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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置の中継装置によって構成される電子機器起動制御装置であり、
　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する処理を実行し、
　前記データ処理部は、
　前記中継装置を介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されたことを
、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷
移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御
装置。
【請求項２】
　前記データ処理部は、
　定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状態を継続している場合、定期
的に前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する請求項１に記載の電子機器起動制
御装置。
【請求項３】
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　前記データ処理部は、
　定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状態からノンアクティブ状態に
遷移したことを識別した場合、前記ネットワーク機器に対する起動命令の出力を停止する
請求項１または２に記載の電子機器起動制御装置。
【請求項４】
　前記データ処理部は、
　ノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移に際して、該状態遷移を発生させ
た装置またはユーザを識別し、識別結果に応じて起動対象とするネットワーク機器を選択
し、選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命令を出力する請求項１～
３いずれかに記載の電子機器起動制御装置。
【請求項５】
　前記データ処理部は、
　前記通信装置を識別し、識別結果に応じて起動対象とするネットワーク機器を選択し、
選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命令を出力する請求項１～４い
ずれかに記載の電子機器起動制御装置。
【請求項６】
　前記データ処理部は、
　前記中継装置を介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されなくなっ
たことを、自装置のアクティブ状態からノンアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、
該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令の出力を停止する請
求項１～５いずれかに記載の電子機器起動制御装置。
【請求項７】
　ネットワークに接続されたネットワーク機器と、
　前記ネットワークを介して、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力するネット
ワーク機器起動デバイスを有する電子機器起動制御システムであり、
　前記ネットワーク機器起動デバイスは、通信装置の中継装置であり、
　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する処理を実行し、
　前記データ処理部は、
　前記中継装置を介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されたことを
、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷
移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御
システム。
【請求項８】
　前記ネットワーク機器は、
　前記ネットワーク機器起動デバイスからの起動命令の受信に応じて、起動命令の受信検
出を可能としたスタンバイ状態から、機器の主要動作を可能とした起動状態への移行処理
を実行する請求項７に記載の電子機器起動制御システム。
【請求項９】
　前記ネットワーク機器は、
　前記ネットワーク機器起動デバイスからの起動命令の受信を定期的に検出し、該定期的
な検出処理に際して、起動命令の受信検出が途絶えた場合、起動状態からスタンバイ状態
への移行処理を実行する請求項７または８に記載の電子機器起動制御システム。
【請求項１０】
　通信装置の中継装置によって構成される電子機器起動制御装置において実行する電子機
器起動制御方法であり、
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　前記電子機器起動制御装置は、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する処理を実行し、
　前記データ処理部は、
　前記中継装置を介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されたことを
、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷
移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御
方法。
【請求項１１】
　通信装置の中継装置によって構成される電子機器起動制御装置において電子機器起動制
御処理を実行させるプログラムであり、
　前記電子機器起動制御装置は、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記プログラムは、前記データ処理部に、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別させ、該状態遷移
の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する処理を実行させ、さ
らに、
　前記データ処理部に、
　前記中継装置を介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されたことを
、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷
移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する処理を実行させる
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子機器起動制御装置、電子機器起動制御システム、および電子機器起動制
御方法、並びにプログラムに関する。特に、ネットワークに接続された電子機器の起動を
制御する電子機器起動制御装置、電子機器起動制御システム、および電子機器起動制御方
法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、家庭やオフィスにおいては様々な電子機器が利用されている。例えば家の中には
テレビ、エアコン、ＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ（登録商標））レコーダ、ＰＣなど、多くの電
子機器があり、これらが利用されている。
　これらの電子機器は、多くの場合、家のコンセントに電源プラグを差し込み、それぞれ
の機器のスイッチをＯＮにすることで起動し、機器の利用が可能となる。
【０００３】
　しかし、このような電子機器の中には、電源ＯＮから実際に利用可能になるまでに時間
を要するものがある。例えばＰＣやＢＤレコーダなどの機器の多くは、ユーザが機器のス
イッチを操作して電源をＯＮにした後、機器の立ち上げ処理が開始され、その間、利用が
できず、ユーザは待機しなければならない。
　このような事態は、例えばユーザが家に帰宅後、すぐに電子機器を利用したい場合など
には不便である。
【０００４】
　このようなユーザの待機時間をなくすためには、これらの機器の電源を常時ＯＮにして
おくという対策があるが、この対策では電力消費量を増大させてしまうという問題が発生
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する。
【０００５】
　電子機器の電源制御について開示した従来技術として、例えば以下の文献がある。
　特許文献１（特開２０１０－１８６４９１号公報）は、記憶装置であるＮＡＳ（Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）にネットワーク接続された複数のＰＣの
ＯＮ／ＯＦＦを、１つのＰＣのＯＮ／ＯＦＦ操作に連動させて行なう構成を開示している
。
【０００６】
　しかし、この手法は、ネットワーク接続された少なくともいずれか１つのＰＣの電源を
ＯＮまたはＯＦＦにする動作が必要となる。結果として、ユーザがある１つのＰＣを利用
したい時にそのＰＣをＯＮにし、その後、そのＰＣの立ち上げが開始されることになり、
ユーザは、そのＰＣの立ち上げ処理の終了まで待機しなくてはならなくなる。
【０００７】
　特許文献２（特開２００３－２４４１５７号公報）は、複数のネットワーク接続機器間
で、電源起動パケットを送受信することで、１つの機器から複数の機器の電源制御を行な
うことを可能としたシステムを開示している。
　しかし、このシステムでは、全てのネットワーク接続機器が、パケットの送信先となる
機器リストを保持することが必要となり、メモリ等の制約のある機器には不向きな構成で
ある。
【０００８】
　特許文献３（特開２０１０－１８６４９１号公報）は、ＰＣに接続されたファクシミリ
の電源をＰＣの電源のＯＮ／ＯＦＦ状態に連動させて制御することでファクシミリの電力
消費を削減する構成を開示している。
　しかし、この開示構成は、ＰＣの利用されていない期間はファクシミリの利用がないと
いった前提での制御システムであり、特に関連性のない機器同士の電源制御について開示
するものとはなっていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－１８６４９１号公報
【特許文献２】特開２００３－２４４１５７号公報
【特許文献３】特開２０１０－１８６４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本開示は、様々な異なる電子機器の電源制御を、ユーザ操作や状態遷移に応じて実行す
ることで省電力およびユーザ利便性の向上を実現する電子機器起動制御装置、電子機器起
動制御システム、および電子機器起動制御方法、並びに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】
【００１１】
　本開示の第１の側面は、
　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御装置
にある。
【００１２】
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　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記データ処理部は、
定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状態を継続している場合、定期的
に前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する。
【００１３】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記データ処理部は、
定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状態からノンアクティブ状態に遷
移したことを識別した場合、前記ネットワーク機器に対する起動命令の出力を停止する。
【００１４】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記データ処理部は、
ノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移に際して、該状態遷移を発生させた
装置またはユーザを識別し、識別結果に応じて起動対象とするネットワーク機器を選択し
、選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命令を出力する。
【００１５】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記電子機器起動制御
装置は、照明スイッチであり、前記データ処理部は、ユーザによる照明スイッチに対する
オン設定操作を、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識
別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する。
【００１６】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記電子機器起動制御
装置は、照明スイッチであり、前記データ処理部は、ユーザによる照明スイッチに対する
オフ設定操作を、自装置のアクティブ状態からノンアクティブ状態ヘの状態遷移として識
別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令の出力を停止
する。
【００１７】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記電子機器起動制御
装置は、通信装置の中継装置であるアクセスポイントであり、前記データ処理部は、前記
アクセスポイントを介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されたこと
を、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態
遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する。
【００１８】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記データ処理部は、
前記通信装置を識別し、識別結果に応じて起動対象とするネットワーク機器を選択し、選
択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命令を出力する。
【００１９】
　さらに、本開示の電子機器起動制御装置の一実施態様において、前記電子機器起動制御
装置は、通信装置の中継装置であるアクセスポイントであり、前記データ処理部は、前記
アクセスポイントを介して通信を実行する通信装置が通信可能エリアから検出されなくな
ったことを、自装置のアクティブ状態からノンアクティブ状態ヘの状態遷移として識別し
、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令の出力を停止する
。
【００２０】
　さらに、本開示の第２の側面は、
　ネットワークに接続されたネットワーク機器と、
　前記ネットワークを介して、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力するネット
ワーク機器起動デバイスを有する電子機器起動制御システムであり、
　前記ネットワーク機器起動デバイスは、
　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
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　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御シス
テムにある。
【００２１】
　さらに、本開示の電子機器起動制御システムの一実施態様において、前記ネットワーク
機器は、前記ネットワーク機器起動デバイスからの起動命令の受信に応じて、起動命令の
受信検出を可能としたスタンバイ状態から、機器の主要動作を可能とした起動状態への移
行処理を実行する。
【００２２】
　さらに、本開示の電子機器起動制御システムの一実施態様において、前記ネットワーク
機器は、前記ネットワーク機器起動デバイスからの起動命令の受信を定期的に検出し、該
定期的な検出処理に際して、起動命令の受信検出が途絶えた場合、起動状態からスタンバ
イ状態への移行処理を実行する。
【００２３】
　さらに、本開示の第３の側面は、
　電子機器起動制御装置において実行する電子機器起動制御方法であり、
　前記電子機器起動制御装置は、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御方法
にある。
【００２４】
　さらに、本開示の第４の側面は、
　電子機器起動制御装置において電子機器起動制御処理を実行させるプログラムであり、
　前記電子機器起動制御装置は、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記プログラムは、前記データ処理部に、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別させ、該状態遷移
の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力させるプログラムにある
。
【００２５】
　なお、本開示のプログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行可能な情報処
理装置やコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体によって提供可能なプログラムである。このようなプログラムをコンピュータ
可読な形式で提供することにより、情報処理装置やコンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００２６】
　本開示のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本開示の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００２７】
　本開示の一実施例の構成によれば、省電力、ユーザの利便性を向上させる電子機器の起
動制御を行なう装置、方法が実現される。
　具体的には、ネットワーク接続されたネットワーク機器と、ネットワーク機器に対する
起動命令を出力するネットワーク機器起動デバイスを有する。ネットワーク機器起動デバ
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イスは、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、ネットワーク機器に対する起動
命令を出力するデータ処理部を有する。データ処理部は、自装置のノンアクティブ状態か
らアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の識別に応じて、ネットワーク機器
に対する起動命令を出力する。ネットワーク機器は、起動命令の受信に応じて、起動命令
の受信検出を行なうスタンバイ状態から、機器の主要動作を可能とした起動状態への移行
処理を実行する。
　これらの構成により、省電力、ユーザの利便性を向上させる電子機器の起動制御を行な
う装置、方法が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本開示の処理を適用可能なホームネットワークの構成例について説明する図であ
る。
【図２】本開示の処理を実行するネットワーク機器起動デバイスと、ネットワーク機器の
処理と状態遷移について説明する図である。
【図３】ネットワーク機器起動デバイスの基本処理シーケンスについて説明するフローチ
ャートを示す図である。
【図４】ネットワーク機器の基本処理シーケンスについて説明するフローチャートを示す
図である。
【図５】ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合の機器構成例ついて説
明する図である。
【図６】ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合の処理シーケンスにつ
いて説明するフローチャートを示す図である。
【図７】ネットワーク機器起動デバイスがルータ等のアクセスポイント（ＡＰ）である場
合の機器構成例ついて説明する図である。
【図８】ネットワーク機器起動デバイスがルータ等のアクセスポイント（ＡＰ）である場
合の処理シーケンスについて説明するフローチャートを示す図である。
【図９】選択されたネットワーク機器のみの起動処理を行なうための登録リストの例につ
いて説明する図である。
【図１０】ネットワーク機器起動デバイスや、ネットワーク機器のハードウェア構成例に
ついて説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照しながら本開示の電子機器起動制御装置、電子機器起動制御システム
、および電子機器起動制御方法、並びにプログラムの詳細について説明する。なお、説明
は以下の項目に従って行う。
　　１．電子機器起動制御システムの全体構成例について
　　２．ネットワーク機器起動デバイスの基本処理シーケンスについて
　　３．ネットワーク機器の基本処理シーケンスについて
　　４．ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合の具体的処理例につい
て
　　５．ネットワーク機器起動デバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である場合の具体的
処理例について
　　６．起動命令の出力処理具体例と、変形例について
　　７．各装置のハードウェア構成例について
　　８．本開示の構成のまとめ
【００３０】
　　［１．電子機器起動制御システムの全体構成例について］
　以下、図面を参照しながら本開示の構成について説明する。
　まず、図１以下を参照して、電子機器起動制御システムの全体構成例について説明する
。
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【００３１】
　図１は、ホームネットワーク１０の一例を示した図である。
　家の中には様々な電子機器が存在する。
　例えば通信端末１１、通信端末との無線（Ｗｉ－Ｆｉ）接続されたルータ等のアクセス
ポイント（ＡＰ）１２、照明スイッチ１３、テレビ２１、エアコン２２、ＰＣ２３、ＢＤ
レコーダ２４、照明２５等である。
　これらの各機器の多くは、ネットワーク３０を介して相互に接続された構成を持つ。
【００３２】
　以下、ネットワーク３０を介した通信が可能な機器を「ネットワーク機器」として説明
する。
　ネットワーク機器のいずれかが、他のネットワーク機器の電源制御を実行する「ネット
ワーク機器起動デバイス」として機能する。
　「ネットワーク機器起動デバイス」は、あるユーザ操作、あるいは状態遷移をトリガと
して、ネットワーク３０を介して、他の「ネットワーク機器」に対して起動命令を出力す
る。
【００３３】
　「ネットワーク機器起動デバイス」から起動命令を受信した「ネットワーク機器」は、
起動命令の受信時点において起動状態でない場合、起動状態に移行する。
【００３４】
　なお、ネットワーク機器は、起動状態である場合も、起動状態にない場合も、ネットワ
ークを介した起動命令の受信検出機能は実行可能な状態に設定される。
　ただし、起動状態にない場合は、起動命令の受信検知機能以外のメイン機能については
オフ状態であり、電力消費が最低限のスタンバイ状態（スタンバイモード）に設定される
。
【００３５】
　すなわち、「ネットワーク機器」は、以下の２つの状態（モード）を「ネットワーク機
器起動デバイス」からの起動命令の受信に応じて遷移する。
　（１）スタンバイ状態（スタンバイモード）：起動命令の受信検知機能あり、
　（２）起動状態：機器のメイン機能および起動命令受信検知機能の両機能ともあり、
【００３６】
　なお、各ネットワーク機器に対して起動命令を出力する「ネットワーク機器起動デバイ
ス」は、以下の２つの状態を有する。
　（１）ノンアクティブ状態：起動命令の出力を実行しない状態、
　（２）アクティブ状態：起動命令の出力を実行する状態、
　この２つの状態を持つ。
　この２つの状態の遷移は、ある特定のユーザ操作や、ネットワーク機器起動デバイスと
他デバイス間の通信、あるいは機器状態の遷移等をトリガとして行われる。
【００３７】
　例えば、図１に示す照明スイッチ１３が、「ネットワーク機器起動デバイス」である場
合、ユーザが照明スイッチ１３を操作して［ＯＦＦ］から［ＯＮ］に設定したとき、照明
スイッチ１３は、ノンアクティブ状態からアクティブ状態に移行し、この状態遷移時点で
各ネットワーク機器に起動命令を出力する。
　なお、「ネットワーク機器起動デバイス」は、アクティブ状態にあるとき、定期的に各
ネットワーク機器に起動命令を出力する。
【００３８】
　各ネットワーク機器は、ネットワーク機器起動デバイスからの定期的な起動命令を受信
している間は、起動状態を維持し、ネットワーク機器起動デバイスからの定期的な起動命
令の受信が途絶え、予め設定した期間、起動命令を受信しなかった場合、またユーザ操作
もなかった場合等には、スタンバイ状態に移行する。
　これらの具体的なシーケンスについては後段で説明する。
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【００３９】
　また、例えば、図１に示すルータ等のアクセスポイント（ＡＰ）１２が、「ネットワー
ク機器起動デバイス」である場合、アクセスポイント（ＡＰ）１２が通信端末１１の接続
やアクセスを確認したとき、アクセスポイント（ＡＰ）１２は、ノンアクティブ状態から
アクティブ状態に移行し、この状態遷移時点で各ネットワーク機器に起動命令を出力する
。
　なお、「ネットワーク機器起動デバイス」は、アクティブ状態にあるとき、定期的に各
ネットワーク機器に起動命令を出力する。
　このように様々ネットワーク機器がネットワーク機器起動デバイスとなることができる
。
【００４０】
　ネットワーク機器起動デバイスとネットワーク機器の状態遷移処理について図２を参照
して説明する。
　図２には、
　ネットワーク機器起動デバイス１０１、
　複数のネットワーク機器：ネットワーク機器Ａ，１２１－Ａ～ネットワーク機器Ｎ，１
２１－Ｎ、
　これらを示している。
　これらはネットワーク１３０を介して通信可能な構成を有する。
【００４１】
　ネットワーク機器起動デバイス１０１は、
　（Ｓ１１）ノンアクティブ状態：起動命令の出力を実行しない状態、
　（Ｓ１２）アクティブ状態：起動命令の出力を実行する状態、
　これらの２つの状態を有する。
　この２つの状態の遷移は、ある特定のユーザ操作や機器状態の遷移によって発生する。
【００４２】
　一方、ネットワーク機器１２１－Ａ～Ｎは、
　（Ｓ２１）スタンバイ状態（スタンバイモード）：起動命令の受信検知機能あり、
　（Ｓ２２）起動状態：機器のメイン機能および起動命令受信検知機能ともあり、
　これらの２つの状態を有する。
　ネットワーク機器は、これら２つの状態（モード）を「ネットワーク機器起動デバイス
」からの起動命令の受信に応じて遷移させる。
【００４３】
　　［２．ネットワーク機器起動デバイスの基本処理シーケンスについて］
　次に、各ネットワーク機器に対して起動命令を出力するネットワーク機器起動デバイス
の基本処理シーケンスについて、図３に示すフローチャートを参照して説明する。
　なお、図３に示すフローに従った処理は、ネットワーク機器起動デバイスのメモリに格
納されたプログラムに従って、ネットワーク機器起動デバイスのプログラム実行機能を有
するＣＰＵ等によって構成されるデータ処理部において実行される。
【００４４】
　まず、ステップＳ１０１において、ネットワーク機器起動デバイスは、ノンアクティブ
状態（Ｎｏｎ－Ａｃｔｉｖｅ）にある。このノンアクティブ状態は、起動命令の出力を実
行しない状態である。
【００４５】
　次に、ステップＳ１０２において、ネットワーク機器起動デバイスは、アクティブ状態
（Ａｃｔｉｖｅ）に設定される。このアクティブ状態は、各ネットワーク機器に対して定
期的に起動命令を出力する状態である。
【００４６】
　なお、ステップＳ１０１におけるノンアクティブ状態から、ステップＳ１０２のアクテ
ィブ状態への遷移条件は、ネットワーク機器起動デバイスの種類に応じて異なる。
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　具体的には、先に説明したように、例えばネットワーク機器起動デバイスが図１に示す
照明スイッチ１３であれば、ユーザによるＯＮ動作によってノンアクティブ状態からアク
ティブ状態に遷移する。
【００４７】
　また、ネットワーク機器起動デバイスが図１に示すアクセスポイント（ＡＰ）１２であ
れば、通信端末１１の接続検出によってノンアクティブ状態からアクティブ状態に遷移す
る。
【００４８】
　ステップＳ１０２においてネットワーク機器起動デバイスがアクティブ状態に遷移する
と、ネットワーク機器起動デバイスは、次にステップＳ１０３において、各ネットワーク
機器に対して起動命令を出力する。
【００４９】
　その後、ステップＳ１０４において予め設定された期間待機する。
　さらに、ステップＳ１０５において、ネットワーク機器起動デバイスがアクティブ状態
に維持されているか否かを判定する。
　ネットワーク機器起動デバイスがアクティブ状態に維持されている場合は、ステップＳ
１０３に戻り、起動命令を各ネットワーク機器に、繰り返し、出力する。
　このように、ネットワーク機器起動デバイスがアクティブ状態に維持されている場合、
定期的に起動命令が、各ネットワーク機器に出力される。
【００５０】
　一方、ステップＳ１０５において、ネットワーク機器起動デバイスがアクティブ状態に
維持されていないと判定されると、ステップＳ１０１に戻り、ネットワーク機器起動デバ
イスは起動命令を出力しないノンアクティブ状態に維持される。
【００５１】
　　［３．ネットワーク機器の基本処理シーケンスについて］
　次に、ネットワーク機器起動デバイスから起動命令を入力するネットワーク機器の基本
処理シーケンスについて、図４に示すフローチャートを参照して説明する。
　なお、図４に示すフローに従った処理は、ネットワーク機器のメモリに格納されたプロ
グラムに従って、ネットワーク機器のプログラム実行機能を有するＣＰＵ等によって構成
されるデータ処理部において実行される。
【００５２】
　まず、ステップＳ１５１において、ネットワーク機器は、スタンバイ状態（Ｓｔａｎｄ
ｂｙ）にある。このスタンバイ状態は、ネットワーク機器のメイン機能はオフ状態である
。ただし、起動命令の入力検出機能は有する。
【００５３】
　次に、ステップＳ１５２において、ネットワーク機器はネットワーク機器起動デバイス
の出力した起動命令を受信したか否かを判定する。受信していない場合は、ステップＳ１
５１のスタンバイ状態（Ｓｔａｎｄｂｙ）を継続する。
　一方、ステップＳ１５２において、ネットワーク機器起動デバイスの出力した起動命令
を受信したと判定すると、ステップＳ１５３に進む。
【００５４】
　ステップＳ１５３において、ネットワーク機器は、起動処理を実行し、起動状態（Ａｃ
ｔｉｖｅ）に移行する。
　この起動状態は、ネットワーク機器のメイン機能が実行可能な状態である。なお、起動
状態においても起動命令の受信検知は可能な状態は維持される。
【００５５】
　ステップＳ１５４において、予め設定された規定時間待機し、ステップＳ１５２に戻り
、ネットワーク機器起動デバイスからの新たな起動命令の受信の有無を判定する。
　規定時間以内に起動命令を受信した場合は、ステップＳ１５３に進み、起動状態を継続
する。
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　規定時間以内に起動命令を受信し続けている場合は、ステップＳ１５２～Ｓ１５４のル
ープを繰り返し、ネットワーク機器は、起動状態を継続する。
【００５６】
　一方、ステップＳ１５４における規定時間経過後、ステップＳ１５２において、ネット
ワーク機器起動デバイスからの新たな起動命令の受信が無いと判断した場合は、ステップ
Ｓ１５１に戻り、ネットワーク機器は、スタンバイ状態に移行する。
【００５７】
　なお、このステップＳ１５４→Ｓ１５２→Ｓ１５１の処理シーケンスは、例えば、ネッ
トワーク機器起動デバイスが、図１に示す照明スイッチ１３である場合、ユーザが照明ス
イッチ１３をＯＦＦにして、ネットワーク機器起動デバイス（照明スイッチ１３）からの
起動命令出力が停止された場合に発生する処理シーケンスに相当する。
【００５８】
　このような処理を行なうことで、ネットワーク機器は、無駄な消費電力を発生させるこ
となく、必要な場合に即座に利用可能な状態に設定することが可能となる。
【００５９】
　　［４．ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合の具体的処理例につ
いて］
　次に、図５、図６を参照して、ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場
合の具体的処理例について説明する。
【００６０】
　図５に示すようなホームネットワーク構成を想定する。
　すなわち、
　ネットワーク機器起動デバイスが、照明スイッチ２０１である。
　ネットワーク機器は、テレビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２１
４等によって構成される。
　ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１と、ネットワーク機器である
テレビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２１４等とネットワークを介
して接続され通信可能な状態である。
【００６１】
　照明スイッチ２０１は、ネットワーク機器であるテレビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ
２１３、ＢＤレコーダ２１４等にネットワークを介して起動命令を出力する。
【００６２】
　例えば、ユーザが照明スイッチ２０１をＯＮとする操作を行なうと、照明スイッチ２０
１は、ノンアクティブ状態（Ｎｏｎ－Ａｃｔｉｖｅ）からアクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ
）に移行する。
　照明スイッチ２０１がアクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ）にあるとき、照明スイッチ２０
１は、一定期間ごとに繰り返し、ネットワーク機器であるテレビ２１１、エアコン２１２
、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２１４等に対して、ネットワークを介して起動命令を出力す
る。
【００６３】
　ネットワーク機器であるテレビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２
１４等は、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１からの起動命令を受
信すると、スタンバイ状態にある場合は、スタンバイ状態から起動状態に移行する。起動
状態にある場合は、起動状態を継続する。
【００６４】
　図６は、先に図３を参照して説明したネットワーク機器起動デバイスの基本処理シーケ
ンスを示すフローチャート（Ａ）と、ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチであ
る場合の具体的処理シーケンスを示すフローチャート（Ｂ）を対応付けて記載した図であ
る。
【００６５】
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　フロー（Ａ）は、先に図３を参照して説明したフローである。
　ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合のフロー（Ｂ）に示すステッ
プＳ１２１～Ｓ１２５が、フロー（Ａ）の各ステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理に対応す
る処理となる。
【００６６】
　ネットワーク機器起動デバイスが照明スイッチである場合のフロー（Ｂ）に示すステッ
プＳ１２１～Ｓ１２５の各処理について説明する。
【００６７】
　まず、ステップＳ１２１において、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ
２０１は、スイッチがオフ（ＯＦＦ）状態であり、ノンアクティブ状態（Ｎｏｎ－Ａｃｔ
ｉｖｅ）にある。このノンアクティブ状態は、起動命令の出力を実行しない状態である。
【００６８】
　次に、ステップＳ１２２において、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ
２０１は、アクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ）に設定される。すなわち、ユーザ操作によっ
て照明スイッチ２０１がオン（ＯＮ）に設定される。このアクティブ状態は、各ネットワ
ーク機器に対して定期的に起動命令を出力する状態である。
【００６９】
　ステップＳ１２２においてネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１が
アクティブ状態に遷移すると、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１
は、次にステップＳ１２３において、各ネットワーク機器に対して起動命令を出力する。
　この例では、テレビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２１４等に起
動命令を出力する。
【００７０】
　その後、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１は、ステップＳ１２
４において予め設定された期間待機する。
　さらに、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１は、ステップＳ１２
５において、アクティブ状態に維持されているか否かを判定する。
　ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１がアクティブ状態に維持され
ている場合は、ステップＳ１２３に戻り、起動命令を各ネットワーク機器に、繰り返し、
出力する。
　ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１がアクティブ状態、すなわち
ＯＮ状態に維持されている場合、定期的に起動命令が、各ネットワーク機器、すなわちテ
レビ２１１、エアコン２１２、ＰＣ２１３、ＢＤレコーダ２１４等に出力される。
【００７１】
　一方、ステップＳ１２５において、ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ
２０１がアクティブ状態に維持されていない、すなわち照明スイッチ２０１がオフ（ＯＦ
Ｆ）に設定されたと判定されると、ステップＳ１２１に戻り、ネットワーク機器起動デバ
イスである照明スイッチ２０１は起動命令を出力しないノンアクティブ状態に設定される
。
【００７２】
　　［５．ネットワーク機器起動デバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である場合の具体
的処理例について］
　次に、図７以下を参照して、ネットワーク機器起動デバイスがルータ等のアクセスポイ
ント（ＡＰ）である場合の具体的処理例について説明する。
【００７３】
　図７に示すようなホームネットワーク構成を想定する。
　すなわち、
　ネットワーク機器起動デバイスが、通信端末３０１をネットワーク接続するルータ等の
アクセスポイント（ＡＰ）３０２である。
　ネットワーク機器は、テレビ３１１、エアコン３１２、ＰＣ３１３、ＢＤレコーダ３１
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４等によって構成される。
　ネットワーク機器起動デバイスである照明スイッチ２０１と、ネットワーク機器である
テレビ３１１、エアコン３１２、ＰＣ３１３、ＢＤレコーダ３１４等とネットワークを介
して接続され通信可能な状態である。
【００７４】
　アクセスポイント（ＡＰ）３０２は、ネットワーク機器であるテレビ３１１、エアコン
３１２、ＰＣ３１３、ＢＤレコーダ３１４等にネットワークを介して起動命令を出力する
。
【００７５】
　例えば、アクセスポイント（ＡＰ）３０２が、通信端末３０１の検出に成功すると、ア
クセスポイント（ＡＰ）３０２は、ノンアクティブ状態（Ｎｏｎ－Ａｃｔｉｖｅ）からア
クティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ）に移行する。
　通信端末３０１は、予めアクセスポイント（ＡＰ）３０２を介した通信を許容する端末
として登録された端末である。
【００７６】
　アクセスポイント（ＡＰ）３０２は、このような登録端末が自己の通信可能エリアに入
り、通信端末３０１を識別した場合に、ノンアクティブ状態（Ｎｏｎ－Ａｃｔｉｖｅ）か
らアクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ）に移行する。
　アクセスポイント（ＡＰ）３０２がアクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ）にあるとき、アク
セスポイント（ＡＰ）３０２は、一定期間ごとに繰り返し、ネットワーク機器であるテレ
ビ３１１、エアコン３１２、ＰＣ３１３、ＢＤレコーダ３１４等に対して、ネットワーク
を介して起動命令を出力する。
【００７７】
　ネットワーク機器であるテレビ３１１、エアコン３１２、ＰＣ３１３、ＢＤレコーダ３
１４等は、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２からの
起動命令を受信すると、スタンバイ状態にある場合は、スタンバイ状態から起動状態に移
行する。起動状態にある場合は、起動状態を継続する。
【００７８】
　図８は、先に図３を参照して説明したネットワーク機器起動デバイスの基本処理シーケ
ンスを示すフローチャート（Ａ）と、ネットワーク機器起動デバイスがアクセスポイント
（ＡＰ）である場合の具体的処理シーケンスを示すフローチャート（Ｂ）を対応付けて記
載した図である。
【００７９】
　フロー（Ａ）は、先に図３を参照して説明したフローである。
　ネットワーク機器起動デバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である場合のフロー（Ｂ）
に示すステップＳ１３１～Ｓ１３２が、フロー（Ａ）の各ステップＳ１０１～Ｓ１０２、
フロー（Ｂ）に示すステップＳ１３４～Ｓ１３６が、フロー（Ａ）の各ステップＳ１０３
～Ｓ１０５の処理に対応する処理となる。
　この実施例では、ステップＳ１３３の処理は、この実施例に固有の処理である。
【００８０】
　ネットワーク機器起動デバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である場合のフロー（Ｂ）
に示すステップＳ１３１～Ｓ１３６の各処理について説明する。
【００８１】
　まず、ステップＳ１３１において、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイ
ント（ＡＰ）３０２は、登録された通信端末３０１を検出しておらず、ノンアクティブ状
態（Ｎｏｎ－Ａｃｔｉｖｅ）にある。このノンアクティブ状態は、起動命令の出力を実行
しない状態である。
【００８２】
　次に、ステップＳ１３２において、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイ
ント（ＡＰ）３０２は、登録された通信端末３０１を検出し、アクティブ状態（Ａｃｔｉ
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ｖｅ）に設定される。すなわち、登録された通信端末３０１が、アクセスポイント（ＡＰ
）の通信可能エリアに入り、通信端末３０１との通信が可能な状態に設定される。このア
クティブ状態は、各ネットワーク機器に対して定期的に起動命令を出力する状態である。
【００８３】
　次のステップＳ１３３の処理は、この実施例に固有の処理となる。
　ステップＳ１３３では、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ
）３０２は、アクセスポイント（ＡＰ）３０２との通信可能な状態に設定された通信端末
３０１に関する登録情報を参照する。
【００８４】
　アクセスポイント（ＡＰ）３０２内部のメモリには、例えば図９に示す登録情報が記録
されている。
　すなわち、図９に示すように、アクセスポイント（ＡＰ）３０２を介した通信が許容さ
れた複数の通信端末各々について、起動対象となるネットワーク機器とそのＭＡＣアドレ
スを識別可能とした登録情報（リスト）である。
【００８５】
　ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２は、まず通信端
末３０１から受信する通信端末識別情報を取得して通信端末３０１が通信許容端末である
ことを確認する。
　その後、通信端末３０１から受信する通信端末識別情報に基づいて、図９に示す登録情
報から、識別端末対応のエントリを選択し、そのエントリに記録された起動すべきネット
ワーク機器を選択する。
【００８６】
　例えば通信端末３０１が図９に示すＡさんの通信端末である場合、起動するネットワー
ク機器は、テレビ、エアコン、ＰＣ、さらにＢＤレコーダとなる。
　また、例えば通信端末３０１が図９に示すＢさんの通信端末である場合、起動するネッ
トワーク機器は、テレビのみとなる。
　また、例えば通信端末３０１が図９に示すＣさんの通信端末である場合、起動するネッ
トワーク機器は、ＰＣとＢＤレコーダとなる。
　これらの起動ネットワーク機器情報は、予めネットワーク機器起動デバイスであるアク
セスポイント（ＡＰ）３０２に登録しメモリに格納する。
【００８７】
　ステップＳ１３３では、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ
）３０２は、アクセスポイント（ＡＰ）３０２との通信可能な状態に設定された通信端末
３０１に関する登録情報、すなわち例えば図９に示す登録情報を参照し、起動すべきネッ
トワーク機器を選択する。
【００８８】
　ステップＳ１３４においてネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（Ａ
Ｐ）３０２は、ステップＳ１３３において選択したネットワーク機器に対して起動命令を
出力する。例えば選択された機器のＭＡＣアドレスを適用して起動すべき機器を識別可能
とした起動命令パケットを送信する。
　この実施例では、起動命令は、特定の選択機器に対して有効な起動命令として送信され
ることになる。
 
【００８９】
　すなわち、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２は、
ノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移に際して、該状態遷移を発生させた
装置またはユーザを識別し、識別結果に応じて起動対象とするネットワーク機器を選択し
、選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命令を出力する。
【００９０】
　なお、選択機器のみを起動させるための起動命令の送信手法としては、いくつかの手法
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が可能である。例えば以下の処理のいずれかを行なえばよい。
　（Ａ）選択機器に対応するアドレスを設定して、選択機器に対してのみ起動命令パケッ
トを送信する。この場合、パケットを受信した機器のみが起動処理を行なう。
　（Ｂ）起動すべき機器識別子を記載した起動命令パケットをすべての機器に対して送信
し、受信機器において、機器識別子を確認して自己の機器識別子が記録されていれば、起
動する。
　例えば、上記の（Ａ），（Ｂ）のいずれかの処理を実行して、選択機器のみの起動を実
現することができる。
【００９１】
　その後、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２は、ス
テップＳ１３５において予め設定された期間待機する。
　さらに、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２は、ス
テップＳ１３６において、アクティブ状態に維持されているか否かを判定する。
　ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２がアクティブ状
態に維持されている場合は、ステップＳ１３４に戻り、起動命令を選択ネットワーク機器
に、繰り返し、出力する。
【００９２】
　ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２がアクティブ状
態、すなわちＯＮ状態に維持されている場合、定期的に起動命令が、選択ネットワーク機
器に出力される。
【００９３】
　一方、ステップＳ１３６において、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイ
ント（ＡＰ）３０２がアクティブ状態に維持されていない、すなわちアクセスポイント（
ＡＰ）３０２が通信端末３０１を検出できなくなったと判定されると、ステップＳ１３１
に戻り、ネットワーク機器起動デバイスであるアクセスポイント（ＡＰ）３０２は起動命
令を出力しないノンアクティブ状態に設定される。
【００９４】
　このように本実施例では、通信端末を利用しているユーザ単位で、起動すべきネットワ
ーク機器を選択可能となる。
【００９５】
　　［６．起動命令の出力処理具体例と、変形例について］
　上述した実施例において、各ネットワーク機器に対して出力する起動命令は、一般的な
通信パケットに起動命令を格納して送信可能である。
　その他、例えば、ＡＭＤ社が開発したマジックパケットを利用可能である。
【００９６】
　このマジックパケットを利用する構成では、ネットワーク機器起動デバイスは、先に図
９を参照して説明したような各ネットワーク機器のＭＡＣアドレス一覧を保持し、この一
覧に記載されちＭＡＣアドレスを宛先として設定したマジックパケットを送出する。この
処理によって、各ネットワーク機器に対する起動命令を出力することができる。
　また、先に説明した図９を参照したように、特定の選択された機器のみに起動命令を送
信する構成としてもよい。
【００９７】
　なお、ＭＡＣアドレスの一覧は、ネットワーク機器起動デバイスの初期設定時において
、作成し、アクティブ状態遷移時に定期的に更新を行う設定としてもよい。
　一方、ネットワーク機器は、マジックパケットを受信時に受信パケットに従って自機を
起動させる。
【００９８】
　また、上述の実施例では、ネットワーク機器起動デバイスの例として、照明スイッチと
、アクセスポイント（ＡＰ）を説明したが、その他の様々な機器がネットワーク機器起動
デバイスとして利用可能である。
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【００９９】
　ネットワーク機器起動デバイスは、ネットワークに加わることのできるデバイスであれ
ばよく、例えば、通信機能を備えた家の鍵や、防犯用の人感センサ、認証型コンセントな
どであってもよい。
　また、携帯電話等の通信端末がモバイル回線を通じて、家庭内のネットワーク機器起動
デバイス（たとえばアクセスポイント）にアクセスすることで２次的に起動命令を送出す
る構成としてもよい。この場合は通信端末自身がネットワーク機器起動デバイスとして機
能する。
【０１００】
　なお、ネットワークは、ＩＰベースのネットワークに限らず、例えばＩＲなどの他のイ
ンフラを用いることも可能である。
【０１０１】
　　［７．各装置のハードウェア構成例について］
　最後に、図１０を参照して、上述した処理を実行する各装置のハードウェア構成例につ
いて説明する。
　図１０は、ネットワーク機器起動デバイスや、ネットワーク機器として利用可能な情報
処理装置のハードウェア構成例を示している。
【０１０２】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）７０１は、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）７０２、または記憶部７０８に記憶されているプログラ
ムに従って各種の処理を実行するデータ処理部として機能する。例えば、上述したシーケ
ンスに従った処理を実行する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）７
０３には、ＣＰＵ７０１が実行するプログラムやデータなどが記憶される。これらのＣＰ
Ｕ７０１、ＲＯＭ７０２、およびＲＡＭ７０３は、バス７０４により相互に接続されてい
る。
【０１０３】
　ＣＰＵ７０１はバス７０４を介して入出力インタフェース７０５に接続され、入出力イ
ンタフェース７０５には、各種スイッチ、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりな
る入力部７０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部７０７が接続されている。
ＣＰＵ７０１は、入力部７０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行し、処理
結果を例えば出力部７０７に出力する。
【０１０４】
　入出力インタフェース７０５に接続されている記憶部７０８は、例えばハードディスク
等からなり、ＣＰＵ７０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部７０
９は、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の
装置と通信する。
【０１０５】
　なお、図１０に示す装置構成例は一例であり、これらの構成の全てを備えることは必須
ではなく、上述した実施例において説明した処理シーケンスを記録したプログラムを格納
したメモリ、プログラムを実行可能なＣＰＵ等を備えたデータ処理部、通信部等を有する
構成であればよい。
　なお、各ネットワーク機器は、その機器特有のハードウェア、例えば、テレビ、ＰＣ等
の各機器に応じたハードウェア構成を持つ。
【０１０６】
　　［８．本開示の構成のまとめ］
　以上、特定の実施例を参照しながら、本開示の実施例について詳解してきた。しかしな
がら、本開示の要旨を逸脱しない範囲で当業者が実施例の修正や代用を成し得ることは自
明である。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈さ
れるべきではない。本開示の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべき
である。
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【０１０７】
　なお、本明細書において開示した技術は、以下のような構成をとることができる。
　（１）　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御装置
。
【０１０８】
　（２）前記データ処理部は、定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状
態を継続している場合、定期的に前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する前記
（１）に記載の電子機器起動制御装置。
　（３）前記データ処理部は、定期的に自装置の状態検出を行い、自装置がアクティブ状
態からノンアクティブ状態に遷移したことを識別した場合、前記ネットワーク機器に対す
る起動命令の出力を停止する前記（１）または（２）に記載の電子機器起動制御装置。
【０１０９】
　（４）前記データ処理部は、ノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移に際
して、該状態遷移を発生させた装置またはユーザを識別し、識別結果に応じて起動対象と
するネットワーク機器を選択し、選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起
動命令を出力する前記（１）～（３）いずれかに記載の電子機器起動制御装置。
【０１１０】
　（５）前記電子機器起動制御装置は、照明スイッチであり、前記データ処理部は、ユー
ザによる照明スイッチに対するオン設定操作を、自装置のノンアクティブ状態からアクテ
ィブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器
に対する起動命令を出力する前記（１）～（４）いずれかに記載の電子機器起動制御装置
。
　（６）前記電子機器起動制御装置は、照明スイッチであり、前記データ処理部は、ユー
ザによる照明スイッチに対するオフ設定操作を、自装置のアクティブ状態からノンアクテ
ィブ状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器
に対する起動命令の出力を停止する前記（１）～（５）いずれかに記載の電子機器起動制
御装置。
【０１１１】
　（７）前記電子機器起動制御装置は、通信装置の中継装置であるアクセスポイントであ
り、前記データ処理部は、前記アクセスポイントを介して通信を実行する通信装置が通信
可能エリアから検出されたことを、自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの
状態遷移として識別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動
命令を出力する前記（１）～（４）いずれかに記載の電子機器起動制御装置。
　（８）前記データ処理部は、前記通信装置を識別し、識別結果に応じて起動対象とする
ネットワーク機器を選択し、選択されたネットワーク機器のみを起動させるための起動命
令を出力する前記（７）に記載の電子機器起動制御装置。
【０１１２】
　（９）前記電子機器起動制御装置は、通信装置の中継装置であるアクセスポイントであ
り、前記データ処理部は、前記アクセスポイントを介して通信を実行する通信装置が通信
可能エリアから検出されなくなったことを、自装置のアクティブ状態からノンアクティブ
状態ヘの状態遷移として識別し、該状態遷移の識別に応じて、前記ネットワーク機器に対
する起動命令の出力を停止する前記（１）～（４）いずれかに記載の電子機器起動制御装
置。
【０１１３】
　（１０）　ネットワークに接続されたネットワーク機器と、
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　前記ネットワークを介して、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力するネット
ワーク機器起動デバイスを有する電子機器起動制御システムであり、
　前記ネットワーク機器起動デバイスは、
　ネットワークを介した通信を実行する通信部と、
　前記通信部を介して前記ネットワークに接続されたネットワーク機器に対する起動命令
を出力するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　自装置のノンアクティブ状態からアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の
識別に応じて、前記ネットワーク機器に対する起動命令を出力する電子機器起動制御シス
テム。
【０１１４】
　（１１）前記ネットワーク機器は、前記ネットワーク機器起動デバイスからの起動命令
の受信に応じて、起動命令の受信検出を可能としたスタンバイ状態から、機器の主要動作
を可能とした起動状態への移行処理を実行する前記（１０）に記載の電子機器起動制御シ
ステム。
【０１１５】
　さらに、上記した装置およびシステムにおいて実行する処理の方法や、処理を実行させ
るプログラムも本開示の構成に含まれる。
【０１１６】
　また、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。例えば、プログラムは記録媒体に予め記録しておくことができる。記録媒体からコンピ
ュータにインストールする他、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、イン
ターネットといったネットワークを介してプログラムを受信し、内蔵するハードディスク
等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１１７】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　以上、説明したように、本開示の一実施例の構成によれば、省電力、ユーザの利便性を
向上させる電子機器の起動制御を行なう装置、方法が実現される。
　具体的には、ネットワーク接続されたネットワーク機器と、ネットワーク機器に対する
起動命令を出力するネットワーク機器起動デバイスを有する。ネットワーク機器起動デバ
イスは、ネットワークを介した通信を実行する通信部と、ネットワーク機器に対する起動
命令を出力するデータ処理部を有する。データ処理部は、自装置のノンアクティブ状態か
らアクティブ状態ヘの状態遷移を識別し、該状態遷移の識別に応じて、ネットワーク機器
に対する起動命令を出力する。ネットワーク機器は、起動命令の受信に応じて、起動命令
の受信検出を行なうスタンバイ状態から、機器の主要動作を可能とした起動状態への移行
処理を実行する。
　これらの構成により、省電力、ユーザの利便性を向上させる電子機器の起動制御を行な
う装置、方法が実現される。
【符号の説明】
【０１１９】
　　１１　通信端末
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　　１２　アクセスポイント（ＡＰ）
　　１３　照明スイッチ
　　２１　テレビ
　　２２　エアコン
　　２３　ＰＣ
　　２４　ＢＤレコーダ
　　２５　照明器具
　１０１　ネットワーク機器起動デバイス
　１２１　ネットワーク機器
　２０１　照明スイッチ
　２１１　テレビ
　２１２　エアコン
　２１３　ＰＣ
　２１４　ＢＤレコーダ
　３０１　アクセスポイント（ＡＰ）
　３１１　テレビ
　３１２　エアコン
　３１３　ＰＣ
　３１４　ＢＤレコーダ
　７０１　ＣＰＵ
　７０２　ＲＯＭ
　７０３　ＲＡＭ
　７０４　バス
　７０５　入出力インタフェース
　７０６　入力部
　７０７　出力部
　７０８　記憶部
　７０９　通信部
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