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(57)【要約】
【課題】 ネットワークに接続される端末全体に、稼働
モード制御の効用を最大化する一律の制御条件を適用可
能にし、管理の徹底と計画的な管理を行うようにする。
【解決手段】 端末２０・・・は稼働モード変更信号を
受信した際に稼働モードを変更し、各端末の稼働情報を
収集して送信し、外部端末３０は各端末の性能や制御条
件を入力可能にし、サーバー１００に送信する。サーバ
ーは各端末から送信される稼働情報を蓄積する使用実績
ＤＢ５０を参照し、対象端末の使用実績と時刻や他の端
末の使用実績との相関を利用して各端末の予測操作確率
を算出し、各端末の性能を機器情報として蓄積する機器
情報ＤＢ６０を参照し、予測操作確率と機器情報とを用
いて節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出し、制御
条件に基づいて節電効果期待値と利便毀損期待値との間
の重み付け係数を変更し、最適な稼働モードを選択する
。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の端末をネットワークを介して接続した自動電源制御システムであって、
各端末の予測操作確率を使用実績から推算する手段と、
前記予測操作確率を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値とを算出する手段と、
前記各端末の前記節電効果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い
稼働モードを選択する手段と、
各端末を自動制御する手段とを備える
ことを特徴とする自動電源制御システム。
【請求項２】
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複数の端末をネットワークを介して接続した自動電源制御システムであって、
前記各端末の稼働情報を収集しネットワークを介して送信する稼働情報収集手段と、
前記稼働情報を受信し、その稼働情報を時刻と対応した使用実績として蓄積する使用実
績データベースと、
前記使用実績データベースを参照して、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相
関式を構築する相関式構築手段と、
前記相関式を更新する更新手段と、
前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確
率を算出する操作確率推算手段と、
前記各端末の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力手段と、
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前記各端末の性能を機器情報として蓄積する機器情報データベースと、
前記機器情報データベースを参照し、前記機器情報と前記予測操作確率とを利用して、
節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期待値算出手段と、
制御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力手段と、
前記制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変
更する係数変更手段と、
前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情
報の更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信す
る稼働モード選択手段と、
前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する稼働モード
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変更手段とを備える
ことを特徴とする自動電源制御システム。
【請求項３】
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記端末の前
記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の前記稼働
情報との相関を利用して相関式を構築する手段を有することを特徴とする請求項２に記載
の自動電源制御システム。
【請求項４】
前記各端末の端末周辺情報をセンシングして送信するセンシング手段と、
前記端末周辺情報を受信し、その端末周辺情報を蓄積する端末周辺情報データベースと

40

を備え、
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報データベースと
を参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記
稼働情報と前記端末周辺情報との相関を利用して相関式を構築する手段を有し、
前記操作確率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末周
辺情報を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有する
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の自動電源制御システム。
【請求項５】
前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力手段と、
入力された前記各端末の使用者の前記行動予定を、履歴として蓄積する予定履歴データ
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ベースとを備え、
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記予定履歴データベースとを参
照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働
情報と前記行動予定との相関を利用して相関式を構築する手段を有し、
前記操作確率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予
定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有する
ことを特徴とする請求項２〜４のいずれかに記載の自動電源制御システム。
【請求項６】
ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミングで
入力可能にする目標値入力手段と、
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前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する累積消費電力情報データベースとを備え
、
前記係数変更手段は、前記累積消費電力情報データベースを参照して、前記目標値と同
一期間での目標値に対応する量の予測値を算出し、前記予測値と前記目標値との比較によ
り、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する
手段を有することを特徴とする請求項２〜５のいずれかに記載の自動電源制御システム。
【請求項７】
前記稼働情報収集手段は、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施す手段
を有することを特徴とする請求項２〜６のいずれかに記載の自動電源制御システム。
【請求項８】
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複数の端末を接続したネットワークの自動電源制御方法であって、
前記各端末の予測操作確率を使用実績から推算する工程と、
前記予測操作確率を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値とを算出する工程と、
前記各端末の前記節電効果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い
稼働モードを選択する工程と、
各端末を自動制御する工程とを有する
ことを特徴とする自動電源制御方法。
【請求項９】
複数の端末を接続したネットワークの自動電源制御方法であって、
前記各端末の稼働情報を収集しネットワークを介して送信する稼働情報収集工程と、
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前記稼働情報を受信して時刻と対応した使用実績として蓄積する使用実績データベース
を参照し、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相関式構築工程
と、
前記相関式を更新する更新工程と、
前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確
率を算出する操作確率推算工程と、
前記各端末の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力工程と、
前記各端末の性能を機器情報として蓄積する機器情報データベースを参照し、前記機器
情報と前記予測操作確率とを利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期
待値算出工程と、
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制御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力工程と、
前記制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変
更する係数変更工程と、
前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情
報の更新毎に比較、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信する
稼働モード選択工程と、
前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する稼働モード
変更工程とを有する
ことを特徴とする自動電源制御方法。
【請求項１０】
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前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記端末の
前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の前記稼
働情報との相関も利用して相関式を構築する工程が含まれることを特徴とする請求項９に
記載の自動電源制御方法。
【請求項１１】
前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信するセン
シング工程と、
前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報とを受信し
、蓄積する端末周辺情報データベースを参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時
刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記端末周辺情報との相関を利用して相

10

関式を構築する工程とを有し、
前記操作確率推算工程には、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末
周辺情報を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する工程が含まれ
る
ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の自動電源制御方法。
【請求項１２】
前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力工程と、
前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと、前記各端末の使用者の前記
行動予定を履歴として蓄積する予定履歴データベースとを参照し、対象とする前記端末の
前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記行動予定との相関
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も利用して相関式を構築する工程と、
前記操作確率推算工程の中に、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行
動予定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する工程とを有する
ことを特徴とする請求項９〜１１のいずれかに記載の自動電源制御方法。
【請求項１３】
ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミングで
入力可能にする目標値入力工程と、
前記係数変更工程の中に、前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する累積消費電力
情報データベースを参照して、前記目標値と同一期間での目標値に対応する量の予測値を
算出し、前記予測値と前記目標値との比較により、目標に合うように節電効果期待値と利
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便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する工程とを有する
ことを特徴とする請求項９〜１２のいずれかに記載の自動電源制御方法。
【請求項１４】
前記稼働情報収集工程には、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施す工
程が含まれることを特徴とする請求項９〜１３のいずれかに記載の自動電源制御方法。
【請求項１５】
複数の端末を接続した自動電源制御を実行するためのプログラムであって、
各端末の予測操作確率を使用実績から推算する工程と、
前記予測操作確率を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値を算出する工程と、
前記各端末の前記節電効果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い
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稼働モードを選択する工程と、
各端末を自動制御する工程とをコンピュータに実行させる
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
複数の端末を接続した自動電源制御を実行するためのプログラムであって、
前記各端末の稼働情報を収集してネットワークを介して送信する稼働情報収集工程と、
前記稼働情報を受信して時刻と対応した使用実績として蓄積する使用実績データベース
を参照して、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相関式構築工
程と、
前記相関式を更新する更新工程と、
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前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確
率を算出する操作確率推算工程と、
前記各端末の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力工程と、
前記各端末の性能を機器情報として蓄積する機器情報データベースを参照し、前記機器
情報と前記予測操作確率とを利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期
待値算出工程と、
制御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力工程と、
前記制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変
更する係数変更工程と、
前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情
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報の更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信す
る稼働モード選択工程と、
前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する稼働モード
変更工程とをコンピュータに実行させる
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記端末の
前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の前記稼
働情報との相関を利用して相関式を構築する工程が含まれることを特徴とする請求項１６
に記載のプログラム。
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【請求項１８】
前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信するセン
シング工程を有し、
前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報とを受信し、
蓄積する端末周辺情報データベースを参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻
の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記端末周辺情報との相関を利用して相関
式を構築する工程が含まれ、
前記操作確率推算工程には、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末
周辺情報を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する工程が含まれ
る
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ことを特徴とする請求項１６又は１７に記載のプログラム。

【請求項１９】
前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力工程と、
前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと前記各端末の使用者の前記行
動予定を履歴として蓄積する予定履歴データベースとを参照し、対象とする前記端末の前
記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記行動予定との相関を
利用して相関式を構築する工程とを有し、
前記操作確率推算工程には、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動
予定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する工程が含まれる
ことを特徴とする請求項１６〜１８のいずれかに記載のプログラム。
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【請求項２０】
ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミングで
入力可能にする目標値入力工程と、
前記係数変更工程の中に、前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する累積消費電力
情報データベースを参照して、前記目標値と同一期間での目標値に対応する量の予測値を
算出し、前記予測値と前記目標値との比較により、目標に合うように節電効果期待値と利
便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する工程とを有する
ことを特徴とする請求項１６〜１９のいずれかに記載のプログラム。
【請求項２１】
前記稼働情報収集工程には、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施す工
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程が含まれることを特徴とする請求項１６〜２０のいずれかに記載のプログラム。
【請求項２２】
端末自身の稼働情報を収集してネットワークを介して送信する稼働情報収集手段と、
稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する稼働モード変更
手段とを備える
ことを特徴とする端末。
【請求項２３】
前記稼働情報収集手段は、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施す手段
を有することを特徴とする請求項２２に記載の端末。
【請求項２４】
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ネットワークを介して送信される各端末の稼働情報を受信して時刻と対応した使用実績
として蓄積する使用実績データベースと、
前記使用実績データベースを参照して、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相
関式を構築する相関式構築手段と、
前記相関式を更新する更新手段と、
前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確
率を算出する操作確率推算手段と、
前記各端末の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力手段と、
前記各端末の性能を機器情報として蓄積する機器情報データベースと、
前記機器情報データベースを参照し、前記機器情報と前記予測操作確率とを利用して、
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節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期待値算出手段と、
制御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力手段と、
前記制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変
更する係数変更手段と、
前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情
報の更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信す
る稼働モード選択手段とを備える
ことを特徴とするサーバー。
【請求項２５】
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースを参照し、対象とする端末の前記稼
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働情報と時刻の他に、対象とする端末の前記稼働情報と他の端末の前記稼働情報との相関
を利用して相関式を構築する手段を有することを特徴とする請求項２４に記載のサーバー
。
【請求項２６】
前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信するセン
シング手段と、
前記端末周辺情報を受信し、蓄積する前記端末周辺情報データベースとを備え、
前記相関式構築手段の中に、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報データベー
スを参照し、対象とする端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする端末の前記稼働情
報と前記端末周辺情報との相関も利用して相関式を構築する手段を、
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前記操作確率推算手段の中に、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末
周辺情報を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を備える
ことを特徴とする請求項２４又は２５に記載のサーバー。
【請求項２７】
前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力手段と、
入力された前記各端末の使用者の前記行動予定を、履歴として蓄積する予定履歴データベ
ースを備え、
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記予定履歴データベースとを参
照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする端末の前記稼働情報
と前記行動予定との相関を利用して相関式を構築する手段を有し、
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前記操作確率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予
定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有する
ことを特徴とする請求項２４〜２６のいずれかに記載のサーバー。
【請求項２８】
ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミングで
入力可能にする目標値入力手段と、
前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する累積消費電力情報データベースとを備え
、
前記係数変更手段は、前記累積消費電力情報データベースを参照して、前記目標値と同
一期間での目標値に対応する量の予測値を算出し、前記予測値と前記目標値との比較によ

10

り、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する
手段を有する
ことを特徴とする請求項２４〜２７のいずれかに記載のサーバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自動電源制御システムに関し、特に複数の端末を接続したネットワーク全体
の電力消費を、利便性の向上を図りながら自動的に最適化する自動電源制御システムに関
する。

20

【背景技術】
【０００２】
従来、この種の自動電源制御システムにあっては、各端末の使用履歴、センサ等で対象
端末の使用されない時間帯を予測し、その時間帯の電源を管理する形で電力消費の最適化
が行われている。
【０００３】
電源を管理するシステムとして、特許文献１では、図９に示すような通電制御装置を提
案している。すなわち、同図に示す通電制御装置は、商用電源１と電気機器２との間に接
続したコントローラ３及びアダプタ４と、部屋で人が活動していることを調べコントロー
ラ３へ送信する在室検知アダプタ５とを備えている。
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【０００４】
このような通電制御装置では、アダプタ４がコントローラ３との間で電気機器２の使用
電力の情報を暗号化して通信するとともに、コントローラ３から受けた信号に基づいて電
気機器２に供給する電力を制御し、コントローラ３はアダプタ４から受けた電力情報及び
在室検知アダプタ５から受けた在室情報に基づいて現在の時間帯には電気機器２が使用さ
れるあるいは使用されないと予想して、このデータを暗号化してアダプタ４に送信するよ
うにしている。なお、予測に用いる情報として、在室情報の他に照明利用情報や施錠情報
等も挙げられている。以上の動作により、第三者に知られることなく、自動的に正確な省
エネ省電力が実現される。
【０００５】

40

また、特許文献２では、図１０に示すような電源管理装置を提案している。すなわち、
同図に示す電源管理装置は、複数のホスト装置６にネットワーク７を介して接続された複
数のプリンタ８の電源を管理するものであって、ホスト装置６の電源が入っているか監視
するホスト稼働状態監視部９と、各ホスト装置６にとっての各プリンタ８の優先度を設定
するホスト別優先度設定部１０と、ホスト稼働状態を考慮し、設定したホスト別優先度を
集計して各プリンタ８毎の優先度を算出するプリンタ情報集計部１１と、プリンタ情報集
計部１１の集計結果から各プリンタ８の稼働要否を判定するプリンタ電源判定部１２と、
各プリンタ８の稼働要否判定に基づいて、プリンタ８の電源を遠隔操作するプリンタ電源
制御部１３とから構成されている。
【０００６】
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このような電源管理装置では、ホスト稼働状態監視部９がホスト装置６の稼働状況を監
視し、この稼働情報をプリンタ情報集計部１１に送る。プリンタ情報集計部１１は、この
稼働情報とホスト別優先度設定部１０に設定された各ホスト装置６にとっての各プリンタ
８の優先度とを集計して各プリンタ８毎の優先度を算出し、この集計結果に基づきプリン
タ電源判定部１２で各プリンタ８の稼働要否を判定する。プリンタ電源制御部１３は各プ
リンタ８の稼働要否判定に基づいて、プリンタ８の電源を遠隔操作する。以上の動作によ
り、各ホスト装置６の優先度と稼働状態とから、プリンタ８の必要性を判定し電源管理を
行うことで、自動的にネットワーク全体の省エネルギー効果が得られる。
【特許文献１】特開２００１−２５１７５９号公報

（第１〜２頁、図４）

【特許文献２】特開２００３−３０３０７５号公報

（第１〜４頁、図１）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
ところが、上述した特許文献１の通電制御装置では、電源管理による節電効果と利便性
との毀損に関して定量的な検証機能を持たないため、利便性と節電効果とを両立した適切
な端末の稼働モード管理の制御条件設定が困難である。また、節電効果を優先した設定で
は利便性を損ねるため、利用率の低下が起こり、利便性を優先した条件設定では節電効果
が小さくなる。
【０００８】
一方、上述した特許文献２の電源管理装置では、稼働の予測を行いやすいプリンタ８や
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複写機等の共有装置に限定されており、端末群全体に一律の制御条件を適用できないため
、家庭の電気機器やパソコン等のような使用者が個々に管理する端末は個別の制御条件で
管理され、端末群全体としての管理の徹底や計画的な管理が困難である。
【０００９】
解決しようとする問題点は、電源管理による節電効果と利便性との毀損に関して定量的
な検証機能を持たないと、利便性と節電効果とを両立した適切な端末の稼働モード管理の
制御条件設定が困難である点や、節電効果を優先した設定では利便性を損ねるため、利用
率の低下が起こり、利便性を優先した条件設定では節電効果が小さくなってしまう点であ
る。
【課題を解決するための手段】

30

【００１０】
本発明の自動電源制御システムは、複数の端末をネットワークを介して接続した自動電
源制御システムであって、各端末の予測操作確率を使用実績から推算する手段と、前記予
測操作確率を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値とを算出する手段と、前記各端
末の前記節電効果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い稼働モード
を選択する手段と、各端末を自動制御する手段とを備えることを特徴とする。
本発明の自動電源制御システムは、複数の端末をネットワークを介して接続した自動電
源制御システムであって、前記各端末の稼働情報を収集しネットワークを介して送信する
稼働情報収集手段と、前記稼働情報を受信し、その稼働情報を時刻と対応した使用実績と
して蓄積する使用実績データベースと、前記使用実績データベースを参照して、前記端末
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の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相関式構築手段と、前記相関式を更
新する更新手段と、前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して、前記相関式と照らし合
わせ、予測操作確率を算出する操作確率推算手段と、前記各端末の性能を任意のタイミン
グで入力可能にする性能入力手段と、前記各端末の性能を機器情報として蓄積する機器情
報データベースと、前記機器情報データベースを参照し、前記機器情報と前記予測操作確
率とを利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期待値算出手段と、制御
条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力手段と、前記制御条件に合うよう
に節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する係数変更手段と、前
記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情報の
更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信する稼
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働モード選択手段と、前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを
変更する稼働モード変更手段とを備えることを特徴とする。
また、前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記端
末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の前
記稼働情報との相関を利用して相関式を構築する手段を有するようにすることができる。
また、前記各端末の端末周辺情報をセンシングして送信するセンシング手段と、前記端
末周辺情報を受信し、その端末周辺情報を蓄積する端末周辺情報データベースとを備え、
前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報データベースとを
参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼
働情報と前記端末周辺情報との相関を利用して相関式を構築する手段を有し、前記操作確
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率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末周辺情報を受信
して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有するようにすること
ができる。
また、前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力手
段と、入力された前記各端末の使用者の前記行動予定を、履歴として蓄積する予定履歴デ
ータベースとを備え、前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記予定履歴
データベースとを参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする
前記端末の前記稼働情報と前記行動予定との相関を利用して相関式を構築する手段を有し
、前記操作確率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予
定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有するように
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することができる。
また、ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミ
ングで入力可能にする目標値入力手段と、前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する
累積消費電力情報データベースとを備え、前記係数変更手段は、前記累積消費電力情報デ
ータベースを参照して、前記目標値と同一期間での目標値に対応する量の予測値を算出し
、前記予測値と前記目標値との比較により、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損
期待値との間の重み付け係数を変更する手段を有するようにすることができる。
また、前記稼働情報収集手段は、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施
す手段を有するようにすることができる。
本発明の自動電源制御方法は、複数の端末を接続したネットワークの自動電源制御方法
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であって、前記各端末の予測操作確率を使用実績から推算する工程と、前記予測操作確率
を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値とを算出する工程と、前記各端末の前記節
電効果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い稼働モードを選択する
工程と、各端末を自動制御する工程とを有することを特徴とする。
本発明の自動電源制御方法は、複数の端末を接続したネットワークの自動電源制御方法
であって、前記各端末の稼働情報を収集しネットワークを介して送信する稼働情報収集工
程と、前記稼働情報を受信して時刻と対応した使用実績として蓄積する使用実績データベ
ースを参照し、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相関式構築
工程と、前記相関式を更新する更新工程と、前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して
、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確率を算出する操作確率推算工程と、前記各端末
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の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力工程と、前記各端末の性能を機器情
報として蓄積する機器情報データベースを参照し、前記機器情報と前記予測操作確率とを
利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期待値算出工程と、制御条件を
任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力工程と、前記制御条件に合うように節電
効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する係数変更工程と、前記重み
付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情報の更新毎
に比較、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信する稼働モード
選択工程と、前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する
稼働モード変更工程とを有することを特徴とする。
また、前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記
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端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の
前記稼働情報との相関も利用して相関式を構築する工程が含まれるようにすることができ
る。
また、前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信す
るセンシング工程と、前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと前記端末
周辺情報とを受信し、蓄積する端末周辺情報データベースを参照し、対象とする前記端末
の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記端末周辺情報と
の相関を利用して相関式を構築する工程とを有し、前記操作確率推算工程には、前記各端
末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末周辺情報を受信して、前記相関式を照ら
し合わせ、予測操作確率を算出する工程が含まれるようにすることができる。
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また、前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力工
程と、前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと、前記各端末の使用者の
前記行動予定を履歴として蓄積する予定履歴データベースとを参照し、対象とする前記端
末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記行動予定との
相関も利用して相関式を構築する工程と、前記操作確率推算工程の中に、前記各端末の最
新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予定を受信して、前記相関式を照らし合わせ、
予測操作確率を算出する工程とを有するようにすることができる。
また、ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミ
ングで入力可能にする目標値入力工程と、前記係数変更工程の中に、前記各端末の前記稼
働情報を累積し、蓄積する累積消費電力情報データベースを参照して、前記目標値と同一
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期間での目標値に対応する量の予測値を算出し、前記予測値と前記目標値との比較により
、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する工
程とを有するようにすることができる。
また、前記稼働情報収集工程には、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を
施す工程が含まれるようにすることができる。
本発明のプログラムは、複数の端末を接続した自動電源制御を実行するためのプログラ
ムであって、各端末の予測操作確率を使用実績から推算する工程と、前記予測操作確率を
利用して節電効果期待値と利便性毀損期待値を算出する工程と、前記各端末の前記節電効
果期待値と前記利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い稼働モードを選択する工程
と、各端末を自動制御する工程とをコンピュータに実行させることを特徴とする。
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本発明のプログラムは、複数の端末を接続した自動電源制御を実行するためのプログラ
ムであって、前記各端末の稼働情報を収集してネットワークを介して送信する稼働情報収
集工程と、

前記稼働情報を受信して時刻と対応した使用実績として蓄積する使用実績デ

ータベースを参照して、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相
関式構築工程と、前記相関式を更新する更新工程と、前記各端末の最新の前記稼働情報を
受信して、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確率を算出する操作確率推算工程と、前
記各端末の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力工程と、前記各端末の性能
を機器情報として蓄積する機器情報データベースを参照し、前記機器情報と前記予測操作
確率とを利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する期待値算出工程と、制
御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力工程と、前記制御条件に合うよ
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うに節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する係数変更工程と、
前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期待値とを前記稼働情報
の更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モード変更信号を送信する
稼働モード選択工程と、前記稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モード
を変更する稼働モード変更工程とをコンピュータに実行させることを特徴とする。
また、前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースを参照し、対象とする前記
端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と他の前記端末の
前記稼働情報との相関を利用して相関式を構築する工程が含まれるようにすることができ
る。
また、前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信す
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るセンシング工程を有し、前記相関式構築工程には、前記使用実績データベースと前記端
末周辺情報とを受信し、蓄積する端末周辺情報データベースを参照し、対象とする前記端
末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記端末周辺情報
との相関を利用して相関式を構築する工程が含まれ、前記操作確率推算工程には、前記各
端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末周辺情報を受信して、前記相関式を照
らし合わせ、予測操作確率を算出する工程が含まれるようにすることができる。
また、前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力工
程と、前記相関式構築工程の中に、前記使用実績データベースと前記各端末の使用者の前
記行動予定を履歴として蓄積する予定履歴データベースとを参照し、対象とする前記端末
の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする前記端末の前記稼働情報と前記行動予定との相
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関を利用して相関式を構築する工程とを有し、前記操作確率推算工程には、前記各端末の
最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予定を受信して、前記相関式を照らし合わせ
、予測操作確率を算出する工程が含まれるようにすることができる。
また、ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミ
ングで入力可能にする目標値入力工程と、前記係数変更工程の中に、前記各端末の前記稼
働情報を累積し、蓄積する累積消費電力情報データベースを参照して、前記目標値と同一
期間での目標値に対応する量の予測値を算出し、前記予測値と前記目標値との比較により
、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する工
程とを有するようにすることができる。
また、前記稼働情報収集工程には、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を
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施す工程が含まれるようにすることができる。
本発明の端末は、端末自身の稼働情報を収集してネットワークを介して送信する稼働情
報収集手段と、稼働モード変更信号を受信した際に前記各端末の稼働モードを変更する稼
働モード変更手段とを備えることを特徴とする。
また、前記稼働情報収集手段は、前記稼働情報に任意に数値の加工、圧縮、暗号化を施
す手段を有するようにすることができる。
本発明のサーバーは、ネットワークを介して送信される各端末の稼働情報を受信して時
刻と対応した使用実績として蓄積する使用実績データベースと、前記使用実績データベー
スを参照して、前記端末の前記稼働情報と時刻との相関から相関式を構築する相関式構築
手段と、前記相関式を更新する更新手段と、前記各端末の最新の前記稼働情報を受信して
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、前記相関式と照らし合わせ、予測操作確率を算出する操作確率推算手段と、前記各端末
の性能を任意のタイミングで入力可能にする性能入力手段と、前記各端末の性能を機器情
報として蓄積する機器情報データベースと、前記機器情報データベースを参照し、前記機
器情報と前記予測操作確率とを利用して、節電効果期待値と利便毀損期待値とを算出する
期待値算出手段と、制御条件を任意のタイミングで入力可能にする制御条件入力手段と、
前記制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更
する係数変更手段と、前記重み付け係数を利用して前記節電効果期待値と前記利便毀損期
待値とを前記稼働情報の更新毎に比較し、最も効用の高い稼働モードを選択し、稼働モー
ド変更信号を送信する稼働モード選択手段とを備えることを特徴とする。
また、前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースを参照し、対象とする端末の
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前記稼働情報と時刻の他に、対象とする端末の前記稼働情報と他の端末の前記稼働情報と
の相関を利用して相関式を構築する手段を有するようにすることができる。
また、前記各端末の端末周辺情報をセンシングし、端末周辺情報データベースに送信す
るセンシング手段と、前記端末周辺情報を受信し、蓄積する前記端末周辺情報データベー
スとを備え、前記相関式構築手段の中に、前記使用実績データベースと前記端末周辺情報
データベースを参照し、対象とする端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする端末の
前記稼働情報と前記端末周辺情報との相関も利用して相関式を構築する手段を、前記操作
確率推算手段の中に、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記端末周辺情報
を受信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を備えるようにす
ることができる。
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また、前記各端末の使用者の行動予定を任意のタイミングで入力可能にする予定入力手
段と、入力された前記各端末の使用者の前記行動予定を、履歴として蓄積する予定履歴デ
ータベースを備え、前記相関式構築手段は、前記使用実績データベースと前記予定履歴デ
ータベースとを参照し、対象とする前記端末の前記稼働情報と時刻の他に、対象とする端
末の前記稼働情報と前記行動予定との相関を利用して相関式を構築する手段を有し、前記
操作確率推算手段は、前記各端末の最新の前記稼働情報の他に、最新の前記行動予定を受
信して、前記相関式を照らし合わせ、予測操作確率を算出する手段を有するようにするこ
とができる。
また、ネットワーク全体の消費電力量の削減に関する一定期間の目標値を任意のタイミ
ングで入力可能にする目標値入力手段と、前記各端末の前記稼働情報を累積し、蓄積する
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累積消費電力情報データベースとを備え、前記係数変更手段は、前記累積消費電力情報デ
ータベースを参照して、前記目標値と同一期間での目標値に対応する量の予測値を算出し
、前記予測値と前記目標値との比較により、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損
期待値との間の重み付け係数を変更する手段を有するようにすることができる。
本発明に係る自動電源制御システムにおいては、ネットワークに接続される複数の端末
の予測操作確率を使用実績から推算し、その予測操作確率を利用して節電効果期待値と利
便性毀損期待値とを算出し、各端末の節電効果期待値と利便性毀損期待値とを比較して最
も効用の高い稼働モードを選択するように各端末を自動制御することができる。
【発明の効果】
【００１１】
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本発明の自動電源制御システムは、ネットワークに接続される複数の端末の予測操作確
率を使用実績から推算し、その予測操作確率を利用して節電効果期待値と利便性毀損期待
値とを算出し、各端末の節電効果期待値と利便性毀損期待値とを比較して最も効用の高い
稼働モードを選択するように各端末を自動制御するようにしたので、稼働モード管理によ
る効果と利便性の毀損を定量化して比較することができ、稼働モード管理の効用を最大化
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明は、稼働モード管理による効果と利便性の毀損を定量化して比較することで、稼
働モード管理の効用を最大化するようにした。また、端末の稼働の予測手法を改善して、
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ネットワークに接続される端末群全体に一律の制御条件を適用し、管理の徹底や計画的な
管理が可能となるようにした。
【００１３】
（実施形態１）
図１は、本発明の自動電源制御システムの実施形態１を示す図、図２は、図１の自動電
源制御システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【００１４】
図１に示す自動電源制御システムは、サーバー１００と、このサーバー１００により電
源管理が行われる複数の端末２０、２１、２２・・・と、使用実績ＤＢ（データベース）
５０と、機器情報ＤＢ（データベース）６０と、情報の入力とサーバー１００への送信が
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可能な外部端末３０と、これらを相互に接続するインターネット等の情報通信ネットワー
ク４０とを備えている。図１では、サーバー１００は１つだけで表示されているが、処理
する情報の量に合わせて複数用いて運用されてもよい。
【００１５】
サーバー１００は、端末情報受信部１１０、操作確率予測部１２０、影響算出部１３０
、稼働モード最適化部１４０、サーバー情報送信部１５０を備えている。操作確率予測部
１２０は、相関情報演算部１２１、相関式更新部１２２、予測操作確率算出部１２３を備
えている。影響算出部１３０は、節電効果期待値算出部１３１、利便毀損期待値算出部１
３２を備えている。稼働モード最適化部１４０は、係数調整部１４１、モード変更判断部
１４２を備えている。
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【００１６】
端末情報受信部１１０は、端末２０、２１、２２・・・の各端末情報送信部２０２から
定期的に発信される稼働情報及び外部端末群３０から任意のタイミングで送信される制御
条件情報を受信し、サーバー１００内の所定の部位へ伝達する機能を有する。
【００１７】
相関情報演算部１２１は、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている各端末２０、２１、２２
・・・の稼働情報の履歴である使用実績を参照し、各端末２０、２１、２２・・・の使用
実績に対し相関のあるパラメータの抽出と、その相関の定量化を行い、対象となる端末２
０、２１、２２・・・の稼働情報と時刻や他の端末２０、２１、２２・・・の稼働情報と
の相関を確率で表す相関式を構築する機能を有する。

10

【００１８】
稼働情報には、各端末２０、２１、２２・・・の全体及び一部の装置毎の通電及び操作
の有無、間隔、頻度等がある。使用実績と相関のある情報としては、直前の使用実績や時
間帯等の定期性を表す情報の他に、端末２０、２１、２２・・・間の稼働の相関といった
従属性を表す情報がある。
【００１９】
相関式更新部１２２は、相関情報演算部１２１で定式化された相関式を更新し、また格
納する機能を有する。予測操作確率算出部１２３は、端末情報受信部１１０から伝達され
る各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報と、相関式更新部１２２に格納されて
いる相関式を照らし合わせ、次の情報受信までに各端末２０、２１、２２・・・の操作が
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行われる確率を算出する機能を有する。
【００２０】
節電効果期待値算出部１３１は、予測操作確率算出部１２３で算出された各端末２０、
２１、２２・・・の予測操作確率と、機器情報ＤＢ６０から参照した機器情報とを利用し
て節電効果期待値を算出する機能を有する。節電効果期待値は、各端末２０、２１、２２
・・・の稼働モードを制御することで、得られる効果を数値化したもので、消費電力量の
削減量や二酸化炭素の排出抑制量等である。機器情報は、各端末２０、２１、２２・・・
の性能に関する情報であり、端末２０、２１、２２・・・別の各稼働モード（稼働・待機
・省電力・停止等）の消費電力や時間当たりの二酸化炭素排出量、モード変更時の一回当
たりの消費電力量や二酸化炭素排出量等である。

30

【００２１】
利便毀損期待値算出部１３２は、予測操作確率算出部１２３で算出された各端末２０、
２１、２２・・・の予測操作確率と、機器情報ＤＢ６０から参照した機器情報とを利用し
て利便毀損期待値を算出する機能を有する。利便毀損期待値は、各端末２０、２１、２２
・・・の稼働モードを制御することで、損なわれる影響を数値化したもので、制御前の稼
働モードへ復帰させるための待ち時間や、不適当なタイミングで制御されることによる機
会損失の代償費用等である。
【００２２】
算出に利用する機器情報としては、端末別の各稼働モード復帰時の所要時間や、使用者
の多忙さ等で変化する各端末２０、２１、２２・・・の時間重要度等の人為的な情報、利

40

用者の時給等がある。
【００２３】
係数調整部１４１は、外部端末３０から送信される制御条件情報に基づき、条件に合う
ように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する機能を有する。
制御条件情報には、初期値、現在と比べた節電体制の強化率や、利便の毀損の上限値、時
間及び電力量の貨幣換算値等がある。
【００２４】
モード変更判断部１４２は、係数調整部１４１で調整された重み付け係数を利用して節
電効果期待値と利便毀損期待値とを情報の更新毎に比較、その大小関係を利用した論理式
によって、各端末２０、２１、２２・・・の全体及び一部の装置について、稼働モードの
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変更の必要性を判断し、変更が必要と判断された端末２０、２１、２２・・・もしくは端
末２０、２１、２２・・・の一部分がある場合、その情報をモード変更信号として発行す
る機能を有する。
【００２５】
サーバー情報送信部１５０は、モード変更判断部１４２で発行された稼働モードの変更
信号を各端末２０、２１、２２・・・へ送信する機能を有する。ここでの稼働モードの変
更には節電効果が期待し、利便性を犠牲にする変更（稼働→待機→省電力→停止）だけで
なく、より電力消費を増加させても利便性向上を期待し、電力消費の増加を許容する変更
（停止→省電力→待機→稼働）も含む。
【００２６】

10

使用実績ＤＢ５０は、一定の時間間隔毎に端末情報送信部２０２から送信される各端末
２０、２１、２２・・・の稼働情報を受信、時刻に対応した使用実績として蓄積し、相関
情報演算部１２１が参照することを可能にする機能を有する。
【００２７】
機器情報ＤＢ６０は、外部端末３０へ機器情報が入力された際に端末情報送信部３０１
から送信される各端末２０、２１、２２・・・の機器情報を受信、蓄積し、節電効果期待
値算出部１３１及び利便毀損期待値算出部１３２が参照することを可能にする機能を有す
る。
【００２８】
各端末２０、２１、２２・・・は、パソコン、プリンタ、ルータ等のオフィス用電気機

20

器や照明、電気ポット、エアコン、テレビ、ビデオ等の家庭用電気機器を想定しており、
それぞれの主機能に加え、少なくとも稼働情報管理部２０１、端末情報送信部２０２、サ
ーバー情報受信部２０３、モード変更部２０４を備えている。
【００２９】
稼働情報管理部２０１は、各端末２０、２１、２２・・・のキーボードやマウス等のイ
ンターフェイスや操作ボタン、リモコン等への入力の有無や通電状況等を一定の時間間隔
毎に稼働情報として収集し、通信容量を削減するための数値の整理、圧縮、セキュリティ
ーを向上するための暗号化等の処理を行う機能を有する。
【００３０】
端末情報送信部２０２は、各端末２０、２１、２２・・・から発信される稼働情報を収

30

集し、サーバー１００及び使用実績ＤＢ５０へ定期的に送信する機能を有する。サーバー
情報受信部２０３は、サーバー１００から各端末２０、２１、２２・・・に定期的に発信
されるモード変更信号を受信し、各端末２０、２１、２２・・・のモード変更部２０４へ
伝達する機能を有する。
【００３１】
モード変更部２０４は、サーバー情報受信部２０３から伝達されたモード変更信号に従
って各端末２０、２１、２２・・・の全体及び一部の装置の稼働モードを変更する機能を
有する。稼働モードの変更によって、作業中のソフトウェアや未保存のデータ等、変更前
の利用環境が失われてしまう可能性がある場合は、このデータを一時的に保存し、次に操
作可能なモードに変更する際に元の利用環境を自動的に復元する機能を有してもよい。

40

【００３２】
外部端末３０は、少なくとも端末情報送信部３０１、機器情報入力部３０２、制御条件
情報入力部３０３を有している。また、外部端末３０は、各端末２０、２１、２２・・・
のいずれかを兼用することも可能である。
【００３３】
端末情報送信部３０１は、機器情報入力部３０２に入力された機器情報を機器情報ＤＢ
６０へ送信する機能を有する。また、端末情報送信部３０１は、制御条件情報入力部３０
３に入力された制御条件情報情報をサーバー１００へ送信する機能を有する。
【００３４】
機器情報入力部３０２は、新規の端末追加等任意のタイミングで機器情報の入力を可能
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にする機能を有する。制御条件情報入力部３０３は、ネットワーク全体の消費電力量の削
減に関する制御条件情報を任意のタイミングで入力することを可能にする機能を有する。
【００３５】
次に、図２を参照して上述した自動電源制御システムの動作について詳細に説明する。
各端末２０、２１、２２・・・は、一定の時間間隔毎に稼働情報を収集・加工し、通信
容量を削減するための数値の整理、圧縮、セキュリティーを向上するための暗号化等の処
理を行う（ステップＡ１）。各端末２０、２１、２２・・・は、稼働情報を収集し、サー
バー１００及び使用実績ＤＢ５０へ定期的に送信する（ステップＡ２）。
【００３６】
使用実績ＤＢ５０は、各端末２０、２１、２２・・・の稼働情報を受信する（ステップ

10

Ａ３）。使用実績ＤＢ５０は、受信した稼働情報を時刻と対応した使用実績として蓄積す
る（ステップＡ４）。
【００３７】
サーバー１００は、使用実績を参照し、各端末２０、２１、２２・・・の使用実績と相
関のあるパラメータの抽出と、その相関の定量化を行い、相関式を構築する（ステップＡ
５）。サーバー１００は、構築された相関式を更新し（ステップＡ６）、格納する。サー
バー１００は、各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報を受信する（ステップＡ
７）。サーバー１００は、受信した最新の情報と、更新した相関式を照らし合わせ、次の
情報の受信までに各端末２０、２１、２２・・・の操作が行われる確率を算出する（ステ
ップＡ８）。

20

【００３８】
外部端末３０には、新規の端末追加等任意のタイミングで各端末２０、２１、２２・・
・の機器情報が入力される（ステップＡ９）。外部端末３０は、入力された各機器情報を
機器情報ＤＢ６０へ送信する（ステップＡ１０）。機器情報ＤＢ６０は、各機器情報を受
信する（ステップＡ１１）。機器情報ＤＢ６０は、受信した各機器情報を蓄積する（ステ
ップＡ１２）。サーバー１００は、機器情報ＤＢ６０に蓄積されている各機器情報を参照
し、算出された各端末２０、２１、２２・・・の予測操作確率と合わせて、節電効果期待
値及び利便毀損期待値を算出する（ステップＡ１３）。
【００３９】
外部端末３０には、任意のタイミングで制御条件情報が入力される（ステップＡ１４）

30

。外部端末３０は、入力された制御条件情報をサーバー１００へ送信する（ステップＡ１
５）。サーバー１００は、外部端末群３０から送信される制御条件情報を受信する（ステ
ップＡ１６）。サーバー１００は、制御条件に合うように節電効果期待値と利便毀損期待
値との間の重み付け係数を設定し、更新する（ステップＡ１７）。
【００４０】
サーバー１００は、更新された重み付け係数を利用して節電効果期待値と利便毀損期待
値とを情報の更新毎に比較し、その大小関係を利用した論理式によって、各端末２０、２
１、２２・・・の全体及び一部の装置について、稼働モードの変更の必要性を判断し、変
更が必要と判断された端末２０、２１、２２・・・もしくは端末２０、２１、２２・・・
の一部分がある場合、その情報をモード変更信号として発行する（ステップＡ１８）。サ

40

ーバー１００は、発行された稼働モードの変更信号を各端末２０、２１、２２・・・へ送
信する（ステップＡ１９）。
【００４１】
各端末２０、２１、２２・・・は、サーバー１００から送信される稼働モードの変更信
号を受信する（ステップＡ２０）。各端末２０、２１、２２・・・は、受信した稼働モー
ドの変更信号に従って各端末２０、２１、２２・・・の全体及び一部の装置の稼働モード
を変更する（ステップＡ２１）。稼働モードの変更によって、作業中のソフトウェアや未
保存のデータ等、変更前の利用環境が失われてしまう可能性がある場合は、このデータを
一時的に保存し、次に操作可能なモードに変更する際に元の利用環境を自動的に復元させ
てもよい。
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【００４２】
（実施形態１の具体例）
次に、実施形態１の具体例について詳細に説明する。以下の説明においては、オフィス
を想定し、上記のサーバー１００をサーバー用コンピュータＳとし、上記の端末２０、２
１、２２・・・を複数のパーソナルコンピュータＡ〜Ｈ、プリンタＩ〜Ｋ、ルータＬ〜Ｎ
とする。また、上記の使用実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０はサーバー用コンピュータＳ
内に含まれ、上記の外部端末３０はサーバー用コンピュータＳとパーソナルコンピュータ
Ａ〜Ｈで兼用しているものとする。また、パーソナルコンピュータＡ〜Ｈ、プリンタＩ〜
Ｋ、ルータＬ〜Ｎは、説明の都合上、単に端末と記載する場合もある。
【００４３】

10

パーソナルコンピュータＡ〜Ｈ、プリンタＩ〜Ｋ、ルータＬ〜Ｎの各端末は１０分間隔
で、キーボードやマウス、各種操作ボタン、リモコンへの入力や、各端末全体もしくはハ
ードディスクドライブやディスプレイ等の装置の一部分の通電状況について、その有無、
間隔、頻度を電源情報として収集する。パーソナルコンピュータＡ〜Ｈのようにプライバ
シー保護のために電源情報を秘匿したい場合や、通信の情報量を低減したい場合は、詳細
な電源情報を操作状況や稼働モードだけが分かるように加工したり、圧縮、暗号化等の処
理を行ったりして、サーバー用コンピュータＳへ定期的に送信する。端末によっては、電
源がＯＦＦになっている場合は信号が送れないため、定期的な信号が欠報である場合はサ
ーバー用コンピュータＳ側でその端末の電源がＯＦＦであると認識するように設定されて
いる。

20

【００４４】
サーバー用コンピュータＳは、各端末から定期的に発信される電源情報を時刻と対応さ
せ、使用実績として使用実績ＤＢ５０に蓄積する。サーバー用コンピュータＳは、使用実
績ＤＢ５０を参照して各端末の稼働と時刻及び他の端末の稼働の間にある相関を分析する
。たとえば、各端末の稼働と時刻との間にある相関としては、出勤等特定の時刻帯に習慣
的に行われる起動、昼食等特定の時刻帯に習慣的休息に伴う省電力モードでの稼働、帰宅
等特定の時刻帯に習慣的に行われる停止等がある。各端末の稼働と他の端末の稼働との間
にある相関としては、各パーソナルコンピュータＡ〜Ｈに対して直接接続されるたとえば
ルータＬと直接接続されていないたとえばルータＮでは稼働の連動性に違いが見られる等
の相関の差がある。

30

【００４５】
同様に、パーソナルコンピュータＡ〜Ｈ同士の間でも、使用者間の立場や従属性等によ
って稼働に連動性が見られる可能性が考えられる。また、パーソナルコンピュータＡ〜Ｈ
とプリンタＩ〜Ｋの間では、パーソナルコンピュータＡ〜Ｈ毎に利用するプリンタやその
使用率が異なることも想定される。サーバー用コンピュータＳは、このような相関につい
て相関係数を用いた判定等統計的な分析手法を用い、電源情報と相関のあるパラメータの
抽出と定量化とを行い、時刻帯毎に対象端末の稼働と他の端末の電源情報との間にある関
係を確率として表す相関式を構築・更新する。更新した相関式に最新の電源情報を代入す
ることで、予測操作確率が算出される。
【００４６】

40

たとえば、火曜日の午前１０時２０分時点でパーソナルコンピュータＡ、Ｅ、Ｈが操作
中でパーソナルコンピュータＢが省電力モードで稼働中の場合に、次の情報更新時刻であ
る午前１０時３０分までにプリンタＪが使用される確率を算出することを考える。まず、
サーバー用コンピュータＳは、午前１０時２０分から３０分の時刻帯でのプリンタＪの稼
働に相関を持つ端末を、使用実績ＤＢ５０の使用実績に基づく相関係数から判定する。判
定によりプリンタＪの稼働に相関を持つ端末はパーソナルコンピュータＡ、Ｂ、Ｃ、Ｈで
、パーソナルコンピュータＤ〜Ｆ、プリンタＩ，Ｋ、ルータＬ〜Ｎは相関無しと判断され
たとする。
【００４７】
この場合、サーバー用コンピュータＳは、パーソナルコンピュータＡ、Ｂ、Ｃ、Ｈの稼
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働モードが午前１０時３０分までに変更される変更確率と、変更後の稼働モードとを使用
実績ＤＢ５０の使用実績に基づいて算出する。次に、サーバー用コンピュータＳは、パー
ソナルコンピュータＡ、Ｂ、Ｃ、Ｈの各稼働モードについてプリンタＪが利用された実績
を相関確率とし、使用実績ＤＢ５０を元に算出する。パーソナルコンピュータＡの端末に
ついて算出された稼働モードの変更確率と、変更後の稼働モードと、パーソナルコンピュ
ータＡの稼働モードに対応するプリンタＪの利用の相関確率とから、パーソナルコンピュ
ータＡの稼働に対応するプリンタＪの利用確率を算出する。
【００４８】
パーソナルコンピュータＢ、Ｃ、Ｈについても同様の確率を算出し、各端末について利
用される確率の補集合の積を考えることで、午前１０時３０分までにプリンタＪが利用さ

10

れる確率（予測操作確率）を算出する。さらに、サーバー用コンピュータＳは、算出され
た各端末の予測操作確率と、機器情報を蓄積した機器情報ＤＢ６０を利用して、節電効果
期待値と利便毀損期待値とを算出する。機器情報ＤＢ６０は、各端末をネットワークに登
録する際に同時に入力される機器情報を蓄積している。機器情報としては、端末別の各稼
働モード（稼働・待機・省電力・停止等）の消費電力、モード変更時に発生する消費電力
、所要時間の他、使用者の地位、多忙さ等で設定可能な時間重要度等の人為的な情報等が
利用されている。節電効果期待値の算出式の一例を式１に、利便毀損期待値の算出式の一
例を式２に示す。
【００４９】
【数１】
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【００５０】
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さらに、サーバー用コンピュータＳは、各端末の稼働モードの変更の必要性を判断する
ために、重み付け係数を用いて節電効果期待値と利便毀損期待値との比較を行う。この際
、重み付け係数は初期値以外の条件がない場合は初期値を利用する。また、新たに制御条
件情報が入力されている場合は、これに基づき、条件に合うように重み付け係数を変更で
きる。制御条件情報には、現在と比べた節電体制の強化率や、利便の毀損の上限値、下限
値、待ち時間及び電力の貨幣換算値等がある。
【００５１】
たとえば、節電体制の強化率が設定された場合では、設定率が１００％以上（強化）の
時は節電効果期待値を大きく見積もるように重み付け係数を変更し、設定率が１００％以
下（弱化）の時は利便毀損期待値を大きく見積もるように重み付け係数を変更する。利便

10

の毀損の上限値が与えられた場合は、各端末の内、モード変更でこの上限値に達する端末
の利便毀損期待値を極端に大きく見積もる等の重み付け係数の変更を行う。待ち時間及び
電力の貨幣換算値が与えられた場合は、その貨幣価値が均衡するように重み付け係数を変
更する。
【００５２】
さらに、サーバー用コンピュータＳは、変更された重み付け係数を利用して、節電効果
期待値と利便毀損期待値とを電源情報の更新毎に比較、その大小関係を利用して、各端末
の全体もしくはハードディスクドライブやディスプレイ等の装置の一部分毎に、稼働モー
ドの変更の必要性を判断する。稼働モードの変更の必要性を判断する理論式の一例を論理
式３及び論理式４に示す。

20

【００５３】
【数２】

【００５４】
論理式３は、「節電効果が期待でき」かつ「その効果の期待値が損なわれる利便の期待
値を上回る」ことを意味し、この場合、より節電となるモード（稼働→待機→省電力→停
止）にモード変更を行うような判断がなされる。一方、論理式４は、「利便性向上が期待
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でき」かつ「その利便向上の期待値が電力消費増加の期待値を上回る」ことを意味し、こ
の場合、より利便性を向上させるモード（停止→省電力→待機→稼働）にモード変更を行
うような判断がなされる。サーバー用コンピュータＳは、変更が必要と判断された端末も
しくは端末の一部分がある場合、その情報をモード変更信号として発行し、各端末へ送信
する。
【００５５】
たとえば、パーソナルコンピュータＡが午後０時２０分の時点で稼働状態であったとす
る。内訳としてＣＰＵ、ハードディスクドライブはダウンロード等の操作が行われている
ため、操作中と同じ通電状況であるが、キーボード、マウス等の入力装置は使用されてい
ない。使用実績上もこの時刻帯から午後１時００分までは昼休みであり操作されることは

40

稀であるため、予測操作確率も非常に小さい。このような条件で、午後０時２０分〜１時
００分までは本事例での重み付け係数では、ディスプレイの節電効果期待値が利便毀損期
待値より大きくなるため、電源を停止するモード変更信号が送信される。
【００５６】
ＣＰＵ、ハードディスクドライブについてもダウンロード等の操作が終了し、待機中と
同じ通電状況となると、節電効果期待値が利便毀損期待値より大きくなるため、稼働モー
ドを変更するモード変更信号が送信される。変更するモードは停止、省電力、待機等の内
、最も効用が大きい稼働モードが選択される。一方、午後１時００分以降は、昼休みが終
了するため、キーボード、マウス等の入力装置の使用に関わらず、使用実績上ほとんどの
場合で操作が行われるため、予測操作確率も非常に高くなる。
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【００５７】
このような条件で、午後１時００分以降は節電効果期待値が利便毀損期待値より小さく
なるＣＰＵ、ハードディスクドライブ等の稼働モードを変更するモード変更信号を送信す
る。変更するモードは省電力、待機、稼働等の内、最も効用が大きい稼働モードが選択さ
れる。ただし、ディスプレイ等のように起動後使用できるようになるまでの待ち時間が短
い装置は、午後１時００分以降でも節電効果期待値が利便毀損期待値より大きくなったた
めモード変更されず、利用者が操作を始めた段階で稼働モードとなる。
【００５８】
各端末は、送信されたモード変更信号に従って各端末の全体及び一部の装置の稼働モー
ド を 変 更 す る 。 た と え ば パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ Ａ の 場 合 、 電 源 制 御 は Ａ Ｃ Ｐ Ｉ （ Ａ dvan

10

ced
Configuration and Power Interface） 等 の Ｏ Ｓ 上 で 行 う 方 式 や Ａ Ｐ Ｍ （ Advanced Power
Management） 等 の Ｂ Ｉ Ｏ Ｓ 上 で 行 う 方 式 等 、 様 々 な 階 層 で の 制 御 方 式 が あ る が 、 い ず れ の
階層で行ってもよい。また、稼働モードの変更によって、作業中のソフトウェアや未保存
のデータ等、変更前の利用環境が失われてしまう可能性がある場合は、このデータを一時
的に保存し、次に操作可能なモードに変更する際に元の利用環境を自動的に復元する。
【００５９】
このように、実施形態１では、各端末２０、２１、２２・・・について稼働モードの変
更による節電の効果だけでなく、利便性の毀損も定量化しているので、双方を比較するこ
とで最も効用の高い稼働モードを選択して制御することができる。
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【００６０】
また、接続されている全ての端末２０、２１、２２・・・を他の端末２０、２１、２２
・・・の稼働を予測するセンサとして利用することで、新規のセンサ類を導入することな
く、多様な端末２０、２１、２２・・・の稼働予測を可能にし、情報通信ネットワーク４
０全体へ一律の制御条件を適用し、管理を徹底することが可能になる。
【００６１】
その結果、過度な管理を懸念した管理システム導入率の低下や、利便性の優先に偏重し
た管理条件での運用による節電効果の低下が起きにくい電源管理を実現することが可能と
なる。
【００６２】

30

（実施形態２）
図３は、図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態２を説明するため
の図、図４は、図３の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【００６３】
図３に示すように、実施形態２では、サーバー１００及び電源管理が可能な複数の端末
２０、２１、２２・・・、使用実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０、累積電力消費情報ＤＢ
７０、情報の入力とサーバー１００への送信が可能な外部端末３０、これらを相互に接続
するインターネット等の情報通信ネットワーク４０を備えている。
【００６４】

40

また、実施形態２では、図１の自動電源制御システムに累積消費電力情報ＤＢ７０及び
目標値入力部３０４が追加されている点で、図１の自動電源制御システムとは構成が異な
っている。累積消費電力情報ＤＢ７０は、一定の時間間隔毎に端末情報受信部２０２から
伝達される各端末２０、２１、２２・・・の稼働情報を累積し、一定期間の累積消費電力
量、及び累積消費電力削減率等の情報として蓄積し、係数調整部１４１が参照することを
可能にする機能を有する。目標値入力部３０４は、情報通信ネットワーク４０全体の消費
電力量の削減に関するある期間までの目標値を環境改善方針の変更時等任意のタイミング
で入力することを可能にする機能を有する。
【００６５】
また、実施形態２では、端末情報受信部１１０が、外部端末群３０から任意のタイミン
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グで送信される目標値を受信し、係数調整部１４１へ伝達する機能を有する点で実施形態
１とは異なる。また、実施形態２では、係数調整部１４１が、累積消費電力ＤＢ７０の累
積消費電力量や累積消費電力削減率から、外部端末３０から送信される消費電力量の目標
値と同一期間までの累積消費電力量の予測値を算出し、予測値と目標値との比較により、
目標に合うように節電効果期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数を変更する機能
を有する点で実施形態１とは異なる。また、実施形態２では、端末情報送信部３０１が、
目標値入力部３０４に入力された目標値をサーバー１００へ送信する機能を有する点で実
施形態１とは異なる。
【００６６】
次に、図４により、図３の自動電源制御システムの動作について説明する。

10

なお、以下の（ステップＡ）で示す部分は、図２と同じであるため、適宜その説明を行
うものとする。
【００６７】
各端末２０、２１、２２・・・が、稼働情報を収集し、サーバー１００及び使用実績Ｄ
Ｂ５０の他に累積電力消費情報ＤＢ７０へも定期的に送信する（ステップＡ２）。各端末
２０、２１、２２・・・の動作は、この図４のステップＡ２の変更点を除き、実施形態１
における動作と同一である。
【００６８】
さらに、累積電力消費情報ＤＢ７０は、各端末２０、２１、２２・・・から送信される
稼働情報を受信する（ステップＢ１）。累積電力消費情報ＤＢ７０は、受信した稼働情報

20

を累積し、稼働実績とする（ステップＢ２）。累積電力消費情報ＤＢ７０は、稼働実績を
積算し、情報通信ネットワーク４０全体の一定期間の累積消費電力量、及び累積消費電力
削減率等を算出し、蓄積する（ステップＢ３）。
【００６９】
さらに、外部端末３０には、情報通信ネットワーク４０全体の消費電力量の削減に関す
る目標値が環境改善方針の変更時等任意のタイミングで入力される（ステップＢ４）。外
部端末群３０は、入力された目標値をサーバー１００へ送信する（ステップＢ５）。外部
端末群３０の動作は、新たにこの二つのステップが加えられる点を除き、実施形態１にお
ける動作と同一である。
【００７０】
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さらに、サーバー１００は、制御条件の他に目標値も受信する（ステップＡ１６）。サ
ーバー１００は、累積消費電力ＤＢ７０の累積消費電力量や累積消費電力削減率から、外
部端末３０から送信される消費電力量の目標値と同一期間までの累積消費電力量の予測値
を算出し、予測値と目標値との比較により、目標に合うように節電効果期待値と利便毀損
期待値との間の重み付け係数を変更する（ステップＡ１７）。サーバー１００の動作はこ
のステップＡ１６、Ａ１７の変更点を除き、実施形態１における動作と同一である。使用
実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０、情報通信ネットワーク４０の動作は、実施形態１にお
ける動作と同一である。
【００７１】
（実施形態２の具体例）

40

次に、実施形態２の具体例について説明する。
なお、実施形態２の具体例で用いる符号は実施形態１の具体例で用いたものを使用する
ものとする。また、以下では、実施形態１の具体例で説明した名称を使用するものとする
。実施形態２では、実施形態１と比較して、サーバー用コンピュータＳが、累積消費電力
情報ＤＢ７０を備えており、重み付け係数の変更に情報通信ネットワーク４０全体の累積
消費電力量と目標値を利用する点が実施形態１とは異なる。
【００７２】
サーバー用コンピュータＳは、一定の時間間隔毎に各端末の電源情報を累積し、一定期
間の累積消費電力量、及び累積消費電力削減率等の情報として累積消費電力情報ＤＢ７０
に蓄積する。一方、実施形態２での自動電源制御システムの管理者は、情報通信ネットワ
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ーク４０全体の消費電力量の削減に関する年度毎の目標値を年度始めに入力する。サーバ
ー用コンピュータＳは、蓄積された累積消費電力情報ＤＢ７０を参照し、個々の端末の累
積消費電力量の増減傾向や前年度の累積消費電力量に対する削減率を考慮して年度末まで
の累積消費電力量の予測値を算出する。
【００７３】
さらに、サーバー用コンピュータＳは、算出した個々の端末の累積消費電力量の予測値
と消費電力量の目標値とを比較して、目標値に合うように節電効果期待値と利便毀損期待
値との間の重み付け係数を変更する。たとえば、予測値が目標値よりも小さい場合は節電
効果期待値を大きく見積もるように重み付け係数を変更する。これにより、より節電とな
るモードにモード変更が行われる。逆に、予測値が目標値よりも大きい場合は利便毀損期
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待値を大きく見積もるように重み付け係数を変更する。これにより、より節電となるモー
ドにモード変更が行われる。
【００７４】
このように、実施形態２では、任意の管理単位で、目標値が達成されるように節電効果
期待値と利便毀損期待値との間の重み付け係数が変更されるため、実施形態１での効果に
加え、節電実績、累積の消費電力量のデータ集計、目標値に合わせた計画的な電力消費管
理を可能にし、同時に環境報告書やＩＳＯ１４０００等への対応も容易にできる。
【００７５】
（実施形態３）
図５は、図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態３を説明するため
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の図、図６は、図５の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートであ
る。
図５に示すように、実施形態３では、サーバー１００及び電源管理が可能な複数の端末
２０、２１、２２・・・、使用実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０、端末周辺情報ＤＢ８０
、センサ群８５、情報の入力とサーバー１００への送信が可能な外部端末３０、これらを
相互に接続するインターネット等の情報通信ネットワーク４０を備えている。
【００７６】
また、実施形態３では、図１の自動電源制御システムに端末周辺情報ＤＢ８０及びセン
サ群８５が追加されている点で、図１の自動電源制御システムとは構成が異なっている。
端末周辺情報ＤＢ８０は、センサ群８５がセンシングし送信した端末周辺情報を受信、蓄
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積し、相関情報演算部１２１が参照することを可能にする機能を有する。センサ群８５は
、一定の時間間隔毎、もしくは端末周辺情報に変化が起こったタイミングで、各端末２０
、２１、２２・・・の稼働もしくは操作に影響を与えると考えられる端末周辺情報をセン
シングし、端末周辺情報ＤＢ８０に送信する機能を有する。端末周辺情報としては、各端
末２０、２１、２２・・・の周辺の人の在非、部屋の施錠状況等がある。
【００７７】
また、実施形態３では、端末情報受信部１１０が、センサ群８５から一定の時間間隔毎
、もしくは端末周辺情報に変化が起こったタイミングで、送信される端末周辺情報を受信
し、予測操作確率算出部１２３へ伝達する機能を有する点で実施形態１とは異なる。
【００７８】
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また、実施形態３では、相関情報演算部１２１が、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている
各端末２０、２１、２２・・・の使用実績の他に端末周辺情報ＤＢ８０に蓄積されている
端末周辺情報を参照し、稼働情報と端末周辺情報との関連性等を演算し、相関式に組み込
む機能を有する点で実施形態１とは異なる。
【００７９】
また、実施形態３では、予測操作確率算出部１２３が、次の情報受信までに各端末２０
、２１、２２・・・の操作が行われる確率を算出する際に、端末情報受信部１１０から伝
達される各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報の他に、最新の端末周辺情報も
利用する機能を有する点で実施形態１とは異なる。
【００８０】
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次に、図６により、図５の自動電源制御システムの動作について説明する。
なお、以下の（ステップＡ）で示す部分は、図２と略同じであるため、適宜その説明を
行うものとする。
【００８１】
まず、センサ群８５は、一定の時間間隔毎、もしくは端末周辺情報に変化が起こったタ
イミングで、各端末２０、２１、２２・・・の稼働もしくは操作に影響を与えると考えら
れる端末周辺情報をセンシングする（ステップＣ１）。センサ群８５は、端末周辺情報Ｄ
Ｂ８０にセンシングした端末周辺情報を送信する（ステップＣ２）。端末周辺情報ＤＢ８
０は、センサ群８５が送信した端末周辺情報を受信する（ステップＣ３）。端末周辺情報
ＤＢ８０は、受信した端末周辺情報を蓄積する（ステップＣ４）。
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【００８２】
サーバー１００は、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている各端末２０、２１、２２・・・
の使用実績の他に端末周辺情報ＤＢ８０に蓄積されている端末周辺情報を参照し、稼働情
報と端末周辺情報との関連性等を演算し、相関式に組み込む（ステップＡ５）。また、サ
ーバー１００は、各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報の他に最新の端末周辺
情報を受信する（ステップＡ７）。サーバー１００の動作は、このステップＡ５、Ａ７の
変更点を除き、実施形態１における動作と同じである。
【００８３】
また、各端末２０、２１、２２・・・、外部端末３０、使用実績ＤＢ５０、機器情報Ｄ
Ｂ６０、情報通信ネットワーク４０の動作は、実施形態１における動作と同じである。
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【００８４】
（実施形態３の具体例）
次に、実施形態３の具体例について説明する。
なお、実施形態３の具体例で用いる符号は実施形態１の具体例で用いたものを使用する
ものとする。また、以下では、実施形態１の具体例で説明した名称を使用するものとする
。実施形態３では、情報通信ネットワーク４０内にセンサ群８５を備え、またサーバー用
コンピュータＳが、端末周辺情報ＤＢ８０を備えており、各端末２０、２１、２２・・・
の予測操作確率の算出に端末周辺情報を利用する点が実施形態１とは異なる。
【００８５】
家庭等では、活動時間が規則的でないことや、端末２０、２１、２２・・・の稼働に関
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して相関の高い他の端末２０、２１、２２・・・が少ない等の理由で、予測操作確率の算
出精度が十分でないケースも考えられる。このような問題を解決するために、実施形態３
での自動電源制御システムの管理者は、各端末２０、２１、２２・・・の電源情報に影響
を与えると考えられる端末周辺情報をセンシングするセンサ群８５を設置する。
【００８６】
端末周辺情報のセンシングには、単純に気温や湿度、照度等を測定する他にも、対象と
する端末２０、２１、２２・・・の周辺の人の在非を調査するケースもある。周辺の人の
在非は、赤外線等による熱源識別装置やカメラ等をセンサとして用いたり、部屋の施錠状
況等で把握可能である。より高精度な情報が得たい場合は、各端末２０、２１、２２・・
・に登録してある利用者だけを認識するように、音声やＩＤカード等を認識するセンサを
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各端末２０、２１、２２・・・に設置してもよい。
【００８７】
また、装置を各端末２０、２１、２２・・・に設置するのではなく、ＧＰＳ機能を持っ
た携帯電話等の携帯端末装置を利用してもよい。センサ群８５は端末周辺情報に変化が起
こったタイミングで、端末周辺情報をセンシングし、サーバー用コンピュータＳに送信す
る。サーバー用コンピュータＳは、送信された端末周辺情報を端末周辺情報ＤＢ８０に蓄
積する。サーバー用コンピュータＳは、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている各端末２０、
２１、２２・・・の使用実績の他に端末周辺情報ＤＢ８０に蓄積されている端末周辺情報
を参照し、稼働情報と端末周辺情報との関連性等を演算し、相関式に組み込む。
【００８８】
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たとえば、実施形態１でのオフィスでは、プレゼンテーション等の入力操作のない使用
方法の場合、ディスプレイの電源が停止される可能性があるが、実施形態２では端末２０
、２１、２２・・・の周辺に人が存在する状況でディスプレイの電源を停止した場合に、
手動で稼働された確率を把握することで相関式に組み込むことが可能である。また、家庭
でも、テレビや照明等の端末２０、２１、２２・・・について、ごく短期的に端末周辺か
ら人が離れただけの状況を制御から除外しないと、頻繁な電源管理による電力消費の無駄
が大きくなってしまう可能性があるが、実施形態２では離れた時間と再び戻って同様にそ
の端末２０、２１、２２・・・を利用した確率の相関を取ること等によって、相関式に組
み込むことが可能である。
【００８９】
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このように、実施形態３では、各端末２０、２１、２２・・・の周辺情報を予測するセ
ンサ群８５を利用するようにしたので、実施形態１での効果に加え、多様な端末２０、２
１、２２・・・の稼働予測の高精度化が可能になり、端末２０、２１、２２・・・の稼働
に関して相関の高い他の端末２０、２１、２２・・・が少ない場合でも、予測操作確率を
精度良く算出することができる。
【００９０】
（実施形態４）
図７は、図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態４を説明するため
の図、図８は、図７の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートであ
る。
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【００９１】
図７に示すように、実施形態４では、サーバー１００及び電源管理が可能な複数の端末
２０、２１、２２・・・、使用実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０、予定履歴ＤＢ９０、情
報の入力とサーバー１００への送信が可能な外部端末３０、これらを相互に接続するイン
ターネット等の情報通信ネットワーク４０を備えている。
【００９２】
実施形態４では、予定履歴ＤＢ９０及び外部端末３０内に使用者行動予定入力部３０５
を有する点で実施形態１とは異なる。予定履歴ＤＢ９０は、任意のタイミングで外部端末
情報受信部３０１から送信される各端末２０、２１、２２・・・の使用者の行動予定を受
信、履歴として蓄積し、相関情報演算部１２１が参照することを可能にする機能を有する
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。使用者行動予定入力部３０５は、任意のタイミングで各端末２０、２１、２２・・・の
使用者の行動予定の入力を可能にする機能を有する。使用者の行動予定の入力を容易にす
るためにスケジュール管理ソフト等を利用してもよい。
【００９３】
また、実施形態４では、端末情報受信部１１０が、外部端末情報受信部３０１から一定
の時間間隔毎に送信される、次の情報受信までの各端末２０、２１、２２・・・の使用者
の行動予定を受信し、予測操作確率算出部１２３へ伝達する機能を有する点で実施形態１
とは異なる。
【００９４】
また、実施形態４では、相関情報演算部１２１が、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている
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各端末２０、２１、２２・・・の使用実績の他に予定履歴ＤＢ９０に蓄積されている各端
末２０、２１、２２・・・の使用者の行動予定を参照し、各端末２０、２１、２２・・・
の稼働情報と使用者の行動予定との相関を演算し、相関式に組み込む機能を有する点で実
施形態１とは異なる。
【００９５】
また、実施形態４では、予測操作確率算出部１２３が、次の情報受信までに各端末２０
、２１、２２・・・の操作が行われる確率を算出する際、端末情報受信部１１０から伝達
される各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報の他に、次の情報受信までの使用
者の行動予定も利用する機能を有する点で実施形態１とは異なる。
【００９６】
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また、端末情報送信部３０１が、使用者行動予定入力部３０５に入力された使用者の行
動予定をサーバー１００へ送信する機能を有する点で実施形態１とは異なる。
【００９７】
次に、図８により、図７の自動電源制御システムの動作について説明する。
なお、以下の（ステップＡ）で示す部分は、図２と略同じであるため、適宜その説明を
行うものとする。
【００９８】
まず、外部端末３０には、任意のタイミングで各端末２０、２１、２２・・・の使用者
の行動予定が入力される（ステップＤ１）。外部端末３０は、入力された各端末２０、２
１、２２・・・の使用者の行動予定を送信する（ステップＤ２）。外部端末群３０の動作
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は、新たにこの二つのステップが加えられる点を除き、実施形態１における動作と同じで
ある。
【００９９】
予定履歴ＤＢ９０は、外部端末３０から任意のタイミングで送信される各端末２０、２
１、２２・・・の使用者の行動予定を受信する（ステップＤ３）。予定履歴ＤＢ９０は、
受信した各端末２０、２１、２２・・・の使用者の行動予定を予定履歴として蓄積する（
ステップＤ４）。
【０１００】
サーバー１００は、使用実績ＤＢ５０に蓄積されている各端末２０、２１、２２・・・
の使用実績の他に予定履歴ＤＢ９０に蓄積されている予定履歴を参照し、稼働情報と予定
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履歴との相関を演算し、相関式に組み込む（ステップＡ５）。
【０１０１】
また、サーバー１００は、各端末２０、２１、２２・・・の最新の稼働情報の他に最新
の使用者の行動予定を受信する（ステップＡ７）。サーバー１００の動作はこのステップ
Ａ５、Ａ７の変更点を除き、実施形態１における動作と同じである。
【０１０２】
各端末２０、２１、２２・・・、使用実績ＤＢ５０、機器情報ＤＢ６０、情報通信ネッ
トワーク４０の動作は、実施形態１における動作と同一である。
（実施形態４の具体例）
次に、実施形態４の具体例について説明する。
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なお、実施形態４の具体例で用いる符号は実施形態１の具体例で用いたものを使用する
ものとする。また、以下では、実施形態１の具体例で説明した名称を使用するものとする
。実施形態４では、サーバー用コンピュータＳもしくは各端末２０、２１、２２・・・に
、各端末２０、２１、２２・・・の使用者の行動予定を入力する手段と、予定履歴ＤＢ９
０を備えており、各端末２０、２１、２２・・・の予測操作確率の算出に操作予定を利用
する点が実施形態１とは異なる。
【０１０３】
オフィス等では、各端末２０、２１、２２・・・の使用者の行動予定がパーソナルコン
ピュータ等で管理されている場合も多く、この使用者の行動予定を利用することで、予測
操作確率の算出精度を高めることが可能である。実施形態４では、管理者、もしくは各端
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末２０、２１、２２・・・の使用者が、各端末２０、２１、２２・・・にスケジュール管
理ソフト等を利用して使用者それぞれの行動予定を登録する。行動予定の登録は、たとえ
ばオフィスでは、「外回り」、「出張」、「会議」、「休暇」等、予め決められた分類に
分けて行われる。サーバー用コンピュータＳは登録された各端末２０、２１、２２・・・
の使用者の行動予定を受信し、履歴として予定履歴ＤＢ９０に蓄積する。
【０１０４】
さらに、サーバー用コンピュータＳは予定履歴ＤＢ９０に蓄積されている各端末２０、
２１、２２・・・の使用者の行動予定の分類を参照し、各端末２０、２１、２２・・・に
ついて、行動予定の分類別に端末２０、２１、２２・・・が稼働された率等を集計し、相
関式に組み込む。たとえば、「外回り」、「出張」、「休暇」等の分類では端末２０、２
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１、２２・・・が稼働された率はほぼ０％であるが、「会議」の分類の場合は２０％の確
率で端末２０、２１、２２・・・が稼働されているといった情報が取得できる。また、使
用者の行動予定には、使用者自身の行動を示す情報以外にも、特定の端末２０、２１、２
２・・・の利用予定を示す情報も含む。
【０１０５】
このように、実施形態４では、登録させた使用者の行動予定や特定の端末２０、２１、
２２・・・の利用予定を利用して端末２０、２１、２２・・・の予測操作確率を算出する
ようにしたので、実施形態１の効果に加え、多様な端末２０、２１、２２・・・の稼働予
測の高精度化が可能になり、端末２０、２１、２２・・・の稼働に関して相関の高い他の
端末２０、２１、２２・・・が少ない場合でも、予測操作確率を精度良く算出することが
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できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
各端末の操作確率を予想して節電効果と利便性の毀損を算出し、最適な稼働モードの選
択を行う情報処理装置や、情報処理装置をコンピュータに実現するためのプログラムとい
った用途に適用できる。また、オフィスや家庭の様々な電気機器の稼働をエネルギー消費
の削減と利便性の向上を両立するように管理するネットワークシステムといった用途にも
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
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【図１】本発明の自動電源制御システムの実施形態１を示す図である。
【図２】図１の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図３】図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態２を説明するための
図である。
【図４】図３の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態３を説明するための
図である。
【図６】図５の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図１の自動電源制御システムの構成を変えた場合の実施形態４を説明するための
図である。
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【図８】図７の自動電源制御システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】従来の通電制御装置の構成を説明するための図である。
【図１０】従来の電源管理装置の構成を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１００

サーバー

２０、２１、２２・・・端末
３０

外部端末

４０

情報通信ネットワーク

５０

使用実績ＤＢ

６０

機器情報ＤＢ

７０

累積消費電力情報ＤＢ

８０

端末周辺情報ＤＢ

８５

センサ群

９０

予定履歴ＤＢ

１１０

端末情報受信部

１２０

操作確率予測部

１２１

相関情報演算部

１２２

相関式更新部

１２３

予測操作確率算出部
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１３０

影響算出部

１３１

節電効果期待値算出部

１３２

利便毀損期待値算出部

１４０

稼働モード最適化部

１４１

係数調整部

１４２

モード変更判断部

１５０

サーバー情報送信部

２０１

稼働情報管理部

２０２

端末情報送信部

２０３

サーバー情報受信部

２０４

モード変更部

３０１

端末情報送信部

３０２

機器情報入力部

３０３

制御条件情報入力部
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