
JP 4898225 B2 2012.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続された他の装置との通信を行う通信部と、
　アプリケーション機能を実行するためのアプリケーションシステム部と、
　前記他の装置からのＴＣＰパケットのヘッダに含まれるフラグビットフィールドにおい
てＳＹＮフラグのみがオンであり、かつ、該ＴＣＰパケットの宛先ポート番号が前記アプ
リケーションシステム部において実行されるアプリケーション通信の受付ポート番号と一
致していることを判定することにより、前記アプリケーションシステム部において実行さ
れるアプリケーション通信のためのコネクション確立のための、前記アプリケーション通
信の開始要求を検出する検出手段と、
　前記アプリケーションシステム部が低消費電力状態のときに、前記他の装置からの前記
アプリケーションシステム部において実行されるアプリケーション通信の開始要求を前記
検出手段において検出すると、前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通
常状態へと復帰させる制御手段と、
を有することを特徴とするアプリケーション装置。
【請求項２】
　前記アプリケーション通信に対応する受付ポート番号を管理する管理手段を有すること
を特徴とする請求項１に記載のアプリケーション装置。
【請求項３】
　前記アプリケーション通信に対応する受付ポート番号と、当該アプリケーション通信の
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開始要求が検出されたときに前記アプリケーションシステム部を通常状態に復帰させる際
の電源制御指示コードとを対応させて管理する管理手段を有し、
　前記制御手段は、前記他の装置から受信したＴＣＰパケットの宛先ポート番号に対応す
る電源制御指示コードにより前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通常
状態へと復帰させることを特徴とする請求項１に記載のアプリケーション装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記開始要求に応じた認証方法に基づいて認証を行って、前記認証が
成功すると、前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通常状態へと復帰さ
せることを特徴とする請求項２又は３に記載のアプリケーション装置。
【請求項５】
　前記検出手段により前記アプリケーション通信の開始要求が検出された場合に、前記他
の装置を認証するか否かを判定する判定手段を有し、
　前記判定手段により前記他の装置を認証しないと判定した場合は、前記制御手段は、前
記他の装置を認証することなく前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通
常状態へと復帰させ、前記他の装置を認証すると判定した場合は、前記他の装置を認証で
きると前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通常状態へと復帰させるこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載のアプリケーション装置。
【請求項６】
　前記通信部は、前記制御手段により前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態
から通常状態への復帰を指示してから前記アプリケーションシステム部の前記通常状態へ
の復帰完了までの間に受信した、前記アプリケーション通信のデータを記憶する記憶手段
と、
　前記アプリケーションシステム部の前記通常状態への復帰が完了すると、前記記憶手段
に記憶した前記アプリケーション通信のデータを前記アプリケーションシステム部に転送
する転送手段と、を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のアプ
リケーション装置。
【請求項７】
　ネットワークを介して接続された他の装置との通信を行う通信部と、アプリケーション
機能を実行するためのアプリケーションシステム部と、を有するアプリケーション装置の
電力の復帰方法であって、
　前記他の装置からのＴＣＰパケットのヘッダに含まれるフラグビットフィールドにおい
てＳＹＮフラグのみがオンであり、かつ、該ＴＣＰパケットの宛先ポート番号が前記アプ
リケーションシステム部において実行されるアプリケーション通信の受付ポート番号と一
致していることを判定することにより、前記アプリケーションシステム部において実行さ
れるアプリケーション通信のためのコネクション確立のための、前記アプリケーション通
信の開始要求を検出する検出工程と、
　前記アプリケーションシステム部が低消費電力状態のときに、前記他の装置からの前記
アプリケーションシステム部において実行されるアプリケーション通信の開始要求を前記
検出工程において検出すると、前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通
常状態へと復帰させる制御工程と、
を有することを特徴とするアプリケーション装置の電力の復帰方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーション装置及びアプリケーション装置の電力の復帰方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アプリケーション機器において、アプリケーション通信を行っていない間は、ア
プリケーション機器を構成する装置の大部分の電源をオフにすることで省電力化を図って
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いた。そして、利用者は、アプリケーション機器との通信を行いたい場合、例えば、ネッ
トワークを介してアプリケーション機器の電源を投入していた。なお、本明細書では、ア
プリケーション機器とは、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを下位プロトコルとするアプリケーシ
ョン通信を、ネットワークを介して行うことが可能な機器のことを指す。
【０００３】
　例えばＬＡＮに接続されるＰＣ（パーソナルコンピュータ）においては、ＣＰＵやハー
ドディスク等のシステム装置の電源を停止し、ネットワークに直接接続しているネットワ
ークインタフェースコントローラ（ＮＩＣ）のみが動作することによる省電力化を実現し
ている。
【０００４】
　ＮＩＣは、ネットワークから受信するデータセグメントが特定のデータ列を含有してい
るか否かを検査し、特定のデータ列を含むデータセグメントを受信した場合にＰＣのシス
テム装置の起動する制御を実行する。
【０００５】
　この方法は一般にＷＯＬ（Ｗａｋｅ－Ｏｎ－ＬＡＮ）と呼ばれている。ＰＣにおける代
表的な適用事例として、Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）が挙げられる。図１の２
０１は、Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）における特定のデータ列の形式を表して
いる。Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）では、ＮＩＣは、１６進数のＦＦ・・・の
６回繰り返し（２０２）に、ＭＡＣアドレスの１６回繰り返し（２０３）が続く形式のデ
ータ列を受信したときに、システム装置を起動する。
【０００６】
　図２の３０１は、ＵＤＰ／ＩＰパケットにおけるＭａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標
）の一例を表している。３０２はＩＰヘッダ、３０３はＵＤＰヘッダを表しており、パケ
ットペイロードに、Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）のデータ列３０４を含んでい
る。
【０００７】
　このような特定のデータ列を含むデータセグメントの受信によってアプリケーション機
器のシステムの電源を投入する方法は、単純な仕組みである。そのため、特にＭａｇｉｃ
　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）は、ネットワークを介したコンピュータ機器を遠隔起動する
手段（又は方法）として広く実施されている。
【０００８】
　また、ネットワークを介してアプリケーション機器の電源を投入して起動させる別の技
術もある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１１３１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、ＷＯＬでは、ネットワークを介して、アプリケーション機器を起動させ
る側の装置等が、特定のデータ列を含むデータセグメントを生成する手段を有する必要が
あった。このため、遠隔起動させることができる装置が限定される。例えば、Ｍａｇｉｃ
　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）の場合、遠隔起動させる側の装置が、遠隔起動の対象である
アプリケーション機器のＭＡＣアドレスを予め記憶しておく必要がある。更に、遠隔起動
を指示する装置が、図１の２０１に示されるデータ形式の送信データセグメントを生成す
る手段を有していなければならない。
【００１１】
　また、ＷＯＬでは、アプリケーション機器を起動させる側の装置等が、アプリケーショ
ン機器が通常動作中（消費電力状態）か、または低消費電力状態かを考慮して通信を行う
必要がある。
【００１２】
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　本発明は上記の問題点に鑑みなされたもので、消費電力を節約すると共に、簡単な構成
で、ネットワークを介して接続された他の装置からの要求に応じて、低消費電力状態から
の復帰を安全に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　そこで、上記問題を解決するため、本発明のアプリケーション装置は、ネットワークを
介して接続された他の装置との通信を行う通信部と、アプリケーション機能を実行するた
めのアプリケーションシステム部と、前記他の装置からのＴＣＰパケットのヘッダに含ま
れるフラグビットフィールドにおいてＳＹＮフラグのみがオンであり、かつ、該ＴＣＰパ
ケットの宛先ポート番号が前記アプリケーションシステム部において実行されるアプリケ
ーション通信の受付ポート番号と一致していることを判定することにより、前記アプリケ
ーションシステム部において実行されるアプリケーション通信のためのコネクション確立
のための、前記アプリケーション通信の開始要求を検出する検出手段と、前記アプリケー
ションシステム部が低消費電力状態のときに、前記他の装置からの前記アプリケーション
システム部において実行されるアプリケーション通信の開始要求を前記検出手段において
検出すると、前記アプリケーションシステム部を低消費電力状態から通常状態へと復帰さ
せる制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、消費電力を節約すると共に、簡単な構成で、ネットワークを介して接
続された他の装置からの要求に応じて、低消費電力状態からの復帰を安全に行うことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１９】
（実施形態１）
　図３は、アプリケーション機器の一例を示すブロック図（その１）である。図３に示さ
れるように、アプリケーション機器１０１は、そのハードウェア構成として、ネットワー
ク通信部１０２と、アプリケーションシステム部１０３と、からなる。
【００２０】
　ネットワーク通信部１０２のローカルバス１０４には、通信制御部１０５、ローカルＲ
ＡＭ１０６、プロトコル処理部１０７が接続されている。なお、ネットワーク１１６は、
例えばイーサネット（登録商標）が想定できるが、無線ネットワークや、光ファイバーネ
ットワーク等であってもよい。また、ネットワーク１１６は、アプリケーション機器１０
１の利用者が遠隔地からＴＣＰ／ＩＰプロトコルを用いてアプリケーション通信を行える
ものとする。
【００２１】
　通信制御部１０５は、ネットワーク１１６に対して伝送フレームの送受信を行う。例え
ばネットワーク１１６がイーサネット（登録商標）の場合、通信制御部１０５は、イーサ
ネット（登録商標）のＭＡＣ処理（伝送メディア制御処理）や、イーサネット（登録商標
）フレームの送受信を行う。
【００２２】
　プロトコル処理部１０７は、通信プロトコル処理専用のハードウェア回路装置、或いは
通信プロトコル処理用に設計されたマイクロプロセッサであり、汎用的なＴＣＰ／ＩＰプ
ロトコルの通信処理を行う。より具体的には、プロトコル処理部１０７は、ＩＰｖ４（Ｉ
Ｐバージョン４）、ＩＰｖ６（ＩＰバージョン６）、ＩＣＭＰ、ＵＤＰ、ＴＣＰの各通信
プロトコル処理や、送信フロー制御や輻輳制御、通信エラー制御等を行う。また、プロト
コル処理部１０７は、電源制御部１１５と制御信号線で接続されており、電源制御部１１
５の動作制御を行う。



(5) JP 4898225 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

【００２３】
　ローカルＲＡＭ１０６は、通信制御部１０５やプロトコル制御部１０７の処理における
データの一時記憶領域に使用される。
【００２４】
　また、ネットワーク通信部１０２は、ローカルバス１０４と、アプリケーションシステ
ム部１０３のシステムバス１０９との間のデータ転送を可能とするバスブリッジ回路１０
８を有する。即ち、ネットワーク通信部１０２と、アプリケーションシステム部１０３と
は、それぞれのバス回路が相互に接続されており、通信データの入出力においてバス転送
が行われる仕組みになっている。
【００２５】
　アプリケーションシステム部１０３のシステムバス１０９には、ＣＰＵ１１０、システ
ムプログラムが格納されているＲＯＭ１１１、システムプログラム実行時に使用される一
時記憶装置であるＲＡＭ１１２、が接続されている。なお、ＲＯＭ１１１からＲＡＭ１１
２にシステムプログラムが読み込まれ、ＣＰＵ１１０によって実行される。
【００２６】
　また、同じくシステムバス１０９に接続されているアプリケーション機能Ａ（１１３）
やアプリケーション機能部Ｂ（１１４）は、アプリケーション機器１０１の特徴的なアプ
リケーション機能を実現するために使用されるハードウェア処理装置を表している。
【００２７】
　電源制御部１１５は、ネットワーク通信部１０２及びアプリケーションシステム部１０
３の電力供給を独立的に制御する電源制御部である。電源制御部１１５は、１０９から１
１４までの各装置に対して、電源投入の制御、ハードウェアリセット制御、アプリケーシ
ョンシステム部１０３全体が保持データの破損なく安全に電源をオフにするための停止処
理を開始する指示制御等を行う。
【００２８】
　ＣＰＵ１１０は、アプリケーション機器１０１の各装置の機能を制御したり、システム
プログラムに基づいてアプリケーション処理を実行したりする。ＲＡＭ１１２は、ＣＰＵ
１１０によるプログラム実行のための一時記憶領域、またネットワーク通信部１０２や、
アプリケーション機能部１１３、１１４が使用する入出力データ領域として使用される。
【００２９】
　アプリケーション機器１０１のアプリケーション機能は、アプリケーションシステム部
１０３で実現される。また、ＣＰＵ１１０で実行されるシステムプログラムは、アプリケ
ーション機能の一部であるアプリケーション通信を行う。アプリケーション通信は、ＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコルをベースとした通信であり、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル処理はネットワ
ーク通信部１０２において実行される。
【００３０】
　このような通信処理の機能分担を、図４を参照して説明する。図４において、４０１は
ＴＣＰ／ＩＰプロトコルの階層モデルである。下位層よりリンク層、ネットワーク層、ト
ランスポート層、アプリケーション層４０３の４つに分類される。リンク層のプロトコル
は、一般的な有線ＬＡＮにおけるイーサネット（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／
ａ／ｇで規格化されている無線ＬＡＮ等、物理ネットワークの通信プロトコルである。ネ
ットワーク層のプロトコルとしては、ＩＰｖ４、ＩＰｖ６、ＩＣＭＰ、ＩＧＭＰが挙げら
れる。トランスポート層のプロトコルとしては、ＵＤＰ、ＴＣＰが挙げられる。アプリケ
ーション層４０３には、インターネットにおいて標準的に利用するアプリケーションプロ
トコルであるＨＴＴＰ、ＦＴＰ、ＳＭＴＰ、ＲＴＰ、ＲＴＣＰ等が挙げられる。また、Ｔ
ＣＰ／ＩＰでは独自に定義したアプリケーション層プロトコルによる通信が実施されるこ
とも多い。
【００３１】
　ネットワーク通信部１０２は、４０２に示す範囲のリンク層、ネットワーク層、トラン
スポート層のプロトコル処理を実現するものである。また、アプリケーションシステム部
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１０３が実行するアプリケーション通信は、４０３のアプリケーション層のプロトコル処
理を行う。
【００３２】
　図４の４０５は、アプリケーション機器１０１が実行する通信処理を、４０１のＴＣＰ
／ＩＰプロトコルの階層モデルに対応付けて階層的に表している。ネットワーク通信部１
０２が実行する処理は、図４の４０５に示す範囲の処理である。
【００３３】
　その中で、４０７で示される範囲、即ち以下の３つの処理は、通信制御部１０５におい
て実行される。
　ＭＡＣ（メディアアクセス制御装置）としてのネットワーク１１６の物理媒体に対する
伝送制御処理
　ＭＡＣ制御を行うＭＡＣドライバの処理
　ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスとの対応付けを解決するためのプロトコルであるＡＲＰ
プロトコルの処理
【００３４】
　また、４０８で示される範囲、即ちネットワーク層プロトコルであるＩＰｖ４、ＩＰｖ
６、ＩＣＭＰの処理や、トランスポート層プロトコルであるＵＤＰ、ＴＣＰの処理は、プ
ロトコル処理部１０７において実行される。
【００３５】
　一方、アプリケーションシステム部１０３が実行する処理は、４０６の範囲であり、ア
プリケーション機器１０１のアプリケーション通信で使用する全てのアプリケーション層
プロトコル処理である。
【００３６】
　４０４に示すＴＣＰ／ＩＰ通信の分担処理によって、アプリケーション機器１０１のア
プリケーション通信は、アプリケーションシステム部１０３がネットワーク通信部１０２
の通信機能を利用して実現する。
【００３７】
　以上のような実施構成において、アプリケーション機器１０１がアプリケーション層の
プロトコルを用いて通信を実行している状態では、少なくともネットワーク通信部１０２
、システムバス１０９、ＣＰＵ１１０、ＲＯＭ１１１、ＲＡＭ１１２、電源制御部１１５
が動作している。このときの消費電力の状態を、消費電力の通常状態と呼ぶものとする。
通常状態では、アプリケーションシステム部１０３内のその他の装置であるアプリケーシ
ョン機能部Ａ（１１３）や、アプリケーション機能部Ｂ（１１４）が動作する場合には消
費電力が上昇し、動作しない場合にはそれらの分の消費電力が抑えられる。上述したよう
に、アプリケーションシステム部の１０９から１１４までのハードウェア装置への電力供
給の制御が、電源制御部１１５によってなされている。
【００３８】
　一方、アプリケーション通信を実行しない期間は、アプリケーション機器１０１は、ア
プリケーションシステム部１０３内の１０９から１１４までのハードウェア装置の電源を
オフにして動作を停止する。そして、アプリケーション機器１０１は、ネットワーク通信
部１０２と、電源制御部１１５とだけを動作させておく。このことによって、アプリケー
ション機器１０１は、消費電力を大きく低減させる低消費電力状態にすることができる。
【００３９】
　図５は、アプリケーション機器１０１の消費電力の通常状態と、低消費電力状態との状
態遷移図である。５０１は消費電力の通常状態を表し、５０２は低消費電力状態を表す。
消費電力の通常状態では、アプリケーション通信を実行中のとき（５０３）そのまま通常
状態を維持する。
【００４０】
　そして、全てのアプリケーション通信が終了してからアプリケーション機器１０１のＲ
ＯＭ１１１等に予め設定されたある一定時間が経過した場合（５０４）、低消費電力状態
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５０２に移行する。或いは、アプリケーション機器１０１が初めて電源を投入された初期
起動処理後、ＲＯＭ１１１等に予め設定されたある一定時間内にアプリケーション通信が
１つも実行されていない場合にも、低消費電力状態５０２に移行する。
【００４１】
　一方の５０２の低消費電力状態では、アプリケーション機器１０１に利用者からのアプ
リケーション通信の開始要求を受信したとき（５０５）に、消費電力の通常状態５０１に
移行する。
【００４２】
　次に、アプリケーション機器１０１が低消費電力状態においてクライアント機器等から
アプリケーション通信の開始要求を受信したときの動作の概略を、図６を参照して説明す
る。
　図６の６０１はアプリケーション機器を表し、図３におけるアプリケーション機器１０
１と一致する。アプリケーション機器６０１は、ネットワーク通信部６０２と、アプリケ
ーションシステム部６０３とで構成されており、それぞれ、図３のネットワーク通信部１
０２と、アプリケーションシステム部１０３とに一致する。
【００４３】
　アプリケーション機器６０１は、クライアント機器６０４で表されており、アプリケー
ション機器６０１との間にはネットワーク経路６０５が存在している。６０５のネットワ
ーク経路はＬＡＮ、又はＬＡＮ間をＷＡＮで経由したネットワーク、更にインターネット
を経由することがあってもよい。
【００４４】
　利用者であるクライアント機器６０４は、アプリケーション機器６０１に対してアプリ
ケーション通信の開始要求６０６を送信する。アプリケーション機器（サーバ機器）６０
１では、ネットワーク通信部６０２がアプリケーション通信の開始要求６０６の受信を行
う。ネットワーク通信部６０２は、アプリケーション通信の開始要求６０６を受信すると
、クライアント機器６０４に確認応答６０７を送信すると共に、アプリケーションシステ
ム部６０３に電源を投入する（６０９）。
【００４５】
　次に、アプリケーション機器１０１の低消費電力状態において、ネットワーク通信部１
０２における通信処理について説明する。まず、ネットワーク通信部１０２は、ネットワ
ーク１１６へ能動的にフレームを送信する又は通信することは行わない。即ち、ネットワ
ーク１１６から到着するデータフレームの受信処理を行い、フレームの送信が必要である
場合において送信を行う。
【００４６】
　以下、ネットワーク１１６がイーサネット（登録商標）である場合を例に挙げて説明す
る。通信制御部１０５は、ネットワーク１１６（イーサネット（登録商標））を流れるフ
レームの中で、宛て先アドレスが自装置のＭＡＣアドレス、或いはブロードキャストアド
レスのフレームだけを受信してローカルＲＡＭ１０６に書き込む。その後、通信制御部１
０５は、受信フレームのフレームヘッダを解析し、フレームが格納するデータの通信プロ
トコルを調べる。
【００４７】
　図７は、イーサネット（登録商標）プロトコル通信におけるデータフレーム形式を表す
図である。図７の７０１は宛先アドレス、７０２は送信元のアドレスを表す。続く７０３
は、上位層のプロトコルを区別するタイプＩＤ（識別子）を示し、７０４は、フレームが
運ぶデータである。７０３のタイプＩＤの値は、７０４のデータがＩＰパケットの場合は
０ｘ０８００、７０４のデータがＡＲＰプロトコルのパケットの場合は０ｘ０８０６が設
定される。
【００４８】
　フレームの最後には４バイトのＦＣＳ（Ｆｒａｍｅ　Ｃｈｅｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）
が格納される。ＦＣＳは、７０１の宛先アドレスから７０４のデータまでにビット誤りが
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発生していないかを検出する為に付与されるＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　Ｃｈｅｃｋ）コードである。
【００４９】
　したがって、通信制御部１０５は、受信フレームのヘッダを解析し、図７の７０３に示
すイーサネット（登録商標）ヘッダのタイプフィールドが０ｘ０８００であれば、ＩＰプ
ロトコルであるのでプロトコル処理部１０７に受信処理を開始させる。イーサネット（登
録商標）ヘッダのタイプフィールドが、０ｘ０８０６であれば、ＡＲＰパケットを受信し
たことになり、ＡＲＰパケットの解析を行う。
【００５０】
　通信制御部１０５は、ＡＲＰパケットを受信した場合、ＡＲＰパケットが自アプリケー
ション機器１０１のＩＰアドレス対応するＭＡＣアドレスを尋ねるＡＲＰリクエストであ
るならば、以下の処理を行う。つまり、通信制御部１０５は、ＡＲＰリクエストの送信元
に自装置のＭＡＣアドレスを返答するため、ＡＲＰリプライパケットを作成しネットワー
ク１１６に送信する。一方、ＡＲＰパケットが自アプリケーション機器１０１のＩＰアド
レス対応するＭＡＣアドレスを尋ねるＡＲＰリクエストでなければ、通信制御部１０５は
、ＡＲＰパケットを破棄して何も処理を行わない。
【００５１】
　次に、アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部１
０７の処理について説明する。通信制御部１０５によって受信したフレームデータが、ロ
ーカルＲＡＭ１０６に記憶され、更にＩＰパケットを含むと判定された場合、プロトコル
処理部１０７は、通信制御部１０５から処理開始指示の通知を受け取って、処理を開始す
る。
【００５２】
　プロトコル処理部１０７の主な役割は、受信ＩＰパケットが、アプリケーション層にお
けるアプリケーション通信の開始要求であるならば、電源制御指示を行い、アプリケーシ
ョンシステム部１０２を低消費電力状態から復帰させ、アプリケーション通信を開始でき
るようにすることである。
【００５３】
　プロトコル処理部１０７は、ネットワーク１１６から受信するフレームデータが、以下
の条件１～３を全て満たす場合、アプリケーション機器１０１が提供しているアプリケー
ション通信の開始要求であると判定する。条件１：アプリケーション機器１０１宛てのＴ
ＣＰパケットである。条件２：ＴＣＰコネクション開始要求のＴＣＰパケットである。条
件３：ＴＣＰパケットの宛先ポート番号がアプリケーション通信の受付けポート番号に一
致する。
【００５４】
　そして、プロトコル処理部１０７は、宛先ポート番号によって、アプリケーション機器
１０１が提供するアプリケーション通信の何れの開始要求であるかを判断する。
【００５５】
　またプロトコル処理部１０７は、アプリケーション機器１０１の低消費電力状態におい
て、アプリケーション通信を行うために起動する必要があるアプリケーションシステム部
１０３内の装置に電源を投入するため、電源制御部１１５に対して電源制御指示を行う。
このために、プロトコル処理部１０７は、ローカルＲＡＭ１０６に、アプリケーション通
信と、その受付けＴＣＰポート番号と、電源制御部１１５への電源制御指示コードとの対
応付けデータを保持している。図８は、対応付けデータの一例を示す図（その１）である
。
【００５６】
　図８において、１２０１の列は受付けＴＣＰポート番号である。１２０２の列はＴＣＰ
ポート番号に対応するアプリケーション通信の内容である。１２０３の列はアプリケーシ
ョン通信のアプリケーションプロトコル名である。１２０４の列は電源制御部１１５に対
する電源制御指示コードである。
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【００５７】
　例えば、テーブル１２０５において、ある欄では、アプリケーション機器１０１が受付
けるＴＣＰポート番号が８０であり、そのアプリケーション通信の内容は、Ｗｅｂブラウ
ジング用にアプリケーション機器１０１の操作ページの転送を示している。また、アプリ
ケーション通信に使用されるプロトコルはＨＴＴＰプロトコルであることを示している。
そして、このアプリケーション通信によって、アプリケーション機器１０１を低消費電力
状態から起動するときは、プロトコル処理部１０７が電源制御部１１５に対して、電源制
御指示コードの０ｘ４１を設定することを示している。
【００５８】
　アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部１０７の
処理を、図９、図１０、図１１及び図１２を参照しながら説明する。図９及び図１０は、
アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部１０７の処
理の一例を示すフローチャートである。また、図１１は、ＩＰパケットのパケットデータ
形式を示す図である。図１２はＴＣＰパケットデータ形式を示す図である。
【００５９】
　プロトコル処理部１０７の処理は、図９のＳ８０１から始まり、まずＳ８０２において
、受信したＩＰパケットヘッダを解析し、宛先ＩＰアドレスが、アプリケーション機器１
０１に設定されている自ＩＰアドレスに一致しているか否かを調べる。
【００６０】
　宛先ＩＰアドレスが一致していない場合、また例えばブロードキャストされたＩＰパケ
ットのような場合、プロトコル処理部１０７は、Ｓ８０６に進み、受信したＩＰパケット
を破棄して終了する。
【００６１】
　ここでＩＰパケットは、図１１に示す形式になっており、プロトコル処理部１０７は、
受信パケットの宛先ＩＰアドレスを、１０１０のフィールドを調べることによって確認す
る。プロトコル処理部１０７は、宛先ＩＰアドレスが自ＩＰアドレスと一致する場合は、
Ｓ８０３に進み、受信したＩＰパケットのデータがＴＣＰパケットか否かを調べる。
【００６２】
　プロトコル処理部１０７は、ＩＰパケットのデータがＴＣＰパケットか否かを、受信Ｉ
Ｐパケットにおいて図１１の１００９が示すフィールドの値を検査することによって調べ
る。本実施の形態において、プロトコル処理部１０７は、図１１の１００９が示すフィー
ルドの値が６の場合、ＩＰパケットのデータがＴＣＰパケットであると判定する。
【００６３】
　Ｓ８０３において、プロトコル処理部１０７は、ＩＰパケットのデータがＴＣＰパケッ
トであると判定するとＳ８０４に進み、ＩＰパケットのデータがＴＣＰパケットでないと
判定するとＳ８０６に進み、受信したＩＰパケットを破棄して処理を終了する。
【００６４】
　Ｓ８０４において、プロトコル処理部１０７は、ＴＣＰパケットのＴＣＰヘッダを解析
する。つまり、プロトコル処理部１０７は、図１２の１１０７から１１１２で示されるフ
ラグビットフィールドを調べる。プロトコル処理部１０７は、フラグのＳＹＮ（１１１１
）がオンであり、他のフラグビットであるＵＲＧ（１１０７）、ＡＣＫ（１１０８）、Ｐ
ＳＨ（１１０９）、ＲＳＴ（１１１０）、ＦＩＮ（１１１２）がオフであるならば、Ｓ８
０５に進む。つまり、プロトコル処理部１０７は、ＴＣＰコネクションの開始要求である
と判断する。プロトコル処理部１０７は、フラグのＳＹＮ（１１１１）だけがオンな訳で
はない（つまり、例えば他のフラグもオンである等）と判定すると、無効なＴＣＰパケッ
トであると判断し、Ｓ８０６において受信したＩＰパケットを破棄して処理を終了する。
【００６５】
　Ｓ８０５において、プロトコル処理部１０７は、ＴＣＰパケットの宛先ポート番号が、
アプリケーション機器（サーバ装置）１０１が提供するアプリケーション通信の受付けポ
ート番号であるか否かを調べる。プロトコル処理部１０７は、ローカルＲＡＭ１０６に保
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持する、図８に示したような対応付けデータの中に、宛先ポート番号に一致する受付けポ
ート番号があるかを検索することによって調べる。プロトコル処理部１０７は、宛先ポー
ト番号が、受付け可能なポート番号と一致したならばＳ８０７に進み、受付け可能なポー
ト番号と一致しなかったらＳ８０６に進み、受信したＩＰパケットを破棄して処理を終了
する。
【００６６】
　以上までの処理フローにおいて、Ｓ８０７に進んだ場合、プロトコル処理部１０７は、
アプリケーション通信の開始要求を受信したと判定する。そして、Ｓ８０７において、プ
ロトコル処理部１０７は、電源制御部１１５に図８の１２０４で示される電源制御コード
の中から、該当する電源制御コードを送信する。
【００６７】
　電源制御部１１５は、電源制御指示コードに従って、アプリケーションシステム部１０
３を構成する１０９から１１４までのハードウェア装置に選択的に電源を投入する処理を
実行する。
【００６８】
　プロトコル処理部１０７は、Ｓ８０７でアプリケーションシステム部１０３の起動を指
示すると、起動完了を待たず、Ｓ８０８において、ＴＣＰコネクションの開始要求に対す
る確認応答のＴＣＰ／ＩＰパケットを作成する。そして、プロトコル処理部１０７は、作
成した確認応答用のＴＣＰ／ＩＰパケットを、通信制御部１０５を介してアプリケーショ
ン通信の要求元であるクライアント機器に送出する。
【００６９】
　この確認応答用のＴＣＰ／ＩＰパケットは、ＴＣＰヘッダのフラグビットのＳＹＮ（図
１２の１１１１）と、ＡＣＫ（図１２の１１０８）とがオンである。また、このＴＣＰ／
ＩＰパケットは、応答確認番号（図１２の１１０４）に、受信したＩＰパケットが格納し
ていたＴＣＰパケットのＴＣＰシーケンス番号（図１２の１１０４）の値がセットされて
いる。
【００７０】
　Ｓ８０９と、Ｓ８１０とは、プロトコル処理部１０７が、クライアント機器に送信した
確認応答パケットに対して、クライアント機器から送信されるべき確認応答パケットの受
信を、予め設定されたタイムアウト時間まで待つ処理である。
【００７１】
　プロトコル処理部１０７は、Ｓ８０９では確認応答を待ち、Ｓ８１０では受信を待って
いる時間がタイムアウトしているか否かを調べる。プロトコル処理部１０７は、もしタイ
ムアウト期限時間内にクライアント機器からの確認応答を受信できなかった場合には、Ｓ
８１４に進み、受信できた場合にはＳ８１１に進む。
【００７２】
　Ｓ８１４において、プロトコル処理部１０７は、ＴＣＰコネクションの強制終了を行う
。つまり、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器に対して、コネクションの中断
のため、ＴＣＰヘッダのフラグビットのＲＳＴ（図１２の１１１０）がオンであるＴＣＰ
／ＩＰパケットを作成し、通信制御部１０５からネットワーク１１６に送出する。こうし
て、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器から要求されたアプリケーション通信
の開始要求を取り消す。
【００７３】
　Ｓ８１５において、プロトコル処理部１０７は、アプリケーションシステム部１０３を
再び低消費電力状態に移行するよう、電源制御部１１５に電源制御指示を電源制御部１１
５に送信する。電源制御部１１５は、前記指示を受け取ると、アプリケーションシステム
部１０３に対して、全体の電源をオフにして停止させる処理の開始指示を送信する。この
指示を受け取ると、アプリケーションシステム部１０３は、アプリケーション機器１０１
の低消費電力状態からの復帰動作中であっても、即時にシステムの停止処理を開始し、電
源をオフにする。
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【００７４】
　Ｓ８１１からＳ８１３までは、プロトコル処理部１０７が、アプリケーションシステム
部１０３の起動完了の通知を待ちながら、起動完了までの間にクライアント機器からのパ
ケットを受信したときにアプリケーション通信時のデータを一時保存しておく処理を行う
。
【００７５】
　アプリケーションシステム部１０３のＣＰＵ１１０は、起動完了を確認すると、プロト
コル処理部１０７に対して起動完了した旨の通知（起動完了通知）を行う。Ｓ８１１にお
いて、プロトコル処理部１０７は、この起動完了通知を受け取ったか否かを確認する。プ
ロトコル処理部１０７は、起動完了通知を受け取っていないと判定すると、Ｓ８１２に進
む。
【００７６】
　Ｓ８１２において、プロトコル処理部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライ
アント機器からアプリケーション通信パケットを受信しているか否かを判断する。プロト
コル処理部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライアント機器からアプリケーシ
ョン通信パケットを受信していると判断すると、Ｓ８１３に進む。一方、プロトコル処理
部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライアント機器からアプリケーション通信
パケットを受信していないと判断すると、Ｓ８１１に戻る。
【００７７】
　Ｓ８１３において、プロトコル処理部１０７は、アプリケーション通信データをローカ
ルＲＡＭ１０６に記憶しておく。
【００７８】
　一方、Ｓ８１１において、プロトコル処理部１０７が、起動完了通知を受け取ったと判
定すると、Ｓ８１６に進む。なお、Ｓ８１６は、図１０のＳ９０１へと続き、次のプロト
コル処理部１０７の処理は、Ｓ９０２となる。
【００７９】
　Ｓ９０２において、プロトコル処理部１０７は、アプリケーションシステム部１０３に
対して、どのアプリケーション通信を開始するべきかを通知する。より具体的に説明する
と、プロトコル処理部１０７は、ＣＰＵ１１０で動作するシステムプログラムに、図８の
１２０２と、１２０３とで示されるアプリケーション通信の内容（種類）及び使用するア
プリケーションプロトコルを通知する。
【００８０】
　ＣＰＵ１１０で動作するシステムプログラムは、プロトコル処理部１０７からの通知で
指定されたアプリケーション通信に必要なアプリケーションシステム部１０３の準備処理
を行う。そして、ＣＰＵ１１０で動作するシステムプログラムは、アプリケーション通信
データの出力と、入力とで使用するＲＡＭ１１２上のメモリ領域のアドレス及びサイズを
、プロトコル処理部１０７に通知する。つまり、ＣＰＵ１１０で動作するシステムプログ
ラムは、アプリケーション通信に使用する送信バッファと、受信バッファとの通知を行う
。
【００８１】
　プロトコル処理部１０７の処理はＳ９０２からＳ９０３に進む。Ｓ９０３からＳ９０６
までは、プロトコル処理部１０７が、アプリケーション通信に使用する送信バッファと、
受信バッファとの通知を待つ。そして、プロトコル処理部１０７は、通知を待つ間に、ク
ライアント機器からアプリケーション用のパケットであるアプリケーション通信パケット
を受信した場合には、そのアプリケーション通信パケットをアプリケーション通信データ
として一時保存しておく。
【００８２】
　Ｓ９０３において、プロトコル処理部１０７は、アプリケーションシステム部１０３か
ら送信バッファと、受信バッファとの通知を受け取っているか否かを判断する。プロトコ
ル処理部１０７は、通知を受け取っていると判断した場合、Ｓ９０４に進み、通知を受け
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取っていないと判断した場合Ｓ９０５に進む。
【００８３】
　Ｓ９０５において、プロトコル処理部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライ
アント機器からアプリケーション通信パケットを受信しているか否かを判断する。プロト
コル処理部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライアント機器からアプリケーシ
ョン通信パケットを受信していると判断すると、Ｓ９０６に進む。一方、プロトコル処理
部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライアント機器からアプリケーション通信
パケットを受信していないと判断すると、Ｓ９０３に戻る。Ｓ９０６において、プロトコ
ル処理部１０７は、クライアント機器からのアプリケーション通信データをローカルＲＡ
Ｍ１０６に記憶する。
【００８４】
　Ｓ９０４において、プロトコル処理部１０７は、図９のＳ８１３や、Ｓ９０６において
クライアント機器からのアプリケーション通信データをローカルＲＡＭ１０６に記憶して
いたか否かを判断する。プロトコル処理部１０７は、アプリケーション通信データをロー
カルＲＡＭ１０６に記憶していた場合は、Ｓ９０７に進み、アプリケーション通信データ
をローカルＲＡＭ１０６に記憶していなかった場合は、Ｓ９０８に進む。
【００８５】
　Ｓ９０７において、プロトコル処理部１０７は、ローカルＲＡＭ１０６に記憶しておい
たアプリケーション通信データをＲＡＭ１１２の受信バッファ領域に転送する。
【００８６】
　Ｓ９０８において、プロトコル処理部１０７は、アプリケーション通信の開始を、アプ
リケーションシステム部１０３に通知する。ＣＰＵ１１０で動作中のシステムプログラム
は、この通知を確認すると、アプリケーション通信を開始する。
【００８７】
　以上が、アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部
１０７における処理動作である。なお、上記では、プロトコル処理部１０７の処理におい
て、ＩＰパケットのＩＰヘッダチェックサムや、ＴＣＰパケットのＴＣＰチェックサムの
検査についての処理は、説明を省略した。プロトコル処理部１０７は、それぞれのパケッ
トのヘッダ解析時（Ｓ８０２やＳ８０４）において、チェックサムの検査をい、パケット
にデータ誤りがあると判断すると、受信パケットを破棄するものとする。
【００８８】
　次にアプリケーション機器１０１と、クライアント機器との間のアプリケーション通信
の開始初期における正常系の送受信シーケンスを、図１３を参照しながら説明する。
【００８９】
　図１３の１３０１はクライアント機器側の時間軸、１３０２はアプリケーション機器１
０１側の時間軸を表し、両時間軸間にある１３０３から１３１０までの矢印は、通信デー
タの送信方向を示す。
【００９０】
　１３０３はＴＣＰコネクションの開始要求の通信パケットを表す。即ちアプリケーショ
ン通信の開始を要求するＴＣＰパケットのことである。アプリケーション機器１０１は、
開始要求の通信パケット１３０３を受信すると、ＴＣＰコネクションの開始要求に対する
確認応答のＴＣＰパケット１３０４を送信する。クライアント機器は、確認応答のＴＣＰ
パケット１３０４を受信すると、確認応答のＴＣＰパケット１３０４に対する１３０５の
確認応答のＴＣＰパケットを、アプリケーション機器１０１に送信する。
【００９１】
　クライアント機器及びアプリケーション機器１０１は、この３回のＴＣＰパケットのや
り取り（１３１１）によってＴＣＰコネクションは確立されたものとみなす。１３１１の
ＴＣＰコネクションを確立する通信は、３ウェイハンドシェイクと呼ばれている。
【００９２】
　こうしてクライアント機器と、アプリケーション機器との間でＴＣＰコネクションが確
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立されると、クライアント機器は、アプリケーション機器１０１に対し、ＨＴＴＰやＦＴ
Ｐ等のアプリケーションプロトコルによる通信を始める。１３０６～１３０７までの矢印
が示す通信パケットは、アプリケーション通信（１３１２）を表している。
【００９３】
　アプリケーション機器１０１が低消費電力状態（アプリケーションシステム部１０３に
おいて電源制御部１１５を除くハードウェア装置の電力の供給をオフにした状態）におい
て、クライアント機器からアプリケーション通信の開始要求を受信し、アプリケーション
システム部１０３が起動される。この場合、１３１１のＴＣＰコネクションを確立するま
での通信をネットワーク通信部１０２で実行する。そして、１３１２のアプリケーション
通信は、ネットワーク通信部１０２と、起動されたアプリケーションシステム部１０３と
によって実行されることになる。
【００９４】
　本実施形態によれば、アプリケーション機器１０１がアプリケーション通信を実行しな
い間は、アプリケーションシステム部１０３において電源制御部１１５を除くハードウェ
ア装置の電力の供給をオフにすることができ、低消費電力を実現することができる。
【００９５】
　また、本実施形態によれば、アプリケーション通信の開始要求を、ＴＣＰ通信コネクシ
ョンを開始する宛先ポート番号がアプリケーション通信毎の受付けポート番号の何れかで
あるＴＣＰパケットを受信した場合としている。このことにより、標準的なＴＣＰ／ＩＰ
プロトコル通信で、アプリケーション機器１０１の遠隔起動を実現することができ、特別
な手段を設ける必要がない。
【００９６】
　更に、本実施形態によれば、アプリケーション機器１０１の低消費電力状態においてア
プリケーションシステム部１０３内の電源がオフである装置の内、アプリケーション通信
の実行に必要となる装置だけを選択的に起動する。よって、低消費電力状態からの復帰に
かかる時間を短縮することができる。更にプロトコル処理部１０７が、アプリケーション
システム部１０３の起動完了を待たずにアプリケーション通信のＴＣＰコネクションを確
立するため、アプリケーションシステム部１０７は起動後に直ぐにアプリケーション通信
を開始することができる。
【００９７】
（実施形態２）
　本実施形態では、実施形態１で示したアプリケーション機器１０１の一例としてネット
ワークカメラ１４０１を用いて説明を行う。
【００９８】
　本実施形態のネットワークカメラ１４０１は、撮影静止画データ或いは撮影動画データ
を配信する。また、ネットワークカメラ１４０１は、ネットワークカメラ１４０１と離れ
た場所にいるクライアント機器側の指示により、カメラ撮影開始や撮影停止、パン／チル
ト／ズーム等の制御が可能である。また、ネットワークカメラ１４０１は、撮影した静止
画や動画を蓄積する２次記憶装置を有し、以前に撮影した静止画や動画データをクライア
ント機器に転送できる。また、ネットワークカメラ１４０１は、組込みＷｅｂサーバの機
能を有している。つまり、利用者は、ネットワークを介して接続されたＰＣや携帯電話等
のＷｅｂブラウザから、撮影画像の表示、カメラ操作、或いはシステム設定を行うことが
できる。なお、これらの各機能はネットワークを介した通信を利用して実現されている。
【００９９】
　図１４は、ネットワークカメラの一例を示すブロック図（その１）である。図３と同じ
符号の構成は第１の実施の形態において説明した機能と同様の機能を果たすものとしてそ
の説明を省略する。図１４に示されるように、アプリケーションシステム部１０３として
カメラシステム部１４０３が構成されたものである。
【０１００】
　カメラシステム部１４０３のＲＯＭ１１２は、カメラシステムを実行するプログラムが
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格納されている。ＲＯＭ１１１からＲＡＭ１１２にカメラシステムプログラムが読み込ま
れ、ＣＰＵ１１０によって実行される。
【０１０１】
　また、システムバス１０９に接続されている二次記憶装置１４１３は、例えばハードデ
ィスク装置、或いはＣＦカードやＳＤカード等の記憶容量が大きなメモリに記憶するため
の不揮発性メモリ装置である。二次記憶装置１４１３は、主にネットワークカメラ１４０
１が撮影した静止画や動画データをファイル形式で保存するために使用される。
【０１０２】
　また、システムバス１０９に接続されている撮像部１４１４は、ネットワークカメラ１
４０１の撮像部であり、レンズ、ＣＣＤ（光電変換素子）、ＣＣＤ制御部等を含む。撮像
部１４１４は、レンズを通して投影される撮像を、ＣＣＤによってアナログ電気信号に変
換する。また、撮像部１４１４は、アナログ電気信号に変換された撮像画像から、ノイズ
除去等の処理を施し、デジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換を行う。
【０１０３】
　また、システムバス１０９に接続されているエンコーダ１４１５は、非圧縮デジタル画
像データのエンコード（圧縮符号化）を実行する。撮像部１４１４が一定の周期で非圧縮
デジタル画像データを出力し、エンコーダ１４１５が非圧縮デジタル画像データをエンコ
ードすることにより、クライアント機器に配信する静止画データや、動画が生成される。
なお、本実施形態におけるエンコーダ１４１５は、画像データの高速なエンコード処理を
実現するハードウェア装置であり、複数のエンコード形式に対応する。エンコード形式に
は、ＪＰＥＧや、ＭＰＥＧ４を含む。
【０１０４】
　ネットワークカメラ１４０１のアプリケーション機能は、カメラシステム部１４０３で
実現される。また、ＣＰＵ１１０で実行されるシステムプログラムは、アプリケーション
機能の一部であるアプリケーション通信を行う。例えば、撮影映像のストリーミング配信
は、撮像部１４１４が撮影した非圧縮画像フレームデータをエンコーダ１４１５によって
エンコードし、圧縮画像データをＲＡＭ１１２に出力する。ＣＰＵ１１０で実行されるシ
ステムプログラムは、ＲＡＭ１１２上の圧縮画像データからストリーミングプロトコルで
送信可能な形式のストリーミングデータを作成する。そして、ＣＰＵ１１０で実行される
システムプログラムは、下位層のＴＣＰ／ＩＰプロトコル処理機能を有するネットワーク
通信部１０２を利用して、ストリーミングデータを配信先に送信する。
【０１０５】
　また、遠隔撮影操作に応じた撮影等は、ＣＰＵ１１０が実行するカメラシステムプログ
ラムが、クライアント機器からの撮影操作コマンドを受信、解釈する。そして撮像部１４
１４、エンコーダ１４１５に撮影操作コマンドに応じた動作制御を指示することで実行さ
れる。なお、より詳細に説明すると、まず、ネットワーク通信部１０２が通信パケットを
受信し、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルのパケット受信処理が行われる。その後、撮影操作コマ
ンド用のプロトコルのデータ形式であるデータセグメントが、システムプログラムに入力
されることによって、利用者からの撮影操作コマンドの受信がなされる。
【０１０６】
　ネットワークカメラ１４０１は、アプリケーション通信を実行している間は、少なくと
もネットワーク通信部１０２、システムバス１０９、ＣＰＵ１１０、ＲＯＭ１１１、ＲＡ
Ｍ１１２、電源制御部１１５が動作している。一方、ネットワークカメラ１４０１は、ア
プリケーション通信を実行しない期間は、カメラシステム部１４０３内の各ハードウェア
装置の電源をオフにして動作を停止する。そして、ネットワークカメラ１４０１は、ネッ
トワーク通信部１０２と、電源制御部１１５とだけを動作させておく。このことにより、
消費電力を大きく低減させる低消費電力状態にすることができる。
【０１０７】
　ネットワークカメラ１４０１は、低消費電力状態において、ネットワーク通信部１０２
と、電源制御部１１５とだけが動作し、クライアント機器からのアプリケーション通信の
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開始要求を待機する。また、ネットワーク通信部１０２は、アプリケーション通信の開始
要求を受信すると、カメラシステム部１４０３を構成する装置の内、アプリケーション通
信を実行するのに必要な装置の電源をオンにする。このことによって、カメラシステム部
１４０３と、ネットワーク通信部１０２とが動作してアプリケーション通信を開始するこ
とができる。
【０１０８】
　アプリケーション通信の開始要求は、ネットワークカメラ１４０１宛てのＴＣＰパケッ
トであり、且つＴＣＰコネクション開始要求のパケットであり、更にＴＣＰパケットの宛
先ポート番号がアプリケーション通信の受付けポート番号に一致することが条件である。
この条件が満たされた場合、アプリケーション通信の開始要求であると判定される。
【０１０９】
　このアプリケーション通信の開始要求の判定処理は、プロトコル処理部１４０７によっ
て実行される。ネットワークカメラ１４０１が低消費電力状態の場合、プロトコル処理部
１０７は、アプリケーション通信の開始要求であると判定した場合、カメラシステム部１
４０３内の装置に電源を投入するため、電源制御部１４１６に対して電源制御指示を行う
。
【０１１０】
　プロトコル処理部１０７は、アプリケーション通信の開始要求の判定処理を行うため、
ローカルＲＡＭ１０６にアプリケーション通信、その受付けＴＣＰポート番号、及び電源
制御部１１５への電源制御指示コードの対応付けデータを保持している。図１５は、対応
付けデータの一例を示す図（その２）である。
【０１１１】
　図１５において、１５０１の項目は受付けＴＣＰポート番号である。１５０２の項目は
ＴＣＰポート番号に対応するアプリケーション通信の内容（種類）である。１５０３の項
目はアプリケーション通信のアプリケーションプロトコル名である。１５０４の項目は電
源制御部１１５に対する電源制御指示コードである。また、１５０４の項目はその電源制
御指示コードによって起動される、カメラシステム部１４０３内の装置である。
【０１１２】
　例えば１５０６のエントリでは、ネットワークカメラ１４０１が受付けるＴＣＰポート
番号が８０８０であり、そのアプリケーション通信は、ネットワークカメラ１４０１が撮
影する映像のストリーミング配信であることを示している。また、１５０６のエントリで
は、ストリーミング配信に使用するアプリケーションプロトコルはＨＴＴＰプロトコルで
あることを示している。また、１５０６のエントリでは、このアプリケーション通信によ
って、ネットワークカメラ１４０１が低消費電力状態から起動するときは、プロトコル処
理部１０７が電源制御部１４１６に対して、電源制御指示コード０ｘ８１を設定すること
を示している。また、１５０６のエントリでは、電源を投入して起動される装置は、シス
テムバス１０９、ＣＰＵ１１０、ＲＯＭ１１１、ＲＡＭ１１２、撮像部１４１４、エンコ
ーダ１４１５であることを示している。
　その他の処理は第１の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１１３】
　本実施形態によれば、ネットワークカメラ１４０１は、アプリケーション通信を実行し
ない間、カメラシステム部１４０３の電源制御部１１５を除く全てのハードウェア装置の
電源をオフにすることができ、消費電力を抑えることができる。
【０１１４】
　また、本実施形態では、アプリケーション通信の開始要求を、ＴＣＰ通信コネクション
を開始する宛先ポート番号がアプリケーション通信毎の受付けポート番号の何れかである
ＴＣＰパケットを受信した場合としている。よって、標準的なＴＣＰ／ＩＰプロトコル通
信で、遠隔起動を実現することができる。
【０１１５】
　また、本実施形態では、ネットワークカメラ１４０１の低消費電力状態においてカメラ
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システム部１４０３内の電源がオフである装置の内、アプリケーション通信の実行に必要
となる装置だけを選択的に起動する。よって、低消費電力状態からの復帰にかかる時間を
短縮することができる。
【０１１６】
　また、本実施形態では、プロトコル処理部１０７が、カメラシステム部１４０３の起動
完了を待たずにアプリケーション通信のＴＣＰコネクションを確立する。よって、カメラ
システム部１４０３は起動後直ぐにアプリケーション通信を開始することが可能となる。
【０１１７】
（実施形態３）
　実施形態３では、クライアント機器からのアプリケーション通信開始要求に応じて、必
要ならばアプリケーション機器が、クライアント機器の認証を行って、認証に成功すると
低消費電力状態から復帰する例を説明する。なお、実施形態３では、主に実施形態１とは
異なる点を説明し、同じ点は説明を省略する。
【０１１８】
　図１６は、アプリケーション機器の一例を示すブロック図（その２）である。図１６に
示されるように、アプリケーション機器１０１は、ネットワーク通信部１０２と、アプリ
ケーションシステム部１０３と、から構成される。
【０１１９】
　図１６に示される構成は、実施形態１の図３に示した構成と比べて、ネットワーク通信
部１０２に、暗号処理部１１５と、鍵管理・認証処理部１１６と、が更に含まれている点
が異なる。
【０１２０】
　ネットワーク通信部１０２の暗号化通信に関する機能は、プロトコル処理部１０７と、
暗号処理部１１７と、鍵管理・認証処理部１１８と、によって実現される。暗号化通信セ
ッションの開設のネゴシエーション処理や、暗号化通信プロトコル処理は、プロトコル処
理部１０７が実行する。プロトコル処理部１０７は、通信データの暗号化処理や、復号化
の計算処理、通信データのメッセージダイジェストの計算処理を、暗号処理部１１７を制
御して実行する。また、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器の認証に関わる処
理や、通信データの暗号化や復号化に使用する鍵データの管理を、鍵管理・認証処理部１
１８を制御して実行する。
【０１２１】
　暗号化処理部１１７は、暗号化通信における通信データの圧縮／伸長、暗号化／復号化
のアルゴリズム計算処理や、暗号鍵を使用した通信データのメッセージダイジェストの計
算処理を行うハードウェア装置である。また、暗号化処理部１１７は、所定範囲内の乱数
を生成する。暗号化処理部１１７が対応可能な暗号化アルゴリズムには、例えばＲＣ２、
ＲＣ４、ＤＥＳ、３ＤＥＳ、ＡＥＳ、ＲＳＡ、ＤＨ、ＤＳＳが挙げられる。また、暗号化
処理部１１７が対応可能なメッセージダイジェストの計算アルゴリズムには、例えばＭＤ
５、ＳＨＡ１が挙げられる。
【０１２２】
　鍵管理・認証処理部１１８は、暗号化通信の鍵管理や、クライアント機器の認証に関わ
る複数の処理を実行するハードウェア装置である。まず、鍵管理・認証処理部１１８は、
公開鍵暗号方式におけるアプリケーション機器１０１の公開鍵と、秘密鍵との管理、アプ
リケーション機器１０１自身の電子証明書を管理する。また、鍵管理・認証処理部１１８
は、複数の認証処理を実行する。例えば、鍵管理・認証処理部１１８は、クライアント機
器の電子証明書を検証し、信頼できる相手であるか否かを判断する認証処理や、クライア
ント機器のＩＤと、パスワードとで利用権限を認証する認証処理等を行う。更に、鍵管理
・認証処理部１１８は、各々の認証処理における各種秘匿情報の管理も行う。また、鍵管
理・認証処理部１１８は、各々の暗号化通信セッションで通信の暗号化に使用する共通鍵
の生成と、管理とを行う。
【０１２３】
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　ローカルＲＡＭ１０６は、通信制御部１０５や、プロトコル制御部１０７、暗号処理部
１１７、鍵管理・認証処理部１１８の処理におけるデータの一時記憶領域に使用される。
【０１２４】
　なお、本実施形態において、クライアント機器も、図１６に示されるようなネットワー
ク通信部１０２や、電源制御部１１５等を有する構成であってもよい。
【０１２５】
　アプリケーション機器１０１のアプリケーション機能は、アプリケーションシステム部
１０３で実現される。また、ＣＰＵ１１０で実行されるシステムプログラムは、アプリケ
ーション機能の一部であるアプリケーション通信を行う。アプリケーション通信はＴＣＰ
／ＩＰプロトコルを利用した通信である。またアプリケーション通信によっては、暗号化
通信を必要とする。ＴＣＰ／ＩＰプロトコル処理と、暗号化通信処理とはネットワーク通
信部１０２において実行される。このような通信処理の機能分担について図１７を参照し
て説明する。
【０１２６】
　図１７に示す階層モデル４０１において、暗号化通信プロトコルは、トランスポート層
と、アプリケーション層４０３との間に位置するセッション層で表される。セッション層
は、下位にトランスポート層のプロトコルを使用し、上位層のアプリケーションプロトコ
ルに論理的な通信リンクを提供する。ＳＳＬや、ＴＬＳはセッション層のプロトコルであ
り、アプリケーション通信の内容を暗号化し、下位層のプロトコルにＴＣＰを利用して信
頼性のある送受信を行うための通信リンク（暗号化通信セッション）を開設する。
【０１２７】
　４０８で示される範囲、即ちネットワーク層プロトコルであるＩＰｖ４、ＩＰｖ６、Ｉ
ＣＭＰの処理や、トランスポート層プロトコルであるＵＤＰ、ＴＣＰの処理はプロトコル
処理部１０７において実行される。そして、ＳＳＬや、ＴＬＳの暗号化通信処理は、プロ
トコル処理部１０７と、暗号処理部１１７と、鍵管理・認証処理部１１８とが協調動作し
て実行される。
【０１２８】
　次に、低消費電力状態において利用者からのアプリケーション通信の開始要求を受信し
たときの通信動作の概略を、図１８を参照して説明する。図１８の６０１はアプリケーシ
ョン機器を表し、図１６におけるアプリケーション機器１０１と一致する。アプリケーシ
ョン機器６０１は、ネットワーク通信部６０２と、アプリケーションシステム部６０３と
で構成しており、それぞれ、図１６のネットワーク通信部１０２と、アプリケーションシ
ステム部１０３とに一致する。説明の簡略化のため、図６との差異の部分のみを説明する
。
【０１２９】
　利用者であるクライアント機器６０４は、アプリケーション機器６０１に対してアプリ
ケーション通信の開始要求６０６を送信する。アプリケーション機器６０１では、ネット
ワーク通信部６０２がアプリケーション通信の開始要求６０６の受信を行う。ネットワー
ク通信部６０２は、アプリケーション通信の開始要求を受信すると、クライアント機器６
０４との間に通信コネクション６０７を確立する。
【０１３０】
　開始要求されたアプリケーション通信がクライアント機器６０４の認証を必要とする場
合、ネットワーク通信部６０２は、通信コネクション６０７上に暗号化通信セッション６
０８を開設する。ネットワーク通信部６０２における認証処理は、暗号化通信セッション
６０８の開設時のネゴシエーションのときか、或いは暗号化通信セッション６０８の開設
後の暗号化通信のときに実行される。なお、クライアント機器６０４の認証を必要としな
い場合は、ネットワーク通信部６０２は、暗号化通信セッション６０８を開設（生成）し
ない。こうしてアプリケーション通信を行うための通信の準備が整うと、ネットワーク通
信部６０２は、アプリケーションアプリケーションシステム部６０３に電源を投入する（
６０９）。
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【０１３１】
　本実施の形態におけるプロトコル処理部１０７は、第１の実施形態の処理に加えて、ア
プリケーション通信がクライアント機器の認証が必要なアプリケーション通信か否かを判
断する。プロトコル処理部１０７は、クライアント機器の認証が必要なアプリケーション
通信であると判断すると、認証方法を決定する。なお、クライアント機器の認証を必要と
する場合、何れのアプリケーション通信も暗号化通信となる。プロトコル処理部１０７は
、クライアント機器とのＴＣＰコネクションの確立後に、暗号処理部１１７と、鍵管理・
認証処理部１１８とを制御して、ＳＳＬ或いはＴＬＳをベースとした暗号化通信セッショ
ンの開設処理を実行する。また、プロトコル処理部１０７は、暗号処理部１１７と、鍵管
理・認証処理部１１８とを制御して、クライアント機器の認証処理を行う。
【０１３２】
　また、クライアント機器の認証が必要でない場合或いはクライアント機器の認証が成功
した場合、プロトコル処理部１０７は、電源制御部１１５に対して電源制御指示を行う。
電源制御部１１５は、前記電源制御指示に基づいて、アプリケーション通信に係るアプリ
ケーションシステム部１０３内のハードウェア装置に電源を投入する。
【０１３３】
　本実施の形態において、図８に示す項目に加えて、クライアント機器の認証方法に関す
る項目を加えたデータをテーブルとして保持している。図１９は、対応付けデータテーブ
ルの一例であるテーブル１９０６を示す図（その３）である。図８と同一符号は同一の項
目を示している。
【０１３４】
　図１９において、項目１９０４はアプリケーション通信におけるクライアント機器の認
証方法である。
【０１３５】
　例えば、テーブル１９０６のある欄では、アプリケーション機器１０１が受付けるＴＣ
Ｐポート番号が８０である場合、そのアプリケーション通信の内容は、Ｗｅｂブラウジン
グ用のアプリケーション機器１０１を操作するページの転送を示している。また、アプリ
ケーション通信に使用されるプロトコルはＨＴＴＰプロトコルであることを示している。
また、項目１９０４を参照すると、このアプリケーション通信はクライアント機器の認証
が必要ないことを示している。そして、このアプリケーション通信によって、アプリケー
ション機器１０１を低消費電力状態から起動するときは、プロトコル処理部１０７が電源
制御部１１５に対して、電源制御指示コードの０ｘ４１を設定することを示している。
【０１３６】
　アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部１０７の
処理を、図２０、図２１、図２２及び図２３を参照しながら説明する。図２０～図２３は
、アプリケーション機器１０１が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部１０７の
処理フローチャートである。なお、図２０のＳ１０１からＳ１０６までの処理は、図９の
Ｓ８０１からＳ８０６までの処理と同様であるので説明を省略する。
【０１３７】
　以上の処理において、Ｓ１０８に進んだ場合、プロトコル処理部１０７は、アプリケー
ション通信の開始要求を受信したと判定する。
【０１３８】
　Ｓ１０８において、プロトコル処理部１０７は、前記受付けポート番号に基づいて、ロ
ーカルＲＡＭ１０６に保持する、図１９に示したような対応付けデータをテーブルから検
索し、クライアント機器の認証が必要であるか否かを判断する。プロトコル処理部１０７
は、クライアント機器の認証が必要であると判断すると、Ｓ１１０に進み、クライアント
機器の認証が必要でないと判断すると、Ｓ１０９に進む。
【０１３９】
　Ｓ１０９において、プロトコル処理部１０７は、電源制御部１１５に図１９の１９０５
で示される電源制御コードの中から、該当する電源制御コードを送信する。電源制御部１
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１５は、電源制御指示コードに従って、アプリケーションシステム部１０３を構成する１
０９から１１４までのハードウェア装置に選択的に電源を投入する処理を実行する。
【０１４０】
　Ｓ１１０において、プロトコル処理部１０７は、ＴＣＰコネクションの開始要求に対す
る確認応答のＴＣＰ／ＩＰパケットを作成し、通信制御部１０５を介してアプリケーショ
ン通信の要求元であるクライアント機器に送出する。このＴＣＰ／ＩＰパケットは、ＴＣ
ＰヘッダのフラグビットのＳＹＮ（図１２の１１１１）と、ＡＣＫ（図１２の１１０８）
とがオンである。また、このＴＣＰ／ＩＰパケットは、応答確認番号（図１２の１１０４
）に、受信したＩＰパケットが格納していたＴＣＰパケットのＴＣＰシーケンス番号（図
１２の１１０４）の値がセットされている。
【０１４１】
　なお、Ｓ１１０の処理は、Ｓ１０９においてアプリケーションシステム部１０３へ起動
を指示した場合は、アプリケーションシステム部１０３の起動完了を待たずに実行される
。
【０１４２】
　Ｓ１１１は、図２１のＳ２０１へと続き、次のプロトコル処理部１０７の処理は、Ｓ２
０２となる。図２１のＳ２０２と、Ｓ２０３とは、プロトコル処理部１０７が、Ｓ１１０
においてクライアント機器に送信した確認応答パケットに対して、クライアント機器から
送信されるべき確認応答パケットの受信を、予め設定されたタイムアウト時間まで待つ処
理である。なお、Ｓ２０３からＳ２０６までの処理は、図９のＳ８１０からＳ８１７まで
の処理と同様のため説明を省略する。
【０１４３】
　Ｓ２０２において、クライアント機器からの確認応答パケットを受信すると、クライア
ント機器とアプリケーション機器１０１との間でＴＣＰコネクションが確立したことにな
る。そしてＳ２０７において、プロトコル処理部１０７は、Ｓ１０８と同様、開始しよう
としているアプリケーション通信がクライアント機器の認証を必要とするか否かを判断す
る。
【０１４４】
　プロトコル処理部１０７は、認証が必要であると判断すると、Ｓ２１２に進み、認証が
必要でないと判断すると、Ｓ２０８に進む。Ｓ２１２は、図２２のＳ３０１へと続き、次
のプロトコル処理部１０７の処理は、Ｓ３０２となる。
【０１４５】
　Ｓ２０８からＳ２１０までは、プロトコル処理部１０７が、アプリケーションシステム
部１０３の起動完了の通知を待ちながら、起動完了までの間にクライアント機器からのパ
ケットを受信したときにアプリケーション通信データを一時保存しておく処理を行う。
【０１４６】
　アプリケーションシステム部１０３のＣＰＵ１１０は、起動完了を確認すると、プロト
コル処理部１０７に対して起動完了した旨の通知（起動完了通知）を行う。Ｓ２０８にお
いて、プロトコル処理部１０７は、この起動完了通知を受け取ったか否かを確認する。プ
ロトコル処理部１０７は、起動完了通知を受け取っていないと判定すると、Ｓ２０９に進
み、起動完了通知を受け取ったと判定すると、Ｓ２１１に進む。Ｓ２１１は、図２３のＳ
４０１へと続き、次のプロトコル処理部１０７の処理は、Ｓ４０２となる。
【０１４７】
　Ｓ２０９及びＳ２１０の処理は、図９のＳ８１２及びＳ８１３の処理と同様のため説明
を省略する。
【０１４８】
　本実施形態において、クライアント機器の認証方法は、大別して暗号化通信セッション
の開設時のネゴシエーションの際に行う場合と、一旦暗号化通信セッションを開設した後
に暗号化通信を利用してクライアント機器のユーザ認証を行う場合とに分けられる。
【０１４９】
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　Ｓ３０２において、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器と、ＳＳＬ又はＴＬ
Ｓの暗号化通信セッションを開設する通信処理を実行する。なお、クライアント機器の認
証を暗号化通信セッションの開設時のネゴシエーションにおいて行う場合は、プロトコル
処理部１０７は、認証処理も含めて通信処理を実行する。Ｓ３０２において、プロトコル
処理部１０７がクライアント機器の認証を行う場合、認証に失敗すると、暗号化通信セッ
ションを開設することはできない。ここで、プロトコル処理部１０７は、図１９に示した
対応付けデータに含まれる、該当する認証方法１９０４に基づいて、クライアント機器の
認証を暗号化通信セッションの開設時のネゴシエーションにおいて行うか否か判断する。
【０１５０】
　Ｓ３０３において、プロトコル処理部１０７は、暗号化通信セッションを開設できたか
否かを判断する。プロトコル処理部１０７は、暗号化通信セッションを開設できたと判断
すると、Ｓ３０６に進み、暗号化通信セッションを開設できなかったと判断すると、Ｓ３
０４に進む。Ｓ３０４において、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器とのＴＣ
Ｐコネクションを終了し、Ｓ３０５に進み、処理を終了する。
【０１５１】
　一方、Ｓ３０６において、プロトコル処理部１０７は、図１９に示した対応付けデータ
に含まれる、該当する認証方法１９０４に基づいて、ユーザ認証が必要か否かを判断する
。プロトコル処理部１０７は、ユーザ認証の必要があると判断すると、Ｓ３０７に進み、
ユーザ認証の必要がないと判断すると、Ｓ３１０に進む。
【０１５２】
　Ｓ３０７において、プロトコル処理部１０７は、暗号化通信を利用し、クライアント機
器に係るユーザのユーザ認証を行う。より具体的に説明すると、プロトコル処理部１０７
は、クライアント機器に対して、アプリケーション通信に係るユーザＩＤと、パスワード
とを要求する。プロトコル処理部１０７は、クライアント機器からユーザＩＤと、パスワ
ードとを受信すると、鍵管理・認証部１１５に、開始しようとしているアプリケーション
通信において、ユーザＩＤと、パスワードとの組でユーザ認証できるか否かを問い合わせ
る。鍵管理・認証部１１５は、ユーザＩＤと、パスワードとの組でユーザ認証できるか否
かの応答を、プロトコル処理部１０７に対して行う。また、鍵管理・認証部１１５は、ユ
ーザ認証できる場合は、ユーザ認証を行い、ユーザ認証が成功したか否かの情報をプロト
コル処理部１０７に返す。
【０１５３】
　Ｓ３０８において、プロトコル処理部１０７は、ユーザ認証できたか否かを判断する。
プロトコル処理部１０７は、ユーザ認証できたと判断すると、Ｓ３１０に進み、ユーザ認
証できなかったと判断すると、Ｓ３０９に進む。プロトコル処理部１０７は、鍵管理・認
証部１１５よりユーザ認証が成功した旨の情報を受け取ると、ユーザ認証できたと判断す
る。
【０１５４】
　Ｓ３０９において、プロトコル処理部１０７は、クライアント機器との暗号化通信セッ
ションを終了し、Ｓ３０４に進む。一方、Ｓ３１０において、プロトコル処理部１０７は
、プロトコル処理部１０７は、電源制御部１１５に図８の１２０４で示される電源制御コ
ードの中から、該当する電源制御コードを送信する。電源制御部１１５は、電源制御指示
コードに従って、アプリケーションシステム部１０３を構成する１０９から１１４までの
ハードウェア装置に選択的に電源を投入する処理を実行する。
【０１５５】
　Ｓ８１１からＳ８１３までは、プロトコル処理部１０７が、アプリケーションシステム
部１０３の起動完了の通知を待ちながら、起動完了までの間にクライアント機器からのパ
ケットを受信したときにアプリケーション通信データを一時保存しておく処理を行う。
【０１５６】
　アプリケーションシステム部１０３のＣＰＵ１１０は、起動完了を確認すると、プロト
コル処理部１０７に対して起動完了した旨の通知（起動完了通知）を行う。Ｓ３１１にお
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いて、プロトコル処理部１０７は、この起動完了通知を受け取ったか否かを確認する。プ
ロトコル処理部１０７は、起動完了通知を受け取っていないと判定すると、Ｓ３１２に進
む。
【０１５７】
　Ｓ３１２において、プロトコル処理部１０７は、通信制御部１０５等を介して、クライ
アント機器から暗号化通信データを受信しているか否かを判断する。プロトコル処理部１
０７は、通信制御部１０５等を介して、クライアント機器から暗号化通信データを受信し
ていると判断すると、Ｓ３１３に進む。一方、プロトコル処理部１０７は、通信制御部１
０５等を介して、クライアント機器から暗号化通信データを受信していないと判断すると
、Ｓ３１１に戻る。
【０１５８】
　Ｓ３１３において、プロトコル処理部１０７は、暗号処理部１１７を用いて暗号化通信
データを復号化してアプリケーション通信データを生成し、ローカルＲＡＭ１０６に記憶
しておく。
【０１５９】
　一方、Ｓ３１１において、プロトコル処理部１０７が、起動完了通知を受け取ったと判
定すると、Ｓ３１４に進む。なお、Ｓ３１４は、図２３のＳ４０１へと続き、次のプロト
コル処理部１０７の処理は、Ｓ４０２となる。
【０１６０】
　以上までの処理フローにおいて、図２１のＳ２１１から図２３のＳ４０１に至った場合
、アプリケーション機器１０１と、クライアント機器とは、ＴＣＰを利用した非暗号化通
信を行う。一方、図２２のＳ３１４から図２３のＳ４０１に至った場合、アプリケーショ
ン機器１０１と、クライアント機器とは、ＴＣＰコネクション、及びそのＴＣＰコネクシ
ョン上の暗号化通信セッションを利用した暗号化通信を行う。
【０１６１】
　Ｓ４０２からＳ４０９までの処理は、図１０のＳ９０２からＳ９０８までの処理と同様
のため説明を省略する。但し、Ｓ４０６において、プロトコル処理部１０７は、クライア
ント機器と暗号化通信中である場合は、クライアント機器からの暗号化通信データを、暗
号処理部１１７を用いて復号化し、アプリケーション通信データを生成する。そして、プ
ロトコル処理部１０７は、生成したアプリケーション通信データをローカルＲＡＭ１０６
に記憶する。
【０１６２】
　次にアプリケーション機器１０１と、クライアント機器との間のアプリケーション通信
の開始初期における正常系の送受信シーケンスを、図２４、図２５及び図２６を参照しな
がら説明する。なお、アプリケーション通信がクライアント機器の認証を必要としない場
合の正常系通信のシーケンス図は、図１３と同様である。
【０１６３】
　図２４は、アプリケーション通信がクライアント機器の認証を必要とし、認証方法とし
て暗号化通信開始後にユーザ認証を行う場合の正常系の通信シーケンス図である。図２４
において１６０１はクライアント機器側の時間軸、１６０２はアプリケーション機器１０
１側の時間軸を表す。また、１６０３から１６０５までの通信は上述した３ウェイハンド
シェイク（１６１６）であり、クライアント機器と、アプリケーション機器１０１との間
にＴＣＰコネクションを確立する。
【０１６４】
　次に１６０６から１６０９までは、クライアント機器からアプリケーション機器１０１
に対する、暗号化通信セッションを開設するためのネゴシエーション（１６１７）を表す
。アプリケーション機器１０１は、１６０７の"Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ"メッセージで自
器の電子証明書をクライアント機器に送信している。クライアント機器は、この電子証明
書の検証を行い、アプリケーション機器１０１を信頼できる機器だと認証できれば、残り
のネゴシエーションを継続する。
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【０１６５】
　このようにクライアント機器が、アプリケーション機器１０１の電子証明書によって、
アプリケーション機器１０１を認証する方法は、ＳＳＬや、ＴＬＳにおいてサーバ認証と
呼ばれる。１６１７の暗号化通信セッションの開設のネゴシエーションが完了すると、以
降の通信データはすべて暗号化されることになる。
【０１６６】
　続いてアプリケーション機器１０１は、１６１０でクライアント機器に対して、ユーザ
ＩＤと、パスワードとの送信を要求する。クライアント機器は１６１１でユーザＩＤと、
パスワードとを送信する。アプリケーション機器１０１は、受信したユーザＩＤと、パス
ワードとで認証を実行する。認証が成功すると、アプリケーション機器１０１は、１６１
２でユーザ認証完了を通知する。つまり、１６１０から１６１２は、アプリケーション通
信に必要なクライアント機器のユーザ認証（１６１８）に係る通信であり、暗号化通信に
よって実行される。こうしてクライアント機器に対するユーザ認証が成功すれば、クライ
アント機器は、アプリケーション機器１０１に対し、アプリケーションプロトコルによる
通信を始める。１６１３から１６１５までの矢印が示す通信データは、アプリケーション
通信（１６１９）を表している。
【０１６７】
　アプリケーション機器１０１が低消費電力状態において、クライアント機器からアプリ
ケーション通信の開始要求を受信し、クライアント機器のユーザ認証を行ってアプリケー
ションシステム部１０３を起動する。この場合、１６１６のＴＣＰコネクションを確立す
る通信と、１６１７の暗号化通信セッション開設時のネゴシエーションの通信と、１６１
８のユーザ認証の通信とは、ネットワーク通信部１０２だけで実行される。また、１６１
９のアプリケーション通信は、ネットワーク通信部１０２と、アプリケーションシステム
部１０３とによって実行される。
【０１６８】
　図２５は、アプリケーション通信がクライアント機器の認証を必要とし、認証方法とし
てクライアント機器からの暗号化通信セッション開設のネゴシエーションにおいてクライ
アント機器を認証する場合の正常系の通信シーケンス図である。図２５において１７０１
はクライアント機器側の時間軸、１７０２はアプリケーション機器１０１側の時間軸を表
す。また、１７０３から１７０５までの通信は上述した３ウェイハンドシェイク（１７１
３）であり、クライアント機器と、アプリケーション機器１０１との間にＴＣＰコネクシ
ョンを確立する。
【０１６９】
　次に１７０６から１７０９までは、クライアント機器からアプリケーション機器１０１
に対する、暗号化通信セッションの開設するためのネゴシエーション（１７１４）を表す
。アプリケーション機器１０１は、１７０７の"Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ"メッセージで自
器の電子証明書をクライアント機器に送信している。また、同時に、アプリケーション機
器１０１は、"ＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅＲｅｑｕｅｓｔ"メッセージで、電子証明書の送信
をクライアント機器に要求している。クライアント機器は、アプリケーション機器１０１
の電子証明書の検証を行い、アプリケーション機器１０１を信頼できる機器だと認証でき
れば、残りのネゴシエーションを継続する。上述したように、この認証はＳＳＬや、ＴＬ
Ｓにおけるサーバ認証である。
【０１７０】
　クライアント機器は、１７０８において"Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ"メッセージで、アプ
リケーション機器１０１から要求された自器の電子証明書を送信する。また、同時に、ク
ライアント機器は、"ＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅＶｅｒｉｆｙ"メッセージで、電子証明書を
送信した主体者がクライアント機器であることを証明する文字列を送信する。
　アプリケーション機器１０１は、１７０８を受信すると、クライアント機器から送信さ
れた電子証明書を検証し、クライアント機器が信頼できるクライアント機器としての認証
処理を行う。認証できれば、アプリケーション機器１０１は、残りの１７０９の通信を行
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う。このように、アプリケーション機器１０１がクライアント機器の電子証明書を要求し
、送信された電子証明書によってクライアント機器を認証する方法は、ＳＳＬや、ＴＬＳ
においてクライアント認証と呼ばれる。
【０１７１】
　１７１４の暗号化通信セッション開設のネゴシエーションを完了すると、以降の通信デ
ータはすべて暗号化されることになる。そして、クライアント機器は、アプリケーション
機器１０１に対してアプリケーションプロトコルによる通信を始める。１７１０から１７
１２までの矢印が示す通信データは、アプリケーション通信（１７１５）を表している。
【０１７２】
　アプリケーション機器１０１が、低消費電力状態において、クライアント機器からアプ
リケーション通信の開始要求を受信する。そして、アプリケーション機器１０１が、クラ
イアント機器から開始される暗号化通信セッション開設時のネゴシエーションにおいてク
ライアント機器の認証を行って、アプリケーションシステム部１０３を起動する。この場
合、１７１３のＴＣＰコネクションを確立する通信と、１７１４の暗号化通信セッション
開設時のネゴシエーションの通信とは、ネットワーク通信部１０２だけで実行される。ま
た、１７１５のアプリケーション通信は、ネットワーク通信部１０２と、アプリケーショ
ンシステム部１０３とによって実行される。
【０１７３】
　図２６は、アプリケーション通信がクライアント機器の認証を必要とし、認証方法とし
てアプリケーション機器１０１からの暗号化通信セッション開設のネゴシエーションにお
いてクライアント機器を認証する場合の正常系通信シーケンスを説明する。図２６におい
て１８０１はクライアント機器側の時間軸、１８０２はアプリケーション機器１０１側の
時間軸を表す。また、１８０３から１８０５までの通信は上述した３ウェイハンドシェイ
ク（１８１３）であり、クライアント機器と、アプリケーション機器１０１との間にＴＣ
Ｐコネクションを確立する。
【０１７４】
　次に１８０６から１８０９までは、アプリケーション機器１０１からクライアント機器
に対して暗号化通信セッションの開設するためのネゴシエーション（１８１４）を表す。
クライアント機器は、１８０７の"Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ"メッセージで自器の電子証明
書をアプリケーション機器１０１に送信している。アプリケーション機器１０１は、この
電子証明書の検証を行い、クライアント機器を信頼できるクライアント機器だと認証でき
れば、残りのネゴシエーションを継続する。上述したように、この認証はＳＳＬや、ＴＬ
Ｓにおけるサーバ認証である。
【０１７５】
　１８１４の暗号化通信セッション開設のネゴシエーションを完了すると、以降の通信デ
ータはすべて暗号化されることになる。クライアント機器は、アプリケーション機器１０
１に対してアプリケーションプロトコルによる通信を始める。１８１０から１８１２まで
の矢印が示す通信データは、アプリケーション通信（１８１５）を表している。
【０１７６】
　アプリケーション機器１０１は、低消費電力状態において、クライアント機器からアプ
リケーション通信の開始要求を受信し、クライアント機器の認証を暗号化通信セッション
の開設時のネゴシエーションで行う。そして、アプリケーション機器１０１は、アプリケ
ーションシステム部１０３を起動する。この場合、１７１３のＴＣＰコネクションを確立
する通信と、１７１４の暗号化通信セッション開設時のネゴシエーションの通信は、ネッ
トワーク通信部１０２だけで実行される。また、１７１５のアプリケーション通信は、ネ
ットワーク通信部１０２とアプリケーションシステム部１０３によって実行される。
【０１７７】
　アプリケーション機器１０１が、低消費電力状態において、クライアント機器からアプ
リケーション通信の開始要求を受信する。そして、アプリケーション機器１０１から開始
する暗号化通信セッション開設時のネゴシエーションにおいてクライアント機器の認証を
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行って、アプリケーションシステム部１０３を起動する。この場合、１８１３のＴＣＰコ
ネクションを確立する通信と、１８１４の暗号化通信セッション開設時のネゴシエーショ
ンの通信とは、ネットワーク通信部１０２だけで実行される。また、１８１５のアプリケ
ーション通信は、ネットワーク通信部１０２と、アプリケーションシステム部１０３とに
よって実行される。
【０１７８】
　なお、図２６において１８１３のＴＣＰコネクションの確立後、直ぐにアプリケーショ
ン機器１０１からクライアント機器に対して暗号化通信セッション開設のネゴシエーショ
ンを開始している。しかし、先にクライアント機器が暗号化通信を要求する通知を送信し
、その通知をトリガとして、アプリケーション１０１が、クライアント機器への暗号化通
信セッション開設のネゴシエーションを開始してもよい。
【０１７９】
　本実施形態によれば、アプリケーション機器１０１がアプリケーション通信を実行しな
い間、ネットワーク通信部１０２を動作させ、アプリケーションシステム部１０３の電源
制御部１１５を除くハードウェア装置の電源をオフにして低消費電力状態を実現する。
【０１８０】
　また、アプリケーション機器１０１がアプリケーション通信を実行しない間でも、ネッ
トワーク通信部１０２を動作させているので、クライアント機器からアプリケーション通
信要求を受付けることが可能となる。
【０１８１】
　また、本実施形態によれば、アプリケーション通信の開始要求を、ＴＣＰ通信コネクシ
ョンを開始する宛先ポート番号がアプリケーション通信毎の受付けポート番号の何れかで
あるＴＣＰパケットを受信した場合としている。よって、クライアント機器の認証を必要
としない場合、標準的なＴＣＰ／ＩＰプロトコル通信で、アプリケーション機器１０１の
遠隔起動を実現することができ、特別な手段を設ける必要がない。
【０１８２】
　一方、クライアント機器の認証を必要とする場合、ネットワーク通信部１０２が、暗号
化通信セッションを開設してクライアント機器を認証し、認証が成功したときにアプリケ
ーションシステム部１０３に電源を投入する。よって、アプリケーション通信を開始要求
するクライアント機器を認証できない場合は、アプリケーション機器１０１の低消費電力
状態をそのまま継続することができるため、より効率的に省電力効果を得ることができる
。
【０１８３】
（実施形態４）
　本実施形態は、実施形態３で示したアプリケーション機器１０１の一例としてネットワ
ークカメラ１４０１を適用した例である。なお、実施形態４では、主に実施形態２とは異
なる点を説明し、同じ点は説明を省略する。
【０１８４】
　図２７は、ネットワークカメラの一例を示すブロック図（その２）である。図２７に示
されるように、ネットワークカメラ１４０１は、ネットワーク通信部１０２と、カメラシ
ステム部１４０３と、から構成される。
【０１８５】
　図２７に示される構成は、実施形態２の図１４に示した構成と比べて、ネットワーク通
信部１４０２に、暗号処理部１１７と、鍵管理・認証処理部１１８と、が更に含まれてい
る点が異なる。
【０１８６】
　図２８は、プロトコル処理部１０７が保持する対応付けデータを示すテーブル２００７
の一例を示す図（その４）である。
【０１８７】
　図２８において、図１９と同一の符号は同一の項目を示している。
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【０１８８】
　例えば２００７のテーブルでは、ネットワークカメラ１４０１が受付けるＴＣＰポート
番号が５９６３の場合、そのアプリケーション通信の内容は、ネットワークカメラ１４０
１が撮影する映像のストリーミング配信と、遠隔カメラ操作とであることを示している。
また、ストリーミング配信と、遠隔カメラ操作とに使用するアプリケーションプロトコル
は、独自アプリケーションプロトコルであることを示している。また、２００７のテーブ
ルでは、このアプリケーション通信を実行するには、クライアント機器の認証が必要であ
って、認証方法はＳＳＬや、ＴＬＳにおけるクライアント認証であることを示している。
【０１８９】
　更に、２００７のテーブルでは、ＴＣＰポート番号が５９６３の場合、ネットワークカ
メラ１４０１が低消費電力状態から起動するときは、プロトコル処理部１０７が電源制御
部１１５に対して、電源制御指示コード０ｘ８１を設定する。なお、電源制御指示コード
０ｘ８１によって、電源制御部１４１６が電源を投入して起動させるハードウェア装置は
、例えば、システムバス１４０９、ＣＰＵ１４１１、ＲＯＭ１４１１、ＲＡＭ１４１２、
撮像部１４１４、エンコーダ１４１５である。
【０１９０】
　以上、上述した各実施形態によれば、消費電力を節約すると共に、簡単な構成で、ネッ
トワークを介して接続された他の装置からの要求に応じて、低消費電力状態からの復帰を
安全に行うことができる。
【０１９１】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）における特定のデータ列の形式を示す図
である。
【図２】Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ（登録商標）におけるＵＤＰ／ＩＰパケットを示す図
である。
【図３】アプリケーション機器の一例を示すブロック図（その１）である。
【図４】通信処理の機能分担を示す図（その１）である。
【図５】アプリケーション機器の消費電力の通常状態と、低消費電力状態との状態遷移図
である。
【図６】アプリケーション機器が低消費電力状態において利用者等からアプリケーション
通信の開始要求を受信したときの動作の概略を示す図（その１）である。
【図７】イーサネット（登録商標）プロトコル通信におけるデータフレーム形式を表す図
である。
【図８】対応付けデータの一例を示す図（その１）である。
【図９】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理の
一例を示すフローチャート（その１）である。
【図１０】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理
の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図１１】ＩＰパケットのパケットデータ形式を示す図である。
【図１２】ＴＣＰパケットデータ形式を示す図である。
【図１３】アプリケーション機器と、クライアント機器との間のアプリケーション通信の
開始初期における正常系の送受信シーケンスを示す図（その１）である。
【図１４】ネットワークカメラの一例を示すブロック図（その１）である。
【図１５】対応付けデータの一例を示す図（その２）である。
【図１６】アプリケーション機器の一例を示すブロック図（その２）である。
【図１７】通信処理の機能分担を示す図（その２）である。
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【図１８】アプリケーション機器が低消費電力状態において利用者等からアプリケーショ
ン通信の開始要求を受信したときの動作の概略を示す図（その２）である。
【図１９】対応付けデータの一例を示す図（その３）である。
【図２０】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理
の一例を示すフローチャート（その３）である。
【図２１】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理
の一例を示すフローチャート（その４）である。
【図２２】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理
の一例を示すフローチャート（その５）である。
【図２３】アプリケーション機器が低消費電力状態であるときのプロトコル処理部の処理
の一例を示すフローチャート（その６）である。
【図２４】アプリケーション機器と、クライアント機器との間のアプリケーション通信の
開始初期における正常系の送受信シーケンスを示す図（その２）である。
【図２５】アプリケーション機器と、クライアント機器との間のアプリケーション通信の
開始初期における正常系の送受信シーケンスを示す図（その３）である。
【図２６】アプリケーション機器と、クライアント機器との間のアプリケーション通信の
開始初期における正常系の送受信シーケンスを示す図（その４）である。
【図２７】ネットワークカメラの一例を示すブロック図（その２）である。
【図２８】対応付けデータの一例を示す図（その４）である。
【符号の説明】
【０１９３】
１０１　　アプリケーション機器
１０２　　ネットワーク通信部
１０３　　アプリケーションシステム部
１１５　　電源制御部
１４０１　ネットワークカメラ
１４０２　ネットワーク通信部
１４０３　カメラシステム部
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