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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモコンにより無線信号で操作される電気機器を、情報端末から通信ネットワークを介
して遠隔制御するための遠隔制御システムであって、
　前記通信ネットワークに接続されたサーバと、
　前記電気機器の使用電力を測定し、使用電力情報を生成する電力測定手段と、
　前記通信ネットワークに接続された機器操作信号発生装置とを備え、
　前記サーバは、
　前記電力測定手段により得られた最新の使用電力情報に基づき確認された前記電気機器
の現在の電源状態を、電源状態情報として当該情報端末へ報告する手段と、
　前記情報端末からの指示に応じて、前記電気機器の電源を制御する制御信号を前記機器
操作信号発生装置へ送信する指示発生手段とを有し、
　前記サーバは、さらに、電気機器毎の制御コマンドと前記無線信号の信号パターンを対
応づけて記憶したデータテーブルを有し、前記情報端末からの指示に含まれる制御コマン
ドに基づき前記データテーブルを参照し、前記機器操作信号発生装置へ出力する前記制御
信号に当該制御コマンドに対応する信号パターンデータを含め、
　前記情報端末は、前記電気機器を操作するための操作画面情報をユーザに伝達する手段
を有し、前記電力測定手段により得られた前記電気機器の最新の電源状態情報に基づいて
当該電源状態が反映された操作画面情報をユーザに伝達し、
　前記機器操作信号発生装置は、前記情報端末からの指示に基づく前記制御信号を前記サ
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ーバから受信したとき、前記制御信号に応じて当該電気機器の機器種別に応じた無線信号
により当該電気機器を制御する無線信号を当該電気機器に対して発生する無線信号発生手
段を有する
遠隔制御システム。
【請求項２】
　リモコンにより無線信号で操作される電気機器を、情報端末から通信ネットワークを介
して遠隔制御するための遠隔制御システムであって、
　前記通信ネットワークに接続されたサーバと、
　前記電気機器の使用電力を測定し、使用電力情報を生成する電力測定手段と、
　前記通信ネットワークに接続された機器操作信号発生装置とを備え、
　前記サーバは、
　前記電力測定手段により得られた最新の使用電力情報に基づき確認された前記電気機器
の現在の電源状態を、電源状態情報として当該情報端末へ報告する手段と、
　前記情報端末からの指示に応じて、前記電気機器の電源を制御する制御信号を前記機器
操作信号発生装置へ送信する指示発生手段とを有し、
　前記情報端末は、前記電気機器を操作するための操作画面情報をユーザに伝達する手段
を有し、前記電力測定手段により得られた前記電気機器の最新の電源状態情報に基づいて
当該電源状態が反映された操作画面情報をユーザに伝達し、
　前記機器操作信号発生装置は、前記情報端末からの指示に基づく前記制御信号を前記サ
ーバから受信したとき、前記制御信号に応じて当該電気機器の機器種別に応じた無線信号
により当該電気機器を制御する無線信号を当該電気機器に対して発生する無線信号発生手
段を有し、
　前記機器操作信号発生装置は、さらに、電気機器毎の制御コマンドと前記無線信号の信
号パターンを対応づけて記憶したデータテーブルを有し、前記無線信号発生手段は、前記
サーバからの制御信号に含まれる制御コマンドに基づき前記データテーブルを参照し、当
該制御コマンドに対応する信号パターンデータに基づき前記無線信号を発生する
遠隔制御システム。
【請求項３】
　前記電力測定手段は電源タップに内蔵された請求項１または２に記載の遠隔制御システ
ム。
【請求項４】
　前記電源タップは、複数の電気機器を接続する複数の接続口を有し、前記電力測定手段
は前記接続口毎に設けられ、
　前記サーバは、どの接続口にどの電気機器が接続されたかを管理する管理手段を備える
請求項３に記載の遠隔制御システム。
【請求項５】
　前記管理手段は、前記情報端末からのユーザの入力操作に基づいて、前記機器操作信号
発生装置と、前記電源タップと、前記電源タップの接続口に接続された電気機器の種別情
報とを対応づけて登録する手段を有する請求項４に記載の遠隔制御システム。
【請求項６】
　前記サーバは、前記電気機器を操作するための操作画面情報を保持し、前記情報端末か
らの要求に応じて当該情報端末に当該操作画面情報を供給する
　請求項１～５のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項７】
　前記情報端末は、前記電気機器を操作するための操作画面情報を予め保持する
　請求項１～５のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項８】
　前記情報端末は、操作画面上に前記電気機器の電源状態をテキスト、記号または図形で
表す請求項６または７に記載の遠隔制御システム。
【請求項９】
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　前記情報端末は、操作画面上に電源ＯＮおよび電源ＯＦＦを指示するための電源ＯＮボ
タンおよび電源ＯＦＦボタンを表示し、前記電源ＯＮボタンおよび／または電源ＯＦＦボ
タンの表示属性の変化により電源状態を表す請求項６または７に記載の遠隔制御システム
。
【請求項１０】
　前記情報端末は、前記電気機器の最新の電源状態を確認するための指示を発生するため
の、操作画面上に表示される特定のボタンまたはメニューを含む指示手段を有する請求項
１～９のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１１】
　前記情報端末は、定期的に現在の電源状態を確認するための指示を出力する請求項１～
１０のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１２】
　前記サーバの前記指示発生手段は、電源切替信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交
互に切り替える機能を有する電気機器に対して、前記情報端末から電源ＯＮ指示を受けた
とき、当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯ
ＦＦであると確認されたとき前記機器操作信号発生装置に前記制御信号として前記電源切
替信号を発生させ、前記情報端末から電源ＯＦＦ指示を受けたとき、当該電気機器の最新
の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯＮであると確認されたとき
前記機器操作信号発生装置に前記制御信号として前記電源切替信号を発生させる
　請求項１～１１のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１３】
　前記機器操作信号発生装置は、電源切替信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交互に
切り替える機能を有する電気機器に対して、前記サーバからの制御信号として電源ＯＮ指
示を受けたとき、当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電
源状態がＯＦＦであると確認されたとき、前記無線信号発生手段により前記電源切替信号
としての無線信号を発生し、前記サーバからの制御信号として電源ＯＦＦ指示を受けたと
き、当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯＮ
であると確認されたとき、前記無線信号発生手段により前記電源切替信号としての無線信
号を発生する
　請求項１～１１のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１４】
　前記サーバは、さらに、
　指定した電気機器の電源ＯＮ指示および電源以外の指示を含む複数のコマンドからなる
コマンドグループを予め記憶した一斉遠隔制御コマンドテーブルと、
　前記コマンドグループ毎に当該遠隔制御を行う対象となるユーザを登録する一斉遠隔制
御対象ユーザテーブルと、
　所定時に、前記一斉遠隔制御コマンドテーブルに記憶されたコマンドグループを、前記
一斉遠隔制御対象ユーザテーブルに登録されたユーザの当該電気機器に対して実行する一
斉遠隔制御部と
　を備えた請求項１～１３のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１５】
　前記サーバは、前記電力測定手段から定期的に報告される使用電力情報を受信し、蓄積
する使用電力情報蓄積手段を有する請求項１～１４のいずれかに記載の遠隔制御システム
。
【請求項１６】
　前記サーバは、前記情報端末からの要求に応じて、前記電力測定手段により得られた最
新の使用電力情報に基づき前記電気機器の現在の電源状態を確認し、当該電源状態情報を
当該情報端末へ応答する応答手段を有する請求項１～１５のいずれかに記載の遠隔制御シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末から通信ネットワークを介して電気機器を遠隔制御するための遠隔
制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自宅にあるテレビジョン受像機（テレビ）やエアコンディショナー（エアコン）
、照明器具などの電気機器に対して、ユーザが情報端末を用いて外出先から遠隔的に制御
するための種々の技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、エアコンやドアロックなどの各種家電製品（電気機器）の制
御を行うホームサーバを導入し、遠隔制御の際には、携帯電話機からホームサーバに対し
て指示を行うことにより当該家電製品を制御する技術が開示されている。
【０００４】
　特許文献２には、ユーザが外出先から自宅のエアコンを始動・停止させるために、携帯
電話を用いて公衆回線を介して、自宅内にあるスイッチシステムにＯＮ命令またはＯＦＦ
命令を送信すると、スイッチシステムからの指示によりエアコンインターフェースが、そ
の命令に対応する赤外線信号を発生することによりエアコンを動作させる技術が示されて
いる。また、この技術では、エアコンの電源ラインに流れる電流を変流器により検出する
ことにより、エアコンの現在の動作状態を確認し、その結果をメッセージとしてユーザに
転送することにより、当該エアコンが確実に動作したことをユーザが確認できるようにし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３３５５８６号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載の従来技術は、制御対象の電気機器がホームサーバからの制御信
号により制御可能な機能を有するものに限られるという制限がある。また、ホームサーバ
と各種電気機器を接続するためのローカルなネットワークを構成する必要がある。したが
って、既存の電気機器への適用が容易でなく、また、コスト的にも問題がある。
【０００７】
　特許文献２に記載の従来技術は、既存の電気機器に備わった赤外線によるリモートコン
トローラ（以下、リモコンという）制御を利用することにより、既存の電気機器への適用
が容易である。しかし、制御対象の電気機器（例えばエアコン）に対して、１対１の関係
で、エアコンインターフェースおよび変流器の組を用意する必要がある。このため、複数
の制御対象の電気機器が１部屋に存在する場合にも、各電気機器に対してエアコンインタ
ーフェースと変流器の組を必要とするため、コスト増を招来する。また、変流器は各電気
機器の電源ラインに取り付けてエアコンインターフェースまで配線する必要があるため、
そのための配線が煩雑であるばかりか、ユーザの歩行時の支障となるおそれもある。
【０００８】
　ところで、近年、スマートフォンやタブレットと呼ばれる情報端末が普及している。こ
のような情報端末では、いわゆるテンキーやキーボード（ハードウェア）が存在せず、タ
ッチパネルを兼ねた比較的広い表示画面を有する入力・表示デバイスを備えている。この
ような情報端末では、リモコンの複数のボタンが配置された操作面を擬似的に表示画面上
に再現することができる。すなわち、表示画面上に表示された各種ボタンをタッチするこ
とにより、ほぼ、リモコンと同様の操作が可能となり、操作が容易となる。
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【０００９】
　テレビなどの既存の電気機器においては、リモコンの操作面に単一の電源ボタンが配置
され、この電源ボタンを押すたびに電源切替信号が発生し、電源ＯＮと電源ＯＦＦが交互
に切り替えられるいわゆるトグルタイプのものがある。通常、ユーザは、リモコンをテレ
ビの方向に向けて操作する。したがって、テレビの現在の電源状態はユーザが目視で直接
確認できるので、このようなトグルタイプの電源ボタンでも何ら支障がない。
【００１０】
　しかしながら、外出先から情報端末を用いて自宅の電気機器を制御する場合には、制御
対象の電気機器が見えない。そのため、トグルタイプの電源ボタンを操作する場合、現在
の電源の状態が分からなければ、その操作が電源ＯＮを指示するものか、電源ＯＦＦを指
示するものかが明確に判別できないという問題が生じる。（特許文献２に記載の技術では
、家電製品のリモコン制御において、電源ＯＮと電源ＯＦＦのそれぞれに別々に対応する
赤外線信号が用意され、情報端末においてもＯＮ命令またはＯＦＦ命令を別々に指示でき
るようにしているので、このような問題は生じない。）
【００１１】
　本発明はこのような背景においてなされたものであり、その目的は、リモコンで操作さ
れる既存の電気機器に適用が容易で、かつ、比較的簡易的な構成の遠隔制御システムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による遠隔制御システムは、リモコンにより無線信号で操作される電気機器を、
情報端末から通信ネットワークを介して遠隔制御するための遠隔制御システムであって、
前記通信ネットワークに接続されたサーバと、前記電気機器の使用電力を測定し、使用電
力情報を生成する電力測定手段と、前記通信ネットワークに接続された機器操作信号発生
装置とを備え、前記サーバは、前記電力測定手段により得られた最新の使用電力情報に基
づき確認された前記電気機器の現在の電源状態を、電源状態情報として当該情報端末へ報
告する手段と、前記情報端末からの指示に応じて、前記電気機器の電源を制御する制御信
号を前記機器操作信号発生装置へ送信する指示発生手段とを有し、前記サーバは、さらに
、電気機器毎の制御コマンドと前記無線信号の信号パターンを対応づけて記憶したデータ
テーブルを有し、前記情報端末からの指示に含まれる制御コマンドに基づき前記データテ
ーブルを参照し、前記機器操作信号発生装置へ出力する前記制御信号に当該制御コマンド
に対応する信号パターンデータを含め、前記情報端末は、前記電気機器を操作するための
操作画面情報をユーザに伝達する手段を有し、前記電力測定手段により得られた前記電気
機器の最新の電源状態情報に基づいて当該電源状態が反映された操作画面情報をユーザに
伝達し、前記機器操作信号発生装置は、前記情報端末からの指示に基づく前記制御信号を
前記サーバから受信したとき、前記制御信号に応じて当該電気機器の機器種別に応じた無
線信号により当該電気機器を制御する無線信号を当該電気機器に対して発生する無線信号
発生手段を有する。
　本発明による遠隔制御システムは、他の見地によれば、リモコンにより無線信号で操作
される電気機器を、情報端末から通信ネットワークを介して遠隔制御するための遠隔制御
システムであって、前記通信ネットワークに接続されたサーバと、前記電気機器の使用電
力を測定し、使用電力情報を生成する電力測定手段と、前記通信ネットワークに接続され
た機器操作信号発生装置とを備え、前記サーバは、前記電力測定手段により得られた最新
の使用電力情報に基づき確認された前記電気機器の現在の電源状態を、電源状態情報とし
て当該情報端末へ報告する手段と、前記情報端末からの指示に応じて、前記電気機器の電
源を制御する制御信号を前記機器操作信号発生装置へ送信する指示発生手段とを有し、前
記情報端末は、前記電気機器を操作するための操作画面情報をユーザに伝達する手段を有
し、前記電力測定手段により得られた前記電気機器の最新の電源状態情報に基づいて当該
電源状態が反映された操作画面情報をユーザに伝達し、前記機器操作信号発生装置は、前
記情報端末からの指示に基づく前記制御信号を前記サーバから受信したとき、前記制御信
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号に応じて当該電気機器の機器種別に応じた無線信号により当該電気機器を制御する無線
信号を当該電気機器に対して発生する無線信号発生手段を有し、前記機器操作信号発生装
置は、さらに、電気機器毎の制御コマンドと前記無線信号の信号パターンを対応づけて記
憶したデータテーブルを有し、前記無線信号発生手段は、前記サーバからの制御信号に含
まれる制御コマンドに基づき前記データテーブルを参照し、当該制御コマンドに対応する
信号パターンデータに基づき前記無線信号を発生する。
【００１３】
　ユーザは、電気機器を遠隔制御する際、情報端末からサーバを介して機器操作信号発生
装置を制御する。一方、サーバは、電力測定手段から定期的に報告される使用電力情報を
受信し、電気機器の現在の電源状態情報を当該情報端末へ報告する。本明細書において、
「前記電力測定手段により得られた最新の使用電力情報に基づき確認された前記電気機器
の現在の電源状態を、電源状態情報として当該情報端末へ報告する」とは、最新の電源状
態を表す情報を情報端末へ送信する場合の他、サーバから情報端末用の電気機器の操作画
面情報が情報端末へ提供され、当該電気機器の電源状態に関連して操作画面情報の全体ま
たは一部が更新される場合も含むものとする。これに応じて、情報端末は、サーバから取
得された電気機器の現在の電源状態情報に基づいて当該電源状態を操作画面情報に反映さ
せる。したがって、ユーザは遠隔制御に先立って、操作画面において、制御対象の電気機
器の現在の電源状態を認識した上で、遠隔制御を行うことができる。
【００１４】
　好ましくは、前記電力測定手段は電源タップに内蔵され、前記電源タップは、複数の電
気機器を接続する複数の接続口を有し、前記サーバは、どの接続口にどの電気機器が接続
されたかを管理する管理手段を備える。これにより、単一の電源タップと単一の機器操作
信号発生装置を、複数の電気機器に対して共用することができる。
【００１５】
　前記管理手段は、前記情報端末からのユーザの入力操作に基づいて、前記機器操作信号
発生装置と、前記電源タップと、前記電源タップの接続口に接続された電気機器の種別情
報とを対応づけて登録する手段により構成することができる。これにより、電源タップが
複数の接続口を有する場合に、複数の電気機器を区別して、個別にその使用電力情報を管
理するとともに、制御することができる。
【００１６】
　前記サーバは、前記電気機器を操作するための操作画面情報を保持することができ、こ
の場合、前記情報端末からの要求に応じて当該情報端末に当該操作画面情報を供給する。
【００１７】
　あるいは、前記情報端末側に、前記電気機器を操作するための操作画面情報を予め保持
するようにしてもよい。
【００１８】
　前記情報端末は、操作画面上において制御対象の電気機器の電源状態をテキスト、記号
または図形で表すことができる。これにより、ユーザは情報端末において電気機器の電源
状態を認識することができる。この代わりに、前記情報端末は、操作画面上に電源ＯＮお
よび電源ＯＦＦを指示するための電源ＯＮボタンおよび電源ＯＦＦボタンを表示し、前記
電源ＯＮボタンおよび／または電源ＯＦＦボタンの表示属性の変化により電源状態を表す
ようにしてもよい。
【００１９】
　前記情報端末は、前記電気機器の最新の電源状態を確認するための指示を発生するため
の、操作画面上に表示される特定のボタンまたはメニューを含む指示手段を有してもよい
。これにより、ユーザが、所望の時点で、所望の電気機器の最新の電源状態を確認するこ
とができる。
【００２０】
　前記情報端末は、定期的に現在の電源状態を確認するための指示を出力するようにして
もよい。これにより、ユーザは特に意識することなく、電気機器の最新の電源状態が逐次
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取得され、更新される。
【００２１】
　前記サーバの前記指示発生手段は、電源切替信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交
互に切り替える機能を有する電気機器に対して、前記情報端末から電源ＯＮ指示を受けた
とき、当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯ
ＦＦであると確認されたとき前記機器操作信号発生装置に前記制御信号として前記電源切
替信号を発生させ、前記情報端末から電源ＯＦＦ指示を受けたとき、当該電気機器の最新
の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯＮであると確認されたとき
前記機器操作信号発生装置に前記制御信号として前記電源切替信号を発生させる。これに
より、制御対象の電気機器の現在の電源状態がどのような状態であっても、ユーザの所望
の電源切替制御が適正に行われる。
【００２２】
　前記機器操作信号発生装置は、電源切替信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交互に
切り替える機能を有する電気機器に対して、前記サーバからの制御信号として電源ＯＮ指
示を受けたとき、当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電
源状態がＯＦＦであると確認されたとき、前記無線信号発生手段により前記電源切替信号
としての無線信号を発生し、前記サーバの制御信号として電源ＯＦＦ指示を受けたとき、
当該電気機器の最新の使用電力情報に基づいて当該電気機器の現在の電源状態がＯＮであ
ると確認されたとき、前記無線信号発生手段により前記電源切替信号としての無線信号を
発生するようにしてもよい。これにより、制御対象の電気機器の現在の電源状態がどのよ
うな状態であっても、ユーザの所望の電源切替制御が適正に行われる。
【００２３】
　前記サーバは、さらに、指定した電気機器の電源ＯＮ指示を含むコマンドグループを予
め記憶した一斉遠隔制御コマンドテーブルと、前記コマンドグループ毎に当該遠隔制御を
行う対象となるユーザを登録する一斉遠隔制御対象ユーザテーブルと、所定時に、前記一
斉遠隔制御コマンドテーブルに記憶されたコマンドグループを、前記一斉遠隔制御対象ユ
ーザテーブルに登録されたユーザの当該電気機器に対して実行する一斉遠隔制御部とを備
えてもよい。
【００２４】
　これにより、複数のユーザの電気機器に対して、共通の遠隔制御または各ユーザ所望の
遠隔制御を一斉に実行することができる。
【００２５】
　本発明によるサーバは、電気機器の使用電力を測定し使用電力情報を生成する電力測定
手段、および、情報端末からの指示に応じて前記電気機器を制御する無線信号を当該電気
機器に対して発生する機器操作信号発生装置と協働して、前記情報端末から前記電気機器
を遠隔制御するための遠隔制御システムを構成するサーバであって、前記情報端末からの
要求に応じて、前記電力測定手段により得られた最新の使用電力情報に基づき前記電気機
器の現在の電源状態を、電源状態情報として当該情報端末へ報告する手段と、前記情報端
末からの指示に応じて、前記電気機器の電源を制御する制御信号を、通信ネットワークを
経由して前記機器操作信号発生装置へ送信する指示発生手段とを備えたことを特徴とする
。
【００２７】
　本発明による機器操作信号発生装置は、リモコンにより無線信号で操作される電気機器
を、情報端末から通信ネットワークを介して遠隔制御するための遠隔制御システムにおい
て使用される機器操作信号発生装置であって、前記電気機器の使用電力を測定し、使用電
力情報を生成する電力測定手段から前記使用電力情報を受信する受信手段と、前記電源切
替信号としての無線信号を当該電子機器に対して発生する無線信号発生手段と、電源切替
信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交互に切り替える機能を有する電気機器に対して
、前記情報端末からの電源ＯＮ指示または電源ＯＦＦ指示を受信したとき、前記電気機器
の最新の使用電力情報に基づいて前記電気機器の現在の電源状態を確認し、前記指示が電
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源ＯＮ指示である場合、前記電気機器の現在の電源状態がＯＦＦであると確認されたとき
前記電源切替信号を発生し、前記指示が電源ＯＦＦ指示である場合、前記電気機器の現在
の電源状態がＯＮであると確認されたとき前記電源切替信号を発生するよう、前記無線信
号発生手段を制御する制御手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の遠隔制御システムでは、情報端末から通信ネットワークを経由して、直接的に
各ユーザの電気機器に制御信号を送信するのではなく、サーバ（サービスサーバ）が仲介
して、制御信号を電気機器へ送信するので、各ユーザの家庭に配置される機器操作信号発
生装置は簡略な構成および機能で済む。したがって、本発明のユーザの導入コストは比較
的安価で済む。
【００２９】
　また、サーバですべてのユーザおよびその電気機器、タップ、機器操作信号発生装置を
管理することができるので柔軟性が高く、既存の家電に変更を加えることなく対応でき、
新規家電にも対応が容易であり、操作画面の更新もサーバ側のみで迅速に実行可能である
。また、電気機器の電源に関する遠隔操作を確実にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態における遠隔制御システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１内に示したステーション（機器操作信号発生装置）の概略のハードウェア構
成例を示す図である。
【図３】図１内に示したサービスサーバの具体的な構成例を示す図である。
【図４】図１内に示したタップの構成例を示す図である。
【図５】図１内に示した情報端末の構成例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における、ステーションとタップと通信ネットワークの相互
の接続関係の３つの形態を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態におけるリモコン操作画面の例を示す図である。
【図８】電源用の操作ボタンとして、電源ＯＮボタンと電源ＯＦＦボタンを別個に設けた
リモコン操作画面の例を示す図である。
【図９】図８に示したリモコン操作画面の変形例を示す図である。
【図１０】図３内に示したユーザ別機器・コンセント対応テーブルの構成例を示す図であ
る。
【図１１】図３内に示したコマンド・信号パターン対応テーブルの構成例を示す図である
。
【図１２】図３内に示した使用電力量データベース（ＤＢ）の構成例を示す図である。
【図１３】本発明に実施の形態において情報端末に表示される機器登録画面の例を示す図
である。
【図１４】本発明の実施の形態における遠隔制御システムの動作例を模式的に表したシー
ケンス図である。
【図１５】本発明の実施の形態における遠隔制御システムの第２の動作例を模式的に表し
たシーケンス図である。
【図１６】本発明の実施の形態における遠隔制御システムの第３の動作例を模式的に表し
たシーケンス図である。
【図１７】本発明の実施の形態において、情報端末から発生される電源制御コマンドと、
サービスサーバから出力される制御信号と、ステーションから出力される赤外線信号の関
係を説明するための図である。
【図１８】本発明の実施の形態における、リモコン操作画面において電源切替ボタンを用
いる形態に対応するサービスサーバの概略処理を表したフローチャートである。
【図１９】本発明の実施の形態における、リモコン操作画面において電源ＯＮボタンおよ
び電源ＯＦＦボタンを用いる形態に対応するサービスサーバの概略処理を表したフローチ
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ャートである。
【図２０】本発明の実施の形態における、リモコン操作画面において電源ＯＮボタンおよ
び電源ＯＦＦボタンを用いる形態に対応するステーションの概略処理を表したフローチャ
ートである。
【図２１】本発明の第２の実施の形態における遠隔制御システムの全体構成を示した図で
ある。
【図２２】本発明の第２の実施の形態におけるサービスサーバの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３２】
　図１に、本実施の形態における遠隔制御システムの概略構成を示す。
【００３３】
　このシステムでは、スマートフォン（またはタブレット）１００ａ、携帯電話端末１０
０ｂ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１００ｃ、その他のデバイス１００ｄ、ホーム（
家庭）Ｈ、およびサービスサーバ３００が、通信ネットワーク２００で相互に接続される
。
【００３４】
　スマートフォン（またはタブレット）１００ａ、携帯電話端末１００ｂは、ユーザが外
出先等からインターネットのような通信ネットワーク２００を介して、ホームＨ内の所望
の電気機器を遠隔制御するためのデバイスであり、本明細書では総称して情報端末１００
という。外出先では携帯型の端末が好ましいが、据え置き型のＰＣも、本発明における情
報端末１００として機能しうる。その他のデバイス１００ｄは、近年提案されているメガ
ネに装着する小型情報端末としてのメガネ型デバイスや、ユーザの腕に装着する腕時計型
デバイス、カーナビゲーション装置のような車載デバイス（車の中）等のデバイスであり
、これらも情報端末１００として機能しうる。
【００３５】
　サービスサーバ３００は、通信ネットワーク２００に接続され、情報端末１００による
電気機器４００の遠隔制御のサービスを提供するための装置である。サービスサーバ３０
０は、複数のホームＨに対して、すなわち複数のユーザに対して、同サービスを提供する
ことができる。
【００３６】
　図１のホームＨ内には、制御対象の電気機器４００の例として、テレビ４００ａ、エア
コン４００ｂおよび照明器具４００ｃを示している。本実施の形態では、これらの電気機
器の少なくとも１台は、そのリモコン応答機能として、当該電気機器の電源を制御するリ
モコンから電源切替信号を受けて電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交互に切り替える機能を有し
ているものとする。このような電気機器４００に対して、電源を供給する電源タップとし
てのタップ４３０と、本発明により提供される機器操作信号発生装置としてのステーショ
ン４１０が設けられる。
【００３７】
　タップ４３０は、各電気機器４００に対して電源（電力）を供給するための接続口とし
てのコンセント（アウトレット）を好ましくは複数有し、各接続口に接続された各電気機
器４００の消費電力（使用電力量）を逐次測定して、使用電力情報として出力する電力測
定機能を有するデバイスである。このようなデバイスとしては、いわゆるスマートタップ
と呼ばれるものが知られている。
【００３８】
　ステーション４１０は、情報端末１００からの遠隔制御に従って、指定された電気機器
４００に対して、指示に対応した無線信号を発生するデバイスである。本実施の形態では
無線信号として赤外線信号を用いる例を示すが、制御対象の電気機器が電磁波（電波）を
利用した信号を利用するいわゆる無線リモコンに対応する場合には、無線信号としてその
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ような赤外線以外の無線信号を用いることもできる。
【００３９】
　なお、後述するように、ステーション４１０とタップ４３０と通信ネットワーク２００
との接続関係は、図示の形態以外に他の形態も考えられる。
【００４０】
　この遠隔制御システムでは、情報端末１００から通信ネットワーク２００を経由して、
直接的にホームＨに制御信号を送信するのではなく、サービスサーバ３００が仲介して、
制御信号をホームＨへ送信する。
【００４１】
　すなわち、情報端末１００は、リモコンとして動作する際、目的の電気機器用のリモコ
ン操作画面を表示する。リモコン操作画面に対するユーザの操作に応じて、その電気機器
を制御する指示を行うと、その指示（コマンド）はサービスサーバ３００に伝えられる。
サービスサーバ３００は、この指示に応じて、当該電気機器の制御信号を生成し、ホーム
Ｈ内のステーション４１０へ送信する。その際、サービスサーバ３００は、情報端末から
受信した指示が電源切替指示であれば、ステーション４１０に対して、単に電源切替のた
めの無線信号を発生するよう指示する。その指示が電源ＯＮまたは電源ＯＦＦであれば、
サービスサーバ３００はタップ４３０からの電力使用情報に基づいて当該電気機器の現在
の電源状態を確認する。サービスサーバ３００は、この確認結果に基づいて、ステーショ
ン４１０に対して、電源切替のための無線信号（ここでは赤外線信号）を発生するよう指
示する。
【００４２】
　タップ４３０は、通常、複数のコンセント（接続口）を有し、逐次、各コンセントに接
続された電気機器の使用電力量を測定し、その測定データを使用電力情報として外部へ出
力（送信）する。使用電力情報は、測定の都度、出力してもよいし、複数回の測定毎（例
えば１分～３０分の間の所定の時間毎）に、それら複数回の測定データをまとめて出力す
るようにしてもよい。図１の例では、タップ４３０は使用電力情報をステーション４１０
へ送信し、ステーション４１０がこの使用電力情報を中継してサービスサーバ３００へ送
信する。
【００４３】
　サービスサーバ３００は、どのタップのどの接続口にどのような電気機器が接続された
かを管理する管理手段を備える。この管理手段は、情報端末からのユーザの入力操作に基
づいて、ステーション４１０と、タップ４３０と、このタップ４３０の接続口に接続され
た電気機器４００の種別情報とを対応づけて登録する手段を有する。
【００４４】
　また、サービスサーバ３００は、電気機器を操作するための操作画面情報を保持し、情
報端末１００からの要求に応じて当該情報端末に当該操作画面情報を供給する。
【００４５】
　さらに、サービスサーバ３００は、タップ４３０から取得された各電気機器の最新の使
用電力情報に基づいて、それらの現在（最新）の電源状態を管理する。すなわち、サービ
スサーバ３００は、電気機器の取得された最新の使用電力情報に基づいて、当該電気機器
の電源状態を判定し、その電源状態の変化を反映させるよう、情報端末用の当該電気機器
の操作画面情報を更新する。すなわち、電気機器の電源状態は、好ましくは、情報端末１
００の表示画面上に表示される当該電気機器の操作画面を構成する操作画面情報に反映さ
れる。情報端末１００が操作画面情報を予め保持している場合には、情報端末１００は、
電源状態の変化をその操作画面情報に反映させるための情報として電源状態情報をサーバ
３００から受信する。
【００４６】
　このように、情報端末１００は、電気機器４００を操作するための操作画面情報を外部
（例えばサービスサーバ３００）からその都度受信し、または予め保持しておき、リモコ
ンモード時に表示画面上に表示する。電気機器の操作画面情報には、その電気機器の取得
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された最新の電源状態情報に基づいて、その電源状態が反映される。例えば、情報端末１
００は、操作画面上に電源状態をテキスト、記号または図形等で表す。その具体例につい
ては後述する。電源状態の操作画面情報への反映を、サーバ側、端末側のいずれで行うか
は、操作画面情報の持ち方に依存する。いずれにせよ、電源状態が最終的に端末の操作画
面上に反映されれば足りる。
【００４７】
　次に、遠隔制御システムの各部の構成例を説明する。
【００４８】
　図２は、機器操作信号発生装置としてのステーション４１０の概略のハードウェア構成
例を示している。
【００４９】
　ステーション４１０は、制御部４１１、記憶部４１２、赤外線制御部４１３、無線通信
部４１４、表示部４１５、および、通信部４１６を備えている。
【００５０】
　制御部４１１は、ステーション４１０の各部の制御および必要なデータ処理を実行する
ためのＣＰＵ等のプロセッサを含む。
【００５１】
　記憶部４１２は、制御部４１１が実行するための各種の制御プログラム（コンピュータ
プログラム）および必要なデータを不揮発的に記憶するＥＥＰＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ
、また、一時記憶領域および作業領域を提供するＲＡＭ等のメモリを有する。
【００５２】
　無線信号発生手段としての赤外線制御部４１３は、サービスサーバ３００が情報端末１
００から受信した指示（コマンド）に対応して出力した制御信号に応じて、特定の電気機
器を制御する無線信号としての赤外線信号を発生する。
【００５３】
　無線通信部４１４は、ステーション４１０と他の機器（この場合、タップ４３０）の間
で無線通信を行うための部位であり、タップ４３０から各電気機器４００の使用電力情報
を受信する。
【００５４】
　表示部４１５は、ステーション４１０の動作状態を表示するためのインジケータを構成
する部位であり、例えば、ＬＥＤ、ＬＣＤ等の表示デバイスで構成される。
【００５５】
　もう一つの通信部４１６は、サービスサーバ３００と通信を行うためのものであり、例
えばＬＡＮコントローラにより構成される。このＬＡＮコントローラは、ホームＨ内に配
置された例えばルータ（図示せず）を介して通信ネットワーク２００に接続される。本実
施の形態では、通信部４１６は、タップ４３０から受信した使用電力情報をサービスサー
バ３００へ転送する情報転送手段を構成する。
【００５６】
　図３は、サービスサーバ３００の具体的な構成例を示す。この例では、サービスサーバ
３００は、通信部３１０、表示部３２０、入力部３３０、データ処理部３４０および記憶
部３５０を備える。
【００５７】
　通信部３１０は、通信ネットワーク２００に接続され、情報端末等と相互の通信を行う
ための部位であり、例えばルータ等の通信デバイスにより構成される。表示部３２０は、
ユーザ（サーバ保守員等）に対して表示インタフェースを提供するためのＬＣＤ等の表示
デバイスである。入力部３３０は、ユーザ（サーバ保守員等）に対して入力インタフェー
スを提供するためのキーボード等の入力デバイスである。
【００５８】
　データ処理部３４０は、サービスサーバ３００の各部の制御および必要な処理を実行す
るための制御部であり、ＣＰＵ等により構成される。本実施の形態におけるデータ処理部
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３４０は、ユーザ別機器・コンセント対応テーブル管理部３４１、ユーザ操作確認・応答
・指示発生部３４３、機器使用電力量管理部３４５、リモコン画面データ管理部３４６、
およびユーザ管理部３４７を構成している。
【００５９】
　記憶部３５０は、データ処理部３４０が実行するための各種の制御プログラム（コンピ
ュータプログラム）および必要なデータを不揮発的に記憶し、また、一時記憶領域および
作業領域を提供するＨＤＤ、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶装置である。この実施の形態では、
記憶部３５０は、ユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１、コマンド・信号パター
ン対応テーブル３５３、ユーザ別使用電力量データベース（ＤＢ）３５５、制御対象別リ
モコン画面データ記憶部３５６、および登録ユーザＤＢ３５７を有している。
【００６０】
　ユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１は、ユーザ（ホームＨ）毎の制御対象の
各電気機器とタップ４３０のコンセントとの対応関係を保持したデータテーブルである。
このテーブルは、各ユーザが、制御対象の電気機器を登録する際に、ユーザの入力する情
報に基づいて、サービスサーバ３００により作成される。このテーブルの具体例について
は後述する。
【００６１】
　コマンド・信号パターン対応テーブル３５３は、制御対象の電気機器毎の制御コマンド
に、その赤外線信号パターンを対応づけて登録（記憶）したデータテーブルである。主要
なメーカーの電気機器の主要な種別（テレビ、エアコン、照明器具、ビデオレコーダ等）
については、予め登録される。未登録の電気機器については、事後的にその制御コマンド
の赤外線信号パターンを登録することができる。
【００６２】
　ユーザ別使用電力量データベース（ＤＢ）３５５は、各ユーザの登録された電気機器の
使用電力量を定期的に測定して得られたデータを保存するデータベースである。「定期的
」とは、例えば、予め決められた時間間隔や決まった時刻である。「予め決められた時間
間隔」とは、例えば、数秒ないし１分程度の時間である。ユーザがこの時間間隔を可変設
定できるようにしてもよい。
【００６３】
　制御対象別リモコン画面データ記憶部３５６は、制御対象別、すなわち、各メーカーの
電気機器の種別毎の典型的なリモコン画面のデータを記憶している。このリモコン画面の
データは、好ましくはタッチ操作できる各種のボタンを含む操作画面データとして構成さ
れる。タッチパネルを有さない情報端末については、フォーカスやカーソルを利用したキ
ー操作または任意のユーザインタフェースによる操作を可能とする操作画面データとする
ことができる。
【００６４】
　機器使用電力量管理部３４５およびユーザ別使用電力量データベース（ＤＢ）３５５は
、本発明の、タップから定期的に報告される使用電力情報を受信し、蓄積する使用電力情
報蓄積手段を構成している。
【００６５】
　ユーザ操作確認・応答・指示発生部３４３は、情報端末１００からの要求に応じて、電
気機器４００の少なくとも最新の電源状態情報を当該情報端末へ応答する応答手段を構成
している。ユーザ操作確認・応答・指示発生部３４３は、また、情報端末１００からの指
示に応じて、電気機器４００の電源を制御する制御信号を機器操作信号発生装置（ステー
ション４１０）へ送信する指示発生手段を構成している。
【００６６】
　リモコン画面データ管理部３４６は、記憶部３５０内の制御対象別リモコン画面データ
記憶部３５６のリモコン画面データを制御対象別に保存、管理する。
【００６７】
　ユーザ管理部３４７は、記憶部３５０内の登録ユーザＤＢ３５７の登録および更新を管
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理する。登録ユーザＤＢ３５７は、サービスサーバ３００により提供される電気機器の遠
隔制御システムを利用するためのユーザ情報を保存する。このユーザ情報は、少なくとも
、ユーザを一意に特定するためのユーザＩＤおよび認証のためのパスワード等を含む。
【００６８】
　図４に、本発明における電源タップとしてのタップ４３０の構成例を示す。
【００６９】
　タップ４３０は、制御部４３１、記憶部４３２、電力モニタ部４３４、電源部４３３、
表示部４３５、通信部４３６、および無線通信部４３７を備える。
【００７０】
　制御部４３１は、タップ４３０の各部の制御および必要なデータ処理を実行するための
ＣＰＵ等のプロセッサを含む。
【００７１】
　記憶部４３２は、制御部４３１が実行するための各種の制御プログラム（コンピュータ
プログラム）および必要なデータを不揮発的に記憶し、一時記憶領域および作業領域を提
供するＲＯＭやＲＡＭ等のメモリである。
【００７２】
　電源部４３３は、商用電源に接続するためのプラグ４３３ａから供給される交流電圧を
、タップ４３０の各部に必要な動作電圧に変換するとともに、商用電源の複数個の接続口
（アウトレット）４３３ｂを有する。接続口４３３ｂの個数は４個の場合を示しているが
、その個数は４個に限るものではない。１個でもよいが、１台のステーションで複数の電
気機器を制御できるようにするためには、複数個が好ましい。
【００７３】
　電力モニタ部４３４は、各接続口４３３ｂ毎に、接続された電気機器４００の使用電力
量を逐次測定（監視）する部位である。ここに「逐次」とは上述したように、定期的およ
び個別に指示されたときを含む。制御対象の電気機器４００の動作電源は、これらの接続
口４３３ｂから取得することにより、各電気機器の使用電力情報を取得することができる
。
【００７４】
　無線通信部４３７は、他の機器、例えば、ステーション４１０との間で無線通信を行う
ための部位であり、測定された各電気機器４００の使用電力情報を送信出力する。
【００７５】
　表示部４３５は、タップ４３０の動作状態を表示するためのインジケータを構成する部
位であり、例えば、ＬＥＤ、ＬＣＤ等の表示デバイスで構成される。
【００７６】
　もう一つの通信部４３６は、サーバ３００等の外部のデバイスと通信を行うためのもの
であり、例えばＬＡＮコントローラにより構成される。この通信部４３６は、後述する別
の接続形態において利用されるものであり、接続形態に拠っては不要である。
【００７７】
　図５は、情報端末１００の構成例を示している。情報端末１００が、スマートフォンか
タブレットか携帯電話端末かＰＣか、等によって、外形や表示画面サイズ、必要な部品が
異なるが、図５には基本的な機能部を示す。
【００７８】
　情報端末１００は、制御部１０１、記憶部１０２、入力部１０４、表示部１０５、通信
部１０６および音声処理部１０７を有する。
【００７９】
　制御部１０１は、ＣＰＵ等のプロセッサを有し、所定の各部と接続され、記憶部１０２
に格納されたプログラムを実行することにより端末１００の各部を制御し、各種の機能（
手段）を実現する。
【００８０】
　記憶部１０２には、ＯＳ、ブラウザやアプリケーションのようなコンピュータプログラ
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ムの他、フォント等の固定的なデータを不揮発的に格納している領域の他、制御部１０１
により作業領域、データの一時記憶領域として利用される領域を含む。さらに、記憶部１
０２は、サーバ３００から取得されたリモコン画面を構成するデータ（操作画面情報）等
を不揮発的に記憶する領域を含む。入力部１０４は、ユーザが情報端末１００に対して、
各種の指示やデータを入力するためのユーザインタフェースであり、表示部１０５の表示
画面に重なったタッチ入力領域を有するタッチパネルを含む。タッチパネルに加えて、ま
たは代えて、電源キー、通話キー、テンキー、カーソル操作キー等の各種キーを含みうる
。また、入力部１０４は、ユーザの音声指示を受け付ける音声入力手段や、ユーザのジェ
スチャー（指や手の動き）による指示を受け付ける撮影画像認識手段も含みうる。
【００８１】
　表示部１０５は、情報端末１００がユーザに対して表示情報を提供するためのユーザイ
ンタフェースであり、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等の表示デバイスを含む
。
【００８２】
　通信部１０６は、通信ネットワーク２００に接続するための部位であり、アンテナを介
して第３世代（３Ｇ），第４世代（４Ｇ）等の携帯電話無線システムにおける基地局との
間での無線通信を行い、基地局を介して通信相手との間で通話やデータ通信を行うための
処理部である。その他、通信部１０６としては、無線ＬＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録
商標）等、既存の任意の通信手段を利用することができる。
【００８３】
　音声処理部１０７は、通話や音楽プレーヤ機能のための機能部であり、マイク１１１ａ
およびスピーカ１１１ｂを備える。その他、図示しないが、個々の情報端末に固有の機能
部を備えることができる。本実施の形態において、電源状態を音声で出力するような場合
には、制御部１０１が音声出力メッセージを生成し、音声処理部１０７を介してスピーカ
１１１ｂから音声として出力される。
【００８４】
　図６（ａ）（ｂ）（ｃ）は、ステーション４１０とタップ４３０と通信ネットワーク２
００の相互の接続関係の３つの形態を示している。上述した形態は、図６（ａ）のステー
ション経由接続の形態であり、タップ４３０がステーション４１０を介して通信ネットワ
ーク２００に接続される。
【００８５】
　図６（ｂ）はタップ経由接続の形態を示す。この形態では、ステーション４１０がタッ
プ４３０を介して通信ネットワーク２００に接続される。この場合、図４に示した通信部
４３６が必要となる。ステーション４１０については、通信部４１６（図２）が不要とな
る。
【００８６】
　図６（ｃ）は平行接続の形態を示す。この形態では、タップ４３０とステーション４１
０が平行にそれぞれＰＣ（またはゲートウェイ）４５０を介して通信ネットワーク２００
に接続される。
【００８７】
　ステーション４１０と通信ネットワーク２００の間、および、ステーション４１０とＰ
Ｃ４５０の間は有線接続の場合を示したが、無線ＬＡＮ等の無線インタフェースを利用す
ることも可能である。
【００８８】
　次に、情報端末１００において、その表示画面に擬似的に操作ボタン等を配置して構成
したリモコン操作画面の例を説明する。ここでは、入力装置１０４としてタッチパネルを
利用し、ユーザが画面上の操作ボタンやタブを直接タッチすることにより、操作が行える
ことを想定している。
【００８９】
　図７に示したリモコン操作画面６００は、タブ６１０ａ，６１０ｂで複数の電気機器（
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この例ではテレビとエアコン）の操作画面を切り替えられるようになっている。但し、電
気機器の切替は、タブの利用に限るものではない。
【００９０】
　テレビの操作画面は、実際のリモコンと同様に、電源切替ボタン６０１、音声増ボタン
６０２、音声減ボタン６０３、消音ボタン６０４、入力切替ボタン６０５、画面表示ボタ
ン６０６、テンキー（ここでは１～９）６０８を有する。なお、ボタン６０７は、本発明
に直接関係しないが、テレビ番組表におけるユーザ操作を容易にするための番組表操作ボ
タンである。
【００９１】
　これらに加えて、この操作画面には、さらに、状態確認ボタン６０９を設けている。ま
た、その電気機器の現在の電源状態（確認された最新の電源状態）を"ＯＮ"または"ＯＦ
Ｆ"の表示６１９で表わしている。電源状態の表示６１９は、文字（テキスト）に限るも
のではなく、記号や図形等、他の表示形態であってもよい。
【００９２】
　状態確認ボタン６０９は、ユーザがこのボタンを操作することにより、当該電気機器４
００の現在の電源状態を確認するためのものである。すなわち、本発明における「電気機
器の最新の電源状態を確認するための、操作画面上に表示される特定のボタンまたはメニ
ューを含む指示手段」を構成する。この状態確認ボタン６０９の操作により確認された電
源状態は表示６１９に反映される。表示６１９は"ＯＮ"または"ＯＦＦ"の場合のみを示し
たが、起動時などに未確定の（確定前の）状態を表す文字（記号）、例えば"---"を表示
したり、あるいはブランク（非表示）としたりしてもよい。
【００９３】
　図示しないが、指示手段として、状態確認ボタンの代わりに、表示画面上に開かれるメ
ニュー等の選択手段により状態確認指示を選択できるようにしてもよい。
【００９４】
　本実施の形態の一態様として、このようなリモコン操作画面の画面データは、サービス
サーバ３００に用意しておき、ユーザが情報端末１００でリモコンモードを起動したとき
に、サービスサーバ３００からＷＥＢデータとして情報端末１００に配信され表示される
ことを想定している。ＷＥＢデータには、各種ボタンの操作をサポートするユーザインタ
フェースを実現するための所定のスクリプトを含んでいる。この代わりに他の態様として
、情報端末１００に、出荷時に、または、出荷後にユーザの要求に応じて、リモコン操作
画面データを含むリモコンモード専用のアプリケーションをインストールしてもよい。
【００９５】
　一般に、単一の電源切替ボタン６０１で電気機器４００の電源をＯＮ／ＯＦＦする場合
、現在の電源状態によって電源切替ボタン６０１の操作が電源ＯＮを指示するか、電源Ｏ
ＦＦを指示するかが変わってくる。すなわち、電源ＯＦＦの状態で電源切替ボタン６０１
を操作すれば、電源ＯＮ指示がなされ、電源ＯＮの状態で電源切替ボタン６０１を操作す
れば、電源ＯＦＦ指示がなされる。
【００９６】
　そこで、ユーザは、状態確認ボタン６０９を操作することにより、テレビの現在の電源
状態を確認することができる。例えば、自宅のテレビの電源を付けっぱなしで外出したこ
とに気づいたような場合、あるいは、テレビの電源をＯＦＦしたかどうか記憶が定かでな
いような場合、外出先で状態確認ボタン６０９を操作することにより、現在のテレビの電
源状態を確認することができる。もし、ＯＮ状態にあれば、電源切替ボタン６０１を操作
することにより、電源をＯＦＦにすることができる。また、電源ＯＦＦ指示に応じて確実
に電源がＯＦＦされたことを確認するために、電源切替ボタン６０１の操作後に、状態確
認ボタン６０９を操作することもできる。
【００９７】
　エアコンについても、同様の電源切替ボタンおよび状態確認ボタンを設けることができ
る。例えば、冬場に帰宅する所定時間前に、外出先から電源をＯＮさせるような用途にお
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いて、電源切替ボタン６０１および状態確認ボタン６０９を用いて、自宅のエアコンを確
実に遠隔制御することが可能となる。
【００９８】
　照明器具についても同様であり、防犯のために、日没後に外出先から自宅の照明器具を
点灯させるような用途に利用可能である。
【００９９】
　図８は、電源用の操作ボタンとして、単一の電源切替ボタン６０１に代えて、電源ＯＮ
を指示するための電源ＯＮボタン６０１ａと電源ＯＦＦを指示するための電源ＯＦＦボタ
ン６０１ｂを別個に設けたリモコン操作画面６００ａを示している。状態確認ボタン６０
９と電源状態の表示６１９については、図７の場合と同様である。
【０１００】
　図８のリモコン操作画面６００ａの場合、ユーザは、現在の電源状態がＯＦＦであるこ
とを確認した後に電源ＯＮボタン６０１ａを操作し、現在の電源状態がＯＮであることを
確認した後に電源ＯＦＦボタン６０１ｂを操作することになる。但し、電源切替ボタン６
０１を利用するリモコンを備えた電気機器４００については、電気機器４００へ与える電
源制御のための赤外線信号は相変わらず「電源切替」赤外線信号である。そこで、電源Ｏ
Ｎボタン６０１ａと電源ＯＦＦボタン６０１ｂが操作された場合、情報端末１００の外部
、例えば、サービスサーバ３００の側で適正に対処する必要がある。そのための情報端末
１００の外部の処理については後述する。
【０１０１】
　図９は、図８に示したリモコン操作画面の変形例を示す。このリモコン操作画面６００
ｂにおいては、図８に示したように、電源ＯＮボタン６０１ａと電源ＯＦＦボタン６０１
ｂを別個に設けているが、電源状態表示６１９の代わりに、電源ＯＮボタン６０１ａと電
源ＯＦＦボタン６０１ｂの表示属性の変化により電源状態を表すようにしている。すなわ
ち、現在の電源状態に応じて、操作可能な（または操作して意味のある）ボタンと、操作
不能な（または操作して意味のない）ボタンの表示属性を異ならせている。図の例では、
操作可能なボタンを通常の表示輝度で表示し、操作不能なボタンの表示輝度を低下して表
示している。具体的には、電源状態がＯＮであるとき、電源ＯＮボタンの表示輝度を低下
させ、電源ＯＦＦボタンのみが操作可能であることを示す。逆に、電源状態がＯＦＦであ
るとき、電源ＯＦＦボタンの表示輝度を低下させ、電源ＯＮボタンのみが操作可能である
ことを示す。これにより、表示された電源操作ボタンを見るだけで、いずれのボタンが有
効か、すなわち、現在の電源状態がＯＮかＯＦＦかが直ちに分かる。
【０１０２】
　図示しないが、操作不能なボタンは画面から消去し、操作可能なボタンのみを表示する
態様もありうる。この態様は、操作不能なボタンの輝度を０にまで低下させた場合と捉え
ることもできる。
【０１０３】
　ここで、本実施の形態において用いられる、サービスサーバの記憶部３５０内の各種デ
ータについて、その具体例を概念的に説明する。それらのデータ構造やデータ項目は説明
のための例示であり、本発明はその細部に限定されるものではない。
【０１０４】
　図１０は、ユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１の構成例を示している。この
ユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１は、ユーザＩＤ毎に、使用しているステー
ションの識別情報である「ステーションＩＤ」、制御対象の電気機器の「機器種別」およ
び「メーカー」、使用しているタップの識別情報である「タップＩＤ」、タップの「コン
セント番号（＃）」、その電気機器の最新の「電源状態」、の各項目を保持している。「
電源状態」以外の項目は、ユーザによる電気機器の登録時に項目内容が設定される。「電
源状態」については、サービスサーバにおいて各電気機器の最新の電源の状態が認識され
る度に、その内容が反映されるよう更新される。
【０１０５】
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　図１１は、コマンド・信号パターン対応テーブル３５３の構成例を示している。このコ
マンド・信号パターン対応テーブル３５３は、テレビ（ＴＶ）やエアコン、照明器具等の
機器種別毎に、メーカー、コマンドおよびこのコマンドに対応する赤外線信号パターンデ
ータを保持している。このようなデータは、主要なメーカーの製品について既知であり、
サービスサーバに初期的に用意しておくことができる。新たな製品について、サービスサ
ーバの保守員によって事後的に追加することも可能である。なお、電源切替信号を受けて
電源ＯＮと電源ＯＦＦとを交互に切り替える機能を有する電気機器について、電源ＯＮ指
示と電源ＯＦＦ指示のコマンドを別々に用意した場合のように、コマンドと赤外線信号パ
ターンデータとは厳密な意味で１対１には対応せず、後述するような所定の処理により条
件付きで特定の赤外線信号パターンデータと対応づけられる場合もありうる。
【０１０６】
　また、新たな製品についてのデータの追加は、情報端末のユーザによって、実際のリモ
コンから出力される赤外線パターンをステーションで学習することにより、サービスサー
バに対して行うこともできる。その場合、ステーションには、赤外線センサ（図示せず）
を設けて、各コマンドの赤外線パターンデータを学習する機能を付加する。このようにユ
ーザが追加するデータは、コマンド・信号パターン対応テーブル３５３において、他のユ
ーザに開放してもよいし、代わりに、ユーザ別に保存し、当該ユーザのみが使用できるよ
うにしてもよい。
【０１０７】
　図１２は、使用電力量データベース（ＤＢ）３５５の構成例を示している。この使用電
力量データベース（ＤＢ）３５５は、ユーザＩＤ毎に、かつ、タップＩＤおよびコンセン
ト＃毎に、日時データと使用電力量データ（ｗ）とが対に蓄積されていく。サービスサー
バ３００は、各電気機器４００について、その最新の使用電力量データが得られる度に、
そのデータに基づいて、その電源の現在状態を判定する。現在状態が電源ＯＮ状態か電源
ＯＦＦ状態かは、使用電力量の閾値判定によって行うことができる。リモコン操作を受け
付ける電気機器は電源ＯＦＦ時にも待機電力と呼ばれるある程度の電力を消費している。
各電気機器の電源の現在状態の判定は、その待機電力の想定される最大値より大きく、か
つ、電源ＯＮ時の最低消費電力よりも小さい特定の値を閾値として用いて行うことができ
る。このようにして判定された電源の現在状態は、ユーザ別機器・コンセント対応テーブ
ル３５１の「電源状態」に反映される。本実施の形態において電源状態判定に使用する閾
値としては、電気機器の機器種別やメーカーによらず、予め定めた固定値を用いる方法と
、機器種別やメーカーに応じて個別に定める方法とがありうる。
【０１０８】
　なお、ユーザＩＤ、タップＩＤおよびコンセント番号＃が分かれば、そこに接続されて
いる電気機器が何であるかは図１０に示したユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５
１を参照することにより判明するが、便宜上、使用電力量データベース（ＤＢ）３５５に
も機器種別等のデータを保持してもよい。
【０１０９】
　図１３に、情報端末１００に表示される機器登録画面５００の例を示す。この機器登録
画面５００は、情報端末１００からサービスサーバ３００にアクセスすることにより例え
ばＷＥＢデータとして取得され、表示部に表示される。ユーザは、自身が遠隔制御の対象
としたい電気機器について、使用するステーションの選択（ステーションＩＤ）５０１、
対象機器の選択（種別）５０３、メーカーの選択５０３、タップの選択（タップＩＤ）５
０４、およびタップのコンセント番号５０５を、それぞれ、選択肢から選択し、または入
力する。各項目の設定後に登録ボタン５０６を指示すると、この機器登録画面の内容をサ
ービスサーバ３００のユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１に登録される。キャ
ンセルボタン５０７は、機器登録を途中で中止する場合に指示するボタンである。
【０１１０】
　次に、本実施の形態による遠隔制御システムにおける各部の間の制御やデータ（信号）
の流れをシーケンス図で説明する。



(18) JP 6425000 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

【０１１１】
　図１４は、本実施の形態における遠隔制御システムの動作例を模式的に表したシーケン
ス図である。この動作例は、図６（ａ）に示したステーション経由接続の形態に対応して
いる。
【０１１２】
　タップは、自身に接続された電気機器の電力使用量を定期的に測定し、その都度、また
は、所定回分まとめて、電力使用情報としてステーションに送信する（Ｓ４１，Ｓ４２，
Ｓ４３）。ステーションは、受け取った電力使用情報をそのままサービスサーバへ中継し
て転送する（Ｓ３１，Ｓ３２，Ｓ３４）。サービスサーバは、電力使用情報を受信し、機
器使用電力量管理部３４５がユーザ別使用電力量ＤＢ３５５に保存する。
【０１１３】
　情報端末は、ユーザの操作に応じて、リモコンモードを起動する（Ｓ１１）。この際、
図示しないが、ユーザはユーザＩＤおよびパスワード等を用いて、サービスサーバ３００
にとって正当なユーザであることを認証する。
【０１１４】
　リモコンモード起動により、情報端末は初期動作として、通信ネットワークを介してサ
ービスサーバにアクセスし、自己の登録した電気機器の現在の電源状態を問い合わせる現
在状態要求をサービスサーバへ送信する（Ｓ１２）。この現在状態要求に対して、サービ
スサーバ３００は、ユーザ別使用電力量ＤＢ３５５から、現在状態報告として、当該ユー
ザが登録している電気機器の最新の電源状態情報を情報端末へ返送する（Ｓ２１）。この
「電源状態情報」は、上述したユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５１の「電源状
態」に基づいて生成することができる。この電源状態情報に基づいて、情報端末は、当該
電気機器の現在の電源状態が反映されたリモコン操作画面を表示する（Ｓ１３）。上述し
たように、電源状態情報は操作画面情報の一部または全体であってもよいし、電源状態の
変化をその操作画面情報に反映させるための情報であってもよい。なお、このようなリモ
コンモード起動時の、電気機器の現在の電源状態を問い合わせる初期処理（Ｓ１１，Ｓ１
２，Ｓ１３）は、本発明において必須の処理ではない。後述するように、ユーザによる自
発的な電源状態の問い合わせ機能があれば、リモコンモード起動時にその機能を利用する
ことが可能である。
【０１１５】
　その後、ユーザはリモコン操作画面上で、当該電気機器の現在の電源状態を認識し、必
要に応じて、操作ボタン等を操作することにより、電気機器の操作を指示する（Ｓ１４）
。この操作指示（コマンド）は、当該電気機器を特定するための情報とともにサービスサ
ーバ３００へ送られる（Ｓ１５）。この操作指示を受けたサービスサーバ３００は、同操
作指示を当該電気機器の対応する赤外線信号パターンデータとしてステーションへ送信す
る（Ｓ２２）。ステーションは、受信した赤外線信号パターンデータに基づいて、赤外線
（ｉＲ）信号を発生する（Ｓ３３）。この赤外線信号を受けた電気機器は、当該コマンド
に応じて作動する（Ｓ５１）。例えば、コマンドが電源制御コマンドであれば、これに対
応する赤外線信号に応じて、電気機器の電源が制御される。
【０１１６】
　電源に関する操作指示の後、ユーザにより状態確認ボタン等による状態確認指示（Ｓ１
６）があったとき、情報端末は、現在状態要求をサービスサーバへ送信する（Ｓ１７）。
この要求には、当該電気機器を特定する情報（例えば種別またはタップを表す情報）も含
まれる。サービスサーバは、受信した現在状態要求を当該ユーザのステーションに中継（
転送）する（Ｓ２３）。本実施の形態では、ステーションは起動時に自身でサービスサー
バへ接続し、その後、基本的にセッションをつないだ状態を維持する。これにより、サー
バとステーションの間で、いつでも双方向にデータの送信が可能となる。ステーションは
この現在状態要求をタップへ送信する（Ｓ３５）。タップはこの要求に応じて、当該電気
機器の電力使用量を測定し、電力使用情報としてステーションへ送信する（Ｓ４４）。こ
のような電力使用量の測定および送信は、ユーザの要求に基づいて非定期的にオンデマン
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ドで実行されるものである。ステーションは、受信した電力使用情報をサービスサーバへ
中継する（Ｓ３６）。サービスサーバは、受信した電力使用情報に基づいて、当該電気機
器の現在の電源状態を判定し、現在状態報告として、当該電気機器の最新の電源状態情報
を情報端末へ返送する（Ｓ２４）。携帯端末は、この電源状態情報に基づいて、現在の電
源状態が反映されたリモコン操作画面を表示する（Ｓ１８）。
【０１１７】
　状態確認指示（Ｓ１６）に基づくステップＳ１７の「現在状態要求」について、サービ
スサーバは、当該電気機器の保存された最新の「電源状態」を判定した基となる電力使用
情報の測定時刻が、現在から過去に比較的短時間（例えば３０秒程度）以内のものであれ
ば、現在状態要求ステップＳ２３を省略して、その保存された「電源状態」を利用するよ
うにしてもよい。
【０１１８】
　なお、タップは、その接続口に接続された電気機器の電源の変化（すなわち、ＯＦＦか
らＯＮへの変化、および、ＯＮからＯＦＦへの変化）を監視し、その検出時点で、直ちに
その旨（または変化後の使用電力量データ）をステーション経由でサービスサーバへ送信
するようにしてもよい。この場合、情報端末がリモコンモードにある場合、電気機器の最
新の電源状態を確認するための指示手段の指示の有無に関わらず、所定の時間間隔でサー
ビスサーバにアクセスして、各電気機器の現在の状態を問い合わせる動作（ポーリング）
を行えば、直ちにリモコン操作画面に現在の状態を反映させることができる。この場合、
状態確認ボタン６０９はなくてもよい。
【０１１９】
　図１５は、本実施の形態における遠隔制御システムの第２の動作例を模式的に表したシ
ーケンス図である。この動作例は、図６（ｂ）に示したタップ経由接続の形態に対応して
いる。図１５において、図１４に示した要素と同様の要素には同じ参照番号を付して、重
複した説明は省略する。
【０１２０】
　図１４では、定期的または非定期的にタップにより得られた電力使用情報をステーショ
ン経由でサービスサーバへ送信したが、図１５では、タップから直接サービスサーバへ送
信する（Ｓ４１，Ｓ４２，Ｓ４３，Ｓ４４）。また、情報端末からの操作指示（コマンド
）に応じたサービスサーバから中継された操作指示（Ｓ２２）はタップが直接受信し、タ
ップが操作指示をステーションへ送信する（Ｓ４２ａ）。
【０１２１】
　図１６は、本実施の形態における遠隔制御システムの第３の動作例を模式的に表したシ
ーケンス図である。この動作例は、図６（ｃ）に示した平行接続の形態に対応している。
図１６において、図１４、図１５に示した要素と同様の要素には同じ参照番号を付して、
重複した説明は省略する。
【０１２２】
　図１６では、定期的または非定期的にタップにより得られた電力使用情報をＰＣ（ゲー
トウェイ）経由でサービスサーバへ送信する（Ｓ４１，Ｓ４２，Ｓ４３，Ｓ４４、Ｓ６１
，Ｓ６２，Ｓ６４，Ｓ６６）。また、情報端末からの操作指示（コマンド）に応じたサー
ビスサーバから中継された操作指示（Ｓ２２）はＰＣ（ゲートウェイ）が仲介し、ステー
ションへ送信する（Ｓ６３）。サービスサーバから中継された現在状態要求（Ｓ２３）は
ＰＣがタップへ送信する（Ｓ６５）。
【０１２３】
　ここで、本実施の形態におけるサービスサーバによる電気機器の電源切替制御に関する
処理を説明する。
【０１２４】
　図１７により、情報端末１００から発生される電源制御コマンドと、サービスサーバ３
００から出力される制御信号と、ステーション４１０から出力される赤外線信号の関係を
説明する。この例では、制御対象の電気機器の電源制御が電源切替赤外線信号により行わ
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れるものとする。
【０１２５】
　図１７（ａ）はリモコン操作画面において電源切替ボタン６０１を用いる形態に対応し
ている。情報端末１００において電源切替ボタン６０１が操作されたとき、電源切替コマ
ンドが発生する。この電源切替コマンドを受けたサービスサーバ３００は、このコマンド
に対応する電源切替制御信号をステーション４１０へ送信する。ステーション４１０は、
この電源切替制御信号を電源切替赤外線信号に変換して出力する。なお、サービスサーバ
３００は、ユーザの情報端末１００におけるリモコン操作画面での制御対象の電気機器の
切替操作に応じて、現在どの電気機器（機器種別およびメーカー）が制御対象となってい
るかを認識することができる。制御対象のステーション４１０は、当該ユーザのユーザ別
機器・コンセント対応テーブル３５１に基づいて決定され、さらに、コマンド・信号パタ
ーン対応テーブル３５３に基づいて、この電気機器およびコマンドに対応する、電源切替
赤外線信号としての赤外線信号パターンデータが定まる。
【０１２６】
　図１７（ｂ）はリモコン操作画面において電源ＯＮボタン６０１ａおよび電源ＯＦＦボ
タン６０１ｂを用いる形態に対応している。情報端末１００において電源ＯＮボタン６０
１ａまたは電源ＯＦＦボタン６０１ｂが操作されたとき、電源ＯＮコマンドまたは電源Ｏ
ＦＦコマンドが発生する。この電源制御コマンド（電源ＯＮコマンドまたは電源ＯＦＦコ
マンド）を受けたサービスサーバ３００は、当該電気機器の現在の電源状態をチェックし
、チェック結果に応じて、電源切替制御信号をステーション４１０へ送信する。すなわち
、電源ＯＮコマンドに対しては現在の電源状態がＯＦＦであることか確認されたとき、電
源切替制御信号を発生する。電源ＯＦＦコマンドに対しては現在の電源状態がＯＮである
ことが確認されたとき、電源切替制御信号を発生する。ステーション４１０は、電源切替
制御信号に応じて、電源切替赤外線信号を出力する。なお、サービスサーバ３００は、制
御対象の電気機器に対応して、当該ユーザのユーザ別機器・コンセント対応テーブル３５
１に基づいて、タップＩＤ、コンセント番号を認識し、当該電気機器の使用電力量を測定
することにより電源状態を確認することができる。
【０１２７】
　図１７（ｃ）は、図１７（ｂ）の場合と同様に、リモコン操作画面において電源ＯＮボ
タン６０１ａおよび電源ＯＦＦボタン６０１ｂを用いる形態に対応している。但し、電源
ＯＮコマンドまたは電源ＯＦＦコマンドを受けたサービスサーバ３００は、当該電気機器
の現在の電源状態をチェックすることなく、当該電源ＯＮコマンドまたは電源ＯＦＦコマ
ンドに対応する拡張制御信号（電源ＯＮ制御信号または電源ＯＦＦ制御信号）をステーシ
ョン４１０へ送信する。この電源制御信号を受けたステーション４１０は、当該電気機器
の現在の電源状態をチェックし、チェック結果に応じて、電源切替赤外線信号を発生する
。すなわち、電源ＯＮ制御信号に対しては現在の電源状態がＯＦＦであることか確認され
たとき、電源切替赤外線信号を発生する。電源ＯＦＦ制御信号に対しては現在の電源状態
がＯＮであることか確認されたとき、電源切替赤外線信号を発生する。
【０１２８】
　電源ＯＮ制御信号は、例えば、次のようなデータ項目を含むフォーマットを有する。
「電源ＯＮ＋タップＩＤ＋コンセント番号＋赤外線信号データ＋その他」
この場合、サービスサーバ３００は、図１０、図１１に示したテーブルにあるような情報
に基づいて、この拡張制御信号を作成する。データ項目「その他」は特に限定するもので
はないが、例えば、ステーション側で、きめ細かい判定処理を行うために、電源状態判定
用の閾値、機種種別、メーカー情報などを用いることができる。
【０１２９】
　ステーションは、このような拡張制御信号を受け取ると、指定されたタップの指定され
た番号のコンセントの使用電力量をチェックして、その使用電力量の測定値と指定された
機器種別の閾値とを比較することによって、当該電気機器の現在の電源状態を判定する。
「電源ＯＮ」の条件が合致すれば、指定された赤外線信号データを発信する。電源状態判
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定用の閾値は、ステーション側で保持することができるが、特に、閾値を機器種別やメー
カーによって異ならせる場合、上述したように、サービスサーバ側において、拡張制御信
号の「その他」にテレビやエアコンなどの機器種別の情報とともに閾値を含ませて毎回送
ることも可能である。
【０１３０】
　電源ＯＦＦ制御信号についても、同様に、次のようなデータ項目を含むフォーマットを
有することができる。
「電源ＯＦＦ＋タップＩＤ＋コンセント番号＋赤外線信号データ＋その他」
この電源ＯＦＦ制御信号については、コマンドが「電源ＯＦＦ」である点を除いて、電源
ＯＮ制御信号と同様である。
【０１３１】
　このように、図１７（ａ）（ｂ）の形態では、サービスサーバ３００が情報端末１００
から受信したコマンドを、赤外線信号パターンデータとしての制御信号に変換して、ステ
ーションへ送信し、ステーションはその赤外線信号パターンデータを基に赤外線信号を出
力する構成とした。これに対して、図１７（ｃ）の形態では、サービスサーバ２００は受
信したコマンドを対応する拡張制御信号に変換してステーション４１０に転送し、ステー
ション４１０が電源状態を確認した上で、指示された電気機器への赤外線切替信号を発生
する構成とした。図１７（ｃ）のこのような構成に代えて、サービスサーバ２００が受信
したコマンドをステーション４１０に転送し、ステーション４１０がコマンドを赤外線信
号パターンデータに変換することも可能である。この場合、コマンド・信号パターン対応
テーブル３５３はステーションが備えることになる。また、ステーションにも電源機器の
電源状態を記憶しておくことが望ましい。なお、ステーション４１０が担当するコマンド
を赤外線信号パターンデータに変換する処理は電源制御コマンドに限定する構成であって
もよい。
【０１３２】
　図１８は、リモコン操作画面において電源切替ボタン６０１を用いる図１７（ａ）に示
した形態に対応するサービスサーバの概略処理を表したフローチャートである。この例に
おいても、制御対象の電気機器の電源制御が電源切替赤外線信号により行われるものとす
る。
【０１３３】
　サービスサーバは、情報端末から何らかの指示を受領したとき（Ｓ１０１，Ｙｅｓ）、
その指示が「電源切替指示」であるかどうかをチェックする（Ｓ１０２）。「電源切替指
示」であれば（Ｓ１０２，Ｙｅｓ）、当該電気機器に対して、電源切替赤外線信号を出力
することをステーションに指示する（Ｓ１０３）。そうでなければ、他の処理ステップへ
移行した後、最初のステップへ戻る。
【０１３４】
　図１９は、リモコン操作画面において電源ＯＮボタンおよび電源ＯＦＦボタンを用いる
図１７（ｂ）に示した形態に対応するサービスサーバの概略処理を表したフローチャート
である。
【０１３５】
　サービスサーバは、情報端末から何らかの指示を受領したとき（Ｓ１１１，Ｙｅｓ）、
その指示が「電源ＯＮ」指示であるかどうかをチェックする（Ｓ１１２）。「電源ＯＮ指
示」であれば（Ｓ１１２，Ｙｅｓ）、当該電気機器が現在電源ＯＦＦ中であるかをチェッ
クする（Ｓ１１３）。このチェックに先立って、図１４のステップＳ１６で説明したと同
様の当該電気機器の現在の電源状態をタップから確認する処理を行うことが望ましい。こ
れにより、サービスサーバにおける各電気機器の電源状態の更新間隔が十分に短くない場
合にも、所望の電源切替を確実に実行することができる。電源ＯＦＦ中であれば、当該電
気機器に対して、電源切替赤外線信号を出力することをステーションに指示する（Ｓ１１
４）。そうでなければ、最初のステップへ戻る。
【０１３６】
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　ステップＳ１１５では、受領した指示が「電源ＯＦＦ」指示であるかどうかをチェック
する。そうでなければ、後続のステップへ移行する。そうであれば、当該電気機器が現在
電源ＯＮ中であるかどうかをチェックする（Ｓ１１６）。このチェックに先立って、図１
４のステップＳ１６で説明したと同様の当該電気機器の現在の電源状態をタップから確認
する処理を行うことが望ましい。これにより、サービスサーバにおける各電気機器の電源
状態の更新間隔が十分に短くない場合にも、所望の電源切替を確実に実行することができ
る。電源ＯＮ中であれば、当該電気機器に対して、電源切替赤外線信号を出力することを
ステーションに指示する（Ｓ１１７）。そうでなければ、最初のステップへ戻る。ステッ
プＳ１１７の実行後は最初のステップへ戻る。
【０１３７】
　図１９の処理はサービスサーバ３００の実行する処理として説明したが、図６（ａ）（
ｂ）に示したステーション経由接続およびタップ経由接続のように、ステーション４１０
とタップ４３０とが相互に接続された形態では、サービスサーバ３００に代わってステー
ション４１０が同等の処理を実行することも可能である。
【０１３８】
　図２０にこのようなステーションの概略処理を表したフローチャートを示す。これは図
１７（ｃ）の形態に対応する。
【０１３９】
　ステーションは、サーバから何らかの制御信号を受領したとき（Ｓ１２１，Ｙｅｓ）、
その指示が電源ＯＮ制御信号であるかどうかをチェックする（Ｓ１２２）。電源ＯＮ制御
信号であれば（Ｓ１２２，Ｙｅｓ）、当該電気機器が現在電源ＯＦＦ中であるかをチェッ
クする（Ｓ１２３）。このチェックでは、当該電気機器の現在の電源状態をタップから確
認する。電源ＯＦＦ中であれば、当該電気機器に対して、電源切替赤外線信号を出力する
（Ｓ１２４）。そうでなければ、最初のステップへ戻る。
【０１４０】
　ステップＳ１２５では、受領した指示が電源ＯＦＦ制御信号であるかどうかをチェック
する。そうでなければ、後続のステップへ移行する。そうであれば、当該電気機器が現在
電源ＯＮ中であるかどうかをチェックする（Ｓ１２６）。このチェックでは、当該電気機
器の現在の電源状態をタップから確認する。これにより、電源ＯＮ中であれば、当該電気
機器に対して、電源切替赤外線信号を出力する（Ｓ１２７）。そうでなければ、最初のス
テップへ戻る。ステップＳ１２７の実行後は最初のステップへ戻る。
【０１４１】
　なお、例えば上述したその他のデバイス１００ｄについて、リモコン操作画面情報は仮
想的に存在するのみで、必ずしもユーザが視覚情報として見ることができない場合にも本
発明は成立しうる。このような場合の電気機器の電源状態がリモコン操作画面情報に反映
される場合、電源状態は音声メッセージ（例えば「現在、電源ＯＦＦです」）でユーザに
対して伝達することができる。また、状態確認ボタン６０９の指示については、ユーザが
音声入力（例えば「ＴＶ電源確認して」）により指示することもできる。
【０１４２】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【０１４３】
　図２１は、第２の実施の形態における遠隔制御システムの全体構成を示した図である。
図１に示した要素と同様の要素には同じ参照番号を付して重複した説明は省略する。
【０１４４】
　第１の実施の形態では、遠隔制御をユーザが個々に実行するものとして説明した。しか
し、本発明の遠隔制御システムは、ユーザが個人的に自宅内の電気機器を遠隔制御する以
外にも、別の利用用途がありうる。ここでは、サービスサーバ３００ａから、必要時に複
数のユーザに対して共通のコマンドを一斉に送信して、所定の電気機器を遠隔制御するも
のを想定する。例えば、所定規模以上の地震や災害等が発生したときなどの緊急時に、予
め定めた電気機器、例えばテレビの電源をＯＮし、かつ、所定のチャンネルを選択させる
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、かつ、音量を所定量上げる、などの制御である。テレビの電源ＯＮコマンドには、第１
の実施の形態で説明したように、テレビの現在の電源状態がＯＦＦの場合のみ電源切替赤
外線信号を発生する手順が適用される。これに加えて、照明器具をＯＮする制御を追加し
てもよい。この場合も、照明器具の現在の電源状態がＯＦＦの場合のみ電源切替赤外線信
号を発生する手順が適用される。
【０１４５】
　例えば、ユーザが在宅中に、地震が発生したとき、ユーザから見て、このような制御が
自動的に実行されることにより、地震の発生に気づいていないユーザの注意を喚起するこ
とができ、また、気づいているユーザに対しても、テレビ等の煩雑な操作を要求すること
なく緊急速報を提供することができる。
【０１４６】
　図２２に、第２の実施の形態におけるサービスサーバ３００ａの構成例を示す。この例
では、データ処理部３４０に一斉遠隔制御部３４８を追加するとともに、記憶部３５０に
、一斉遠隔制御コマンドテーブル３５８と、一斉遠隔制御対象ユーザテーブル３５９とを
追加している。
【０１４７】
　図２１に例示したように、一斉遠隔制御コマンドテーブル３５８には、指定した電気機
器の電源ＯＮ指示を含むコマンドグループを予め記憶しておく。一斉コマンドグループは
複数用意しておき、いずれかを選択して用いることができる。
【０１４８】
　一斉遠隔制御コマンドグループの例としては、次のようなものが考えられる。
　TV1 ON, CH1, VOL+, VOL+, VOL+, Light1 ON
これは、TVの電源をＯＮして、チャンネルをCH1にして、音量を単位量分３回上げるとと
もに、照明器具を点灯する、という一連の指示（コマンド）を表す。
【０１４９】
　また、一斉遠隔制御対象ユーザテーブル３５９に、一斉コマンドグループ毎に、希望す
るユーザのユーザＩＤを予め登録しておき、希望ユーザに対してのみ実行することができ
る。
【０１５０】
　一斉遠隔制御部３４８は、所定時に、一斉遠隔制御コマンドテーブル３５８に記憶され
たコマンドグループを、一斉遠隔制御対象ユーザテーブル３５９に登録されたユーザの当
該電気機器に対して実行する。
【０１５１】
　一斉遠隔制御コマンドグループに、時間経過コマンドを加味し、電源ＯＮの指示を出力
した後、一定時間の経過後に、電源ＯＦＦの指示を出力するようにしてもよい。
【０１５２】
　一斉遠隔制御を行う契機としての「所定時」は、一斉遠隔制御コマンドグループ毎に異
なってよい。例えば、サーバが緊急地震速報に自動的に応答して、特定の一斉遠隔制御コ
マンドグループを実行することができる。また、担当者が所定時を判断して、サービスサ
ーバに対して、特定の一斉遠隔制御コマンドグループの実行を手動で指示してもよい。
【０１５３】
　この例では、サービスサーバ側で一斉コマンドグループを複数個用意しておき、各ユー
ザに希望する一斉コマンドグループを選択させることを想定した。この代わりに、各ユー
ザ毎に、自身の希望する一斉コマンドグループとして、任意のコマンドの組み合わせを登
録できるようにしてもよい。その場合の対象ユーザグループの対象ユーザは一人となる。
【０１５４】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外に種々の変
形、変更を行うことが可能である。例えば、本発明は、トグルタイプの電源ボタンを備え
たリモコンを用いる電気機器に適用して好適であるが、併せて、それ以外の電気機器へ適
用することを排除するものではない。また、上述したように、無線信号は赤外線信号に限
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【０１５５】
　上記実施の形態で説明した機能をコンピュータで実現するためのコンピュータプログラ
ムおよびプログラムをコンピュータ読み取り可能に格納した記録媒体も本発明に含まれる
。プログラムを供給するための「記録媒体」としては、例えば、磁気記憶媒体（フレキシ
ブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等）、光ディスク（ＭＯやＰＤ等の光磁気デ
ィスク、ＣＤ、ＤＶＤ等）、半導体ストレージなどを挙げることができる。
【符号の説明】
【０１５６】
１００…情報端末、１００ａ…スマートフォン（タブレット）、１００ｂ…携帯電話端末
、１００ｃ…ＰＣ、１０１…制御部、１０２…記憶部、１０４…入力部、１０５…表示部
、１０６…通信部、１０７…音声処理部、２００…通信ネットワーク、３００，３００ａ
…サービスサーバ、３１０…通信部、３２０…表示部、３３０…入力部、３４０…データ
処理部、３４１…ユーザ別機器・コンセント対応テーブル管理部、３４３…ユーザ操作確
認・応答・指示発生部、３４５…機器使用電力量管理部、３４６…リモコン画面データ管
理部、３４７…ユーザ管理部、３４８…一斉遠隔制御部、３５０…記憶部、３５１…ユー
ザ別機器・コンセント対応テーブル、３５３…コマンド・信号パターン対応テーブル、３
５６…制御対象別リモコン画面データ記憶部、３５７…登録ユーザＤＢ、３５８…一斉遠
隔制御コマンドテーブル、３５９…一斉遠隔制御対象ユーザテーブル、４００…電気機器
、４００ａ…テレビ、４００ｂ…エアコン、４００ｃ…照明器具、４１０…ステーション
、４１１…制御部、４１２…記憶部、４１３…赤外線制御部、４１４…無線通信部、４１
５…表示部、４１６…通信部、４３０…タップ（電源タップ）、４３１…制御部、４３２
…記憶部、４３３…電源部、４３３ａ…プラグ、４３３ｂ…接続口（コンセント）、４３
４…電力モニタ部、４３５…表示部、４３６…通信部、４３７…無線通信部、６００，６
００ａ，６００ｂ…リモコン操作画面、６０１…電源切替ボタン、６０１ａ…ボタン、６
０１ｂ…ボタン、６０２…音声増ボタン、６０３…音声減ボタン、６０４…消音ボタン、
６０５…入力切替ボタン、６０６…画面表示ボタン、６０９…状態確認ボタン、６１０ａ
，６１０ｂ…タブ、６１９…電源状態表示
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