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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互にデジタルオーディオ・ビデオインタフェースで接続されているとともに、それぞ
れがネットワークに接続された複数のオーディオ・ビデオ機器と、前記ネットワークに接
続された携帯端末装置と、を有するオーディオ・ビデオ制御システムであって、
　前記複数のオーディオ・ビデオ機器は、コア機器を含み、
　前記コア機器は、前記デジタルオーディオ・ビデオインタフェースを介して前記複数の
オーディオ・ビデオ機器から少なくとも固有識別情報を含むインタフェース接続機器情報
を収集して前記携帯端末装置に前記インタフェース接続機器情報を転送する収集転送部を
備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記ネットワークを検索して、ネットワーク上の機器のネットワークアドレスおよび固
有識別情報を含むネットワーク対応機器情報を取得する第１取得部と、
　前記コア機器から、前記インタフェース接続機器情報を取得する第２取得部と、
　前記ネットワーク対応機器情報と前記インタフェース接続機器情報とを対応づけること
により、前記複数のオーディオ・ビデオ機器のネットワークアドレスを割り出す割出部と
、
　前記割り出したネットワークアドレスを用いて、前記ネットワーク経由で前記複数のオ
ーディオ・ビデオ機器各々を直接制御する機器制御部と、
　を備えたオーディオ・ビデオ制御システム。
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【請求項２】
　前記コア機器の前記収集転送部は、前記インタフェース接続機器情報として、各オーデ
ィオ・ビデオ機器が再生可能なオーディオソースまたはビデオソースの情報を、さらに収
集し、
　前記携帯端末装置は、
　前記複数のオーディオ・ビデオ機器で前記再生可能なオーディオソースおよびビデオソ
ースを表すシンボル画像を、選択可能に一覧表示する操作画面表示部をさらに備え、
　前記機器制御部は、ユーザによる前記シンボル画像の選択に応じて、選択されたシンボ
ル画像で表されるオーディオソースまたはビデオソースを再生するための処理を指示する
１または複数のコマンドを、対応するオーディオ・ビデオ機器に対して直接送信する
　請求項１に記載のオーディオ・ビデオ制御システム。
【請求項３】
　前記割出部は、前記ネットワーク上の機器のうち、前記インタフェース接続機器情報に
含まれる固有識別情報と同じ固有識別情報を有する機器が、前記複数のオーディオ・ビデ
オ機器であると判断し、前記複数のオーディオ・ビデオ機器であると判断された機器のネ
ットワークアドレスを、前記ネットワーク対応機器情報から割り出す
　請求項１または請求項２に記載のオーディオ・ビデオ制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、スマートフォンなどの携帯端末装置からオーディオ・ビデオシステムを制
御するオーディオ・ビデオ制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の機器からなるオーディオ・ビデオシステム（ＡＶシステム）は、従来、各機器に
付属するリモコンを用いてそれぞれ個別にコントロールする必要があったが、近年、この
ようなＡＶシステムを１台のリモートコントロールユニットで制御する技術が提案されて
いる（特許文献１）。このＡＶシステムは、以下のような特徴を有している。制御システ
ムを有するテレビが、テレビにＨＤＭＩ－ＣＥＣまたはＩＥＥＥ１３９４で接続されたオ
ーディオ・ビデオ（ＡＶ）デバイスからタスクベースの制御特徴を取得して、リモートコ
ントロールユニットに送信する。リモートコントロールユニットは、受信したタスクベー
スの制御特徴を表示してユーザによる操作を受け付け、その操作内容をテレビに送信する
。操作内容を受信したテレビがＨＤＭＩ－ＣＥＣまたはＩＥＥＥ１３９４経由で制御対象
のＡＶデバイスを制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０２８８０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のＡＶシステムでは、リモートコントロールユニットが直接通信する相手は、テレ
ビのみであり、他の機器はＨＤＭＩ－ＣＥＣ経由で制御特徴を送信し、且つ、ＨＤＭＩ－
ＣＥＣ経由でユーザの操作内容を受信する必要がある。しかし、ＨＤＭＩ－ＣＥＣで送受
信可能な情報は１データあたり１４バイト以下に制限されており、大量の情報を送受信す
ることは困難である。このため、ユーザに豊富な情報を提供したり、リモートコントロー
ルユニットから大量の情報を取得するなど、インタフェースを拡張することが困難であっ
た。
【０００５】
　本発明は、ＡＶシステムと携帯端末装置（コントローラ）との間で大きな情報を送受信
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することが可能なオーディオビデオ制御システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のオーディオ・ビデオ制御システムは、相互にデジタルオーディオ・ビデオイン
タフェースで接続されているとともに、それぞれがネットワークに接続された複数のオー
ディオ・ビデオ機器と、前記ネットワークに接続された携帯端末装置と、を有し、前記複
数のオーディオ・ビデオ機器は、コア機器を含む。
　前記コア機器は、前記デジタルオーディオ・ビデオインタフェースを介して前記複数の
オーディオ・ビデオ機器から少なくとも固有識別情報を含むインタフェース接続機器情報
を収集して前記携帯端末装置に前記インタフェース接続機器情報を転送する収集転送部を
備える。
　前記携帯端末装置は、前記ネットワークを検索して、ネットワーク上の機器のネットワ
ークアドレスおよび固有識別情報を含むネットワーク対応機器情報を取得する第１取得部
と、前記コア機器から、前記インタフェース接続機器情報を取得する第２取得部と、前記
ネットワーク対応機器情報と前記インタフェース接続機器情報とを対応づけることにより
、前記複数のオーディオ・ビデオ機器のネットワークアドレスを割り出す割出部と、前記
割り出したネットワークアドレスを用いて、前記ネットワーク経由で前記複数のオーディ
オ・ビデオ機器各々を直接制御する機器制御部と、を備える。
【０００７】
　上記発明において、前記コア機器の前記収集転送部は、前記インタフェース接続機器情
報として、各オーディオ・ビデオ機器が再生可能なオーディオソースまたはビデオソース
の情報をさらに収集し、前記携帯端末装置が、前記複数のオーディオ・ビデオ機器で前記
再生可能なオーディオソースおよびビデオソースを表すシンボル画像を、選択可能に一覧
表示する操作画面表示部をさらに備え、前記機器制御部は、ユーザによる前記シンボル画
像の選択に応じて、選択されたシンボル画像で表されるオーディオソースまたはビデオソ
ースを再生するための処理を指示する１または複数のコマンドを、対応するオーディオ・
ビデオ機器に対して直接送信するようにしてもよい。
【０００８】
　上記発明において、前記割出部は、前記ネットワーク上の機器のうち、前記インタフェ
ース接続機器情報に含まれる固有識別情報と同じ固有識別情報を有する機器が、前記複数
のオーディオ・ビデオ機器であると判断し、前記複数のオーディオ・ビデオ機器であると
判断された機器のネットワークアドレスを、前記ネットワーク対応機器情報から割り出す
ようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、ＡＶシステムと携帯端末装置（コントローラ）との間で大きな情報
を送受信することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明が適用されるＡＶシステムの構成図
【図２】この発明が適用される携帯電話機のブロック図
【図３】携帯電話機とＡＶコントローラプログラムの協働で構成されるＡＶコントローラ
の機能ブロック図
【図４】携帯電話機とＡＶシステムの各機器との通信手順を示すフローチャート
【図５】携帯電話機に設けられるＨＤＭＩ接続機器情報テーブルの例を示す図
【図６】携帯電話機に設けられるネットワーク対応機器情報テーブルの例を示す図
【図７】ＡＶコントローラのに表示される操作画面の一例を示す図
【図８】操作画面に表示されるサービスアイコン列を示す図
【図９】ＡＶコントローラの動作を示すフローチャート
【図１０】ＡＶコントローラの動作を示すフローチャート
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明が適用されるＡＶ（オーディオ・ビデオ）システム２の構成を示す図で
ある。ＡＶシステム２は、本発明のコア機器であるＡＶレシーバ３に、再生機器であるブ
ルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ：ＢＤ）プレーヤ４、セットトップボッ
クス（ＳＴＢ）５および映像表示機器であるテレビ受像機（ＴＶ）６が接続された構成で
ある。ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５とＡＶレシーバ３、ＡＶ
レシーバ３とテレビ受像機６は、それぞれ、ＨＤＭＩで接続されている。なお、本発明が
適用されるＡＶシステム２の構成は図示のものに限定されない。
【００１５】
　ＡＶレシーバ３は、ＡＶシステム２のコアとなる機器であり、ＡＶ（オーディオ・ビデ
オ）信号の処理および切り換えを行う。ＡＶレシーバ３は、ブルーレイディスクプレーヤ
４およびセットトップボックス５が再生したＡＶ信号を入力し、ＡＶ信号のうちオーディ
オ信号は信号処理および増幅したのちスピーカ１０へ出力し、ビデオ信号は、信号処理を
したのちテレビ受像機６へ出力する。これらＡＶ信号の入出力および伝送はＨＤＭＩ（Ｈ
ｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して
行われる。
【００１６】
　ＡＶレシーバ３、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレ
ビ受像機６は、ネットワーク８に接続されている。また、本発明の携帯端末装置である携
帯電話機１もネットワーク８に接続されている。ネットワーク８は、たとえばイーサネッ
ト（登録商標）（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：ＩＥＥＥ８０２．３）やＷｉ－Ｆｉ（
ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ）で構成されるＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）で構
成される。ネットワーク８は、無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の中継機器であるアクセスポイ
ント（ＡＰ）９を有している。携帯電話機１は、アクセスポイント９を介してネットワー
ク８に接続される。なお、図１では、ＡＶシステム２の各機器（ＡＶレシーバ３、ブルー
レイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像機６）が有線ＬＡＮ
（イーサネット（登録商標））でネットワーク８に接続されるように記載されているが、
ＡＶシステム２の各機器の全部または一部が無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）によってネットワ
ーク８に接続されてもよい。
【００１７】
　ＡＶシステム２は、各機器がＨＤＭＩで相互に接続されており、各機器間でＨＤＭＩ－
ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）によるコマンド
メッセージや情報メッセージの送受信が可能である。また、この実施形態では、ＡＶシス
テム２の各機器および携帯電話機１がネットワーク８に接続されており、各機器間でＤＬ
ＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）規格または
独自規格による通信が可能である。
【００１８】
　この通信機能を利用し、この実施形態では、以下の形態でＡＶシステム２を制御する。
コア機器であるＡＶレシーバ３が、ＨＤＭＩ－ＣＥＣを介してＡＶシステム２の各機器の
接続形態や機能を収集し、収集した情報を携帯電話機１に送信する。携帯電話機１が、Ａ
Ｖシステム２のコントローラとして機能し、ネットワーク８を経由してＡＶシステム２の
各機器を制御する。ネットワーク８を用いることにより、コントローラである携帯電話機
１は、ＡＶシステム２の各機器と直接通信することが可能になるとともに、ＨＤＭＩ－Ｃ
ＥＣよりも高速且つ大容量の通信が可能になる。携帯電話機１をＡＶコントローラとして
機能させるため、携帯電話機１では、アプリケーションプログラムであるＡＶコントロー
ラプログラム７０（図２、図３参照）が起動される。
【００１９】
　図１を参照してＡＶレシーバ３の詳細構成について説明する。ＡＶレシーバ３は、制御
部５０、ＡＶ回路部５１、パワーアンプ５２、ＬＡＮ通信部５３、表示部５４、操作部５
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５、チューナ５６、電源回路５７、ＨＤＭＩ入力部６３、６４、および、ＨＤＭＩ出力部
６５を有している。制御部５０は、コンピュータを含みＡＶレシーバ３およびＡＶシステ
ム２の動作を制御する。制御部５０には、ＡＶ回路部５１、パワーアンプ５２、ＬＡＮ通
信部５３、表示部５４、操作部５５、チューナ５６、インターネットラジオ（ＩＲ）チュ
ーナ５７、ＵＳＢ再生部５８、ＨＤＭＩ入力部６３、６４、および、ＨＤＭＩ出力部６５
が接続されている。
【００２０】
　ＨＤＭＩ入力部６３、６４には、ぞれぞれ、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットト
ップボックス５が接続されている。ＨＤＭＩ入力部６３、６４は、それぞれ、ＨＤＭＩコ
ネクタおよびＨＤＭＩ入力回路を有し、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボ
ックス５から入力されたデジタルＡＶ信号をＡＶ回路部５１に入力するとともに、ブルー
レイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５と制御部５０との間の通信を制御する
。
【００２１】
　ＨＤＭＩ出力部６５には、テレビ受像機６が接続されている。ＨＤＭＩ出力部６５は、
ＨＤＭＩコネクタおよびＨＤＭＩ出力回路を有し、ＡＶ回路部５１で処理されたデジタル
ＡＶ信号をテレビ受像機６に出力するとともに、テレビ受像機６と制御部５０との間の通
信を制御する。
【００２２】
　制御部５０は、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ
受像機６との間で、ＨＤＭＩ入力部６３、６４およびＨＤＭＩ出力部６５を介して、ＨＤ
ＭＩ－ＣＥＣによる通信を行う。この実施形態の場合、制御部５０が、各機器の情報を収
集するため、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像
機６に対して機器情報の問い合わせメッセージを送信し、ブルーレイディスクプレーヤ４
、セットトップボックス５およびテレビ受像機６が、この問い合わせに対して機器情報メ
ッセージを返信する。機器情報メッセージは、図５のＨＤＭＩ接続機器テーブルの記載内
容を含んでいる。
【００２３】
　ＬＡＮ通信部５３は、ネットワーク８を介した通信を制御する。上述したように、ネッ
トワーク８には、アクセスポイント９を介して携帯電話機１が接続されており、制御部５
０は、ＬＡＮ通信部５３およびネットワーク８を介して携帯電話機１と通信する。
【００２４】
　ＡＶ回路部５１は、ＨＤＭＩ入力部６３、６４から入力されたデジタルＡＶ信号を、Ｈ
ＤＭＩ出力部６５に出力するとともに、入力されたデジタルＡＶ信号のうちデジタルオー
ディオ信号に対してイコライズ、音量調整、遅延などの処理を行ったのち、この処理され
たオーディオ信号をパワーアンプ５２に出力する。また、入力ソースとして内蔵のチュー
ナ５６、インターネットラジオチューナ５７またはＵＳＢ再生部５８が選択されている場
合は、これらから入力されたオーディオ信号に対してイコライズ、音量調整などの処理を
行ったのち、この処理されたオーディオ信号をパワーアンプ５２に出力する。なお、チュ
ーナ５６は、ＦＭ放送を受信する受信回路である。インターネットラジオチューナ５７は
、ネットワーク８を介して接続されるインターネットからインターネットラジオ放送を受
信するネットワーク回路部である。また、ＵＳＢ再生部５８は、ＵＳＢコネクタを有し、
このＵＳＢコネクタに接続されたＵＳＢストレージに記憶されているオーディオファイル
を再生する回路部である。パワーアンプ５２は入力されたオーディオ信号を増幅し、外部
接続されているスピーカ１０に出力する。スピーカ１０は、入力されたオーディオ信号を
音響として放音する。
【００２５】
　表示部５４は、操作パネルに設けられたバックライト付きの液晶ディスプレイであり、
ＡＶレシーバ３およびＡＶシステム２の動作状態などを表示する。表示部５４には、たと
えば、現在選択されているソース、ボリューム値、演奏中の曲名などが表示される。
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【００２６】
　操作部５５は、ＡＶレシーバ３のフロントパネルにある各種のボタンスイッチ、ダイヤ
ルを含み、ユーザによる入力ソースの選択や音量の調整などの操作を検出する。操作部５
５は、検出した操作に応じて操作信号を発生し、この操作信号を制御部５０に入力する。
【００２７】
　次に、図２のブロック図を参照して、携帯電話機１の構成を説明する。携帯電話機１は
いわゆるスマートフォンと言われる多機能電話機である。携帯電話機１は、携帯通信網で
ある３Ｇ／４Ｇ通信機能、および、上述の無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）通信機能を有してい
る。携帯電話機１は、アプリケーションプログラムであるＡＶコントローラプログラム７
０を起動することにより、ＡＶコントローラ１００（図３参照）として機能し、ネットワ
ーク８経由でＡＶシステム２の各機器と通信し、ユーザの操作に応じてＡＶシステム２を
制御する。
【００２８】
　携帯電話機１は、バス２６上に、制御部２０、操作部３０、メディアインタフェース３
１、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３２および３Ｇ／４Ｇ通信回路３３を有している。制御部２０は
、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ（フラッシュメモリ）２２、ＲＡＭ２３、画像プロセッサ２４およ
び音声プロセッサ２５を含んでいる。画像プロセッサ２４には、ビデオＲＡＭ（ＶＲＡＭ
）４０が接続され、ＶＲＡＭ４０には表示部４１が接続されている。表示部４１は、液晶
のディスプレイを含み、待ち受け画面や電話番号などを表示する。また、後述のＡＶコン
トローラ１００の画面も表示部４１に表示される。音声プロセッサ２５には、Ｄ／Ａコン
バータを含むアンプ４２が接続され、アンプ４２にはスピーカ１６が接続されている。
【００２９】
　画像プロセッサ２４は、待ち受け画面や電話番号等などの種々の映像を生成するＧＰＵ
（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ，グラフィックス・プロセッシン
グ・ユニット）を備えている。画像プロセッサ２４は、ＡＶコントローラプログラム７０
が起動された場合には、ＣＰＵ２１の指示に従ってＡＶコントローラの画像を生成し、こ
れをＶＲＡＭ４０上に展開する。ＶＲＡＭ４０上に展開された画像は表示部４１に表示さ
れる。
【００３０】
　音声プロセッサ２５は、通話音声をエンコード／デコードするＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル・シグナル・プロセッサ）を有している
。音声プロセッサ２５は、デコード／生成した音声をアンプ４２に出力する。アンプ４２
は、この音声信号を増幅してスピーカ１６に出力する。
【００３１】
　Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３２は、無線アクセスポイント９との間でＩＥＥＥ８０２．１１ｇ
規格の無線通信を行い、ＡＶレシーバ３などのネットワーク８上の機器とデータやメッセ
ージの送受信を行う。ＡＶレシーバ３との間は、ＤＬＮＡ規格または独自規格で規定され
たフォーマットでメッセージを交換する。３Ｇ／４Ｇ通信回路３３は、携帯電話通信網を
介して、音声通話およびデータ通信を行う。
【００３２】
　操作部３０は、表示部４１上に形成されたタッチパネルを含み、タッチパネル上のタッ
チ操作、フリック操作を検出する。メディアインタフェース３１にはメモリカード１５が
接続される。メモリカード１５は、たとえばマイクロＳＤカードである。ＡＶコントロー
ラプログラム７０は、メモリカード１５またはＲＯＭ２２に保存される。この実施形態で
は、図３に示すように、ＡＶコントローラプログラム７０はメモリカード１５に保存され
るものとする。なお、ＡＶコントローラプログラム７０は、３Ｇ／４ＧまたはＷｉ－Ｆｉ
のデータ通信によってダウンロードされてもよく、ＲＯＭ２２またはメモリカード１５に
予め記憶されていてもよい。
【００３３】
　ＲＯＭ２２には、この携帯電話機１の通話やアプリケーションプログラムを実行するた
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めの基本プログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ２２はフラッシュメモリであり、基
本プログラムのほか、ダウンロードされたアプリケーションプログラムなどを記憶するこ
とも可能である。
【００３４】
　ＲＡＭ２３には、ＣＰＵ２０がＡＶコントローラプログラム７０を実行する際に使用さ
れるワークエリアが設定される。ワークエリアとして、ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２
３１、ネットワーク対応機器情報テーブル２３２などが設定される。
【００３５】
　ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２３１は、図５に例示するテーブルであり、ＡＶレシー
バ３から取得される。ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２３１は、ＡＶレシーバ３を中心と
してＨＤＭＩで接続されている各機器の識別情報、接続形態、機能などが書き込まれたテ
ーブルである。ネットワーク対応機器情報テーブル２３２は、図６に例示するテーブルで
あり、制御部２０がＳＳＤＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）、ＡＲＰ（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）などの手順により、ネットワーク８上に存在する機器の情報を収集して作成するテーブ
ルである。これらのテーブルの詳細は後述する。
【００３６】
　図３の機能ブロック図を参照して、携帯電話機１（ハードウェア）にＡＶコントローラ
プログラム７０が読み込まれることによって実現されるＡＶコントローラ１００について
説明する。図２に示した構成の携帯電話機１は、メモリカード１５に保存されているＡＶ
コントローラプログラム７０との協働によって、図３に示すようなＡＶコントローラ１０
０を構成する。ＡＶコントローラ１００は、操作画面表示部１１０、操作検出部１２０、
制御メッセージ編集送信部１３０およびシステム状態取得部１４０を有している。
【００３７】
　操作画面表示部１１０は、制御部２０、ＶＲＡＭ４０、表示部４１およびＡＶコントロ
ーラプログラム７０の協働によって実現され、携帯電話機１の表示部４１に、図７に示す
ような各種の操作画面を表示する。また、操作検出部１２０は、制御部２０、操作部３０
およびＡＶコントローラプログラム７０の協働によって実現され、表示部４１に表示され
た操作画面に対する操作（たとえば、クリック操作やドラッグ操作）を検出する。
【００３８】
　メッセージ編集送信部１３０は、制御部２０、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３２およびＡＶコン
トローラプログラム７０の協働によって実現される。メッセージ編集送信部１３０は、操
作検出部１２０から入力された操作情報に基づき、その操作情報に対応するコマンドメッ
セージを編集する。そして、そのコマンドメッセージをＡＶシステム２の対応する機器に
送信する。たとえば、ユーザによりブルーレイディスクを再生する旨の操作がされた場合
、ＡＶレシーバ３に対して入力をブルーレイディスクプレーヤ４に切り換えるよう指示す
るコマンドメッセージを送信するとともに、ブルーレイディスクプレーヤ４に対して、電
源をオンするよう指示するコマンドメッセージ、および、セットされているディスクのタ
イトル等を送信するよう指示するコマンドメッセージを送信する。
【００３９】
　システム状態取得部１４０は、制御部２０、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３２およびＡＶコント
ローラプログラム７０の協働によって実現される。システム状態取得部１４０は、ＡＶコ
ントローラ１００の起動時またはＡＶレシーバ３の起動時に、ＡＶレシーバ３に対して、
ＡＶシステム２の各機器から機器情報を取得してＨＤＭＩ接続機器情報テーブルを作成し
、そのＨＤＭＩ接続機器情報テーブルを送信するよう指示するコマンドメッセージを送信
する。これによって取得されたＨＤＭＩ接続機器情報テーブルは、記憶エリア２３１に記
憶される。また、システム状態取得部１４０は、定期的（たとえば５秒毎）にＡＶシステ
ム２の各機器から現在の動作状態を取得する。
【００４０】
　次に、ネットワーク８上で認識される機器（ネットワーク対応機器）とＡＶレシーバ３
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を中心にＨＤＭＩで接続されている機器（ＨＤＭＩ接続機器）とを対応づける処理につい
て説明する。図４は、ＡＶコントローラ１００として機能する携帯電話機１（以下、「Ａ
Ｖコントローラ１００として機能する携帯電話機１」を単に「携帯電話機１」と呼ぶ）お
よびＡＶシステム２の各機器相互間の通信の手順を示すフローチャートである。
【００４１】
　ＡＶコントローラプログラム７０の起動により携帯電話機１がＡＶコントローラ１００
として機能すると、まず、ＡＶレシーバ３に対してＨＤＭＩ接続機器の情報収集を要求す
る（Ｓ１）。なお、携帯電話機１において、ネットワーク８上のＡＶレシーバ３の検出は
、ユーザのマニュアル操作によって行われるが、自動検出であってもよい。ＡＶレシーバ
３は、この情報収集の要求に応じてＨＤＭＩ－ＣＥＣを用いて、ＡＶシステム２の各機器
、すなわち、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像
機６に対して、自装置の情報を送信するように要求する（Ｓ２：機器情報送信要求）。こ
れに応じてブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像機
６は、自装置の機器情報をＡＶレシーバ３に送信し、ＡＶレシーバ３はこの情報を受信す
る（Ｓ３）。送信されてくる機器情報は、図５のＨＤＭＩ接続機器情報テーブルに示すよ
うな内容であり、詳細は後述する。ＡＶレシーバ３は、ブルーレイディスクプレーヤ４、
セットトップボックス５およびテレビ受像機６から受信した機器情報、および、ＡＶレシ
ーバ３自身の機器情報に基づき、ＨＤＭＩ接続機器情報テーブルを作成する（Ｓ４）。
【００４２】
　ここで、図５のＨＤＭＩ接続機器情報テーブルについて説明する。ＨＤＭＩ接続機器情
報テーブルは、ＡＶシステム２を構成する各機器（ＡＶレシーバ３、ブルーレイディスク
プレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像機６）について、機器種別、接続
、ＣＥＣ、ＥＤＩＤ、ＯＳＤ　Ｎａｍｅ、ベンダーＩＤ、Ｍａｃ　Ａｄｄｒｅｓｓ、ｕｕ
ｉｄ、サービスを記憶している。
【００４３】
　「機器種別」は、ＨＤＭＩ－ＣＥＣの論理アドレスに相当する情報であり、ＡＶレシー
バ３から見てその機器が、入力側の機器「ＩＮＰＵＴ」であるか出力側の機器「ＯＵＴＰ
ＵＴ」であるか、若しくは自装置（ＡＶレシーバ３）「ＳＥＬＦ」であるかを識別する情
報である。このＡＶシステム２の場合、ＡＶレシーバ３、ブルーレイディスクプレーヤ４
、セットトップボックス５およびテレビ受像機６の機器種別は、それぞれＳＥＬＦ、ＯＵ
ＴＰＵＴ、ＯＵＴＰＵＴおよびＩＮＰＵＴである。
【００４４】
　「接続」は、他の機器との接続インタフェースを示す情報であり、このＡＶシステム２
の場合、全ての機器が「ＨＤＭＩ」である。「ＣＥＣ」は、各機器がＣＥＣ機能を有して
いるかを示す情報であり、このＡＶシステム２の場合、全ての機器が「ｙｅｓ」である。
【００４５】
　「ＥＤＩＤ」は、ＨＤＭＩツリー構造内の各機器の位置を示す物理アドレスである。Ａ
Ｖレシーバ３、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受
像機６のＥＤＩＤは、それぞれ１０００、１１００、１２００および００００であり、こ
れらのＥＤＩＤにより、図１に示すＡＶシステム２の接続形態が表されている。
【００４６】
　「ＯＳＤ　Ｎａｍｅ」は、ディスプレイに表示される機器名称である。ＡＶレシーバ３
、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテレビ受像機６のＯＳ
Ｄ　Ｎａｍｅは、それぞれ、ＡＶ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ、ＢＤ　Ｐｌａｙｅｒ、Ｓｅｔ　Ｔ
ｏｐ　Ｂｏｘ、および、ＴＶである。
【００４７】
　「ベンダーＩＤ」は、その機器を製造したメーカー（ベンダー）を識別するＩＤである
。このＡＶシステム２の場合、ＡＶレシーバ３、ブルーレイディスクプレーヤ４およびセ
ットトップボックス５のベンダーＩＤは、同じ０ｘ００００００であるが、テレビ受像機
６のベンダーＩＤは、０ｘ０００００１である。ＨＤＭＩ接続機器情報テーブルの以下の
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項目「Ｍａｃ　Ａｄｄｒｅｓｓ」、「ｕｕｉｄ」、「サービス」は、ＨＤＭＩ－ＣＥＣの
汎用の情報ではなく、ベンダー固有コマンドによって収集されるものであるため、ＡＶレ
シーバ３とメーカーが異なるテレビ受像機６については、これらの情報を収集することが
できない。
【００４８】
　「Ｍａｃ　Ａｄｄｒｅｓｓ」は、ネットワーク機器に一意に割り当てられる物理アドレ
スである。また、「ｕｕｉｄ」は、ネットワークインターフェイスごとに一意に生成され
る識別子である。いずれも、ＡＶシステム２の各機器に対して固有の値が割り当てられて
おり、これにより、各機器をネットワーク８上で識別することが可能になる。
【００４９】
　「サービス」は、各機器が提供可能なオーディオ・ビデオソースの一覧である。このＡ
Ｖシステム２の場合、ＡＶレシーバ３は、ラジオ（ＦＭ）放送の受信（Ｔｕｎｅｒ）、イ
ンターネットラジオ放送の受信（Ｎｅｔ　Ｒａｄｉｏ）およびＵＳＢストレージに記憶さ
れている音楽ファイルの再生（ＵＳＢ）を提供可能であり、ブルーレイディスクプレーヤ
４は、映像ディスクの再生（Ｂｌｕ－Ｒａｙ）、オーディオＣＤの再生（ＣＤ）およびＵ
ＳＢストレージに記憶されている音楽ファイルの再生（ＵＳＢ）を提供可能であり、セッ
トトップボックス５は、ケーブルテレビの受信（ＣＡＴＶ）の提供が可能である。なお、
テレビ受像機６
については、提供可能なサービスをＨＤＭＩ経由で受信していないが、地上波テレビ放送
（ＴＶ）の受信は可能であるとする。
【００５０】
　以上の情報のうち、ブルーレイディスクプレーヤ４、セットトップボックス５およびテ
レビ受像機６についてのこれらの情報は、それぞれの機器からＡＶレシーバ３に機器情報
として送信されて来たものである。また、ＡＶレシーバ３についてのこれらの情報は、Ａ
Ｖレシーバ３自らが記憶していたものである。
【００５１】
　図４にもどって、ＡＶレシーバ３の上記動作と並行して携帯電話機１は、ネットワーク
８に接続されている機器を検出する（Ｓ５、Ｓ６）。たとえば、ＳＳＤＰを用いて問い合
わせを行い（Ｓ５）、これに対して、ＡＶレシーバ３を含むＡＶシステム２の各機器が情
報を返信する（Ｓ６）。実際には、ネットワーク８上の機器の検出、検出された機器から
の情報を収集、および、ＡＲＰによるＭａｃアドレスの解決など複数の手順からなるが、
本フローチャートでは説明の容易のため、Ｓ５、Ｓ６の１往復の通信手順として表してい
る。なお、図１には、ＡＶシステム２および携帯電話機１のみ図示しているが、ネットワ
ーク８上に他の機器たとえば別のＡＶ機器が接続されている場合、その機器もこの問い合
わせに応答する。ネットワーク８上の機器からの応答に基づき、携帯電話機１は、図６に
示すネットワーク対応機器情報テーブル２３２を作成する（Ｓ７）。
【００５２】
　ここで、図６のネットワーク対応機器情報テーブル２３２は、各機器のネットワーク８
上の識別情報であるＩＰアドレス、Ｍａｃアドレス、ｕｕｉｄおよびサービス制御コマン
ドリストからなる。サービス制御コマンドリストは、携帯電話機１が、ネットワーク８経
由で各機器を直接制御する場合に用いるコマンドのリストである。携帯電話機１は、ＳＳ
ＤＰにより、ネットワーク８上の機器（ｕＰｎＰ機器）のＩＰアドレスおよびサービス制
御コマンドリストを取得し、さらに、ＡＲＰによりＩＰアドレスからＭａｃアドレスを割
り出して、このテーブルを作成する。
【００５３】
　そして、下に述べるＳ１０において、Ｍａｃアドレスやｕｕｉｄなどの識別情報に基づ
き、ネットワーク対応機器情報テーブル２３２の各欄（各機器）が、ＨＤＭＩ接続機器情
報テーブル２３１の同一機器の機器情報（機器種別、接続、ＣＥＣ、ＥＤＩＤ、ＯＳＤ　
Ｎａｍｅ、ベンダーＩＤ、Ｍａｃ　Ａｄｄｒｅｓｓ、ｕｕｉｄ、サービス）と対応づけら
れる。図６のネットワーク対応機器情報テーブル２３２の欄外に示したＯＳＤ　Ｎａｍｅ
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は、ネットワーク対応機器情報テーブル２３２の各欄が、ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル
２３１の同名のＯＳＤ　Ｎａｍｅが付された欄と対応づけられたことを示している。
【００５４】
　図４にもどって、携帯電話機１は、ＡＶレシーバ３に対してＨＤＭＩ接続機器情報テー
ブルの送信を要求する（Ｓ８）。これに応答して、ＡＶレシーバ３は、Ｓ４で作成したＨ
ＤＭＩ接続機器情報テーブルを携帯電話機１に対して送信する（Ｓ９）。ＨＤＭＩ接続機
器情報テーブルは、たとえばＸＭＬなどの形式で送られてくる。携帯電話機１は、このＨ
ＤＭＩ接続機器情報テーブルを受信し、ＲＡＭ２３の記憶エリア２３１に保存することで
、ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２３１とする。このＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２３
１とネットワーク対応機器情報テーブル２３２とを比較して、Ｍａｃアドレスなどの識別
情報に基づき、ＨＤＭＩ上の機器とネットワーク８上の機器とを対応づける（Ｓ１０）。
これにより、携帯電話機１は、ネットワーク８から取得した機器情報を、ＡＶシステム２
の各機器（ＡＶレシーバ３、ブルーレイディスクプレーヤ４およびセットトップボックス
５）に対応づけて、これらをネットワーク８経由で直接制御することができるようになる
。こののち、携帯電話機１は、表示部４１に図７に示すような操作画面を表示し、ユーザ
による操作を受け付ける（Ｓ１１）。
【００５５】
　以下、Ｓ１１で実行される操作画面表示処理、および、表示された操作画面に対する操
作に応じたＡＶシステム２の制御動作について説明する。
【００５６】
　図７は、携帯電話機１の表示部４１に表示される操作画面の表示例を示す図である。図
７（Ａ）は、ブルーレイディスクプレーヤ４の操作画面の表示例を示す図である。図７（
Ｂ）は、テレビ受像機６の操作画面の表示例を示す図である。図７（Ａ）、（Ｂ）におい
て、表示部４１の表示は、上からヘッダ４００、サービス選択エリア４０１、サービス操
作エリア４０２、ボリューム操作エリア４０３からなる。ヘッダ４００には、現在時刻お
よびＷｉ－Ｆｉ通信中である旨を示すアイコン（シンボル図形）が表示される。
【００５７】
　サービス選択エリア４０１には、ＡＶシステム２が提供可能なサービスを示すサービス
アイコンが一覧表示される。ＡＶシステム２が提供可能なサービスとは、図５に示したＨ
ＤＭＩ接続機器情報テーブル２３１の「サービス」の欄に記憶されているサービスである
。
【００５８】
　図８はサービス選択エリア４０１に表示されるサービスアイコンの一覧を示す図である
。図示のように、複数のサービスアイコン４１０～４１６は、機器別ではなく、映像、音
声の種類ごとにグループ化されて配列されている。サービスアイコン２１０～４１２は、
映像系サービスを示すアイコンであり、それぞれ、地上波テレビ放送、ケーブルテレビ放
送、および、映像ディスクを表している。また、サービスアイコン４１３～４１６は、オ
ーディオ系サービスを示すアイコンであり、それぞれ、ラジオ放送、インターネットラジ
オ放送、オーディオディスク、および、ＵＳＢのオーディオファイルを表している。図４
のＳ１１において、携帯電話機１は、ＡＶシステム２で提供可能なサービスを、機器横断
的に映像系サービス、オーディオ系サービスに分類し、図８に示すようなサービスアイコ
ンを描画、配列する。
【００５９】
　なお、図５のＨＤＭＩ接続機器情報テーブル２３１によれば、ＡＶレシーバ３およびブ
ルーレイディスクプレーヤ４の両方が、ＵＳＢのオーディオファイルの再生機能を有する
が、ユーザにとってはいずれも同種のサービスであるため、この実施形態では、これらを
マージして１つのサービスアイコンで表している。この方針に基づき、地上波テレビ放送
およびケーブルテレビ放送をマージして１つのサービスアイコン（テレビ放送）で表して
もよい。また、ラジオ放送およびインターネットラジオ放送をマージして１つのサービス
アイコン（ラジオ放送）で表してもよい。
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【００６０】
　図７（Ａ）、（Ｂ）に示すサービス選択エリア４０１には、図８に示したサービスアイ
コン列の一部が表示されているが、ユーザによりサービス選択エリア４０１が左右にフリ
ックされることにより、携帯電話機１は、アイコン列を左右に移動させて、サービス選択
エリア４０１から外れていたアイコンを表示する。
【００６１】
　サービス選択エリア４０１に表示されているいずれかのサービスアイコンが選択（クリ
ック）されたとき、携帯電話機１は、ユーザによってそのサービスが選択されたとして、
そのサービスが提供されるようにＡＶシステム２を制御するとともに、ＡＶシステム２を
そのサービスに応じて制御するためのサービス操作画面をサービス操作エリア４０２に表
示する。
【００６２】
　上述したように、図７（Ａ）は、ブルーレイディスクプレーヤ４のサービス操作画面の
表示例を示している。映像ディスクまたはオーディオディスクのサービスアイコンが選択
されたとき、この操作画面が表示される。このサービス操作画面では、ディスクのタイト
ルが表示されるとともに、ディスクの再生／停止などを制御するための操作子が表示され
る。また、図７（Ｂ）は、テレビ受像機６を操作する操作画面の表示例を示す図である。
サービス操作エリア４０２には、１～１２のチャンネルキーが表示されるとともに、青、
赤、緑、黄の４色のカラーボタンが表示される。地上波テレビ放送のサービスアイコンが
選択されたとき、この操作画面が表示される。
【００６３】
　なお、サービス操作エリア４０２に表示する情報はディスクのタイトルに限定されない
。ジャケット画像や歌詞などを取得して表示してもよい。
【００６４】
　また、ボリューム操作エリア４０３には、選択されているサービスにかかわらず常にボ
リューム・スライダが表示される。ユーザのドラッグ操作によって、ボリュームスライダ
内の着色された帯が左右に伸縮し、その帯の長さに応じたボリューム値の制御コマンドが
ＡＶレシーバ３に送信される。
【００６５】
　以上のように、表示部４１に表示される操作画面は、ユーザが内容に基づいてサービス
を選択できるように、映像系／オーディオ系にサービスアイコンを分割し、同種のサービ
スは１つのアイコンにマージし、且つ、番組表やファイルリストを表示して、放送局や機
器でなく、機器横断的にコンテンツを直接選択できるサービス・オリエンテッドなユーザ
・インタフェースを提供している。ただし、テレビ受像機６は、ＨＤＭＩ－ＣＥＣの情報
とネットワーク８上の情報との対応づけができていないため、ネットワーク８経由でＥＰ
Ｇ（電子番組表）を受信することができないため、テレビ受像機６を制御するリモコンの
ようなユーザ・インタフェースになっている。
【００６６】
　なお、本実施形態のテレビ受像機６のようにＨＤＭＩ－ＣＥＣ経由でＭａｃアドレスや
サービス一覧が取得できない場合でも、何らかの方法でネットワーク８上でその機器（テ
レビ受像機６）を特定し、ネットワーク８経由でサービス一覧等を取得するようにしても
よい。
【００６７】
　図９、図１０は、携帯電話機１によるＡＶシステム２の制御動作を示すフローチャート
である。以下のフローチャートの説明において、ＡＶレシーバ３とテレビ受像機６の電源
はオンされており、テレビ受像機６の入力（ソース）はＡＶレシーバ３が選択されている
ものとする。なお、ＡＶレシーバ３またはテレビ受像機６の電源がオフされている場合、
テレビ受像機６の入力選択が異なる場合には、フローチャートの動作中に適宜そのコマン
ドを含めればよい。
【００６８】
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　図９（Ａ）は、地上波テレビ放送のサービスアイコン４１０がクリックされた場合、す
なわち、地上波テレビ放送が選択された場合の動作を示すフローチャートである。上述し
たように、テレビ受像機６は、ＡＶレシーバ３とベンダーが異なり、Ｍａｃアドレスやサ
ービス情報を受信できないため、携帯電話機１は、ＡＶレシーバ３にコマンドを送信して
ＨＤＭＩ－ＣＥＣ経由で制御する。まず、ＡＶレシーバ３にテレビ受像機６に対して外部
入力から内蔵チューナにソースを切り換えるように制御するように指示する（Ｓ２０）。
そして、図７（Ｂ）に示すチャンネルキーおよびカラーボタンを表示する（Ｓ２１）。そ
して、キー操作に応じたコマンドをＡＶレシーバ３に送信する（Ｓ２２）。このコマンド
は、ＡＶレシーバ３にＨＤＭＩ－ＣＥＣを経由してテレビ受像機６を制御するよう指示す
るコマンドである。なお、テレビ受像機６の音声はＨＤＭＩのオーディオリターンチャン
ネルからＡＶレシーバ３に入力されるが、テレビ受像機６とＡＶレシーバ３を光デジタル
ケーブルで接続してもよい。
【００６９】
　図９（Ｂ）は、ケーブルテレビ放送のサービスアイコン４１１がクリックされた場合、
すなわち、ケーブルテレビ放送が選択されたときの動作を示すフローチャートである。ケ
ーブルテレビ放送が選択されると、セットトップボックス５の電源をオンするとともに（
Ｓ３０）、ＡＶレシーバ３の入力をセットトップボックス５側に切り換える（Ｓ３１）。
これらの制御コマンドは、ネットワーク８を介してセットトップボックス５およびＡＶレ
シーバ３に直接送信される。次に、セットトップボックス５に番組表転送要求を送信して
、現在の番組表を取得する（Ｓ３２）。そして、取得した現在の番組表をサービス操作エ
リア４０２にリスト表示する（Ｓ３３）。サービス操作エリア４０２に収まらない場合に
は、フリックによるスクロールを可能にする。ユーザにより、何れかの番組が選択（クリ
ック）されると、その番組を放送しているチャンネルを選択するようセットトップボック
ス５にコマンドを送信する（Ｓ３４）。
【００７０】
　図９（Ｃ）は、ディスク再生が選択された場合の動作を示すフローチャートである。こ
れは、映像ディスクのサービスアイコン４１２またはオーディオディスクのサービスアイ
コン４１５が選択されたときに実行される。まずブルーレイディスクプレーヤ５の電源を
オンし（Ｓ４０）、ブルーレイディスクプレーヤ５からディスク情報を取得する（Ｓ４１
）。ディスク情報の取得は、携帯電話機１が、ブルーレイディスクプレーヤ５に対してデ
ィスク情報転送要求をネットワーク８経由で送信し、ブルーレイディスクプレーヤ５が、
これに応じてディスク情報をネットワーク８経由で転送する形態で行われる。ディスク情
報が送られてくると（Ｓ４２でＹＥＳ）、ＡＶレシーバ３の入力をブルーレイディスクプ
レーヤ５側に切り換えるよう指示し（Ｓ４３）、図７（Ａ）に示すように、サービス操作
エリア４０２に、ブルーレイディスクプレーヤ５の操作キー群および取得したディスク情
報を表示する（Ｓ４４）。そして、キー操作に応じたコマンドをブルーレイディスクプレ
ーヤ５に送信する（Ｓ４５）。なお、ブルーレイディスクプレーヤ５にディスクがセット
されていない場合にはブルーレイディスクプレーヤ５からディスク無しのメッセージが送
られてくるため（Ｓ４２でＮＯ）、サービス操作エリア４０２に「ディスク無し」の旨を
表示して（Ｓ４６）、ＡＶレシーバ３の入力を切り換えることなく動作を終了する。
【００７１】
　図１０（Ａ）は、ラジオ放送のサービスアイコン４１３がクリックされた場合、すなわ
ち、ラジオ放送が選択された場合の動作を示すフローチャートである。ラジオ放送が選択
されると、ＡＶレシーバ３の入力（ソース）をチューナ５６に切り換える（Ｓ５０）。そ
してＡＶレシーバ３にチャンネルリスト転送要求を送信して、チャンネルリストを取得す
る（Ｓ５１）。取得したチャンネルリストをサービス操作エリア４０２に表示する（Ｓ５
２）。チャンネルリストがサービス操作エリア４０２に収まらない場合には、フリックに
よるスクロールを可能にする。そして、ユーザによるチャンネル選択操作に応じて、選曲
コマンドをＡＶレシーバ３に送信する（Ｓ５３）。Ｓ５１、Ｓ５２において、チャンネル
リストに代えて現在の放送内容を表す番組表を取得して表示してもよい。
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【００７２】
　図１０（Ｂ）は、インターネットラジオ放送のサービスアイコン４１４がクリックされ
た場合、すなわち、インターネットラジオ放送が選択された場合の動作を示すフローチャ
ートである。インターネットラジオ放送が選択されると、ＡＶレシーバ３の入力（ソース
）をインターネットラジオチューナ５７に切り換える（Ｓ６０）。そしてＡＶレシーバ３
にチャンネルリスト転送要求を送信して、インターネットラジオのチャンネルリストを取
得する（Ｓ６１）。取得したチャンネルリストをサービス操作エリア４０２に表示する（
Ｓ６２）。チャンネルリストがサービス操作エリア４０２に収まらない場合には、フリッ
クによるスクロールを可能にする。そして、ユーザによるチャンネル選択操作に応じて、
選曲コマンドをＡＶレシーバ３に送信する（Ｓ６３）。Ｓ６１、Ｓ６２において、チャン
ネルリストに代えて現在の放送内容を表す番組表を取得して表示してもよい。
【００７３】
　図１０（Ｃ）は、ＵＳＢオーディオファイルのサービスアイコン４１６がクリックされ
た場合、すなわち、ＵＳＢオーディオファイルが選択された場合の動作を示すフローチャ
ートである。ＵＳＢ対応機器（この実施形態の場合、ＡＶレシーバ３およびブルーレイデ
ィスクプレーヤ５）からオーディオファイルのファイル情報を取得する（Ｓ７０）。ファ
イル情報の取得は、携帯電話機１が、ＵＳＢ対応機器に対してファイル情報転送要求をネ
ットワーク８経由で送信し、ＵＳＢ対応機器がこれに応じてファイル情報をネットワーク
８経由で転送する形態で行われる。携帯電話機１は、取得したファイルリストをサービス
操作エリア４０２にリスト表示し（Ｓ７１）、ユーザにより何れかのファイルが選択され
るまで待機する（Ｓ７２）。リストがサービス操作エリア４０２に収まらない場合には、
フリックによるスクロールを可能にする。ユーザにより、何れかのファイルが選択（クリ
ック）されると（Ｓ７２でＹＥＳ）、選択されたファイルが保存されているＵＳＢストレ
ージが接続されている機器を選択するようＡＶレシーバ３にコマンドを送信し（Ｓ７３）
、選択されたファイルが保存されているＵＳＢストレージが接続されている機器に対して
、その選択されたファイルを再生するようコマンドを送信する（Ｓ７４）。
【００７４】
　この実施形態では、映像を含むＡＶシステムを例にあげて説明したが、本発明のオーデ
ィオ・ビデオ制御システムは、オーディオおよび／またはビデオを再生する機器群を制御
するシステムを意味しており、本発明はオーディオのみのシステムに対しても適用可能で
ある。
【００７５】
　この実施形態では、各機器が提供可能なサービスをＨＤＭＩ経由で取得したが、これを
ネットワーク８経由で携帯電話機１が直接取得してもよい。また、携帯電話機１は、サー
ビス制御コマンドリストをネットワーク８経由でＡＶシステム２の各機器から取得してい
るが、ＡＶコントローラプログラム７０に含まれるデータとして予め記憶されていてもよ
い。
【００７６】
　この実施形態では、ＡＶレシーバ３は、携帯電話機１からの要求を受けて、ＨＤＭＩ接
続機器の情報を収集しているが、ＡＶレシーバ３が自主的に機器情報を取得していてもよ
い。この場合、携帯電話機１がＡＶレシーバ３と通信を開始するのは、ネットワーク対応
機器情報テーブル２３２の作成後であってもよい。
【００７７】
　なお、携帯電話機１は、楽曲を再生して、ネットワーク８を介してＡＶレシーバ３にス
トリーミング送信することも可能である。また、ネットワークストレージとしてＡＶレシ
ーバ３に認識させることも可能である。このような機能を利用して、携帯電話機１をＡＶ
レシーバ３にソース機器として認識させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７８】
１　携帯電話機
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２　ＡＶシステム
３　ＡＶレシーバ
２０　制御部
４１　表示部
７０　ＡＶコントローラプログラム
１００　ＡＶコントローラ
２３１　ＨＤＭＩ接続機器情報テーブル
２３２　ネットワーク対応機器情報テーブル
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