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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニバーサル・シリアル・バスの規格に基づいてデータを伝送するデータ伝送ブリッジ
装置であって、
　第一ホスト装置を接続するための第一接続インターフェースと、
　第二ホスト装置或いはクライアント装置を接続するための第二接続インターフェースと
、
　前記第一接続インターフェースと前記第二接続インターフェースに接続し且つブリッジ
伝送経路とバイパス伝送経路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｐａｔｈ）を有するコントロールチップと
、を備え、
　前記コントロールチップは前記第二接続インターフェースに接続される装置を検知する
ことで前記ブリッジ伝送経路か前記バイパス伝送経路のいずれかを選択して前記第一接続
インターフェースや前記第二接続インターフェースによるデータ伝送に切り替えることを
特徴とするデータ伝送ブリッジ装置。
【請求項２】
　前記コントロールチップは、前記第二接続インターフェースに対して自動的にバーチャ
ルホスト状態やバーチャルクライアント状態に交互に切り替え、前記第二接続インターフ
ェースに接続される装置を判断し前記バイパス伝送経路か前記ブリッジ伝送経路のいずれ
かを選択して切り替え、
　前記コントロールチップは前記第二接続インターフェースに対して前記バーチャルホス
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ト状態に切り替え、且つ前記第二接続インターフェースに接続される装置により生成した
問合せ信号を受信した場合には、前記第二接続インターフェースがクライアント装置に接
続されると確認し、前記バイパス伝送経路に切り替え、前記第一ホスト装置と前記クライ
アント装置にホストクライアント動作を行わせ、
　前記コントロールチップは前記第二接続インターフェースに対して前記バーチャルクラ
イアント状態に切り替え、且つ前記コントロールチップにより生成した問合せ信号が前記
第二接続インターフェースに接続される装置からの応答を受信した場合には、前記第二接
続インターフェースが前記第二ホスト装置に接続されると確認し、前記ブリッジ伝送経路
に切り替え、前記第一ホスト装置と前記第二ホスト装置とをブリッジしてデータ伝送を行
うことを特徴とする請求項１に記載のデータ伝送ブリッジ装置。
【請求項３】
　データ伝送ブリッジ装置のコントロールチップであって、前記データ伝送ブリッジ装置
は、第一接続インターフェースと第二接続インターフェースを備え、前記コントロールチ
ップは、
　前記第一接続インターフェースに接続され、前記第一接続インターフェースに接続され
る第一ホスト装置とコネックションしてデータ伝送を行う第一ユニバーサル・シリアル・
バスコントローラと、
　前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラと前記第二接続インターフェース
に接続され、前記第二接続インターフェースに第二ホスト装置が接続される場合、前記第
二ホスト装置とコネックションして、前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコントロー
ラとブリッジ伝送する第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラと、
　前記第二接続インターフェースに接続され、前記第二接続インターフェースにクライア
ント装置が接続される場合には、直接に前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコントロ
ーラと前記第二接続インターフェースとをコネックションして、前記第一ホスト装置と前
記クライアント装置とにホストクライアント動作を行わせるバイパス回路（Ｂｙｐａｓｓ
　Ｃｉｒｃｕｉｔ）ユニットと、
　自動的にバーチャルホスト状態やバーチャルクライアント状態に交互に切り替え、前記
第二接続インターフェースに接続される装置を判断し検知信号を生成する検知ユニットと
、
　前記検知信号を受信して、前記検知信号に基づいて、前記第二ユニバーサル・シリアル
・バスコントローラと前記バイパス回路ユニットの何れか一方を駆動するように制御する
中央処理装置とを備えることを特徴とするデータ伝送ブリッジ装置のコントロールチップ
。
【請求項４】
　前記検知ユニットが前記バーチャルホスト状態に切り替え、且つ前記第二接続インター
フェースに接続される装置により生成した問合せ信号を受信した場合には、前記検知ユニ
ットは、従属検知信号を生成して、前記中央処理装置に前記従属検知信号に基づいて前記
バイパス回路ユニットを駆動させ、
　また、前記検知ユニットが、前記バーチャルクライアント状態に切り替え、且つ前記検
知ユニットにより生成した問合せ信号が
　前記第二接続インターフェースに接続される装置からの応答を受信した場合には、前記
検知ユニットは、ブリッジ検知信号を生成して、前記中央処理装置に前記ブリッジ検知信
号に基づいて、前記第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラを駆動させることを
特徴とする請求項３に記載のデータ伝送ブリッジ装置のコントロールチップ。
【請求項５】
　第一ホスト装置と外部装置とを接続するためのデータ伝送ブリッジ方法であって、
　バーチャルクライアント状態で、外部装置へ問合せ（Ｉｎｑｕｉｒｅ）信号を生成し、
前記外部装置からの応答を受信した場合には、前記外部装置が第二ホスト装置であると判
断するステップと、
　ブリッジ伝送経路に切り替え、前記第二ホスト装置とコネックションし、前記ブリッジ
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伝送経路を介して、前記第一ホスト装置と前記第二ホスト装置との間でデータをブリッジ
伝送するステップと、
　バーチャルホスト状態で、前記外部装置により生成した問合せ信号を受信したことを確
認する場合には、前記外部装置がクライアント装置であると判断するステップと、
　バイパス伝送経路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｐａｔｈ）に切り替え、前記バイパス伝送経路を介
して、前記第一ホスト装置と前記クライアント装置とにホストクライアント動作を行わせ
るステップとを備え、
　前記バーチャルクライアント状態や前記バーチャルホスト状態に交互に切り替えられる
ことにより、前記外部装置が前記第二ホスト装置か若しくは前記クライアント装置かを検
知して、前記第一ホスト装置と前記外部装置との間でのデータ伝送を行うことを特徴とす
るデータ伝送ブリッジ方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ伝送ブリッジ装置に関し、特に、ユニバーサル・シリアル・バス（Ｕ
ＳＢ）の規格で、２台のホスト装置のデータをブリッジ伝送することに切り替えることが
できるデータ伝送ブリッジ装置とそのコントロールチップ及びデータ伝送ブリッジ方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の急速な発展に従って、コンピュータの普及率や使用率が大幅に増えている。
今ほとんどのデータ（例えば、ビデオやオーディオや通信及び書類等のデータである）は
コンピュータにより作製又は処理される。ユーザーがコンピュータに保存したファイルや
データの量も膨大になる。
【０００３】
　データ量の膨大化に伴って、データの伝送は、ユーザーの常に行わなければならない仕
事の一つである。遠隔データ伝送の場合、インターネットのコネックションによりデータ
伝送を行うことが、一般的である。近距離や隣り合う２台のコンピュータ同士の間でデー
タ伝送を行う時、構内通信網（ＬＡＮ）で伝送する他、一般的に、次の方式が利用される
。
【０００４】
　ネットワークラインのジャンパー接続により、直接に２台のコンピュータホストを接続
する。しかしながら、このような方式によると、ユーザーは余計にジャンパー接続された
ネットワークラインを用意する必要がある。
【０００５】
　近距離無線周波数（ＲＦ）で伝送する。例えば、ブルートゥースや赤外線等である。し
かしながら、このような方式によると、２台のコンピュータホストは、ともに、無線周波
数伝送をサポートするモジュールを必要とされ、また、コネックションしようとする時、
両方の設定を確認しておかねばならない。
【０００６】
　他の移動格納装置を使う。例えば、キーチェーンドライブや外付けハードディスク等の
装置により間接的にデータ伝送を行う。しかし、このような方式によると、それぞれ２台
のコンピュータホストに装置を挿入したり抜いたり、ファイルをコピーしたりペーストし
たりする操作を繰り返してからデータ伝送を行うので、効率が悪い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記例示した近距離のコンピュータホスト同士の間のデータ伝送方式において、第三種
類目の伝送方式は伝送効率が比較的に悪いが、ユーザーがよく利用する方式の一つである



(4) JP 4556220 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

。それは、移動格納装置に、長期にデータを格納でき、データを携行可能の利点があるだ
けでなく、ほとんどの移動格納装置がユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）の規格で
作製されているので、プラグ・アンド・プレイの利点がある。ユーザーは如何なる設定を
しなくて済むので、便利に接続することができる。
【０００８】
　前記複数種類の伝送方式の利点をデータ伝送ブリッジ装置とその方法に統合して設計す
ることにより、ユーザーが便利で有効に隣り合う２台のコンピュータホストの間でデータ
伝送を行うことは、強く望まれている。
【０００９】
　本発明は、前記の問題点を解決するため、互いに近くに位置する二つの装置の間でのデ
ータ伝送ブリッジ装置を提供する。主動的に接続される装置のタイプを検知することで異
なる伝送経路に切り替え、ホスト装置からクライアント装置へのデータ伝送をサポートす
る。また、直接に、２台のホスト装置の間のデータ伝送をサポートする。さらに、ユニバ
ーサル・シリアル・バスの規格で設計されるため、プラグ・アンド・プレイの特性を有す
る。これにより、ホスト装置と他の任意の装置をブリッジしデータを伝送することができ
る。また、二つの装置の間で、直接にデータ伝送が行われるため、より良い伝送効率が実
現される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は前記の目的を達成するため、本発明によるデータ伝送ブリッジ装置は、ユニバ
ーサル・シリアル・バスの規格に基づいてデータを伝送するデータ伝送ブリッジ装置であ
って、第一接続インターフェースと、第二接続インターフェースと、コントロールチップ
を備える。前記第一接続インターフェースは、第一ホスト装置を接続するためのもので、
前記第二接続インターフェースは、第二ホスト装置或いはクライアント装置を接続するた
めのもので、前記コントロールチップは、前記第一接続インターフェースと前記第二接続
インターフェースに接続し、且つブリッジ伝送経路とバイパス伝送経路（Ｂｙｐａｓｓ　
Ｐａｔｈ）を有する。また、前記コントロールチップは前記第二接続インターフェースに
接続される装置を検知することで前記ブリッジ伝送経路か前記バイパス伝送経路のいずれ
かを選択して、前記第一接続インターフェースや前記第二接続インターフェースによるデ
ータ伝送に切り替える。
【００１１】
　また、本発明は、前記の目的を達成するため、データ伝送ブリッジ装置のコントロール
チップであって、前記データ伝送ブリッジ装置は、第一接続インターフェースと第二接続
インターフェースを備える。また、前記コントロールチップは、第一ユニバーサル・シリ
アル・バスコントローラと、第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラと、バイパ
ス回路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）ユニットと、検知ユニットと、中央処理装置と
、を備える。前記ユニバーサル・シリアル・バスコントローラは、前記第一接続インター
フェースに接続され、前記第一接続インターフェースに接続される第一ホスト装置とコネ
ックションしてデータ伝送を行う。前記第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ
は、前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラと前記第二接続インターフェー
スに接続され、前記第二接続インターフェースに第二ホスト装置が接続される場合、前記
第二ホスト装置とコネックションして、前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコントロ
ーラとブリッジ伝送する。前記バイパス回路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）ユニット
は、前記第二接続インターフェースに接続され、前記第二接続インターフェースにクライ
アント装置が接続される場合には、直接に前記第一ユニバーサル・シリアル・バスコント
ローラと前記第二接続インターフェースとをコネックションして、前記第一ホスト装置と
前記クライアント装置とにホストクライアント動作を行わせる。前記検知ユニットは、自
動的にバーチャルホスト状態やバーチャルクライアント状態に交互に切り替え、前記第二
接続インターフェースに接続される装置を判断し検知信号を生成する。前記中央処理装置
は、前記検知信号を受信して、前記検知信号に基づいて、前記第二ユニバーサル・シリア



(5) JP 4556220 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

ル・バスコントローラと前記バイパス回路ユニットの何れか一方を駆動するように制御す
る。
【００１２】
　本発明は、前記の目的を達成するため、第一ホスト装置と外部装置とを接続するための
データ伝送ブリッジ方法であって、まず、バーチャルクライアント状態で、外部装置へ問
合せ（Ｉｎｑｕｉｒｅ）信号を生成し、前記外部装置からの応答を受信した場合には、前
記外部装置が第二ホスト装置であると判断する。そして、ブリッジ伝送経路に切り替え、
前記第二ホスト装置とコネックションし、前記ブリッジ伝送経路を介して、前記第一ホス
ト装置と前記第二ホスト装置との間でデータをブリッジ伝送する。また、バーチャルホス
ト状態で、前記外部装置により生成した問合せ信号を受信したことを確認する場合には、
前記外部装置がクライアント装置であると判断する。そして、バイパス伝送経路（Ｂｙｐ
ａｓｓ　Ｐａｔｈ）に切り替え、前記バイパス伝送経路を介して、前記第一ホスト装置と
前記クライアント装置とにホストクライアント動作を行わせる。このように、前記バーチ
ャルクライアント状態や前記バーチャルホスト状態に交互に切り替えられることにより、
前記外部装置が前記第二ホスト装置か若しくは前記クライアント装置かを検知して、前記
第一ホスト装置と前記外部装置との間でのデータ伝送を行う。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置とそのコントロールチップ及びデータ伝送ブリッ
ジ方法は、主動的に接続されている装置のタイプを検知して異なる伝送経路に切り替える
ことができるので、ホスト装置からクライアント装置へのデータ伝送をサポートするだけ
でなく、直接に２台のホスト装置同士の間でのデータ伝送をサポートすることができ、ま
た、ユニバーサル・シリアル・バスの規格に基づいて設計されるので、プラグ・アンド・
プレイという特性が得られる。これにより、ホスト装置と他の任意の装置とのブリッジや
データ伝送の目的は、容易に達成される。また、二つの装置の間で直接にデータ伝送を行
うので、より良い伝送効率が得られる。
【００１４】
　以上の概説や次の詳しい説明及び図面は、本発明により、予期の目的を達成するための
方法や手段及びその効果を説明するためのものである。本発明の他の目的や利点は、以降
の説明や図面により分かるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、簡単なハード構造により近くに位置する二つの装置の間でデータ伝送を行う
ブリッジ装置を構成する。異なる伝送経路を有し、主動的に接続されている装置のタイプ
を検知してから伝送経路を切り替えるので、元のホスト装置対クライアント装置のホスト
クライアント動作をサポートするだけでなく、直接に二つのホスト装置をブリッジしてそ
の間でデータを伝送することができる。また、本発明は、ユニバーサル・シリアル・バス
（ＵＳＢ）の規格で設計するため、プラグ・アンド・プレイの効果が得られる。これによ
り、ユーザーは、ホスト装置と他の任意の装置との間のブリッジやデータ伝送の目的が実
現される。
【００１６】
　図１と図２は、本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の実施例のブロック図とその回路
概念図である。図に示すように、本実施例が提供したデータ伝送ブリッジ装置１は、第一
接続インターフェース１１と、第二接続インターフェース１２と、コントロールチップ１
３と、記憶ユニット１４を備える。第一接続インターフェース１１は第一ホスト装置２を
接続するためのもので、第二接続インターフェース１２は第二ホスト装置３やクライアン
ト装置４を接続するためのものである。
【００１７】
　コントロールチップ１３は第一接続インターフェース１１と第二接続インターフェース
１２の間に接続される。コントロールチップ１３は二つの伝送経路（図に未表示）を有す
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るように設計されている。また、コントロールチップ１３は、第二接続インターフェース
１２に接続されている装置を検知してから前記二つの伝送経路の何れか一つを選択してそ
の伝送経路に切り替え、第一接続インターフェース１１と第二接続インターフェース１２
との間でデータを伝送する。本実施例はユニバーサル・シリアル・バスの規格に合致する
ので、データ伝送ブリッジ装置１がユニバーサル・シリアル・バスの一つのデバイスクラ
ス（Ｃｌａｓｓ）により設計される。また、本実施例のデータ伝送ブリッジ装置１は、第
一ホスト装置２から第二ホスト装置３へのブリッジをスムーズにサポートするため、デー
タ伝送ブリッジ装置１のコントロールチップ１３は、マイクロソフトTMにより制定された
ユーザー定義クラス（Ｕｓｅｒ　Ｄｅｆｉｎｅｄ　Ｃｌａｓｓ）によるものである。
【００１８】
　また、前記コントロールチップ１３に設けられた二つの伝送経路は例えばブリッジ伝送
経路とバイパス伝送経路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｐａｔｈ）である。また、コントロールチップ
１３は、第二接続インターフェース１２について、自動的にバーチャルホスト状態やバー
チャルクライアント状態に交互に切り替え続けることで、今第二接続インターフェース１
２に接続されているのは第二ホスト装置３か若しくはクライアント装置４かを判断してか
ら、ブリッジ伝送経路やバイパス伝送経路のいずれかを選択して切り替える。
【００１９】
　当業者であれば分かるように、一般として、ユニバーサル・シリアル・バスの装置の接
続をする時、クライアント装置はホスト装置に対して問合せ（Ｉｎｑｕｉｒｅ）信号を生
成して送信し、ホスト装置がこの問合せ信号に応答した後コネックションする。即ち、本
実施例において、第一接続インターフェース１１が第一ホスト装置２に接続される時、コ
ントロールチップ１３は第一ホスト装置２に対する問合せ信号を生成し、また、第一ホス
ト装置２が応答した後、第一ホスト装置２とのコネックションを行う。
【００２０】
　同様に、ユーザーにより第二ホスト装置３が第二接続インターフェース１２に接続され
且つコントロールチップ１３が第二接続インターフェース１２に対して前記バーチャルク
ライアント状態に切り替える場合には、コントロールチップ１３は同様に第二ホスト装置
３に対して問合せ信号を生成する。そして、第二ホスト装置３の応答を受信してから、現
在第二接続インターフェース１２に接続されているのはホスト装置であると確認すること
により、コントロールチップ１３が、ブリッジ伝送経路に切り替え、第一ホスト装置２と
第二ホスト装置３とをブリッジしてデータ伝送を行う。
【００２１】
　一方、ユーザーにより、クライアント装置４が第二接続インターフェース１２に接続さ
れ且つコントロールチップ１３が第二接続インターフェース１２に対して前記バーチャル
ホスト状態に切り替えられる場合には、コントロールチップ１３はクライアント装置４に
より生成した問合せ信号を受信したか否かを判断する。クライアント装置４により生成し
た問合せ信号を受信したと判断した後、現在の第二接続インターフェース１２に接続され
ているのがクライアント装置であると確認することにより、コントロールチップ１３がバ
イパス伝送経路に切り替える。この場合のデータ伝送ブリッジ装置１は、ただ、仲介伝送
（一般のユニバーサル・シリアル・バスハブ（Ｈｕｂ））の機能を発揮し、直接に、第一
ホスト装置２とクライアント装置４とが、ホストクライアント動作を行うように機能する
。
【００２２】
　最後に、データ伝送ブリッジ装置１の記憶ユニット１４は、コントロールチップ１３に
接続され、単にコントロールチップ１３が作動する時に必要とするプログラムとデータを
格納するものとする。実際に、記憶ユニット１４がコントロールチップ１３に統合されて
も良い。これにより、本実施例によるデータ伝送ブリッジ装置１の構造は、自動的に切り
替えを検知することだけにより、ホスト装置対クライアント装置のホストクライアント動
作をサポートし、また、二つのホスト装置の間のブリッジ伝送動作をサポートすることが
できる。
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【００２３】
　図３は、本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の第一応用実施例の概念図である。本発
明の構造が簡単であるため、図３のように、本実施例のデータ伝送ブリッジ装置１は、ユ
ニバーサル・シリアル・バスブリッジ伝送線５に成型することができる。また、第一接続
インターフェース１１と第二接続インターフェース１２は、ユニバーサル・シリアル・バ
スのＡタイプ（Ａ－Ｔｙｐｅ）である雄コネクタに設計され、それぞれ第一ホスト装置２
や第二ホスト装置３に接続する。また、第二接続インターフェース１２をクライアント装
置４（一般として、ユニバーサル・シリアル・バスのＢタイプである雌コネクタである）
に接続しようとする時、さらに、アダプタ１２１を接続することにより第二接続インター
フェース１２のコネクタタイプをユニバーサル・シリアル・バスのＢタイプである雄コネ
クタに変更することができる。これにより、ユーザーは、同一のユニバーサル・シリアル
・バスブリッジ伝送線５を利用するだけで、一般のクライアント装置４を接続してホスト
クライアント動作を行うことができる。また、第一ホスト装置２と第二ホスト装置３とを
ブリッジしてデータ伝送を行う機能を実現することができる。
【００２４】
　無論、第二接続インターフェース１２のコネクタタイプは、本応用実施例の形態に制限
されない。実際の応用設計において、第二接続インターフェース１２は、直接に、ユニバ
ーサル・シリアル・バスのＡタイプである雄コネクタとユニバーサル・シリアル・バスの
Ｂタイプである雄コネクタの二重のコネクタタイプに設計されても良い。或いは、第二接
続インターフェース１２は、ユニバーサル・シリアル・バスのＢタイプである雄コネクタ
に設計され、もう一つのアダプタにより、ユニバーサル・シリアル・バスのＡタイプであ
る雄コネクタに変換されるように設計されても良い。他に、その他のコネクタタイプも、
本発明の特許請求の範囲内に含まれるが、ここでは、一々例を挙げることを省略する。
【００２５】
　図４は、本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の第二応用実施例の概念図である。本応
用実施例のデータ伝送ブリッジ装置１は、第一応用実施例の応用形態と異なって、直接に
データ伝送ブリッジ装置１が第一ホスト装置２（例えば、ノートブックコンピュータ）に
内蔵され、また、第一接続インターフェース１１が直接に第一ホスト装置２におけるホス
ト処理ユニット２１に接続される。言い換えれば、第一接続インターフェース１１が、常
に第一ホスト装置２に接続される。
【００２６】
　図４の第二接続インターフェース１２は、一般のノートパソコンに使用されるユニバー
サル・シリアル・バス接続ポート（ユニバーサル・シリアル・バスのＡタイプである雌コ
ネクタ）に設計されるものである。これにより、第二接続インターフェース１２は、さら
に伝送線１２２、１２２’を介してクライアント装置４（例えば、カードリーダ）や第二
ホスト装置３と接続する。また、伝送線１２２、１２２’は、単純にユニバーサル・シリ
アル・バス伝送線でよい。これにより、ユーザーが本実施例の第一ホスト装置２を操作す
る際に、第二接続インターフェース１２により外部に接続し、一般のクライアント装置４
が接続されるだけでなく、直接に、第二ホスト装置３を接続することができ、直接に、２
台のホスト装置の間でデータ伝送を行うことができる。
【００２７】
　以下、実施例を挙げて、本発明の技術特徴や内容を詳しく説明する。
【００２８】
　図５は、本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置のコントロールチップの実施例のブロッ
ク図である。図のように、本実施例によるデータ伝送ブリッジ装置１のコントロールチッ
プ１３は、第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３１と、第二ユニバーサル
・シリアル・バスコントローラ１３２と、バイパス回路（Ｂｙｐａｓｓ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
）ユニット１３３と、検知ユニット１３４と、中央処理装置１３５と、バッファリングユ
ニット１３６と、を備える。また、第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３
１と第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３２は、前記のユーザー定義クラ
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スにより設計される。
【００２９】
　第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３１は、データ伝送ブリッジ装置１
を接続するための第一接続インターフェース１１である。第一接続インターフェース１１
に第一ホスト装置２を接続する時、第一ホスト装置２に対して問合せ信号を生成し、また
、第一ホスト装置２が、前記問合せ信号に応答した後、それらの間のコネックションを実
行して、データ伝送を行う。
【００３０】
　第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３２は、第一ユニバーサル・シリア
ル・バスコントローラ１３１とデータ伝送ブリッジ装置１の第二接続インターフェース１
２を接続し、第二接続インターフェース１２に第二ホスト装置３が接続される場合に、第
二ホスト装置３に対して問合せ信号を送信してコネックションを実行して、データ伝送を
行う。更に、第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３２は接続される第一ユ
ニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３１とブリッジ伝送を形成する。
【００３１】
　バイパス回路ユニット１３３は、第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３
１と第二接続インターフェース１２の間に接続される。第二接続インターフェース１２に
クライアント装置４が接続される場合に、直接に第一ユニバーサル・シリアル・バスコン
トローラ１３１と第二接続インターフェース１２を接続させ、第一ユニバーサル・シリア
ル・バスコントローラ１３１にスムーズにクライアント装置４により生成した問合せ信号
に応答させ、第一ホスト装置２とクライアント装置４とにホストクライアント動作を行わ
せる。
【００３２】
　検知ユニット１３４は、同様に第二接続インターフェース１２に接続され、且つ自動的
にバーチャルホスト状態とバーチャルクライアント状態に交互に切り替えることで、第二
接続インターフェース１２に接続されている装置を判断し、検知信号を生成する。中央処
理装置１３５は、前記検知信号を受信し、この検知信号に基づいて第二ユニバーサル・シ
リアル・バスコントローラ１３２とバイパス回路ユニット１３３の何れかの一つを駆動さ
せる。
【００３３】
　検知ユニット１３４がバーチャルクライアント状態に切り替えられる場合に、検知ユニ
ット１３４は第二接続インターフェース１２に接続される装置に対して問合せ信号を生成
する。そして、第二接続インターフェース１２に接続されている装置からの応答を受信し
た後、検知ユニット１３４によりブリッジ検知信号を生成し、中央処理装置１３５は前記
ブリッジ検知信号に基づいて第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３２を駆
動させ、これにより、第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３１との接続が
実現される。
【００３４】
　また、検知ユニット１３４がバーチャルホスト状態に切り替えられ、且つ第二接続イン
ターフェース１２に接続されている装置から生成した問合せ信号を受信した時、検知ユニ
ット１３４により、従属検知信号を生成し、中央処理装置１３５が、前記従属検知信号に
基づいて、バイパス回路ユニット１３３を駆動する。言い換えれば、中央処理装置１３５
が、バイパス回路ユニット１３３を駆動すると、コントロールチップ１３のコントローラ
により、第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３１が、駆動される状態にな
るだけで、この時、コントロールチップ１３が、ハブチップに類似する作用を発揮して、
単純に仲介伝送を行う。
【００３５】
　さらに、バッファリングユニット１３６を第一ユニバーサル・シリアル・バスコントロ
ーラ１３１と第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ１３２の間に接続し、二つ
のコントローラ同士の間で伝送されたデータのバッファリングや一時記憶を行っても良い
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。また、第一ホスト装置２と第二ホスト装置３の間で伝送されるデータが、紛失されるこ
とを防止できる。これにより、コントロールチップ１３の構造設計が完了される。
【００３６】
　図６は、本発明に係るデータ伝送ブリッジ方法の実施例のフローチャートである。図に
示すように、本実施例は、データ伝送ブリッジ方法を提供し、まず、第一ホスト装置２と
外部装置を接続して（Ｓ６０１）、第一ホスト装置２と前記外部装置との間でのデータ伝
送を行う。
【００３７】
　そして、バーチャルクライアント状態に切り替え、外部装置に対して問合せ信号を生成
し（Ｓ６０３）、前記外部装置からの応答があるか否かを判断する（Ｓ６０５）。ステッ
プ（Ｓ６０５）において、前記外部装置からの応答信号があると判断した場合には、前記
外部装置が第二ホスト装置３であると判断する（Ｓ６０７）。この時、ブリッジ伝送経路
に切り替え、第二ホスト装置３とのコネックションを実行する（Ｓ６０９）。最後に、ブ
リッジ伝送経路を利用して、第一ホスト装置２と第二ホスト装置３との間でデータをブリ
ッジ伝送する（Ｓ６１１）。また、ブリッジ伝送する際に、常にユーザーが接続される外
部装置を変更したか否かを判断し（Ｓ６１３）、他の外部装置に変更することがないと判
断すると、第一ホスト装置２と第二ホスト装置３との間のデータブリッジ伝送を続ける。
一方、ユーザーが他の外部装置に変更した場合には、ステップ（Ｓ６０３）に戻りその後
のステップを繰り返す。
【００３８】
　ステップ（Ｓ６０５）において前記外部装置からの応答がないと判断される時、接続さ
れている外部装置がホストの装置ではないと示す。その場合自動的にバーチャルホスト状
態に切り替え（Ｓ６１５）、前記外部装置により生成した問合せ信号を受信したか否かを
確認する（Ｓ６１７）。この時、前記外部装置により生成された問合せ信号を受信したと
判断する場合には、接続されている外部装置がクライアント装置４であると判断し（Ｓ６
１９）、バイパス伝送経路に切り替える（Ｓ６２１）。そして、バイパス伝送経路の導通
により第一ホスト装置２とクライアント装置４とが直接にホストクライアント動作を行う
（Ｓ６２３）。ステップ（Ｓ６２３）の後、同様に、常に、ユーザーが他の外部装置に変
更したか否かを判断し（Ｓ６２５）、他の外部装置に変更していないと判断する場合には
、第一ホスト装置２とクライアント装置４との間でのホストクライアント動作を続ける。
逆に、ユーザーが他の外部装置に変更したと判断した場合には、ステップ（Ｓ６０３）に
戻り、その後のステップを繰り返す。
【００３９】
　また、前記ステップ（Ｓ６１７）において、確認結果が否と判断した場合には、接続さ
れている外部装置がクライアントの装置ではないことを示す。この時、再びステップ（Ｓ
６０３）を繰り返して実行し、バーチャルクライアント状態に切り替え、外部装置を検知
する。このように、自動的にバーチャルクライアント状態とバーチャルホスト状態に交互
に切り替えることにより、有効に接続されている外部装置が第二ホスト装置３やクライア
ント装置４であることを検知することができ、それに対応して、異なる伝送経路に切り替
え、第一ホスト装置２と外部装置との間でのデータ伝送が実現される。
【００４０】
　以上のように、本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置は、主動的に接続されている装置
のタイプを検知して異なる伝送経路に切り替えることができるので、ホスト装置からクラ
イアント装置へのデータ伝送をサポートするだけでなく、直接に２台のホスト装置同士の
間でのデータ伝送をサポートすることができ、また、ユニバーサル・シリアル・バスの規
格に基づいて設計されるので、プラグ・アンド・プレイという特性が得られる。これによ
り、ホスト装置と他の任意の装置とのブリッジやデータ伝送の目的は、容易に達成される
。また、二つの装置の間で直接にデータ伝送を行うので、より良い伝送効率が得られる。
【００４１】
　以上は、ただ、本発明のより良い実施例であり、本発明は、それによって制限されるこ
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修正は、全てが、本発明の特許請求の範囲内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の実施例のブロック図。
【図２】本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の実施例の回路概念図。
【図３】本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の第一応用実施例の概念図。
【図４】本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置の第二応用実施例の概念図。
【図５】本発明に係るデータ伝送ブリッジ装置のコントロールチップの実施例のブロック
図。
【図６】本発明に係るデータ伝送ブリッジ方法の実施例のフローチャート。
【符号の説明】
【００４３】
１　データ伝送ブリッジ装置
１１　第一接続インターフェース
１２　第二接続インターフェース
１２１　アダプタ
１２２、１２２’　伝送線
１３　コントロールチップ
１３１　第一ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ
１３２　第二ユニバーサル・シリアル・バスコントローラ
１３３　バイパス回路ユニット
１３４　検知ユニット
１３５　中央処理装置
１３６　バッファリングユニット
１４　記憶ユニット
２　第一ホスト装置
２１　ホスト処理ユニット
３　第二ホスト装置
４　クライアント装置
５　ユニバーサル・シリアル・バスブリッジ伝送線
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【図３】 【図４】
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