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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置からの指示に基づいて複数の処理プログラムの内の何れかの処理プロ
グラムの実行を行い、その実行で生成された情報を前記クライアント装置に対して送信す
るサーバ装置であって、
　前記各処理プログラムの内で省電力制御対象となる対象プログラムと、その対象プログ
ラムの動作時における省電力制御の動作条件と、を対応づけて記憶する記憶手段を参照す
ることにより、前記クライアント装置からの指示に基づいて当該サーバ装置で実行される
前記処理プログラムが、当該記憶手段に記憶された前記省電力制御対象の対象プログラム
か否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段により前記処理プログラムが前記対象プログラムであると判別された場合
には、当該処理プログラムの実行動作状況が前記対象プログラムに対応して記憶された前
記省電力制御の動作条件に該当するか否かを判別する第２判別手段と、
　前記第２判別手段により前記動作条件に該当すると判別された場合に、前記クライアン
ト装置に対して当該クライアント装置における省電力制御を指示する指示情報を送信する
送信手段と、
　を備え、前記判別手段により前記処理プログラムが前記対象プログラムではないと判別
された場合、あるいは前記第２判別手段により前記動作条件に該当しないと判別された場
合には、前記省電力制御を指示しないようにしたことを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
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　当該サーバ装置で実行される前記処理プログラムに対応する省電力制御の種類を判別す
る第３判別手段と、を更に具備し、
　前記送信手段は、前記判別手段により前記省電力対象の処理であると判別された場合に
は、前記第３判別手段により判別された種類の省電力制御を前記クライアント装置にて行
わせるべく、前記クライアント装置に対して前記種類に対応した指示情報を送信する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項３】
　前記省電力制御を指示する指示情報は、前記クライアント装置の電源をオフする指示情
報、あるいは前記クライアント装置の表示をオフする指示情報、あるいは前記クライアン
ト装置とのネットワーク接続をオフする指示情報、である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のサーバ装置。
【請求項４】
　前記処理プログラムの実行終了時に、前記クライアント装置に対して省電力制御の指示
が行われていれば、当該クライアント装置に対して当該省電力制御の解除指示情報を送信
する第２送信手段と、
　を更に具備したことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　前記請求項１～４の何れか１項に記載の前記サーバ装置とネットワーク接続され、その
サーバ装置に対して所望の処理プログラムの実行指示を送信し、その実行で生成された情
報を前記サーバ装置から受信するクライアント装置であって、
　前記サーバ装置から省電力制御の指示情報を受信した際は、その指示情報に従って当該
クライアント装置における省電力制御を行う電力制御手段と、
　を備えることを特徴とするクライアント装置。
【請求項６】
　クライアント装置から指示に基づいて複数の処理プログラムの内の何れかの処理プログ
ラムの実行を行い、その実行で生成された情報を前記クライアント装置に対して送信する
サーバ装置のコンピュータを制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記各処理プログラムの内で省電力制御対象となる対象プログラムと、その対象プログ
ラムの動作時における省電力制御の動作条件と、を対応づけて記憶する記憶手段を参照す
ることにより、前記クライアント装置からの指示に基づいて当該サーバ装置で実行される
前記処理プログラムが、当該記憶手段に記憶された前記省電力制御対象の対象プログラム
か否かを判別する判別手段、
　前記判別手段により前記処理プログラムが前記対象プログラムであると判別された場合
には、当該処理プログラムの実行動作状況が前記対象プログラムに対応して記憶された前
記省電力制御の動作条件に該当するか否かを判別する第２判別手段、
　前記第２判別手段により前記動作条件に該当すると判別された場合に、前記クライアン
ト装置に対して当該クライアント装置における省電力制御を指示する指示情報を送信する
送信手段、
　として機能させ、前記判別手段により前記処理プログラムが前記対象プログラムではな
いと判別された場合、あるいは前記第２判別手段により前記動作条件に該当しないと判別
された場合には、前記省電力制御を指示しないようにしたことを特徴とするコンピュータ
読み取り可能なプログラム。
【請求項７】
　前記請求項５に記載のクライアント装置のコンピュータを制御するためのプログラムで
あって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ装置から省電力制御の指示情報を受信した際は、その指示情報に従って当該
クライアント装置における省電力制御を行う電力制御手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント装置から指示に基づいて実行されて生成された情報を当該クラ
イアント装置に対して送信するサーバ装置、およびそのクライアント装置に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワークの高速化に伴い、サーバ装置で実行するアプリケーションプログラ
ムの画面をリアルタイムにネットワークを介して遠隔のクライアント装置に送信して表示
させ、遠隔からサーバ装置の操作を行なうサーバベースコンピューティングシステム（シ
ンクライアントシステム）が広まってきている。クライアント装置にハードディスクなど
を搭載せず、画面表示や入力といった最小限の機能に絞り、重要なデータはすべてサーバ
側に保存するサーバベースコンピューティングシステムは、有力な情報漏えい対策の1つ
として注目を集めている。また、サーバ装置側で集中管理を行うことにより、ソフトウェ
アのバージョンアップやパッチの適用といった運用管理業務が削減でき、運用コストの削
減になるというメリットもある。
【０００３】
　クライアント装置は、ネットワーク機器、表示装置、マウス装置やキーボード等の入力
装置を備えているだけでよく、データをクライアント装置内に持たないためハードディス
ク等のストレージが不要であり、アプリケーションプログラムの実行を行なわないためク
ライアント装置で実行する処理の負荷は軽い。
【０００４】
　サーバベースコンピューティングシステムは、クライアント装置からは、キーボードや
マウスなどの入力装置からの入力情報をサーバ装置へ送信し、その入力情報に基づいてサ
ーバ装置がアプリケーションプログラムの処理を実行し、更新された画面情報（座標、大
きさと画像）をクライアント装置へ送信するというものである。クライアント装置は、そ
の画面情報を表示装置に反映させる。
【０００５】
　サーバ装置で実行する処理の中には、大きいファイルのコピー、移動、保存やメール受
信、アプリケーションプログラムのバージョンアップ等のように処理に時間がかかること
がある。これらの処理は、処理の性格として処理の途中経過を見る必要が無く、終了の結
果のみを必要とする。そして、クライアント装置がバッテリ駆動の場合は、バッテリ寿命
が問題となる。また、これらの処理を実行中は、他の作業が行えないといった不便を強い
られる事もある。
【０００６】
　クライアント装置としてバッテリ駆動可能な携帯端末を用いる場合、バッテリの電力消
費を、ユーザの使い勝手を損なわずに低減化することが求められている。携帯端末の効率
的な省電力化のために、例えば先行文献１では、携帯端末が無線エリア圏外か否かを判断
して携帯端末の電源のオン／オフを制御することにより省電力化を図っている。また、例
えば先行文献２では、バッテリ残量の変化に伴ってディスプレイの自動停止時間を変化さ
せることにより省電力化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－４２１７７号公報
【特許文献２】特開平９－２３７１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、先行文献１および先行文献２で行っている省電力化の方法は、携帯端末
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から実行を指示する処理の内容を考慮しているものではなかった。したがって、処理に時
間がかり、かつ処理の途中でユーザの操作が不要なプログラムの実行の場合においても、
クライアント装置である携帯端末において無駄な電力が消費されていた。
【０００９】
　本発明の目的は、サーバ装置にて実行される処理プログラムに応じたクライアント装置
の省電力化を実現することである。　
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１記載の発明は、クライアント装置から指示に基づいて複数の処理プログラムの
内の何れかの処理プログラムの実行を行い、その実行で生成された情報を前記クライアン
ト装置に対して送信するサーバ装置であって、前記各処理プログラムの内で省電力制御対
象となる対象プログラムと、その対象プログラムの動作時における省電力制御の動作条件
と、を対応づけて記憶する記憶手段を参照することにより、前記クライアント装置からの
指示に基づいて当該サーバ装置で実行される前記処理プログラムが、当該記憶手段に記憶
された前記省電力制御対象の対象プログラムか否かを判別する判別手段と、前記判別手段
により前記処理プログラムが前記対象プログラムであると判別された場合には、当該処理
プログラムの実行動作状況が前記対象プログラムに対応して記憶された前記省電力制御の
動作条件に該当するか否かを判別する第２判別手段と、前記第２判別手段により前記動作
条件に該当すると判別された場合に、前記クライアント装置に対して当該クライアント装
置における省電力制御を指示する指示情報を送信する送信手段と、を備え、前記判別手段
により前記処理プログラムが前記対象プログラムではないと判別された場合、あるいは前
記第２判別手段により前記動作条件に該当しないと判別された場合には、前記省電力制御
を指示しないようにしたことを特徴とする。　
【００１１】
　請求項５記載の発明は、前記請求項１～４の何れか１項に記載の前記サーバ装置とネッ
トワーク接続され、そのサーバ装置に対して所望の処理プログラムの実行指示を送信し、
その実行で生成された情報を前記サーバ装置から受信するクライアント装置であって、前
記サーバ装置から省電力制御の指示情報を受信した際は、その指示情報に従って当該クラ
イアント装置における省電力制御を行う電力制御手段と、を備えることを特徴とする。　
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、サーバ装置にて実行される処理プログラムに応じたクライアント装置
の省電力化を実現することができる。　
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るサーバベースコンピューティングシステムの全体構成を
示す図。
【図２】本発明の実施形態に係るサーバ装置１の主要部構成を示すブロック図。
【図３】本発明の実施形態に係るクライアント装置２の主要部構成を示すブロック図。
【図４】前記サーバ装置１のＲＡＭ１４に記憶される省電力テーブル１４ｂの一例を示す
図。
【図５】前記サーバ装置１の第１実施形態の処理を示すフローチャート。
【図６】前記クライアント装置２の第１実施形態の処理を示すフローチャート。
【図７】前記サーバ装置１の第２実施形態の処理を示すフローチャート。
【図８】前記クライアント装置２の第２実施形態の処理を示すフローチャート。
【図９】前記サーバ装置１の第３実施形態の処理を示すフローチャート。
【図１０】前記クライアント装置２の第３実施形態の処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
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　図１は、本発明の実施形態に係るサーバベースコンピューティングシステムの全体構成
を示す図である。
【００２２】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係るサーバベースコンピューティングシステム
は、サーバ装置１、クライアント装置２により構成され、これらはインターネット、ＬＡ
Ｎ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、携帯電話ネットワーク等の
通信ネットワーク３を介して接続される。
【００２３】
　サーバ装置１は、文書作成処理プログラム，表計算処理プログラム，プレゼン資料作成
プログラム，メール処理プログラム，インターネット接続処理プログラム、Ｗｅｂ表示プ
ログラムなど、複数のアプリケーションプログラムを有し、当該サーバ装置１に接続され
たクライアント装置２からの操作入力（入力イベント）信号に応じて起動しその処理を実
行する。
【００２４】
　このサーバ装置１において、クライアント装置２からの操作入力信号に応じたアプリケ
ーションプログラムの実行に伴い、クライアント装置用のフレームバッファ１４ａ上に生
成された表示出力用の描画データは、圧縮処理された後アクセス元のクライアント装置２
へ送信（転送）される。
【００２５】
　そして、クライアント装置２では、前記サーバ装置１から転送された描画データがその
圧縮を解凍されてフレームバッファ２５に展開され、表示部に表示される。つまり、この
サーバベースコンピューティングシステムにおける各クライアント装置２は、何れもキー
ボード及びマウスなどのユーザ操作に応じた入力機能とＬＣＤ表示部及びプリンタなどへ
の出力機能を主要な機能として有し、少なくとも前記サーバ装置１が有している各種のア
プリケーション機能やデータファイルの管理機能を一切持っていない。
【００２６】
　そして、クライアント装置２からの操作入力（入力イベント）信号に応じてサーバ装置
１にて起動実行される各種の処理に伴い生成されたデータファイルは、基本的には、当該
サーバ装置１内あるいは該サーバ装置１にて接続管理される磁気ディスクなどの記憶装置
にユーザアカウント毎あるいは共有ファイルとして記憶され保存される。
【００２７】
　図２は、本発明の実施形態に係るサーバ装置１の主要部構成を示すブロック図である。
　サーバ装置１は、コンピュータとしてのＣＰＵ１１を備え、このＣＰＵ１１には、バス
１２を介してＲＯＭ１３、ＲＡＭ１４、フレームバッファＲＡＭ１５、表示制御部１６ｂ
に接続された表示装置１６ａが接続される。表示制御部１６ｂでは、表示装置１６ａに対
してバックライトのＯＮ／ＯＦＦの指示や輝度の指示などの省電力に関する指示を行う。
【００２８】
　また、ＣＰＵ１１には、バス１２を介してキーボード，マウスなどの入力装置１７、外
部記憶装置１８ａ、補助記憶装置１８ｂ、クライアント装置２との通信Ｉ／Ｆ（インター
フェイス）１９が接続される。
【００２９】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３に予め記憶されているシステムプログラムや種々のアプリケ
ーションプログラムに従ってＲＡＭ１４を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するも
ので、入力装置１７からのキー入力信号や通信Ｉ／Ｆ１９を介して受信されるクライアン
ト装置２からのユーザ操作（入力イベント）に応じた処理指令信号などに応じて前記種々
のプログラムが起動・実行される。
【００３０】
　このサーバ装置１において、クライアント装置２からの入力イベント信号に応じて起動
・実行されるアプリケーションプログラムに従い生成された種々のデータは、例えばその
ユーザＩＤに対応付けられて外部記憶装置１８ａに記憶され、また表示用の描画データは
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、ＲＡＭ１４内のクライアント用フレームバッファＲＡＭ１４ａを使用して生成されると
共に、圧縮処理された後、通信Ｉ／Ｆ１９からクライアント装置２へ転送されて表示出力
される。なお、当該サーバ装置１自身の表示装置１６ａにて表示させるための描画データ
は、フレームバッファＲＡＭ１５上に生成される。
【００３１】
　図３は、本発明の実施形態に係るクライアント装置２の主要部構成を示すブロック図で
ある。クライアント装置２は、コンピュータとしてのＣＰＵ２１を備え、このＣＰＵ２１
には、バス２２を介してＲＯＭ２３、ＲＡＭ２４、フレームバッファＲＡＭ２５が接続さ
れる。そして、このフレームバッファＲＡＭ２５に書き込まれた描画データが表示制御部
２６ｂに接続された表示装置２６ａに出力されて表示される。表示制御部２６ｂでは、表
示装置２６ａに対してバックライトのＯＮ／ＯＦＦの指示や表示部の輝度の指示などの省
電力に関する指示を行う。
【００３２】
　また、ＣＰＵ２１には、バス２２を介してキーボード，マウス，マイク，光センサなど
の入力装置２７、外部記憶装置２８ａ、補助記憶装置２８ｂ、前記サーバ装置１との通信
Ｉ／Ｆ（インターフェイス）２９、及び表示制御部２６ｂと電源部３１とを制御する省電
力制御部３０が接続される。
【００３３】
　電源部３１は通常の電源を供給するモードと、省電力の状態ではあるがＣＰＵ２１が動
作可能なスリープ状態の電源を供給するモードとを備えており、省電力制御部３０の指示
によりモードを切り替える。省電力制御部３０は、ＣＰＵ２１の指令に従って、表示制御
部２６ｂと電源部３１に対して省電力の動作のための制御信号を送信する。
【００３４】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２３に予め記憶されているシステムプログラムに従ってＲＡＭ２
４を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するもので、入力装置２７からのキー入力信
号や通信Ｉ／Ｆ２９を介して受信されるサーバ装置１からのアプリケーション応答信号、
転送された描画データなどに応じて前記システムプログラムが起動され実行される。
【００３５】
　このクライアント装置２において、前記サーバ装置１におけるアプリケーションプログ
ラムを実行させて生成した種々のデータは、適宜、外部記憶装置２８ａに読み込ませて記
憶させ、また生成転送された表示用の描画データは、その圧縮が解凍されてフレームバッ
ファＲＡＭ２５に書き込まれ、表示装置２６ａで表示出力される。
【００３６】
　図４は、前記サーバ装置１のＲＡＭ１４に記憶される省電力テーブル１４ｂの一例を示
す図である。この省電力テーブル１４ｂには、省電力の制御の対象となるアプリケーショ
ンプログラムと、省電力の動作、および省電力の動作を実行するための条件とが対応付け
られて定義され記憶されている。
【００３７】
　例えば、プログラム名がプログラムＡのアプリケーションプログラムについて定義する
場合には、省電力テーブル１４ｂのNo.１の行に示すようになる。プログラムＡについて
は、さらに、省電力の開始動作として電源ＯＦＦの動作、省電力の終了動作として電源Ｏ
Ｎの動作が定義されている。そして、省電力の動作を実行するための条件としては、プロ
グラムＡで取り扱うデータファイルとしてファイルＡ、データ量当りの実行時間が１分／
１００ＫＢ、省電力の動作をするか否かの基準となる動作基準時間が１５分と定義されて
いる。
【００３８】
　省電力の開始動作としては、電源ＯＦＦ（電源部３１を省電力の状態にする）だけでな
く、表示ＯＦＦ（表示装置２６ａを省電力の状態にする）、接続ＯＦＦ（ネットワークの
接続を切断の状態にする）なども定義できる。省電力の終了動作としては、電源ＯＮ（電
源部３１を通常のＯＮ状態にする）だけでなく、表示ＯＮ（表示装置２６ａを通常の表示
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状態にする）、メール送信（省電力の動作の終了をメールにより通知する）なども定義で
きる。
【００３９】
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。
　第１実施形態では、省電力の開始動作として電源ＯＦＦ（電源部３１を省電力の状態に
する）を行い、省電力の終了動作として電源ＯＮ（電源部３１を通常のＯＮ状態にする）
を行う。
【００４０】
　（第１実施形態）
　図５は、前記サーバ装置１の第１実施形態の処理を示すフローチャートである。このフ
ローチャートはＣＰＵ１１の制御の下で実行されるプログラムによるアプリケーションプ
ログラムの実行開始から終了までの処理を表している。アプリケーションプログラムの実
行開始から順に説明する。
【００４１】
　まず、ステップＳ１でサーバ装置１におけるアプリケーションプログラムの実行が終了
したかどうかを判別するが、最初はアプリケーションプログラムの実行を開始していない
状態なので（ステップＳ１：No）、ステップＳ２に進みクライアント装置１からアプリケ
ーションプログラムの実行開始や各種の機能の指示といった操作データを受信する。
【００４２】
　受信した操作データを判別して、アプリケーションプログラムの実行開始を指示する操
作データの場合は（ステップＳ３：Yes）、指示されたアプリケーションプログラムを起
動する（ステップＳ４）。
【００４３】
　ステップＳ５へ進み、起動したアプリケーションプログラムが図４に記載の省電力テー
ブル１４ｂに定義されているか否かを判別する。そして、起動したアプリケーションプロ
グラムが省電力テーブル１４ｂに定義されている場合は、省電力の動作の対象となる（ス
テップＳ５：Yes）。
【００４４】
　ステップＳ６へ進み、省電力の動作の対象となるアプリケーションプログラムについて
、データファイル名として定義されたファイルのデータ容量を調査する。
　例えば、起動したアプリケーションプログラムが省電力テーブル１４ｂのNo.１に定義
されたプログラムＡだとする。調査の結果、ファイルＡのデータ量が２ＭＢ（メガバイト
）あったとすると、データ量当りの実行時間が１分／１００ＫＢ（キロバイト）と定義さ
れているので、推定実行時間が２０分と算出される。
【００４５】
　算出された推定実行時間の２０分は、定義された動作基準時間の１５分以上の値なので
引き続き省電力の動作を行うが（ステップＳ７：Yes）、推定実行時間が動作基準時間の
１５分以上の値でない場合は、以降の省電力の動作を行わないでステップＳ１１へ進む（
ステップＳ７：No）。
【００４６】
　ステップＳ８で、省電力テーブル１４ｂの省電力の開始動作が電源ＯＦＦの場合は（ス
テップＳ８：Yes）、省電力モードをＯＮの状態にして（ステップＳ９）、電源ＯＦＦを
指示する指示データをクライアント装置２へ送信する（ステップＳ１０）。
【００４７】
　ステップＳ１１で、起動しているアプリケーションプログラムにより画面情報が生成さ
れると、生成された画面情報をクライアント装置２へ送信する（ステップＳ１２）。そし
て、ステップＳ１へ戻り、処理が繰り返される。
【００４８】
　アプリケーションプログラムの実行が終了した場合は（ステップＳ１：Yes）、省電力
モードがＯＮか否かを判別し、省電力モードがＯＮならば（ステップＳ１３：Yes）、省
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電力テーブル１４ｂの省電力の終了動作として定義された電源ＯＮの指示をクライアント
装置２へ送信する（ステップＳ１４）。
【００４９】
　図６は、前記クライアント装置２の第１実施形態の処理を示すフローチャートである。
このフローチャートはＣＰＵ２１の制御の下で実行されるプログラムによる処理を表して
いる。
【００５０】
　まず、ステップＣ１でユーザが入力装置２７を操作することにより発生した操作データ
をサーバ装置１へ送信し、サーバ装置１から指示データを受信する（ステップＣ２）。
【００５１】
　指示データが電源ＯＦＦの指示の場合は（ステップＣ３：Yes）、省電力制御部３０へ
電源ＯＦＦの指示を送信し、省電力制御部３０から電源部３１へ電源ＯＦＦの指示が送信
される。そして、電源部３１では、電源ＯＦＦの指示により通常の電源を供給するモード
から、省電力の状態ではあるがＣＰＵ２１が動作可能なスリープ状態の電源を供給するモ
ードに切り替える（ステップＣ７）。そして、ステップＣ１へ戻り、処理が繰り返される
。
【００５２】
　指示データが電源ＯＮの指示の場合は（ステップＣ４：Yes）、省電力制御部３０へ電
源ＯＮの指示を送信し、省電力制御部３０から電源部３１へ電源ＯＮの指示が送信される
。そして、電源部３１では、電源ＯＮの指示によりスリープ状態の電源を供給するモード
から、通常の電源を供給するモードに切り替える（ステップＣ８）。そして、ステップＣ
１へ戻り、処理が繰り返される。
【００５３】
　サーバ装置１からの指示データが、電源ＯＦＦの指示でも電源ＯＮの指示でもない場合
は、サーバ装置１からアプリケーションプログラムにより生成された画面情報を受信し（
ステップＣ５）、受信した画面情報に従ってフレームバッファＲＡＭ２５を更新すること
により、表示装置２６ａの表示画面が更新される（ステップＣ６）。そして、ステップＣ
１へ戻り、処理が繰り返される。
【００５４】
　つぎに、本発明の第２実施形態について説明する。
　第２実施形態では、省電力の開始動作として表示ＯＦＦ（表示装置２６ａを省電力の状
態にする）を行い、省電力の終了動作として表示ＯＮ（表示装置２６ａを通常の表示状態
にする）を行う。ここで、第２実施形態において第１実施形態と同一のものは同一符号を
付して示し、その説明を省略する。以下、第２実施形態の特徴部分を中心に説明する。
【００５５】
　（第２実施形態）
　図７は、前記サーバ装置１の第２実施形態の処理を示すフローチャートである。このフ
ローチャートはＣＰＵ１１の制御の下で実行されるプログラムによるアプリケーションプ
ログラムの実行開始から終了までの処理を表している。アプリケーションプログラムの実
行開始から順に説明する。ステップＳ１～Ｓ４、Ｓ１１～Ｓ１２は、第１実施形態と同一
なので説明を省略する。
【００５６】
　ステップＳ５へ進み、起動したアプリケーションプログラムが図４に記載の省電力テー
ブル１４ｂに定義されているか否かを判別する。そして、起動したアプリケーションプロ
グラムが省電力テーブル１４ｂに定義されている場合は、省電力の動作の対象となる（ス
テップＳ５：Yes）。
【００５７】
　ステップＳ６へ進み、省電力の動作の対象となるアプリケーションプログラムについて
、データファイル名として定義されたファイルのデータ容量を調査する。
　例えば、起動したアプリケーションプログラムが省電力テーブル１４ｂのNo.３に定義
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されたプログラムＣだとする。調査の結果、ファイルＣのデータ量が２ＭＢ（メガバイト
）あったとすると、データ量当りの実行時間が４分／１ＭＢ（メガバイト）と定義されて
いるので、推定実行時間が８分と算出される。
【００５８】
　算出された推定実行時間の８分は、定義された動作基準時間の５分以上の値なので引き
続き省電力の動作を行うが（ステップＳ７：Yes）、推定実行時間が動作基準時間の５分
以上の値でない場合は、以降の省電力の動作を行わないでステップＳ１１へ進む（ステッ
プＳ７：No）。
【００５９】
　ステップＳ８Ａで、省電力テーブル１４ｂの省電力の開始動作が表示ＯＦＦの場合は（
ステップＳ８Ａ：Yes）、省電力モードをＯＮの状態にして（ステップＳ９）、表示ＯＦ
Ｆを指示する指示データをクライアント装置２へ送信する（ステップＳ１０Ａ）。
【００６０】
　アプリケーションプログラムの実行が終了した場合は（ステップＳ１：Yes）、省電力
モードがＯＮか否かを判別し、省電力モードがＯＮならば（ステップＳ１３：Yes）、省
電力テーブル１４ｂの省電力の終了動作として定義された表示ＯＮの指示をクライアント
装置２へ送信する（ステップＳ１４Ａ）。
【００６１】
　図８は、前記クライアント装置２の第２実施形態の処理を示すフローチャートである。
このフローチャートはＣＰＵ２１の制御の下で実行されるプログラムによる処理を表して
いる。ステップＣ１～Ｃ２、Ｃ５～Ｃ６は、第１実施形態と同一なので説明を省略する。
【００６２】
　指示データが表示ＯＦＦの指示の場合は（ステップＣ３Ａ：Yes）、省電力制御部３０
へ表示ＯＦＦの指示を送信し、省電力制御部３０から表示制御部２６ｂへ表示ＯＦＦの指
示が送信される。そして、表示制御部２６ｂでは、表示ＯＦＦの指示によりバックライト
を点灯して表示をするモードから、バックライトを消灯して表示をするモードに切り替え
る（ステップＣ７Ａ）。
【００６３】
　指示データが表示ＯＮの指示の場合は（ステップＣ４Ａ：Yes）、省電力制御部３０へ
表示ＯＮの指示を送信し、省電力制御部３０から表示制御部２６ｂへ表示ＯＮの指示が送
信される。そして、表示制御部２６ｂでは、表示ＯＮの指示によりバックライトを消灯し
て表示をするモードから、バックライトを点灯して表示をするモードに切り替える（ステ
ップＣ８Ａ）。
【００６４】
　つぎに、本発明の第３実施形態について説明する。
　第３実施形態では、省電力の開始動作として接続ＯＦＦ（ネットワークの接続を切断の
状態にする）を行い、省電力の終了動作としてメール送信（省電力の動作の終了をメール
により通知する）を行う。ここで、第３実施形態において第１実施形態と同一のものは同
一符号を付して示し、その説明を省略する。以下、第３実施形態の特徴部分を中心に説明
する。
【００６５】
　（第３実施形態）
　図９は、前記サーバ装置１の第３実施形態の処理を示すフローチャートである。このフ
ローチャートはＣＰＵ１１の制御の下で実行されるプログラムによるアプリケーションプ
ログラムの実行開始から終了までの処理を表している。アプリケーションプログラムの実
行開始から順に説明する。ステップＳ１～Ｓ４、Ｓ１１～Ｓ１２は、第１実施形態と同一
なので説明を省略する。
【００６６】
　ステップＳ５へ進み、起動したアプリケーションプログラムが図４に記載の省電力テー
ブル１４ｂに定義されているか否かを判別する。そして、起動したアプリケーションプロ
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グラムが省電力テーブル１４ｂに定義されている場合は、省電力の動作の対象となる（ス
テップＳ５：Yes）。
【００６７】
　ステップＳ６へ進み、省電力の動作の対象となるアプリケーションプログラムについて
、データファイル名として定義されたファイルのデータ容量を調査する。例えば、起動し
たアプリケーションプログラムが省電力テーブル１４ｂのNo.４に定義されたプログラム
Ｄだとする。調査の結果、ファイルＤのデータ量が５ＭＢ（メガバイト）あったとすると
、データ量当りの実行時間が５分／１ＭＢ（メガバイト）と定義されているので、推定実
行時間が２５分と算出される。
【００６８】
　算出された推定実行時間の２５分は、定義された動作基準時間の２０分以上の値なので
引き続き省電力の動作を行うが（ステップＳ７：Yes）、推定実行時間が動作基準時間の
５分以上の値でない場合は、以降の省電力の動作を行わないでステップＳ１１へ進む（ス
テップＳ７：No）。
【００６９】
　ステップＳ８Ｂで、省電力テーブル１４ｂの省電力の開始動作が接続ＯＦＦの場合は（
ステップＳ８Ｂ：Yes）、省電力モードをＯＮの状態にして（ステップＳ９）、接続ＯＦ
Ｆを指示する指示データをクライアント装置２へ送信する（ステップＳ１０Ｂ）。
【００７０】
　アプリケーションプログラムの実行が終了した場合は（ステップＳ１：Yes）、省電力
モードがＯＮか否かを判別し、省電力モードがＯＮならば（ステップＳ１３：Yes）、省
電力テーブル１４ｂの省電力の終了動作として定義されたメール送信の指示に従って、ア
プリケーションプログラムの終了を通知するメールを作成してクライアント装置２へ送信
する（ステップＳ１４Ｂ）。
【００７１】
　図１０は、前記クライアント装置２の第３実施形態の処理を示すフローチャートである
。このフローチャートはＣＰＵ２１の制御の下で実行されるプログラムによる処理を表し
ている。ステップＣ１～Ｃ２、Ｃ５～Ｃ６は、第１実施形態と同一なので説明を省略する
。
【００７２】
　指示データが接続ＯＦＦの指示の場合は（ステップＣ３Ｂ：Yes）、実行中のアプリケ
ーションプログラムのネットワーク接続が切断される（ステップＣ７Ｂ）。
【００７３】
　指示データがメール送信の指示の場合は（ステップＣ４Ｂ：Yes）、サーバ装置１から
アプリケーションプログラムの終了を通知するメールを受信する（ステップＣ８Ｂ）。
【００７４】
　前記実施形態において記載したサーバ装置１の処理、すなわち図５、図７、図９のフロ
ーチャートに示す各処理は、何れもコンピュータが読み取り可能なプログラムとして、外
部記憶装置１８ａに記憶されている。なお、これらのプログラムは、半導体メモリ（ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ等）、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク等）
、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）の記録媒体に記憶してもよく、更に、プログラ
ムの一部若しくは全部をサーバ装置１に備えられた記録媒体に記憶し、ネットワーク３を
介して受信して読み取る構成にしてもよい。
【００７５】
　なお、本発明は、以上に述べた実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲内で種々の構成または形状を取ることができる。
【００７６】
　本実施例では表示装置２６ａと表示制御部２６ｂとを別の装置として記述したが、表示
装置２６ａに表示制御部２６ｂの機能を持たせるようにしても良い。
【００７７】
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　本実施例では省電力制御部３０を設けたが、省電力制御部３０を設けないで、ＣＰＵ２
１により直接、表示制御部２６ｂや電源部３１に指令を与えるようにしても良い。
【００７８】
　本実施例では、省電力の開始動作と省電力の終了動作を電源ＯＦＦと電源ＯＮ、表示Ｏ
ＦＦと表示ＯＮ、接続ＯＦＦとメール送信のように、それぞれ別に実施するようにしたが
、複数の省電力の開始動作を組み合わせるようにしてもよく、複数の省電力の終了動作を
組み合わせるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　サーバ装置
　２　　クライアント装置
　３　　通信ネットワーク
　１１　　ＣＰＵ
　１２　　バス
　１３　　ＲＯＭ
　１４　　ＲＡＭ
　１４ａ　クライアント用フレームバッファＲＡＭ
　１４ｂ　省電力テーブル
　１５　　フレームバッファＲＡＭ
　１６ａ　表示装置
　１６ｂ　表示制御部
　１７　　入力装置
　１８ａ　外部記憶装置
　１８ｂ　補助記憶装置
　１９　　通信Ｉ／Ｆ
　２１　　ＣＰＵ
　２２　　バス
　２３　　ＲＯＭ
　２４　　ＲＡＭ
　２５　　フレームバッファＲＡＭ
　２６ａ　表示装置
　２６ｂ　表示制御部
　２７　　入力装置
　２８ａ　外部記憶装置
　２８ｂ　補助記憶装置
　２９　　通信Ｉ／Ｆ
　３０　　省電力制御部
　３１　　電源部
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