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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】機器の利用者の利便性を向上することができる
伝送システム、伝送管理システム、伝送方法およびプロ
グラムを提供する。
【解決手段】状態管理部５３は、端末管理テーブルから
、記憶・読出処理部５９により起動フラグ（＝１）が受
信された照明管理システム４０のフロアと同一のフロア
で、起動フラグが「０」であり、かつ、自動起動設定が
「１」となっている第１のテレビ会議装置（伝送端末１
０）のＩＰアドレスを取得し、連動管理部５４が、第１
のテレビ会議装置と連動設定されている第２のテレビ会
議装置（伝送端末１０）の端末ＩＤを取得できた場合、
端末管理テーブルから、端末ＩＤと関連付けられた第２
のテレビ会議装置のＩＰアドレスを取得し、送受信部５
１は、第１のテレビ会議装置および第２のテレビ会議装
置１０ｃａに対して、通信ネットワーク２を介して起動
指令を送信する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の伝送端末を備える伝送システムであって、
　特定のエリアの照明が消灯状態から点灯状態になったか否かを検知する状態検知手段と
、
　前記状態検知手段により前記照明が点灯状態から消灯状態になったことが検知された場
合、前記エリアに属する前記伝送端末である第１伝送端末を特定する第１特定手段と、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の前記伝送端末である第２伝送
端末を特定する第２特定手段と、
　前記第１特定手段により特定された前記第１伝送端末に第１起動指令を送信し、かつ、
前記第２特定手段により特定された前記第２伝送端末に第２起動指令を送信する送信手段
と、
　前記第１起動指令に従って前記第１伝送端末に対して起動処理を実行する第１電源管理
手段と、
　前記第２起動指令に従って前記第２伝送端末に対して起動処理を実行する第２電源管理
手段と、
　を備えた伝送システム。
【請求項２】
　前記状態検知手段は、さらに、前記エリアの前記照明が点灯状態から消灯状態になった
か否かを検知し、
　前記第１特定手段は、前記状態検知手段により前記照明が点灯状態から消灯状態になっ
たことが検知された場合、前記エリアに属する前記伝送端末である第３伝送端末を特定し
、
　前記第２特定手段は、前記第３伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の前記伝
送端末である第４伝送端末を特定し、
　前記送信手段は、前記第１特定手段により特定された前記第３伝送端末に第１停止指令
を送信し、かつ、前記第２特定手段により特定された前記第４伝送端末に第２停止指令を
送信し、
　前記第１電源管理手段は、前記第１停止指令に従って前記第３伝送端末に対して停止処
理を実行し、
　前記第２電源管理手段は、前記第２停止指令に従って前記第４伝送端末に対して停止処
理を実行する請求項１に記載の伝送システム。
【請求項３】
　前記第１特定手段は、前記状態検知手段により前記エリアの前記照明が全消灯状態から
少なくともいずれかが点灯状態になったことが検知された場合、前記エリアに属し、かつ
、起動していない前記第１伝送端末を特定する請求項１に記載の伝送システム。
【請求項４】
　前記第１特定手段は、前記状態検知手段により前記エリアの前記照明のうち少なくとも
いずれかが点灯している状態から全消灯状態になったことが検知された場合、前記エリア
に属し、かつ、起動中の前記第３伝送端末を特定する請求項２に記載の伝送システム。
【請求項５】
　特定の伝送端末に対して、前記特定の伝送端末とは異なる１以上の前記伝送端末との前
記連動動作を設定する第１設定手段を、さらに備えた請求項１～４のいずれか一項に記載
の伝送システム。
【請求項６】
　前記伝送端末に対して、前記送信手段により前記第１起動指令または前記第１停止指令
を送信するか否かを設定する第２設定手段を、さらに備えた請求項２に記載の伝送システ
ム。
【請求項７】
　特定の前記エリアを設定する第３設定手段を、さらに備えた請求項１～６のいずれか一
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項に記載の伝送システム。
【請求項８】
　前記送信手段は、前記第１停止指令または前記第２停止指令としてシャットダウン指令
を送信し、
　前記第１電源管理手段または前記第２電源管理手段は、前記シャットダウン指令を受信
した場合、前記停止処理としてシャットダウン処理を実行する請求項２に記載の伝送シス
テム。
【請求項９】
　照明管理システムによって、該照明管理システムが管理するエリアの照明が消灯状態か
ら点灯状態になったことが検知された場合、前記エリアに属する伝送端末である第１伝送
端末を特定する第１特定手段と、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の伝送端末である第２伝送端末
を特定する第２特定手段と、
　前記第１特定手段により特定された前記第１伝送端末に起動処理を実行させる第１起動
指令を送信し、かつ、前記第２特定手段により特定された前記第２伝送端末に起動処理を
実行させる第２起動指令を送信する送信手段と、
　を備えた伝送管理システム。
【請求項１０】
　複数の伝送端末を備える伝送システムの伝送方法であって、
　特定のエリアの照明が消灯状態から点灯状態になったか否かを検知する状態検知ステッ
プと、
　前記照明が消灯状態から点灯状態になったことを検知した場合、前記エリアに属する前
記伝送端末である第１伝送端末を特定する第１特定ステップと、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の前記伝送端末である第２伝送
端末を特定する第２特定ステップと、
　特定した前記第１伝送端末に第１起動指令を送信し、かつ、特定した前記第２伝送端末
に第２起動指令を送信する送信ステップと、
　前記第１起動指令に従って前記第１伝送端末に対して起動処理を実行する第１電源管理
ステップと、
　前記第２起動指令に従って前記第２伝送端末に対して起動処理を実行する第２電源管理
ステップと、
　を有する伝送方法。
【請求項１１】
　照明管理システムによって、該照明管理システムが管理するエリアの照明が消灯状態か
ら点灯状態になったことが検知された場合、前記エリアに属する伝送端末である第１伝送
端末を特定する第１特定ステップと、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の伝送端末である第２伝送端末
を特定する第２特定ステップと、
　特定した前記第１伝送端末に起動処理を実行させる第１起動指令を送信し、かつ、特定
した前記第２伝送端末に起動処理を実行させる第２起動指令を送信する送信ステップと、
　を有する伝送方法。
【請求項１２】
　コンピュータを
　特定のエリアの照明が消灯状態から点灯状態になったか否かを検知する状態検知手段と
、
　前記状態検知手段により前記照明が消灯状態から点灯状態になったことが検知された場
合、前記エリアに属する伝送端末である第１伝送端末を特定する第１特定手段と、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の伝送端末である第２伝送端末
を特定する第２特定手段と、
　前記第１特定手段により特定された前記第１伝送端末に第１起動指令を送信し、かつ、
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前記第２特定手段により特定された前記第２伝送端末に第２起動指令を送信する送信手段
と、
　前記第１起動指令に従って前記第１伝送端末に対して起動処理を実行する第１電源管理
手段と、
　前記第２起動指令に従って前記第２伝送端末に対して起動処理を実行する第２電源管理
手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　照明管理システムによって、該照明管理システムが管理するエリアの照明が消灯状態か
ら点灯状態になったことが検知された場合、前記エリアに属する伝送端末である第１伝送
端末を特定する第１特定手段と、
　前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の伝送端末である第２伝送端末
を特定する第２特定手段と、
　前記第１特定手段により特定された前記第１伝送端末に起動処理を実行させる第１起動
指令を送信し、かつ、前記第２特定手段により特定された前記第２伝送端末に起動処理を
実行させる第２起動指令を送信する送信手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送システム、伝送管理システム、伝送方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な装置がインターネット等の通信ネットワークを介して接続され、互いに情
報通信を行う伝送システムが普及している。例えば、テレビ会議装置、照明機器、ＭＦＰ
（Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）、またはプロジェクタ等の伝送
端末が通信ネットワークに接続され、互いに情報通信を行う。特に、伝送端末としての複
数のテレビ会議装置が、通信ネットワークを介して、画像データおよび音声データの送受
信が可能なテレビ会議を実現させるテレビ会議システム等が普及している。
【０００３】
　このような伝送システムとして、会議室の予約スケジュールを利用し、かつ、利用者の
居室空間の入退室状況を把握して、効率的に機器の制御を実行するシステムが提案されて
いる（特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたシステムは、スケジュールおよび利用者の入退
室状況を利用して、機器を制御するものであり、通信ネットワークを介して機器が互いに
連携することはできない。すなわち、スケジュールおよび利用者の入退室状況等の条件に
応じて、機器単体の動作を制御するものであるので、例えば、条件に応じて、複数の機器
を連動して動作させることによる利便性について考慮されていないという問題点があった
。
【０００５】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであって、機器の利用者の利便性を向上
することができる伝送システム、伝送管理システム、伝送方法およびプログラムを提供す
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し、目的を達成するために、本発明は、複数の伝送端末を備える伝



(5) JP 2016-62272 A 2016.4.25

10

20

30

40

50

送システムであって、特定のエリアの照明が消灯状態から点灯状態になったか否かを検知
する状態検知手段と、前記状態検知手段により前記照明が点灯状態から消灯状態になった
ことが検知された場合、前記エリアに属する前記伝送端末である第１伝送端末を特定する
第１特定手段と、前記第１伝送端末と連動動作の設定がされている１以上の前記伝送端末
である第２伝送端末を特定する第２特定手段と、前記第１特定手段により特定された前記
第１伝送端末に第１起動指令を送信し、かつ、前記第２特定手段により特定された前記第
２伝送端末に第２起動指令を送信する送信手段と、前記第１起動指令に従って前記第１伝
送端末に対して起動処理を実行する第１電源管理手段と、前記第２起動指令に従って前記
第２伝送端末に対して起動処理を実行する第２電源管理手段と、を備えたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、機器の利用者の利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施の形態に係る伝送システムの全体構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、伝送端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、中継装置、照明管理システム、伝送管理システム、設定管理システム、
プログラム提供システム、およびメンテナンスシステムのハードウェア構成の一例を示す
図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る伝送システムが含む伝送端末、照明管理システム、伝
送管理システム、設定管理システム、および照明等の機能ブロックの一例を示す図である
。
【図５】図５は、認証管理テーブルを示す概念図である。
【図６】図６は、自動動作設定管理テーブルを示す概念図である。
【図７】図７は、メッセージ管理テーブルを示す概念図である。
【図８】図８は、照明管理テーブルを示す概念図である。
【図９】図９は、端末管理テーブルを示す概念図である。
【図１０】図１０は、宛先リスト管理テーブルを示す概念図である。
【図１１】図１１は、ネットワーク情報の設定例を示す図である。
【図１２】図１２は、伝送端末の連動動作の設定を行う連動設定画面の一例を示す図であ
る。
【図１３】図１３は、エリア情報の設定例を示す図である。
【図１４】図１４は、自動動作設定情報の設定画面の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、伝送端末の起動時の動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１６】図１６は、伝送端末が送信する送信情報の内容の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、伝送端末が自動起動する動作の一例を示すシーケンス図である。
【図１８】図１８は、伝送端末が自動起動した場合のメッセージを表示するメッセージ表
示画面の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、伝送端末が自動シャットダウンする動作の一例を示すシーケンス図
である。
【図２０】図２０は、伝送端末が自動シャットダウンする場合のメッセージを表示するメ
ッセージ表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、図１～２０を参照しながら、本発明に係る伝送システム、伝送管理システム、
伝送方法およびプログラムの実施の形態を詳細に説明する。また、以下の実施の形態によ
って本発明が限定されるものではなく、以下の実施の形態における構成要素には、当業者
が容易に想到できるもの、実質的に同一のもの、およびいわゆる均等の範囲のものが含ま
れる。さらに、以下の実施の形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換
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、変更および組み合わせを行うことができる。
【００１０】
（本実施の形態の全体構成）
　図１は、実施の形態に係る伝送システムの全体構成の一例を示す図である。図１を参照
しながら、伝送システム１の全体構成の概略を説明する。
【００１１】
　図１に示すように、伝送システム１は、複数の伝送端末（１０ａａ、１０ａｂ、・・・
）と、複数の中継装置（３０ａ～３０ｅ）と、複数の照明管理システム（４０ａ、４０ｂ
）と、伝送管理システム５０と、スイッチ部（６０ａ、６０ｂ）と、設定管理システム８
０と、プログラム提供システム９０と、メンテナンスシステム１００と、を含んで構築さ
れている。
【００１２】
　なお、本実施の形態では、図１に示すように、伝送端末として、テレビ会議装置１０ａ
ａ、１０ｂａ、１０ｃａ、１０ｄａ、プロジェクタ１０ａｂ、１０ｂｂ、１０ｃｂ、１０
ｄｂ、およびＭＦＰ１０ａｃ、１０ｂｃ、１０ｃｃ、１０ｄｃが示されているが、これら
のうち任意の端末を示す場合または総称する場合、単に「伝送端末１０」と称する。また
、中継装置３０ａ～３０ｅのうち任意の装置を示す場合または総称する場合、単に「中継
装置３０」と称する。また、照明管理システム４０ａ、４０ｂのうち任意のシステムを示
す場合または総称する場合、単に「照明管理システム４０」と称する。また、スイッチ部
６０ａ、６０ｂのうち任意のスイッチ部を示す場合または総称する場合、単に「スイッチ
部６０」と称する。
【００１３】
　伝送端末１０は、他の装置との間で、各種情報を送受信する。伝送端末１０としてのテ
レビ会議装置１０ａａ、１０ｂａ、１０ｃａ、１０ｄａは、他のテレビ会議装置との間で
セッションを確立し、確立したセッションにおいて、音声データおよび画像データを含む
コンテンツデータの送受信による通話を行う。これにより、伝送システム１において、複
数のテレビ会議装置間のテレビ会議が実現される。伝送端末１０としてのプロジェクタ１
０ａｂ、１０ｂｂ、１０ｃｂ、１０ｄｂは、画像または映像をスクリーン等に投影するこ
とによって表示する装置である。伝送端末１０としてのＭＦＰ１０ａｃ、１０ｂｃ、１０
ｃｃ、１０ｄｃは、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能、およびファクシミリ機能
のうち少なくとも２つの機能を有する複合機器である。なお、図１では、伝送端末１０と
して、テレビ会議装置、プロジェクタおよびＭＦＰを示しているが、これらは伝送端末１
０としての一例を示すものであり、これらに限定されるものではない。また、以下では、
伝送端末１０がテレビ会議装置であるものとして説明する。
【００１４】
　また、伝送端末１０は、伝送管理システム５０からの指令に応じて自動起動動作、また
は自動シャットダウン動作を実行する。この伝送端末１０における自動起動動作および自
動シャットダウン動作については、後述する。なお、シャットダウンとは、コンピュータ
（ここでは伝送端末１０）を停止状態にすることを示し、例えば、完全に電源をオフ状態
にすること、スリープ状態にすること、および休止状態にすること等を含む。
【００１５】
　中継装置３０は、複数の伝送端末１０であるテレビ会議装置の間で、コンテンツデータ
の中継を行う装置である。
【００１６】
　照明管理システム４０は、各フロア（図１に示す例では、フロアＦ１、Ｆ２）に１台設
置されており、各フロアにおける照明の点灯状態を一元的に管理するコンピュータである
。なお、照明管理システム４０は、各フロアに１台設置されるものとしたが、これに限定
されるものではなく、例えば、フロアを複数のエリアに分割し、各エリアに１台設置され
るものとしてもよい。
【００１７】
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　伝送管理システム５０は、伝送端末１０を一元的に管理するコンピュータである。伝送
管理システム５０は、照明管理システム４０から受信した各フロアの照明の点灯状態に応
じて、伝送端末１０の制御を実行する。例えば、伝送管理システム５０は、照明管理シス
テム４０からフロアの照明が点灯した場合、そのフロアに設置され、かつ、後述するよう
に自動起動するように設定されている伝送端末１０に対して起動指令を送信する。また、
伝送管理システム５０は、照明管理システム４０からフロアの照明が全て消灯している場
合、そのフロアに設置され、かつ、後述するように自動シャットダウンするように設定さ
れている伝送端末１０に対してシャットダウン指令（停止指令）を送信する。ここで、起
動指令とは、対象機器の電源をオンさせて起動処理を実行させる指令であり、例えば、Ｗ
ａｋｅ－ｏｎ－ＬＡＮの技術を用いた信号である。この伝送管理システム５０による起動
指令およびシャットダウン指令の送信動作については、後述する。
【００１８】
　スイッチ部６０は、図１において図示しないが、照明管理システム４０と、照明管理シ
ステム４０が管理する照明の照明制御部（後述の図４参照）とを接続するスイッチングハ
ブ等のネットワーク機器である。スイッチ部６０は、照明制御部から照明の点灯の状態情
報を、照明管理システム４０に対して中継する。
【００１９】
　また、図１に示す複数のルータ７０ａ～７０ｄ、７０ａｂ、７０ｃｄは、通信データの
最適な経路の選択を行うネットワーク機器である。なお、本実施の形態では、ルータ７０
ａ～７０ｄ、７０ａｂ、７０ｃｄのうち任意のルータを示す場合または総称する場合には
「ルータ７０」と称す。
【００２０】
　設定管理システム８０は、伝送端末１０、照明管理システム４０または伝送管理システ
ム５０にログインし、後述するように、自動設定情報、エリア情報、ネットワーク情報お
よび連動動作を設定するためのコンピュータである。
【００２１】
　プログラム提供システム９０は、伝送端末１０に各種機能または各種手段を実現させる
ための端末用プログラムが記憶された、図示しない外部記憶装置（ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等）を備えており、伝送端末１０に端末用プログラムを提供するコ
ンピュータである。また、プログラム提供システム９０は、中継装置３０、照明管理シス
テム４０、伝送管理システム５０および設定管理システム８０に各種機能または各種手段
を実現させるためのプログラムも外部記憶装置に記憶しており、中継装置３０、照明管理
システム４０、伝送管理システム５０および設定管理システム８０それぞれに、対応する
プログラムを送信することができる。
【００２２】
　メンテナンスシステム１００は、伝送端末１０、中継装置３０、照明管理システム４０
、伝送管理システム５０、設定管理システム８０およびプログラム提供システム９０のう
ちの少なくとも１つの維持、管理または保守を行うためのコンピュータである。例えば、
メンテナンスシステム１００が国内に設置され、伝送端末１０、中継装置３０、照明管理
システム４０、伝送管理システム５０、設定管理システム８０またはプログラム提供シス
テム９０が国外に設置されている場合を考える。この場合、メンテナンスシステム１００
は、通信ネットワーク２を介して遠隔的に、伝送端末１０、中継装置３０、照明管理シス
テム４０、伝送管理システム５０、設定管理システム８０およびプログラム提供システム
９０のうちの少なくとも１つの維持、管理および保守等のメンテナンスを行う。また、メ
ンテナンスシステム１００は、通信ネットワーク２を介さずに、伝送端末１０、中継装置
３０、照明管理システム４０、伝送管理システム５０、設定管理システム８０およびプロ
グラム提供システム９０のうちの少なくとも１つにおける機種番号、製造番号、販売先、
保守点検または故障履歴の管理等のメンテナンスを行う。
【００２３】
　伝送端末１０（１０ａａ、１０ａｂ、１０ａｃ、・・・）、中継装置３０ａおよびルー
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タ７０ａは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）２ａによって通信可能に
接続されている。また、伝送端末１０（１０ｂａ、１０ｂｂ、１０ｂｃ、・・・）、中継
装置３０ｂおよびルータ７０ｂは、ＬＡＮ２ｂによって通信可能に接続されている。また
、ＬＡＮ２ａ、ＬＡＮ２ｂ、スイッチ部６０ａ、およびルータ７０ａｂは、専用線２ａｂ
によって通信可能に接続されており、フロアＦ１内で構築されている。例えば、図１では
、フロアＦ１は所定の建物の特定のフロアであり、同一のフロアに、ＬＡＮ２ａおよびＬ
ＡＮ２ｂが構築されていることを示している。
【００２４】
　一方、伝送端末１０（１０ｃａ、１０ｃｂ、１０ｃｃ、・・・）、中継装置３０ｃおよ
びルータ７０ｃは、ＬＡＮ２ｃによって通信可能に接続されている。また、伝送端末１０
（１０ｄａ、１０ｄｂ、１０ｄｃ、・・・）、中継装置３０ｄおよびルータ７０ｄは、Ｌ
ＡＮ２ｄによって通信可能に接続されている。また、ＬＡＮ２ｃ、ＬＡＮ２ｄ、スイッチ
部６０ｂ、およびルータ７０ｃｄは、専用線２ｃｄによって通信可能に接続されており、
フロアＦ２内で構築されている。例えば、図１では、フロアＦ２は所定の建物のフロアＦ
１とは異なるフロアであり、同一のフロアに、ＬＡＮ２ｃおよびＬＡＮ２ｄが構築されて
いることを示している。
【００２５】
　フロアＦ１およびフロアＦ２のネットワークは、それぞれルータ７０ａｂ、７０ｃｄに
よってインターネット２ｉを介して通信可能に接続されている。
【００２６】
　また、伝送管理システム５０、設定管理システム８０、プログラム提供システム９０お
よびメンテナンスシステム１００は、インターネット２ｉを介して、伝送端末１０および
中継装置３０と通信可能に接続されている。伝送管理システム５０、設定管理システム８
０、プログラム提供システム９０およびメンテナンスシステム１００は、フロアＦ１また
はフロアＦ２に設置されていてもよいし、これら以外の地域に設置されていてもよい。
【００２７】
　中継装置３０ｅは、通信ネットワーク２を介して伝送端末１０と通信可能に接続されて
いる。中継装置３０ｅは、常時稼動しており、フロアＦ１またはフロアＦ２のローカルエ
リア内の通信トラフィックの影響を受けにくくするために、これら以外の地域に設置され
ている。これによって、伝送端末１０としてのテレビ会議装置が他のローカルエリアに設
置されたテレビ会議装置と通話する場合に、コンテンツデータを中継するための中継装置
として中継装置３０ｅが用いられる。また、同一のローカルエリアのテレビ会議装置間で
通話を行う場合に、このローカルエリアに設置された中継装置が稼動していない場合にも
、緊急用の中継装置として中継装置３０ｅが用いられる。
【００２８】
　本実施の形態では、ＬＡＮ２ａ、ＬＡＮ２ｂ、専用線２ａｂ、インターネット２ｉ、専
用線２ｃｄ、ＬＡＮ２ｃおよびＬＡＮ２ｄを含んで、通信ネットワーク２が構築されてい
る。なお、この通信ネットワーク２には、有線だけでなく無線による通信が行われる箇所
があってもよい。
【００２９】
　また、図１において、各伝送端末１０、各中継装置３０、各照明管理システム４０、伝
送管理システム５０、各ルータ７０、設定管理システム８０、プログラム提供システム９
０およびメンテナンスシステム１００の近傍に示されている４組の数字は、一般的なＩＰ
ｖ４におけるＩＰ（Ｉｎｅｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを簡易的に示して
いる。例えば、テレビ会議装置１０ａａのＩＰアドレスは、「１．２．１．３」であるも
のとしている。なお、ＩＰｖ４ではなく、ＩＰｖ６を用いてもよいが、説明を簡略化する
ため、ＩＰｖ４を用いて説明する。
【００３０】
　なお、図１に示す伝送システム１の構成は、一例を示すものであり、この構成に限定さ
れるものではない。すなわち、図１に示す各装置、システム、スイッチ部の台数は、図１
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に示す台数に限定されるものではない。また、図１では、フロアＦ１、Ｆ２の２つのフロ
アのネットワーク構成が示されているが、フロアが１つであってもよく、３つ以上であっ
てもよい。また、各フロアは、同一の建物に含まれることに限定されるものではなく、異
なる建物であってもよい。
【００３１】
（本実施の形態のハードウェア構成）
　次に、本実施の形態の各機器のハードウェア構成について説明する。
【００３２】
＜伝送端末のハードウェア構成＞
　図２は、伝送端末のハードウェア構成の一例を示す図である。図２を参照しながら、伝
送端末１０のハードウェア構成の詳細について説明する。なお、図２では、上述したよう
に、伝送端末１０がテレビ会議装置であるものとして説明する。
【００３３】
　図２に示すように、本実施の形態の伝送端末１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１
０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３と、ＳＳＤ（Ｓｏ
ｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）１０５と、メディアドライブ１０７と、操作ボタン１
０８と、電源スイッチ１０９と、を備えている。
【００３４】
　ＣＰＵ１０１は、伝送端末１０全体の動作を制御する装置である。ＲＯＭ１０２は、伝
送端末１０用のプログラムを記憶している不揮発性記憶装置である。ＲＡＭ１０３は、Ｃ
ＰＵ１０１のワークエリアとして使用される揮発性記憶装置である。ＳＳＤ１０５は、画
像データ、音声データ、印刷データおよび動画データ等の各種データを記憶する外部記憶
装置である。なお、ＳＳＤ１０５は、外部記憶装置の一例であり、ＨＤＤ等であってもよ
い。メディアドライブ１０７は、ＣＰＵ１０１の制御に従って、フラッシュメモリ等であ
るメディア１０６に対するデータの読み出しおよび書き込みを制御する装置である。操作
ボタン１０８は、伝送端末１０に動作を指示する場合等に操作される。電源スイッチ１０
９は、伝送端末１０の電源のオン／オフを切り替えるスイッチである。
【００３５】
　また、伝送端末１０は、ネットワークＩ／Ｆ１１１と、撮像素子Ｉ／Ｆ１１３と、音声
入出力Ｉ／Ｆ１１６と、ディスプレイＩ／Ｆ１１７と、外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８と、ア
ラームランプ１１９と、を備えている。
【００３６】
　ネットワークＩ／Ｆ１１１は、通信ネットワーク２を利用してデータを通信するための
インターフェースである。撮像素子Ｉ／Ｆ１１３は、ＣＰＵ１０１の制御に従って被写体
を撮像して画像データを得るカメラ１１２との間で画像データを伝送するためのインター
フェースである。音声入出力Ｉ／Ｆ１１６は、ＣＰＵ１０１の制御に従って、音声を入力
するマイク１１４および音声を出力するスピーカ１１５との間で音声信号の入出力を処理
するインターフェースである。マイク１１４およびスピーカ１１５は、それぞれ、ケーブ
ル１１４ｃおよびケーブル１１５ｃによって音声入出力Ｉ／Ｆ１１６に接続される。ディ
スプレイＩ／Ｆ１１７は、ＣＰＵ１０１の制御に従って、外付けのディスプレイ１２０に
画像データを伝送するためのインターフェースである。外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８は、各
種の外部機器を接続するためのインターフェースである。アラームランプ１１９は、伝送
端末１０の各種機能の異常を報知するランプである。
【００３７】
　上述のＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、ＳＳＤ１０５、メディアドライブ
１０７、操作ボタン１０８、電源スイッチ１０９、ネットワークＩ／Ｆ１１１、撮像素子
Ｉ／Ｆ１１３、音声入出力Ｉ／Ｆ１１６、ディスプレイＩ／Ｆ１１７、外部機器接続Ｉ／
Ｆ１１８およびアラームランプ１１９は、アドレスバスおよびデータバス等のバスライン
１１０によって互いに通信可能に接続されている。
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【００３８】
　メディア１０６は、伝送端末１０に対して着脱自在の記憶装置である。なお、メディア
１０６は、ＣＰＵ１０１の制御に従ってデータの読み出しおよび書き込みを行う不揮発性
メモリであれば、フラッシュメモリに限定されるものではなく、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃ
ｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）等
を用いてもよい。
【００３９】
　カメラ１１２は、レンズ、および光を電荷に変換して被写体の画像（映像）を電子化す
る固体撮像素子を含む。カメラ１１２は、ケーブル１１２ｃによって撮像素子Ｉ／Ｆ１１
３に接続される。固体撮像素子としては、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅ
ｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）またはＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏ
ｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等が用いられる。
【００４０】
　外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８は、ＵＳＢ(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ)ケ
ーブル等によって、外付けカメラ、外付けマイクおよび外付けスピーカ等の外部機器がそ
れぞれ電気的に接続可能なインターフェースである。外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８に外付け
カメラが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、カメラ１１２に優先して、
外付けカメラが駆動する。同じく、外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８に外付けマイクが接続され
た場合、または外付けスピーカが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、そ
れぞれがマイク１１４またはスピーカ１１５に優先して、外付けマイクまたは外付けスピ
ーカが駆動する。
【００４１】
　ディスプレイ１２０は、被写体の画像および操作用アイコン等を表示する液晶または有
機ＥＬ等によって構成された表示装置である。ディスプレイ１２０は、ケーブル１２０ｃ
によってディスプレイＩ／Ｆ１１７に接続される。なお、ディスプレイ１２０は、図１に
おいては、テレビ会議装置１０ａａ、１０ｂａ、１０ｃａ、１０ｄａそれぞれに接続され
たディスプレイ１２０ａａ、１２０ｂａ、１２０ｃａ、１２０ｄａに対応する。ケーブル
１２０ｃは、アナログＲＧＢ（ＶＧＡ）信号用のケーブルであってもよく、コンポーネン
トビデオ用のケーブルであってもよく、ＨＤＭＩ（登録商標）(Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉ
ｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ)またはＤＶＩ(Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｉｄｅｏ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ)信号用のケーブルであってもよい。
【００４２】
　なお、上述の伝送端末１０のプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な
形式のファイルによって、コンピュータで読み取り可能な記録媒体（メディア１０６等）
に記録されて流通されるようにしてもよい。また、上述の伝送端末１０のプログラムは、
メディア１０６ではなくＲＯＭ１０２に記憶させるようにしてもよい。
【００４３】
＜中継装置および各種システムのハードウェア構成＞
　図３は、中継装置、照明管理システム、伝送管理システム、設定管理システム、プログ
ラム提供システム、およびメンテナンスシステムのハードウェア構成の一例を示す図であ
る。図３を参照しながら、中継装置３０、照明管理システム４０、伝送管理システム５０
、設定管理システム８０、プログラム提供システム９０およびメンテナンスシステム１０
０のハードウェア構成の詳細について説明する。
【００４４】
　まず、図３を参照しながら伝送管理システム５０のハードウェア構成について説明する
。図３に示すように、伝送管理システム５０は、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡ
Ｍ２０３と、外部記憶装置２０５と、メディアドライブ２０７と、ディスプレイ２０８と
、ネットワークＩ／Ｆ２０９と、キーボード２１１と、マウス２１２と、ＣＤ－ＲＯＭド
ライブ２１４と、を備えている。
【００４５】
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　ＣＰＵ２０１は、伝送管理システム５０全体の動作を制御する装置である。ＲＯＭ２０
２は、伝送管理システム５０用のプログラムを記憶している不揮発性記憶装置である。Ｒ
ＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用される揮発性記憶装置である。外
部記憶装置２０５は、後述する認証管理ＤＢ５００１、端末管理ＤＢ５００２および宛先
リスト管理ＤＢ５００３等の各種データを記憶するＨＤＤまたはＳＳＤ等の記憶装置であ
る。メディアドライブ２０７は、ＣＰＵ２０１の制御に従って、フラッシュメモリ等の記
録メディア２０６に対するデータの読み出しおよび書き込みを制御する装置である。ディ
スプレイ２０８は、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字または画像等の各種情報を表
示する表示装置である。ネットワークＩ／Ｆ２０９は、通信ネットワーク２を利用してデ
ータを通信するためのインターフェースである。キーボード２１１は、文字、数字、各種
指示の選択、およびカーソルの移動等を行う入力装置である。マウス２１２は、各種指示
の選択および実行、処理対象の選択、ならびにカーソルの移動等を行うための入力装置で
ある。ＣＤ－ＲＯＭドライブ２１４は、着脱自在な記憶媒体の一例としてのＣＤ－ＲＯＭ
（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２１３に対するデー
タの読み出しおよび書き込みを制御する装置である。
【００４６】
　上述のＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、外部記憶装置２０５、メディアド
ライブ２０７、ディスプレイ２０８、ネットワークＩ／Ｆ２０９、キーボード２１１、マ
ウス２１２およびＣＤ－ＲＯＭドライブ２１４は、アドレスバスおよびデータバス等のバ
スライン２１０によって互いに通信可能に接続されている。
【００４７】
　なお、上述の伝送管理システム５０用のプログラムは、インストール可能な形式または
実行可能な形式のファイルによって、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３等の
コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。
【００４８】
　また、中継装置３０は、上述の伝送管理システム５０と同様のハードウェア構成を有し
ているため、その説明を省略する。ただし、ＲＯＭ２０２には、中継装置３０を制御する
ための中継装置３０用のプログラムが記録されている。この場合も、中継装置用のプログ
ラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイルで、記録メディア２０
６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通
させるようにしてもよい。
【００４９】
　また、照明管理システム４０は、上述の伝送管理システム５０と同様のハードウェア構
成を有しているため、その説明を省略する。ただし、ＲＯＭ２０２には、照明管理システ
ム４０を制御するための照明管理システム４０用のプログラムが記録されている。この場
合も、照明管理システム４０用のプログラムは、インストール可能な形式または実行可能
な形式のファイルで、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで
読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。
【００５０】
　また、設定管理システム８０は、上述の伝送管理システム５０と同様のハードウェア構
成を有しているため、その説明を省略する。ただし、ＲＯＭ２０２には、設定管理システ
ム８０を制御するための設定管理システム８０用のプログラムが記録されている。この場
合も、設定管理システム８０用のプログラムは、インストール可能な形式または実行可能
な形式のファイルで、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで
読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。
【００５１】
　また、プログラム提供システム９０は、上述の伝送管理システム５０と同様のハードウ
ェア構成を有しているため、その説明を省略する。ただし、ＲＯＭ２０２には、プログラ
ム提供システム９０を制御するためのプログラム提供システム９０用のプログラムが記録
されている。この場合も、プログラム提供システム９０用のプログラムは、インストール
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可能な形式または実行可能な形式のファイルで、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ
２１３等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよ
い。
【００５２】
　また、メンテナンスシステム１００は、上述の伝送管理システム５０と同様のハードウ
ェア構成を有しているため、その説明を省略する。ただし、ＲＯＭ２０２には、メンテナ
ンスシステム１００を制御するためのメンテナンスシステム１００用のプログラムが記録
されている。この場合も、メンテナンスシステム１００用のプログラムは、インストール
可能な形式または実行可能な形式のファイルで、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ
２１３等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよ
い。
【００５３】
　なお、上述の着脱可能な記録媒体の他の例として、ＣＤ－Ｒ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓ
ｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ
）またはブルーレイディスク等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供
するように構成してもよい。
【００５４】
（本実施の形態の機能的構成）
　図４は、実施の形態に係る伝送システムが含む伝送端末、照明管理システム、伝送管理
システム、設定管理システム、および照明等の機能ブロックの一例を示す図である。図４
を参照しながら、本実施の形態の各機器の機能的構成について説明する。
【００５５】
　図４に示すように、伝送端末１０、照明管理システム４０、伝送管理システム５０、ス
イッチ部６０、および設定管理システム８０は、通信ネットワーク２を介してデータ通信
することができるように接続されている。なお、図１に示す中継装置３０、プログラム提
供システム９０およびメンテナンスシステム１００は、本実施の形態に係る伝送システム
１の動作の説明において直接関連がないため、図４では図示を省略している。
【００５６】
＜伝送端末の機能的構成＞
　伝送端末１０は、図４に示すように、送受信部１１と、操作入力受付部１２と、表示制
御部１３と、認証部１４と、電源設定部１５と、電源管理部１６と、記憶・読出処理部１
９と、を有している。上述の各機能部は、図２に示す各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ１
０２、ＳＳＤ１０５またはメディア１０６に記憶されているプログラムに従ったＣＰＵ１
０１からの命令によって動作することで実現される機能または手段である。また、伝送端
末１０は、図２に示すＲＡＭ１０３によって実現される揮発性記憶部１１００と、図２に
示すＳＳＤ１０５によって実現される不揮発性記憶部１０００と、を有している。
【００５７】
＜＜認証管理テーブル＞＞
　図５は、認証管理テーブルを示す概念図である。図５を参照しながら、認証管理テーブ
ルについて説明する。
【００５８】
　不揮発性記憶部１０００は、図５に示す認証管理テーブルを含む認証管理ＤＢ１００３
を記憶している。認証管理テーブルでは、伝送端末１０に対してログイン認証を行うユー
ザを識別するＩＤに対して、パスワードが関連付けられて管理される。ここで、ＩＤは、
利用するユーザを識別する情報であり、パスワードは、ログイン認証するために利用され
る情報である。例えば、図５に示す認証管理テーブルにおいて、ＩＤが「８０ａａ」で識
別される設定管理システム８０のパスワードは「ａａａａ」であることが示されている。
すなわち、図１では、設定管理システム８０は、１台が示されているが、複数台であって
もよい。
【００５９】
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　なお、設定管理システム８０のＩＤは、設定管理システム８０を利用するユーザを識別
するために使われる文字、記号、数字または各種のしるし等の識別情報を示す。また、設
定管理システム８０のＩＤは、上述の文字、記号、数字および各種のしるしのうち、少な
くとも２つが組み合わされた識別情報であってもよい。
【００６０】
＜＜自動動作設定管理テーブル＞＞
　図６は、自動動作設定管理テーブルを示す概念図である。図６を参照しながら、自動動
作設定管理テーブルについて説明する。
【００６１】
　不揮発性記憶部１０００は、図６に示す自動動作設定管理テーブルを含む自動動作設定
管理ＤＢ１００１を記憶している。自動動作設定管理テーブルでは、各伝送端末１０の自
動動作設定情報が管理される。具体的には、自動動作設定管理テーブルでは、図６に示す
ように、自動動作設定情報として自動起動設定、および自動シャットダウン設定が管理さ
れる。
【００６２】
　自動起動設定は、伝送端末１０が伝送管理システム５０から起動指令を受信した場合に
、自動起動するか否かを設定する情報である。例えば、伝送端末１０は、自動起動設定が
「１」と設定されている場合、自動起動するものとし、「０」と設定されている場合、自
動起動しないものとする。
【００６３】
　自動シャットダウン設定は、伝送端末１０が伝送管理システム５０からシャットダウン
指令を受信した場合に、自動的にシャットダウン処理（停止処理）（以下、自動シャット
ダウン処理という）を実行するか否かを設定する情報である。例えば、伝送端末１０は、
自動シャットダウン設定が「１」と設定されている場合、自動シャットダウン処理を実行
するものとし、「０」と設定されている場合、自動シャットダウン処理を実行しないもの
とする。
【００６４】
　例えば、図６に示す自動動作設定管理テーブルにおいては、自動起動設定が「１」（自
動起動する）で、自動シャットダウン設定が「１」（自動シャットダウン処理を行う）で
であることが示されている。
【００６５】
　なお、自動動作設定情報として自動起動設定および自動シャットダウン設定の他に、伝
送端末１０が伝送管理システム５０からシャットダウン指令を受信してから、実際に自動
シャットダウン処理を実行するまでの猶予時間を設定するタイムアウト設定等が含まれて
もよい。
【００６６】
＜＜メッセージ管理テーブル＞＞
　図７は、メッセージ管理テーブルを示す概念図である。図７を参照しながら、メッセー
ジ管理テーブルについて説明する。
【００６７】
　不揮発性記憶部１０００は、図７に示すメッセージ管理テーブルを含むメッセージ管理
ＤＢ１００２を記憶している。メッセージ管理テーブルでは、伝送端末１０のディスプレ
イ１２０に表示するためのメッセージが、メッセージＩＤに関連付けられて管理される。
ここで、メッセージＩＤは、各メッセージを一意に識別する情報であり、メッセージは、
ディスプレイ１２０に表示する文字列情報である。例えば、図７に示すメッセージ管理テ
ーブルにおいては、メッセージＩＤが「２」である場合、対応するメッセージが「自動動
作設定により、機器を自動起動しました。」であることが示されている。
【００６８】
　なお、メッセージＩＤは、メッセージを一意に識別するために使われる文字、記号、数
字または各種のしるし等の識別情報を示す。また、メッセージＩＤは、上述の文字、記号
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、数字および各種のしるしのうち、少なくとも２つが組み合わされた識別情報であっても
よい。また、図７のメッセージ管理テーブルが示すメッセージの内容は例を示すものであ
り、その他の数のメッセージが登録されていてもよく、メッセージの内容も図７に示す内
容に限定されるものではない。
【００６９】
＜＜伝送端末の各機能部＞＞
　次に、伝送端末１０の各機能部について詳細に説明する。なお、以下において、伝送端
末１０の各機能部を説明するにあたって、図２に示す各構成要素のうち、伝送端末１０の
各機能部を実現させるための主な構成要素との関係についても説明する。
【００７０】
　送受信部１１は、図２に示すネットワークＩ／Ｆ１１１によって実現され、通信ネット
ワーク２を介して、他の伝送端末または各システムと各種データの送受信を行う機能部で
ある。送受信部１１は、伝送管理システム５０から、起動指令またはシャットダウン指令
を受信する。送受信部１１は、当該伝送端末１０が起動した場合に、伝送端末１０の種別
、起動フラグ、ＩＰアドレス、端末ＩＤ、端末名および自動動作設定情報を、伝送管理シ
ステム５０に送信する。送受信部１１は、当該伝送端末１０がシャットダウンする場合に
、伝送端末１０の種別、起動フラグ、およびＩＰアドレスを、伝送管理システム５０に送
信する。ここで、伝送端末１０の種別とは、伝送端末１０の機種を識別する情報を示し、
例えば、伝送端末１０がＭＦＰである場合は「ＭＦＰ」、伝送端末１０がテレビ会議装置
である場合は「ＴＶＣＡ」、伝送端末１０がホワイトボード機能付き液晶タッチパネルの
場合は「ＴＰＷＢ」、そして、伝送端末１０がプロジェクタの場合は「ＰＪ」のように示
される。このような伝送端末１０の種別は、予め伝送端末１０に記憶させておくものとす
ればよい。また、上述のＩＰアドレスは、当該伝送端末１０に割り当てられたＩＰアドレ
スである。
【００７１】
　操作入力受付部１２は、図２に示す操作ボタン１０８および電源スイッチ１０９によっ
て実現され、ユーザによる各種入力を受け付ける機能部である。例えば、ユーザが、図２
に示されている操作入力受付部１２のうち電源スイッチ１０９をオンにすると、当該伝送
端末１０が起動する。そして、送受信部１１は、上述のように当該伝送端末１０の電源が
オン状態になったことを示す起動フラグを、伝送管理システム５０に送信する。
【００７２】
　また、ユーザが電源スイッチ１０９をオンの状態からオフにすると、送受信部１１は、
上述のように当該伝送端末１０の電源がオフ状態であることを示す起動フラグを、伝送管
理システム５０に送信する。そして、当該伝送端末１０は、シャットダウン処理を実行し
、電源をオフ状態にする。これにより、伝送管理システム５０は、伝送端末１０の電源が
オン状態かオフ状態かを把握することができる。
【００７３】
　表示制御部１３は、図２に示すディスプレイＩ／Ｆ１１７等によって実現され、外付け
のディスプレイ１２０に対して画像データを送信するための制御を行う機能部である。表
示制御部１３は、送受信部１１が伝送管理システム５０から起動指令を受信し、当該伝送
端末１０が起動した場合に、自動的に起動した旨の表示をディスプレイ１２０に表示させ
る。また、表示制御部１３は、送受信部１１が伝送管理システム５０からシャットダウン
指令を受信した場合、自動的にシャットダウンする旨の表示をディスプレイ１２０に表示
させる。
【００７４】
　認証部１４は、送受信部１１を介して受信した設定管理システム８０からのログイン要
求情報に含まれているＩＤおよびパスワードを検索キーとし、不揮発性記憶部１０００の
認証管理テーブル（図５参照）を検索し、認証管理テーブルに同一のＩＤおよびパスワー
ドが管理されているかを判断することによってログイン認証を行う機能部である。
【００７５】
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　電源設定部１５は、自動動作設定管理ＤＢ１００１から現在設定されている自動動作設
定情報を取得する機能部である。具体的には、電源設定部１５は、電源スイッチ１０９が
オフ状態からオン状態になった場合、または、送受信部１１が伝送管理システム５０から
起動指令を受信した場合、自動動作設定管理ＤＢ１００１から自動動作設定情報を取得す
る。
【００７６】
　電源管理部１６は、電源スイッチ１０９に対してオン・オフ動作された場合、または伝
送管理システム５０から起動指令もしくはシャットダウン指令を受信した場合に、伝送端
末１０の起動処理およびシャットダウン処理を制御する機能部である。具体的には、電源
管理部１６は、電源スイッチ１０９がオフ状態からオン状態になった場合、または、伝送
管理システム５０から起動指令を受信した場合、伝送端末１０の電源をオンにして起動さ
せる。また、電源管理部１６は、電源スイッチ１０９がオン状態からオフ状態になった場
合、または、伝送管理システム５０からシャットダウン指令を受信した場合、伝送端末１
０のシャットダウン処理を実行し、伝送端末１０の電源をオフにする。
【００７７】
　記憶・読出処理部１９は、図２に示すＣＰＵ１０１からの命令、および一例として図２
に示すＳＳＤ１０５によって実現され、不揮発性記憶部１０００に各種データを記憶した
り、不揮発性記憶部１０００に記憶された各種データを読み出す処理を行う機能部である
。不揮発性記憶部１０００には、自動動作設定管理ＤＢ１００１、メッセージ管理ＤＢ１
００２および認証管理ＤＢ１００３が記憶されている。また、記憶・読出処理部１９は、
揮発性記憶部１１００に各種データを記憶したり、揮発性記憶部１１００に記憶された各
種データを読み出す処理も行う。揮発性記憶部１１００には、例えば、伝送端末１０がテ
レビ会議装置である場合、宛先端末との通話を行う際に受信されるコンテンツデータが、
受信される度に上書き記憶される。
【００７８】
＜照明管理システムの機能的構成＞
　照明管理システム４０は、図４に示すように、送受信部４１と、状態検知部４２（状態
検知手段）と、認証部４３と、記憶・読出処理部４９と、を有している。上述の各機能部
は、図３に示す各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ２０２、外部記憶装置２０５、記録メデ
ィア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３に記憶されているプログラムに従ったＣＰＵ２０１
からの命令によって動作することで実現される機能または手段である。また、照明管理シ
ステム４０は、図３に示す外部記憶装置２０５によって実現される不揮発性記憶部４００
０を有している。
【００７９】
＜＜認証管理テーブル＞＞
　不揮発性記憶部４０００は、伝送端末１０と同様に、図５に示す認証管理テーブルを含
む認証管理ＤＢ４００２を記憶している。認証管理テーブルでは、照明管理システム４０
に対してログイン認証を行うユーザを識別するＩＤに対して、パスワードが関連付けられ
て管理される。
【００８０】
＜＜照明管理テーブル＞＞
　図８は、照明管理テーブルを示す概念図である。図８を参照しながら、照明管理テーブ
ルについて説明する。
【００８１】
　不揮発性記憶部４０００は、図８に示す照明管理テーブルを含む照明管理ＤＢ４００１
を記憶している。照明管理テーブルでは、各フロアの各エリアにおいて、現状、少なくと
もいずれかの照明が点灯しているか、または、全消灯しているかを示す点灯状態フラグが
管理される。例えば、図８に示す照明管理テーブルにおいて、フロア「１Ｆ」の「エリア
Ｃ」では、点灯状態フラグが「１」であり、このエリアにおいて少なくともいずれかの照
明が点灯していることが示されている。また、フロア「３Ｆ」の「エリアＤ」では、点灯
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状態フラグが「０」であり、このエリアにおいては照明が全消灯していることが示されて
いる。
【００８２】
　なお、図８に示す照明管理テーブルは、フロアごとに各エリアの照明の点灯状態を示し
ているが、照明管理システム４０は、上述したように各フロアに１台設置され、そのフロ
アの照明の点灯状態を管理するので、設置されたフロアについての各エリアの照明の点灯
状態を示す照明管理テーブルであればよい。
【００８３】
＜＜照明管理システムの各機能部＞＞
　次に、照明管理システム４０の各機能部について詳細に説明する。なお、以下において
、照明管理システム４０の各機能部を説明するにあたって、図３に示す各構成要素のうち
、照明管理システム４０の各機能部を実現させるための主な構成要素との関係についても
説明する。
【００８４】
　送受信部４１は、図３に示すネットワークＩ／Ｆ２０９によって実現され、スイッチ部
６０および通信ネットワーク２を介して、伝送端末１０または各システムと各種データの
送受信を行う機能部である。具体的には、送受信部４１は、例えば、当該照明管理システ
ム４０が照明の点灯状態を管理しているフロアの照明が全消灯状態になった場合に、起動
フラグ（＝０）、および当該照明管理システム４０が管理する照明制御部（図４において
は照明制御部６１ａ～６１ｄ）のＩＰアドレスを、伝送管理システム５０に送信する。ま
た、送受信部４１は、当該照明管理システム４０が照明の点灯状態を管理しているフロア
の照明が全消灯状態から少なくとも一部が点灯状態になった場合に、起動フラグ（＝１）
、および当該照明管理システム４０が管理する照明制御部（図４においては照明制御部６
１ａ～６１ｄ）のＩＰアドレスを、伝送管理システム５０に送信する。
【００８５】
　状態検知部４２は、所定時間ごと（例えば、１分ごと）に、照明管理ＤＢ４００１の照
明管理テーブルを参照し、当該照明管理システム４０が管理するフロアの各エリアの照明
の点灯状態を検知する機能部である。状態検知部４２は、照明管理テーブルにおいて、各
エリアの点灯状態フラグの論理和を求め、その論理和が「０」から「１」となった場合、
そのフロアの照明が全消灯状態から少なくとも一部が点灯状態になったと判断する。また
、状態検知部４２は、照明管理テーブルにおいて、各エリアの点灯状態フラグの論理和を
求め、その論理和が「１」から「０」となった場合、そのフロアの照明が少なくとも一部
が点灯している状態から全消灯状態になったと判断する。
【００８６】
　認証部４３は、送受信部４１を介して受信した設定管理システム８０からのログイン要
求情報に含まれているＩＤおよびパスワードを検索キーとし、不揮発性記憶部４０００の
認証管理テーブル（図５参照）を検索し、認証管理テーブルに同一のＩＤおよびパスワー
ドが管理されているかを判断することによってログイン認証を行う機能部である。
【００８７】
　記憶・読出処理部４９は、図３に示すＣＰＵ２０１からの命令、および一例として図３
に示す外部記憶装置２０５によって実現され、不揮発性記憶部４０００に各種データを記
憶したり、不揮発性記憶部４０００に記憶された各種データを読み出す処理を行う機能部
である。不揮発性記憶部４０００には、照明管理ＤＢ４００１および認証管理ＤＢ４００
２が記憶されている。記憶・読出処理部４９は、具体的には、スイッチ部６０および送受
信部４１を介して受信された各エリアの照明の点灯状態に従って、不揮発性記憶部４００
０に記憶された照明管理テーブルの点灯状態フラグを更新する。
【００８８】
＜伝送管理システムの機能的構成＞
　伝送管理システム５０は、図４に示すように、送受信部５１（送信手段）と、認証部５
２と、状態管理部５３（第１特定手段）と、連動管理部５４（第２特定手段）と、記憶・
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読出処理部５９と、を有している。上述の各機能部は、図３に示す各構成要素のいずれか
が、ＲＯＭ２０２、外部記憶装置２０５、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３
に記憶されているプログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実
現される機能または手段である。また、伝送管理システム５０は、図３に示すＲＡＭ２０
３によって実現される揮発性記憶部５１００と、図３に示す外部記憶装置２０５によって
実現される不揮発性記憶部５０００と、を有している。
【００８９】
＜＜認証管理テーブル＞＞
　不揮発性記憶部５０００は、伝送端末１０と同様に、図５に示す認証管理テーブルを含
む認証管理ＤＢ５００１を記憶している。認証管理テーブルでは、伝送管理システム５０
に対してログイン認証を行うユーザを識別するＩＤに対して、パスワードが関連付けられ
て管理される。
【００９０】
＜＜端末管理テーブル＞＞
　図９は、端末管理テーブルを示す概念図である。図９を参照しながら、端末管理テーブ
ルについて説明する。
【００９１】
　不揮発性記憶部５０００は、図９に示す端末管理テーブルを含む端末管理ＤＢ５００２
を記憶している。端末管理テーブルでは、伝送端末、装置およびシステムのＩＰアドレス
、端末ＩＤ、端末名、設置されたフロア、種別、起動フラグ、および自動動作設定情報（
自動起動設定および自動シャットダウン設定）が、それぞれ関連付けられて管理される。
また、端末管理テーブルは、管理者設定フラグが設定されており、管理者設定フラグが「
１」のレコードは、管理者によって設定される情報であることを示す。具体的には、図９
に示すように、各フロアと、そのフロアに割り当てられたＩＰアドレスの範囲とが管理者
によって設定される。
【００９２】
　ＩＰアドレスは、伝送端末、装置およびシステム（以下、単に装置等という）をネット
ワーク上で一意に識別する情報である。したがって、ＩＰアドレスは、固定的に割り当て
られている場合もあれば、装置等がネットワークに接続されたときに動的に割り当てられ
る場合もある。なお、端末管理テーブルにおいては、ＩＰアドレスが割り当てられる機器
を複数管理するシステム（図４の例では、複数の照明制御部６１を管理する照明管理シス
テム４０）に対応するＩＰアドレスのフィールドには、管理する複数の機器のＩＰアドレ
スの範囲が登録される。また、上述のように、管理者設定フラグが「１」のレコードにお
けるＩＰアドレスのフィールドには、フロアに割り当てられたＩＰアドレスの範囲が登録
される。
【００９３】
　端末ＩＤは、固定で決められ、装置等そのものを識別するＩＤである。端末名は、装置
等の名前を示す情報である。
【００９４】
　フロアは、装置等が設置された階数を示す情報である。種別は、装置等の機種を識別す
る情報を示し、伝送端末１０については上述した通りである。また、照明管理システム４
０の種別は、図９においては、「ＬＭＳ」と示している。
【００９５】
　起動は、装置等の起動フラグを示す。例えば、起動フラグが「１」である場合、その装
置等が起動している状態であることを示し、起動フラグが「０」である場合、その装置等
の電源がオフ状態であることを示す。ただし、照明管理システム４０については、起動フ
ラグが「１」である場合、管理する照明制御部６１の照明６２の少なくともいずれかが点
灯状態であることを示し、起動フラグが「０」である場合、管理する照明制御部６１の照
明６２が全消灯している状態であることを示す。
【００９６】
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　自動起動設定および自動シャットダウン設定については、図６に示す自動動作設定管理
テーブルにおいて説明した通りである。
【００９７】
　例えば、図９に示す端末管理テーブルにおいて、管理者設定が「１」およびフロアが「
１Ｆ」となっているレコードは、ＩＰアドレスが「１９２．１６８．１．０／２４」の範
囲設定となっていることが示されている。また、フロアが「１Ｆ」、かつ、種別が「ＬＭ
Ｓ」（照明管理システム４０）となっているレコードは、ＩＰアドレスが「１９２．１６
８．１．８／３０」の範囲設定、すなわち、「１９２．１６８．１．８」～「１９２．１
６８．１．１１」の４つのＩＰアドレスが設定されていることが示されている。また、フ
ロアが「１Ｆ」、かつ、種別が「ＴＶＣＡ」（伝送端末１０）となっているレコードは、
ＩＰアドレスが「１９２．１６８．１．２０」で、端末ＩＤが「ＴＶ１ａ」で、端末名が
「東京事業所ＴＶ１Ａ端末」で、起動フラグが「１」（起動中）で、自動起動設定が「１
」（自動起動する）で、自動シャットダウン設定が「１」（自動シャットダウンする）と
なっていることが示されている。
【００９８】
＜＜宛先リスト管理テーブル＞＞
　図１０は、宛先リスト管理テーブルを示す概念図である。図１０を参照しながら、宛先
リスト管理テーブルについて説明する。
【００９９】
　不揮発性記憶部５０００は、図１０に示す宛先リスト管理テーブルを含む宛先リスト管
理ＤＢ５００３を記憶している。宛先リスト管理テーブルでは、テレビ会議装置である伝
送端末１０がどの端末とテレビ会議を行うようにグルーピングされているかが管理される
。具体的には、宛先リスト管理テーブルでは、テレビ会議の開始要求を送信する伝送端末
１０の端末ＩＤである要求元端末ＩＤと、開始要求を受信して会議に参加を申し込む伝送
端末１０の端末ＩＤである宛先端末ＩＤと、が関連付けられて管理される。
【０１００】
　例えば、図１０に示す宛先リスト管理テーブルにおいて、要求元端末ＩＤが「ＴＶ１ａ
」である伝送端末１０を含むテレビ会議のグループは、宛先端末ＩＤが「ＴＶ２ａ」、「
ＴＶＦ３ａ」、「ＴＶＦ４ｂ」および「ＴＶＫ１ｃ」である伝送端末１０を含むことが示
されている。
【０１０１】
　さらに、宛先リスト管理テーブルでは、上述した、自動起動の動作、または自動シャッ
トダウン動作について、２台の端末が連動して動作するための連動設定の管理が行われる
。例えば、図１０に示す宛先リスト管理テーブルでは、端末ＩＤが「ＴＶ１ａ」である伝
送端末１０と、同じテレビ会議のグループに含まれる「ＴＶ２ａ」である伝送端末１０と
が「＊１」によって連動設定されていることが示されている。なお、連動設定される伝送
端末１０は、同じテレビ会議のグループに含まれている必要はなく、図１０に示すように
、端末ＩＤが「ＴＶＦ４ｂ」である伝送端末１０と、異なるテレビ会議のグループに含ま
れる「ＴＶＦ１ｋ」である伝送端末１０とが「＊３」によって連動設定されていることが
示されている。
【０１０２】
　なお、図１０に示す宛先リスト管理テーブルでは、２台の端末が連動して動作するため
の連動設定がなされている例を示したが、これに限定されるものではない。すなわち、３
台以上の伝送端末１０が、自動起動の動作、または自動シャットダウン動作について連動
設定がなされるものとしてもよい。
【０１０３】
＜＜伝送管理システムの各機能部＞＞
　次に、伝送管理システム５０の各機能部について詳細に説明する。なお、以下において
、伝送管理システム５０の各機能部を説明するにあたって、図３に示す各構成要素のうち
、伝送管理システム５０の各機能部を実現させるための主な構成要素との関係についても
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説明する。
【０１０４】
　送受信部５１は、図３に示すネットワークＩ／Ｆ２０９によって実現され、通信ネット
ワーク２を介して、伝送端末１０または各システムと各種データの送受信を行う機能部で
ある。具体的には、送受信部５１は、照明管理システム４０から起動フラグ（＝１）を受
信し、端末管理テーブルに登録されている照明管理システム４０の起動フラグが「０」か
ら「１」に更新された場合、照明管理システム４０が管理するフロアの伝送端末１０に対
して起動指令を送信する。また、送受信部５１は、照明管理システム４０から起動フラグ
（＝０）を受信し、端末管理テーブルに登録されている照明管理システム４０の起動フラ
グが「１」から「０」に更新された場合、照明管理システム４０が管理するフロアの伝送
端末１０に対してシャットダウン指令を送信する。
【０１０５】
　認証部５２は、送受信部５１を介して受信した設定管理システム８０からのログイン要
求情報に含まれているＩＤおよびパスワードを検索キーとし、不揮発性記憶部５０００の
認証管理テーブル（図５参照）を検索し、認証管理テーブルに同一のＩＤおよびパスワー
ドが管理されているかを判断することによってログイン認証を行う機能部である。
【０１０６】
　状態管理部５３は、送受信部５１が照明管理システム４０から起動フラグを受信した場
合に、端末管理テーブルを参照し、自動起動設定または自動シャットダウン設定が「１」
となっている伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する機能部である。具体的には、状態管
理部５３は、照明管理システム４０から起動フラグ（＝１）を受信し、端末管理テーブル
に登録されている照明管理システム４０の起動フラグが「０」から「１」に更新された場
合、自動起動設定が「１」となっている伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する。また、
状態管理部５３は、照明管理システム４０から起動フラグ（＝０）を受信し、端末管理テ
ーブルに登録されている照明管理システム４０の起動フラグが「１」から「０」に更新さ
れた場合、自動シャットダウン設定が「１」となっている伝送端末１０のＩＰアドレスを
取得する。
【０１０７】
　連動管理部５４は、送受信部５１が照明管理システム４０から起動フラグを受信した場
合に、宛先リスト管理テーブルを参照し、自動起動設定または自動シャットダウン設定が
「１」となっている伝送端末１０と連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得す
る機能部である。具体的には、連動管理部５４は、照明管理システム４０から起動フラグ
（＝１）を受信し、端末管理テーブルに登録されている照明管理システム４０の起動フラ
グが「０」から「１」に更新された場合、自動起動設定が「１」となっている伝送端末１
０と連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得する。また、連動管理部５４は、
照明管理システム４０から起動フラグ（＝０）を受信し、端末管理テーブルに登録されて
いる照明管理システム４０の起動フラグが「１」から「０」に更新された場合、自動シャ
ットダウン設定が「１」となっている伝送端末１０と連動設定されている伝送端末１０の
端末ＩＤを取得する。
【０１０８】
　記憶・読出処理部５９は、、図３に示すＣＰＵ２０１からの命令、および一例として図
３に示す外部記憶装置２０５によって実現され、不揮発性記憶部５０００に各種データを
記憶したり、不揮発性記憶部５０００に記憶された各種データを読み出す処理を行う機能
部である。不揮発性記憶部５０００には、認証管理ＤＢ５００１、端末管理ＤＢ５００２
および宛先リスト管理ＤＢ５００３が記憶されている。また、記憶・読出処理部５９は、
揮発性記憶部５１００に各種データを記憶したり、揮発性記憶部５１００に記憶された各
種データを読み出す処理も行う。
【０１０９】
＜照明関係の機能的構成＞
　スイッチ部６０は、図４に示すように、通信ネットワーク２に接続され、かつ、照明管
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理システム４０および照明制御部６１ａ～６１ｄに接続されている。また、照明制御部６
１ａ～６１ｄは、それぞれ照明６２ａ～６２ｄに接続されている。このうち、図４に示す
ように、照明制御部６１ａ～６１ｄは、それぞれエリアＡ～Ｄに属し、照明６２ａ～６２
ｄは、それぞれエリアＡ～Ｄに属するものとする。なお、照明制御部６１ａ～６１ｄのう
ち任意の照明制御部を示す場合または総称する場合、単に「照明制御部６１」と称し、照
明６２ａ～６２ｄのうち任意の照明を示す場合または総称する場合、単に「照明６２」と
称する。また、図４に示す照明管理システム４０、照明制御部６１および照明６２は、特
定のフロアに設置されているものとして説明する。また、図４に示すように、照明制御部
６１および照明６２は、それぞれ４台として示されているが、これに限定されるものでは
ない。すなわち、各エリアに複数の照明制御部６１および照明６２が設置されていてもよ
く、また、各フロアのエリアの数は４つに限定されるものではない。
【０１１０】
　照明制御部６１は、照明６２に電源供給または遮断することによって、照明６２を点灯
または消灯させる装置である。照明制御部６１は、図示しないスイッチが接続されており
、そのスイッチがユーザによりオン状態になると照明６２を点灯させ、オフ状態になると
照明６２を消灯させる。照明制御部６１は、照明６２の点灯状態を示す点灯状態フラグを
、スイッチ部６０を介して、照明管理システム４０に送信する。記憶・読出処理部４９は
、照明制御部６１からスイッチ部６０および送受信部４１を介して受信した照明６２の点
灯状態フラグを、不揮発性記憶部４０００に記憶された照明管理テーブルに反映させる。
また、各照明制御部６１は、一意に識別されるＩＰアドレスが割り当てられている。
【０１１１】
　照明６２は、蛍光灯またはＬＥＤ照明等の照明器具である。
【０１１２】
＜設定管理システムの機能的構成＞
　設定管理システム８０は、図４に示すように、送受信部８１と、操作入力受付部８２（
第１設定手段、第２設定手段、第３設定手段）と、表示制御部８３と、ログイン要求部８
４と、を有している。上述の各機能部は、図３に示す各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ２
０２、外部記憶装置２０５、記録メディア２０６またはＣＤ－ＲＯＭ２１３に記憶されて
いるプログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実現される機能
または手段である。
【０１１３】
　送受信部８１は、図３に示すネットワークＩ／Ｆ２０９によって実現され、通信ネット
ワーク２を介して、伝送端末１０または各システムと各種データの送受信を行う機能部で
ある。具体的には、送受信部８１は、例えば、伝送端末１０、照明管理システム４０また
は伝送管理システム５０にログインするためのログイン要求情報（ＩＤおよびパスワード
を含む）を送信する。
【０１１４】
　操作入力受付部８２は、図３に示すキーボード２１１およびマウス２１２によって実現
され、ユーザによる各種入力を受け付ける機能部である。例えば、操作入力受付部８２は
、伝送端末１０、照明管理システム４０または伝送管理システム５０にログインするため
のＩＤおよびパスワードの入力を受け付ける。
【０１１５】
　表示制御部８３は、図３に示すディスプレイ２０８に対して画像データを送信するため
の制御を行う機能部である。表示制御部８３は、例えば、伝送端末１０、照明管理システ
ム４０または伝送管理システム５０にログインするためのログイン画面、または、ログイ
ンして後に各種設定を行うための設定画面をディスプレイ２０８に表示させる。
【０１１６】
　ログイン要求部８４は、図３に示すＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、伝送端
末１０、照明管理システム４０または伝送管理システム５０にログインするためのログイ
ン要求情報を生成し、送受信部８１を介して送信する機能部である。
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【０１１７】
（設定管理システムからの設定動作）
　次に、設定管理システム８０によって、伝送端末１０、照明管理システム４０または伝
送管理システム５０に対して行われる設定動作について説明する。
【０１１８】
＜伝送管理システムに対する設定動作＞
　図１１は、ネットワーク情報の設定例を示す図である。図１１を参照しながら、設定管
理システム８０が、伝送管理システム５０に対してネットワーク情報の設定を行う動作に
ついて説明する。
【０１１９】
　まず、設定管理システム８０のログイン要求部８４は、操作入力受付部８２により受け
付けたＩＤおよびパスワードを含むログイン要求情報を生成し、送受信部８１を介して、
伝送管理システム５０に送信する。伝送管理システム５０の認証部５２は、送受信部５１
を介して受信したログイン要求情報に含まれているＩＤおよびパスワードが、不揮発性記
憶部５０００の認証管理テーブルに登録されているか否かを判断し、登録されている場合
、ログインを許可する。
【０１２０】
　管理者は、設定管理システム８０に対するログイン操作によって、伝送管理システム５
０にログインした後、操作入力受付部８２を介して、図１１に示すネットワーク情報を設
定操作する。具体的には、管理者は、操作入力受付部８２を介して、図１１に示すように
、各フロアに割り当てるＩＰアドレスの範囲を設定操作する。管理者によって設定された
ネットワーク情報は、送受信部８１を介して送信され、通信ネットワーク２を経由して、
伝送管理システム５０の送受信部５１に受信される。伝送管理システム５０の記憶・読出
処理部５９は、送受信部５１により受信されたネットワーク情報を、端末管理テーブルに
登録する。図９に示す端末管理テーブルでは、管理者によって、フロア「１Ｆ」にはＩＰ
アドレスの範囲「１９２．１６８．１．０／２４」が設定登録されて、フロア「２Ｆ」に
はＩＰアドレスの範囲「１９２．１６８．２．０／２４」が設定登録された状態を示して
いる。
【０１２１】
　また、管理者は、伝送管理システム５０にログインした後、操作入力受付部８２を介し
て、上述した図１０に示す宛先リスト管理テーブルで管理されるテレビ会議のグループの
設定操作をする。管理者によって設定されたテレビ会議のグループについての新規作成、
追加・更新または削除の情報は、送受信部８１を介して送信され、通信ネットワーク２を
経由して、伝送管理システム５０の送受信部５１に受信される。伝送管理システム５０の
記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信されたテレビ会議のグループについて
の新規作成、追加・更新または削除の情報を、宛先リスト管理テーブルに反映する。
【０１２２】
　図１２は、伝送端末の連動動作の設定を行う連動設定画面の一例を示す図である。図１
２を参照しながら、設定管理システム８０が、伝送管理システム５０の宛先リスト管理テ
ーブルに対して伝送端末１０の連動動作の設定を行う動作について説明する。
【０１２３】
　まず、上述と同様の動作手順で、管理者は、設定管理システム８０から伝送管理システ
ム５０に対してログインする。管理者は、設定管理システム８０に対するログイン操作に
よって、伝送管理システム５０にログインした後、操作入力受付部８２を介して、連動設
定をする伝送端末１０の端末ＩＤを選択する。図１２に示す連動設定画面１５００では、
管理者によって端末ＩＤとして「ＴＶ１ａ」が選択された状態を示している。
【０１２４】
　選択された端末ＩＤは、例えば、図１２に示す表示制御部８３によって表示される連動
設定画面１５００の選択端末ＩＤ表示部１５０１に表示される。そして、設定管理システ
ム８０の送受信部８１は、伝送管理システム５０の宛先リスト管理テーブルから、選択さ
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れた端末ＩＤと同じテレビ会議のグループに属する伝送端末１０の端末ＩＤを、通信ネッ
トワーク２を経由して受信する。表示制御部８３は、送受信部８１により受信された端末
ＩＤを、連動設定画面１５００の端末リスト表示部１５０２に表示させる。
【０１２５】
　管理者は、例えば、端末ＩＤが「ＴＶ１ａ」である伝送端末１０と連動設定したい伝送
端末１０の端末ＩＤが「ＴＶＦ３ａ」である場合、操作入力受付部８２を介して、「ＴＶ
Ｆ３ａ」に対応する「編集」操作部分を押下操作する。これによって、連動設定画面１５
００には、連動設定ダイアログ１５０３が表示される。さらに、管理者は、操作入力受付
部８２を介して、連動設定ダイアログ１５０３において「する」を選択操作することによ
り、端末ＩＤが「ＴＶＦ３ａ」である伝送端末１０が、端末ＩＤが「ＴＶ１ａ」である伝
送端末１０と連動設定される。この場合、例えば、連動設定された端末ＩＤ「ＴＶＦ３ａ
」の近傍に「＊」等を表示させ、端末ＩＤ「ＴＶ１ａ」と連動設定されていることが示さ
れるようにすればよい。また、管理者によって設定された連動設定の情報は、送受信部８
１を介して送信され、通信ネットワーク２を経由して、伝送管理システム５０の送受信部
５１に受信される。伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１によ
り受信された連動設定の情報を、宛先リスト管理テーブルに登録する。一方、連動設定ダ
イアログ１５０３において「しない」が選択操作されると、連動設定されずに、連動設定
ダイアログ１５０３は消える。
【０１２６】
　なお、管理者は、設定管理システム８０を介して、伝送管理システム５０にログインし
てネットワーク情報、テレビ会議のグループの設定、および連動動作を設定するものとし
ているが、これに限定されるものではない。すなわち、管理者は、伝送管理システム５０
のキーボード２１１およびマウス２１２を操作することによって、伝送管理システム５０
において直接、ネットワーク情報、テレビ会議のグループの設定、および連動動作の設定
操作を行うものとしてもよい。
【０１２７】
　また、図１２に示す連動設定画面１５００では、同じテレビ会議のグループに属する伝
送端末１０との連動動作を設定する例を示したが、これに限定されるものではなく、異な
るテレビ会議のグループに属する伝送端末１０との連動動作を設定できるものとしてもよ
い。
【０１２８】
＜照明管理システムに対する設定動作＞
　図１３は、エリア情報の設定例を示す図である。図１３を参照しながら、設定管理シス
テム８０が、照明管理システム４０に対してエリア情報の設定を行う動作について説明す
る。
【０１２９】
　まず、設定管理システム８０のログイン要求部８４は、操作入力受付部８２により受け
付けたＩＤおよびパスワードを含むログイン要求情報を生成し、送受信部８１を介して、
照明管理システム４０に送信する。照明管理システム４０の認証部４３は、送受信部４１
を介して受信したログイン要求情報に含まれるＩＤおよびパスワードが、不揮発性記憶部
４０００の認証管理テーブルに登録されているか否かを判断し、登録されている場合、ロ
グインを許可する。
【０１３０】
　管理者は、設定管理システム８０に対するログイン操作によって、照明管理システム４
０にログインした後、操作入力受付部８２を介して、図１３に示すエリア情報を設定操作
する。具体的には、管理者は、操作入力受付部８２を介して、図１３に示すように、ログ
インした照明管理システム４０が管理するフロアのエリア（図１３においてはエリアＡ～
Ｄ）の設定操作を行う。管理者によって設定されたエリア情報は、送受信部８１を介して
送信され、通信ネットワーク２およびスイッチ部６０を経由して、照明管理システム４０
の送受信部４１に受信される。照明管理システム４０の記憶・読出処理部４９は、送受信
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部４１により受信されたエリア情報に基づいて、図８に示す照明管理テーブルを構築する
。
【０１３１】
　なお、管理者は、設定管理システム８０を介して、照明管理システム４０にログインし
てエリア情報を設定するものとしているが、これに限定されるものではない。すなわち、
管理者は、照明管理システム４０のキーボード２１１およびマウス２１２を操作すること
によって、照明管理システム４０において直接、エリア情報の設定操作を行うものとして
もよい。
【０１３２】
＜伝送端末に対する設定動作＞
　図１４は、自動動作設定情報の設定画面の一例を示す図である。図１４を参照しながら
、設定管理システム８０が、伝送端末１０に対して自動動作設定情報の設定を行う動作に
ついて説明する。
【０１３３】
　まず、設定管理システム８０のログイン要求部８４は、操作入力受付部８２により受け
付けたＩＤおよびパスワードを含むログイン要求情報を生成し、送受信部８１を介して、
伝送端末１０に送信する。伝送端末１０の認証部１４は、送受信部１１を介して受信した
ログイン要求情報に含まれているＩＤおよびパスワードが、不揮発性記憶部１０００の認
証管理テーブルに登録されているか否かを判断し、登録されている場合、ログインを許可
する。
【０１３４】
　管理者は、設定管理システム８０に対するログイン操作によって、伝送端末１０にログ
インした後、ディスプレイ１２０に表示される図１４に示すような自動動作設定情報の設
定画面を見ながら、操作入力受付部８２を介して自動動作設定情報を設定操作する。具体
的には、管理者は、まず、図１４（ａ）に示す設定画面２０００において、操作入力受付
部８２を介して、自動動作設定を行うか否かの選択操作をする。この選択操作において「
する」が選択されると、表示制御部１３は、ディスプレイ１２０に図１４（ｂ）に示す自
動動作設定画面２００１を表示させる。
【０１３５】
　続いて、管理者は、図１４（ｂ）に示す自動動作設定画面２００１において、操作入力
受付部８２を介して、自動動作設定情報である自動起動設定、および自動シャットダウン
設定についてそれぞれ設定操作をする。図１４（ｂ）に示す例では、自動起動設定が「す
る」と、自動シャットダウン設定が「する」と設定された場合を示している。管理者によ
って設定された自動動作設定情報は、送受信部８１を介して送信され、通信ネットワーク
２を経由して、伝送端末１０の送受信部１１に受信される。伝送端末１０の記憶・読出処
理部１９は、送受信部１１により受信された自動動作設定情報を、自動動作設定管理テー
ブルに登録する。
【０１３６】
　なお、管理者は、設定管理システム８０を介して、伝送端末１０にログインして自動動
作設定情報を設定するものとしているが、これに限定されるものではない。すなわち、管
理者は、伝送端末１０の操作入力受付部１２を操作することによって、伝送端末１０にお
いて直接、自動動作設定情報の設定操作を行うものとしてもよい。
【０１３７】
（伝送端末の起動時の動作）
　図１５は、伝送端末の起動時の動作の一例を示すシーケンス図である。図１６は、伝送
端末が送信する送信情報の内容の一例を示す図である。図１５および１６を参照しながら
、伝送端末１０の起動時の動作について説明する。
【０１３８】
＜ステップＳ１１＞
　伝送端末１０の電源管理部１６は、電源スイッチ１０９がオフ状態からオン状態になっ
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た場合、または、通信ネットワーク２を介して、伝送管理システム５０から送受信部１１
で起動信号を受信した場合、伝送端末１０の電源をオンにして起動させる。
【０１３９】
＜ステップＳ１２＞
　伝送端末１０の電源設定部１５は、自動動作設定管理ＤＢ１００１の自動動作設定管理
テーブルから現在設定されている自動動作設定情報を取得する。
【０１４０】
＜ステップＳ１３＞
　伝送端末１０の送受信部１１は、図１６に示すように、伝送端末１０のＩＰアドレス、
種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および電源設定部１５により取得された
自動動作設定情報を、通信ネットワーク２を介して、伝送管理システム５０に送信する。
ここで、送信される自動動作設定情報は、図１６に示すように、自動動作設定管理テーブ
ルで管理されている自動起動設定および自動シャットダウン設定である。伝送管理システ
ム５０の送受信部５１は、送受信部１１から送信されたＩＰアドレス、種別、起動フラグ
（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報を受信する。
【０１４１】
＜ステップＳ１４＞
　伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信されたＩＰ
アドレス、種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報を、
端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブルに書き込む。具体的は、記憶・読出処理部５９
は、受信したＩＰアドレスを検索キーとして、端末管理テーブルにそのＩＰアドレスのレ
コードがあるか否かを検索し、そのＩＰアドレスがある場合は、対応するレコードに種別
、起動フラグおよび自動動作設定情報を更新する。また、記憶・読出処理部５９は、端末
管理テーブルに受信したＩＰアドレスがない場合、新規にレコードを作成し、管理者設定
が「１」であって受信したＩＰアドレスを含むレコードを参照してフロアの値を取得し、
ＩＰアドレス、フロア、種別、起動フラグ、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報
を書き込む。
【０１４２】
　以上のような動作によって、伝送端末１０が起動した場合に、伝送管理システム５０は
、起動状態、および伝送端末１０に設定されている自動動作設定情報を把握することがで
きる。
【０１４３】
（連動設定された伝送端末の自動起動動作）
　図１７は、伝送端末が自動起動する動作の一例を示すシーケンス図である。図１８は、
伝送端末が自動起動した場合のメッセージを表示するメッセージ表示画面の一例を示す図
である。図１７および１８を参照しながら、伝送端末１０の自動起動動作、および自動起
動の連動動作について説明する。
【０１４４】
＜ステップＳ２１＞
　照明管理システム４０の状態検知部４２は、所定時間ごと（例えば、１分）に、照明管
理ＤＢ４００１の照明管理テーブルを参照し、当該照明管理システム４０が管理するフロ
アの各エリアの照明（図４では、照明６２ａ～６２ｄ）の点灯状態フラグを取得する。
【０１４５】
＜ステップＳ２２＞
　状態検知部４２は、管理するフロアの各エリアの点灯状態フラグの論理和を求め、その
論理和が「０」から「１」になったか否か、すなわち、フロアの照明が全消灯状態から少
なくともいずれかが点灯状態になったか否かを検知する。状態検知部４２が、フロアの照
明が全消灯状態から少なくともいずれかが点灯状態になったことを検知した場合（ステッ
プＳ２２：Ｙｅｓ）、ステップＳ２３へ進み、検知されない場合（ステップＳ２２：Ｎｏ
）、ステップＳ２１へ戻る。
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【０１４６】
＜ステップＳ２３＞
　照明管理システム４０の送受信部４１は、照明管理システム４０の種別、起動フラグ（
＝１）、当該照明管理システム４０が管理する照明制御部（図４においては照明制御部６
１ａ～６１ｄ）のＩＰアドレスを、通信ネットワーク２を介して、伝送管理システム５０
に送信する。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部４１から送信された種別
、起動フラグ（＝１）、およびＩＰアドレスを受信する。
【０１４７】
＜ステップＳ２４＞
　伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信された種別
、起動フラグ（＝１）、およびＩＰアドレスを、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブ
ルに書き込む。具体的は、記憶・読出処理部５９は、受信したＩＰアドレスを検索キーと
して、端末管理テーブルにそのＩＰアドレスのレコードがあるか否かを検索し、そのＩＰ
アドレスがある場合は、対応するレコードに種別および起動フラグを更新する。また、記
憶・読出処理部５９は、端末管理テーブルに受信したＩＰアドレスがない場合、新規にレ
コードを作成し、管理者設定が「１」であって受信したＩＰアドレスを含むレコードを参
照してフロアの値を取得し、そのフロア、種別、起動フラグおよびＩＰアドレスを書き込
む。
【０１４８】
＜ステップＳ２５＞
　伝送管理システム５０の状態管理部５３は、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブル
から、記憶・読出処理部５９により起動フラグ（＝１）が受信された照明管理システム４
０のフロアと同一のフロアで、起動フラグが「０」であり、かつ、自動起動設定が「１」
となっている伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する。ここでは、状態管理部５３によっ
て、伝送端末１０としてのテレビ会議装置１０ａａ（第１伝送端末）のＩＰアドレスが取
得されたものとする。
【０１４９】
　なお、後述する送受信部５１が、照明管理システム４０が管理するフロアの伝送端末１
０のうち、起動していない伝送端末１０に対して起動指令を送信するために、起動してい
ない伝送端末１０のＩＰアドレスを取得しているが、これに限定されるものではない。す
なわち、起動している伝送端末１０に対して起動指令を送ることに支障がない場合、状態
管理部５３は、起動している伝送端末１０のＩＰアドレスについても取得するものとして
もよい。
【０１５０】
＜ステップＳ２６＞
　送受信部５１は、照明管理システム４０が管理するフロアの伝送端末１０のうち、自動
起動設定が「１」である伝送端末１０、すなわち、状態管理部５３により取得されたＩＰ
アドレスに係る伝送端末１０であるテレビ会議装置１０ａａに対して、通信ネットワーク
２を介して起動指令（第１起動指令）を送信する。テレビ会議装置１０ａａの送受信部１
１は、送受信部５１から送信された起動指令を受信する。
【０１５１】
＜ステップＳ２７＞
　伝送管理システム５０の連動管理部５４は、端末管理ＤＢ５００２の宛先リスト管理テ
ーブルから、状態管理部５３により取得されたＩＰアドレスに係る伝送端末１０（テレビ
会議装置１０ａａ）と連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得する。連動管理
部５４が、テレビ会議装置１０ａａと連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得
できた場合（ステップＳ２７：Ｙｅｓ）、さらに、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テー
ブルから、取得した端末ＩＤと関連付けられた伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する。
ここでは、テレビ会議装置１０ａａとテレビ会議装置１０ｃａとが連動設定されているも
のとし、連動管理部５４によって、宛先リスト管理テーブルから、伝送端末１０としての
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テレビ会議装置１０ｃａ（第２伝送端末）の端末ＩＤが取得され、端末管理テーブルから
、テレビ会議装置１０ｃａのＩＰアドレスが取得されたものとする。そして、ステップＳ
２８へ進む。
【０１５２】
　一方、連動管理部５４が、テレビ会議装置１０ａａと連動設定されている伝送端末１０
の端末ＩＤが取得できなかった場合（ステップＳ２７：Ｎｏ）、ステップＳ２８をスキッ
プする。すなわち、後述するテレビ会議装置１０ｃａの動作であるステップＳ３０、Ｓ３
２、Ｓ３４およびＳ３６は実行されないことになる。
【０１５３】
＜ステップＳ２８＞
　送受信部５１は、連動管理部５４により取得されたＩＰアドレスに係るテレビ会議装置
１０ｃａに対して、通信ネットワーク２を介して起動指令（第２起動指令）を送信する。
テレビ会議装置１０ｃａの送受信部１１は、送受信部５１から送信された起動指令を受信
する。
【０１５４】
＜ステップＳ２９＞
　テレビ会議装置１０ａａの電源管理部１６（第１電源管理手段）は、送受信部１１によ
り起動指令が受信されると、テレビ会議装置１０ａａの電源をオンにして起動させる。
【０１５５】
＜ステップＳ３０＞
　テレビ会議装置１０ｃａの電源管理部１６（第２電源管理手段）は、送受信部１１によ
り起動指令が受信されると、テレビ会議装置１０ｃａの電源をオンにして起動させる。
【０１５６】
＜ステップＳ３１＞
　テレビ会議装置１０ａａの電源設定部１５は、自動動作設定管理ＤＢ１００１の自動動
作設定管理テーブルから現在設定されている自動動作設定情報を取得する。
【０１５７】
＜ステップＳ３２＞
　テレビ会議装置１０ｃａの電源設定部１５は、自動動作設定管理ＤＢ１００１の自動動
作設定管理テーブルから現在設定されている自動動作設定情報を取得する。
【０１５８】
＜ステップＳ３３＞
　テレビ会議装置１０ａａの送受信部１１は、図１６に示すように、テレビ会議装置１０
ａａのＩＰアドレス、種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および電源設定部
１５により取得された自動動作設定情報を、通信ネットワーク２を介して、伝送管理シス
テム５０に送信する。ここで、送信される自動動作設定情報は、図１６に示すように、自
動動作設定管理テーブルで管理されている自動起動設定および自動シャットダウン設定で
ある。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部１１から送信されたＩＰアドレ
ス、種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報を受信する
。
【０１５９】
＜ステップＳ３４＞
　テレビ会議装置１０ｃａの送受信部１１は、図１６に示すように、テレビ会議装置１０
ｃａのＩＰアドレス、種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および電源設定部
１５により取得された自動動作設定情報を、通信ネットワーク２を介して、伝送管理シス
テム５０に送信する。ここで、送信される自動動作設定情報は、図１６に示すように、自
動動作設定管理テーブルで管理されている自動起動設定および自動シャットダウン設定で
ある。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部１１から送信されたＩＰアドレ
ス、種別、起動フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報を受信する
。



(27) JP 2016-62272 A 2016.4.25

10

20

30

40

50

【０１６０】
＜ステップＳ３５＞
　テレビ会議装置１０ａａの表示制御部１３は、送受信部１１により起動指令が受信され
ると、メッセージ管理ＤＢ１００２のメッセージ管理テーブルから、自動起動時に対応す
るメッセージ（例えば、図７に示すＩＤ＝２のメッセージ）を取得し、図１８に示すよう
に、メッセージを表示するメッセージ表示画面２０１１をディスプレイ１２０に表示させ
る。
【０１６１】
＜ステップＳ３６＞
　テレビ会議装置１０ｃａの表示制御部１３は、送受信部１１により起動指令が受信され
ると、メッセージ管理ＤＢ１００２のメッセージ管理テーブルから、自動起動時に対応す
るメッセージ（例えば、図７に示すＩＤ＝２のメッセージ）を取得し、図１８に示すよう
に、メッセージを表示するメッセージ表示画面２０１１をディスプレイ１２０に表示させ
る。
【０１６２】
＜ステップＳ３７＞
　伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信されたテレ
ビ会議装置１０ａａおよびテレビ会議装置１０ｃａそれぞれのＩＰアドレス、種別、起動
フラグ（＝１）、端末ＩＤ、端末名、および自動動作設定情報を、端末管理ＤＢ５００２
の端末管理テーブルに書き込む。具体的は、記憶・読出処理部５９は、受信したテレビ会
議装置１０ａａおよびテレビ会議装置１０ｃａそれぞれのＩＰアドレスを検索キーとして
、端末管理テーブルにそれぞれのＩＰアドレスのレコードがあるか否かを検索し、ＩＰア
ドレスがある場合は、それぞれに対応するレコードに種別、起動フラグおよび自動動作設
定情報を更新する。また、記憶・読出処理部５９は、端末管理テーブルに受信したテレビ
会議装置１０ａａまたはテレビ会議装置１０ｃａのＩＰアドレスがない場合、新規にレコ
ードを作成し、管理者設定が「１」であって受信したＩＰアドレスを含むレコードを参照
してフロアの値を取得し、ＩＰアドレス、フロア、種別、起動フラグ、端末ＩＤ、端末名
、および自動動作設定情報を書き込む。
【０１６３】
　以上のような動作によって、連動設定された伝送端末１０（図１７の例では、テレビ会
議装置１０ａａ、１０ｃａ）の自動起動動作が実行される。
【０１６４】
　以上の動作のように、伝送管理システム５０は、各フロアにおける照明の点灯状態を把
握し、そのフロアの各エリアの照明のうち少なくともいずれかが点灯状態となった場合、
自動起動設定が有効となっている伝送端末１０に対して、起動指令を送信することにより
、伝送端末１０を自動的に起動動作させるものとしている。これによって、伝送端末１０
の電源を１つ１つ手動でオンにする必要がないので、ユーザの作業負担を低減させ、かつ
、利便性を向上させることができる。
【０１６５】
　また、伝送端末１０において、自動起動設定の有効または無効の設定が可能となってお
り、フロアの各エリアの照明のうち少なくともいずれかが点灯状態となった場合において
も、自動起動設定が無効となっている伝送端末１０は、伝送管理システム５０から起動指
令を受信せず、起動処理を実行しないものとしている。これによって、照明が点灯状態と
なった場合においても、緊急時以外は電源をオンにさせたくない伝送端末１０等がある場
合において、自動的に起動処理が実行されないようにすることができるので利便性を向上
させることができる。
【０１６６】
　さらに、伝送管理システム５０は、連動設定された複数の伝送端末１０のうち、自動起
動設定が有効となっているいずれかの伝送端末１０が存在するフロアの各エリアの照明の
いずれかが点灯状態となった場合、その伝送端末１０を自動起動させると共に、その伝送
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端末１０と連動設定された他の伝送端末１０についても自動起動させるものとしている。
これによって、例えば、自動起動した伝送端末１０であるテレビ会議装置のディスプレイ
１２０によって、連動設定されていることによって同じく自動起動した他の伝送端末１０
であるテレビ会議室が配置された居室の状態を確認することができ、伝送端末１０の利用
者の利便性を向上させることができる。この場合、例えば、他の伝送端末１０であるテレ
ビ会議装置が配置された居室の状態を確認することによって、遠隔地からその居室が利用
可能であるか否かを把握することができる。
【０１６７】
（連動設定された伝送端末の自動シャットダウン動作）
　図１９は、伝送端末が自動シャットダウンする動作の一例を示すシーケンス図である。
図２０は、伝送端末が自動シャットダウンする場合のメッセージを表示するメッセージ表
示画面の一例を示す図である。図１９および２０を参照しながら、伝送端末１０の自動シ
ャットダウン動作、および自動シャットダウンの連動動作について説明する。
【０１６８】
＜ステップＳ４１＞
　照明管理システム４０の状態検知部４２は、所定時間ごと（例えば、１分）に、照明管
理ＤＢ４００１の照明管理テーブルを参照し、当該照明管理システム４０が管理するフロ
アの各エリアの照明（図４では、照明６２ａ～６２ｄ）の点灯状態フラグを取得する。
【０１６９】
＜ステップＳ４２＞
　状態検知部４２は、管理するフロアの各エリアの点灯状態フラグの論理和を求め、その
論理和が「１」から「０」になったか否か、すなわち、フロアの照明が点灯状態から全消
灯状態になったか否かを検知する。状態検知部４２が、フロアの照明が点灯状態から全消
灯状態になったことを検知した場合（ステップＳ４２：Ｙｅｓ）、ステップＳ４３へ進み
、検知されない場合（ステップＳ４２：Ｎｏ）、ステップＳ４１へ戻る。
【０１７０】
＜ステップＳ４３＞
　照明管理システム４０の送受信部４１は、照明管理システム４０の種別、起動フラグ（
＝０）、当該照明管理システム４０が管理する照明制御部（図４においては照明制御部６
１ａ～６１ｄ）のＩＰアドレスを、通信ネットワーク２を介して、伝送管理システム５０
に送信する。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部４１から送信された種別
、起動フラグ（＝０）、およびＩＰアドレスを受信する。
【０１７１】
＜ステップＳ４４＞
　伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信された種別
、起動フラグ（＝０）、およびＩＰアドレスを、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブ
ルに書き込む。具体的は、記憶・読出処理部５９は、受信したＩＰアドレスを検索キーと
して、端末管理テーブルにそのＩＰアドレスのレコードがあるか否かを検索し、そのＩＰ
アドレスがある場合は、対応するレコードに種別および起動フラグを更新する。また、記
憶・読出処理部５９は、端末管理テーブルに受信したＩＰアドレスがない場合、新規にレ
コードを作成し、管理者設定が「１」であって受信したＩＰアドレスを含むレコードを参
照してフロアの値を取得し、そのフロア、種別、起動フラグおよびＩＰアドレスを書き込
む。
【０１７２】
＜ステップＳ４５＞
　伝送管理システム５０の状態管理部５３は、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブル
から、記憶・読出処理部５９により起動フラグ（＝０）が受信された照明管理システム４
０のフロアと同一のフロアで、起動フラグが「１」であり、かつ、自動シャットダウン設
定が「１」となっている伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する。ここでは、状態管理部
５３によって、伝送端末１０としてのテレビ会議装置１０ａａ（第３伝送端末）のＩＰア
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ドレスが取得されたものとする。
【０１７３】
　なお、後述する送受信部５１が、照明管理システム４０が管理するフロアの伝送端末１
０のうち、起動している伝送端末１０に対してシャットダウン指令を送信するために、起
動している伝送端末１０のＩＰアドレスを取得しているが、これに限定されるものではな
い。すなわち、起動していない伝送端末１０に対してシャットダウン指令を送ることに支
障がない場合、状態管理部５３は、起動していない伝送端末１０のＩＰドレスについても
取得するものとしてもよい。
【０１７４】
＜ステップＳ４６＞
　伝送管理システム５０の連動管理部５４は、端末管理ＤＢ５００２の宛先リスト管理テ
ーブルから、状態管理部５３により取得されたＩＰアドレスに係る伝送端末１０（テレビ
会議装置１０ａａ）と連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得する。連動管理
部５４が、テレビ会議装置１０ａａと連動設定されている伝送端末１０の端末ＩＤを取得
できた場合（ステップＳ４６：Ｙｅｓ）、さらに、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テー
ブルから、取得した端末ＩＤと関連付けられた伝送端末１０のＩＰアドレスを取得する。
ここでは、テレビ会議装置１０ａａとテレビ会議装置１０ｃａとが連動設定されているも
のとし、連動管理部５４によって、宛先リスト管理テーブルから、伝送端末１０としての
テレビ会議装置１０ｃａ（第４伝送端末）の端末ＩＤが取得され、端末管理テーブルから
、テレビ会議装置１０ｃａのＩＰアドレスが取得されたものとする。そして、ステップＳ
４７へ進む。
【０１７５】
　一方、連動管理部５４が、テレビ会議装置１０ａａと連動設定されている伝送端末１０
の端末ＩＤが取得できなかった場合（ステップＳ４６：Ｎｏ）、ステップＳ４７およびＳ
４８をスキップする。すなわち、後述するテレビ会議装置１０ｃａの動作であるステップ
Ｓ５１、Ｓ５３およびＳ５５は実行されないことになる。
【０１７６】
＜ステップＳ４７＞
　状態検知部４２は、テレビ会議装置１０ｃａが配置されたフロアの各エリアの点灯状態
フラグの論理和を求め、その論理和が「１」から「０」になったか否か、すなわち、フロ
アの照明が点灯状態から全消灯状態になったか否かを検知する。状態検知部４２が、フロ
アの照明が点灯状態から全消灯状態になったことを検知した場合（ステップＳ４７：Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ４８へ進み、検知されない場合（ステップＳ４７：Ｎｏ）、点灯状態に
対する検知動作を継続する。
【０１７７】
＜ステップＳ４８＞
　送受信部５１は、テレビ会議装置１０ａａと連動設定されたテレビ会議装置１０ｃａに
対して、通信ネットワーク２を介してシャットダウン指令（第２停止指令）を送信する。
テレビ会議装置１０ｃａの送受信部１１は、送受信部５１から送信されたシャットダウン
指令を受信する。
【０１７８】
＜ステップＳ４９＞
　送受信部５１は、自動シャットダウン設定が「１」であるテレビ会議装置１０ａａに対
して、通信ネットワーク２を介してシャットダウン指令（第１停止指令）を送信する。テ
レビ会議装置１０ａａの送受信部１１は、送受信部５１から送信されたシャットダウン指
令を受信する。
【０１７９】
＜ステップＳ５０＞
　テレビ会議装置１０ａａの表示制御部１３は、送受信部１１によりシャットダウン指令
が受信されると、メッセージ管理ＤＢ１００２のメッセージ管理テーブルから、自動シャ
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ットダウン時に対応するメッセージ（例えば、図７に示すＩＤ＝０のメッセージ）を取得
し、図２０に示すように、メッセージを表示するメッセージ表示画面２０１０をディスプ
レイ１２０に表示させる。
【０１８０】
＜ステップＳ５１＞
　テレビ会議装置１０ｃａの表示制御部１３は、送受信部１１によりシャットダウン指令
が受信されると、メッセージ管理ＤＢ１００２のメッセージ管理テーブルから、自動シャ
ットダウン時に対応するメッセージ（例えば、図７に示すＩＤ＝０のメッセージ）を取得
し、図２０に示すように、メッセージを表示するメッセージ表示画面２０１０をディスプ
レイ１２０に表示させる。
【０１８１】
＜ステップＳ５２＞
　テレビ会議装置１０ａａの送受信部１１は、テレビ会議装置１０ａａのＩＰアドレス、
種別、起動フラグ（＝０）、端末ＩＤ、および端末名を、通信ネットワーク２を介して、
伝送管理システム５０に送信する。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部１
１から送信されたＩＰアドレス、種別、起動フラグ（＝０）、端末ＩＤ、および端末名を
受信する。
【０１８２】
＜ステップＳ５３＞
　テレビ会議装置１０ｃａの送受信部１１は、テレビ会議装置１０ｃａのＩＰアドレス、
種別、起動フラグ（＝０）、端末ＩＤ、および端末名を、通信ネットワーク２を介して、
伝送管理システム５０に送信する。伝送管理システム５０の送受信部５１は、送受信部１
１から送信されたＩＰアドレス、種別、起動フラグ（＝０）、端末ＩＤ、および端末名を
受信する。
【０１８３】
＜ステップＳ５４＞
　テレビ会議装置１０ａａの電源管理部１６（第１電源管理手段）は、送受信部１１によ
り起動フラグ（＝０）等が送信されると、テレビ会議装置１０ａａのシャットダウン処理
を実行し、テレビ会議装置１０ａａの電源をオフにする。
【０１８４】
＜ステップＳ５５＞
　テレビ会議装置１０ｃａの電源管理部１６（第２電源管理手段）は、送受信部１１によ
り起動フラグ（＝０）等が送信されると、テレビ会議装置１０ｃａのシャットダウン処理
を実行し、テレビ会議装置１０ｃａの電源をオフにする。
【０１８５】
＜ステップＳ５６＞
　伝送管理システム５０の記憶・読出処理部５９は、送受信部５１により受信されたテレ
ビ会議装置１０ａａおよびテレビ会議装置１０ｃａそれぞれの種別、起動フラグ（＝０）
、端末ＩＤ、端末名、およびＩＰアドレスを、端末管理ＤＢ５００２の端末管理テーブル
に書き込む。具体的は、記憶・読出処理部５９は、受信したテレビ会議装置１０ａａおよ
びテレビ会議装置１０ｃａそれぞれのＩＰアドレスを検索キーとして、端末管理テーブル
にそれぞれのＩＰアドレスのレコードがあるか否かを検索し、ＩＰアドレスがある場合は
、それぞれに対応するレコードに種別および起動フラグを更新する。また、記憶・読出処
理部５９は、端末管理テーブルに受信したテレビ会議装置１０ａａまたはテレビ会議装置
１０ｃａのＩＰアドレスがない場合、新規にレコードを作成し、管理者設定が「１」であ
って受信したＩＰアドレスを含むレコードを参照してフロアの値を取得し、種別、フロア
、起動フラグ、端末ＩＤ、端末名、およびＩＰアドレスを書き込む。
【０１８６】
　以上のような動作によって、連動設定された伝送端末１０（図１９の例では、テレビ会
議装置１０ａａ、１０ｃａ）の自動シャットダウン動作が実行される。
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【０１８７】
　以上の動作にように、伝送管理システム５０は、各フロアにおける照明の点灯状態を把
握し、そのフロアの各エリアの照明が全消灯状態となった場合、そのフロアに存在する１
以上の伝送端末１０に対して、シャットダウン指令を送信することにより、伝送端末１０
を自動的にシャットダウン動作させるものとしている。これによって、使用しない伝送端
末１０が起動していることによる通信料および電気料等の余分なコストを低減し、余分な
消費電力を低減し、かつ、通信ネットワークの余分なトラフィックを低減することができ
る。
【０１８８】
　また、伝送端末１０において、自動シャットダウン設定の有効または無効の設定が可能
となっており、フロアの各エリアの照明が全消灯状態となった場合においても、自動シャ
ットダウン設定が無効となっている伝送端末１０は、伝送管理システム５０からシャット
ダウン指令を受信せず、シャットダウン処理を実行しないものとしている。これによって
、全消灯状態となっても電源を落としたくない伝送端末１０等がある場合において、自動
的にシャットダウン処理が実行されないようにすることができるので利便性を向上させる
ことができる。
【０１８９】
　さらに、伝送管理システム５０は、連動設定された複数の伝送端末１０が配置されたフ
ロアにおいて、各フロアのエリアの照明が全消灯状態になった場合、自動シャットダウン
設定が有効となっている伝送端末１０を自動シャットダウンさせると共に、その伝送端末
１０と連動設定された他の伝送端末１０についても自動シャットダウンさせるものとして
いる。これによって、例えば、連動設定された複数の伝送端末１０が配置された各フロア
において全消灯状態になった場合、伝送端末１０が配置された居室の状態を互いに確認す
る必要がなくなり、自動シャットダウンするので、伝送端末１０の利用者の利便性を向上
させることができる。
【０１９０】
　なお、伝送端末１０の送受信部１１、表示制御部１３、認証部１４、電源設定部１５お
よび電源管理部１６、照明管理システム４０の送受信部４１、状態検知部４２および認証
部４３、伝送管理システム５０の送受信部５１、認証部５２、状態管理部５３および連動
管理部５４、ならびに、設定管理システム８０の送受信部８１、表示制御部８３およびロ
グイン要求部８４は、少なくともいずれかが、ソフトウェアであるプログラムが実行され
ることによって実現されてもよく、または、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）またはＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等のハードウェア回路によって実現され
てもよい。
【０１９１】
　また、伝送端末１０の送受信部１１、表示制御部１３、認証部１４、電源設定部１５お
よび電源管理部１６、照明管理システム４０の送受信部４１、状態検知部４２および認証
部４３、伝送管理システム５０の送受信部５１、認証部５２、状態管理部５３および連動
管理部５４、ならびに、設定管理システム８０の送受信部８１、表示制御部８３およびロ
グイン要求部８４の少なくともいずれかがプログラムの実行によって実現される場合、そ
のプログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込まれて提供される。本実施の形態の伝送システム
１で実行されるプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイル
でＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで
読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。また、本実施の形態
の伝送システム１で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接続さ
れたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供す
るように構成してもよい。また、本実施の形態の伝送システム１で実行されるプログラム
を、インターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成してもよい。
本実施の形態の伝送システム１で実行されるプログラムは、上述した伝送端末１０の表示
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制御部１３、認証部１４、電源設定部１５および電源管理部１６、照明管理システム４０
の状態検知部４２および認証部４３、伝送管理システム５０の認証部５２、状態管理部５
３および連動管理部５４、ならびに、設定管理システム８０の表示制御部８３およびログ
イン要求部８４の少なくともいずれかを含むモジュール構成となっており、実際のハード
ウェアとしてはＣＰＵが上述のＲＯＭからプログラムを読み出して実行することにより、
上述の各部が主記憶装置上にロードされて生成されるようになっている。
【０１９２】
　また、図９に示す端末管理テーブルにおいては、伝送端末１０等の各機器がどのフロア
に設置されているかを示す「フロア」の情報によって管理されているが、これに限定され
るものではない。すなわち、端末管理テーブルは、どのフロアであるかだけはなく、どの
フロアのどのエリアに設置された機器であるのかを管理するものとしてもよい。この場合
、照明管理システム４０は、管理するフロアの照明が全消灯状態であるのか、少なくとも
いずれかが点灯状態であるのかを検知しているが、フロアごとではなく、フロアのエリア
ごとの照明が全消灯状態であるのか、少なくともいずれかが点灯状態であるのかを検知す
るものとしてもよい。これによって、フロアよりも細かいエリアごとにおいて、伝送端末
１０の自動起動処理および自動シャットダウン処理を実現させることができ、利便性を向
上させることができる。逆に、照明管理システム４０は、各フロアにおける照明の点灯状
態を管理するのではなく、複数のフロアにおける照明の点灯状態を一元的に管理するもの
としてもよい。この場合の自動起動処理および自動シャットダウン処理の動作は、上述の
動作に準じる。
【０１９３】
　また、照明管理システム４０は、管理するフロア（またはエリア）の照明が点灯状態か
ら全消灯状態となった場合に、起動フラグ（＝０）を伝送管理システム５０に送信するも
のとしているが、これに限定されるものではない。すなわち、照明管理システム４０が管
理するフロア（またはエリア）の照明のうち所定数以上の照明が消灯状態となった場合に
、起動フラグ（＝０）を伝送管理システム５０に送信するものとしてもよい。これによっ
て、例えば、消し忘れ等によって１つの照明のみが点灯状態となっているために、伝送管
理システム５０からシャットダウン指令が送信されず、照明管理システム４０が管理する
フロア（またはエリア）に設置された伝送端末１０が起動状態となってしまう事態を回避
することができる。逆に、照明管理システム４０は、管理するフロア（またはエリア）の
照明のうち少なくともいずれかが点灯状態となった場合に、起動フラグ（＝１）を伝送管
理システム５０に送信するものとしているが、これに限定されるものではない。すなわち
、照明管理システム４０が管理するフロア（またはエリア）の照明のうち所定数以上の照
明が点灯状態となった場合に、起動フラグ（＝１）を伝送管理システム５０に送信するも
のとしてもよい。これによって、例えば、フロア（またはエリア）が全消灯状態となって
いて、従業員等が忘れ物等を取りに来た場合に１つの照明を点灯したために、照明管理シ
ステム４０が管理するフロア（またはエリア）に設置された伝送端末１０が必要もなく起
動してしまうという事態を回避することができる。
【０１９４】
　また、図４に示した伝送端末１０、照明管理システム４０、伝送管理システム５０およ
び設定管理システム８０の各機能部の構成は一例を示したものであり、これに限定される
ものではなく、上述の各機能部の機能を実質的に実現できる機能部の構成であればよい。
【０１９５】
　また、照明管理システム４０、伝送管理システム５０および設定管理システム８０は、
図３および４に示すように、１つの装置から構成されることに限定されるものではなく、
複数の装置から構成されているものとしてもよい。
【符号の説明】
【０１９６】
　１　伝送システム
　２　通信ネットワーク
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　２ａ～２ｄ　ＬＡＮ
　２ａｂ、２ｃｄ　専用線
　２ｉ　インターネット
　１０　伝送端末
　１０ａａ、１０ｂａ、１０ｃａ、１０ｄａ　テレビ会議装置
　１０ａｂ、１０ｂｂ、１０ｃｂ、１０ｄｂ　プロジェクタ
　１０ａｃ、１０ｂｃ、１０ｃｃ、１０ｄｃ　ＭＦＰ
　１１　送受信部
　１２　操作入力受付部
　１３　表示制御部
　１４　認証部
　１５　電源設定部
　１６　電源管理部
　１９　記憶・読出処理部
　３０、３０ａ～３０ｅ　中継装置
　４０、４０ａ、４０ｂ　照明管理システム
　４１　送受信部
　４２　状態検知部
　４３　認証部
　４９　記憶・読出処理部
　５０　伝送管理システム
　５１　送受信部
　５２　認証部
　５３　状態管理部
　５４　連動管理部
　５９　記憶・読出処理部
　６０、６０ａ、６０ｂ　スイッチ部
　６１、６１ａ～６１ｄ　照明制御部
　６２、６２ａ～６２ｄ　照明
　７０、７０ａ～７０ｄ、７０ａｂ、７０ｃｄ　ルータ
　８０　設定管理システム
　８１　送受信部
　８２　操作入力受付部
　８３　表示制御部
　８４　ログイン要求部
　９０　プログラム提供システム
　１００　メンテナンスシステム
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　ＲＡＭ
　１０５　ＳＳＤ
　１０６　メディア
　１０７　メディアドライブ
　１０８　操作ボタン
　１０９　電源スイッチ
　１１０　バスライン
　１１１　ネットワークＩ／Ｆ
　１１２　カメラ
　１１２ｃ　ケーブル
　１１３　撮像素子Ｉ／Ｆ
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　１１４　マイク
　１１４ｃ　ケーブル
　１１５　スピーカ
　１１５ｃ　ケーブル
　１１６　音声入出力Ｉ／Ｆ
　１１７　ディスプレイＩ／Ｆ
　１１８　外部機器接続Ｉ／Ｆ
　１１９　アラームランプ
　１２０、１２０ａａ、１２０ｂａ、１２０ｃａ、１２０ｄａ　ディスプレイ
　１２０ｃ　ケーブル
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ＲＯＭ
　２０３　ＲＡＭ
　２０５　外部記憶装置
　２０６　記録メディア
　２０７　メディアドライブ
　２０８　ディスプレイ
　２０９　ネットワークＩ／Ｆ
　２１０　バスライン
　２１１　キーボード
　２１２　マウス
　２１３　ＣＤ－ＲＯＭ
　２１４　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　１０００　不揮発性記憶部
　１００１　自動動作設定管理ＤＢ
　１００２　メッセージ管理ＤＢ
　１００３　認証管理ＤＢ
　１１００　揮発性記憶部
　１５００　連動設定画面
　１５０１　選択端末ＩＤ表示部
　１５０２　端末リスト表示部
　１５０３　連動設定ダイアログ
　２０００　設定画面
　２００１　自動動作設定画面
　２０１０、２０１１　メッセージ表示画面
　４０００　不揮発性記憶部
　４００１　照明管理ＤＢ
　４００２　認証管理ＤＢ
　５０００　不揮発性記憶部
　５００１　認証管理ＤＢ
　５００２　端末管理ＤＢ
　５００３　宛先リスト管理ＤＢ
　５１００　揮発性記憶部
　Ａ～Ｄ　エリア
　Ｆ１、Ｆ２　フロア
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１９７】
【特許文献１】特開２０１３－２０６０２４号公報
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