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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御を行うモニタ制御装置であって、
　接続が確立された前記モニタとの間でデータ通信を行うインタフェースと、
　メモリと、
　前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確立された
前記モニタを制御し、前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メ
モリに書き込んだ後に、前記モニタ制御装置の電源をオフにし、前記電源がオンした後に
、前記メモリから前記モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モ
ニタとの接続を確立する制御回路と
　を有するモニタ制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記電源をオンにした後に、その旨を前記複数のモニタに通知し、前
記メモリに記憶された前記モニタ識別データに対応する前記モニタから接続要求を受信す
ると、当該接続要求を送信した前記モニタとの接続を確立する
　請求項１に記載のモニタ制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記メモリに記憶されている前記モニタ識別データに対応する前記モ
ニタから前記接続要求を受信する前に、前記電源オン指示後に最初に他の前記モニタから
前記接続要求を受信した場合には、前記他モニタとの間で前記接続を確立する
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　請求項２に記載のモニタ制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記他のモニタと接続を確立した後に、前記メモリに記憶されている
前記モニタ識別データに対応する前記モニタから前記接続要求を受信すると、前記他のモ
ニタとの接続を遮断し、前記メモリに記憶されているモニタ識別データに対応する前記モ
ニタと接続を確立する
　請求項３に記載のモニタ制御装置。
【請求項５】
　ユーザの操作を入力する操作手段
　をさらに有し、
　前記制御手段は、前記メモリに記憶されている前記モニタ識別データに対応する前記モ
ニタから前記接続要求を受信したときに、前記接続を確立した前記他のモニタに対して、
前記操作手段が入力した操作に応じた制御を行っている場合に、前記他のモニタとの接続
を遮断せずに維持し、前記メモリに記憶されているモニタ識別データに対応する前記モニ
タと接続を確立しない
　請求項４に記載のモニタ制御装置。
【請求項６】
　複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御を行うモニタ制御方法であって、
　前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確立された
前記モニタを制御する第１の工程と、
　前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メモリに書き込んだ後
に、前記モニタ制御装置の電源をオフにする第２の工程と、
　前記第２の工程に続いて、前記電源がオンした後に、前記メモリから前記モニタ識別デ
ータを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モニタとの接続を確立する第３の工程
と
　を有するモニタ制御方法。
【請求項７】
　複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御を行うコンピュータが実行するプログラ
ムであって、
　前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確立された
前記モニタを制御する第１の手順と、
　前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メモリに書き込んだ後
に、前記モニタ制御装置の電源をオフにする第２の手順と、
　前記第２の手順に続いて、前記電源がオンした後に、前記メモリから前記モニタ識別デ
ータを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モニタとの接続を確立する第３の手順
と
　を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項８】
　複数のモニタと、
　前記モニタを管理するモニタ制御装置と
　を有するモニタシステムであって、
　前記モニタ制御装置は、
　接続が確立された前記モニタとの間でデータ通信を行うインタフェースと、
　メモリと、
　前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確立された
前記モニタを制御し、前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メ
モリに書き込んだ後に、前記モニタ制御装置の電源をオフにし、前記電源がオンした後に
、前記メモリから前記モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モ
ニタとの接続を確立する制御回路と
　を有する
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　モニタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のモニタを制御するモニタ制御装置、モニタ制御方法、プログラムおよ
びモニタシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、放送局などには、様々な映像信号をそれぞれ表示する複数のモニタが設置され
ている。
　管理者は、モニタ制御装置を操作して、上記複数のモニタのうち、所定のモニタと接続
を確立し、当該接続を確立したモニタに対する映像信号の切り換え処理、当該映像信号の
画質調整処理などの制御を行う。
　上述した従来のシステムでは、モニタ制御装置の電源がオフにされ、その後、電源がオ
ンになると、ユーザは再びモニタ制御装置を操作して、所定のモニタとの間の接続を確立
する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した従来のシステムでは、電源がオンになった後に、ユーザは再び
モニタ制御装置を操作して所定のモニタと接続を確立する必要があり、手間がかかる。
【０００４】
　本発明は上述した従来技術の問題点を解決するために、電源がオンになった後に行われ
るモニタとの接続確立に伴うユーザの負担を軽減できるモニタ制御装置、モニタ制御方法
、プログラムおよびモニタ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】
【０００５】
　上述した従来技術の問題点を解決し、上述した目的を達成するため、第１の観点の発明
のモニタ制御装置は、複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御を行うモニタ制御装
置であって、接続が確立された前記モニタとの間でデータ通信を行うインタフェースと、
メモリと、前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確
立された前記モニタを制御し、前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データ
を前記メモリに書き込んだ後に、前記モニタ制御装置の電源をオフにし、前記電源がオン
した後に、前記メモリから前記モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別データを基
に前記モニタとの接続を確立する制御回路とを有する。
【０００６】
　第２の観点の発明のモニタ制御方法は、複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御
を行うモニタ制御方法であって、前記複数のモニタの全てあるいは一部のモニタと接続を
確立し、当該接続が確立された前記モニタを制御する第１の工程と、前記接続が確立され
ている前記モニタのモニタ識別データを前記メモリに書き込んだ後に、前記モニタ制御装
置の電源をオフにする第２の工程と、前記第２の工程に続いて、前記電源がオンした後に
、前記メモリから前記モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モ
ニタとの接続を確立する第３の工程とを有する。
【０００７】
　第３の観点の発明のプログラムは、複数のモニタと通信を行って前記モニタの制御を行
うコンピュータが実行するプログラムであって、前記複数のモニタの全てあるいは一部の
モニタと接続を確立し、当該接続が確立された前記モニタを制御する第１の手順と、前記
接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メモリに書き込んだ後に、前
記モニタ制御装置の電源をオフにする第２の手順と、前記第２の手順に続いて、前記電源
がオンした後に、前記メモリから前記モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別デー
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タを基に前記モニタとの接続を確立する第３の手順とを前記コンピュータに実行させる。
【０００８】
　第４の観点の発明のモニタシステムは、複数のモニタと、前記モニタを管理するモニタ
制御装置とを有するモニタシステムであって、前記モニタ制御装置は、接続が確立された
前記モニタとの間でデータ通信を行うインタフェースと、メモリと、前記複数のモニタの
全てあるいは一部のモニタと接続を確立し、当該接続が確立された前記モニタを制御し、
前記接続が確立されている前記モニタのモニタ識別データを前記メモリに書き込んだ後に
、前記モニタ制御装置の電源をオフにし、前記電源がオンした後に、前記メモリから前記
モニタ識別データを読み出し、当該モニタ識別データを基に前記モニタとの接続を確立す
る制御回路とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電源がオンになった後に行われるモニタとの接続確立に伴うユーザの
負担を軽減できるモニタ制御装置、モニタ制御方法、プログラムおよびモニタシステムを
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
  以下、本発明の実施形態に係わるモニタシステムについて説明する。
　先ず、本実施形態の構成要素と、本発明の構成要素との対応関係を説明する。
　図１に示すモニタＭ１～Ｍｎが本発明のモニタの一例である。
　コントローラ１２が本発明のモニタ制御装置の一例である。
　また、モニタＩＤが本発明のモニタ識別データである。
　図３に示すインタフェース３１が本発明のインタフェースの一例であり、メモリ３４が
本発明のメモリの一例であり、制御回路３５が本発明の制御回路の一例である。
　また、操作部３３が本発明の操作手段の一例である。
【００１１】
　また、図３に示すプログラムＰＲＧが本発明のプログラムの一例である。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係わるモニタシステム１の全体構成図である。
　図１に示すように、モニタシステム１は、ネットワーク１０を介して、ｎ個のモニタＭ
１～Ｍｎと、コントローラ１２とが接続されている。
　モニタシステム１は、例えば、放送局などに設置される。
　なお、本実施形態において、モニタＭの数は、１以上であれば任意である。
　また、ネットワーク１０は、例えば、イーサネット（商標）などのＬＡＮ(Local Area 
Network)である。
【００１３】
　モニタシステム１では、コントローラ１２が、ネットワーク１０を介して、モニタＭ１
～Ｍｎの表示制御を行う。
【００１４】
　［モニタＭ１～Ｍｎ］
　図２は、図１に示すモニタＭ１の構成図である。
　モニタＭ２～Ｍｎは、モニタＭ１と同じ構成を有している。
　図２に示すように、モニタＭ１は、例えば、インタフェース２１、ディスプレイ２２、
操作部２３、インタフェース２４、メモリ２５および制御回路２６を有する。
　図２に示すモニタＭ１の各構成要素は、データ線２０を介して接続されている。
【００１５】
　インタフェース２１は、複数の映像信号Ｓを入力する。
　ディスプレイ２２は、インタフェース２１が入力した複数の映像信号Ｓのうち、制御回
路２６によって選択された映像信号Ｓの画像を表示する。
　操作部２３は、ユーザの操作に応じた操作信号を制御回路２６に出力する。
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【００１６】
　インタフェース２４は、ネットワーク１０を介してコントローラ１２と通信を行う。
　メモリ２５は、制御回路２６の処理に用いられるプログラムおよびデータを記憶する。
　メモリ２５は、例えば、インタフェース２１を介してコントローラ１２から入力した制
御データＣＮＴを記憶する。
　なお、制御データＣＮＴは、ユーザによる操作部２３の操作によっても更新される。
　なお、各モニタＭ１～Ｍｎには、固有のモニタＩＤが割り当たれている。
　メモリ２５は、モニタＩＤを記憶する。
【００１７】
　制御回路２６は、メモリ２５に記憶された制御データＣＮＴを基に、インタフェース２
４を介して入力した複数の映像信号Ｓのうち、ディスプレイ２２の表示に用いる映像信号
Ｓを選択する。
　制御回路２６は、選択した映像信号Ｓを、メモリ２５から読み出した制御データＣＮＴ
を基に調整する。
　具体的には、制御回路２６は、選択した映像信号Ｓのフェーズ、クロマ、明るさ、コン
トラストなどを調整し、調整後の映像信号Ｓに応じた映像をディスプレイ２２に表示する
。
　すなわち、モニタＭ１がディスプレイ２２に表示する映像は、コントローラ１２によっ
て制御（調整）される。
【００１８】
　制御回路２６は、ネットワーク１０を介してインタフェース２４から、参加通知信号Ｐ
Ｎを受信すると、インタフェース２４を介して、参加要求信号ＰＲをネットワーク１０に
送信する。
　なお、制御回路２６は、モニタＭ１の電源がオンの場合に上記参加要求信号ＰＲをネッ
トワーク１０に送信する。
【００１９】
　［コントローラ１２］
　図３は、図１に示すコントローラ１２の構成図である。
　図３に示すように、コントローラ１２は、インタフェース３１、ディスプレイ３２、操
作部３３、メモリ３４および制御回路３５を有する。
　コントローラ１２の構成要素は、データ線３０を介して接続されている。
【００２０】
　インタフェース３１は、ネットワーク１０を介して、モニタＭ１～Ｍｎと通信を行う。
　ディスプレイ３２は、図４に示すように、コントローラ１２の筐体の正面側に配設され
ている。
【００２１】
　操作部３３は、図４に示すように、ファンクションボタン４３、メニュー操作ボタン４
４、画質調整つまみ４５、テンキー４６、ＬＥＤ４７、ボタンＳＩＮＧＬＥ，ＧＲＯＵＰ
，ＡＬＬなどを有し、ユーザの操作に応じた操作信号を制御回路３５に出力する。
　メモリ３４は、制御回路３５の処理を規定するプログラムＰＲＧ、制御回路３５の処理
用いられる管理データＤＡＴＡなどを記憶する。
　メモリ３４は、例えば、不揮発性メモリである。
【００２２】
　制御回路３５は、メモリ３４に記憶されたプログラムＰＲＧを実行し、本実施形態で説
明するコントローラ１２の処理を制御する。
【００２３】
　［第１の動作例］
　以下、図１に示すモニタシステム１のコントローラ１２によるモニタＭ１～Ｍｎの調整
動作を説明する。
　図５は、当該動作例を説明するためのフローチャートである。
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　ステップＳＴ１：
　図３に示すコントローラ１２の制御回路３５は、操作部３３を介して、モニタ選択指示
を入力したか否かを判断する。
　本実施形態において、上記モニタ選択指示は、例えば、ユーザが、図４に示すボタンＳ
ＩＮＧＬＥ，ＧＲＯＵＰ，ＡＬＬと、テンキー４６とを操作することで発生する。
　例えば、ユーザがボタンＳＩＮＧＬＥを操作すると、ＬＥＤ４７のうち、ＳＩＧＬＥに
対応するＬＥＤが点灯する。この状態で、ユーザがテンキー４６を用いて、モニタＭ１～
Ｍｎの１つの番号を入力することで、当該入力された１つの番号のモニタＭ１～Ｍｎを指
定したモニタ選択指示が発生する。
　また、例えば、ユーザがボタンＧＲＯＵＰを操作すると、ＬＥＤ４７のうち、ＧＲＯＵ
Ｐに対応するＬＥＤが点灯する。この状態で、ユーザがテンキー４６を用いて、モニタＭ
１～Ｍｎの複数の番号を入力することで、当該入力された複数の番号のモニタＭ１～Ｍｎ
をグループとして指定したモニタ選択指示が発生する。
　また、例えば、ユーザがボタンＡＬＬを操作すると、ＬＥＤ４７のうち、ＡＬＬに対応
するＬＥＤが点灯し、ＡＬＬを示すモニタ選択指示が発生する。
【００２４】
　ステップＳＴ２：
　制御回路３５は、ステップＳＴ１で入力したモニタ選択指示によって指定されたモニタ
Ｍ１～Ｍｎとの間で、ネットワーク１０を介して、お互いのＩＰ(Internet Protocol)ア
ドレスを交換する。
　これより、コントローラ１２と、上記指定されたモニタＭ１～Ｍｎとの間でのネットワ
ーク１０を介した接続が確立する。
　そして、制御回路３５は、接続中のモニタＭ１～ＭｎのモニタＩＤをメモリ３４に書き
込む。
【００２５】
 　ステップＳＴ３：
　制御回路３５は、操作部３３からモニタ調整指示を入力したか否かを判断し、入力した
と判断するとステップＳＴ４に進む。
　本実施形態では、ユーザが図４に示す画質調整つまみ４５などを操作することで、上記
モニタ調整指示が発生する。
【００２６】
　ステップＳＴ４：
　制御回路３５は、ステップＳＴ３で入力したモニタ調整指示に応じた制御データＣＮＴ
を生成し、図４に示すインタフェース３１からネットワーク１０を介して、ステップＳＴ
２で接続を確立したモニタＭ１～Ｍｎに制御データＣＮＴを送信する。
　図２に示すモニタＭ１～Ｍｎは、インタフェース２４で上記制御データＣＮＴを入力し
、これをメモリ２５に書き込む。
　その後、制御回路２６は、ディスプレイ２２に表示する映像信号Ｃの画質を、メモリ２
５から読み出した制御データＣＮＴを基に調整する。
　本実施形態において、ステップＳＴ１でボタンＧＲＯＵＰ，ＡＬＬが操作された場合に
は、複数のモニタＭ１～Ｍｎに制御データＣＮＴが送信され、これらが一括して制御され
る。
【００２７】
　［第２の動作例］
　以下、コントローラ１２の電源オン時の動作例を説明する。
　図６は、当該動作を説明するためのフローチャートである。
　ステップＳＴ２１：
　図３に示すコントローラ１２の制御回路３５は、電源がオンしたと判断するとステップ
ＳＴ２２に進む。
【００２８】
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　ステップＳＴ２２：
　制御回路３５は、参加通知ＰＮを、インタフェース３１からネットワーク１０に送信す
る。
　モニタＭ１～Ｍｎのうち、電源オン状態のモニタの図２に示す制御回路２６は、上記参
加通知ＰＮを受信すると、ネットワーク１０を介して、自らのモニタＩＤを含む参加要求
ＰＲをコントローラ１２に送信する。
【００２９】
　ステップＳＴ２３：
　コントローラ１２の制御回路３５は、参加要求ＰＲを受信したか否かを判断し、受信し
たと判断するとステップＳＴ２４に進む。
【００３０】
　ステップＳＴ２４：
　制御回路３５は、ステップＳＴ２３で入力したと判断した参加要求ＰＲが、コントロー
ラ１２の電源をオンした後の最初の参加要求ＰＲであるか否かを判断し、最初の参加要求
ＰＲであると判断するとステップＳＴ２７に進み、そうでない場合にはステップＳＴ２５
に進む。
【００３１】
　ステップＳＴ２５：
　制御回路３５は、ステップＳＴ２３で入力した参加要求ＰＲに含まれるモニタＩＤが、
メモリ３４に記憶されているか否かを判断し、記憶されていると判断するとステップＳＴ
２５に進み、そうでない場合にはステップＳＴ２３に戻る。
【００３２】
　ステップＳＴ２６：
　制御回路３５は、今回、コントローラ１２の電源をオンにした後に、操作部３３が何ら
かのユーザによる操作を入力したか否かを判断し、入力したと判断するとステップＳＴス
テップＳＴ２１に戻り、そうでない場合にはステップＳＴ２７に進む。
【００３３】
　ステップＳＴ２７：
　制御回路３５は、ステップＳＴ２３で受信した参加要求ＰＲに含まれるモニタＩＤのモ
ニタＭ１～Ｍｎとの間でＩＰアドレスを交換し、接続を確立する。
【００３４】
　以上説明したように、モニタシステム１では、接続中のモニタＭ１～ＭｎのモニタＩＤ
をコントローラ１２が記憶する。そして、コントローラ１２は、電源をオンにすると、上
記記憶したモニタＩＤを基に、モニタＭ１～Ｍｎとの接続およびモニタＭ１～Ｍｎの制御
状態を電源オフ前の状態に自動的に復帰させる。
　これにより、コントローラ１２の管理者は、コントローラ１２の電源をオンにして、オ
フ前の状態に復帰するために操作を行う必要がなく、その負担を軽減できる。
【００３５】
　また、モニタシステム１では、図６に示すように、コントローラ１２は、電源オン後に
最初に参加要求ＰＲを受信したモニタＭ１～Ｍｎと接続を確立する（ステップＳＴ２４）
、そのため、コントローラ１２は電源立ち上げ後にモニタＭ１～Ｍｎのいずれかと即座に
接続でき、これを制御できる。すなわち、コントローラ１２は、電源オン後に、何れのモ
ニタＭ１～Ｍｎとも接続されていない時間を短縮できる。
　また、モニタシステム１では、コントローラ１２は、電源オフ前に接続していたモニタ
Ｍ１～Ｍｎとは異なるモニタと接続し、その後、電源オフ前に接続していたモニタＭ１～
Ｍｎから参加要求ＰＲを受信すると、当該モニタに接続を切り換える。これにより、電源
オフ前の状態に復帰される。
【００３６】
　また、モニタシステム１では、コントローラ１２は、電源オフ前に接続していたモニタ
Ｍ１～Ｍｎから参加要求ＰＲを受信する前に、既に接続した他のモニタに対してユーザが
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操作を行っている場合には、接続の切り換えを行わない。これにより、ユーザの実際の操
作に適合した接続関係を構築できる。
　また、モニタシステム１では、最初に参加要求ＰＲを受信したモニタと自動的に接続を
確立するため、モニタＭ１～Ｍｎが単数の場合に、電源オン後に接続を確立するまでの時
間を短縮できる。
【００３７】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
　すなわち、当業者は、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内において、上述した
実施形態の構成要素に関し、様々な変更、コンビネーション、サブコンビネーション、並
びに代替を行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係わるモニタシステムの全体構成図である。
【図２】図２は、図１に示すモニタの構成図である。
【図３】図３は、図１に示すコントローラの構成図である。
【図４】図４は、図１に示すコントローラの正面側の外観図である。
【図５】図５は、図１に示すコントローラによるモニタの調整動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図６】図６は、図１に示すコントローラの電源オン時の動作例を説明するためのフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００３９】
１…モニタシステム、Ｍ１～Ｍｎ…モニタ、１０…ネットワーク、１２…コントローラ、
２１…インタフェース、２２…ディスプレイ、２３…操作部、２４…インタフェース、２
５…メモリ、３１…インタフェース、３２…ディスプレイ、３３…操作部、３４…メモリ
、３５…制御回路
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