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(57)【要約】
　本発明は相互接続装置に関する。該相互接続装置は、
ワイドエリアネットワークインタフェース（１０）と、
ローカルエリアネットワークインタフェース（２０）と
を有する。ワイドエリアネットワークインタフェース（
１０）は、セルラネットワークタイプの複数のワイドエ
リアネットワークの基地局との接続を確立する。ローカ
ルエリアネットワークインタフェース（２０）は、ロー
カル装置とワイドエリアネットワークインタフェース（
１０）との間の通信を可能とする。本発明は、接続可能
などんな装置のユニバーサル接続にも適している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラネットワークタイプの複数のワイドエリアネットワークの基地局との間の接続を
確立するワイドエリアネットワークインタフェース（１０）と、
　ローカルデバイスと前記ワイドエリアネットワークインタフェースとの間で通信するロ
ーカルエリアネットワークインタフェース（２０）と、
　を含む相互接続装置。
【請求項２】
　前記ローカルエリアネットワークインタフェースは、複数のローカルデバイスの間で、
前記ワイドエリアネットワークインタフェースから受信した信号を共有する、
　請求項１記載の相互接続装置。
【請求項３】
　前記ワイドエリアネットワークインタフェースは、
　５００MHｚから３０００MHzの間の送信周波数を持つ複数のワイドエリアネットワーク
と関係する複数の基地局からの複数の通信信号を継続して受信するブロードバンド受信機
（１１）と、
　前記受信された複数の通信信号からより電力の高い信号を選択し、選択した信号を送出
する選択装置（１２）と、
　を含む、請求項１又は２に記載の相互接続装置。
【請求項４】
　前記選択装置は、前記受信された複数の通信信号からより電力の高い新たな信号を継続
して選択し、選択した信号を送出する、
　請求項３記載の相互接続装置。
【請求項５】
　前記ワイドエリアネットワークインタフェースは、前記ブロードバンド受信機から受け
取った前記複数の通信信号を増幅し、複数の増幅信号を前記選択装置へ送出する増幅器（
１３）を含む、
　請求項３又は４に記載の相互接続装置。
【請求項６】
　前記増幅器は、前記ブロードバンド受信機から受け取った複数の通信信号の少なくとも
１つが最大値よりも高い電力を有している場合、前記受け取った複数の通信信号を減衰し
て、複数の減衰信号を前記選択装置へ送出する、
　請求項５記載の相互接続装置。
【請求項７】
　前記ブロードバンド受信機は、
　例えばＳＩＭカードである取り外し可能なメモリ内に記憶され且つワイドエリアネット
ワークに対する署名に対応する接続データを読み出し、
　前記読み出した接続データをアクセス可能なすべての基地局へ、該基地局との接続を確
立するために送信し、
　前記ブロードバンド受信機が接続されている各基地局からの信号を受信する、
　請求項３から６のいずれか１項に記載の相互接続装置。
【請求項８】
　前記ワイドエリアネットワークインタフェースから受け取った信号を保持し、前記保持
した信号を前記ローカルエリアネットワークインタフェースへ送出するバッファメモリ（
３０）をさらに含む、
　請求項１から７のいずれか１項に記載の相互接続装置。
【請求項９】
　前記バッファメモリは、前記ワイドエリアネットワークインタフェースから受け取った
信号を保持し、前記保持した信号を所定時間だけ遅延させて前記ローカルエリアネットワ
ークインタフェースへ送出する、
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　請求項８記載の相互接続装置。
【請求項１０】
　オーディオ／ビデオインタフェース（４０）をさらに含み、
　前記オーディオ／ビデオインタフェースは、
　ビデオフォーマットにおける有線接続を介して、端末のようなローカル装置の接続を可
能とするビデオ出力端子（４１）と、
　前記ワイドエリアネットワークインタフェースから受け取った信号を、ビデオフォーマ
ットの信号へ変換し、変換後の信号を前記ビデオ出力端子へ送出するオーディオ／ビデオ
デコーダ（４３）と、
　を含む、
　請求項１から９のいずれか１項に記載の相互接続装置。
【請求項１１】
　前記オーディオ／ビデオデコーダは、前記受け取った信号の全部又は一部がオーディオ
信号である場合、前記受け取った信号のオーディオ部分を、オーディオフォーマットの信
号に変換し、変換後の信号をオーディオ／ビデオインタフェースの無線周波数送信機（４
５）へ送出する、
　請求項１０記載の相互接続装置。
【請求項１２】
　指示送信装置を介してユーザ指示群を受け取り、受け取ったユーザ指示に従って、前記
ワイドエリアネットワークインタフェース、前記ローカルエリアネットワークインタフェ
ース、前記バッファメモリ、及び／又は、前記オーディオ／ビデオインタフェースを制御
する制御装置（５０）をさらに含む、
　請求項１から１１のいずれか１項に記載の相互接続装置。
【請求項１３】
　前記制御装置は、
　複数の前記インタフェース及び／又は前記メモリを制御するための一連の指示群、ユー
ザ指示に対応する一連の制御指示群を保持する指示メモリ（５１）と、
　受信されたユーザ指示に従って、一連の制御指示群を実行するマイクロプロセッサ（５
２）と、
　を含む、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の相互接続装置。
【請求項１４】
　前記指示送信装置は、
　キーボード（６１）及び／又はマウス（６２）、及び／又は、タッチスクリーン、及び
／又は、パーソナルコンピュータ（６３）、タッチタブレット、スマートフォン（６４）
、電話等、及び／又は、車載コンピュータを含み、
　前記キーボード及び／又はマウスは、例えばブルートゥースリンクによって前記制御装
置に接続され、
　前記タッチスクリーンは、前記オーディオ／ビデオインタフェースを介して前記制御装
置に接続され、
　前記、パーソナルコンピュータ、タッチタブレット、スマートフォン、電話等は、前記
ローカルエリアネットワークインタフェースを介して前記制御装置に接続され、
　前記車載コンピュータは、前記車載コンピュータと前記相互接続装置の前記オーディオ
／ビデオインタフェースとの間の有線接続を介して、前記相互接続装置の前記制御装置に
接続される、
　請求項１２又は１３に記載の相互接続装置。
【請求項１５】
　前記ローカルエリアネットワークは、例えばＷｉ－Ｆｉタイプの無線ネットワークであ
る、
　請求項１から１４のいずれか１項に記載の相互接続装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タッチタブレット、スマートフォン、電
話、ディスプレイスクリーン、ビデオプロジェクタ等のような端末の移動通信ネットワー
ク（ワイドエリアネットワーク）に対する接続のための、外付けで、自立した、移動可能
な相互接続装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動可能な相互接続装置（Mobile interconnection devices）（例えば、３Ｇドングル
）が既に知られている。この移動可能な相互接続装置は、ユーザがＰＣ又はタブレットの
ような端末をモバイルインターネットアクセスのためのセルラネットワークへ接続させる
ことを可能とする。そのような装置は、１つの端末の接続だけを可能とする。さらに、そ
のような装置は、１つのセルラネットワークへの接続だけを可能とする。このため、その
ような装置を上記のセルラネットワークによってカバーされていないエリアにおける接続
を確立するために用いることができないことは明らかである。このことは、特にセルラネ
ットワークのカバレッジがしばしば１つの弱いネットワークに制限されている地方エリア
の、ユーザにとって不都合である。
【０００３】
　さらに、そのような装置群は、データレートが極めて低く、その装置群が接続している
ワイドエリアネットワークにおいて局所的に（つまり、その装置群の近くにおいて）利用
可能なレートが制限されており、これにより、極めて不満足なサービスしか提供すること
ができない。
【０００４】
　また、これらの装置群は、内部に無線送信／受信手段を持たない複数の表示装置を単に
接続するために用いることはできない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、既知の相互接続装置の欠陥の一部又は全部を修正できる、新規の相互接続装
置を提供する。
【０００６】
　さらに詳細には、本発明は、セルラネットワークタイプの複数のワイドエリアネットワ
ークの基地局との接続を確立するためのワイドエリアネットワークインタフェース、及び
、ローカル装置とワイドエリアネットワークインタフェースとの間の通信のためのローカ
ルエリアネットワークインタフェースを含む、相互接続装置に関する。
【０００７】
　複数のワイドエリアネットワークの基地局と接続を確立するためのワイドエリアネット
ワークインタフェースを持っているので、本発明の上記装置を、最大カバレッジ及びこれ
による地理的にできるだけ広範なサービスを持つために用いることが可能である。
【０００８】
　上記のローカルエリアネットワークは、好ましくは、例えばＷｉ－Ｆｉタイプの無線ネ
ットワークである。
【０００９】
　好ましくは、上記ローカルエリアネットワークインタフェースは、ワイドエリアネット
ワークインタフェースから受信した信号を複数のローカル装置の間で共有するために設計
されている。これにより、例えばＰＣ、タブレット、電話等のローカル装置をワイドエリ
アネットワークへ同時に接続することが可能となる。
【００１０】
　本発明の上記相互接続装置において、上記ワイドエリアネットワークインタフェースは
、ブロードバンド受信機及び選択装置を含んでいてもよい。上記ブロードバンド受信機は
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、５００ＭＨｚと３０００ＭＨｚの間の送信周波数を持つ複数のワイドエリアネットワー
クと関連する複数の基地局からの複数の通信信号を継続して受信するために設計されてい
る。上記選択装置は、複数の受信信号からより電力の高い信号を選択し、選択した信号を
送信する。
【００１１】
　ブロードバンド受信機は、本発明の上記装置がすべての上記ワイドエリアネットワーク
群からのすべての信号を受信することを可能とする。そして、上記選択装置は、最も電力
の高い信号を提供する、上記ネットワークを、より詳細には上記ネットワークの基地局を
選択する。このことは、地理的エリアが少なくとも１つのワイドエリアネットワークによ
ってカバーされている場合、ある瞬間のある地理的位置における本発明の上記装置の最高
の受信を保証する。
【００１２】
　好ましくは、上記選択装置は、また、複数の受信信号からより電力の高い新たな信号を
継続して選択するために設計されている。換言すれば、上記選択装置は、送信中の信号よ
りも電力の高い信号を検出すると直ぐに、基地局を変更する。これにより、選択装置は、
ユーザにとって最適なサービスを保証するために、最も電力の高い信号を選んで継続して
送信する。
【００１３】
　より好ましくは、上記ワイドエリアネットワークインタフェースは、また、上記ブロー
ドバンド受信機から受け取った複数の信号を増幅し、複数の増幅信号を上記選択装置へ送
出する、増幅器を含む。これにより、上記選択装置は、上記受信機で受信されたすべての
信号が比較的低い電力であるときでも、より電力の高い信号を容易に選ぶことができる。
さらに、上記選択された増幅信号は、上記ローカルエリアネットワークインタフェース又
はオーディオ／ビデオインタフェースを介してその増幅信号を受け取る上記ローカル装置
にとって、より高い品質（より高いレート、無中断のレート等）な信号である。これによ
り、上記の同じ情報を、同じサービス品質で複数のローカル装置へ同時に送信することが
可能となる。このように試験は、同じビデオデータストリームを、高画質及び高音質でテ
レビタイプ表示端末及びスマートフォン表示装置に同時に表示することが可能であること
を示している。また、上記ローカルエリアネットワークの範囲は、より品質の高い上記信
号に起因して、より広い。例えば、試験は、互いに上記相互接続ユニットから４００ｍ以
上離れた、スマートフォンからのプリンタにおけるプリント、及び、上記ローカルエリア
ネットワークインタフェースを介した互いの通信が可能であることを示している。
【００１４】
　１つの変形例によれば、上記増幅器は、また、上記複数の受信信号の少なくとも１つが
最大値よりも高い電力を有している場合、上記ブロードバンド受信機から受け取った複数
の信号を減衰して、複数の減衰信号を上記選択装置へ送信するように設計されている。換
言すれば、上記増幅器は、また、上記ブロードバンド受信機がその電力が最大値よりも高
い少なくとも１つの信号を受信した場合、例えば、本発明の上記相互接続装置がワイドエ
リアネットワークの基地局の直ぐ近くに位置している場合、減衰器として機能してもよい
。このように、上記ローカルエリアネットワークインタフェースで減衰信号を再送するこ
とにより、直ぐ近くの上記ワイドエリアネットワーク群は乱されない。
【００１５】
　上記ワイドエリアネットワークインタフェースにおいて、上記ブロードバンド受信機は
、好ましくは、取り外し可能なメモリ（例えば、ＳＩＭ）内の、ワイドエリアネットワー
クに対する署名（subscription）に対応する接続データを読み取り、基地局との間の接続
を確立するために、上記読み取った接続データを、ある瞬間のある場所でアクセス可能な
すべての基地局へ送信し、上記受信機が接続した各基地局から信号を受信するために設計
されている。
【００１６】
　１つのワイドエリアネットワークに対する署名は、上記ブロードバンド受信機が、他の
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オペレータに属する他のワイドエリアネットワーク群の基地局を含む上記モバイルネット
ワークにおけるすべての上記基地局から送信されたすべての上記データ信号を受信するの
に十分である。また、信号群は、同じネットワークにおける複数の基地局から受信されて
もよい。また、５００ＭＨｚと３０００ＭＨｚの間の受信は、ＧＳＭ、３Ｇ、３Ｇ＋、４
Ｇ等の如何なるタイプのセルラネットワークからの信号も受信可能とすることができる。
【００１７】
　また、本発明の上記装置は、上記ワイドエリアネットワークインタフェースから受け取
った信号を保持し、該信号を上記ローカルエリアネットワークインタフェースへ送出する
ための、バッファメモリを含んでいてもよい。このように、上記データは、上記ワイドエ
リアネットワークインタフェースによって一時的に保持され、そして上記接続されたロー
カル装置群に従って着実に上記ローカルエリアネットワークインタフェースへ送出される
。上記受信信号は、第１のレートで保持されて、第１のレートと異なる第２のレートで送
出されてもよい。このことは、上記ローカル装置からの要求に従った、上記ローカルエリ
アネットワークにおいて送信される信号のバッファマネージングを可能とする。
【００１８】
　上記バッファメモリは、好ましくは、上記受信信号を保持して、所定時間だけシフトさ
れた信号を上記ローカルエリアネットワークインタフェースへ送信するために設計されて
いる。このことは、上記相互接続装置が、例えば上記ワイドエリアネットワークインタフ
ェースによるデータ受信の合間に又は基地局の自動的な切り替え（automatic changeover
）の間に、データを、上記ローカルエリアネットワークインタフェースを介して上記ロー
カル装置群へ継続して与えることを可能とする。
【００１９】
　さらに、本発明の上記装置は、ビデオ出力端子及びオーディオ／ビデオデコーダを含む
オーディオ／ビデオインタフェースを含んでいてもよい。上記ビデオ出力端子は、ビデオ
フォーマットにおける有線接続を介して、端末のようなローカル装置の接続を可能とする
。上記オーディオ／ビデオデコーダは、上記ワイドエリアネットワークインタフェースか
ら受け取った信号を、ビデオフォーマットの信号へ変換し、変換後の信号を上記ビデオ出
力端子に送出するために設計されている。
【００２０】
　このように本発明の上記装置は、ワイドエリアネットワークへの簡単な有線接続で、表
示端末（例えばスクリーン、ビデオプロジェクタ）を提供する。当然のことながら、ビデ
オ出力端子にアクセス可能な信号のビデオフォーマットは、接続される可能性のある上記
表示装置に適している。例えば、ＨＤＭＩ、ＨＤＴＶ等のフォーマットが、スクリーン、
ビデオプロジェクタ、テレビ等の接続のために選ばれる。
【００２１】
　好ましくは、上記オーディオ／ビデオデコーダは、また、フィルタ処理された信号の全
部又は一部がオーディオ信号である場合、上記フィルタ処理された信号のオーディオ部分
を、オーディオフォーマットの信号に変換し、変換後の信号を上記オーディオ／ビデオ装
置の無線周波数送信機へ送信するために設計されている。このように、上記ワイドエリア
ネットワークから受け取ったオーディオ信号を再生するために、スピーカ群を無線周波数
によって接続することが可能となる。
【００２２】
　さらに、本発明の上記装置は、ユーザの指示を指示送信装置を介して受信し、受信した
ユーザ指示に従って、上記ワイドエリアネットワークインタフェースと上記ローカルエリ
アネットワークインタフェースともし適用可能であれば上記バッファメモリ及び／又は上
記オーディオ／ビデオインタフェースとを制御するために設計された制御装置を含んでい
てもよい。
【００２３】
　このように、上記制御装置は、受信したユーザ指示から、本発明の上記相互接続装置の
すべての要素の働きを制御する。
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【００２４】
　１つの態様によれば、上記制御装置は、指示メモリ及びマイクロプロセッサを含む。上
記指示メモリは、上記複数のインタフェース及び／又は上記メモリを制御するための一連
の指示群、ユーザ指示に対応する一連の制御指示群を保持するためのものである。上記マ
イクロプロセッサは、受け取ったユーザ指示に応じた一連の制御指示群を実行するための
ものである。
【００２５】
　上記指示送信装置は、例えば、キーボード及び／又はマウス、及び／又は、タッチスク
リーン、及び／又は、パーソナルコンピュータ、タッチタブレット、スマートフォン、電
話等、及び／又は、車載コンピュータを含んでいる。上記キーボード及び／又はマウスは
、例えばブルートゥースリンクによって上記制御装置へ接続される。上記タッチスクリー
ンは、上記オーディオ／ビデオインタフェースを介して上記制御装置と接続される。上記
パーソナルコンピュータ、タッチタブレット、スマートフォン、電話等は、上記ローカル
エリアネットワークインタフェースを介して上記制御装置へ接続される。上記車載コンピ
ュータは、例えば上記車載コンピュータと本発明の上記相互接続装置の上記オーディオ／
ビデオインタフェースとの間の有線接続を介して、上記相互接続装置の上記制御装置へ接
続される。
【００２６】
　より一般的には、上記指示送信装置は、ブルートゥースリンクを介して、上記ローカル
エリアネットワークインタフェースを介して、又は、上記オーディオ／ビデオインタフェ
ースを介して、上記制御装置に接続可能で、且つ、少なくとも１つの制御指示を生成する
ために設計された、如何なる物であってもよい。
【００２７】
　上記相互接続装置は、その普遍的側面のために特に有用である。その相互接続装置は、
次の高速接続のためにデザインされている。まず、Ｗｉ－Ｆｉを介した電話、スマートフ
ォン、タブレット等のいかなるタイプの通信機器の高速接続である。また、ブルートゥー
スシンクを介したキーボード、マウス等のいかなるタイプのコントロールアクセサリの高
速接続である。また、ビデオフォーマットのリンクを介した表示端末、テレビ等、無線リ
ンクを介したサウンドブロードキャストスピーカシステム等、プリンタ等のいかなるタイ
プのブロードキャストマルチメディア情報のためのアクセサリの高速接続である。
【００２８】
　本発明の上記相互接続装置は、種々の接続された機器のために次のことを可能とする。
まず、セルラワイドエリアネットワークとのデータ交換、例えば、電話、スマートフォン
、タブレット、ＰＣ等のためのセルラネットワークを介したインターネットアクセスであ
る。また、電話、スマートフォン等のためのセルラネットワークを介した第三者との電話
通信である。また、上記相互接続装置を介して相互接続された２つの装置間でのデータ又
は指示群の交換、例えば、上記制御装置のメモリ、上記相互接続装置に接続された電話、
スマートフォン、ＰＣ等のメモリ、上記相互接続装置に接続された外付けの記憶装置（例
えば、ＮＡＳ、Network Attached Storage unit）等に保持されているデータに基づく、
表示端末での画像表示、又は、上記相互接続に接続された複数のスピーカでのオーディオ
ブロードキャスティングである。
【００２９】
　また、本発明の上記相互接続装置は、例えばネットワークカバレッジが不確かであるエ
リアにおいて電話ネットワークからの信号を受信する能力で特に有用である。
【００３０】
　また、本発明の上記相互接続装置は、例えば上記相互接続装置が移動するとき、上記相
互接続装置が移動中の車の中で使用されているときに、上記ローカルエリアネットワーク
において接続状態に留まってゆっくりと安定した信号を供給する能力で特に有用である。
【００３１】
　また、本発明の上記装置は、次のシステムの操業をリモートコントロールするために、
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道路通信システムの、産業設備の操業を管理するためのシステムの、ビル暖房設備等を管
理するためのシステムの、上記ワイドエリアネットワークへの簡単な接続を可能とするこ
ともできる。
【００３２】
　本発明の上記装置は、少なくとも１つの警告指示を生成するように設計された接続可能
装置による上記相互接続装置の上記制御装置への高速接続を可能とすることもできる。そ
の接続可能装置は、例えば、次のようなものである。着用者の生理パラメータ（例えば脈
拍）が期待された範囲から外れた場合に警告信号を生成するように設計された時計である
。また、着用者の転倒が検出された場合に警告信号を生成するように設計された転倒検出
ユニットである。また、屋内電気機器のパラメータ（例えば、コールドルームの内部温度
）が許容最大値よりも高くなった場合に警告指示を生成するように設計された屋内電気機
器を制御するための装置である。また、車においてショック又は重大な障害が検出された
場合に警告信号を生成するように設計された車載コンピュータである。
【００３３】
　これら最後の例示において、本発明の上記装置では、上記制御装置は、適切な一連の指
示群を上記指示メモリに保持して、上記制御装置が警告信号を受信したときに、監視ステ
ーション、第三者のスマートフォン、第三者のメッセージサーバ等のような遠隔装置への
送信のために、上記制御装置が警告信号を上記ワイドエリアネットワークインタフェース
へ又は上記ローカルエリアネットワークインタフェースへ送信するようにする。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本発明がより良く理解されるであろう。また、本発明の他の特徴及び効果は、本発明の
相互接続装置の例示的な実施形態の以下の記述を参照することにより明らかになるであろ
う。これらの例示は、非制限的に与えられている。その記述は、図１が相互接続装置の機
能図である添付の図面と共に読まれるべきである。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　上記の通り、本発明は、相互接続装置に関し、この相互接続装置は、ワイドエリアネッ
トワークインタフェース１０と、ローカルエリアネットワークインタフェース２０とを含
んでいる。ワイドエリアネットワークインタフェース１０は、セルラネットワークタイプ
の複数のワイドエリアネットワークにおける基地局との接続を確立するために設計されて
いる。ローカルエリアネットワークインタフェース２０は、ローカル装置とワイドエリア
ネットワークインタフェース１０との間で通信するように設計されている。
【００３６】
　代表される例では、上記ワイドエリアネットワークは、セルラネットワーク、モバイル
インターネットへのアクセスを許容する移動電話ネットワークである。ローカルエリアネ
ットワークは、Ｗｉ－Ｆｉネットワークである。Ｗｉ－Ｆｉネットワークには、電話、ス
マートフォン、プリンタ等の複数のローカル装置が既知の方法で接続されていてもよい。
ローカルエリアネットワークインタフェース２０は、ワイドエリアネットワークインタフ
ェース１０から受け取った信号をすべてのローカル装置の間で共有するように設計されて
いる。また、ローカルエリアネットワークインタフェース２０は、ローカル装置群がデー
タ及び／又は指示群を交換すること、又は、ワイドエリアネットワーク上でアクセス可能
な遠隔装置との間でデータ及び／又は指示群を交換することを可能とするように設計され
ている。
【００３７】
　ワイドエリアネットワークインタフェース１０は、ブロードバンド受信機１１を含み、
このブロードバンド受信機１１は、複数のワイドエリアネットワークに関連する複数の基
地局からの複数の通信信号を継続して受信するように設計されている。ブロードバンド受
信機１１は、５００ＭＨｚから３０００ＭＨｚの間の送信周波数を持つすべての信号を受
信する。
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【００３８】
　ワイドエリアネットワークインタフェース１０には、ワイドエリアネットワークへの署
名に対応する接続データを記憶する、ＳＩＭデータカードタイプのメモリカードを配置す
るための領域が設けられている。ブロードバンド受信機１１は、上記メモリカード内の接
続データを読み出し、読みだした接続データをある瞬間のある場所でアクセス可能なすべ
ての基地局へ該基地局との接続を確立するために送信し、ブロードバンド受信機１１が接
続されている各基地局からの信号群を受信するように設計されている。
【００３９】
　また、ワイドエリアネットワークインタフェース１０は、選択装置１２を含んでいる。
選択装置１２は、複数の受信信号からより電力の高い信号を選択し、選択した信号を送信
するように設計されている。また、選択装置１２は、複数の受信信号からより電力の高い
新たな信号を継続して選択し、選択した信号を送信するように設計されている。
【００４０】
　また、ワイドエリアネットワークインタフェース１０は、ブロードバンド受信機１１か
ら受け取った複数の信号を増幅し、複数の増幅信号を選択装置１２へ送出するように設計
された、増幅器１３を含む。増幅器１３は、リバーシブルである。すなわち、増幅器１３
は、複数の受信信号の少なくとも１つが最大値よりも高い電力を有している場合、ブロー
ドバンド受信機１１から受け取った複数の信号を減衰して、複数の減衰信号を選択装置１
２へ送出するように設計されている。これにより、直ぐ近くのワイドエリアネットワーク
群は乱されない。
【００４１】
　ブロードバンド受信機１１は、現在位置している場所でアクセス可能なすべてのモバイ
ルデータネットワーク群からの信号群を受信する。そして、選択装置１２は、ある瞬間の
ある場所において利用可能な最も良いネットワークを選択する。選択装置１２は、ブロー
ドバンド受信機１１から受け取った複数の信号を継続してモニタし、他のネットワークに
おいてより高い電力の信号が検出されるとすぐに、ネットワークを切り替える。増幅器１
３は、ブロードバンド受信機１１と選択装置１２の間に位置して、信号群のすべてを増幅
する。これにより、特にすべての受信信号の電力が極めて弱いときに、選択装置１２の動
作を容易にすることができる。さらに、増幅信号によって、上記相互接続装置にローカル
接続している複数の上記装置は、最高の信号を受け取ることを保証されている。
【００４２】
　また、本発明の上記相互接続装置は、上記ワイドエリアネットワークからのデータを一
時的に保持するためのバッファメモリ３０を含んでいる。バッファメモリ３０は、上記ワ
イドエリアネットワークインタフェース１０から受け取った信号を第１のレートで保持し
、保持した信号を上記ローカルエリアネットワークインタフェース２０へ第２のレートで
送出する。バッファメモリ３０は、受信信号を、１５秒から６０秒のオーダーの所定の遅
延だけ時間軸方向でシフトして上記ローカルエリアネットワークインタフェース２０へ送
出する。これにより、上記ワイドエリアネットワークインタフェース１０がより電力の高
い信号を検出したために基地局を切り替えている間に、上記ローカルエリアネットワーク
インタフェース２０は、バッファメモリ３０からのデータを信号の中断無しに受信し続け
る。このように信号の如何なる変化も、上記オーディオ／ビデオインタフェース（以下参
照）又は上記ローカルエリアネットワークインタフェース２０に接続されている上記複数
のローカル装置にとってはトータルでは目に見えない。
【００４３】
　また、本発明の相互接続装置は、オーディオ／ビデオインタフェース４０を含んでいる
。オーディオ／ビデオインタフェース４０は、ビデオ出力端子４１と、オーディオ／ビデ
オデコーダ４３とを含んでいる。ビデオ出力端子４１は、ビデオフォーマットにおける有
線接続を介して、表示端末のようなローカル装置の接続を可能とする。オーディオ／ビデ
オデコーダ４３は、上記ワイドエリアネットワークインタフェース１０から受け取った信
号を、ビデオフォーマットの信号へ変換し、変換後の信号をビデオ出力端子４１に送出す
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るように設計されている。
【００４４】
　代表する例では、オーディオ／ビデオデコーダ４３は、受信信号の全部又は一部がオー
ディオ信号である場合、上記受信信号のオーディオ部分を、オーディオフォーマットの信
号に変換し、変換後の信号をオーディオ／ビデオインタフェース４０の無線周波数送信機
４５へ送出するように設計されている。
【００４５】
　また、代表する例では、上記表示端末は、テレビ（ＴＶ）４２であり、コンピュータの
スクリーン、ビデオプロジェクタ等の他のタイプの表示端末であってもよい。
【００４６】
　また、上記相互接続装置は、制御装置５０を含んでいる。制御装置５０は、指示送信装
置を介してユーザ指示群を受信し、ワイドエリアネットワークインタフェース１０、ロー
カルエリアネットワークインタフェース２０、バッファメモリ３０、及び、オーディオ／
ビデオインタフェース４０を、受け取ったユーザ指示に従って制御する。
【００４７】
　制御装置５０は、指示メモリ５１と、マイクロプロセッサ５２とを含んでいる。指示メ
モリ５１は、上記インタフェース１０，２０，３０及び上記メモリ３０を制御するための
一連の指示群、つまりユーザ指示に対応する一連の制御指示群を保持するためのものであ
る。マイクロプロセッサ５２は、受け取ったユーザ指示に応じた一連の制御指示群を実行
するためのものである。
【００４８】
　代表する例における上記指示送信装置は、ブルートゥースリンクによって上記制御装置
５０に接続された、キーボード６１及びマウス６２を含む。より一般的には、ネットワー
クインタフェース２０、オーディオ／ビデオインタフェース４０、又はブルートゥースリ
ンクを介して制御装置５０に接続された上記相互接続装置に接続された、すべての端末群
（表示端末４２、移動電話、コンピュータ６３、スマートフォン６４等）は、制御装置５
０へ指示群を送信してもよい。
【００４９】
　上記相互接続装置からなる上記利用によれば、上記指示送信装置は、タッチスクリーン
と、パーソナルコンピュータ、タッチタブレット、スマートフォン、電話等と、車載コン
ピュータとを含んでいてもよい。上記タッチスクリーンは、上記オーディオ／ビデオイン
タフェース４０を介して上記制御装置５０と接続されている。上記パーソナルコンピュー
タ、タッチタブレット、スマートフォン、電話等は、上記ローカルエリアネットワークイ
ンタフェース２０を介して上記制御装置５０と接続されている。上記車載コンピュータは
、例えば上記車載コンピュータと本発明の上記相互接続装置のオーディオ／ビデオインタ
フェース４０との間の有線接続を介して、上記相互接続装置の制御装置５０と接続されて
いる。
【００５０】
　好ましくは、本発明の上記相互接続装置は、上記相互接続装置に含まれているすべての
装置に電力を供給する、蓄電池（accumulator）が備えられている。これにより、上記相
互接続装置は、完全に自立しており、つまり、電力供給ネットワークに接続される必要が
なく、よって、旅行中に使用することもできる。
【００５１】
　図１において、太い矢印は、ワイドエリアネットワークインタフェース１０と上記種々
のローカル装置との間のダウンストリームデータのルートを示している。細い矢印は、本
発明の上記装置の制御装置５０及び種々の要素と、それに接続されている上記ローカル装
置群との間の、指示の送信を示している。
【００５２】
　相互接続装置のプロトタイプが既に作られている。そのプロトタイプは、すべてが１つ
のユニットに収められ、おおよそ１２０から２００グラムのスマートフォンのサイズであ
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又は、車のグローブボックスに入れておくこともできる。
【００５３】
　上記プロトタイプは、スマートフォンでの電話又は移動電話ネットワークでの電話をす
ることができないような人里離れた地理的エリアにおける、テストが成功している。また
、３Ｇ信号が存在する場所におけるトライアルは、最適条件にある同じスマートフォンが
、本発明の上記相互接続装置を介して接続することによって、ユーザが登録されているオ
ペレータのネットワークに直接接続することによるよりも、最大で１０倍多くの信号を受
信することを示している。また、トライアルは、移動中の電車及び自動車においても為さ
れており、信号の中断無しに、また、ビデオストリームをとても良い状態で見ることがで
きる程の流れるような一定のレートで、スマートフォンにおいてとても高品質のデータレ
ートが得られている。
【００５４】
　本発明の上記相互接続装置は、ローカルエリアネットワークを構築して該ネットワーク
へ建物の中又は周りに存在するすべての接続可能な装置（マルチメディア設備（multimed
ia equipment）、暖房及び／又はエアーコンディショニングシステム、シャッター、屋内
電気器具等）を接続するために、つまり、それらを互いに接続しまたそれらをインターネ
ットへ接続するために、建物（自宅、会社等）の中でも用いられることができる。
【００５５】
　また、本発明の上記相互接続装置は、ユーザのすべてのマルチメディア設備の完璧なイ
ンターネット接続が如何なる時も得られるように、ユーザによって持ち運ばれてもよい。
また、上記相互接続装置は、車に備えられてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１０　ワイドエリアネットワークインタフェース
１１　ブロードバンド受信機
１２　信号選択装置
１３　増幅器
１４　ＳＩＭデータ
２０　ローカルエリアネットワークインタフェース（Wi-Fi）
３０　バッファメモリ
４０　オーディオ／ビデオインタフェース
４１　ビデオ出力端子、例えば、ＨＤＭＩ端子
４２　表示端末、例えば、テレビ（ＴＶ）
４３　オーディオ／ビデオデコーダ
４５　オーディオ送信機、例えば、無線周波数
５０　制御装置
５１　指示メモリ
５２　マイクロプロセッサ
６１　キーボード
６２　マウス
６３　ラップトップコンピュータ
６４　電話、スマートフォン
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【国際調査報告】
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