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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ネットワークと第２ネットワークに接続する被起動装置を遠隔起動させる遠隔起動
装置であって、
　前記第１ネットワークに接続する第１インターフェースと、
　前記第２ネットワークに接続する第２インターフェースと、
　前記第１インターフェースを用いて、到達性確認信号を前記被起動装置に対して送信し
、前記到達性確認信号が前記被起動装置に到達したか否かを確認する到達確認処理部と、
　前記到達性確認信号が前記被起動装置に到達した場合、前記被起動装置を遠隔起動させ
るための起動信号を送信する起動信号送信インターフェースを前記第１インターフェース
と決定し、前記到達性確認信号が前記被起動装置に到達しなかった場合、前記起動信号送
信インターフェースを前記第２インターフェースと決定する判断部と、
　前記判断部が決定した前記起動信号送信インターフェースを用いて、前記起動信号を送
信する起動部を備えることを特徴とする遠隔起動装置。
【請求項２】
　前記到達確認処理部は、前記被起動装置から前記到達性確認信号が到達したか否かを示
す到達性通知を、前記第２インターフェースを介して受信することにより、前記到達性確
認信号が前記被起動装置に到達したか否かを確認することを特徴とする請求項１記載の遠
隔起動装置。 
【請求項３】
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　第１ネットワークと第２ネットワークに接続する被起動装置を遠隔起動させる遠隔起動
装置であって、
　前記第１ネットワークに接続する第１インターフェースと、
　前記第２ネットワークに接続する第２インターフェースと、
　前記第１インターフェースを用いて、到達性確認信号を前記被起動装置に対して複数回
送信し、前記到達性確認信号が前記被起動装置に到達した到達回数を確認する到達確認処
理部と、
　前記到達回数が所定の値より大きい場合、前記被起動装置を遠隔起動させるための起動
信号を送信する起動信号送信インターフェースを前記第１インターフェースと決定し、前
記到達回数が所定の値より小さい場合、前記起動信号送信インターフェースを前記第２イ
ンターフェースと決定する判断部と、
　前記判断部が決定した前記起動信号送信インターフェースを用いて、前記起動信号を送
信する起動部を備えることを特徴とする遠隔起動装置。
【請求項４】
　前記判断部は、前記到達性確認信号の送信回数と到達回数とに基づき、前記起動信号の
送信回数を決定することを特徴とする請求項３記載の遠隔起動装置。
【請求項５】
　前記被起動装置から、前記被起動装置との間で前記到達性確認信号が到達するか否か確
認する処理を行った他の遠隔起動装置の情報を記憶する記憶部を有し、
　前記到達確認処理部は、前記起動信号送信インターフェースを決定すると、前記起動信
号送信インターフェースの情報を前記被起動装置に通知し、前記被起動装置から前記起動
信号を受信する起動信号受信インターフェースの情報を受信し、前記起動信号送信インタ
ーフェースに接続されたネットワークと前記起動信号受信インターフェースに接続された
ネットワークとが一致しない場合、前記他の遠隔起動装置に対して、前記被遠隔起動装置
を起動させることを依頼する通知を行うことを特徴とする請求項４記載の遠隔起動装置。
【請求項６】
　前記記憶部は、前記他の遠隔起動装置毎に、前記他の遠隔起動装置それぞれの起動信号
送信インターフェースの情報と、前記被起動装置の前記起動信号受信インターフェースの
情報とを対応付けて記憶し、
　前記到達確認処理部は、前記被遠隔起動装置から前記起動信号受信インターフェースの
情報を受信すると、前記被起動装置の起動信号受信インターフェースの情報を、受信した
起動信号受信インターフェースの情報に更新し、前記他の遠隔起動装置のうち、前記起動
信号送信インターフェースの情報と前記起動信号受信インターフェースの情報とが一致す
る遠隔起動装置に対して、前記被遠隔起動装置を起動させることを依頼する通知を行うこ
とを特徴とする請求項５記載の遠隔起動装置。
【請求項７】
　前記記憶部は、前記他の遠隔起動装置ごとに、前記確認信号の送信回数と前記到達回数
とに基づき算出した到達確率を記憶し、
　前記到達確認処理部は、前記到達確率の高い前記他の遠隔起動装置に対して、前記被遠
隔起動装置を起動させることを依頼する通知を行うことを特徴とする
　請求項６記載の遠隔起動装置。
【請求項８】
　前記起動部は、前記被遠隔起動装置を起動させることを依頼する通知を受け取ると、前
記被遠隔起動装置に対して起動信号を送信することを特徴とする
　請求項７記載の遠隔起動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、遠隔起動装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　遠隔起動を実行するシステムは、遠隔起動装置が被起動装置に対して起動信号を送信し
、起動信号を受信した被起動装置が自装置の起動を実行するシステムである。例えば、Ｐ
Ｃがプリンタに対して、起動信号を送信することにより、ＰＣユーザはプリンタを離れた
位置から起動させることが可能である。
【０００３】
　遠隔起動を実行するシステムにおいて、遠隔起動装置及び被起動装置に、起動信号の送
受信を行う専用の通信インターフェースを設けるシステムが知られている。
【０００４】
　例えば、遠隔起動装置及び被起動装置が、高速・高消費電力のインターフェースと低速
・低消費電力の通信インターフェースとを備え、高速・高消費電力のインターフェースを
データ通信用に用いて、低速・低消費電力のインターフェースを起動信号の専用の通信イ
ンターフェースを用いている。このシステムによれば、起動信号の専用の通信インターフ
ェースを設けることにより、被遠隔起動装置が、起動信号待ち受け時に、低速・低消費電
力の起動信号専用インターフェースを起動させ、高速・高消費電力のデータ通信用のイン
ターフェースを停止させることができるため、消費電力低減を達成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１２９２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このように特性が異なる複数の通信インターフェースを利用する場合、
それぞれのインターフェースの通信範囲や通信品質（例えば、電波干渉耐性の強弱）が異
なる場合がある。したがって、従来技術のように、遠隔起動を実行するシステムにおいて
、起動信号の専用インターフェースをあらかじめ固定してしまうと、別のインターフェー
スでは通信することは可能であるが、起動信号の専用インターフェースは通信できないた
め、遠隔起動ができないことがある。
【０００７】
　本発明の遠隔起動装置及び被遠隔起動装置によれば、遠隔起動を確実かつ省電力で実行
することを可能とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の遠隔起動装置は、第１ネットワークと第２ネットワークに接続する被起動装
置を遠隔起動させる遠隔起動装置であって、前記第１ネットワークに接続する第１インタ
ーフェースと、前記第２ネットワークに接続する第２インターフェースと、前記第１イン
ターフェースを用いて、到達性確認信号を前記被起動装置に対して送信し、前記到達性確
認信号が前記被起動装置に到達したか否かを確認する到達確認処理部と、前記到達性確認
信号が前記被起動装置に到達した場合、前記被起動装置を遠隔起動させるための起動信号
を送信する起動信号送信インターフェースを前記第１インターフェースと決定し、前記到
達性確認信号が前記被起動装置に到達しなかった場合、前記起動信号送信インターフェー
スを前記第２インターフェースと決定する判断部と、前記判断部が決定した前記起動信号
送信インターフェースを用いて、前記起動信号を送信する起動部を備えることを特徴とす
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る遠隔起動システム全体の構成を示す図で、同図（
ａ）は、遠隔起動装置の構成を示すブロック図であり、（ｂ）は、被起動装置の構成を示
すブロック図である。
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【図２】本発明の第１の実施形態に係る遠隔起動システムを用いて遠隔起動を行なうネッ
トワークを示す図である。
【図３】図２に示す遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で、起動信号送信用
インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理を示すシーケンス
図。
【図４】図１の被起動装置の記憶部２０７に記憶する情報の例を示す図。
【図５】図１の遠隔起動装置の記憶部１０８が記憶する情報の例を示す図。
【図６】（a）は、記憶部１０８が記憶する情報の例であり、（ｂ）は、記憶部２０７が
記憶する情報の例を示す図。
【図７】図２の遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの間で、起動信号送信用イン
ターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理を示すシーケンス図。
【図８】図１の被起動装置の記憶部２０７が記憶する情報の例を示す図。
【図９】第１の実施形態の変形例にかかる遠隔起動システムの全体構成を示す図で、（ａ
）は、遠隔起動装置１００を示すブロック図であり、（ｂ）は、被起動装置２００を示す
ブロック図である。
【図１０】図９に示す遠隔起動システムにおける遠隔起動装置１００と被起動装置２００
との間の起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定す
る処理について説明するシーケンス図。
【図１１】同じく遠隔起動装置１００の記憶部１０８と被起動装置２００の記憶部２０７
に記憶される情報の例 。
【図１２】同じく遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間の起動信号送信用インタ
ーフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理の第２の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１３】第２の実施形態に係る被起動装置２００の記憶部２０７に記憶する情報の例。
【図１４】本発明の第２の実施形態及び第３の実施形態に係る遠隔起動装置１００と被起
動装置２００との間の起動信号送信用インターフェースと起動信号受信用インターフェー
スを決定する処理を示すシーケンス図。
【図１５】本発明の第３の実施形態にかかる遠隔起動装置の記憶部１０８に記憶する情報
の例 。
【図１６】本発明の第４の実施形態に係る遠隔起動システムの例を示す図。
【図１７】第４の実施形態に係る遠隔起動装置の構成を示すブロック図。
【図１８】第４の実施形態に係る被起動装置の構成を示すブロック図。
【図１９】第４の実施形態にかかる遠隔起動装置と被起動装置との間での動作を示すシー
ケンス図である。
【図２０】第４の実施形態に係る被起動装置の記憶部２０７が記憶する起動情報データベ
ースの例を示す図。
【図２１】第４の実施形態に係る遠隔起動装置の記憶部１０８が記憶する起動情報データ
ベースの例を示す図。
【図２２】第４の実施形態に係る遠隔起動装置の動作を示すフローチャート。
【図２３】同じく遠隔起動装置が、遠隔起動の代理を依頼された場合に実行する際の動作
を示すフローチャート。
【図２４】本発明の第５の実施形態にかかる遠隔起動装置の動作を示すフローチャート。
【図２５】同じく第５の実施形態にかかる遠隔起動装置の動作を示すフローチャート。
【図２６】本発明の第６の実施形態に係る遠隔起動装置の記憶部１０８が記憶する起動信
号情報データベースの例を示す図。
【図２７】本発明の第６の実施形態にかかる遠隔起動装置の動作を示すフローチャート。
【図２８】本発明の第７の実施形態に係る遠隔起動システムを示す図。
【図２９】本発明の第７の実施形態に係る遠隔起動装置及び被起動装置が記憶する起動情
報データベースの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１１】
＜第１の実施形態＞
　図１（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る遠隔起動装置１００の構成を示すブロッ
ク図である。図１（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る被起動装置２００の構成を示
すブロック図である。
【００１２】
　図１（ａ）の遠隔起動装置１００は、第１ネットワークに接続する第１インターフェー
ス１０１と、第２ネットワークに接続し、第１インターフェース１０１より通信範囲が広
い第２インターフェース１０２とを備えている。第１インターフェース１０１には、送信
処理を行う第１送信部１０３が接続される。第２インターフェース１０２には、送信処理
を行う第２送信部１０４と、受信処理を行う第２受信部１０５が接続される。遠隔起動装
置１００には、また、到達確認処理部１０６と判断部１０７と記憶部１０８と遠隔起動部
１０９が設けられている。到達確認処理部１０６は、第１送信部１０３及び第１インター
フェース１０１を介して到達性確認信号を被起動装置２００に対して送信し、到達性確認
信号が被起動装置２００に到達したか否かを確認する。判断部１０７は、到達性確認信号
が被起動装置２００に到達した場合、被起動装置２００を遠隔起動させるための起動信号
を送信する起動信号送信用インターフェースを第１インターフェース１０１と決定する。
また、判断部１０７は、到達性確認信号が被起動装置２００に到達しなかった場合、起動
信号送信用インターフェースを第２インターフェース１０２と決定する。記憶部１０８は
、判断部１０７の判断結果や、決定した起動信号送信インターフェースを特定する情報を
記憶する。遠隔起動部１０９は、起動信号送信用インターフェースを介して起動信号を送
信する。尚、以下では、到達性確認信号が被起動装置２００に到達したか否かを「到達性
」と称し、到達性を確認する処理を「到達性確認処理」と称する。
【００１３】
　到達確認処理部１０６は、確認フェーズ設定部１０６１と確認信号通知部１０６２と、
到達性確認部１０６３と、決定インターフェース通知部１０６４とを備える。確認フェー
ズ設定部１０６１は、第２インターフェース１０２を介して、被起動装置２００との間で
、到達性確認処理を実行するための起動信号到達性確認フェーズの設定を行う。確認信号
通知部１０６２は、被起動装置２００に対して、到達性確認信号を第１インターフェース
１０１を介して送信する。到達性確認部１０６３は、第２インターフェース１０２を介し
て、到達性確認信号の到達性を確認する。決定インターフェース通知部１０６４は、第２
インターフェース１０２を介して、起動信号送信用インターフェースに接続されたネット
ワークを特定する情報を、被起動装置２００に通知する。
【００１４】
　図１（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る被起動装置２００構成を示すブロック図
である。
【００１５】
　被起動装置２００Ａは、第１ネットワークに接続する第１インターフェース２０１と、
第２ネットワークに接続し、第１インターフェース２０１より通信範囲が広い第２インタ
ーフェース２０２とを備えている。第１インターフェース２０１には、受信処理を行う第
１受信部２０３が接続されている。第２インターフェース２０２には、送信処理を行う第
２送信部２０４と、受信処理を行う第２受信部２０５が接続されている。また、被起動装
置２００Ａは、第１インターフェース２０１及び第１受信部２０３を介して到達性確認信
号を遠隔起動装置１００から受信するか否か（到達性）を検出する到達確認処理部２０６
を備える。また、起動信号を待ち受ける起動信号受信用インターフェースを特定する情報
や受信した到達性確認信号の情報を記憶する記憶部２０７を備える。
【００１６】
　到達確認処理部２０６は、確認フェーズ設定部２０６１と、確認信号検出部２０６２と
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、到達性通知部２０６３と、決定インターフェース受信部２０６４とを備える。確認フェ
ーズ設定部２０６１は、第２インターフェース２０２を介して、遠隔起動装置１００との
間で確認フェーズの設定を行う。確認信号検出部２０６２は、到達性確認信号を、第１イ
ンターフェース２０１を介して受信できるか否か（到達性）を検出する。到達性通知部２
０６３は、第２インターフェース２０２を介して、到達性確認信号の到達性を遠隔起動装
置１００に通知する。決定インターフェース受信部２０６４は、起動信号送信用インター
フェースに接続されたネットワークを特定する情報を受け取る。
【００１７】
　ここで、第１ネットワークと第２ネットワークの組み合わせは、それぞれ、例えば、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈとＩＥＥＥ８０２．１１の組み合わせ、ＺｉｇＢｅｅとＩＥＥＥ８０２
．１１の組み合わせ、特定省電力無線とＩＥＥＥ８０２．３の組み合わせなどである。
【００１８】
　次に、本発明の第１の実施形態に係る遠隔起動システムについて説明する。図２は、本
発明の第１の実施形態に係る遠隔起動システムを用いて遠隔起動を行なうネットワークを
示す図である。図１の遠隔起動システムは、１台の遠隔起動装置１００と、２台の被起動
装置２００Ａ、２００Ｂと、アクセスポイント３００を備える。ここで、被起動装置２０
０Ａと２００Ｂは、被起動装置２００と同様の構成及び機能を有する装置であるものとす
る。
【００１９】
　図２においては、遠隔起動装置１００が、被起動装置２００Ｂと第１ネットワーク、第
２ネットワークいずれを介しても通信できる一方、遠隔起動装置１００が、被起動装置２
００Ａと第２ネットワークを介して通信できるが、第１ネットワークを介して通信できな
い例を示す。以下、この点についてさらに詳細に説明する。
【００２０】
　遠隔起動装置１００が第１ネットワークを通じて送信する信号の到達範囲を二点破線１
１で示す。遠隔起動装置１００が第２ネットワークを通じて送信する信号の到達範囲を破
線１２で示す。また、被起動装置２００Ａ、２００Ｂそれぞれ第２ネットワークを通じて
送信する信号の到達範囲を破線２２Ａ、２２Ｂで示す。
【００２１】
　また、アクセスポイント３００が、第２ネットワークを通じて送信する信号の到達範囲
を破線３２で示す。
【００２２】
　図２の信号到達範囲１１からわかるように、遠隔起動装置１００が送信する信号は、第
１ネットワークを介して被起動装置２００Ｂに到達する。また、図２の信号到達範囲１２
からわかるように、遠隔起動装置１００が送信する信号は、第２ネットワークを介して被
起動装置２００Ｂに到達する。また、図２の信号到達範囲２２Ｂからわかるように、被起
動装置２００Ｂが送信する信号は、第２ネットワークを介して遠隔起動装置１００に到達
する。
【００２３】
　一方、図２の信号到達範囲１１からわかるように、遠隔起動装置１００が送信する信号
は、第１ネットワーク１１を介して被遠隔起動装置２００Ａに到達しない。また、図２の
信号到達範囲１２からわかるように、遠隔起動装置１００が送信する信号は、第２ネット
ワークを介して、アクセスポイント３００に到達する。そして、図２の信号到達範囲３２
からわかるように、アクセスポイント３００に到達した信号は、第２ネットワークを介し
て被遠隔起動装置２００Ａに到達する。したがって、遠隔起動装置１００が送信する信号
は、第２ネットワークを介して被遠隔起動装置２００Aに到達する。また、図２の信号到
達範囲２２Ａからわかるように、被起動装置２００Ａが送信する信号は、第２ネットワー
クを介してアクセスポイント３００に到達する。そして、図２の信号到達範囲３２からわ
かるように、アクセスポイント３００に到達する。したがって、被起動装置２００Ａが送
信する信号は、第２ネットワークを介して遠隔起動装置１００に到達する。
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【００２４】
　次に、図３の遠隔起動システムにおける、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂと
の間で、起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定す
る処理について詳細に説明する。図３は、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの
間で、起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する
処理を示すシーケンス図である。
【００２５】
　まず、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとは、互いに通信可能な第２ネットワ
ークを介して「起動信号到達性確認フェーズ」を確立する（Ｓ３０１）。例えば、被起動
装置２００Ｂの確認フェーズ設定部２０６１が、第２送信部２０４及び第２インターフェ
ース２０２を介して、確認フェーズ確立要求を送信する。そして、遠隔起動装置１００の
確認フェーズ設定部１０６１は、第２受信部１０５及び第２インターフェース１０２を介
して確認フェーズの確立要求を受信する。この、確認フェーズ確立要求の送受信により、
遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で「起動信号到達性確認フェーズ」が確
立される。尚、この起動信号到達性確認フェーズを確立するための処理は、被起動装置２
００Ｂと遠隔起動装置１００のいずれから開始しても良い。また、起動信号到達性確認フ
ェーズを確立するタイミングは、例えば、被起動装置２００Ｂがネットワークに接続した
時や、被起動装置２００Ｂがスリープ状態へと遷移する時等のタイミングで行う。また、
起動信号到達性確認フェーズの確立は、遠隔起動装置１００が定期的にネットワークに接
続している被起動装置２００Ｂを検出して実行してもよい。
【００２６】
　遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で起動信号到達性確認フェーズが確立
すると、遠隔起動装置１００の確認フェーズ設定部１０６１は、第２送信部１０４及び第
２インターフェース１０２を介して、確認信号送信予告通知を被起動装置２００Ｂへ送信
する（Ｓ３０２）。確認信号送信予告通知は、例えば、遠隔起動装置１００が送信する到
達性確認信号を特定する情報である。到達性確認信号を特定する情報とは、例えば、到達
性確認信号の長さやビットパターンである。また、確認信号送信予告通知は、到達性確認
信号を特定する情報に加えて、更に、到達性確認信号の送信回数やテスト時間を含んでも
良い。尚、設計時に、到達性確認信号のメッセージフォーマットが一つに決まっている場
合など、到達性確認信号の構成に選択の余地がない場合は、確認信号送信予告通知は、到
達性確認信号の送信を開始する旨を通知するだけであっても良い。
【００２７】
　被起動装置２００Ｂの確認フェーズ設定部２０６１は、確認信号送信予告通知を第２イ
ンターフェース２０２及び第２受信部２０５を介して受信する。被起動装置２００Ｂの確
認フェーズ設定部２０６１は、確認信号送信予告通知を受け取ると、確認信号送信予告通
知があった旨を確認信号検出部２０６２に通知する。また、確認フェーズ設定部２０６１
は、確認信号送信予告通知が、到達性確認信号を特定する情報等を含む場合、その情報も
確認信号検出部２０６２に通知する。確認信号検出部２０６２は、確認信号予告通知があ
った旨の通知を受けると、到達性確認信号を特定する情報に基づき、確認信号の検出を開
始する。図３には図示していないが、被起動装置２００Ｂの確認フェーズ設定部２０６１
は、確認信号検出部２０６２により到達性確認信号の受信の検出の開始と併せて、第２イ
ンターフェース２０２及び第２送信部２０４を介して、準備完了通知を遠隔起動装置１０
０に対して送信しても良い。この場合、遠隔起動装置１００は準備完了通知の受信を受け
取った後に、Ｓ３０３の処理を開始する。
【００２８】
　次に、遠隔起動装置１００の確認信号通知部１０６１は、到達性確認信号を、第1送信
部１０３及び第1インターフェース１０１を介して被起動装置２００Ｂに送信する（Ｓ３
０３）。到達性確認信号は、例えば、確認信号送信予告通知で、確認信号を特定する情報
を通知している場合、その情報により特定できる信号であるとする。
【００２９】
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　図２の信号到達範囲１１からわかるように、遠隔起動装置１００が第１インターフェー
ス１０１を介して送信する信号は、第１ネットワークを介して被起動装置２００Ｂに到達
する。したがって、被起動装置２００Ｂは、第１インターフェース２０１及び第１受信部
２０３を介して到達性確認信号を受信できる。そして、確認信号検出部２０６２は、到達
性確認信号を検出する。確認信号検出部２０６２は、到達性確認信号を検出すると、到達
性確認信号の受信可否を記憶部２０７に記憶する。また、到達性確認信号の受信可否と併
せて、到達性確認信号の信号強度やビットエラー率等の到達性確認信号や通信路に関する
特性を記憶しても良い。図４（ａ）～（ｃ）に、記憶部２０７に記憶する情報の例を示す
。例えば、図４（ａ）に示すように、到達性確認信号の受信可否（到達性）のみを記憶す
る。図４（ａ）では、受信できた場合○とし、受信できなかった場合×と示す。また、図
４（ｂ）に示すように、到達性確認信号の受信可否と併せて、到達性確認信号の信号強度
や到達性確認信号のビットエラー率を記憶しても良い。図４（ｂ）では、信号強度をＸ、
ビットエラー率をＹと示す。また、図４（ｃ）に示すように、到達性確認信号の受信可否
と併せて、到達性確認信号を受信できなかった、若しくは受信できたインターフェースを
記憶しても良い。図４（ｃ）は、第１インターフェース２０１を特定する情報を記憶する
例である。
【００３０】
　到達性確認信号の送信が終わると、遠隔起動装置１００の確認フェーズ設定部１０６１
は、第２送信部１０４及び第２インターフェース１０２を介して、被起動装置２００Ｂに
対して確認信号終了通知を送信する（ステップＳ３０４）。確認信号終了通知とは、到達
性確認信号の送信完了を明示的に通知する信号である。
【００３１】
　被起動装置２００の確認フェーズ設定部２０６１は、第２インターフェース２０２及び
第２受信部２０５を介して、確認信号終了通知を受け取る。確認フェーズ設定部２０６１
は、確認信号終了通知を受け取ると、確認信号終了通知を受け取った旨を確認信号検出部
２０６２に通知する。確認信号検出部２０６２は、確認信号終了通知を受け取った旨の通
知を受けると、到達性確認信号の検出を終了する。
【００３２】
　尚、遠隔起動装置１００は、確認信号終了通知を通知しなくてもよい。この場合、被起
動装置２００は、確認信号終了通知ではない別の方法によって到達性確認信号の検出期間
の終了を把握する。例えば、被起動装置２００Ｂがタイマーを内蔵し、タイマーが、被起
動装置２００が確認信号送信予告通知を受信後、所定の期間をカウントし、所定の期間経
過後、検出期間の終了を確認信号検出部２０６２に通知するようにしてもよい。
【００３３】
　被起動装置２００の到達性通知部２０６３は、確認信号検出部２０６２が、確認信号の
検出期間を完了すると、到達性通知（確認信号の受信結果）を第２送信部２０４及び第２
インターフェース２０２を介して遠隔起動装置１００に向けて送信する（ステップＳ３０
５）。尚、確認信号の到達性通知部２０６３は、到達性通知では、確認信号の受信結果に
加えて、確認信号や通信路に関する特性（確認信号の信号強度やビットエラー率）を含ん
でいても良い。
【００３４】
　遠隔起動装置１００の到達性確認部１０６３は、第２インターフェース１０２および第
２受信部１０５を介して到達性通知を受け取る。到達性確認部１０６３は、受け取った到
達性通知を判断部２０７に通知する。また、到達性確認部１０６３は、到達性通知に含ま
れる通知の内容を記憶部１０８に記憶する。図５に、記憶部１０８が記憶する情報の例を
示す。記憶部１０８は、例えば、図５（ａ）に示すように、第１インターフェース１０１
を特定する情報と到達性確認信号の到達性の結果を記憶する。図５（ａ）では、到達性確
認信号が被起動装置２００Ｂに到達した場合、○とし、到達しなかった場合、×と示す。
また、図５（ｂ）に示すように、記憶部１０８は、到達性確認信号の到達性と併せて、被
起動装置２００が検知した確認信号の信号強度や確認信号のビットエラー率を記憶しても
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良い。図５（ｂ）では、信号強度をＸ、ビットエラー率をＹと示す。尚、記憶部１０８は
、確認信号の信号強度やビットエラー率以外にも、確認信号や通信路に関する特性を記憶
できる。
【００３５】
　判断部１０７は、到達性通知の内容に基づき、被起動装置２００Ｂの遠隔起動に使用す
るべき起動信号送信用インターフェースを決定する（ステップＳ３０６）。判断部２０７
は、被起動装置２００Ｂに到達性確認信号が到達した場合、第１インターフェース１０１
を起動信号送信用インターフェースと決定し、到達性確認信号が到達しなかった場合、第
２インターフェース１０２を起動信号送信用インターフェースと決定する。前述したよう
に、本例では、到達性確認信号は、被起動装置２００Ｂに到達したので、第１インタフェ
ース１０１を起動信号送信用インターフェースと決定する。
【００３６】
　次に、決定インターフェース通知部１０６４は、決定インターフェース通知を第２送信
部１０４及び第２インターフェース１０２を介して、被起動装置２００Ｂへと通知する（
ステップＳ３０７）。ここで、決定インターフェース通知は、決定した起動信号送信用イ
ンターフェースに接続されたネットワークを特定する情報を含む。本例では、第１ネット
ワークを特定する情報である。尚、同一種類ネットワークに接続するインターフェースが
複数ある場合は、それぞれのインターフェースを識別するために、ネットワークを特定す
る情報と併せてインターフェースの識別に使用されるＭＡＣアドレスやインターフェース
番号などの識別子も通知する。
【００３７】
　次に、遠隔起動装置１００は、記憶部１０８に、起動信号送信用インターフェース（第
１インターフェース１０１）を特定する情報を記憶させ、被起動装置２００Ｂは、起動信
号受信用インターフェース（第１インターフェース２０１）を特定する情報を記憶部２０
７に記憶させる（ステップＳ３０８、Ｓ３０９）。図６（ａ）に、遠隔起動装置１００の
記憶部１０８が記憶する情報の一例を示す。記憶部１０８は、被起動装置を特定する識別
子（被起動装置ＩＤ）と対応させて、被起動装置２００Ｂを遠隔起動させる起動信号送信
用インターフェースを特定する情報を記憶する。図６（ａ）の例では、被起動装置２００
Ｂを特定するＩＤと第１インターフェース１０１を特定する情報を記憶し、被起動装置２
００Ａを特定するＩＤと第２インターフェース１０２を特定する情報を記憶する例を示す
。
【００３８】
　図６（ｂ）に、被起動装置２００Ｂが記憶部２０７に記憶する情報の例を示す。記憶部
２０７は、待ち受けインターフェース（起動信号受信用インターフェース）を特定する情
報を記憶する。図６（ｂ）の例では、第１インターフェース２０１を特定する情報を記憶
する例を示す。
【００３９】
　以上の処理により、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で起動信号送信用
インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定することができる。
【００４０】
　次に、以下では、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で起動信号送信用イ
ンターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定後、被起動装置２００Ｂが、
起動前（起動信号待ち受け時）の状態から、遠隔起動装置１００が、被起動装置２００Ｂ
を起動させる動作について説明する。
【００４１】
　被起動装置２００Ｂは、起動信号待ち受け時、起動信号受信用インターフェース（第１
インターフェース２０１）は動作させ、起動信号受信用インターフェースでないインター
フェース（第２インターフェース２０２）は停止させている。遠隔起動装置１００は、被
起動装置２００Ｂに対する遠隔起動を実行する際、遠隔起動部１０９が、第１送信部１０
３と起動信号送信用インターフェース（第１インターフェース１０１）を介して起動信号
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を被起動装置２００Ｂに対して送信する。被起動装置２００Ｂは、第１インターフェース
２０１を介して起動信号を受信し、起動信号を受信することにより、被起動装置２００Ｂ
を起動させる。被起動装置２００Ｂが起動することにより、第２インターフェース２０２
も電源がＯＮとなる。
【００４２】
　以上が、被起動装置２００Ｂを起動させる動作についての説明である。
【００４３】
　次に、図２の遠隔起動システムにおける、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａと
の間で、起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定す
る処理について説明する。図７は、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの間で、
起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理を
示すシーケンス図である。基本的な動作は、図３を用いて説明した遠隔起動装置１００と
被遠隔起動装置２００Ｂとの間での処理と同じである。したがって、以下では、遠隔起動
装置１００と被遠隔起動装置２００Ｂとの間での処理と異なる処理について説明する。
【００４４】
　図２の信号到達範囲１１と遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの位置関係から
、遠隔起動装置１００が第１インターフェース１０１を介して送信する信号は、第１ネッ
トワークを介して被起動装置２００Ａに到達しない。したがって、ステップＳ３０３にお
いて、遠隔起動装置１００の確認信号通知部１０６１が、第1送信部１０３及び第1インタ
ーフェース１０１を介して被起動装置２００Ａに送信した確認信号は、被起動装置２００
Ａに到達しない。したがって、被起動装置２００Ａは、第１インターフェース２０１及び
第１受信部２０３を介して到達性確認信号を受信できない。
【００４５】
　Ｓ３０４において、確認信号の送信が終わると、遠隔起動装置１００の確認フェーズ設
定部１０６１は、第２送信部１０４及び第２インターフェース１０２を介して、被起動装
置２００Ｂに対して確認信号終了通知を送信する。被起動装置２００の確認フェーズ設定
部２０６１は、第２インターフェース２０２及び第２受信部２０５を介して、確認信号終
了通知を受け取る。確認フェーズ設定部２０６１は、確認信号終了通知を受け取ると、確
認信号終了通知を受け取った旨を確認信号検出部２０６２に通知する。確認信号検出部２
０６２は、確認信号終了通知を受け取った旨の通知を受けると、到達性確認信号の検出を
終了する。確認信号検出部２０６２は、確認信号の検出期間に確認信号を検出できなかっ
たため、確認信号を受信できなかったことを検出する。確認信号検出部２０６２は、確認
信号を受信できなかったことを記憶部２０７に記憶する。図８に、記憶部２０７が記憶す
る情報の例を示す。記憶部２０７は、例えば、図８（ａ）に示すように、到達性確認信号
が受信できなかった情報（×と示す）を記憶する。また、図８（ｂ）に示すように、記憶
部２０７は、受信できなかった情報と併せて、第１インターフェース２０１を特定する情
報を記憶しても良い。
【００４６】
　被起動装置２００Ａの到達性通知部２０６３は、確認信号検出部２０６２が、確認信号
の検出期間を完了すると、到達性通知（到達性確認信号の受信結果）を第２送信部２０４
及び第２インターフェース２０２を介して遠隔起動装置１００に向けて送信する（ステッ
プＳ３０５）。
【００４７】
　遠隔起動装置１００の判断部１０７は、到達性通知の内容に基づき、被起動装置２００
Ａの遠隔起動に使用するべき起動信号送信用インターフェースを決定する（ステップＳ３
０６）。前述したように判断部１０７は、到達性確認信号が被起動装置２００Ａに到達し
なかった場合、第２インターフェース１０２を起動信号送信用インターフェースと決定す
る。本例では、到達性確認信号は、被起動装置２００Ａに到達しなかったので、第２イン
ターフェース２０２を起動信号送信用インターフェースと決定する。
【００４８】
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　次に、決定インターフェース通知部１０６４は、決定した起動信号送信用インターフェ
ース（第２インターフェース１０２）に接続する第２ネットワークを特定する情報を含む
決定インターフェース通知を第２送信部１０４及び第２インターフェース１０２を介して
、被起動装置２００Ａへと通知する（ステップＳ３０７）。
【００４９】
　次に、遠隔起動装置１００は、記憶部１０８に、被起動装置２００Ａを特定するＩＤと
第２インターフェース１０２を特定する情報を記憶させ、被起動装置２００Ｂは、第２イ
ンターフェース２０２を特定する情報を記憶部２０７に記憶させる（ステップＳ３０８、
Ｓ３０９）。
【００５０】
　以上の処理により、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの間で起動信号送信用
インターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定することができる。
【００５１】
　尚、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの間で起動信号送信用インターフェー
ス及び起動信号受信用インターフェースを決定後、遠隔起動装置１００が、被起動装置２
００Ａを起動させる動作については、前述した遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂ
との間での処理と同様であるため説明を省略する。尚、遠隔起動装置１００と被起動装置
２００Ｂとの間での処理では、起動信号送信用インターフェースを第１インターフェース
１０１、起動信号受信用インターフェースを第１インターフェース１０２として説明した
が、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ａとの間での処理は、起動信号送信用インタ
ーフェースを第２インターフェース１０２と置き換えて、起動信号受信用インターフェー
スを第２インターフェース２０２と置き換えて説明する。
【００５２】
　以上、本実施例の遠隔起動装置１００及び被遠隔起動装置２００Ａ及び２００Ｂのシス
テムによれば、事前に通信範囲が第２インターフェースと比べて狭い第１インターフェー
スにより到達性確認信号の到達性を確認し、到達性確認信号が到達した場合、起動信号送
信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースとして、消費電力の低い第１
インターフェースを用いて、確認信号が到達しない場合、起動信号送信用インターフェー
ス及び起動信号受信用インターフェースとして、第２インターフェースを用いている。こ
のように、事前に、各インターフェースの間での通信可能の可否を確認することにより、
確実かつ省電力な遠隔起動を実現することができる。
【００５３】
　また、遠隔起動装置１００は、例えば、汎用のコンピュータ装置を基本ハードウェアと
して用いることでも実現することが可能である。すなわち、第１インターフェース１９１
、第２インターフェース１０２、第１送信部１０３、第２送信部１０４、第２受信部１０
５、到達確認処理部１０６、判断部１０７、記憶部１０８、遠隔起動部１０９は、上記の
コンピュータ装置に搭載されたプロセッサにプログラムを実行させることにより実現する
ことができる。このとき、遠隔起動装置１００は、上記のプログラムをコンピュータ装置
にあらかじめインストールすることで実現してもよいし、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に
記憶して、あるいはネットワークを介して上記のプログラムを配布して、このプログラム
をコンピュータ装置に適宜インストールすることで実現してもよい。また、記憶部１０８
は、上記のコンピュータ装置に内蔵あるいは外付けされたメモリ、ハードディスクもしく
はＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒなどの記憶媒体などを適宜利用し
て実現することができる。
【００５４】
　尚、本実施例では、遠隔起動装置１００は、第１インターフェースを介した受信処理を
行う第1受信部を備えず、被起動装置２００Ａ及び２００Ｂは、第1インターフェースを介
した送信処理を行う第1送信部を備えない構成としたが、備えていても良い。
【００５５】
　また、本実施例では、遠隔起動装置１００の第２インターフェース１０２及び被起動装
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置２００の第２インターフェース２０２は、それぞれ第１インターフェース１０１及び第
１インターフェース２０１と比べて、通信範囲が広いと説明した。しかしながら、第２イ
ンターフェースは、第１インターフェースと比べて、必ずしも通信範囲が広い必要はない
。すなわち、第２インターフェースは、第１インターフェースと比べて、安定な通信を行
えればよい。
【００５６】
　また、本実施例では、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で、到達性確認
信号が到達した場合、第１インターフェースを起動信号送信用インターフェース、待ち受
けインターフェースとした。しかしながら、到達性確認信号が到達した場合であっても、
第１インターフェース、第２インターフェースいずれか一方から起動信号送信用インター
フェース、待ち受けインターフェースを選択してとしてもよい。例えば、第１インターフ
ェースより第２インターフェースのほうが、消費電力が低い場合、第２インターフェース
を選択してもよい。
【００５７】
　また、本実施例においては、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂが、２種類のイ
ンターフェースを具備する例を示したが、３種類以上のインターフェースを備えていても
良い。以下で、図９を用いて、変形例１として説明する。
【００５８】
＜ 変形例１＞
　図９に、遠隔起動装置１００と被起動装置２００が４つのインターフェースを備える例
を示す。遠隔起動装置１００は、第３インターフェース１１１と第４インターフェース１
２１と第３送信部１１３と第４送信部１２３とを更に備える。また、被起動装置２００は
、第３インターフェース２１１と第４インターフェース２２１と第３受信部２１３と第４
受信部２２３とを更に備える。
【００５９】
　図１０は、遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間の起動信号送信用インターフ
ェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理について説明するシーケンス
図である。
【００６０】
　まず、Ｓ３０１と同様に起動信号到達性確認フェーズ確立を実施後、第１インターフェ
ース１０１、第３インターフェース１１１、第４インターフェース１２１それぞれについ
て、Ｓ３０２（確認信号送信予告通知）、Ｓ３０３（到達性確認信号の送信）、Ｓ３０４
（確認信号終了通知）、Ｓ３０５（到達性通知）と同様の処理を行う（Ｓ１００１～Ｓ１
０１３）。
【００６１】
　図１１に、遠隔起動装置１００の記憶部１０８と被起動装置２００の記憶部２０７が、
第１、第３、第４インターフェースそれぞれの到達性確認後、それぞれの到達性確認信号
の受信可否を記憶する情報の例を示す。図１１（ａ）、（ｂ）の例は、被起動装置２００
が、第１、第３インターフェースでは、到達性確認信号を受信できた場合、第４インター
フェースでは、到達性確認信号を受信できなかった場合である。
【００６２】
　このように、複数のインターフェースに対して到達性確認処理を実行して、複数のイン
ターフェースで、到達性確認信号を受信できた場合、判断部１０７は、Ｓ１０１４で、到
達性確認信号の受信可否以外の更なる判断基準に基づいて遠隔起動に用いる起動信号送信
用インターフェースを１つに特定する。判断基準としては、例えば、ランダムに選択、イ
ンターフェース識別子の順序、起動信号の待ち受けや送信の際に消費するエネルギーの少
ない順、等が考えられる。消費エネルギーに関しては設計時に算出した値を記憶部１０８
に保存しておくこともできるし、到達性通知に付加情報として消費エネルギーの情報を含
めて返すようにしても良いし、本実施例の手順とは独立に情報を収集しても良い。例えば
、図１１の例のように、被起動装置２００が、第１、第３インターフェースで到達性確認



(13) JP 5112489 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

信号が受信できた場合、判断部１０７は、第１、第３インターフェースのうち、待ち受け
時の消費電力の少ないインターフェースを選択する。尚、判断部１０７は、被起動装置２
００が、第１、第３、第４インターフェースいずれでも到達性確認信号を受信できなかっ
た場合は、第２インターフェース１０２を起動信号送信用インターフェースとして選択す
る。
【００６３】
　尚、以上の例では、第２インターフェース１０２は、第１、第３、第４インターフェー
スのいずれも到達性確認信号を受信できない場合に起動信号送信用インターフェースとし
て選択するとしたが、第１、第３、第４インターフェースのいずれかで、到達性確認信号
で受信できた場合においても、第２インターフェースを起動信号送信用インターフェース
として選択しても良い。例えば、判断部１０７が、到達性確認信号を受信できた第１、第
３、第４インターフェースのいずれかと第２インターフェースを比べて、待ち受け時の消
費電力が第２インターフェースが最も低いと判定した場合である。
【００６４】
　また、本実施例では、判断部１０７は、起動信号送信用インターフェースを１つ選択し
たが、被起動装置２００が、複数のインターフェースで待ち受けることによるエネルギー
消費が許容できる場合には、複数のインターフェースを使うと判断してもよい。
【００６５】
　また、変形例１で、遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間の起動信号送信用イ
ンターフェース及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理は、図１０で示すシ
ーケンスの変わりに、図１２のシーケンスで行っても良い。図１２は、変形例１の遠隔起
動装置１００と被起動装置との間の起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用
インターフェースを決定する処理の第２の例を示すシーケンス図である。図１２の例では
、まず、Ｓ３０１と同様の処理で信号到達性確認フェーズ確立（Ｓ１２０１）後、確認信
号送信予告通知で、第１インターフェース１０１、第３インターフェース１１１、第４イ
ンターフェース１２１それぞれの確認順番を通知し（Ｓ１２０２）、その順番で到達性確
認信号を送信する。例えば、Ｓ１２０２の後に、第１インターフェース１０１を用いて、
到達性確認信号を通知し（Ｓ１２０３）、次に、第３インターフェース１１１を用いて、
到達性確認信号を通知し（Ｓ１２０４）、更に、第４インターフェース１２１を用いて、
到達性確認信号を通知する（Ｓ１２０５）。遠隔起動装置１００は、その後、確認信号終
了通知を通知し（Ｓ１２０６）、被起動装置２００から第１インターフェース１０１と第
３インターフェース１１１と第４インターフェース１２１それぞれについて、到達性通知
を受け取る（S１２０７）。その後のＳ１２０８からＳ１２１１の処理は、Ｓ１０１４か
らＳ１０１７の処理と同様であるため、説明省略する。
【００６６】
　尚、変形例１では、インターフェースが４つの例を説明したが、５つ以上でも同様な処
理を行うことにより、起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェ
ースを決定することができる。
【００６７】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態に係る遠隔起動装置１００について説明する。尚、第２
の実施形態に係る遠隔起動装置１００及び被起動装置２００の構成は、それぞれ図１の遠
隔起動装置１００、被起動装置２００の構成と同様であるため、図１を用いて説明する。
【００６８】
　本発明の第２の実施形態に係る遠隔起動装置１００は、到達性確認信号を複数回送信し
、被起動装置の到達性確認信号の受信回数に応じて起動信号送信用インターフェースを決
定していることが、第１の実施形態に係る遠隔起動装置と異なる。
【００６９】
　次に、遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間の起動信号送信用インターフェー
スと起動信号受信用インターフェースを決定する処理について詳細に説明する。図１４は



(14) JP 5112489 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

、遠隔起動装置１００と被起動装置２００Ｂとの間で、起動信号送信用インターフェース
及び起動信号受信用インターフェースを決定する処理を示すシーケンス図である。
【００７０】
　Ｓ１４０１の起動信号到達性確認フェーズ確立する処理は、図３で説明したＳ３０１と
同様の処理である。Ｓ１４０２の確認信号送信予告通知も、図３で説明したＳ３０２と同
様の処理である。次に、遠隔起動装置１００の確認信号通知部１０６１は、到達性確認信
号を、第1送信部１０３及び第1インターフェース１０１を介して被起動装置２００Ｂに、
複数回（例えば、Ｎ回）送信する（Ｓ１４０３－１～Ｓ１４０３－Ｎ）。遠隔起動装置１
００は、到達性確認信号送信通知をＮ回送信すると、確認信号終了通知を送信する（ステ
ップＳ１４０４）。この処理は、図３で説明したＳ３０４と同様の処理である。被起動装
置２００Ｂの確認信号検出部２０６２は、Ｓ１４０３－１～Ｓ１４０３－Ｎにおいて、Ｓ
１４０４で確認信号終了通知を受け取るまでの間、到達性確認信号の受信可否に加えて受
信回数（到達回数）も検出し、検出した受信回数も記憶部２０７に記憶する。図１３（ａ
）、（ｂ）に、記憶部２０７に記憶する情報の例を示す。例えば、図１３（ａ）に示すよ
うに、到達性確認信号の受信回数（Ｍ回）のみを記憶してもよいし、図１３（ｂ）に示す
ように、到達性確認信号の信号強度（平均信号強度Ｘ）や到達性確認信号のビットエラー
率（平均エラー率Ｙ）を記憶しても良い。尚、図１３（ｂ）では、信号強度とビットエラ
ー率を、検出期間全体の到達性確認信号の平均値である平均信号強度、平均エラー率Ｙを
記憶している。信号強度やビットエラー率は、平均値に限らず、信号毎の信号強度、ビッ
トエラー率を記憶しても良いし、最頻値でもよい。
【００７１】
　被起動装置２００Ｂの到達性通知部２０６３は、確認信号検出部２０６２が、確認信号
の検出期間を完了すると、到達性通知を遠隔起動装置１００に向けて送信する（Ｓ１４０
５）。この到達性通知は、実施例１のＳ３０５と異なり、受信回数（Ｍ≦Ｎ）を含む情報
とする。
【００７２】
　遠隔起動装置１００の判断部１０７は、到達性通知の内容に基づき、被起動装置２００
Ｂの遠隔起動に使用するべき起動信号送信用インターフェースを決定する（Ｓ１４０６）
。遠隔起動装置１００は、到達性通知に含まれうる受信回数Ｍと、事前に定めた閾値ｋと
を比較して、起動信号送信用インターフェースを決定する。尚、閾値ｋは、例えば、事前
に記憶部１０８に保存しておき、比較する場合に読み出すものとする。
【００７３】
　判断部１０７は 受信回数Ｍが、閾値ｋ以上（Ｍ≧ｋ）であれば、 第１インターフェー
ス１０１を、起動信号送信用インターフェースと決定する。また、受信回数Ｍが、閾値ｋ
より小さい（Ｍ＜ｋ）場合、　第２インターフェース１０２を、起動信号送信用インター
フェースと決定する。判断結果は判断部１０７から到達確認処理部１０６に伝えられる。
【００７４】
　これ以降の、Ｓ１４０７の決定インターフェース通知、起動信号送信用インターフェー
ス及び受信用インターフェースの情報を保存するプロセス（Ｓ１４０８、Ｓ１４０９）は
、第１の実施形態で説明したＳ３０８、Ｓ３０９の処理と同様である。
【００７５】
　尚、以上の例では、判断部１０７は、受信回数が閾値以上か、閾値未満であるかでイン
ターフェースを決定したが、受信回数（Ｍ）と送信回数（Ｎ）とから到達確率Ｐ（Ｍ／Ｎ
）を求め、到達確率Ｐと所定の閾値ｐとの大小関係から起動信号送信用インターフェース
を決定してもよい。例えば、判断部は、到達確率Ｐが所定の閾値ｐ以上である場合、第１
インターフェース１０１を選択し、閾値ｐより小さい場合、第２インターフェース１０２
を選択する。
【００７６】
　また、以上の例では、２つのインターフェースを例に説明したが、実施例１の変形例１
と同様、３つ以上のインターフェースを備える構成であってもよい。例えば、実施例１の
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変形例１と同様に、４つのインターフェースを備える場合、第１インターフェース１０１
、第３インターフェース１１１、第４インターフェース１２１それぞれについて、順番に
Ｓ１４０３－１～Ｓ１４０３－Ｎの処理を行う。被起動装置２００Ｂの確認信号検出部２
０６２も、それぞれのインターフェース毎に、到達性確認信号の受信回数を検出し、記憶
部２０７に記憶する。図１３（ｃ）、（ｄ）に、記憶部２０７に記憶する情報の例を示す
。図１３（ｃ）、（ｄ）の例では、第１インターフェース、第３インターフェース、第４
インターフェースそれぞれの受信回数が、Ｍ１回、Ｍ３回、Ｍ４回の例である。なお、複
数のインターフェースに対して確認を行う場合、閾値ｋはインターフェースごとに設定し
てもよいし、装置全体で一つの閾値を使用するようにしても良い。
【００７７】
　以上、本実施例の遠隔起動装置１００及び被遠隔起動装置２００Ａ及び２００Ｂのシス
テムによれば、事前に通信範囲が第２インターフェースと比べて狭い第１インターフェー
スにより到達性確認信号の到達回数（受信回数）を確認し、到達回数が閾値以上の場合、
起動信号送信用インターフェース及び起動信号受信用インターフェースとして、消費電力
の低い第１インターフェースを用いて、到達回数が閾値より小さい場合、起動信号送信用
インターフェース及び起動信号受信用インターフェースとして、第２インターフェースを
用いている。このように、事前に、各インターフェースの間での通信可能の可否を確認す
ることにより、確実かつ省電力な遠隔起動を実現することができる。
【００７８】
　また、遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間では、複数回の到達性確認信号を
送っているため、より確実に遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間での通信の可
否を判断することができる。
【００７９】
＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態に係る遠隔起動装置１００について説明する。尚、第３
の実施形態に係る遠隔起動装置１００及び被起動装置２００の構成は、それぞれ図１の遠
隔起動装置１００、被起動装置２００の構成と同様であるため、図１を用いて説明する。
【００８０】
　本発明の第３の実施形態に係る遠隔起動装置１００は、到達性確認信号の送信回数と被
起動装置の到達性確認信号の受信回数に応じて、起動信号の送信回数を決定している点が
、第２の実施形態に係る遠隔起動装置１００と異なる。
【００８１】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る遠隔起動装置１００と被起動装置２００との間の
起動信号送信用インターフェースと起動信号受信用インターフェースを決定する処理につ
いて詳細に説明する。図１４を用いて説明する。
【００８２】
　Ｓ１４０１～Ｓ１４０２までの処理は同じであるため、説明を省略する、Ｓ１４０３－
１～Ｓ１４０３－Ｎステップは、送信回数を決めるために第2のインターフェースを用い
て、到達性確認信号を送信してもよい。そして、到達性確認信号送信後、遠隔起動装置１
００は、確認信号終了通知を通知し、被起動装置２００は、第１インターフェースと第２
インターフェースそれぞれの受信回数を含む到達性通知を遠隔起動装置１００に通知する
（Ｓ１４０４、Ｓ１４０５）。
【００８３】
　Ｓ１４０６においては、判断部１０７は、第１インターフェース１０１及び第２インタ
ーフェース１０２それぞれの受信回数（到達回数）（Ｍ）と送信回数（Ｎ）とから到達確
率Ｐ（Ｍ／Ｎ）を求める。次に、第１インターフェース１０１についての到達確率Ｐと所
定の閾値ｐとの大小関係から起動信号送信用インターフェースを決定する。例えば、判断
部１０７は、第１インターフェース１０１についての到達確率Ｐが所定の閾値ｐ以上であ
る場合、第１インターフェース１０１を選択し、閾値ｐより小さい場合、第２インターフ
ェース１０２を選択する。
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【００８４】
　次に、判断部１０７は、選択した起動信号送信用インターフェースについて、起動信号
を送信する送信回数を決定する。送信回数は、例えば、事前に求めた、起動信号送信用イ
ンターフェースの到達確率Ｐを用いて、決定する。例えば、事前に設定された遠隔起動の
成功確率に対する閾値ｎと到達確率Ｐについて、以下の式（１）を満たす最小のｘを送信
回数とする。なお、ｘの算出に伴う計算負荷を低減するため、閾値ｎといくつかの主要な
到達確率Ｐに対するｘを事前に計算しておき、記憶部１０８に対応表を保存しておくこと
で計算過程を省略してもよい。
【００８５】
　　（１－Ｐ）＾ｘ ＜ （１－ｎ）・・・・・・・・・・・・（１）
（式（１）は、ｘ回起動信号を送信した時に全て失敗する確率が、所定の失敗確率（１－
ｎ）よりも小さくなる最も少ない送信回数であることを示す。）
　次に、決定インターフェース通知を行う（Ｓ１４０７）。Ｓ１４０７は、第２の実施形
態で説明した処理と同様である。次に、Ｓ１４０８では、遠隔起動装置１００は、起動信
号送信用インターフェースを特定する情報とＳ１４０６で求めた起動信号の送信回数ｘと
を合わせて記憶部１０８に記憶する。また、被起動装置２００は、起動信号受信用インタ
ーフェースを特定する情報を記憶部２０７に記憶する。図１５に、記憶部１０８に記憶す
る情報の例を示す。図１５の例では、記憶部１０８は、遠隔起動の対象となる被起動装置
を特定するＩＤと、起動信号送信用インターフェースを特定する情報とに加えて、更に起
動信号を送信する回数とを記憶する。例えば、前述したように、記憶部１０８は、被起動
装置２００Ａに対して、起動信号送信インターフェースは、通信範囲が広い第２インター
フェースとし、起動信号の送信回数は１回と記憶している。また、被起動装置２００Ｂに
対して、起動信号送信インターフェースは、第１インターフェース１０１とし、起動信号
の送信回数は３回と記憶している。したがって、遠隔起動装置１００が、被起動装置２０
０Aを起動する場合には、第２インターフェース１０２を用いて起動信号を１回送信し、
被起動装置２００Ｂを起動する場合には、第１インターフェース１０１を用いて起動信号
を３回送信する。
【００８６】
　本実施例の遠隔起動装置１００及び被起動装置２００によれば、到達性確認信号の到達
確率を求めて、到達確率の大きさに応じて、各インターフェースで送信する起動信号の送
信回数を決定し、起動信号を送信する。これにより、より確実に、被起動装置を起動させ
ることができる。
【００８７】
＜第４の実施形態＞
　　次に、第４の実施形態にかかる遠隔起動装置について説明する。第４の実施形態は、
第１から第３の実施形態とは異なり、ネットワーク上に２つの遠隔起動装置が接続してい
る場合の例である。
【００８８】
　本実施の形態の遠隔起動システムにおいては、複数の遠隔起動装置があるため、遠隔起
動到達性確認フェーズを実行した結果、１つの被起動装置に対して、それぞれの遠隔起動
装置の起動信号送信用インターフェースが異なる場合がある。このような場合に、被起動
装置は、通知された起動信号送信用インターフェースに関する情報から、適切な待ち受け
インターフェースを１つ決定する。また、待ち受けインターフェースの情報と、起動信号
到達性確認フェーズの情報を、ネットワークに接続する他の遠隔起動装置に対して通知す
る。各遠隔起動装置は自装置以外の遠隔起動装置の情報を入手する事で、自装置が被起動
装置を起動させることができない場合、他の遠隔起動装置に遠隔起動の代理を依頼する。
【００８９】
　図１６に、第４の実施形態にかかる遠隔起動システムの例を示す。
【００９０】
　図１６に示すように、第４の実施形態にかかる遠隔起動システムは、遠隔起動装置２１
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００Aと遠隔起動装置２１００Bと被起動装置２２００Aと被起動装置２２００Bとを備え、
それぞれが第２ネットワークを介してすべて接続している。遠隔起動装置２１００A、２
１００B、被起動装置２２００Aとは、有線ネットワーク２６２０を介して接続している。
また、被起動装置２２００Bは、遠隔起動装置２１００Bとの間の無線リンク２６２１を介
して有線ネットワーク２６２０と接続する。ここで、有線ネットワーク２６２０と無線リ
ンク２６２１を合わせて第２ネットワークと称する。遠隔起動装置２１００A、遠隔起動
装置２１００B、被起動装置２２００A、２２００Bは、全て、第２ネットワークを介して
接続している。ここで、遠隔起動装置２１００Bは、例えば、ブリッジとしての機能、若
しくはルータとしての機能も備えている。遠隔起動装置２１００Bは、有線ネットワーク
２６２０に接続する有線インターフェースと、無線リンク２６２１に接続する無線インタ
ーフェースを備えるが、第２ネットワークに接続する第２インターフェースとして区別せ
ずに扱う。
【００９１】
　また、遠隔起動装置２１００A、２１００Bが、それぞれ第１ネットワークを介して送信
する信号の到達範囲を二点破線で書かれた円（２６１１、２６１２）で示す。遠隔起動装
置２１００Aが、第１ネットワークを介して送信する信号は、被起動装置２２００Aに到達
するが、被起動装置２２００Bには到達しない。また、遠隔起動装置２１００Bが、第１ネ
ットワークを介して送信する信号は、被起動装置２２００Bには到達するが、被起動装置
２２００Aには到達しない。
【００９２】
　図１７は、本発明の第４の実施形態に係る遠隔起動装置２１００の構成を示すブロック
図である。遠隔起動装置２１００A、２１００Bいずれも、遠隔起動装置２１００の構成と
同様の構成とする。遠隔起動装置２１００は、遠隔起動装置１００の構成に加えて、更に
起動確認部２１１０を備えている。また、到達確認処理部２１０６は、実施例１の到達確
認処理部１０６と比べて、更に代理依頼通信部１０６５を備える。
【００９３】
　代理依頼通信部１０６５は、自装置で遠隔起動を行えない場合に、遠隔起動の代理依頼
通知を他の遠隔起動装置に通知する。また、他装置で遠隔起動を行えない場合に、遠隔起
動の代理依頼通知を他の遠隔起動装置から受け取る。
【００９４】
　起動確認部２１１０は、遠隔起動対象の被起動装置２２００が起動したか否かを第２送
信部１０４及び第２インターフェース１０２を介して確認する。
【００９５】
　遠隔起動装置２１００の記憶部１０８は、さらに、起動情報データベースを備える。起
動情報データベースは、遠隔起動装置２１００が、遠隔起動の対象とする被起動装置を特
定するＩＤと、被起動装置との間で到達性確認フェーズを実行した遠隔起動装置のＩＤと
、当該到達性確認フェーズにより決定した起動信号送信用インターフェースに接続された
ネットワークを特定する情報と、被起動装置が決めた起動信号受信用インターフェースに
接続されたネットワークを特定する情報を記憶する。
【００９６】
　遠隔起動装置２１００の判断部１０７は、起動情報データベースをもとに、他の遠隔起
動装置への遠隔起動依頼の要否及びどの遠隔起動装置へと依頼するかを判断する。
【００９７】
　図１８は、本発明の第４の実施形態に係る被起動装置２２００の構成を示すブロック図
である。被起動装置２２００A、２２００Bいずれも、遠隔起動装置２２００の構成と同様
の構成とする。被起動装置２２００は、第１の実施形態に係る被起動装置２００の構成に
加えて、判断部２２１０と通知部２２１１とを備える。
【００９８】
　判断部２２１０は、遠隔起動装置２１００が起動信号送信用インターフェースを決定後
、決定インターフェース通知を受けとった後、起動信号受信用インターフェース（待ち受
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けインターフェース）を決定する。
【００９９】
　記憶部２０７は、起動情報データベースを記憶する。起動情報データベースは、図２０
に示すように、到達性確認フェーズを実行した遠隔起動装置のＩＤと、当該遠隔起動装置
が到達性確認フェーズにより決定した起動送信用インターフェースに接続されたネットワ
ークを特定する情報である。また、記憶部２０７は、起動信号受信用インターフェース（
待ち受けインターフェース）を特定する情報を記憶する。
【０１００】
　通知部２２１１は、判断部２２１０が、起動信号受信用インターフェースを決定後、起
動信号受信用インターフェース（待ち受けインターフェース）に接続されたネットワーク
を特定する情報を第２ネットワークを介して第２ネットワークに接続された遠隔起動装置
に通知する。
【０１０１】
　次に、第４の実施形態にかかる遠隔起動システムの動作を説明する。図１９は、第４の
実施形態にかかる遠隔起動システムにおいて、遠隔起動装置２１００Bと被起動装置２２
００Bとの間での動作を示すシーケンス図である。図１９は、遠隔起動装置２１００Bと被
起動装置２２００Bとが、第１ネットワークにおける起動信号到達性確認フェーズを実行
した場合に、遠隔起動装置２１００Bが起動信号送信用インターフェースを決定する処理
（送信用インターフェース決定処理と称する。）と、被起動装置２２００Bが起動信号受
信用インターフェース（待ち受けインターフェース）を決定する処理（待ち受けインター
フェース決定処理と称する。）と、被起動装置２２００Bが、待ち受けインターフェース
の情報を遠隔起動装置２１００Aと遠隔起動装置２１１０Bに通知する処理（待ち受けイン
ターフェース通知処理）を説明する図である。
【０１０２】
　なお、以下の処理は、遠隔起動装置２１００Bと被起動装置２２００Bの処理を説明する
が、その他の装置間（遠隔起動装置２１００Aと被起動装置２２００A間、遠隔起動装置２
１００Aと被起動装置２２００B間、遠隔起動装置２１００Bと被起動装置２２００A間では
同様の処理を実行済みであるとする。
【０１０３】
　まず、送信用インターフェース決定処理を説明する。
【０１０４】
　送信用インターフェース決定処理は、第１の実施形態で説明した処理と同様の処理であ
る。すなわち、Ｓ１９０１からＳ１９０７までの処理は、図３のＳ３０１からＳ３０７の
処理と同様である。図１６で説明した通り、遠隔起動装置２１００Bが、第１インターフ
ェース１０１と第１ネットワークを介して送信する信号は、遠被起動装置２２００Bには
到達する。したがって、起動信号送信用インターフェースは、第１インターフェース１０
１と決定する。
【０１０５】
　次に、待ちうけインターフェース決定処理を説明する。
【０１０６】
　遠隔起動装置２１００Ｂが、起動信号送信用インターフェースを決定すると、被起動装
置２２００Ｂは、決定インターフェース通知（起動信号送信用インターフェースに接続さ
れたネットワークを特定する情報）を受け取る。判断部２２１０は、決定インターフェー
ス通知を受け取ると、既に待ち受けインターフェースを選択している場合、そのインター
フェースに接続されたネットワークを特定する情報と、決定インターフェース通知に含ま
れる起動信号送信用インターフェースに接続されたネットワークを特定する情報とを比較
する。選択済みの待ち受けインターフェースと、決定インターフェース通知に含まれイン
ターフェースとが異なる場合、「より適切な」待ち受けができるインターフェースを待ち
受けインターフェースとして選択する。一致する場合は、現状の待ち受けインターフェー
スで維持する。また、待ち受けインターフェースをまだ選択していなかった場合、決定イ
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ンターフェース通知に含まれるインターフェースを待ち受けインターフェースとして選択
する（ステップＳ１９０９）。ここで、「より適切な待ち受け」ができるインターフェー
スとは、例えば、より多くの遠隔起動装置から起動信号を待ち受ける事ができるインター
フェースである。これは、被起動装置２２００Ｂが、遠隔起動装置を特定するIDと、遠隔
起動装置ごとに起動信号送信用インターフェースを特定する情報を記憶し、より多くの起
動信号送信用インターフェースに対応する起動信号受信用インターフェースを待ち受けイ
ンターフェースとする。また、「より適切な待ち受け」ができるインターフェースは、よ
り少ない消費エネルギーで起動信号を待ち受けることができるインターフェースであって
もよい。また、「より適切な待ち受け」ができるインターフェースは、より確実に起動信
号が到達するインターフェースや、より優先度の高い遠隔起動装置からの起動で使用する
インターフェースであってもよい。「より適切な待ち受け」ができるインターフェースを
判断するための条件は、事前に被起動装置２２００Bの記憶部２０７に記憶していても良
いし、遠隔起動装置２１００Bから決定インターフェース通知によって通知されてもよい
。本例では、待ち受けインターフェースは、決定インターフェース通知前の待ち受けイン
ターフェースが第２インターフェースであったとする。そして、判断部２２１０は、決定
インターフェースで通知された第１インターフェースと第２インターフェースとを比較し
、第１インターフェースを「より適切な」待ち受けインターフェースと決定することとす
る。判断部２２１０が、待ち受け用インターフェースを決定すると、記憶部２０７に記憶
する待ち受け用インターフェースを特定する情報を更新する（ステップＳ１９１０）。ま
た、被起動装置２２００Ｂは、起動情報データベースを更新する。すなわち、到達性確認
フェーズを実行した遠隔起動装置のＩＤと、当該遠隔起動装置が到達性確認フェーズによ
り決定した起動信号送信用インターフェースに接続されたネットワークを特定する情報を
追加する。図２０に、起動情報データベースを更新した例を示す。図２０に示すように、
更新により、エントリ２００２が追加される。すなわち、遠隔起動装置２１００Bを特定
するIDと、第１インターフェース１０１に接続されたネットワークを特定する情報を記憶
する。前述した、「より適切な」待ちうけインターフェースを決定する際に、より多くの
遠隔起動装置から起動信号を待ち受ける事ができるインターフェースを選択する場合、起
動情報データベースに記憶されたインターフェースのうち、最も多いインターフェースを
選択しても良い。
【０１０７】
尚、起動情報データベースに示すように、被起動装置２１００Bは、遠隔起動装置２１０
０Aとの間で事前に、到達性確認処理を実行済みであるとする。エントリ２００１に示す
ように、遠隔起動装置２１００Aは、起動信号送信用インターフェースとして、第２イン
ターフェースを選択している。このような選択をしている理由は、図１６において、遠隔
起動装置２１００Aの送信する信号が、第２のネットワークを介して到達しているのに対
して、第１のネットワークでは到達していない（到達範囲２６１２）ことからわかる。
【０１０８】
　次に、待ちうけインターフェース通知処理を説明する。
【０１０９】
　被起動装置２２００Ｂは、第２送信部２０４及び第２インターフェース２０２を介して
、到達性確認フェーズ実行済みの遠隔起動装置に対して、起動情報データベースと待ち受
けインターフェースの情報を含む待ち受けインターフェース通知を行う（Ｓ１９１１）。
ここで、到達性確認フェーズ実行済みの遠隔起動装置は、図２０に示す起動情報データベ
ースにエントリされた遠隔起動装置である。本例では、遠隔起動装置２１００Aと２１０
０Bである。また、待ち受けインターフェース通知が含む情報は、起動情報データベース
で新たに更新したエントリの情報（直近の到達性確認フェーズを実行した遠隔起動装置の
識別子（本例では、遠隔起動装置２１００BのID）と当該確認フェーズで決定した起動信
号送信用インターフェースに接続されたネットワークを特定する情報（本例では、第１イ
ンターフェースに接続されたネットワークを特定する情報）と、待ちうけインターフェー
ス決定処理で決定した待ち受け用インターフェースに接続するネットワークを特定する情
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報（本例では、第１インターフェースに接続されたネットワークを特定する情報）である
。なお、待ち受けインターフェース通知は、遠隔起動装置に対するマルチキャストで送信
しても良いし、各遠隔起動装置に対してユニキャストで送信してもよい。
【０１１０】
　待ち受けインターフェース通知を受け取った遠隔起動装置（本例では、遠隔起動装置２
１００Aと２１００B）は、記憶部１０８の起動情報データベースを更新する。起動情報デ
ータベースの更新後の情報を図２１（a）、更新前の情報を図２１（b）に示す。起動情報
データベースの更新は、具体的には、２つのことを行う。１つ目は、図２１に示すように
、まず、待ちうけインターフェース通知の通知もとの被起動装置２２００BのIDと、待ち
うけインターフェース通知が含む３つの情報を記憶する（図２１では、エントリ２００４
の追加である）。待ち受けインターフェース通知が含む３つの情報は、前述したように、
待ちうけインターフェース通知の通知もとの被起動装置との間で到達性確認フェーズを実
行した遠隔起動装置の識別子（本例では、遠隔起動装置２１００BのID）と、当該確認フ
ェーズで決定した起動信号送信用インターフェースに接続されたネットワークを特定する
情報（本例では、第１インターフェースに接続されたネットワークを特定する情報）と、
待ちうけインターフェース決定処理で決定した待ち受け用インターフェースに接続するネ
ットワークを特定する情報（本例では、第１インターフェースに接続されたネットワーク
を特定する情報）である。起動情報データベースの更新の二つ目は、待ち受けインターフ
ェースの通知の通知もとの被起動装置２２００Bの待ち受けインターフェースの情報の更
新である。図２１（a）（更新後）と図２１（b）（更新前）に示すように、エントリ２０
０３の待ち受けインターフェースを、第２インターフェースから第１インターフェースに
変更する。起動情報データベースの更新により、ネットワークに接続する各遠隔起動装置
と被起動装置との間で、到達性確認フェーズの結果（被起動装置を識別するIDと起動装置
を識別するIDと、起動信号送信用インターフェースに接続するネットワークを特定する情
報）を共有することができるとともに、待ちうけインターフェースの情報共有をすること
ができる（Ｓ１９１２、Ｓ１９１３）。
【０１１１】
　次に、本実施例の遠隔起動システムにおいて、遠隔起動を行う際に実行される手順につ
いて説明する。図２２は、遠隔起動装置が遠隔起動信号を送信する際の動作を示すフロー
チャートである。
【０１１２】
　まず、遠隔起動装置２１００Bが、被起動装置２２００Bを遠隔起動する場合を例として
説明する。まず、遠隔起動装置２１００Ｂが（記載されていないものを含めた）ネットワ
ーク上のどれかの装置から起動要求を受信する（S２２０１、S２２０２）。　　
　判断部１０７は、まず、自装置が遠隔起動できるか否かを判断する。判断部１０７は、
記憶部１０８に保存されている起動情報データベースを参照し（S２２０３）、起動対象
の被起動装置２２００Bの待ち受けインターフェースに接続したネットワークが自装置の
起動信号送信用インターフェースに接続したネットワークと一致しているかに基づき判断
する（Ｓ２２０４）。判断部１０７は、一致している場合は起動可能と判断し、不一致の
場合は不可能と判断する。本例では、図２１（ａ）のエントリ２１０４から、一致してい
ることがわかり、起動可能と判断する。したがって、遠隔起動装置２１００Bは、起動信
号を生成して、被起動装置２２００Bに向けて送信する（S２２０５）。
【０１１３】
　次に、遠隔起動装置２１００Bが、被起動装置２２００Aを遠隔起動する場合を例として
説明する。まず、遠隔起動装置２１００Bが（記載されていないものを含めた）ネットワ
ーク上のどれかの装置から起動要求を受信する（S２２０１、S２２０２）。判断部１０７
は、まず、自装置が遠隔起動できるか否かを判断する（S２２０３）。本例では、図２１
（ａ）のエントリ２１０２から、遠隔起動装置２１００Bの起動信号送信用インターフェ
ースに接続されるネットワークと被起動装置２２００Aの待ち受け用インターフェースに
接続されるネットワークとが一致しないため、自装置では遠隔起動できないと判断する（



(21) JP 5112489 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

S２２０４　NO）。
【０１１４】
　次に、到達確認処理部２１０６の代理依頼通信部１０６５は、遠隔起動データベースの
エントリを参照し、被起動装置２２００Aに対するエントリを検索する（S２２０６）。検
索の結果、被起動装置２２００Aに対するエントリが見つからない場合（S２２０７　NO）
には、遠隔起動ができないと判断して処理を終了する。本例では、被起動装置２２００A
のエントリ２００１が見つかるため次のステップに進む（S２２０７　YES）。
【０１１５】
　遠隔起動装置２１００Bの代理依頼通信部１０６５は、エントリ２１０１に記載の遠隔
起動装置２１００Aに対して代理起動依頼通知を送信する（S２２０８）。代理起動依頼通
知は、遠隔起動の対象である被起動装置２２００Aの識別子と被起動装置２２００Aの起動
を指示する内容を含む。代理起動依頼通知を送信後、遠隔起動装置２１００Bは、遠隔起
動装置２１００Aからの応答を待つ（S２２０９）。代理起動依頼通知を受けた、遠隔起動
装置２１００Aの処理は後述する。
【０１１６】
　遠隔起動装置２１００Bは、遠隔起動装置２１００Aから起動成功応答を得た場合には（
Ｓ２２１０　ＹＥＳ、Ｓ２２１１　ＹＥＳ）、遠隔起動ができたものとして処理を終了す
る。起動失敗応答を得た場合には（Ｓ２２１０　ＹＥＳ、Ｓ２２１１　ＮＯ）、被起動装
置２２００Aを持つ他のエントリを検索し（Ｓ２２０６）、他のエントリがある場合（S２
２０７　YES）は、繰り返し代理起動依頼を送信する（Ｓ２２０８）。エントリが無い場
合（Ｓ２２０７　NO）には、起動不可能として処理を終了する。
【０１１７】
　次に、代理起動依頼通知を受けた遠隔起動装置２１００Aの処理を説明する。図２３は
、遠隔起動装置が、遠隔起動の代理を依頼された場合に実行する際の動作を示すフローチ
ャートである。
【０１１８】
　遠隔起動装置２１００Aの代理依頼通信部１０６５が、ネットワーク２６２０（第２ネ
ットワーク）を介して遠隔起動装置２１００Bから代理起動依頼通知を受け取ると（S２３
０１、S２３０２YES）、代理起動依頼通知から、自装置への代理通知であること、遠隔起
動対象となる被起動装置を把握する。遠隔起動装置２１００Ｂの代理依頼通信部１０６５
は、代理起動依頼通知を判断部１０７に通知する。
【０１１９】
　判断部１０７は、遠隔起動データベースを参照し（S２３０３）、自装置の起動信号送
信用インターフェースに接続するネットワークと起動対象となる被起動装置２２００Bの
待ちうけインターフェースに接続するネットワークとが一致しているかどうかを確認する
（Ｓ２３０４）。
【０１２０】
　もし、一致しない場合（S２３０４　NO）は、遠隔起動できない旨を代理依頼通信部１
０６５に通知する。これを受けた代理依頼通信部１０６５は、代理起動依頼通知の送信元
（本例では遠隔起動装置２１００B）に失敗応答を返信する。一方、一致する場合（S２３
０４　YES）、到達確認処理部２１０６に遠隔起動を実行できる旨を通知する。本例では
、図２１（A）のエントリ２１０１から、一致することがわかる。到達確認処理部２１０
６は、遠隔起動部１０９に、対象となる被起動装置２１００Aを起動するように指示を出
す。遠隔起動部２１００Aは、記憶部１０８に保存された起動信号送信用インターフェー
スの情報を用いて、起動信号を生成して、送信する（S２３０５）。
【０１２１】
　起動信号送信後、到達確認処理部２１０６は、起動確認部２１１０に対して、被起動装
置２２００Aの起動状況を確認するように指示を出す。起動確認部２１１０は、安定した
接続が確保されている第２インターフェース１０２を用いて、被起動装置２１００Aの起
動状況を確認する（S２３０６）。起動確認部２１１０は、起動を確認すると（S２３０７
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ＹＥＳ）、到達確認処理部２１０６に成功応答を返し（S２３０８）、起動を確認できな
ければ（Ｓ２３０７ＮＯ）失敗応答を返す（S２３０９）。起動確認部２１１０より結果
を受け取った到達確認処理部２１０６の代理依頼通信部１０６５は、代理起動依頼の送信
元である遠隔起動装置２１００Bに応答結果を返信する。ここで、上記遠隔起動装置が、
被起動装置の起動確認をする方法は、遠隔起動装置や被起動装置ごとに種々の方法を用い
て実現できる。例えば、ＩＣＭＰ／ＩＣＭＰｖ６ Ｅｃｈｏ Ｒｅｑｕｅｓｔ（ｐｉｎｇ）
を送信してその応答の有無で判定する方法や、一定時間ネットワークを監視してＡＲＰ／
Ｎｅｉｇｈｂｏｒ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙもしくはアドレスの取得を試みるようなパケット
（ＤＨＣＰやＲｏｕｔｅｒ Ｓｏｌｉｃｉｔａｔｉｏｎ）、その他動作を裏付けるパケッ
ト（当該ノードをブロードキャストパケットやマルチキャストパケット）が送信されたか
否かを検出する方法である。
【０１２２】
　以上、第４の実施形態にかかる遠隔起動システムでは、被起動装置が、遠隔起動装置と
の間で、起動信号到達性確認フェーズを実行後、待ち受けインターフェースを更新し、起
動信号到達性確認フェーズの実行結果と待ちうけインターフェースの情報をネットワーク
上の多数の遠隔起動装置に向けて通知することによって、遠隔起動装置間で、起動信号到
達性確認フェーズの実行結果と被起動装置の待ち受けインターフェースに関する情報を共
有することができる。この情報を利用して、遠隔起動装置間で連携することにより、より
確実に遠隔起動を実現することができる。これにより、確実な遠隔起動を実現しようとす
るものである。特に、ネットワークにおける到達性が装置ごとに大きく変化する環境にお
いて、より高確率で遠隔起動を実行できる遠隔起動装置を有効に活用することができる。
【０１２３】
　また、被起動装置は、起動信号到達性確認フェーズを実行するたびに、待ちうけインタ
ーフェースを更新することにより、より効率的な待ち受けインターフェースを選択するこ
とができる。
【０１２４】
　尚、本実施例では、２台の遠隔起動装置と２台の被起動装置の例を示したが、その台数
は２台に限定されない。より多くの場合であっても同様に適用できる。また、遠隔起動装
置、被起動装置それぞれのインターフェースの数も２つに限定されない。
【０１２５】
　また、本実施例では、被起動装置の待ち受けインターフェースが１つである例を説明し
たが、待ちうけインターフェースは複数であっても良い。この場合、被起動装置は、待ち
うけインターフェースに関する情報を複数記憶し、遠隔起動装置に対しても、複数待ちう
けインターフェースを保有している旨を通知する。
【０１２６】
＜第５の実施形態＞
　次に、第５の実施形態に係る遠隔起動装置について説明する。第５の実施形態に係る遠
隔起動装置及び被起動装置の構成は、それぞれ第４の実施形態の遠隔起動装置２１００、
被起動装置２２００の構成と同様であるため、構成の説明は省略し、異なる点を説明する
。
【０１２７】
　図２４に、代理起動依頼する側の遠隔起動装置の動作を示すフローチャートを示し、図
２５に、代理起動依頼される側の遠隔起動装置の動作を示すフローチャートを示す。　
　図２４に示すように、本実施形態に係る遠隔起動装置２２００は、図２４のS２４０６
で示す処理が、第４の実施形態に係る遠隔起動装置２２００の図２２のS２２０６の処理
と異なる。すなわち、Ｓ２４０６の処理は、他の遠隔起動装置に代理遠隔起動を依頼する
際に、遠隔起動データベースのエントリに、遠隔起動対象の被起動装置に対するエントリ
があるか否かだけで判断するのでなく、エントリがあった場合に、当該エントリの、遠隔
起動装置の起動信号送信用インターフェースに接続されたネットワークと遠隔起動対象の
被起動装置の待ち受けインターフェースのネットワークとが一致しているか否かに基づき
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判断する点が異なる。一致する場合には、代理遠隔起動を依頼し、一致しない場合は、依
頼しない。
【０１２８】
　また、図２５に示すように、代理起動依頼を受けた遠隔起動装置は、第４の実施形態と
異なり、Ｓ２３０３、Ｓ２３０４の処理が不要である。すなわち、遠隔起動データベース
を参照し、自装置の起動信号送信用インターフェースに対応するネットワークと起動対象
となる被起動装置の待ちうけインターフェースのネットワークとが一致しているかどうか
を確認することが不要である。代理起動依頼を受けたら、遠隔起動部２１００Aは、記憶
部１０８に保存された起動信号送信用インターフェースの情報を用いて、起動信号を生成
して、送信することができる。
【０１２９】
　本実施形態に係る遠隔起動装置によれば、遠隔起動できない遠隔起動装置に対して代理
遠隔起動依頼通知を送信しなくなるため、不要な依頼通知を防ぐことができ、より確実に
遠隔起動を実行できる。
【０１３０】
＜第６の実施形態＞
　次に、第６の実施形態に係る遠隔起動装置について説明する。第６の実施形態に係る遠
隔起動装置及び被起動装置の構成は、それぞれ第４の実施形態の遠隔起動装置２１００、
被起動装置２２００の構成と同様であるため、構成の説明は省略し、異なる点を説明する
。
【０１３１】
　第６の実施形態にかかる遠隔起動システムは、３つの遠隔起動装置２１００Aと２１０
０Bと２１００Cとを備える例で説明する。第６の実施形態にかかる遠隔起動システムの動
作は、第４の実施形態にかかる遠隔起動システムについて図１９で説明した、送信用イン
ターフェース決定処理と、待ち受けインターフェース決定処理と、待ち受けインターフェ
ース通知処理とは、実施例４と同様の処理を行う。
【０１３２】
　３つの遠隔起動装置２１００Aと２１００Bと２１００Cそれぞれと、２つの被起動装置
２２００Aと２２００Bそれぞれとの間で、上記３つの処理を行った結果、遠隔起動装置２
１００A、２１００B、２１００Cそれぞれの記憶部１０８は、それぞれ図２６に示すよう
な起動信号情報データベースを備えているものとする。起動情報データベースは、実施例
４で、図２１で示した起動情報データベースと比べて、更に到達確認信号の到達確率（受
信確率）も記憶している。尚、到達確率は、実施例２で説明した方法で、起動信号送信用
インターフェース決定フェーズで算出できる。３つの遠隔起動装置２１００Aと２１００B
と２１００Cそれぞれの記憶部１０８の起動信号情報データベースに到達確率を記憶させ
るには、以下の３つのステップを踏めばよい。すなわち、前述した決定インターフェース
通知で、遠隔起動装置から被起動装置に、起動信号用インターフェースを特定する情報と
合わせて、到達確認信号の到達確率を通知する。そして、次に、到達確率をうけとった被
起動装置は、記憶部２０７が記憶する、図２０で説明した起動情報データベースに、到達
確率も記憶する。そして、被起動装置は、待ち受けインターフェースを特定する情報を遠
隔起動装置に通知する際に、到達確率もふくめて通知する。この方法により、起動信号情
報データベースに到達確率を記憶させ、到達確率をすべての遠隔起動装置間で共有するこ
とが可能となる。
【０１３３】
　ここで、例えば、遠隔起動装置２１００Bが、被起動装置２２００Aを起動する指示があ
ったとする。この場合、図２６の起動情報データベースにおいて、遠隔起動装置２１００
Bの起動送信用インターフェースに接続されたネットワークと被起動装置２２００Aの待ち
受け用インターフェースに接続されたネットワークとが一致しないため、遠隔起動装置２
１００Ｂは、他の遠隔起動装置に代理起動依頼を通知する。図２６の起動情報データベー
スのエントリをみると、被起動装置２２００Aを起動させる遠隔起動装置は、遠隔起動装
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置２１００B以外に遠隔起動装置２１００A、２１００Cの２つがあり、いずれも、起動信
号送信用インターフェースに接続されたネットワークと待ち受け用インターフェースに接
続されたネットワークが一致している。そして、本実施例では、このような場合に、代理
起動依頼を通知する遠隔起動装置を決めるための、更なる判断基準に到達確率が大きい方
の遠隔起動装置に送るものとしている。
【０１３４】
　このようにする事で、より確実に遠隔起動ができる遠隔起動装置を優先的に使用するよ
うになるため、起動完了までの時間をさらに削減できる。また、再送や失敗などに費やさ
れるエネルギーも削減できるという効果を奏する。
【０１３５】
　尚、本実施形態においては、起動情報データベースに到達確認信号の到達確率を記憶し
、それに基づき、代理起動依頼を通知する際に、到達確率の大きい順に通知するとしたが
、到達確率の代わりに、他の情報を用いてもよい。例えば、遠隔起動装置が起動信号を送
信する際に消費するエネルギーを用いて、起動代理依頼を通知する際に、起動に消費する
エネルギーの少ない遠隔起動装置から順番に依頼するとしても良い。
【０１３６】
　また、本実施形態では、遠隔起動装置が３つの例を説明したが、４つ以上であってもよ
い。
【０１３７】
＜第７の実施形態＞
　次に、第７の実施形態にかかる遠隔起動システムを説明する。第６の実施形態に係る遠
隔起動装置及び被起動装置の構成は、それぞれ第４の遠隔起動装置２１００、被起動装置
２２００の構成と同様であるため、構成の説明は省略し、異なる点を説明する。尚、本実
施例の被起動装置２２００は、複数のインターフェースを同時に待ち受け用インターフェ
ースに用いることができるとする。第１から第６の実施形態では、遠隔起動装置や被起動
装置は固定的な環境で使用するものとして説明してきた。本実施形態の遠隔起動システム
は、遠隔起動装置、又は被起動装置のいずれかが移動する環境を対象とするものである。
例えば、遠隔起動装置、被起動装置は、ノートパソコンや各種ハンドヘルドデバイスであ
る。
【０１３８】
　図２８は、第７の実施形態に係る遠隔起動システムを示す図である。図２８に示すよう
に、第７の実施形態にかかる遠隔起動システムは、４つの遠隔起動装置２１００Aと２１
００Bと２１００Cと２１００Ｄと１つの被起動装置２２００を備える例で説明する。第７
の実施形態にかかる遠隔起動システムの動作は、第４の実施形態にかかる遠隔起動システ
ムについて図１９で説明した、送信用インターフェース決定処理と、待ち受けインターフ
ェース決定処理と、待ち受けインターフェース通知処理とは、実施例４と同様の処理を行
う。
【０１３９】
　４つの遠隔起動装置２１００Aと２１００Bと２１００Cと２１００Ｄそれぞれと、１つ
の被起動装置２２００との間で、上記３つの処理を行った結果、遠隔起動装置２１００A
、２１００B、２１００C、２１００Ｄそれぞれの記憶部１０８及び被起動装置２２００の
記憶部２０７は、それぞれ図２９に示すような起動信号情報データベースを備えているも
のとする。
【０１４０】
　以下では、遠隔起動装置２１００Ａが移動した場合に、被起動装置２２００の待ち受け
インターフェースが変更する例を説明する。図２９の起動信号情報データベースで示すよ
うに、被起動装置２２００は、遠隔起動装置２１００Ａが移動前において、待ち受けイン
ターフェースは、第１インターフェースと第２インターフェースとしている。
【０１４１】
　ここで、遠隔起動装置２１００Ａと被起動装置２２００との間で、遠隔起動装置２１０
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０Ａの起動信号送信用インターフェース（第１インターフェース）は、被起動装置２２０
０の待ち受けインターフェース（第１インターフェース）に対して、定期的にキープアラ
イブを行っている。また、遠隔起動装置２１００Ｂ及び遠隔起動装置２１００Ｄの起動信
号送信用インターフェース（第２インターフェース）は、被起動装置２２００の待ち受け
インターフェース（第２インターフェース）に対して、定期的にキープアライブを行なっ
ている。
【０１４２】
　この状態で、遠隔起動装置２１００Ａが移動し、被起動装置２２００が、第１インター
フェースを介してキープアライブが行われていないことを検出したとする。被起動装置２
２００は、第１インターフェースを介してキープアライブが行なわれていないことを検出
すると、図２９の起動情報データベースを検索し、他に第１インターフェースを使って起
動信号を送信する遠隔起動装置が無いことを確認すると、第１インターフェースでの待ち
受けを停止する。なお、停止した際に、起動情報データベースの第１インターフェースと
なっている箇所を第２インターフェースに更新し、その情報を遠隔起動装置２１００Aと
２１００Bと２１００Cと２１００Ｄそれぞれと、１つの被起動装置２２００との間で、再
共有を行っても良い。
【０１４３】
　以上の動作によって、被起動装置２２００は、起動信号を受信する可能性が無いインタ
ーフェースでの待ち受けを停止することができるため、不正な起動信号や電波雑音等によ
り被起動装置が不正に起動してしまう可能性を減らすことができる。また、消費電力を下
げることもできる。
【０１４４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１４５】
１００、２１００、２１００Ａ、２１００Ｂ、２１００Ｃ、２１００Ｄ・・・遠隔起動装
置、１０１、２０１・・・第１インターフェース、１０２、２０２・・・第２インターフ
ェース、１０３・・・第１送信部、１０４、２０４・・・第２送信部、１０５、２０５・
・・第２受信部、１０６、２０６、２１０６、２２０６・・・到達確認処理部、１０７、
２２１０・・・判断部、１０８、２０７・・・記憶部、１０６１、２０６１・・・確認フ
ェーズ設定部、１０６２・・・確認信号通知部、１０６３・・・到達性確認部、１０６４
・・・決定インターフェース通知部、１１１、２１１・・・第３インターフェース、１２
１、２２１・・・第４インターフェース、１１３・・・第３送信部、１２３・・・第４送
信部、２００、２００Ａ、２００Ｂ、２２００、２２００Ａ、２２００Ｂ・・・被起動装
置、２０３・・・第１受信部、２１３・・・第３受信部、２２３・・・第４受信部、２０
６２・・・確認信号検出部、２０６３・・・到達性通知部、２０６４・・・決定インター
フェース受信部、３００・・・アクセスポイント、１１、１２、２２Ａ、２２Ｂ、３２，
２６１１、２６１２・・・信号の到達範囲、２６２０・・・有線ネットワーク、２６２１
・・・無線リンク、２１１０・・・起動確認部、１０６５・・・代理依頼通信部、２２１
１・・・通知部。
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