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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家庭内ネットワーク上に設けられた複数の家庭内端末機器とポートを介して接続された
ホームゲートウエイ装置において，
　外部のネットワーク上の複数の外部端末との外部インターフェース手段と，
　前記家庭内ネットワーク上の複数の家庭内端末機器との内部インターフェース手段と，
　前記ポート番号に対応して，少なくとも当該ポートに接続された家庭内端末機器の送信
対象の管理情報と，送信先アドレスとを有する管理テーブルメモリと，
　前記管理テーブルに基づいて前記家庭内端末機器から取得した家庭内端末機器の管理情
報を，前記ポート番号及び送信先アドレスに対応して格納する管理情報メモリと，
　前記管理テーブルの送信対象管理情報に基づいて，各ポートに接続された家庭内端末機
器の管理情報を取得して前記管理情報メモリに格納し，管理テーブルの送信先アドレスに
基づいて，所定の管理情報を外部端末に送信する管理情報制御部とを有することを特徴と
するホームゲートウエイ装置。
【請求項２】
　請求項１において，
　前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，外部端末にアクセスするため
の外部インターフェース情報と，家庭内端末機器に接続するための内部インターフェース
情報とを格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項３】
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　請求項１において，
　前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，家庭内端末機器から管理情報
を取得するタイミング情報を格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項４】
　請求項１において，
　前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，取得した管理情報を外部端末
に送信するタイミング情報を格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項５】
　請求項１において，
　外部端末からの管理情報取得要求に応答して，家庭内端末機器の管理情報を取得して，
送信することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項６】
　請求項１において，
　前記管理情報は，前記家庭内端末装置の機種情報と，送信形態を示す送信レベル情報と
，前記家庭内端末機器の状態情報とを含み，
　前記管理情報制御部は，前記送信レベル情報に応じて，前記管理テーブル内の送信先ア
ドレスに送信することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項７】
　請求項１において，
　前記管理情報は，前記家庭内端末装置の機種情報と，送信形態を示す送信レベル情報と
，前記家庭内端末機器の状態情報とを含み，
　当該機種情報，送信レベル情報，状態情報は，コード化され，当該コードが管理情報と
して取得され，送信されることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項８】
　請求項１において，
　前記管理情報制御部の管理プロトコルは，異なる家庭内端末機器に対して共通であるこ
とを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【請求項９】
　家庭内ネットワーク上に設けられた複数の家庭内端末機器とポートを介して接続された
ホームゲートウエイ装置において，
　外部のネットワーク上の複数の外部端末との外部インターフェース手段と，
　前記家庭内ネットワーク上の複数の家庭内端末機器との内部インターフェース手段と，
　前記ポート番号に対応して，少なくとも当該ポートに接続された家庭内端末機器の送信
対象の管理情報と，送信先アドレスとを有する管理テーブルメモリと，
　前記管理テーブルに基づいて前記家庭内端末機器から取得した家庭内端末機器の管理情
報を，前記ポート番号及び送信先アドレスに対応して格納する管理情報メモリと，
　前記管理テーブルの送信対象管理情報に基づいて，各ポートに接続された家庭内端末機
器の管理情報を取得して前記管理情報メモリに格納し，管理テーブルの送信先アドレスに
基づいて，所定の管理情報を外部端末に送信する管理情報制御部とを有し，
　前記管理情報メモリには，前記管理情報と共に送信タイミングを示す送信レベル情報が
記憶され，前記管理情報制御部は，当該送信レベル情報にしたがって前記管理情報を送信
することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，複数の家庭用端末機器からインターネットなどの外部のネットワークへのゲー
トウエイとなるホームゲートウエイ装置に関し，特に，複数の家庭内端末機器とネットワ
ーク上の複数の管理者端末との間の管理情報の取得と送信の制御をフレキシブルに行うこ
とができるようにして，汎用性を高めたホームゲートウエイ装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
近年において，ネットワークに接続可能な家庭用電気機器としてネットワーク家電が提案
されている。家庭用電気機器にネットワークと接続して種々の情報を送受信できる機能を
設けて，家庭内及び家庭外のネットワークと接続してネットワークシステムを構築するこ
とが可能になる。
【０００３】
このような通信機能を備えた家庭用電気機器に対しては，外出中の携帯端末や遠隔の端末
装置から家庭用電気機器に直接アクセスして，必要な管理情報を取得したり，必要な動作
指令を与えたりすることが可能になる。また，故障が発生した家庭用電気機器が，自ら遠
隔にあるサポート会社の端末に故障情報を送信して，自動的に修理を要求することも可能
になる。
【０００４】
例えば，特開２０００－３５７１４６号公報には，ホームネットワークに接続された冷蔵
庫やエアコンなどの家庭用電気機器が，インターネットを介してメールサーバに稼働情報
を送信し，外出中のユーザが携帯端末でそのメールサーバに格納されている稼働情報を入
手できるようにすることが提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ホームネットワークに接続される家庭用電気機器（ホームネットワーク内の端末という意
味で家庭内端末機器と称する）は，通常，異なるメーカのものが混然と存在し，しかもそ
れらの家庭用電気機器のインターフェースが異なる。また，家庭用電気機器の通信機能を
利用して，メンテナンスやサポート会社に動作中の管理情報を送信させようとすると，異
なるメーカの家庭用電気機器に対応して，メンテナンス会社やサポート会社も異なり，そ
れに伴い管理情報の送信先及びインターフェースも異なることになる。更に，送付すべき
管理情報も電気機器によって千差万別となる。
【０００６】
通常，家庭用電気機器がそれぞれ単独で外部のネットワークに直接通信することは，コス
トの制約が厳しい家庭用電気機器にとり大きな負担になる。従って，家庭内の電機機器に
共通にホームゲートウエイ装置を設け，それを経由して外部のネットワークを介して通信
することが提案されている。
【０００７】
しかしながら，その提案は未だ具体的ではなく，複数の家庭用電気機器に対してホームゲ
ートウエイ装置をどのような構成にするかについては提案されていない。いままでに既に
開発済みの複数の家庭用電気機器との整合性を保ちながら，将来開発される予定の複数の
家庭用電気機器との整合性も持つことができるような汎用性の高いホームゲートウエイ装
置の開発が望まれている。
【０００８】
そこで，本発明の目的は，複数の家庭内端末機器とネットワーク上の複数の管理者端末と
の間の管理情報の取得と送信の制御をフレキシブルに行うことができ，汎用性を高めたホ
ームゲートウエイ装置を提供することにある。
【０００９】
更に，本発明の別の目的は，ホームネットワーク内の複数の家庭内端末機器の内部情報の
取得と外部のネットワーク上の管理者端末への送信の制御を，柔軟性良く行うことができ
るホームゲートウエイ装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために，本発明の一つの側面は，家庭内ネットワーク上に設けら
れた複数の家庭内端末機器とポートを介して接続されたホームゲートウエイ装置において
，外部のネットワーク上の複数の外部端末との外部インターフェース手段と，前記家庭内
ネットワーク上の複数の家庭内端末機器との内部インターフェース手段とを有する。更に
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，ホームゲートウエイ装置は，（１）前記ポート番号に対応して，少なくとも当該ポート
に接続された家庭内端末機器の送信対象の管理情報と，送信先アドレスとを有する管理テ
ーブルメモリと，（２）前記管理テーブルに基づいて家庭内端末機器から取得した家庭内
端末機器の管理情報を，前記ポート番号及び送信先アドレスに対応して格納する管理情報
メモリと，（３）前記管理テーブルの取得管理情報に基づいて，各ポートに接続された家
庭内端末機器の管理情報を取得して前記管理情報メモリに格納し，当該管理テーブルの送
信先アドレスに基づいて所定の管理情報を外部端末に送信する管理情報制御部とを有する
。
【００１１】
上記の発明によれば，ホームゲートウエイ装置は，接続される家庭内端末機器（家庭用電
気機器）に応じて，送信対象の管理情報，送信先アドレスなどを有する管理テーブルをメ
モリに設定するだけで，家庭内端末機器毎に管理情報の送信形態を自由に選択することが
できる。従って，汎用性の高いホームゲートウエイ装置を提供することができる。
【００１２】
上記の発明の好ましい実施例によれば，前記管理テーブルメモリは，ポート番号に対応し
て，外部端末への外部インターフェース情報と家庭内端末機器への内部インターフェース
情報とを格納する。これにより，ホームゲートウエイ装置は，異なる家庭内端末装置と外
部端末との間の情報の送受信を行うことができる。
【００１３】
更に，好ましい実施例によれば，前記管理テーブルメモリは，ポート番号に対応して，家
庭内端末機器から管理情報を取得するタイミング情報を格納する。従って，ホームゲート
ウエイ装置は，異なる家庭内端末機器にとって最適のタイミングで管理情報を取得するこ
とができる。更に，上記の取得タイミングは，取得する管理情報に応じて異なることを特
徴とする。それにより，ホームゲートウエイ装置は，同じ家庭内端末機器であっても管理
情報毎に異なる最適のタイミングで管理情報を取得することができる。
【００１４】
更に，好ましい実施例によれば，前記管理テーブルメモリは，ポート番号に対応して，取
得した管理情報を外部端末に送信するタイミング情報を格納する。従って，ホームゲート
ウエイ装置は，異なる家庭内端末機器にとって最適のタイミングで管理情報を外部端末に
送信することができる。更に，上記の送信タイミングは，取得した管理情報に応じて異な
ることを特徴とする。それにより，ホームゲートウエイ装置は，管理情報毎に異なる最適
のタイミングで，外部端末に管理情報を送信することができる。
【００１５】
上記の実施例において，更に，送信先の外部端末と取得した管理情報に応じて，送信タイ
ミングが異なることを特徴とする。それにより，ホームゲートウエイ装置は，どの外部端
末にどの管理情報を送信するかに応じて，異なる最適の送信タイミングを設定することが
可能になる。
【００１６】
更に好ましい実施例において，前記管理情報は，前記家庭内端末装置の機種情報と，送信
形態を示す送信レベル情報と，前記家庭内端末機器の状態情報とを含み，
前記管理情報制御部は，前記送信レベル情報に応じて，前記管理テーブル内の送信先アド
レスに送信することを特徴とする。
【００１７】
上記の送信レベル情報は，端末機器から取得する管理情報に対応付けられる情報であると
共に，送信のタイミングについての送信処理形態を示す情報でもある。つまり，管理情報
によって外部の管理者端末に送信すべき緊急性が異なることから，送信レベルに対応して
管理情報をあらかじめ設定することで，送信レベル情報が，取得すべき管理情報を特定し
，且つ送信処理形態も特性することになる。そして，この送信レベル情報を管理情報に含
めることで，ホームゲートウエイ装置は，取得した管理情報内の送信レベルを参照して，
送信処理形態を特定することができる。従って，家庭内端末機器の個別の管理形態に柔軟
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に対応することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下，図面を参照して本発明の実施の形態例を説明する。しかしながら，本発明の保護範
囲は，以下の実施の形態例に限定されるものではなく，特許請求の範囲に記載された発明
とその均等物にまで及ぶものである。
【００１９】
図１は，本実施の形態例におけるホームゲートウエイ装置を有するシステム全体の構成図
である。家庭内１には，複数の家庭内端末機器HT1～HTnが備え付けられ，ホームゲートウ
エイ装置HGWと通信可能に接続されている。家庭内端末機器HT1～HTnは，例えば，冷蔵庫
，エアコン，テレビ，ビデオデッキ，電子レンジ，セキュリティ機器，パーソナルコンピ
ュータなどの家電機器であり，家庭内のネットワーク，IEEE1394，10BaseT，ワイヤレスL
AN，USBなどを介してホームゲートウエイ装置HGWと通信する機能を有する。
【００２０】
ホームゲートウエイ装置HGWには，各家庭内端末装置の管理情報の取得と外部への送信を
制御する管理情報制御プログラム１０がインストールされ，家庭内端末機器との通信接続
を行うポートP1～Pnが設けられる。更に，ホームゲートウエイ装置HGWには，ポート番号P
1～Pnに対応して，少なくとも当該ポートに接続された家庭内端末機器の送信対象の管理
情報と，外部の送信先アドレスとを有する管理テーブルメモリ１２を有し，この管理テー
ブルメモリ１２に，上記の情報が端末機器毎に設定される。そして，各家庭内端末機器か
ら取得した管理情報は，管理情報メモリ１４に格納される。
【００２１】
ホームゲートウエイ装置HGWは，端末機器が設置された家庭で利用可能な外部インターフ
ェースとそのプロバイダ２０を介して，外部の公衆または専用ネットワーク２２にアクセ
ス可能である。この公衆または専用ネットワーク２２は，例えばインターネットであり，
ホームゲートウエイ装置HGWは，このネットワーク２２を介して，端末機器HT1～HTnをそ
れぞれ管理する管理者サーバ若しくは管理者端末24A,24B,24Xとデータの送受信を行うこ
とができる。更に，ホームゲートウエイ装置HGWは，管理者の携帯端末２６に対してもデ
ータ通信することができる。
【００２２】
ここで，家庭内端末機器の管理情報は，保守や修理サービスに必要な端末機器の情報であ
り，例えば故障情報，動作中か否か，動作時間，機種名，製造番号などであり，各端末機
器の保守や修理サービスを請け負う管理者に対して，要求時にあるいは定期的に送信する
ことが望ましい情報である。
【００２３】
家庭内端末機器が冷蔵庫の場合は，冷蔵庫内に保存されている食料品情報であり，外部の
管理者は，その食料品情報に応じて新たに保存すべき補充食料品を配送することができる
。同様に，プリンタの場合は，累計動作時間の情報に応じて，外部の管理者は，適切な時
に，インクカートリッジや印刷用紙の補充を行うことができる。つまり，外部の管理者は
，家庭内端末機器が適切に稼働できるようにするためのサプライ品の補充時期を，管理情
報として取得することで知ることができる。
【００２４】
別の例として，端末機器が故障した時などは，外部の管理者からの管理情報要求を受信し
，それに応答して修理に必要な情報，機種名，製造番号，動作履歴情報などを管理者に送
信する。従来の使用者が電話で修理センタに故障状況を説明して修理を依頼するのではな
く，ホームゲートウエイ装置を利用して，故障発生の事実を含む管理情報を送信して修理
依頼を行うことにより，必要な情報を正確に且つ詳しいレベルで管理者や修理作業員に自
動的に連絡することが可能になる。従って，故障が発生すると自動的に外部の管理者に連
絡され，必要な故障情報が送信され，修理作業員により遠隔でまたは訪問して修理が行わ
れる。
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【００２５】
このように，家庭内端末機器が外部の管理者との間でデータ通信を行うことができれば，
端末機器についての種々の管理情報を外部の管理者が取得できるので，外部の管理者から
付加価値の高いサービスを受けることが可能になる。従って，本願明細書における端末機
器の管理情報とは，端末機器に関連する種々の情報を含む広い意味であり，それに対応し
て外部の管理者から，種々のサービスを受けることができる。
【００２６】
上記のように，外部管理者が提供するサービスの種類に応じて，必要な管理情報が異なる
し，管理情報を送信するタイミングも異なってくる。家庭内には，種々の家電が設置され
，それぞれの機能や用途に応じて，サービスの種類も異なってくる。従って，それら端末
装置の外部インターネット２２へのゲートウエイであるホームゲートウエイ装置は，様々
な情報を異なるタイミングで異なる管理者に送信するというフレキシビリティが要求され
る。
【００２７】
更に，管理情報は，上記の管理者が必要な情報に加えて，ホームゲートウエイ装置が情報
処理を行うために必要な情報も含まれる。即ち，取得された管理情報を即送信すべきか，
設定された送信間隔で送信すればよいか，或いは，問い合わせに応答して送信すべきかの
処理情報である。この処理情報は，送信すべき情報に応じて異なり，管理情報に含めるこ
とで，それを取得したホームゲートウエイ装置は，その情報をどのタイミング送信すべき
かを知ることが出来る。従って，どの情報をどのタイミングで送信するかについての処理
情報を全て管理テーブルに設定しなくても，管理情報そのものに処理情報を含ませること
で，端末機器側がホームゲートウエイ装置から独立して設定することができ，ホームゲー
トウエイ装置の汎用性を高めることができる。
【００２８】
また，ホームゲートウエイ装置は，管理情報を，家庭内端末装置から取得し，所定のタイ
ミングで外部管理者端末に送信する。但し，全ての管理情報を短周期で取得して外部管理
者端末に送信する必要はなく，逆にそうすることによるホームゲートウエイ装置の負担が
増大する。従って，管理情報毎に取得のタイミングと，送信のタイミングとが異なるよう
に，ホームゲートウエイ装置に設定される。
【００２９】
図２は，本実施の形態例におけるホームゲートウエイ装置の構成例を示す図である。ホー
ムゲートウエイ装置HGWは，１チップのシステムLSIで構成され，図２に示した全てまたは
一部分を除く大部分が１チップ内に収められる。CPUであるシステム制御部３０が，管理
情報制御プログラムメモリ１０内のプログラムを実行することにより，家庭内端末機器の
管理情報を取得し，外部の対応する管理者にネットワーク２２を介してその管理情報を送
信する。
【００３０】
ホームゲートウエイ装置HGWは，ポートに接続された家庭内端末機器との内部インターフ
ェース手段１８を有する。内部インターフェース手段１８は，例えば，IEEE1394，10Base
T，ワイヤレスLAN，USBなどのインターフェースが含まれる。更に，ホームゲートウエイ
装置HGWは，外部のネットワーク上の複数の外部端末２４との外部インターフェース手段
１６を有する。外部インターフェース手段１６は，ISDNなどの電話線を利用したインター
フェースTel，ケーブルを利用したインターフェースCable，ADSLを利用したインターフェ
ースADSLなどが含まれる。ブロードバンド通信に適用できるケーブルやADSLのインターフ
ェースが好ましい。
【００３１】
上記の内部インターフェース手段１８と外部インターフェース手段１６とは，種々の家庭
内端末機器や各家庭のインフラストラクチャーに対応できるように，できるだけ多くのイ
ンターフェース手段を有することが好ましい。但し，全てのインターフェース手段を設け
ることは，１チップのシステムLSIにとって困難であるので，その場合は，より普及して
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いるインターフェース手段のみをシステムLSI内に設けて，普及度の低いインターフェー
ス手段は，チップ外のオプションLSIにて対応することが望ましい。
【００３２】
ホームゲートウエイ装置HGW内は，システムバス４０を介して，管理テーブルメモリ１２
と，管理情報メモリ１４と，アクセス側要求受付部３２と，アクセスインターフェース選
択部３４と，メモリ制御部３６と，メモリ（RAM）３８とが，システム制御部３０に接続
される。
【００３３】
図３は，家庭内端末機器の管理テーブル例を示す図表である。管理テーブルは，ホームゲ
ートウエイ装置HGWを設置した家庭により，管理テーブルメモリ１２内に設定されるデー
タであり，ポート番号に対応して，ポートに接続された家庭内端末機器の管理情報の送信
先アドレス，外部の管理者端末へのアクセス用IDとパスワード，外部インターフェース，
内部インターフェース，送信処理動作の有無，外部管理者端末への送信間隔（送信タイミ
ング），管理情報の取得間隔（取得タイミング），そして，送信対象の管理情報に対応し
た送信レベルとを有する。
【００３４】
送信レベルとは，後述するコード一覧表で明らかになるとおり，管理情報に対応したコー
ドであり，管理情報を特定することができると共に，その対応する管理情報の送信タイミ
ング情報をも含む。即ち，この送信レベルが，管理情報の種類に対応すると共に，前述の
処理情報に対応する。
【００３５】
図３の例では，ポート番号１に接続された端末機器には，２カ所の外部管理者端末の送信
先アドレス「 HYPERLINK "mailto:aaa@A.com" aaa@A.com」と「 HYPERLINK "mailto:bbb@
B.com" bbb@B.com」とが設定され，それぞれのアクセス用のIDとパスワードが設定されて
いる。更に，送信先アドレス毎に外部インターフェース「ADSL」が設定され，端末機器と
の内部インターフェース「IEEE1394」が設定されている。また，送信処理動作は共に「有
り」に，送信間隔は共に「２４時間毎」に，取得間隔はそれぞれ「１時間毎」と「３０分
毎」に，そして，送信レベルはそれぞれ「１」「０，１，２」に設定されている。
【００３６】
ポート番号２に接続された端末機器には，２カ所の送信先アドレス「 HYPERLINK "mailto
:ccc@X.com" ccc@X.com」と携帯端末の電話番号「090-1234-5678」とが設定され，管理者
端末「ccc@X.com」に対しては，アクセス用のIDとパスワードが設定されている。また，
それぞれの外部インターフェースと内部インターフェースが設定されている。管理者端末
「 HYPERLINK "mailto:ccc@X.com" ccc@X.com」に対しては，送信レベル「０，１」の管
理情報を，取得間隔「１０分毎」に取得し，送信間隔「１２時間毎」に送信処理「有り」
に設定されている。また，管理者携帯端末「090-1234-5678」に対しては，送信処理「無
し」であり，従って，取得間隔も送信間隔も設定されていない。但し，送信レベル「２」
となっており，管理者携帯端末から要求があった時に対応する管理情報が取得されリアル
タイムで送信されるように設定されている。
【００３７】
以上のように，ホームゲートウエイ装置HGWに接続される全ての家庭内端末機器に対して
，そのポート番号に対応して，管理テーブルが設定される。そして，この管理テーブルの
設定は，ホームゲートウエイ装置が，家庭内端末機器と最初に接続される時の初期設定動
作により，プラグアンドプレイ式に自動的に行われる。例えば，家庭内端末機器から設定
情報を取得してもよく，また，家庭内端末機器のメーカのサービスサイトから，インター
ネットを介して設定情報を取得してもよい。また，この初期設定された設定値は，後にホ
ームゲートウエイ装置の使用者により，任意に変更することも許される。従って，管理情
報の送信タイミングを使用者により任意に変更設定して，希望のタイミングで管理情報を
送信するようにすることもできる。
【００３８】
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図４は，コード表の一例を示す図表である。家庭内端末機器の管理情報をホームゲートウ
エイ装置が家庭内ネットワークを介して取得し，外部の管理者端末に送信する場合，デー
タ量を少なくすることが必要である。データ量が多いと，家庭内端末機器の負担を大きく
し，家電のコストアップにつながると共に，ホームゲートウエイ装置の負担が増大し，通
信コストも増大するからである。そこで，本実施の形態例では，管理情報をコード化し，
送信データ量を少なくしている。
【００３９】
図４の例では，家庭内端末機器の機種情報とコードとの対応，送信処理を示す送信レベル
とコードとの対応，端末機器の状態や要求情報とコードとの対応，状態・要求に付加され
る付加情報の単位などが設定されている。この対応表は，家庭端末機器毎に異なり，端末
機器と外部管理者とが同じ対応表に従って管理情報をコード化して，送受信する。
【００４０】
図４の例では，パーソナルコンピュータPCにはコード「１」が対応付けられ，その送信レ
ベルが「即時送信が必要なレベル」にはコード「０」が，「設定送信間隔毎に送信が必要
なレベル」にはコード「１」が，「管理者から要求時に送信が必要なレベル」にはコード
「２」がそれぞれ対応つけられている。
【００４１】
また，送信レベルは，管理情報である「状態・要求情報」を特定しており，図４の例では
，パーソナルコンピュータPCの送信レベル「０」の状態・要求情報は，「ハードディスク
異常」「メモリ異常」「その他の異常」を含み，それらにはそれぞれコード「０」「１」
「２」が対応つけられている。また，送信レベル「１」の状態・要求情報は，「通常運転
中」「累積使用時間」「連続使用時間」を含み，それらはそれぞれコード「０」「１」「
２」が対応付けられている。そして，「累積使用時間」と「連続使用時間」には，付加情
報として実際の時間データが付加され，その単位が「時間Ｈ」であることがあらかじめ決
められている。更に，送信レベル「２」の状態・要求情報は，「シリアル番号」「モデル
名，番号」「リソース状況」を含み，それらはそれぞれコード「０」「１」「２」が対応
つけられている。これらにも付加情報が付加されることがあらかじめ決められている。
【００４２】
更に，電子レンジにはコード「２」が対応つけられ，その送信レベルは，パーソナルコン
ピュータと同じように，「即送信」「設定送信間隔で送信」「要求時に送信」に対してコ
ード「０」「１」「２」が対応つけられている。送信レベル「０」に対する管理情報であ
る状態・要求情報は，「温度異常」「異常電圧」「その他の異常」がコード「０」「１」
「２」に対応つけられている。送信レベル「１」「２」に対する状態・要求情報は，パー
ソナルコンピュータと同じである。
【００４３】
また，テレビにはコード「３」が対応つけられ，「即送信必要」な送信レベル「０」に対
する状態・要求情報は，「表示故障」「センサ異常」「温度異常」がコード「０」「１」
「２」に対応付けられている。送信レベル「１」「２」は，図示されないが，パーソナル
コンピュータと同じである。
【００４４】
　図５は，ホームゲートウエイ装置が取得して管理情報メモリ１４に格納した管理情報例
を示す図表である。管理情報制御プログラム１０を実行するシステム制御部３０は，管理
テーブルを参照して，各ポートに接続された端末機器の管理情報を家庭内ネットワークを
介して取得する。その結果，図５の例では，ポート番号「１」に接続された端末機器であ
って送信先アドレスのコード「１」に対して，管理情報が取得されている。
【００４５】
　図３に示した管理情報テーブルによれば，ポート番号「１」に接続された端末機器であ
って送信先アドレスのコード「１」に対しては，送信レベルコード「１」（設定送信間隔
で送信）に対応する状態・要求情報を，家庭内ネットワークIEEE1394を介して１時間毎に
取得する必要がある。そこで，システム制御部３０は，上記の取得間隔毎に内部インター
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フェースによりポート番号１に接続された端末機器にアクセスし，送信レベル「１」に対
応する状態・要求情報とその付加情報を要求する。それに応答して，端末機器HT1は，送
信レベル「１」に対応つけられている状態・要求情報を，機種コード，送信レベルコード
と共に，ホームゲートウエイ装置に返信する。
【００４６】
従って，図５に示されるとおり，取得日時「2001/1/25,17:00」と「2001/1/25,18:00」と
に状態要求コード「０」「１」「２」とその付加情報とが取得され，それらに対応する機
種コード「１」と送信レベルコード「１」と共に，管理情報メモリに格納されている。
【００４７】
　同様に，ポート番号「１」の端末機器の送信先アドレスのコード「２」についての管理
情報は，図３の管理テーブル例を参照すると，送信レベル「０」「１」「２」の状態・要
求情報を３０分毎に取得するよう設定されている。従って，ホームゲートウエイ装置のシ
ステム制御部３０は，３０分毎に，送信レベル「０」「１」「２」に対応する状態・要求
情報とその付加情報を，端末機器に要求し，端末機器はその状態・要求情報と共に機種コ
ードと送信レベルコードを返信する。そして，その返信された管理情報が管理情報メモリ
１４に格納される。
【００４８】
図５の例に示されるとおり，送信レベル「１」について，通常動作中コード「０」と累積
使用時間「101.5H」と連続使用時間「6.5H」とが，取得日時「2001/1/25,18:30」に取得
されて，送信レベル「０」について，ハードディスク異常を示す状態・要求コード「０」
が取得されている。
【００４９】
　同様に，ポート番号２以上に接続された端末機器についても，送信先アドレス毎に機種
コード，送信レベルコード，状態・要求コード，付加情報が，管理テーブルに設定された
取得時間毎に取得され，管理情報メモリ１４に格納される。
【００５０】
図５のように取得された管理情報は，管理情報に含まれている処理情報である送信レベル
コードと，送信先コードと，管理テーブルに設定された送信処理と送信間隔とに従って，
外部の管理者端末に送信される。
【００５１】
　例えば，ポート番号「１」の端末機器の管理情報は，管理テーブルに従い，送信先「１
」のアドレス「 HYPERLINK "mailto:aaa@A.com" aaa@A.com」に外部インターフェースADS
Lを介して送信間隔２４時間毎に送信される。そのとき，外部管理者端末へのアクセス用I
Dとパスワードが利用され，外部管理者端末は，どの家庭のホームゲートウエイ装置から
アクセスされてきたかを特定することができる。そして，そのアクセス時に送信される管
理情報には，機種コード，送信レベルコード，状態・要求コード及び付加情報が含まれ，
図４のコード対応表により，どの機種のどの状態・要求情報かを特定することができる。
【００５２】
　更に，ポート番号「１」の端末機器の管理情報のうち，送信先「２」のアドレス「 HYP
ERLINK "mailto:bbb@B.com" bbb@B.com」への管理情報は，送信レベル「０」の場合は，
取得後に即刻，外部管理者端末に送信され，送信レベル「１」の場合は，管理テーブルに
設定された送信間隔（２４時間）毎に送信される。また，送信レベル「２」については，
外部の管理者端末から要求があった時に取得された管理情報が，即刻送信される。
【００５３】
このように送信レベル情報は，端末機器から取得する管理情報に対応付けられる情報であ
ると共に，送信のタイミングについての送信処理形態を示す情報でもある。つまり，管理
情報によって外部の管理者端末に送信すべき緊急性が異なることから，送信レベルに対応
して管理情報をあらかじめ設定することで，送信レベル情報が，取得すべき管理情報を特
定し，且つ送信処理形態も特定することになる。そして，この送信レベル情報を管理情報
に含めて管理情報メモリ内に格納することで，ホームゲートウエイ装置は，取得した管理
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情報内の送信レベルを参照して，送信処理形態を特定することができる。従って，家庭内
端末機器の個別の管理形態に柔軟に対応することができる。
【００５４】
図６は，送信レベル「０」「１」に対応する管理情報の取得と送信処理のフローチャート
図である。管理情報の取得と送信処理は，ホームゲートウエイ装置内のシステム制御部３
０が管理テーブル１２を参照しながら管理情報制御プログラム１０を実行することにより
行われる。
【００５５】
　まず，システム制御部３０は，ホームゲートウエイ装置HGW内の管理テーブル１２を参
照し（Ｓ１０），管理情報の取得が必要か否か判断する（Ｓ１２）。この判断は，ポート
番号の端末機器毎に，且つ送信先アドレス毎に設定された取得間隔に従って行われる。取
得が必要となると，ホームゲートウエイ装置HGWは，管理テーブルを参照して，内部イン
ターフェースに従い，対象となる端末機器に接続し，送信レベルに対応する管理情報を取
得し，管理情報メモリ１４に格納する（Ｓ１６）。
【００５６】
　そして，ホームゲートウエイ装置は，管理情報に含まれる送信レベルにより，即送信す
べきか否かを判断し（Ｓ１８），送信レベル「１」のように設定した送信間隔で送信すべ
き管理情報であれば，その送信タイミングになるまで待機する。送信レベル「０」のよう
に異常状態であり緊急を要する場合は，即座に送信先アドレスにアクセスして管理情報を
送信する（Ｓ２０）。
【００５７】
更に，管理情報メモリ１４に格納された送信レベル「１」の管理情報については，管理テ
ーブルに設定された送信タイミングになると（Ｓ１４），ホームゲートウエイ装置は，管
理テーブルのアドレスに外部インターフェースに従って外部管理者端末にアクセスし，管
理情報を送信する。
【００５８】
図７は，送信レベル「２」の管理情報の取得と送信のフローチャート図である。送信レベ
ル「２」の管理情報は，通常状態では，外部管理者に送信する必要はないが，初期化時や
故障時に外部管理者からの要求に応答して，取得され送信される情報である。
【００５９】
　図７に示されるとおり，外部管理者から取得要求を受信すると（Ｓ２２），ホームゲー
トウエイ装置は，アクセス要求受付部３２にて受付を登録処理する（Ｓ２４）。この取得
要求には，取得対象の家庭内端末機器の接続ポート番号が含まれている。そして，ホーム
ゲートウエイ装置は，管理テーブルを参照して，接続ポート番号から，対象となる家庭内
端末機器に接続し送信レベル「０」の状態・要求情報を取得し，管理メモリに格納する（
Ｓ２８）。更に，ホームゲートウエイ装置は，管理情報に含まれている送信レベル「０」
に従い，即刻，送信先アドレスの外部管理者端末に管理情報を送信する（Ｓ３０）。送信
先アドレスや外部インターフェースなどは，管理テーブルを参照して取得される。
【００６０】
外部管理者からの取得要求は，必ずしも送信先アドレスの外部管理者から行われるとは限
らない。あるアドレスの外部管理者からの取得要求に応答して，管理テーブルを参照して
，そこに設定されている送信先アドレスに，取得した送信レベル「０」の要求情報が送信
される。
【００６１】
本実施の形態例では，図６及び７に示した管理情報制御プログラムは，通常ROMに埋め込
まれたファームウエアであり，この管理情報制御プログラムが，複数の家庭内端末装置に
共通に使用される。つまり，ホームゲートウエイ装置は，異なる家庭内端末装置に対して
，単一の管理プロトコルにより，管理情報の取得と送信を行う。これにより，家庭内端末
機器毎に異なる管理プログラムを採用することによるコストアップを防止し，将来開発さ
れる家庭内端末機器に対しても管理情報の取得と送信を管理可能にする。ホームゲートウ
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エイ装置の汎用性を高くすることができる。
【００６２】
以上，実施の形態例をまとめると以下の付記の通りである。
【００６３】
（付記１）家庭内ネットワーク上に設けられた複数の家庭内端末機器とポートを介して接
続されたホームゲートウエイ装置において，
外部のネットワーク上の複数の外部端末との外部インターフェース手段と，
前記家庭内ネットワーク上の複数の家庭内端末機器との内部インターフェース手段と，
前記ポート番号に対応して，少なくとも当該ポートに接続された家庭内端末機器の送信対
象の管理情報と，送信先アドレスとを有する管理テーブルメモリと，前記管理テーブルに
基づいて前記家庭内端末機器から取得した家庭内端末機器の管理情報を，前記ポート番号
及び送付先アドレスに対応して格納する管理情報メモリと，
前記管理テーブルの送信対象管理情報に基づいて，各ポートに接続された家庭内端末機器
の管理情報を取得して前記管理情報メモリに格納し，管理テーブルの送信先アドレスに基
づいて，所定の管理情報を外部端末に送信する管理情報制御部とを有することを特徴とす
るホームゲートウエイ装置。
【００６４】
（付記２）付記１において，
前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，外部端末にアクセスするための
外部インターフェース情報と，家庭内端末機器に接続するための内部インターフェース情
報とを格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００６５】
（付記３）付記１において，
前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，家庭内端末機器から管理情報を
取得するタイミング情報を格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００６６】
（付記４）付記３において，
上記の取得タイミング情報は，取得する管理情報及び・または送信先の外部端末に応じて
異なることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００６７】
（付記５）付記１において，
前記管理テーブルメモリは，前記ポート番号に対応して，取得した管理情報を外部端末に
送信するタイミング情報を格納することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００６８】
（付記６）付記５において，
上記の送信タイミング情報は，取得した管理情報及び・または送信先の外部端末に応じて
異なることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００６９】
（付記７）付記５において，
前記管理テーブル内の送信タイミング情報は，任意に変更設定可能であることを特徴とす
るホームゲートウエイ装置。
【００７０】
（付記８）付記１において，
外部端末からの管理情報取得要求に応答して，家庭内端末機器の管理情報を取得して，送
信することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７１】
（付記９）付記１において，
前記管理テーブルメモリは，共通のポート番号に対して，複数の送信先アドレスが設定さ
れていることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７２】
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（付記１０）付記１において，
前記管理情報は，前記家庭内端末装置の機種情報と，送信形態を示す送信レベル情報と，
前記家庭内端末機器の状態情報とを含み，
前記管理情報制御部は，前記送信レベル情報に応じて，前記管理テーブル内の送信先アド
レスに送信することを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７３】
（付記１１）付記１において，
前記管理情報は，前記家庭内端末装置の機種情報と，送信形態を示す送信レベル情報と，
前記家庭内端末機器の状態情報とを含み，
当該機種情報，送信レベル情報，状態情報は，コード化され，当該コードが管理情報とし
て取得され，送信されることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７４】
（付記１２）付記１において，
前記管理情報制御部の管理プロトコルは，異なる家庭内端末機器に対して共通であること
を特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７５】
（付記１３）付記１において，
前記管理テーブルは，共通の家庭内端末機器に対して，複数の送信先アドレスが設定され
ることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７６】
（付記１４）付記１において，
前記管理情報及び送信先アドレスに応じて，管理情報の取得タイミングが異なり，当該管
理情報の送信タイミングも異なることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７７】
（付記１５）家庭内ネットワーク上に設けられた複数の家庭内端末機器とポートを介して
接続されたホームゲートウエイ装置において，
外部のネットワーク上の複数の外部端末との外部インターフェース手段と，
前記家庭内ネットワーク上の複数の家庭内端末機器との内部インターフェース手段と，
前記ポート番号に対応して，少なくとも当該ポートに接続された家庭内端末機器の送信対
象の管理情報と，送信先アドレスとを有する管理テーブルメモリと，
前記管理テーブルに基づいて前記家庭内端末機器から取得した家庭内端末機器の管理情報
を，前記ポート番号及び送付先に対応して格納する管理情報メモリと，
前記管理テーブルの送信対象管理情報に基づいて，各ポートに接続された家庭内端末機器
の管理情報を取得して前記取得管理情報メモリに格納し，管理テーブルの送信先アドレス
に基づいて，所定の管理情報を外部端末に送信する管理情報制御部とを有し，
前記管理情報メモリには，前記管理情報と共に送信タイミングを示す送信レベル情報が記
憶され，前記管理情報制御部は，当該送信レベル情報にしたがって前記管理情報を送信す
ることを特徴とするホームゲートウエイ装置。
【００７８】
【発明の効果】
以上，本発明によれば，ホームゲートウエイ装置が，送信先アドレスと送信対象管理情報
とをポート番号に対応して有する管理テーブルメモリを有するので，家庭内に設置される
家電について，管理情報と送信先アドレスとを管理テーブルメモリに設定することにより
，家庭内の家電毎に，適切な管理情報を適切な外部の管理者端末に送信することができる
。従って，共通のホームゲートウエイ装置で，異なるメーカの異なる家電の管理情報の送
信管理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態例におけるホームゲートウエイ装置を有するシステム全体の構成図
である。
【図２】本実施の形態例におけるホームゲートウエイ装置の構成例を示す図である。
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【図３】家庭内端末機器の管理テーブル例を示す図表である。
【図４】コード表の一例を示す図表である。
【図５】ホームゲートウエイ装置が取得して管理情報メモリ１４に格納した管理情報例を
示す図表である。
【図６】送信レベル「０」「１」に対応する管理情報の取得と送信処理のフローチャート
図である。
【図７】送信レベル「２」の管理情報の取得と送信のフローチャート図である。
【符号の説明】
HGW　　　　ホームゲートウエイ装置
HT1～HTn　　家庭内端末機器，家庭内電気機器
P1～Pn　　　ポート
２２　　　　外部ネットワーク
２４　　　　外部管理者端末
１０　　　　管理情報制御部，管理情報制御プログラム
１２　　　　管理テーブルメモリ
１４　　　　管理情報メモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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