また、前記起動指示入力部は、前記所定のアプリケーション起動のための起動ボタン又
は遠隔操作装置の指示受信部を備えて構成され、前記起動指示は前記起動ボタンの押下又
は遠隔操作装置からの指示を受信により発生する。
【００１０】
　また、本発明の情報処理装置において、前記所定のアプリケーション起動前の電源状態
を保持する電源状態情報保持部と、前記所定のアプリケーションの実行終了が指示された
場合、前記電源状態情報保持部に保持された電源状態に基づいて、電源状態を前記所定の
アプリケーション起動前の状態に移行させる電源制御部とを備えてなる。
【００１１】
　また、本発明の情報処理装置において、前記所定のアプリケーションは、受信された放
送映像を映し出すためのアプリケーションである。
【００１２】
　なお、本発明の情報処理装置において、前記所定のアプリケーションの起動準備の終了
後は、該状態を前記所定のアプリケーションの実行状態として前記起動準備状態と区別し
て示す実行状態表示部を備えている。
【００１３】
　又、本発明は、所定のアプリケーションが動作する情報処理装置によるアプリケーショ
ン起動方法であって、入力された前記所定のアプリケーションの起動指示を検出する起動
指示検出ステップと、前記起動イベント検出ステップにより起動イベントが検出されてか
ら前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間において、前記所定のアプリケーシ
ョンを起動準備中であることを示す起動準備状態表示ステップとを備えてなる。
【００１４】
　本発明のアプリケーション起動方法において、前記起動指示検出ステップにより検出さ
れた起動指示に関する情報を保持する指示情報保持ステップと、前記起動指示検出ステッ
プにより検出された起動指示に基づいてオペレーティングシステムを起動するオペレーテ
ィングシステム起動ステップと、前記オペレーティングシステムが起動された後に、前記
指示情報保持ステップにより保持された指示情報に基づいて前記所定のアプリケーション
を起動させるアプリケーション起動ステップとを備えることができる。
【００１５】
　また、前記所定のアプリケーション以外のアプリケーションの実行時において、前記所
定のアプリケーションの起動指示の入力が行われた場合には、実行中のアプリケーション
に対する割込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを起動させる割込指示発生ステ
ップを備えている。
【００１６】
　また、本発明のアプリケーション起動方法において、前記所定のアプリケーション起動
前の前記情報処理装置の電源状態を保持する電源状態保持ステップと、前記所定のアプリ
ケーションの実行終了が指示された場合、前記電源状態保持ステップにより保持された電
源状態に基づいて、前記情報処理装置の電源状態を前記所定のアプリケーション起動前の
状態に移行させる電源状態移行ステップとを備えてなる。
【００１７】
　また、本発明のアプリケーション起動方法において、前記所定のアプリケーションの起
動準備の終了後は、該状態を前記所定のアプリケーションの実行状態として前記起動準備
状態と区別して示す実行状態表示ステップを備えることができる。
【００１８】
　また、本発明のアプリケーション起動方法において、前記起動準備状態表示ステップは
発光部の点滅表示であり、前記実行状態表示ステップは前記発光部の点灯表示であり、こ
れら起動準備状態表示ステップと実行状態表示ステップとの間に、前記発光部を消灯する
消灯ステップを備えることができる。
【００１９】
　又、本発明は、情報処理装置のコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログ
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ラムであって、入力された所定のアプリケーションの起動指示を検出する起動指示検出ス
テップと、前記起動指示検出ステップにより起動指示が検出されてから、前記所定のアプ
リケーションが起動されるまでの間において、前記所定のアプリケーションを起動準備中
であることを示す起動準備状態表示ステップとをコンピュータに実行させるものである。
【００２０】
　また、本発明のアプリケーション起動プログラムにおいて、前記起動指示検出ステップ
により検出された起動指示に関する情報を保持する指示情報保持ステップと、前記起動指
示検出ステップにより検出された起動指示に基づいてオペレーティングシステムを起動す
るオペレーティングシステム起動ステップと、前記オペレーティングシステムが起動され
た後に、前記指示情報保持ステップにより保持された指示情報に基づいて前記所定のアプ
リケーションを起動させるアプリケーション起動ステップとをコンピュータに実行させる
。
【００２１】
　又、本発明のアプリケーション起動プログラムにおいて、前記所定のアプリケーション
以外のアプリケーションの実行時において、前記所定のアプリケーションの起動指示の入
力が行われた場合には、実行中のアプリケーションに対する割込指示を発生し、前記所定
のアプリケーションを起動させる割込指示発生ステップをコンピュータに実行させること
ができる。
【００２２】
　又、本発明のアプリケーション起動プログラムにおいて、前記所定のアプリケーション
起動前の前記コンピュータの電源状態を保持する電源状態保持ステップと、前記所定のア
プリケーションの実行終了が指示された場合、前記電源状態保持ステップにより保持され
た電源状態に基づいて、前記情報処理装置の電源状態を前記所定のアプリケーション起動
前の状態に移行させる電源状態移行ステップとをコンピュータに実行させる。
【００２３】
　また、本発明のアプリケーション起動プログラムにおいて、前記所定のアプリケーショ
ンの起動準備の終了後は、該状態を前記所定のアプリケーションの実行状態として前記起
動準備状態と区別して示す実行状態表示ステップを備えることができる。また、本発明の
アプリケーション起動プログラムにおいて、前記起動準備状態表示ステップは発光部の点
滅表示であり、前記実行状態表示ステップは前記発光部の点灯表示であり、これら起動準
備状態表示ステップと実行状態表示ステップとの間に、前記発光部を消灯する消灯ステッ
プをコンピュータに実行させることができる。
【００２４】
　又、本発明は、コンピュータのディスプレイ装置であって、前記コンピュータで動作す
る所定のアプリケーションを起動するためのボタンと、前記ボタンが押下されてから、前
記所定のアプリケーションが起動されるまでの間において前記所定のアプリケーションが
起動準備中であることを示す表示部とを備えてなる。
【００２５】
　また、本発明の情報処理装置において、前記電源状態は電源断状態、電源休止状態、若
しくはスタンバイ状態のいずれかである。
【００２６】
　なお、本発明によれば、コンピュータにおいて用いられる複数のアプリケーションの中
から所定のアプリケーションをコンピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタ
ンバイ状態のいずれかの電源状態から起動させるアプリケーション起動装置であって、前
記コンピュータのいずれかの電源状態において、前記所定のアプリケーションの起動イベ
ントを入力するための起動イベント入力部と、前記起動イベント入力部により入力された
起動イベントを検出する起動イベント検出部と、前記起動イベント検出部により起動イベ
ントが検出されてから前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間において、前記
所定のアプリケーションを起動準備中であることを示す起動準備状態表示部とを備えてな
るアプリケーション起動装置を提供することができる。
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【００２７】
　また、本発明は、コンピュータにおいて用いられる複数のアプリケーションの中から所
定のアプリケーションをコンピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ
状態のいずれかの電源状態から起動させるアプリケーション起動方法であって、前記コン
ピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状態のいずれかの電源状態に
おいて、入力された前記所定のアプリケーションの起動イベントを検出する起動イベント
検出ステップと、前記起動イベント検出ステップにより起動イベントが検出されてから前
記所定のアプリケーションが起動されるまでの間において、前記所定のアプリケーション
を起動準備中であることを示す起動準備状態表示ステップとを備えてなるアプリケーショ
ン起動方法が提供できる。
【００２８】
　さらに、本発明によれば、コンピュータにおいて用いられる複数のアプリケーションの
中から所定のアプリケーションをコンピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはス
タンバイ状態のいずれかの電源状態から起動させることを前記コンピュータに実行させる
アプリケーション起動プログラムであって、前記コンピュータの電源断状態、電源休止状
態、若しくはスタンバイ状態のいずれかの電源状態において、入力された前記所定のアプ
リケーションの起動イベントを検出する起動イベント検出ステップと、前記起動イベント
検出ステップにより起動イベントが検出されてから前記所定のアプリケーションが起動さ
れるまでの間において、前記所定のアプリケーションを起動準備中であることを示す起動
準備状態表示ステップとをコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラムを
提供することができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、コンピュータにおいて用いられる複数のアプリケーションの中
から所定のアプリケーションをコンピュータの電源断状態、電源休止状態、若しくはスタ
ンバイ状態のいずれかの電源状態から起動させることができるコンピュータのディスプレ
イ装置であって、所定のアプリケーションを起動するためのボタンと、前記ボタンが押下
されてから、前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間において前記所定のアプ
リケーションが起動準備中であることを示す表示部とを備えてなるディスプレイ装置を提
供することができる。
【００３０】
　なお、上述したアプリケーション起動プログラムは、コンピュータにより読取り可能な
媒体に記憶されることができる。ここで、コンピュータにより読取り可能な媒体は、ＲＯ
ＭやＲＡＭなどの半導体メモリの他、ＣＤ－ＲＯＭやフレキシブルディスク、ＤＶＤディ
スク、光磁気ディスク、ＩＣカード等の可搬型記憶媒体や、コンピュータプログラムを保
持するデータベース、或いは、他のコンピュータ並びにそのデータベースや、更に回線上
の伝送媒体をも含むものである。
【発明の効果】
【００３１】
　以上に詳述したように、本発明によれば、ＰＣのような情報処理装置において、一般的
に使用されるＯＳを用いてＴＶアプリケーションなどの所定のアプリケーションを起動さ
せる際に、そのアプリケーションの起動準備中であることをユーザに知らせることができ
て、その待ち中にユーザに不安を与えることがない。また、ＯＳを二つ用いることもない
ので、安価に構成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
実施の形態1．
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本実施の
形態１における機能ブロック図、図２は同機能を構成する階層構造を示す階層構成図、図
３は本実施の形態のディスプレイ装置を示す正面図である。なお、実施の形態における情
報処理装置に備えられるアプリケーション起動装置は、ＰＣのディスプレイ装置にテレビ
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映像を映し出すＴＶアプリケーションを起動するためのＴＶアプリケーション起動装置と
して説明する。
【００３３】
　図１に示すように、本発明の実施の形態における情報処理装置はアプリケーション起動
装置１０を備える。このアプリケーション起動装置１０は、ＴＶアプリケーションの起動
イベント（起動指示）を入力するための起動イベント入力部（起動指示入力部）１と、起
動イベント入力部１により入力された起動イベントを検出する起動イベント検出部（起動
指示検出部）２と、起動イベント検出部２により起動イベントが検出されてからＴＶアプ
リケーションが起動されるまでの間において、ＴＶアプリケーションを起動準備中である
ことを示す起動準備状態表示部３Ａを備えて構成されている。
【００３４】
　また、このアプリケーション起動装置１０は、起動イベント検出部２により検出された
起動イベントに関する情報を保持する起動イベント情報保持部（起動指示情報保持部）４
と、起動イベント検出部２により検出された起動イベントに基づいてコンピュータのＯＳ
を起動させるＯＳ起動部５と、ＯＳが起動されることにより、起動イベント情報保持部４
に保持されたイベント情報に基づいてＴＶアプリケーションを起動させるアプリケーショ
ン起動部６を備えている。
【００３５】
　更に、このアプリケーション起動装置１０は、ＴＶアプリケーション以外のアプリケー
ションの実行時において、起動イベント入力部１による起動イベントの入力が行われた場
合には、実行中のアプリケーションに対するインタラプトイベント（割込イベント）を発
生し、アプリケーション起動部６によりＴＶアプリケーションを起動させるインタラプト
イベント発生部（割込指示発生部）７を備えている。ＴＶアプリケーションはアプリケー
ション実行部８により実行され、ＴＶアプリケーションの実行時にその実行状態を表示す
るための実行状態表示部３Ｂを備えている。
【００３６】
　図２に示す階層構成図によれば、本実施の形態のアプリケーション起動装置１０は、Ｔ
Ｖアプリケーション層１１、ミドルウェア（リモコンマネージャ）層１２、リモコンドラ
イバ層１３、ＯＳ層１４、ＢＩＯＳ層１５、そしてハードウェア層１６とから構成されて
いる。ここで、ＢＩＯＳ層１５にはミドルウェア層１２とのＩ／Ｆを規定する仮想デバイ
スが実装され、ミドルウェア１２には仮想デバイスによるドライバが実装されている。
【００３７】
　図３に示されるように、ディスプレイ装置２０は、図示しないＰＣ本体の電源ボタン（
例えばディスプレイ側面部に設けられる）の他に、その適所である例えば正面側の側部下
部にＴＶアプリ電源ボタン（起動ボタン）１Ａとリモコン（遠隔操作装置）の受信部（指
示受信部）１Ｂを備えており、ＴＶアプリ電源ボタン１Ａの中央部に起動準備状態表示部
３Ａと実行状態表示部３Ｂのそれぞれにより発光態様が変更されて発光されるＬＥＤ３Ｃ
を備えている。すなわち上述した起動準備状態表示部３Ａと実行状態表示部３Ｂのそれぞ
れは、二つの状態を表示する表示部３を構成し、一つのＬＥＤ３Ｃをそれぞれの状態に応
じた発光態様で発光させて各状態を表示する。
【００３８】
　ここで、上述した起動イベント入力部１は、ＴＶアプリ電源ボタン１Ａ及びリモコンの
受信部１Ｂにより構成され、更に起動イベント検出部２は、ＴＶアプリ電源ボタンの押下
又はリモコン操作を受信して起動イベントを検出する。なお、図３に示すディスプレイ装
置２０には、ＴＶアプリ電源ボタン１Ａ上方に、ＰＣ本体の電源状態を表示するＰｏｗｅ
ｒ／Ｓｕｓｐｅｎｄ　ＬＥＤ２１、ハードディスク又はＣＤへのアクセスを表示するＨＤ
Ｄ／ＣＤ　Ａｃｃｅｓｓ　ＬＥＤ２２、メールアプリケーションの実行を表示するＭａｉ
ｌ　ＬＥＤ２３が設けられると共に、ＮｕｍＬｏｃｋ　ＬＥＤ２５、ＳｃｒｏｌｌＬｏｃ
ｋ　ＬＥＤ　２６が設けられている。
【００３９】
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　以下、実施の形態１の動作について、図４、図５のフローチャートを用いて説明する。
なお、図中各ステップにおいては、適宜図２に示した各ステップの動作主体が示されてい
る。
　まず、起動イベント待ちの状態（ステップＳ１）から、ＰＣ本体の電源ボタンによる電
源投入（ステップＳ２）、又はリモコンのＴＶアプリ電源ボタンによる電源投入（ステッ
プＳ３）、或いはＰＣ本体のＴＶアプリ電源ボタンによる電源投入（ステップＳ４）が行
われて一連の処理が開始される。リモコン及びＰＣ本体のＴＶアプリ電源ボタンによる電
源投入（ＴＶアプリのオン操作）が行われると（ステップＳ３、Ｓ４）、起動イベント情
報の保持（Ｓ５）が行われ、ＬＥＤの点滅制御が行われて（ステップＳ６）起動準備状態
が表示されると共に、ＯＳの起動／復帰（ステップＳ７）が行われる。ＯＳの復帰が終了
すると起動イベント情報が読み込まれて有効化される（ステップＳ８）。
【００４０】
　次に起動イベント情報保持部４によるイベントチェックが行われ（ステップＳ９）、Ｔ
Ｖアプリ電源ボタンによる電源投入（ＴＶアプリの起動イベント）があった場合（ステッ
プＳ９、Ｙ）は、一度ＬＥＤ３Ｃを消灯（ステップＳ１２）した後、ＴＶアプリケーショ
ンを起動させると共に（ステップＳ１３）、ＬＥＤ３Ｃの点灯制御を行う（ステップＳ１
４）。これによりユーザはＰＣによるテレビ観賞を行うことができる。
【００４１】
　なお、ステップＳ１２において、一度ＬＥＤ３Ｃを消灯制御するのは、以下の理由によ
る。すなわち、アプリケーション層は、起動時にＬＥＤ点灯制御を行い、終了時にＬＥＤ
３Ｃ消灯制御を行うが、ＴＶアプリケーションがアンインストールされている状態や何ら
かの理由で起動エラーが発生したり、ＯＳによる強制終了が行われたときには、ＬＥＤ３
Ｃがどのような状態になっているかアプリケーションによって異なったり、考慮されてい
ないタイミングの抜け（バグ）が発生する虞がある。
【００４２】
　そこで、ＴＶアプリケーション起動直前にドライバ層（リモコンマネージャ）で、ＬＥ
Ｄ３Ｃを一度消灯させてからＴＶアプリケーションを起動するようにすることで、そのエ
ラーケースとしてＬＥＤ３Ｃが消灯するため、ユーザは最早テレビは起動しないというこ
とを認識することができる。一方、このようなステップを設けていない場合は、仮にエラ
ーケースで点滅し続けた場合、何時になったらテレビが起動するのか、ユーザは認識でき
ないという不具合が発生する虞があるからである。
【００４３】
　そして、ＴＶアプリ電源ボタンによるＯＦＦ操作（再押下）があると（ステップＳ１５
、Ｙ）、ＴＶアプリケーションを終了し（ステップＳ１６）、ＬＥＤ３Ｃを消灯するとと
もに（ステップＳ１７）、ＯＳの起動を終了する（ステップＳ１８～２１）。この場合、
その終了の仕方により、電源断状態（ステップＳ１９）、休止状態（ステップＳ２０）、
スタンバイ（ステップＳ２１）の三つの状態のうちのいずれかに状態が遷移する。
【００４４】
　一方ステップＳ１の後、ＰＣ本体の電源が投入された（ステップＳ２）場合は、直ちに
ＯＳの起動又は復帰が行われ（ステップＳ７）、ＴＶアプリケーションの起動イベントが
無い場合（ステップＳ９、Ｎ）は、通常のＰＣの起動が行われる（ステップＳ１０）、そ
の後、ＴＶアプリケーションの起動イベントの有無、ＰＣ本体の電源ＯＦＦイベントのチ
ェックが行われ（ステップＳ１１）、何れもない場合は、いずれかのイベントがあるまで
、通常のＰＣの起動状態を維持する（ステップＳ１１Ｎ）。ＴＶアプリケーションの起動
イベントがあった場合は、上述したステップＳ１２以降の処理が行われる。
【００４５】
　一方、ステップＳ１１においてＰＣ本体の電源ＯＦＦ操作があった場合は、ステップＳ
１８に進む。また、ステップＳ１９の電源断状態において、ＡＣケーブルが抜かれて電力
供給が停止した場合（ステップＳ２２）は、再度ＡＣケーブルが接続され（ステップＳ２
３）、一度ステップＳ２～ステップＳ１８の処理を繰り返した後、ステップＳ１の起動イ
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ベント待ちの状態に戻る。
【００４６】
　なお、以上に説明した図４、図５に示されるフローチャートの一部をアプリケーション
起動プログラムとして、コンピュータにより読取り可能な記録媒体に記憶させることによ
って、本発明のアプリケーション起動装置におけるアプリケーション起動方法をコンピュ
ータに実行させることが可能となる。
【００４７】
実施の形態２．
　実施の形態２は、ＴＶアプリケーションを終了する場合に、ＰＣ本体の電源状態をＴＶ
アプリケーションの起動前の状態に戻すようにしたものである。
　図６は実施の形態２を示すブロック図であり、実施の形態２のアプリケーション起動装
置１０Ａは、図１に示した構成に加えて、起動イベント検出部２による起動イベントが検
出された場合にＴＶアプリケーション起動時前のＰＣ本体の電源状態情報を保持する電源
状態情報保持部３３と、ＴＶアプリケーション実行時に、該アプリケーションを終了する
終了イベントを入力する終了イベント入力部３１と、この終了イベント入力部３１により
入力された終了イベントを検出する終了イベント検出部３２と、終了イベント検出部３２
により検出された終了イベントと、電源状態情報保持部３３に保持された電源状態情報と
に基づいて、ＰＣの電源状態をＴＶアプリケーション起動前の状態に移行させる電源制御
部３４とを備えている。
【００４８】
　なお、実施の形態２において、終了イベント入力部３１は、リモコン又はＰＣ本体に設
けられたアプリ電源ボタンにより構成され、ＴＶアプリケーションの実行時にこれらが再
操作されることにより、終了イベントとして終了イベント検出部３２が検出するよう構成
されている。
【００４９】
　図７は実施の形態２の動作の主要部分を示すフローチャートであり、図５に示したステ
ップＳ１７とステップＳ１９の間に実施の形態２の特有の動作が行われる。まず、実施の
形態１と同様に、終了イベントの検出が行われる（ステップＳ１５、Ｙ）と、ＬＥＤ３Ｃ
の消灯制御が行われた（ステップＳ１７）後、起動イベント発生時に電源状態情報保持部
３３に保持された電源状態情報がチェックされる（ステップＳ１８１）。
【００５０】
　なお、この電源状態情報保持部３３による電源状態情報の保持は、起動イベント発生の
場合は、ファームウェア（ＢＩＯＳ）のインプリメントを行う場合の電源投入又はスタン
バイ復帰直後（電源が投入されて直ぐ）のタイミングで保持する。これは、実施の形態１
において説明した図４の起動イベント情報の保持動作（ステップＳ５）に併せて行うよう
にすることができる。一方、復帰状態が存在しない場合、例えばステップＳ２３を介して
ステップＳ２に進んだような場合は、ＯＳ起動状態においてイベントが発生したものとし
て、ステップＳ１８１のチェックの時に判断することとする。
【００５１】
　そして、その結果、ステップＳ１８２において、ＴＶアプリケーションの起動イベント
入力前のＯＳの状態が起動状態であったと判断された場合（ステップＳ１８２、Ｙ）は、
その起動状態に移行する（ステップＳ１８３）。ＯＳが起動状態でなかった場合（ステッ
プＳ１８２、Ｎ）は、電源断状態か休止状態、スタンバイ状態のいずれであったかが判断
され（ステップＳ１８４）、それぞれの判断結果に基づいてその状態に移行する（ステッ
プＳ１９～Ｓ２１）。
【００５２】
　以上、本発明の実施の形態においては、所定のアプリケーションとしてＴＶアプリケー
ションに例をとって説明したが、本発明は、ＴＶアプリケーションに限定されることはな
く、他のアプリケーション、例えばＤＶＤなどのビジュアルに関するアプリケーション、
ＣＤなどのオーディオに関するアプリケーション、メール、インターネットに関するアプ
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リケーションにも同様に適用できることは言うまでもない。
【００５３】
（付記１）　所定のアプリケーションが動作する情報処理装置であって、
　前記所定のアプリケーションの起動指示を入力するための起動指示入力部と、
　前記起動指示が入力されてから前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間にお
いて、前記所定のアプリケーションを起動準備中であることを示す起動準備状態表示部と
、
　を備えてなる情報処理装置。
（付記２）　付記１に記載の情報処理装置において、
　前記入力された起動指示に関する情報を保持する起動指示情報保持部と、
　前記起動指示に基づいてオペレーティングシステムを起動するオペレーティングシステ
ム起動部と、
　前記オペレーティングシステムが起動された後に、前記起動指示情報保持部に保持され
た情報に基づいて前記所定のアプリケーションを起動するアプリケーション起動部と、
　を備えてなる情報処理装置。
（付記３）　付記１又は付記２に記載の情報処理装置において、
　前記所定のアプリケーション以外のアプリケーションの実行時において、前記起動指示
入力部による起動指示の入力が行われた場合には、実行中のアプリケーションに対する割
込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを起動させる割込指示発生部
　を備えている情報処理装置。
（付記４）　付記１乃至付記３のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記状態表示部は、当該情報処理装置で利用される表示装置に設けられた発光部により
構成される情報処理装置。
（付記５）　付記１乃至付記４のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記起動指示入力部は、前記所定のアプリケーション起動のための起動ボタン又は遠隔
操作装置の指示受信部を備えて構成され、前記起動指示は前記起動ボタンの押下又は遠隔
操作装置からの指示を受信により発生する情報処理装置。
（付記６）　付記１乃至付記５のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記所定のアプリケーション起動前の電源状態を保持する電源状態情報保持部と、
　前記所定のアプリケーションの実行終了が指示された場合、前記電源状態情報保持部に
保持された電源状態に基づいて、電源状態を前記所定のアプリケーション起動前の状態に
移行させる電源制御部と、
　を備えてなる情報処理装置。
（付記７）　付記１乃至付記６のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記所定のアプリケーションは、受信された放送映像を映し出すためのアプリケーショ
ンである情報処理装置。
（付記８）　付記１乃至付記７のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記所定のアプリケーションの起動準備の終了後は、該状態を前記所定のアプリケーシ
ョンの実行状態として前記起動準備状態と区別して示す実行状態表示部を備えている情報
処理装置。
（付記９）　所定のアプリケーションが動作する情報処理装置によるアプリケーション起
動方法であって、
　入力された前記所定のアプリケーションの起動指示を検出する起動指示検出ステップと
、
　前記起動イベント検出ステップにより起動イベントが検出されてから前記所定のアプリ
ケーションが起動されるまでの間において、前記所定のアプリケーションを起動準備中で
あることを示す起動準備状態表示ステップと、
　を備えてなるアプリケーション起動方法。
（付記１０）　付記９に記載のアプリケーション起動方法において、
　前記起動指示検出ステップにより検出された起動指示に関する情報を保持する指示情報
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保持ステップと、
　前記起動指示検出ステップにより検出された起動指示に基づいてオペレーティングシス
テムを起動するオペレーティングシステム起動ステップと、
　前記オペレーティングシステムが起動された後に、前記指示情報保持ステップにより保
持された指示情報に基づいて前記所定のアプリケーションを起動させるアプリケーション
起動ステップと、
　を備えてなるアプリケーション起動方法。
（付記１１）　付記９又は付記１０に記載のアプリケーション起動方法において、
　前記所定のアプリケーション以外のアプリケーションの実行時において、前記所定のア
プリケーションの起動指示の入力が行われた場合には、実行中のアプリケーションに対す
る割込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを起動させる割込指示発生ステップ
　を備えているアプリケーション起動方法。
（付記１２）　付記９乃至付記１１のいずれかに記載のアプリケーション起動方法におい
て、
　前記所定のアプリケーション起動前の前記情報処理装置の電源状態を保持する電源状態
保持ステップと、
　前記所定のアプリケーションの実行終了が指示された場合、前記電源状態保持ステップ
により保持された電源状態に基づいて、前記情報処理装置の電源状態を前記所定のアプリ
ケーション起動前の状態に移行させる電源状態移行ステップと
　を備えてなるアプリケーション起動方法。
（付記１３）　付記９乃至付記１２のいずれかに記載のアプリケーション起動方法におい
て、
　前記所定のアプリケーションの起動準備の終了後は、該状態を前記所定のアプリケーシ
ョンの実行状態として前記起動準備状態と区別して示す実行状態表示ステップ
　を備えているアプリケーション起動方法。
（付記１４）　付記１３に記載のアプリケーション起動方法において、
　前記起動準備状態表示ステップは発光部の点滅表示であり、前記実行状態表示ステップ
は前記発光部の点灯表示であり、これら起動準備状態表示ステップと実行状態表示ステッ
プとの間に、前記発光部を消灯する消灯ステップ
　を備えるアプリケーション起動方法。
（付記１５）　情報処理装置のコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラ
ムであって、
　入力された所定のアプリケーションの起動指示を検出する起動指示検出ステップと、
　前記起動指示検出ステップにより起動指示が検出されてから、前記所定のアプリケーシ
ョンが起動されるまでの間において、前記所定のアプリケーションを起動準備中であるこ
とを示す起動準備状態表示ステップと
　をコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラム。
（付記１６）　付記１５に記載のアプリケーション起動プログラムにおいて、
　前記起動指示検出ステップにより検出された起動指示に関する情報を保持する指示情報
保持ステップと、
　前記起動指示検出ステップにより検出された起動指示に基づいてオペレーティングシス
テムを起動するオペレーティングシステム起動ステップと、
　前記オペレーティングシステムが起動された後に、前記指示情報保持ステップにより保
持された指示情報に基づいて前記所定のアプリケーションを起動させるアプリケーション
起動ステップと、
　をコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラム。
（付記１７）　付記１５又は付記１６に記載のアプリケーション起動プログラムにおいて
、
　前記所定のアプリケーション以外のアプリケーションの実行時において、前記所定のア
プリケーションの起動指示の入力が行われた場合には、実行中のアプリケーションに対す
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る割込指示を発生し、前記所定のアプリケーションを起動させる割込指示発生ステップ
　をコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラム。
（付記１８）　付記１５乃至付記１７のいずれかに記載のアプリケーション起動プログラ
ムにおいて、
　前記所定のアプリケーション起動前の前記コンピュータの電源状態を保持する電源状態
保持ステップと、
　前記所定のアプリケーションの実行終了が指示された場合、
　前記電源状態保持ステップにより保持された電源状態に基づいて、前記情報処理装置の
電源状態を前記所定のアプリケーション起動前の状態に移行させる電源状態移行ステップ
と、
　をコンピュータに実行させるアプリケーション起動プログラム。
（付記１９）　付記１５乃至付記１８のいずれかに記載のアプリケーション起動プログラ
ムにおいて、
　前記所定のアプリケーションの起動準備の終了後は、該状態を前記所定のアプリケーシ
ョンの実行状態として前記起動準備状態と区別して示す実行状態表示ステップを備えてい
るアプリケーション起動プログラム。
（付記２０）　付記１９に記載のアプリケーション起動プログラムにおいて、
　前記起動準備状態表示ステップは発光部の点滅表示であり、前記実行状態表示ステップ
は前記発光部の点灯表示であり、これら起動準備状態表示ステップと実行状態表示ステッ
プとの間に、前記発光部を消灯する消灯ステップをコンピュータに実行させるアプリケー
ション起動プログラム。
（付記２１）　コンピュータのディスプレイ装置であって、
　前記コンピュータで動作する所定のアプリケーションを起動するためのボタンと、
　前記ボタンが押下されてから、前記所定のアプリケーションが起動されるまでの間にお
いて前記所定のアプリケーションが起動準備中であることを示す表示部とを備えてなるコ
ンピュータのディスプレイ装置。
（付記２２）　付記６に記載の情報処理装置において、
　前記電源状態は電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状態のいずれかである
情報処理装置。
（付記２３）　付記１２に記載のアプリケーション起動方法において、
　前記電源状態は電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状態のいずれかである
アプリケーション起動方法。
（付記２４）　付記１８に記載のアプリケーション起動プログラムにおいて、
　前記電源状態は電源断状態、電源休止状態、若しくはスタンバイ状態のいずれかである
アプリケーション起動プログラム。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本実施の形態１における機能ブロック図である。
【図２】図１と同機能を構成する階層構造を示す階層構成図である。
【図３】本実施の形態のディスプレイ装置を示す正面図である。
【図４】実施の形態１の動作を示すフローチャートその１である。
【図５】実施の形態１の動作を示すフローチャートその２である。
【図６】実施の形態２の主要部を示すブロック図である。
【図７】実施の形態２の主要部の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
１　起動イベント入力部、１Ａ　アプリ電源ボタン、１Ｂ　リモコンの受信部　１Ｃ　Ｌ
ＥＤ、２　起動イベント検出部、３　表示部、３Ａ　起動準備状態表示部、３Ｂ　実行状
態表示部、４　起動イベント情報保持部、５　ＯＳ起動部、６　アプリケーション起動部
、７　インタラプトイベント発生部、８　アプリケーション実行部、１０　アプリケーシ
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ョン起動装置、２０　ディスプレイ装置。

【図１】

【図２】

【図３】
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