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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子機器３００と、これを制御するための中央制御装置１００を使用して行われ
る複数機器の自動相互の連動制御方法において、
　各電子機器３００が実行できる機能を組み合わせて、特定の順序で実行する動作モード
を設定し、中央制御装置１００に貯蔵する動作モード設定段階Ｓ１００と、
　設定された複数の動作モードの中で実行する動作モードを選択する動作モード選択段階
Ｓ２００と、
　選択した動作モードに応じて、各電子機器を制御する制御段階Ｓ３００、
とからなり、
　前記制御段階Ｓ３００は、中央制御装置１００から選択された動作モードに設定された
最初の機能を実行する電子機器３００の固有コードと選択された動作モードが含まれる制
御信号を転送する制御信号転送段階Ｓ３２１と、
　該電子機器３００の端末機制御装置２００から受信した制御信号を分析して、電子機器
３００が動作モードの当該機能を実行する機能を実行段階Ｓ３２２と、
　電子機器３００で該機能を実行した後、端末機制御装置２００で、次の機能を実行する
電子機器３００の固有コードと選択された動作モードが含まれる制御信号を転送する相互
連動の制御信号の転送段階Ｓ３２４とからなり、
　動作モード上の第二の機能を実行する電子機器３００からは前記機能実行段階Ｓ３２２
との相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３２４だけを実行することを特徴とする複数機器の
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自動相互の連動制御方法。
【請求項２】
　前記相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３２４は、現在電子機器３００で実行した機能を
削除した動作モードを制御信号に含み、次の機能を実行する電子機器３００の端末機制御
装置２００に転送することを特徴とする、請求項１記載の複数機器の自動相互の連動制御
方法。
【請求項３】
　前記の機能を実行する段階Ｓ３２２の後に端末機制御装置２００からの機能の実行完了
信号を中央制御装置１００に転送するフィードバックの段階Ｓ３２３を含むことを特徴と
する、請求項１に記載の複数機器の自動相互の連動制御方法。
【請求項４】
　前記動作モードは、外部機器４００から設定して、中央制御装置１００に転送、又は中
央制御装置１００から直接設定することを特徴とする、請求項１記載の複数機器の自動相
互の連動制御方法。
【請求項５】
　複数の電子機器３００と、これを制御するための中央制御装置１００を使用して行われ
る複数機器の自動相互の連動制御方法において、
　各電子機器３００が実行できる機能を組み合わせて、特定の順序で実行する動作モード
を設定し、中央制御装置１００に貯蔵する動作モード設定段階Ｓ１００と、
　設定された複数の動作モードの中で実行する動作モードを選択する動作モード選択段階
Ｓ２００と、
　選択した動作モードに応じて、各電子機器を制御する制御段階Ｓ３００、
とからなり、
　前記動作モード設定段階Ｓ１００において、前記中央制御装置１００は、設定された複
数の動作モードのすべてを各電子機器３００の端末機制御装置２００に転送し、各電子機
器３００の端末機制御装置２００は、これを受信し、内部に備えた第２貯蔵部２２０に貯
蔵し、
　前記制御段階Ｓ３００は、前記中央制御装置１００で選択された動作モードに設定され
た最初の機能を実行する電子機器３００の固有コードと選択された動作モードのコードと
実行する機能が動作モードでは、何番目かの位置情報を含む制御信号を転送する制御信号
転送段階Ｓ３３１と、
　当該電子機器３００の端末機制御装置２００では、受信した制御信号を分析し、第２貯
蔵部２２０に貯蔵された動作モードで当該動作モードを選択し、選択した動作モードで実
行する機能を選択して、電子機器３００が該機能を実行する機能実行段階Ｓ３３２と、 
　電子機器３００で該機能を実行した後、端末機制御装置２００で、次の機能を実行する
電子機器３００の固有コードと選択された動作モードのコードと、次回実行する機能の位
置情報が含まれる制御信号を転送する相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３３４とからなり
、
　動作モード上の第二の機能を実行する電子機器３００からは前記機能実行段階Ｓ３３２
と相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３３４だけを実行することを特徴とする複数機器の自
動相互の連動制御方法。
【請求項６】
　前記の機能を実行する段階Ｓ３３２の後に端末機制御装置２００からの機能の実行完了
信号を中央制御装置１００に転送するフィードバックの段階Ｓ３３３を含むことを特徴と
する、請求項５に記載の複数機器の自動相互の連動制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数機器の自動相互の連動制御方法に関し、さらに詳細には、１つの中央制
御装置を介して、複数の電子機器の機能をそれぞれ制御しなくても、複数の電子機器それ
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ぞれの機能を組み合わせて設定した動作モードに応じて容易に制御することができる、す
なわち、中央制御装置において設定した動作モード一回のコマンド(command)で複数機器
のすべての動作を相互に連動して制御することができる 複数機器の自動相互の連動制御
方法に関する。 
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、遠隔制御装置（リモコン）は、テレビ（television）、ディーブイディー（
digital versatile disc：ＤＶＤ）、ブイシーアール（videocassette recorder：ＶＣＲ
）、ケーブル（cable）放送、セットトップボックス（settop box：以下STBと略称する）
、オーディオ（audio）、およびその他のリモートコントロール機器を遠隔から制御周波
数の無線送信を介して各電子製品を制御する装置であって、各リモコンは、赤外線信号送
出時に、特定メーカーの電子製品と他のメーカーの電子製品を区別するために、各メーカ
ーの電子製品ごとに別々に約定された制御コードに応じて、赤外線信号を送出する。 
【０００３】
　ところが、一つの家庭で複数種類の電子製品を用いる場合は、相応する数のリモコンを
使用することになり、複数のリモコンを管理するのに困難があるだけでなく、ユーザが新
しい電子製品を選択して使用する場合は、そのたびにリモコンを変えるため不便であった
。
【０００４】
　これを解決するために、最近では、1つのリモコンで複数の電子機器を制御することが
できるユニバーサルリモコン（Universal Remote Controller）が商用化された。 
【０００５】
　ユニバーサルリモコンの登場により、様々な電子機器などを制御するために、その電子
機器をそれぞれのリモコンを用いて制御することなく、1つのリモコンで前記の電子製品
をすべて制御できるようになった。 
【０００６】
　このようなユニバーサルリモコンの一例として、図１及び図２に図示する特許文献１に
記載された技術があるが、その技術的特徴は、ジグビー（ZigBee）コーディネータが実現
された電子製品と、ジグビー（登録商標）のモジュールが搭載された電子製品からなるジ
グビーネットワークにおいて、操作のためのキーパッド２１とジグビーの通信プロトコル
に応じて、前記ジグビーコーディネータと通信するとともに、前記ジグビーモジュールと
通信して制御コマンドを前記電子製品側に送信し、結果を受信するジグビーモジュール２
３と動作状態を表示する表示部２４と、前記ジグビーモジュール２３を介して前記ジグビ
ーコーディネータと通信して、バインディングテーブルの受信を受けて貯蔵しており、前
記キーパッド２１の操作に応じて選択された制御対象に対して制御コマンドを前記モジュ
ール２３を介して送信し、動作状態を前記表示部２４に表示する制御部２２を備えたこと
を特徴とする。 
【０００７】
　ところが、特許文献１に記載された技術は、前述したように、１つのリモコンを用いて
、複数の電子機器を制御することができる利点はあるが、各機器の動作を制御するために
は、それぞれの動作を実行するたびに、動作に対応するコマンドをユーザが直接、ボタン
を押して信号を転送しなければならないであるから、複数の動作を実行するためには、複
数回の制御信号をユーザが直接送出しなければならない面倒な問題がある。 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－０６９３２２４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本発明は、前記した問題点を解決するために案出されたものであり、本発明の目的は、
電子機器を制御するための制御信号を送出する中央制御装置と、前記中央制御装置から送
信される信号を受信できる端末制御装置を備えた複数の電子機器からなり、ユーザが１つ
の中央制御装置を介して複数の電子機器のすべての動作を相互に連動して、順次的にすべ
て制御することができる複数機器の自動相互の連動制御方法を提供するものである。 
【００１０】
また、本発明の他の目的は、複数の電子機器を制御するための中央制御装置に貯蔵部を備
え、前記貯蔵部に、それぞれの電子機器が実行できるすべての機能又は一部の機能を組み
合わせて、ユーザが設定した順序に従って実行するようにする動作モードを貯蔵すること
により、ユーザが、各機器が実行する動作モードを設定するとなると、中央制御装置は、
各電子機器に設置された端末機制御装置に、各電子機器が実行すべき機能を設定された動
作モードに応じて転送し、複数の電子機器がユーザによって設定された動作モードに応じ
て自動的にそれぞれの機能を設定された順序に従って実行するようにして、さらに容易に
複数の電子機器を制御することができる複数機器の自動相互の連動制御方法を提供するこ
とにある。 
【００１１】
　また、本発明の別の目的は、従来の電子機器に端末機制御装置のみを設置し、中央制御
装置を用いて、従来の電子機器を制御することができるようになり、それぞれの制御装置
が動作モードに応じて機能を実行、完了するとき、完了信号を中央制御装置に転送するこ
とにより、中央制御装置から各機器の現在の状態を一目で分かるようにする複数機器の自
動相互の連動制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような問題点を解決するための本発明は、複数の電子機器と、それを制御するため
の中央制御装置を用いて行われる複数機器の自動相互の連動制御方法において、各電子機
器が実行できる機能を組み合わせて、特定順序で実行するようにする動作モードを設定し
て、中央制御装置に貯蔵する動作モード設定段階と、設定された複数の動作モードの中で
実行する動作モードを選択する動作モードの選択段階と、選択した動作モードに応じて、
各電子機器を制御する制御段階とからなることを特徴とする。 
【００１３】
　ここで、前記制御段階では、前記中央制御装置から選択された動作モードの設定された
順序に基づいて、それぞれの電子機器の端末機制御装置に制御信号を転送して制御するこ
とを特徴とする。 
【００１４】
　そして、前記制御段階は、中央制御装置で選択した動作モードで設定された順序に基づ
いて、該機能を実行するための電子機器の固有コードと、実行する機能を含む制御信号を
転送する制御信号の転送段階と、当該電子機器の端末機制御装置から受信した制御信号を
分析して、電子機器が制御信号に含まれる機能を実行する機能実行段階とからなることを
特徴とする。 
【００１５】
　このとき、電子機器が、当該機能を実行した後、端末機制御装置から機能実行完了信号
を中央制御装置に転送するフィードバックの段階をさらに含むことを特徴とする。 
【００１６】
　また、前記制御段階は、中央制御装置から選択された動作モードに設定された最初の機
能を実行する電子機器の固有コードと選択された動作モードが含まれている制御信号を転
送する制御信号転送段階と、当該電子機器の端末機制御装置から受信した制御信号を分析
して、電子機器が動作モードの当該機能を実行する機能実行段階と、電子機器で当該機能
を実行した後、端末機制御装置で、次の機能を実行する電子機器の固有コードと選択され
た動作モードが含まれている制御信号を転送する相互連動の制御信号転送段階で行われて
、動作モード上の第二の機能を実行する電子機器からは、前記機能の実行段階と、相互連
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動の制御信号の段階のみを実行することを特徴とする。 
【００１７】
　ここで、前記相互連動の制御信号の転送段階では、現在電子機器で実行される機能を削
除した動作モードを制御信号に含ませて、次の機能を実行する電子機器の端末機制御装置
に転送することを特徴とする。 
【００１８】
　一方、前記動作モード設定段階において、前記中央制御装置は、設定された複数の動作
モードすべてを、各電子機器の端末機制御装置に転送し、各電子機器の端末機制御装置は
、これを受信して、内部に備えられた第２貯蔵部に貯蔵することを特徴とする。 
【００１９】
　このとき、前記制御段階では、前記中央制御装置から選択された動作モードに設定され
た最初の機能を実行する電子機器の固有コードと選択された動作モードのコードと実行す
る機能が動作モードで何番目かという位置情報を含む制御信号を転送する制御信号転送段
階と、当該電子機器の端末機制御装置では、受信した制御信号を分析して、第２貯蔵部に
貯蔵された動作モードで、当該動作モードを選択し、選択した動作モードで実行する機能
を選択して、電子機器が、該機能を実行する機能実行段階と、電子機器で当該機能を実行
した後、端末機制御装置で、次の機能を実行する電子機器の固有コードと選択された動作
モードのコードと、次回実行する機能の位置情報が含まれている制御信号を転送する相互
連動の制御信号転送段階を含み、動作モード上の第二の機能を実行する電子機器からは、
前記機能実行段階と、相互連動の制御信号の転送段階のみを実行することを特徴とする。
【００２０】
　そして、前記機能実行段階の後、端末機制御装置からの機能の実行完了信号を中央制御
装置に転送するフィードバックの段階が備えられることを特徴とする。 
【００２１】
　一方、前記動作モードは、外部機器から設定して、中央制御装置に転送し，又は中央制
御装置から直接設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、電子機器を制御するための制御信号を送出する中央制御装置と、前記中央制
御装置から転送する信号を受信できる端末機制御装置を備えた複数の電子機器を備え、ユ
ーザが、１つの中央制御装置を介して複数の電子機器を相互連動して、順次すべて制御す
ることができる効果がある。 
【００２３】
　また、本発明は、複数の電子機器を制御するための中央制御装置に貯蔵部を備え、前記
貯蔵部に、それぞれの電子機器が実行できるすべての機能又は一部の機能を組み合わせて
、ユーザが設定した順序に応じて実行する動作モードを貯蔵することにより、各機器が実
行する動作モードをユーザが設定すると、中央制御装置は、各々の電子機器に設置された
端末機制御装置に、各電子機器が実行すべき機能を設定された動作モードに応じて転送し
、複数の電子機器がユーザによって設定された動作モードに応じて自動的にそれぞれの機
能を設定された順序に従って実行し、より容易に複数の電子機器を制御することができる
効果がある。
【００２４】
　また、本発明は、従来の電子機器に端末機制御装置のみを設置することで足り、中央制
御装置を使用して、従来の電子機器を制御することができ、各々の制御装置が動作モード
に応じて機能を実行した後、 各々の機能を完了すると、完了信号が中央制御装置に転送
されるため、中央制御装置において各機器の現在の状態が一目で分かる、という効果があ
る。 
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来の制御装置のブロック図である。
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【図２】従来の制御装置のフローチャートである。
【図３】本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の概念図である。
【図４】本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法のフローチャートである。
【図５】本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法を実現するための装置の一例を
示すブロック図である。
【図６】本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の制御段階のフローチャートで
ある。
【図７】本発明の他の実施の形態に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の制御段階の
フローチャートである。
【図８】図７の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照にして本発明の望ましい実施の形態をより詳細に説明する。図面上の
同一の構成要素については同一の参照符号を使用し、同一の構成要素について重複する説
明は省略する。本発明は、複数の異なる形で実現されることがあり、記述された実施の形
態に限定されない。
【００２７】
　図３は、本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の概念図であり、図４は、本
発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法のフローチャートである。図５は、本発明
に係る複数機器の自動相互の連動制御方法を実現するための装置の一例を示すブロック図
、図６は、本発明に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の制御段階のフローチャート
である。図７は、本発明の他の実施の形態に係る複数機器の自動相互の連動制御方法の制
御段階のフローチャートであり、図８は、図７の概念図である。 
【００２８】
　本発明は、中央制御装置１００と、各電子機器（３００、本発明において電子機器とは
電気電子的に制御が可能なすべての機器を含むものである。）に備えられる端末機制御装
置２００を介して、複数の電子機器３００を制御可能な複数機器の自動相互の連動制御方
法に関するもので、図３～図５に示すように、各電子機器３００が実行できる機能を組み
合わせて、特定順序で実行する動作モードを設定して、中央制御装置１００に貯蔵する動
作モード設定段階Ｓ１００と、設定された複数の動作モードの中で実行する動作モードを
選択する動作モード選択段階Ｓ２００と、選択された動作モードに応じて、各電子機器３
００を制御する制御段階Ｓ３００とからなる。 
【００２９】
　ここで、前記中央制御装置１００は、各電子機器３００の機能と動作モードが貯蔵され
る第１貯蔵部１２０と、各電子機器３００を制御するための制御信号を送出する第１送受
信部１３０と、前記第１貯蔵部１２０に貯蔵されたデータに基づいて制御信号を生成し、
前記第１送受信部１３０を介して送出する第１制御部１１０と、操作ボタン（図示せず）
及びディスプレイ部（図示せず）が備えられて、ユーザが所望する機能を実行する制御パ
ネル１４０とからなる。 
【００３０】
　そして、前記端末機制御装置２００は、中央制御装置１００の第１送受信部１３０から
転送する制御信号を受信する第２送受信部２３０と、受信した制御信号を貯蔵する第２貯
蔵部２２０と制御信号に応じて、当該機器の機能を実行するように第２制御部２１０とか
らなる。 
【００３１】
　このとき、前記端末機制御装置２００は、電子機器３００の製造時に一体に形成され、
又は従来の電子機器３００に装着して設置することもあり、従来の電子機器３００を本発
明の中央制御装置１００に接続すれば、さらに容易に使用できるようになる。 
【００３２】
　前記端末機制御装置２００を、従来の電子機器３００に設置して使用する場合には、図
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４に示すように、端末機制御装置２００の第２制御部２１０から受信した制御信号を分析
して、各電子機器３００に備えられている電子機器制御部３１０に当該機能を実行するた
めの信号を転送し、電子機器の制御部３１０が電子機器３００を制御する。 
【００３３】
　前記端末機制御装置２００が電子機器３００の製造時に一体に形成された場合には、端
末機制御装置２００の第２制御部２１０が電子機器３００の電子機器制御部３１０の機能
を兼ねるようにして、受信された制御信号を分析して直接電子機器３００が当該機能を実
行するように制御することになる。
【００３４】
　 また、前記中央制御装置１００は別途製造することもできるが、従来のアイパッド（
登録商標）やギャラクシータブなどのようなタブレットＰＣやポータブルＰＤＡのように
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの近距離無線通信が可能な機器にアプリケーショ
ンなどの別のプログラムを設置して使用することもでき、スマートフォン、電話、コンピ
ュータなどの遠距離有無線通信を利用する機器に別のプログラムを設置して使用すること
もできる。
【００３５】
　一方、前記動作モード設定段階Ｓ１００で設定する動作モードは、電子機器３００ごと
に行うことができる機能（同じ機器である場合は、同じ機能を、異なる機器間である場合
は、互いにことなる機能を保持する）があるが、このような機能をユーザが任意の順序で
組み合わせて設定することにより、組み合わせた順序に基づき設定された機能を実行する
ことになる。
【００３６】
　このとき、前記動作モードは、中央制御装置１００の内部に備えられた第１貯蔵部１２
０に貯蔵され、一般のコンピュータやノートパソコンなどの外部機器４００を使用して動
作モードを設定した後、中央制御装置１００のＵＳＢ端子のような外部機器接続部１５０
を介して前記第１貯蔵部１２０に転送し、中央制御装置１００に備えられた操作ボタン（
図示せず）とディスプレイ部（図示せず）を使用して、中央制御装置１００から直接設定
することもできる。
【００３７】
　そして、前記動作モード選択段階Ｓ２００では、前記第１貯蔵部１２０に貯蔵された複
数の動作モードの１つを選択し、前記制御段階Ｓ３００では、選択した動作モードに応じ
て、それぞれの電子機器３００を制御する。 
　ここで、複数の電子機器３００と、中央制御装置１００は、それぞれ、有線又はブルー
トゥース（Bluetooth（登録商標））やジグビー（ZigBee（登録商標））のような無線通
信で互に接続されることになるが、電子機器３００と、中央制御装置１００は、すべて固
有のコードを持つため、通信時に所望する機器に信号を転送することができる。
【００３８】
　すなわち、無線通信を例にとると、中央制御装置１００は、信号の受信を所望する電子
機器３００の固有番号が含まれる制御信号を第１送受信部１３０を介して全方位に送出す
ると、それぞれの電子機器３００は、端末機制御装置２００の第２送受信部２３０を介し
て制御信号を受信し、この時、制御信号に含まれる固有コードがその電子機器３００の固
有コードではない場合には、制御信号を無視し、一方、当該電子機器３００の固有コード
である場合は、制御信号を第２制御部２１０で分析し、当該機能を実行する。
【００３９】
　前記動作モードを設定するときは、各電子機器３００の固有コードと電子機器３００の
機能に対応するコードを組み合わせて設定するが、例えば、３つの電子機器３００が中央
制御装置１００と接続している場合は、それぞれの電子機器３００の固有コードはＡ、Ｂ
、Ｃに設定され、各電子機器３００が実効可能な機能は３つの方法がある。そのコードは
１、２ 、３に設定されるので、動作モードを設定する場合、Ａ３－Ｂ１－Ａ２－Ｃ３や
、Ｃ２－Ａ２－Ａ１－Ｂ３、またはＡ１－Ｃ２－Ｂ２－Ｂ１のように設定することになる
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。もちろん、より多く機能を含むように設定することもできる。
【００４０】
　前記例では、３つの電子機器３００を例に挙げたが、さらに多く、複数の電子機器３０
０を使用することができ、また、各動作モードは、全体の電子機器３００すべてを制御で
きるように設定でき、特定の電子機器３００のみを制御できるように設定することもでき
る。
【００４１】
　また、前記動作モードは、順次、各電子機器３００の機能を実行するように設定するこ
とになるが、各順序に一つの機能のみを実行するように動作モードを設定することもでき
る。また、特定順序やすべての順序で複数の電子機器３００の機能を同時に実行するよう
に動作モードを設定することもでき、このように同時に複数の機能を実行できるようにす
る場合には、特別な識別コードを動作モードに追加して設定する。 
【００４２】
　前記動作モードに設定される機能として、一つの機能で開始と終了を含むことも有り、
無限に進行する機能が有り得るが、この時、無限に実行できる機能には機能の実行時間を
さらに含め、設定された時間の間だけ機能を実行するようにする。 
【００４３】
　この時、それぞれの通信には、特定の状のプロトコルが使用されるが、このようなプロ
トコルは、当該分野に従事する技術者には一般的な構成であるため、別途の説明は省略す
る。 
【００４４】
　一方、前記制御段階Ｓ３００においては、前記中央制御装置１００で選択された動作モ
ードの設定された順序に基づいて、それぞれの電子機器３００に制御信号を転送して制御
する。
　すなわち、前記制御段階Ｓ３００は、図６に示すように、中央制御装置１００から選択
された動作モードで設定された順序に基づいて、当該機能を実行するための電子機器３０
０の固有コードと実行する機能を含む制御信号を転送する制御信号の転送段階Ｓ３１１と
、当該電子機器３００の端末機制御装置２００から受信した制御信号を分析して、制御信
号に含まれる機能を実行する機能実行段階Ｓ３１２と、電子機器３００が当該機能を実行
した後、機能実行完了信号を中央制御装置１００に転送するフィードバック段階Ｓ３１３
とからなる。
【００４５】
　このとき、前記制御信号は、前述したように、各電子機器３００の固有コードと、実行
する機能のコードを組み合わせて、Ａ２、Ｂ３、Ｃ２のように形成し、前記中央制御装置
１００は、第１送受信部１３０を介して制御信号を転送し、それぞれの電子機器３００に
備えられた端末機制御装置２００の第２送受信部２３０から制御信号に含まれる固有コー
ドにより、当該電子機器３００の端末機制御装置２００のみが当該制御信号を受信し、第
２制御部２１０からの制御信号に含まれる機能のコードを検出して、当該機能を電子機器
３００が行うことになる。 
【００４６】
　前述したように、前記機能実行段階Ｓ３１２では、電子機器３００に端末機制御装置２
００が一体に形成された場合には、第２制御装置２１０が直接電子機器３００を制御し、
一方、従来の電子機器３００に端末機制御装置２００を設置した場合には、第２制御装置
２１０から電子機器３００に備えた電子機器制御部３１０に該当機能に対応される信号を
転送し、電子機器の制御部３１０が電子機器３００を制御して、該当機能を実行する。
【００４７】
　前記フィードバック段開Ｓ３１３では、電子機器３００が当該機能の実行を完了すると
、端末機制御装置２００が一体に形成された場合には、第２制御部２１０からの機能の実
行完了信号を第２送受信部２３０を介して中央制御装置１００に転送し、端末機制御装置
２００が別途設置された場合には、電子機器３００の電子機器制御部３１０を介して機能
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実行完了状況を第２制御部２１０で感知し、機能の実行完了信号を第２送受信部２３０を
介して中央制御装置１００に転送する。
【００４８】
　一方、本発明の他の実施の形態は、各電子機器３００が実行できる機能を組み合わせて
特定順序で実行する動作モードを設定し、中央制御装置１００に貯蔵する動作モード設定
手順Ｓ１００と、設定された複数の動作モードの中で実行する動作モードを選択する動作
モード選択段階Ｓ２００と、選択した動作モードに応じて、各電子機器３００を制御する
制御段階Ｓ３００からなり、前記制御段階Ｓ３００は、図７に示すように、中央制御装置
１００に選択された動作モードに設定された最初の機能を実行する電子機器３００の固有
コードと、選択された動作モードが含まれる制御信号を転送する制御信号転送段階Ｓ３２
１と、当該電子機器３００の端末機制御装置２００から受信した制御信号を分析して、電
子機器２００が動作モードの当該機能を実行する機能実行段階Ｓ３２２と、電子機器３０
０で当該機能を実行した後、端末機制御装置２００で、次の機能を実行する電子機器３０
０の固有コードと選択された動作モードが含まれる制御信号を転送する相互連動の制御信
号の転送段階Ｓ３２４とからなる。
【００４９】
　ここで、前記制御信号転送段階Ｓ３２１は、選択した動作モードで、最初の機能を実行
する電子機器３００の固有コードを抽出して、動作モードと、固有コードコードを組み合
わせて制御信号を形成するが、例えば、動作モードがＢ２－Ｃ１－Ａ２－Ａ１からなる場
合、最初の機能を実行する電子機器３００の固有コードがＢになるので、制御信号は、Ｂ
＋動作モード（Ｂ２－Ｃ１－Ａ２－Ａ１）からなり、このような制御信号は、中央制御装
置１００の第１送受信部１３０から全方位に転送されることになる。
【００５０】
　従って、全方位に転送された信号をそれぞれの電子機器３００に備えられた端末機制御
装置２００の第２送受信部２３０で受信するが、当該機器の固有番号である場合にのみ制
御信号を受信し、端末機制御装置２００の第２制御部２１０に転送し、第２制御部２１０
において制御信号を分析して、最初に位置する固有コードを分離し、動作モードでは、最
初に位置する固有コードであるＢを抽出し、機能のコードである２を抽出し、当該機器と
抽出された固有コードが同じである場合、機能コード２に相当する機能を電子機器３００
が行う。
【００５１】
　前記相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３２４では、動作モードで、次の機能を実行する
電子機器３００の固有コード（前述した例では、Ｃとなる）を抽出し、電子機器３００の
固有コードと動作モードを組み合わせて制御信号を形成するが、前記動作モードは、現在
の電子機器３００で実行した機能を削除して動作モードを形成する。
【００５２】
　すなわち、前記実施の形態では、元の動作モードがＢ２－Ｃ１－Ａ２－Ａ１であったが
、当該電子機器（３００、固有コードがＢ）で実行された機能であるＢ２を削除して、Ｃ
１－Ａ２－Ａ１で動作モードを形成し、動作モードの前に次の機能を実行する電子機器３
００の固有のコードであるＣを組み合わせて、Ｃ、Ｃ１－Ａ２－Ａ１に制御信号を形成し
、第２送受信部２３０を介して全方位に転送する。
【００５３】
　従って、次回の電子機器（３００、固有コードがＣである機器）の端末機制御装置２０
０からの制御信号を受信し、機能実行段階Ｓ３２２との相互連動の制御信号の転送段階Ｓ
３２４を順次実行することになり、その後、動作モードに設定された機能をすべて実行す
るまで、同じ動作を繰り返す。
【００５４】
　一方、前記機能実行段階Ｓ３２２の以降には、端末機制御装置２００から電子機器３０
０が当該機能を完了したことを感知し、第２送受信部２３０を介して中央制御装置１００
に機能実行完了信号を転送するフィードバックの段階Ｓ３２３がさらに含まれる。
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【００５５】
　依って、前記中央制御装置１００では、現在の動作モードの実行程度がディスプレイ部
（図示せず）に表示され、ユーザは一目で進行程度を確認できる。
【００５６】
　残りの構成は、前述した構成と同じであるため、別途の説明は省略する。
【００５７】
　一方、本発明の他の実施の形態は、各電子機器３００が実行できる機能を組み合わせ、
特定順序で実行する動作モードを設定し、中央制御装置１００に貯蔵する動作モードを設
定する段階Ｓ１００と、設定された複数の動作モードの中で実行する動作モードを選択す
る動作モード選択段階Ｓ２００と、選択した動作モードに応じて、各電子機器３００を制
御する制御段階Ｓ３００からなるが、前記動作モード設定段階Ｓ１００において、前記中
央制御装置１００は、設定された複数の動作モードすべてを各電子機器３００の端末機制
御装置２００に転送し、各電子機器の端末機制御装置２００は、すべての動作モードを受
信し、内部に備えられた第２貯蔵部２２０に貯蔵する。
【００５８】
　ここで、前記制御段階Ｓ３００は、図７に示すように、前記中央制御装置１００から選
択された動作モードに設定された最初の機能を実行する電子機器３００の固有コード及び
選択された動作モードのコードを実行する機能が動作モードにおいて何番目かの位置情報
であるかを含む制御信号を転送する制御信号の転送段階Ｓ３３１と、当該電子機器３００
の端末機制御装置２００において、受信した制御信号を分析して、第２貯蔵部２３０に貯
蔵された動作モードで、当該動作モードを選択し、選択した動作モードで実行する機能を
選択して、電子機器３００が、当該機能を実行する機能実行段階Ｓ３３２と、電子機器３
００が当該機能を実行した後、端末機制御装置２００で、次の機能を実行する電子機器３
００の固有コードと選択された動作モードのコードと、次回実行する機能の位置情報が含
まれる制御信号を転送する相互連動の制御信号の転送段階Ｓ３３４とからなる。
【００５９】
　すなわち、選択した動作モードがＣ２－Ｂ１－Ｂ２－Ａ２であり、動作モードのコード
が１５の場合、最初の機能を実行する電子機器３００の固有コードであるＣと動作モード
のコードである１５と動作モードで最初の機能を実行しなければならないため、位置情報
である１を組み合わせて、Ｃ、１５,１に制御信号を形成し、このような制御信号を中央
制御装置１００の第１送受信部１３０を介して全方位に転送する。
【００６０】
　その後、それぞれの電子機器３００に備えられた端末機制御装置２００は、前記制御信
号に含まれる電子機器３００の固有コードを感知して、当該電子機器３００だけ、制御信
号を受信することになり、受信した制御信号を第２制御部２１０で分析し、動作モードの
コードである１５と位置情報である１を抽出し、第２貯蔵部２２０に貯蔵された動作モー
ドで、コードが１５である動作モードＣ２－Ｂ１－Ｂ２－Ａ２を選択し、位置情報である
１を参照して、動作モードで、最初である固有コードＣ機器の機能コード２を抽出し、当
該電子機器３００は、コード２に対応する機能を実行する。
【００６１】
　そして、当該機能を実行した後、次の機能を実行する電子機器３００の固有コードであ
るＢと動作モードのコード１５と次回の機能の位置情報である２を組み合わせて、Ｂ、１
５、２でなる制御信号を形成し、第２送受信部２３０を介して全方位に制御信号を転送す
る。
【００６２】
　ここで、第２の機能を実行する電子機器３００からは制御信号の転送段階Ｓ３３１を行
わず、動作モード上の機能をすべて実行するまで、機能実行段階Ｓ３３２と相互連動の制
御信号の転送段階Ｓ３３４のみを行うことになる。
【００６３】
　一方、前記機能実行段階Ｓ３２２の後には、端末機制御装置２００から電子機器３００
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が当該機能を完了したことを感知して、第２送受信部２３０を介して中央制御装置１００
に機能実行完了信号を転送するフィードバック段階Ｓ３２３をさらに含む。
【００６４】
　前記中央制御装置１００では、現在動作モードの実行程度がディスプレイ部（図示せず
）に表示されるため、ユーザが一目で進行程度を確認できる。
【００６５】
　残りの構成は、前述した構成と同じであるため、別途の説明は省略する。
【００６６】
　以上、本発明の好適な実施の形態を説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されず
、本発明の実施の形態と実質的に均等な範囲内にあるものまで、本発明の権利範囲が及ぶ
もので、本発明の精神を逸脱しない範囲内で当該発明の属する技術分野における通常の知
識を有する者によって多様な変形実施が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、複数機器の自動相互の連動制御方法に関し、さらに詳細には、１つの中央制
御装置を介して、複数の電子機器の機能をそれぞれ制御しなくても、複数の電子機器それ
ぞれの機能を組み合わせて設定した動作モードに応じて容易に制御することができる、す
なわち、中央制御装置で設定した動作モード一回のコマンドで複数機器のすべての動作を
相互連動して制御することができる複数機器の自動相互の連動制御方法に関するものであ
る。
【符号の説明】
【００６８】
　２１・・キーパッド、２２・・制御部（ＭＣＵ）、２３・・ジグビーモジュール、２４
・・表示部、１００・・中央制御装置、１１０・・第１制御部、１２０・・第１貯蔵部、
１３０・・第１送受信部、１４０・・制御パネル、１５０・・外部機器接続部、２００・
・端末機制御装置、２１０・・第２制御部、２２０・・第２貯蔵部、２３０・・第２送受
信部、３００・・電子機器、３１０・・電子機器制御部。
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