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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　警告すべき状態を検出する検出手段と、
　前記警告すべき状態が検出されたことを警告する警告手段と、
　前記警告すべき状態が発生したことを示す警告情報を送信する送信手段とを有する電子
機器であって、
　前記警告手段が前記警告すべき状態が検出されたことを警告したが、前記警告すべき状
態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記電子機器が接続されている第１のネッ
トワーク内に登録機器があるか否かを判定し、
　前記第１のネットワーク内に登録機器があると判定された場合は、前記警告情報を前記
第１のネットワーク内の登録機器に送信し、
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信したが、前記警告すべき状
態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネットワーク内
の登録機器以外の機器に送信し、
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信したが、前記警
告すべき状態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネッ
トワークとは異なる第２のネットワーク内の複数の携帯端末に所定の優先順位に従って送
信することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信した場合に、前記警告すべ
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き状態が所定時間以内に解除されたときは、前記警告すべき状態が解除されたことを示す
警告解除情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信することを特徴とする請求項
１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信した場合に、前
記警告すべき状態が所定時間以内に解除されたときは、前記警告すべき状態が解除された
ことを示す警告解除情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記警告情報を前記第２のネットワーク内の携帯端末に送信した場合は、前記警告すべ
き状態の解除を、前記第２のネットワーク内の携帯端末からのコマンドに従って行うこと
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　警告すべき状態を検出する検出手段と、
　前記警告すべき状態が検出されたことを警告する警告手段と、
　前記警告すべき状態が発生したことを示す警告情報を送信する送信手段とを有する電子
機器内の制御部により読み出し可能なプログラムであって、
　前記警告手段が前記警告すべき状態が検出されたことを警告したが、前記警告すべき状
態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記電子機器が接続されている第１のネッ
トワーク内に登録機器があるか否かを判定する手順と、
　前記第１のネットワーク内に登録機器があると判定された場合は、前記警告情報を前記
第１のネットワーク内の登録機器に送信する手順と、
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信したが、前記警告すべき状
態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネットワーク内
の登録機器以外の機器に送信する手順と、
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信したが、前記警
告すべき状態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネッ
トワークとは異なる第２のネットワーク内の複数の携帯端末に所定の優先順位に従って送
信する手順と
を前記制御部に実行させるためのプログラムを格納したことを特徴とする記憶媒体。
【請求項６】
　前記プログラムは、
　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信した場合に、前記警告すべ
き状態が所定時間以内に解除されたときは、前記警告すべき状態が解除されたことを示す
警告解除情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信する手順を前記制御部に実行
させるためのプログラムでもあることを特徴とする請求項５に記載の記憶媒体。
【請求項７】
　前記プログラムは、
　　前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信した場合に、
前記警告すべき状態が所定時間以内に解除されたときは、前記警告すべき状態が解除され
たことを示す警告解除情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信する
手順を前記制御部に実行させるためのプログラムでもあることを特徴とする請求項５また
は６に記載の記憶媒体。
【請求項８】
　前記プログラムは、
　前記警告情報を前記第２のネットワーク内の携帯端末に送信した場合は、前記警告すべ
き状態の解除を、前記第２のネットワーク内の携帯端末からのコマンドに従って行う手順
を前記制御部に実行させるためのプログラムでもあることを特徴とする請求項５から７の
いずれか１項に記載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ある電子機器に生じた状態の変化（動作の完了や異常状態の発生等）をその
電子機器から離れた場所にいるユーザに警告するための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、家庭内で使用される電子機器（家庭用電子機器）は、この機器自体が具備する所定
の制御素子（例えば、ＬＥＤ等の発光素子、ＣＲＴやＬＣＤ等の表示器、スピーカ）を用
いて、状態の変化（動作の完了や異常状態の発生等）をユーザに警告していた。ユーザは
、所望の家庭用電子機器のもつ制御素子を視覚で確認したり、聴覚で確認したりすること
によって、この機器の状態の変化を確認していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、所望の家庭用電子機器がユーザから離れた場所にある場合やユーザとは別
の部屋にある場合、ユーザはこの機器の状態の変化を即座に知ることができないという問
題がある。
【０００４】
また、所望の家庭用電子機器における状態の変化を即座に知りたい場合、ユーザは常にこ
の機器の近くにいなければならず、非常に扱いにくく、ユーザに与える負担が大きいとい
う問題がある。しかも、このような場合には、この機器とは別の場所にある機器の状態の
変化を即座に知ることができないという問題もある。
【０００５】
さらに、外出中に所望の家庭用電子機器における状態の変化を知りたい場合、ユーザはこ
の機器に生じた状態の変化を確認することができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、ある電子機器に生じた状態の変化を
その電子機器から離れた場所にいるユーザに警告できるようにすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る電子機器は、警告すべき状態を検出する検出手段と、前記警告すべき状態
が検出されたことを警告する警告手段と、前記警告すべき状態が発生したことを示す警告
情報を送信する送信手段とを有する電子機器であって、前記警告手段が前記警告すべき状
態が検出されたことを警告したが、前記警告すべき状態が所定時間以内に解除されなかっ
た場合は、前記電子機器が接続されている第１のネットワーク内に登録機器があるか否か
を判定し、前記第１のネットワーク内に登録機器があると判定された場合は、前記警告情
報を前記第１のネットワーク内の登録機器に送信し、前記警告情報を前記第１のネットワ
ーク内の登録機器に送信したが、前記警告すべき状態が所定時間以内に解除されなかった
場合は、前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信し、前記
警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信したが、前記警告すべ
き状態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネットワー
クとは異なる第２のネットワーク内の複数の携帯端末に所定の優先順位に従って送信する
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る記憶媒体は、警告すべき状態を検出する検出手段と、前記警告すべ
き状態が検出されたことを警告する警告手段と、前記警告すべき状態が発生したことを示
す警告情報を送信する送信手段とを有する電子機器内の制御部により読み出し可能なプロ
グラムであって、前記警告手段が前記警告すべき状態が検出されたことを警告したが、前
記警告すべき状態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記電子機器が接続されて
いる第１のネットワーク内に登録機器があるか否かを判定する手順と、前記第１のネット
ワーク内に登録機器があると判定された場合は、前記警告情報を前記第１のネットワーク
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内の登録機器に送信する手順と、前記警告情報を前記第１のネットワーク内の登録機器に
送信したが、前記警告すべき状態が所定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情
報を前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信する手順と、前記警告情報を
前記第１のネットワーク内の登録機器以外の機器に送信したが、前記警告すべき状態が所
定時間以内に解除されなかった場合は、前記警告情報を前記第１のネットワークとは異な
る第２のネットワーク内の複数の携帯端末に所定の優先順位に従って送信する手順とを前
記制御部に実行させるためのプログラムを格納したことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明に好適な実施の形態について説明する。
【００１３】
（第１の実施の形態）
図１は、第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムを示す図である。１０１
はパーソナルコンピュータ（以下、パソコン）、１０２はステレオ機器、１０３はモニタ
付き電話機、１０４はディジタルテレビジョン受像機（以下、ディジタルテレビ）、１０
５は洗濯機、１０６は冷蔵庫、１０７はドアホン装置、１０８はディジタルビデオレコー
ダ、１００はＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格及びその拡張規格に準拠したディジタルネ
ットワーク（以下、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス）である。
【００１４】
電子機器１０１～１０８のそれぞれは、ユーザに警告しなければならない状態（即ち、警
告イベント）が発生したことを示す警告情報を、ユーザが予め登録しておいた機器に伝送
したり、家庭内ネットワーク上にブロードキャストしたりする機能を有する。また、電子
機器１０１～１０８のそれぞれは、他の機器から伝送された警告情報を受信し、ユーザに
警告する機能を有する。
【００１５】
図２は、第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムを構成する電子機器１０
１～１０８の基本構成を説明する図である。
【００１６】
図２において、２０１はＩＥＥＥ１３９４インタフェース、２０２は制御部、２０３はタ
イマ、２０４は本体部、２０５は検出部、２０６は警告情報管理部、２０７は警告出力部
、２０８は操作部、２０９は宛先管理部である。
【００１７】
ＩＥＥＥ１３９４インタフェース２０１は、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格及びその拡
張規格に準拠したデジタルインタフェースである。制御部２０２は、マイクロコンピュー
タと記憶媒体とからなる。タイマ２０３は、制御部２０２の指示に従って時間を計時する
。検出部２０５は、複数のセンサを用いて本体部２０４の状態の変化を検出する。制御部
２０２は、検出部２０５の有する各センサの出力に基づいて、警告しなければならない状
態（即ち、警告イベント）が発生したか否かを判断する。
【００１８】
例えば、冷蔵庫１０６の場合、検出部２０５は扉センサ，温度センサ等のセンサを有する
。扉センサは扉の開閉状態を検出し、温度センサは冷蔵庫１０６内の温度状態を検出する
。扉の開放状態が所定時間以上継続した場合や冷蔵庫１０６内の温度が所定温度以上にな
った場合、制御部２０２は警告イベントが発生したと判断する。
【００１９】
警告情報管理部２０６は、複数種類の警告情報を管理する。各警告情報は、警告イベント
の種類および内容を表す画像データ，テキストデータ，音声データの少なくとも一つから
なる。
【００２０】
警告出力部２０７は、モニタ（ＣＲＴ、液晶モニタ、プラズマディスプレイパネル等）や
スピーカを有し、自身に発生した警告イベントや他の電子機器に発生した警告イベントを
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画像，文字，音声の少なくとも一つにより警告する。画像により警告する場合には、警告
イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画像等をモニタに表示す
る。文字により警告する場合には、警告イベントの種類および内容を記述するテキストメ
ッセージ等をモニタに表示する。音声により警告する場合には、警告イベントの種類およ
び内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカから出力する。
【００２１】
操作部２０８は、ユーザの操作に従って、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス１００に接続さ
れた電子機器１０１～１０８の中から所望の機器を警告情報の送信先として選択する。操
作部２０８で選択された送信先は、宛先管理部２０９が管理する管理テーブルを登録され
る。
【００２２】
電子機器１０１～１０８のそれぞれは、オンモードとスリープモードの２つの動作モード
を有する。オンモードとは、通常の動作を行なう動作モードである。一方、スリープモー
ドとは、オンモードよりも消費電力を抑えた動作モード（所謂、省電力モード）である。
スリープモードの場合、制御部２０２は、本体部２０４の一部またはほぼ全ての機能を停
止させ、消費電力を削減する。電子機器１０１～１０８のそれぞれは、所定時間以上ユー
ザからの操作を受け付けなかった場合に、自動的にオンモードからスリープモードへ切り
換わる。なお、第１の実施の形態では、電子機器１０１～１０８の全てがオンモードであ
る場合について説明する。
【００２３】
図３は、パソコン１０１，ステレオ装置１０２，電話機１０３，ディジタルテレビ１０４
のそれぞれが有する警告機能について説明する図である。図３において、「○」は対応可
能な警告機能、「×」は非対応な警告機能を示す。
【００２４】
パソコン１０１，ディジタルテレビ１０４のそれぞれは、画像による警告，文字による警
告，声による警告，音による警告が可能である。また、ステレオ装置１０２，電話機１０
３のそれぞれは、文字による警告，声による警告，音による警告が可能である。
【００２５】
図４および図５は、第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順に
ついて説明するフローチャートである。
【００２６】
まず、各電子機器１０１～１０８の制御部２０２は、検出部２０５の有する各センサの出
力に基づいて、警告しなければならない状態（即ち、警告イベント）が発生したか否かを
判断する（ステップＳ４００）。
【００２７】
警告イベントが発生した場合、各電子機器１０１～１０８は、自身の警告出力部２０７を
用いて警告する（ステップＳ４０１）。制御部２０２は、所定時間以内に警告状態が解除
されたか否かを判断する（ステップＳ４０２）。所定時間以内に警告状態が解除された場
合、制御部２０２は本処理を終了する。
【００２８】
一方、所定時間が経過しても警告状態が解除されなかった場合、各電子機器１０１～１０
８は、近くにユーザは存在しないと判断する。そして、宛先管理部２０９の管理テーブル
を調べ、登録機器があるか否かを判断する（ステップＳ４０３）。
【００２９】
登録機器があると判断された場合、各電子機器１０１～１０８は、各登録機器に警告コマ
ンドを送信する（ステップＳ４０４）。この警告コマンドには、警告イベントに対応した
警告情報がセットされている。登録機器が１つもない場合には、ステップＳ４１３以下の
処理を実行する。
【００３０】
警告コマンドを受信した登録機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップ
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Ｓ４０５）。画像による警告が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる画像
データを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画
像等をモニタに表示する（ステップＳ４０６）。ディジタルテレビ１０４が冷蔵庫１０６
で発生した警告イベント（「冷蔵庫の扉が開いています」を示す）を警告する例を図６に
示す。画像による警告を行う場合、ディジタルテレビ１０４は、「冷蔵庫の扉が開いてい
ます」を示すアニメーション画像６０３を表示部６０１に表示する。
【００３１】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ４０７）。文字による警告が
可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告イベ
ントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステップＳ
４０８）。ディジタルテレビ１０４が冷蔵庫１０６で発生した警告イベント（「冷蔵庫の
扉が開いています」を示す）を警告する例を図６に示す。文字による警告を行う場合、デ
ィジタルテレビ１０４は、「冷蔵庫の扉が開いています」を示すテキストメッセージ６０
４を表示部６０１に表示する。
【００３２】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ４０９）。音声による警告が
可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベント
の種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカから
出力する（ステップＳ４１０）。ディジタルテレビ１０４が冷蔵庫１０６で発生した警告
イベント（「冷蔵庫の扉が開いています」を示す）を警告する例を図６に示す。音声によ
る警告を行う場合、ディジタルテレビ１０４は、「冷蔵庫の扉が開いています」を示すメ
ロディー６０５をスピーカ６０２から出力する。
【００３３】
各電子機器１０１～１０８は、警告コマンドを各登録機器に送信してから所定時間が経過
するまでの間に警告状態が解除されたか否かを判別する（ステップＳ４１１）。所定時間
が経過するまでの間に警告状態が解除された場合、各電子機器１０１～１０８は、警告状
態が解除されたことを示す警告解除コマンドを登録機器に送信し、本処理を終了する（ス
テップＳ４１２）。
【００３４】
登録機器が１つもないと判断された場合（ステップＳ４０３），所定時間が経過しても警
告状態が解除されなかった場合（ステップＳ４１１）、各電子機器１０１～１０８は、上
述の警告コマンドをブロードキャストし、登録機器以外の機器にも上述の警告コマンドを
送信する（ステップＳ４１３）。
【００３５】
警告コマンドを受信した機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ４
１４）。画像による警告が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる画像デー
タを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画像等
をモニタに表示する（ステップＳ４１５）。
【００３６】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ４１６）。文字による警告が
可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告イベ
ントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステップＳ
４１７）。
【００３７】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ４１８）。音声による警告が
可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベント
の種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカから
出力する（ステップＳ４１９）。
【００３８】
警告状態が解除された後、各電子機器１０１～１０８は、警告状態が解除されたことを示
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す警告解除コマンドをブロードキャストし、本処理を終了する（ステップＳ４２０）。
【００３９】
以上の説明したように、第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムによれば
、電子機器１０１～１０８のそれぞれは、ユーザに警告しなければならない状態（即ち、
警告イベント）が発生したことを検出すると、（１）警告イベントを検出した機器自身，
（２）警告イベントを検出した機器に登録された登録機器，（３）登録機器以外の電子機
器の順番に従って警告イベントの発生をユーザに通知することができる。このように構成
することによって、ある機器で発生した状態の変化をその機器から離れた場所にいるユー
ザに確実に警告することができる。
【００４０】
次に、図７を用いて冷蔵庫１０６で発生した警告イベントを、冷蔵庫１０６の登録機器で
あるディジタルテレビ１０４から警告する手順を説明する。図７は、ディジタルテレビ１
０４の構成と冷蔵庫１０６の構成とを詳細に説明するブロック図である。
【００４１】
図７において、７０１はアナログテレビジョン放送，ディジタルテレビジョン放送，ケー
ブルテレビジョン放送等を受信するチューナー部、７０２はチューナー部７０１やＩＥＥ
Ｅ１３９４インタフェース２０１から供給された画像および音声信号を処理する画像音声
処理部、７０３は画像よる警告、文字による警告を行うモニタ、７０４は音声による警告
を行うスピーカである。また、７０５は冷蔵庫１０６の扉の開閉状態を検出する扉センサ
、７０６は音声による警告を行うスピーカである。
【００４２】
制御部２０２は、扉センサ７０５の出力に基づいて冷蔵庫１０６の扉の開放時間を計時す
る。扉が所定時間以上開放状態であることを検出した後、制御部２０２はスピーカ７０５
を用いて音声による警告を行い、現在の冷蔵庫１０６の状態をユーザに警告する。
【００４３】
警告を開始してから所定時間が経過しても警告状態が解除されていないと判断した場合、
制御部２０２は警告情報管理部２０６が保持する警告情報を読み出し、読み出した警告情
報をＩＥＥＥ１３９４インタフェース回路２０１に供給する。ＩＥＥＥ１３９４インタフ
ェース回路２０１は、この警告情報をセットした警告コマンドを生成し、生成した警告コ
マンドをディジタルテレビ１０４にAsynchronous転送する。
【００４４】
ＩＥＥＥ１３９４インタフェース回路２０１は、Asynchronous転送された警告コマンドを
受信し、受信した警告コマンドにセットされた警告情報を制御部２０２に供給する。制御
部２０２は、図６に示すように、モニタ７０３を用いて画像や文字による警告を行い、ス
ピーカ７０４を用いて音声による警告を行う。尚、画像による警告，文字による警告，音
声による警告のそれぞれを出力するタイミングは、警告コマンドにセットされた補助情報
に基づいて制御部２０２が制御する。
【００４５】
以上の手順により、冷蔵庫１０６の登録機器であるディジタルテレビ１０４は、冷蔵庫１
０６の扉の開放状態をユーザに警告することができる。
【００４６】
図８は、第１の実施の形態における警告コマンドのパケットフォーマットの一例を示す図
である。図８に示すパケットは、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格のAsynchronous転送パ
ケットに準拠する。
【００４７】
図８において、８０１はヘッダ部、８０２はヘッダ部のＣＲＣ、８０３はデータ部、８０
４はデータ部のＣＲＣである。
【００４８】
８０５は宛先ノードＩＤフィールドであり、宛先となる機器のノードＩＤをセットする。
警告コマンドを登録機器に伝送する場合には、登録機器のノードＩＤをセットする。また
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、警告コマンドをブロードキャストする場合には、ブロードキャストを示すコード「ＦＦ
ＦＦ16」をセットする。８０６はソースノードＩＤフィールドであり、警告コマンドを伝
送する機器のノードＩＤをセットする。８０７はレジスタアドレスフィールドであり、デ
ータ部８０３にセットされた警告情報をＩＥＥＥ１３９４インタフェースのもつアドレス
空間のどこに書き込むかを指定する。
【００４９】
８０８は制御データフィールドであり、警告情報を制御するための補助情報をセットする
。８０９は画像データフィールドであり、警告イベントの種類および内容を表現する画像
データをセットする。８１０はテキストデータフィールドであり、警告イベントの種類お
よび内容を記述するテキストデータをセットする。８１１は音声データフィールドであり
、警告イベントの種類および内容に対応する音声データをセットする。
【００５０】
図９は、図８に示す警告コマンドを送信するタイミングを説明する図である。
【００５１】
各電子機器１０１～１０８のＩＥＥＥ１３９４インタフェース２０１は、２種類のデータ
転送方式（Isochronous転送方式とAsynchronous転送方式）を時分割に実行する。Isochro
nous転送方式は、ビデオデータやオーディオデータ等の転送に適した転送方式である。Is
ochronous転送方式では、１通信サイクル（１通信サイクルは通常１２５μsec）毎に割り
当てられた通信帯域と通信チャネルを用いて、所定量のデータを略一定のデータレートで
ブロードキャストする。Asynchronous転送方式は、Isochronous転送パケットの転送期間
の終了後から次に通信サイクルを開始するまでの間に実行される。Asynchronous転送方式
は、制御コマンドやデータファイル等を転送する転送方式である。
【００５２】
図９において、９０１，９０６はＣＳＰ（cycle start packet）であり、各通信サイクル
のスタート時に転送される。ＣＳＰ９０１，９０６はブロードキャストされ、各電子機器
１０１～１０８のＩＥＥＥ１３９４インタフェース２０１が計時する時間を調整する。９
０２，９０３はIsochronous転送されるパケットである。９０４，９０５はAsynchronous
転送されるパケットである。図８に示す警告コマンドは、例えば、Isochronous転送パケ
ット９０２，９０３の転送期間が終了してからＣＳＰ９０６を転送するまでの間（即ち、
パケット９０４）に転送される。
【００５３】
尚、第１の実施の形態では、Asynchronous転送方式を用いて警告情報をブロードキャスト
するように構成したが、Isochronous転送方式を用いて警告情報をブロードキャストする
ように構成することも可能である。
【００５４】
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態では、電子機器１０１～１０８の全てがオンモードである場合について
説明した。これに対して第２の実施の形態では、電子機器１０１～１０８の少なくとも一
つがスリープモードである場合について説明する。
【００５５】
図１０及び図１１は、第２の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順
について説明するフローチャートである。図１２，図１３および図１４は、ステレオ装置
１０２，ディジタルテレビ１０４および冷蔵庫１０６の動作状態の時間的な変化を示す図
である。図１２では、冷蔵庫１０６，ステレオ装置１０２の動作モードがオンモードであ
り、ディジタルテレビ１０４の動作モードがスリープモードである例を説明する（Ｓ１２
０１）。また、図１３では、冷蔵庫１０６，ステレオ装置１０２の動作モードがオンモー
ドであり、ディジタルテレビ１０４の動作モードがスリープモードである例を説明する（
Ｓ１３０１）。また、図１４では、冷蔵庫１０６の動作モードがオンモードであり、ディ
ジタルテレビ１０４，ステレオ装置１０２の動作モードがスリープモードである例を説明
する（Ｓ１４０１）。
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【００５６】
まず、各電子機器１０１～１０８の制御部２０２は、検出部２０５の有する各センサの出
力に基づいて、警告しなければならない状態（即ち、警告イベント）が発生したか否かを
判断する（ステップＳ１０００）。
【００５７】
警告イベントが発生した場合、各電子機器１０１～１０８は、自身の警告出力部２０７を
用いて警告する（ステップＳ１００１）。図１２，図１３および図１４では、冷蔵庫１０
６が警告イベントの発生を検出し、警告する（Ｓ１２０２，Ｓ１３０２，Ｓ１４０２）。
制御部２０２は、所定時間以内に警告状態が解除されたか否かを判断する（ステップＳ１
００２）。所定時間以内に警告状態が解除された場合、制御部２０２は本処理を終了する
。
【００５８】
一方、所定時間が経過しても警告状態が解除されなかった場合、各電子機器１０１～１０
８は、近くにユーザは存在しないと判断する。そして、宛先管理部２０９の管理テーブル
を調べ、登録機器があるか否かを判断する（ステップＳ１００３）。図１２では、ステレ
オ装置１０２が冷蔵庫１０６に登録された登録機器である。一方、図１３および図１４で
は、ディジタルテレビ１０４が冷蔵庫１０６に登録された登録機器である。
【００５９】
登録機器があると判断された場合、各電子機器１０１～１０８は、各登録機器に警告コマ
ンドを送信する（ステップＳ１００４）。この警告コマンドには、警告イベントに対応し
た警告情報がセットされている。登録機器が１つもない場合には、ステップＳ１０１５以
下の処理を実行する。
【００６０】
警告コマンドを受信した登録機器は、自身の動作モードがオンモードかスリープモードか
を判別する（ステップＳ１００５）。スリープモードであると判別された登録機器は、自
身の動作モードを自動的にオンモードに変更する（ステップＳ１００６）。図１２では、
登録機器であるステレオ装置１０２がオンモードである例を示す（Ｓ１２０２）。一方、
図１３および図１４では、登録機器であるディジタルテレビ１０４が自身の動作モードを
スリープモードからオンモードに変更する例を示す（Ｓ１３０３，Ｓ１４０３）。
【００６１】
警告コマンドを受信した登録機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップ
Ｓ１００７）。画像による警告が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる画
像データを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション
画像等をモニタに表示する（ステップＳ１００８）。図１３および図１４では、登録機器
であるディジタルテレビ１０４がアニメーション画像による警告を行う例を示す（Ｓ１３
０４，Ｓ１４０４）。
【００６２】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１００９）。文字による警告
が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告イ
ベントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステップ
Ｓ１０１０）。
【００６３】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１０１１）。音声による警告
が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベン
トの種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカか
ら出力する（ステップＳ１０１２）。図１２では、登録機器であるステレオ装置１０２が
ボイスメッセージによる警告を行う例を示す（Ｓ１２０４）。
【００６４】
各電子機器１０１～１０８は、警告コマンドを各登録機器に送信してから所定時間が経過
するまでの間に警告状態が解除されたか否かを判別する（ステップＳ１０１３）。所定時
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間が経過するまでの間に警告状態が解除された場合、各電子機器１０１～１０８は、警告
状態が解除されたことを示す警告解除コマンドを登録機器に送信する（ステップＳ１０１
４）。警告コマンドを受信する前の動作モードがスリープモードであった登録機器は、こ
の警告解除コマンドを受信した後、自身の動作モードを再びスリープモードに変更する（
ステップＳ１０２６）。
【００６５】
登録機器が１つもないと判断された場合（ステップＳ１００３），所定時間が経過しても
警告状態が解除されなかった場合（ステップＳ１０１３）、各電子機器１０１～１０８は
、登録機器以外の機器にも上述の警告コマンドを送信するために、上述の警告コマンドを
ブロードキャストする（ステップＳ１０１５）。
【００６６】
警告コマンドを受信した機器は、自身の動作モードがオンモードかスリープモードかを判
別する（ステップＳ１０１６）。スリープモードであると判別された機器は、自身の動作
モードを自動的にオンモードに変更する（ステップＳ１０１７）。図１２では、登録機器
以外の機器の一つであるディジタルテレビ１０４が自身の動作モードをスリープモードか
らオンモードに変更する例を示す（Ｓ１３０４）。図１３では、登録機器以外の機器の一
つであるステレオ装置１０２がオンモードである例を示す（Ｓ１４０４）。図１４では、
登録機器以外の機器の一つであるステレオ装置１０２が自身の動作モードをスリープモー
ドからオンモードに変更する例を示す（Ｓ１４０５）。
【００６７】
警告コマンドを受信した機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１
０１８）。画像による警告が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる画像デ
ータを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画像
等をモニタに表示する（ステップＳ１０１９）。図１２では、登録機器以外の機器の一つ
であるディジタルテレビ１０４がアニメーション画像による警告を行う例を示す（Ｓ１２
０５）。
【００６８】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１０２０）。文字による警告
が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告イ
ベントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステップ
Ｓ１０２１）。
【００６９】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１０２２）。音声による警告
が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベン
トの種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカか
ら出力する（ステップＳ１０２３）。図１３および図１４では、登録機器以外の機器の一
つであるステレオ装置１０２がボイスメッセージによる警告を行う例を示す（Ｓ１３０５
，Ｓ１４０６）。
【００７０】
警告状態が解除された後、各電子機器１０１～１０８は、警告状態が解除されたことを示
す警告解除コマンドをブロードキャストする（ステップＳ１０２４）。警告コマンドを受
信する前の動作モードがスリープモードであった機器は、この警告解除コマンドを受信し
た後、自身の動作モードを再びスリープモードに変更する（ステップＳ１０２５）。従っ
て、図１２ではＳ１２０１の状態に戻り、図１３ではＳ１３０１の状態に戻り、図１４で
はＳ１４０１の状態に戻る。
【００７１】
以上の説明したように、第２の実施の形態における家庭内ネットワークシステムによれば
、電子機器１０１～１０８のそれぞれは、ユーザに警告しなければならない状態（即ち、
警告イベント）が発生したことを検出すると、（１）警告イベントを検出した機器自身，
（２）警告イベントを検出した機器に登録された登録機器，（３）登録機器以外の電子機
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器の順番に従って警告イベントの発生を通知することができる。また、電子機器１０１～
１０８のそれぞれは、自身の動作モードがスリープモードであっても自動的にオンモード
となり、警告イベントの発生をユーザに知らせることもできる。このように構成すること
によって、ある機器で発生した状態の変化をその機器から離れた場所にいるユーザに確実
に警告することができる。
【００７２】
（第３の実施の形態）
第１の実施形態では、ある電子機器で発生した警告イベントを家庭内ネットワークに接続
された登録機器からユーザに通知する例について説明した。第３の実施の形態では、ある
電子機器で発生した警告イベントを外部ネットワークに接続された登録機器からユーザに
警告する例について説明する。
【００７３】
図１５は、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムを示す図である。
【００７４】
１５０１はパーソナルコンピュータ（以下、パソコン）、１５０２はステレオ機器、１５
０３はモニタ付き電話機、１５０４はディジタルテレビジョン受像機（以下、ディジタル
テレビ）、１５０５は洗濯機、１５０６は冷蔵庫、１５０７はドアホン装置、１５０８は
ディジタルビデオレコーダ、１５０９はエアコンディショナ、１５１０はホームサーバで
ある。１５００はＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格及びその拡張規格（例えば、ＩＥＥＥ
Ｐ１３９４．ａやＩＥＥＥＰ１３９４．ｂ）に準拠したディジタルネットワーク（以下、
ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス）である。１５１１は電話回線網，インターネット等の公
衆回線網を利用した外部ネットワーク、１５１２は公衆回線網１５１１に接続された回線
中継局、１５１３は回線中継局１５１２と通信可能な携帯端末である。
【００７５】
電子機器１５０１～１５０９のそれぞれは、第１の実施の形態と同様に、ユーザに警告し
なければならない状態（即ち、警告イベント）が発生したことを示す警告情報を、ユーザ
が予め登録しておいた機器に伝送したり、家庭内ネットワーク上にブロードキャストした
りする機能を有する。また、電子機器１５０１～１５０９のそれぞれは、第１の実施の形
態と同様に、他の機器から伝送された警告情報を受信し、ユーザに警告する機能を有する
。
【００７６】
ホームサーバ１５１０は、家庭内ネットワークに接続された電子機器１５０１～１５０９
のそれぞれから伝送された警告情報を、外部ネットワーク１５１１に接続された携帯端末
１５１３に転送する機能を有する。
【００７７】
図１６は、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムを構成する電子機器１
５０１～１５０９の基本構成を説明する図である。電子機器１５０１～１５０９のそれぞ
れは、第１の実施の形態と同様に、オンモードとスリープモードを有する。
【００７８】
図１６において、１６０１はＩＥＥＥ１３９４インタフェース、１６０２は制御部、１６
０３はタイマ、１６０４は本体部、１６０５は検出部、１６０６は警告情報管理部、１６
０７は警告出力部、１６０８は操作部、１６０９は宛先管理部、１６１０は切り換えスイ
ッチである。
【００７９】
ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１６０１は、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格及びその
拡張規格に準拠したデジタルインタフェースである。制御部１６０２は、マイクロコンピ
ュータと記憶媒体とからなる。タイマ１６０３は、制御部１６０２の指示に従って時間を
計時する。検出部１６０５は、複数のセンサを用いて本体部１６０４の状態の変化を検出
する。制御部１６０２は、検出部１６０５の有する各センサの出力に基づいて、警告しな
ければならない状態（即ち、警告イベント）が発生したか否かを判断する。
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【００８０】
例えば、冷蔵庫１５０６の場合、検出部１６０５は扉センサ，温度センサ等のセンサを有
する。扉センサは扉の開閉状態を検出し、温度センサは冷蔵庫１５０６内の温度状態を検
出する。制御部１６０２は、扉の開放状態が所定時間以上継続した場合や冷蔵庫１５０６
内の温度が所定温度以上になった場合に、警告イベントが発生したと判断する。また、例
えば、エアコンディショナ１５０９である場合、検出部１６０５は温度センサ，赤外線セ
ンサ等のセンサを有する。温度センサは室内の温度状態を検出し、赤外線センサは室内が
無人か否か検出する。制御部１６０２は、室内の温度が所定温度以上になった場合や室内
が無人となる状態が所定時間以上になった場合に、警告イベントが発生したと判断する。
【００８１】
警告情報管理部１６０６は、複数種類の警告情報を管理する。各警告情報は、警告イベン
トの種類および内容を表す画像データ，テキストデータ，音声データの少なくとも一つか
らなる。
【００８２】
警告出力部１６０７は、モニタ（ＣＲＴ、液晶モニタ、プラズマディスプレイパネル等）
やスピーカを有し、自身に発生した警告イベントや他の電子機器に発生した警告イベント
を画像，文字，音声の少なくとも一つにより警告する。画像により警告する場合には、警
告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画像等をモニタに表示
する。文字により警告する場合には、警告イベントの種類および内容を記述するテキスト
メッセージ等をモニタに表示する。音声により警告する場合には、警告イベントの種類お
よび内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカから出力する
。
【００８３】
操作部１６０８は、ユーザの操作に従って、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス１５００に接
続された電子機器１５０１～１５０９の中から所望の機器を警告情報の送信先として選択
する。操作部２０８で選択された送信先は、宛先管理部１６０９が管理する管理テーブル
を登録される。操作部１６０８は更に、ユーザの操作に従って、外部ネットワーク１５１
１に接続可能な携帯端末１６１３の中から所望の端末を警告情報の送信先として登録する
。操作部１６０８で登録された送信先は、宛先管理部１６０９が管理する管理テーブルを
登録される。
【００８４】
宛先管理部１６０９が管理する管理テーブルの一例を図１９を用いて説明する。図１９で
は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス１５００に接続されたディジタルテレビ１５０４，外
部ネットワーク１５１１に接続可能な５つの携帯端末，ユーザが契約している管理会社を
警告情報の送信先として登録した例を示す。携帯端末を登録する場合には、警告情報を送
信する順番を示す優先順位，携帯端末のユーザ名，宛先を指定する宛先番号，警告状態を
解除するためのパスワード等を入力する。電子機器１５０１～１５０９のそれぞれは、各
携帯端末にセットされた優先順位に従って警告情報を送信する。
【００８５】
図１７及び図１８は、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順
について説明するフローチャートである。
【００８６】
まず、各電子機器１５０１～１５０９の制御部１６０２は、検出部１６０５の有する各セ
ンサの出力に基づいて、警告しなければならない状態（即ち、警告イベント）が発生した
か否かを判断する（ステップＳ１７００）。
【００８７】
警告イベントが発生した場合、各電子機器１５０１～１５０９は、自身の警告出力部１６
０７を用いて警告する（ステップＳ１７０１）。制御部２０２は、所定時間以内に警告状
態が解除されたか否かを判断する（ステップＳ１７０２）。所定時間以内に警告状態が解
除された場合、制御部１６０２は本処理を終了する。
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【００８８】
一方、所定時間が経過しても警告状態が解除されなかった場合、各電子機器１５０１～１
５０９は、近くにユーザは存在しないと判断する。そして、宛先管理部１６０９の管理テ
ーブルを調べ、家庭内ネットワーク内に登録機器があるか否かを判断する（ステップＳ１
７０３）。
【００８９】
登録機器があると判断された場合、各電子機器１５０１～１５０９は、各登録機器に警告
コマンドを送信する（ステップＳ１７０４）。この警告コマンドには、警告イベントに対
応した警告情報がセットされている。登録機器が１つもない場合には、ステップＳ１７１
５以下の処理を実行する。
【００９０】
警告コマンドを受信した登録機器は、自身の動作モードがオンモードかスリープモードか
を判別する（ステップＳ１７０５）。スリープモードであると判別された登録機器は、自
身の動作モードを自動的にオンモードに変更する（ステップＳ１７０６）。
【００９１】
警告コマンドを受信した登録機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップ
Ｓ１７０７）。画像による警告が可能な場合、警告出力部１６０７は警告情報に含まれる
画像データを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーショ
ン画像等をモニタに表示する（ステップＳ１７０８）。
【００９２】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１７０９）。文字による警告
が可能な場合、警告出力部１６０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告
イベントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステッ
プＳ１７１０）。
【００９３】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１７１１）。音声による警告
が可能な場合、警告出力部１６０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベ
ントの種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカ
から出力する（ステップＳ１７１２）。
【００９４】
各電子機器１５０１～１５０９は、警告コマンドを各登録機器に送信してから所定時間が
経過するまでの間に警告状態が解除されたか否かを判別する（ステップＳ１７１３）。所
定時間が経過するまでの間に警告状態が解除された場合、各電子機器１５０１～１５０９
は、警告状態が解除されたことを示す警告解除コマンドを登録機器に送信する（ステップ
Ｓ１７１４）。警告コマンドを受信する前の動作モードがスリープモードであった登録機
器は、この警告解除コマンドを受信した後、自身の動作モードを再びスリープモードに変
更する（ステップＳ１７１５）。
【００９５】
登録機器が１つもないと判断された場合（ステップＳ１７０３），所定時間が経過しても
警告状態が解除されなかった場合（ステップＳ１７１３）、各電子機器１５０１～１５０
９は、登録機器以外の機器にも上述の警告コマンドを送信するために、上述の警告コマン
ドをブロードキャストする（ステップＳ１７１６）。
【００９６】
警告コマンドを受信した機器は、自身の動作モードがオンモードかスリープモードかを判
別する（ステップＳ１７１７）。スリープモードであると判別された機器は、自身の動作
モードを自動的にオンモードに変更する（ステップＳ１７１８）。
【００９７】
警告コマンドを受信した機器は、画像による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１
７１９）。画像による警告が可能な場合、警告出力部１６０７は警告情報に含まれる画像
データを用いて、警告イベントの種類および内容を表現する静止画像，アニメーション画
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像等をモニタに表示する（ステップＳ１７２０）。
【００９８】
次に、文字による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１７２１）。文字による警告
が可能な場合、警告出力部１６０７は警告情報に含まれるテキストデータを用いて、警告
イベントの種類および内容を記述するテキストメッセージ等をモニタに表示する（ステッ
プＳ１７２２）。
【００９９】
次に、音声による警告が可能か否かを判別する（ステップＳ１７２３）。音声による警告
が可能な場合、警告出力部２０７は警告情報に含まれる音声データを用いて、警告イベン
トの種類および内容に対応するビープ音，メロディー，ボイスメッセージ等をスピーカか
ら出力する（ステップＳ１７２４）。
【０１００】
各電子機器１５０１～１５０９は、警告コマンドをブロードキャストしてから所定時間が
経過するまでの間に警告状態が解除されたか否かを判別する（ステップＳ１７２５）。所
定時間が経過するまでの間に警告状態が解除された場合、各電子機器１５０１～１５０９
は、警告状態が解除されたことを示す警告解除コマンドをブロードキャストする（ステッ
プＳ１７２６）。警告コマンドを受信する前の動作モードがスリープモードであった機器
は、この警告解除コマンドを受信した後、自身の動作モードを再びスリープモードに変更
する（ステップＳ１７２７）。
【０１０１】
一方、所定時間が経過しても警告状態が解除されなかった場合、各電子機器１５０１～１
５０９は、ユーザは外出中であると判断する。そして、宛先管理部１６０９の管理テーブ
ルを調べ、外部ネットワーク１５１１に接続された携帯端末１５１３に警告コマンドを送
信する（ステップＳ１７２８）。管理テーブルに複数の携帯端末１５１３が登録されてい
る場合には、ユーザがセットした優先順位に従って警告コマンドを送信する。各電子機器
１５０１～１５０９から伝送された警告コマンドは一度ホームサーバ１５１０で受信され
、ホームサーバ１５１０から警告コマンドが指定する携帯端末１５１３に送信される。
【０１０２】
警告コマンドを受信した携帯端末１５１３は、画像による警告が可能か否か，文字による
警告が可能か否か，音声による警告が可能か否かを判別し、画像，文字，音声の少なくと
も一つによる警告イベントの発生を警告する（ステップＳ１７２９）。
【０１０３】
各電子機器１５０１～１５０９は、警告コマンドを各登録機器に送信してから所定時間が
経過するまでの間に警告状態が解除されたか否かを判別する（ステップＳ１７３０）。警
告状態の解除は、携帯端末１５１３から伝送される警告確認コマンドで行う。所定時間が
経過するまでの間に警告状態が解除された場合、各電子機器１５０１～１５０９は、警告
状態が解除されたことを示す警告解除コマンドを携帯端末１５１３に送信し、本処理を終
了する。
【０１０４】
一方、所定時間が経過しても警告状態が解除されなかった場合、各電子機器１５０１～１
５０９は、宛先管理部１６０９の管理テーブルを調べ、次に優先順位の高い携帯端末１５
１３があるか否かを判断する（ステップＳ１７３１）。次に優先順位の高い携帯端末１５
１３がある場合には、ステップＳ１７２８に進み、その携帯端末１５１３に警告コマンド
を送信する。次に優先順位の高い携帯端末１５１３がない場合には、ユーザが契約してい
る管理会社，警備会社，公的機関等に連絡し、本処理を終了する（ステップＳ１７３２）
。
【０１０５】
以上の説明したように、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムによれば
、電子機器１５０１～１５０９のそれぞれは、ユーザに警告しなければならない状態（即
ち、警告イベント）が発生したことを検出すると、（１）警告イベントを検出した機器自
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身，（２）警告イベントを検出した機器に登録された登録機器，（３）登録機器以外の電
子機器，（４）更に、外部ネットワーク１５１１に接続された携帯端末１５１３の順番に
従って警告イベントの発生を通知することができる。このように構成することによって、
ある機器で発生した状態の変化をその機器から離れた場所にいるユーザに確実に警告する
ことができる。
【０１０６】
また、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムによれば、警告イベントの
発生を通知する携帯端末１５１３が複数個登録されている場合には、ユーザが予め設定し
た優先順位に従って通知することができる。このように構成することによって、警告イベ
ントの発生を最も気にしているユーザに的確に警告イベントの発生を通知することができ
る。
【０１０７】
また、第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムによれば、登録機器の全て
に警告イベントの発生を通知しても警告状態が解除されない場合には、ユーザが契約して
いる管理会社，警備会社，公的機関等に連絡することができる。このように構成すること
により、すぐに自宅に戻れない場合やユーザが携帯機器１５１３からの警告を見落とした
場合であっても、確実に対応することができる。
【０１０８】
（本発明の他の実施形態）
上述の各実施の形態は、その一部をハードウェアで構成することもソフトウェアで構成す
ることも可能である。例えば、第１の実施の形態では、図４，５のフローチャートで説明
した処理手順を実現するためのプログラムコードを、各電子機器１０１～１０８の制御部
により読み出し可能な記憶媒体に記憶させておくことも可能である。この場合、図４，５
のフローチャートで説明した処理手順は、その記憶媒体から読み出されたプログラムコー
ドに従って実現される。
【０１０９】
また、第２の実施の形態では、図１０，１１のフローチャートで説明した処理手順を実現
するためのプログラムコードを、各電子機器１０１～１０８の制御部により読み出し可能
な記憶媒体に記憶させておくことも可能である。この場合、図１０，１１のフローチャー
トで説明した処理手順は、その記憶媒体から読み出されたプログラムコードに従って実現
される。
【０１１０】
また、第３の実施の形態では、図１７，１８のフローチャートで説明した処理手順を実現
するためのプログラムコードを、各電子機器１５０１～１５１０や各携帯端末１５１３の
制御部により読み出し可能な記憶媒体に記憶させておくことも可能である。この場合、図
１７，１８のフローチャートで説明した処理手順は、その記憶媒体から読み出されたプロ
グラムコードに従って実現される。
【０１１１】
このようなプログラムコードを記憶する記憶媒体には、例えば、フロッピーディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメ
モリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１１２】
また、上述の各実施の形態では、パソコン，ステレオ装置，電話機，ディジタルテレビ，
洗濯機，冷蔵庫，ドアホン装置等の電子機器を家庭内ネットワークシステムに接続する例
について説明したが、電子レンジ，炊飯器，浴槽，ファクシミリ，カメラ一体型ビデオレ
コーダ、ディジタルセットトップボックス等の機器を接続してもよい。
【０１１３】
また、上述の各実施の形態では、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格及びその拡張規格に準
拠したディジタルネットワークを利用する例について説明したが、ＵＳＢ（Universal Se
rial Bus），無線ＬＡＮ等のディジタルネットワークを用いて実現することも可能である
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。
【０１１４】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、ある電子機器に生じた状態の変化をその電子機器
から離れた場所にいるユーザに警告することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの一例を示す図である。
【図２】家庭内ネットワークシステムに接続された電子機器の基本構成を示す図である。
【図３】警告機能の一例を示す図である。
【図４】第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示す
フローチャートである。
【図５】第１の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示す
フローチャートである。
【図６】冷蔵庫の扉が開いているときの警告例を示す図である。
【図７】ディジタルテレビと冷蔵庫の内部構造の一例を示すブロック図である。
【図８】警告コマンドのパケットフォーマットを示す図である。
【図９】警告コマンドをAsynchronous転送する例を示す図である。
【図１０】第２の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図１１】第２の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図１２】複数の電子機器の動作状態の時間的な変化を示す図である。
【図１３】複数の電子機器の動作状態の時間的な変化を示す図である。
【図１４】複数の電子機器の動作状態の時間的な変化を示す図である。
【図１５】第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの一例を示す図である
。
【図１６】家庭内ネットワークシステムに接続された電子機器の基本構成を示す図である
。
【図１７】第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図１８】第３の実施の形態における家庭内ネットワークシステムの処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図１９】警告情報の送信先を管理する管理テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
１００　ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス
１０１　パソコン
１０２　ステレオ機器
１０３　電話機
１０４　テレビ
１０５　洗濯機
１０６　冷蔵庫
１０７　ドアホン装置
１０８　デジタルビデオレコーダ
２０１　ＩＥＥＥ１３９４インタフェース
２０２　制御部
２０３　タイマ
２０４　本体部
２０５　検出部
２０６　警告情報管理部
２０７　警告出力部
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２０８　操作部
２０９　宛先管理部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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