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(57)【要約】
【課題】ＨＤＭＩ映像音声信号とネットワーク伝送映像
音声信号との相互変換伝送、ＨＤＭＩ映像音声機器側の
「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」の機器制御用プロトコル信号と通
信ネットワーク側の通信制御プロトコル信号との相互変
換伝送を実現できるネットワーク変換伝送制御装置を提
供する。
【解決手段】ネットワーク機能非対応レコーダ２０２側
から供給される、ＨＤＭＩ映像音声信号と機器制御用プ
ロトコル信号である「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号とをそれ
ぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号と遠隔制御に係る
通信制御プロトコル信号とに変換して通信ネットワーク
ＮＷ側へ出力し、一方、通信ネットワークＮＷに接続す
る機器から供給される、ネットワーク伝送映像音声信号
と通信制御プロトコル信号とをそれぞれ、ＨＤＭＩ映像
音声信号と「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号とに変換しネット
ワーク機能非対応テレビ２０１側へ出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される、ＨＤＭＩ映像音声信号と前記ＨＤＭＩ映像音
声機器に係る機器制御用プロトコル信号とをそれぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号と
遠隔制御に係る通信制御プロトコル信号とに変換して通信ネットワーク側へ出力し、一方
、前記通信ネットワークに接続する機器から供給される、前記ネットワーク伝送映像音声
信号と前記通信制御プロトコル信号とをそれぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号と前記機器
制御用プロトコル信号とに変換し前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するネットワーク変
換伝送制御装置であって、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を、前記通信ネ
ットワークにおける通信速度に応じた前記ネットワーク伝送映像音声信号にエンコードし
て前記通信ネットワーク側へ出力するエンコーダと、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される前記機器制御用プロトコル信号を前記通信
制御プロトコル信号に変換して前記通信ネットワーク側へ出力する信号変換部とを、
有することを特徴とするネットワーク変換伝送制御装置。
【請求項２】
　ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される、ＨＤＭＩ映像音声信号と前記ＨＤＭＩ映像音
声機器に係る機器制御用プロトコル信号とをそれぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号と
遠隔制御に係る通信制御プロトコル信号とに変換して通信ネットワーク側へ出力し、一方
、前記通信ネットワークに接続する機器から供給される、前記ネットワーク伝送映像音声
信号と前記通信制御プロトコル信号とをそれぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号と前記機器
制御用プロトコル信号とに変換し前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するネットワーク変
換伝送制御装置であって、
　前記通信ネットワーク側から供給される前記ネットワーク伝送映像音声信号を、前記Ｈ
ＤＭＩ映像音声信号にデコードして前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するデコーダと、
　前記通信ネットワーク側から供給される前記通信制御プロトコル信号を前記機器制御用
プロトコル信号に変換して前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力する信号変換部とを、
有することを特徴とするネットワーク変換伝送制御装置。
【請求項３】
　ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される、ＨＤＭＩ映像音声信号と前記ＨＤＭＩ映像音
声機器に係る機器制御用プロトコル信号とをそれぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号と
遠隔制御に係る通信制御プロトコル信号とに変換して通信ネットワーク側へ出力し、一方
、前記通信ネットワークに接続する機器から供給される、前記ネットワーク伝送映像音声
信号と前記通信制御プロトコル信号とをそれぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号と前記機器
制御用プロトコル信号とに変換し前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するネットワーク変
換伝送制御装置であって、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を、前記通信ネ
ットワークにおける通信速度に応じた前記ネットワーク伝送映像音声信号にエンコードし
て前記通信ネットワーク側へ出力するエンコーダと、
　前記通信ネットワーク側から供給される前記ネットワーク伝送映像音声信号を、前記Ｈ
ＤＭＩ映像音声信号にデコードして前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するデコーダと、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される前記機器制御用プロトコル信号を前記通信
制御プロトコル信号に変換して前記通信ネットワーク側へ出力し、一方、前記通信ネット
ワーク側から供給される前記通信制御プロトコル信号を前記機器制御用プロトコル信号に
変換して前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力する信号変換部と、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を切換自在に前
記エンコーダ側へ出力する第１スイッチ部と、前記デコーダ側から供給される前記ＨＤＭ
Ｉ映像音声信号を切換自在に前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力する第２スイッチ部と、
前記第１スイッチ部と前記第２スイッチ部との間に介挿される第３スイッチ部とを備えた
スイッチ回路とを有し、
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　前記第２スイッチ部がオフ状態でかつ前記第３スイッチ部がオン状態のときには、前記
ＨＤＭＩ映像音声機器側から入力する前記ＨＤＭＩ映像音声信号は前記第３スイッチ部を
介して前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へスルー出力することを特徴とするネットワーク変換
伝送制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｉｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）映像音声信号とネットワーク伝送映像音声信号との相互変換伝送を実現
すると共に、ＨＤＭＩ映像音声機器側の機器制御用プロトコル信号である「ＨＤＭＩ　Ｃ
ＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）」と通信ネットワ
ーク側の通信制御プロトコル信号との相互変換伝送も実現する、ネットワーク変換伝送制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信技術の発展により、情報家電の相互通信接続を実現する「ホーム・ネッ
トワーク」環境が普及し始めている。例えば、ＤＮＬＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）を用いることで、ホーム・ネットワーク対応のデ
ジタルＡＶ機器同士やパーソナルコンピュータを相互に通信接続し、動画像、静止画像、
音楽などの各種のＡＶコンテンツを相互利用する環境を実現している（例えば、非特許文
献１）。
【０００３】
　また、通信ネットワーク環境に接続されたデジタル機器の遠隔制御を実現するための技
術としては、ＴＣＰ／ＩＰを代表とする通信制御プロトコルを制御対象の機器の赤外線通
信コードに変換し、通信ネットワークを経由したデジタル機器の遠隔制御を可能にする、
いわゆるＩＰリモコン機能が実用化されている（例えば、特許文献１，２）。
【０００４】
　これにより、通信ネットワークを経由した通信制御プロトコルによるダイレクト遠隔制
御、もしくは赤外線通信コードへの変換による遠隔制御によって、家庭内のあらゆる場所
で、どんな家電製品からでも、通信ネットワーク環境を介して、遠隔機器の遠隔制御を実
現することができる。
【特許文献１】特開２００６－２０３８３１号公報
【特許文献２】特開２００６－３４５４７９号公報
【非特許文献１】ｈｔｔｐ：ｄｉｎａ．ｏｒｇ／ｈｏｍｅ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記したホーム・ネットワークを活用したマルチメディア環境では、デジタ
ルコンテンツをオーディオ・ビジュアル（以下「ＡＶ」と記す）機器やパーソナルコンピ
ュータ、情報家電の間で相互通信を行う代表的なものとして、ＤＮＬＡガイドラインが策
定されている。このフォーマットによって著作権保護されたテジタルコンテンツの相互通
信が可能になっている。
【０００６】
　これらデジタルＡＶ機器、パーソナルコンピュータ、情報家電の間における通信プロト
コルには、ＴＣＰ／ＩＰが用いられており、また制御メッセージの交換やファイル転送に
は、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）が用いられ
、さらにメッセージの送受信には、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）が使用されており、デジタルコンテンツの相互通信に必要となる各機器間
の相互制御には問題はない。
【０００７】
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　しかし、これらの各機器はそれぞれネットワーク接続部を備えており、かつＤＬＮＡガ
イドラインに対応した機器であることが上記した相互通信の前提条件である。このために
、こうしたネットワーク接続部を備えていない各機器間では、上記した通信プロトコルに
よる相互通信ができないという課題があった。
【０００８】
　さらに、こうした通信プロトコルを利用する場合であっても、遠隔操作しようとする機
器の電源がオフの場合は、手動で電源をオンにするか、あるいは、ネットワーク通信のプ
ロトコル制御方法のひとつであるＷＯＬ（Ｗａｋｅｕｐ　ＯＮ　ＬＡＮ）という通信ネッ
トワークで、「Ｍａｇｉｃ　Ｐａｃｋｅｔ」という特殊な通信パケットを当該機器へ送信
して、電源をオンする必要がある。またＷＯＬを用いる場合には、遠隔操作する機器のＬ
ＡＮ制御回路がＷＯＬに対応していることが必要であり、さらに当該機器が待機状態でも
、ＬＡＮインターフェースコントローラの回路ブロックに常時通電しておくことが必要で
あり、機器の省電力化ができないという課題があった。
【０００９】
　さて、デジタル映像信号をリアルタイムで、ＭＰＥＧ－４、ＭＰＥＧ－２、またはＨ．
２６４／ＡＶＣの通信ネットワークに対応したフォーマットに変換してＩＰ（Ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）バケット伝送することで、インターネットを介して、デジタ
ル映像信号をリアルタイムで視聴可能とする技術、いわゆる「ロケーションフリー」が実
用化されている。このロケーションフリーの信号を扱うデジタルＡＶ機器の遠隔操作は、
赤外線通信制御によって行うことが実用化されている。
【００１０】
　この「ロケーションフリー」は、デジタルＡＶ機器にネットワーク接続部を備えていな
くても、インターネットを介して外部信号変換器を用いることで、デジタルＡＶ機器のネ
ットワーク接続によりデジタル映像音声信号のリアルタイム伝送が可能になる。しかし、
受信側から送信側への一方制御のみ可能であるから、送受信間の相互制御ができない課題
があった。
【００１１】
　そこで本発明は、かかる課題に鑑みて創案されたものであり、ＨＤＭＩ映像音声信号と
ネットワーク伝送映像音声信号との相互変換伝送（即ち、ＨＤＭＩ映像音声機器側から出
力するＨＤＭＩ入力映像音声信号をネットワーク伝送映像音声信号に変換して通信ネット
ワーク側へ出力し、又、通信ネットワーク側から出力するネットワーク伝送映像音声信号
をＨＤＭＩ出力映像音声信号に変換してＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力する、相互変換伝
送）を実現すると共に、ＨＤＭＩ映像音声機器側の「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」の機器制御用プ
ロトコル信号と通信ネットワーク側の通信制御プロトコル信号との相互変換伝送（即ち、
ＨＤＭＩ映像音声機器から伝送する機器制御用プロトコル信号を通信ネットワーク側の通
信制御プロトコル信号による遠隔機器の制御信号に変換して通信ネットワーク側へ伝送し
、又、通信ネットワーク側から伝送する通信制御プロトコル信号による遠隔機器の制御信
号を前記機器制御用プロトコル信号に変換してＨＤＭＩ映像音声機器側へ伝送する、機器
制御用プロトコル信号と通信制御プロトコル信号との相互変換伝送）を実現するために、
本発明装置は、前記した通信ネットワーク機能非対応ＡＶ機器と通信ネットワークとを接
続することによって、通信ネットワーク機能非対応ＡＶ機器を通信ネットワークに直接接
続したのと同一の相互変換伝送を確保することができるから、この結果、通信ネットワー
クに接続しているパーソナルコンピュータなどの制御機器の遠隔制御によって前記ネット
ワーク機能非対応ＡＶ機器の記録再生などの各種操作を行うことができるネットワーク変
換伝送制御装置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】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明は、次の（１）～（３）の構成を有するネットワーク
変換伝送制御装置を提供する。
【００１３】



(5) JP 2009-111738 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

（１）図１、図２に示すように、ＨＤＭＩ映像音声機器（ネットワーク機能非対応レコー
ダ）２０２側から供給される、ＨＤＭＩ映像音声信号（ＨＤＭＩ入力映像音声信号）と前
記ＨＤＭＩ映像音声機器に係る機器制御用プロトコル信号（「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号）
とをそれぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号（ＭＰＥＧ－４、ＭＰＥＧ－２、Ｈ．２６
４／ＡＶＣのいずれかのフォーマットに準拠した映像音声信号）と遠隔制御に係る通信制
御プロトコル信号とに変換して通信ネットワークＮＷ側へ出力し、一方、前記通信ネット
ワークＮＷに接続する機器（ＰＣ　２０３、ネットワーク機能対応テレビ２０４、ネット
ワーク機能対応レコーダ２０５）から供給される、前記ネットワーク伝送映像音声信号と
前記通信制御プロトコル信号とをそれぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号（ＨＤＭＩ出力映
像音声信号）と前記機器制御用プロトコル信号とに変換し前記ＨＤＭＩ映像音声機器（ネ
ットワーク機能非対応テレビ）２０１側へ出力するネットワーク変換伝送制御装置１であ
って、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を、前記
通信ネットワークＮＷにおける通信速度に応じた前記ネットワーク伝送映像音声信号にエ
ンコードして前記通信ネットワークＮＷ側へ出力するエンコーダ１０６と、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される前記機器制御用プロトコル信号（「
ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号）を前記通信制御プロトコル信号に変換して前記通信ネットワー
クＮＷ側へ出力する信号変換部（ＣＰＵ）１０１とを、
有することを特徴とするネットワーク変換伝送制御装置。
【００１４】
（２）図１、図２に示すように、ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される、ＨＤＭ
Ｉ映像音声信号と前記ＨＤＭＩ映像音声機器に係る機器制御用プロトコル信号とをそれぞ
れ、ネットワーク伝送映像音声信号と遠隔制御に係る通信制御プロトコル信号とに変換し
て通信ネットワークＮＷ側へ出力し、一方、前記通信ネットワークＮＷに接続する機器か
ら供給される、前記ネットワーク伝送映像音声信号と前記通信制御プロトコル信号とをそ
れぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号と前記機器制御用プロトコル信号とに変換し前記ＨＤ
ＭＩ映像音声機器２０１側へ出力するネットワーク変換伝送制御装置１であって、
　前記通信ネットワークＮＷ側から供給される前記ネットワーク伝送映像音声信号を、前
記ＨＤＭＩ映像音声信号にデコードして前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１側へ出力するデ
コーダ１０８と、
　前記通信ネットワークＮＷ側から供給される前記通信制御プロトコル信号を前記機器制
御用プロトコル信号に変換して前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１側へ出力する信号変換部
（ＣＰＵ）１０１とを、
有することを特徴とするネットワーク変換伝送制御装置。
【００１５】
（３）図２、図３、図４に示すように、ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される、
ＨＤＭＩ映像音声信号と前記ＨＤＭＩ映像音声機器に係る機器制御用プロトコル信号とを
それぞれ、ネットワーク伝送映像音声信号と遠隔制御に係る通信制御プロトコル信号とに
変換して通信ネットワークＮＷ側へ出力し、一方、前記通信ネットワークＮＷに接続する
機器から供給される、前記ネットワーク伝送映像音声信号と前記通信制御プロトコル信号
とをそれぞれ、前記ＨＤＭＩ映像音声信号と前記機器制御用プロトコル信号とに変換し前
記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１側へ出力するネットワーク変換伝送制御装置２であって、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を、前記
通信ネットワークＮＷにおける通信速度に応じた前記ネットワーク伝送映像音声信号にエ
ンコードして前記通信ネットワークＮＷ側へ出力するエンコーダ１０６と、
　前記通信ネットワークＮＷ側から供給される前記ネットワーク伝送映像音声信号を、前
記ＨＤＭＩ映像音声信号にデコードして前記ＨＤＭＩ映像音声機器側へ出力するデコーダ
１０８と、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される前記機器制御用プロトコル信号を前
記通信制御プロトコル信号に変換して前記通信ネットワークＮＷ側へ出力し、一方、前記
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通信ネットワークＮＷ側から供給される前記通信制御プロトコル信号を前記機器制御用プ
ロトコル信号に変換して前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１側へ出力する信号変換部（ＣＰ
Ｕ）１０１と、
　前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を切換自
在に前記エンコーダ１０６側へ出力する第１スイッチ部ＳＷ１と、前記デコーダ１０８側
から供給される前記ＨＤＭＩ映像音声信号を切換自在に前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１
側へ出力する第２スイッチ部ＳＷ３と、前記第１スイッチ部ＳＷ１と前記第２スイッチ部
ＳＷ３との間に介挿される第３スイッチ部ＳＷ２とを備えたスイッチ回路（ＳＷ）１１２
とを有し、
　前記第２スイッチ部ＳＷ３がオフ状態でかつ前記第３スイッチ部ＳＷ２がオン状態のと
きには、前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０２側から入力する前記ＨＤＭＩ映像音声信号は前
記第３スイッチ部ＳＷ２を介して前記ＨＤＭＩ映像音声機器２０１側へスルー（直接）出
力することを特徴とするネットワーク変換伝送制御装置。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る本発明は、ＨＤＭＩ映像音声機器に係る機器制御用プロトコル信号には
対応しているが通信ネットワークの通信制御プロトコルには対応していないネットワーク
機能非対応映像音声機器から供給されるＨＤＭＩ映像音声信号を、通信ネットワークの通
信速度に応じてエンコードして得たネットワーク伝送映像音声信号として通信ネットワー
ク上へ出力でき、また前記ネットワーク機能非対応映像音声機器に係る機器制御用プロト
コル信号を通信ネットワークの通信制御プロトコルに変換して通信ネットワーク上へ出力
することができるので、通信ネットワークに接続しているパーソナルコンピュータや通信
ネットワーク機能対応映像音声機器などのネットワーク機能対応機器を用いて、通信ネッ
トワークを経由して、通信ネットワーク機能非対応映像音声機器から出力するＨＤＭＩ映
像音声信号に応じたネットワーク伝送映像音声信号を遠隔制御可能状態で閲覧あるいは記
録することができるネットワーク変換伝送制御装置を提供することができる。
【００１７】
　また、請求項２に係る本発明は、通信ネットワークに接続しているパーソナルコンピュ
ータや通信ネットワーク機能対応映像音声機器などのネットワーク機能対応機器から供給
されるネットワーク伝送映像音声信号を取り込みこれをデコードして得たＨＤＭＩ映像音
声信号をネットワーク機能非対応映像音声機器へ出力し、また通信ネットワークから機器
の遠隔制御のための通信制御プロトコルを取り込みＨＤＭＩ映像音声機器に係る機器制御
用プロトコル信号に変換してネットワーク機能非対応映像音声機器へ出力することができ
るので、通信ネットワークに接続しているパーソナルコンピュータや通信ネットワーク機
能対応映像音声機器などのネットワーク機能対応機器から出力する映像音声信号を遠隔制
御可能状態で、通信ネットワークを経由して、ネットワーク機能非対応機器にて閲覧ある
いは記録することができるネットワーク変換伝送制御装置を提供することができる。
【００１８】
　さらに、請求項３に係る本発明によれば、請求項１、２に係る本発明によって得られる
発明の効果を有し、さらにこれに加えて、一方の通信ネットワーク機能非対応映像音声機
器から本装置に供給し通信ネットワーク側へ送出するＨＤＭＩ映像音声信号を、通信ネッ
トワークを経由せずに、他の通信ネットワーク機能非対応映像音声機器にて、同時モニタ
することができるネットワーク変換伝送制御装置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】
【００１９】
　以下、本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第１実施の形態～第３実施の形態を、
図１～図７を用いて、説明する。
【００２０】
　即ち、
［第１実施の形態］：本発明装置（図１）、図２
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［第２実施の形態］：本発明装置（図３）、図２、図４、図５
［第３実施の形態］：本発明装置（図６）、図７
の順序で、説明する。
【００２１】
［第１実施の形態］
　図１は本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第１実施の形態を示すブロック図、図
２は本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図１、図３）を接続した通信ネットワーク
を説明する図である。
【００２２】
　図１に示すように、ネットワーク変換伝送制御装置１は、ＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２
、ＲＯＭ１０３、入力手段１０４、表示手段１０５、エンコーダ１０６、ＨＤＭＩレシー
バ１０７、デコーダ１０８、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９、バッファメモリ１１０、ネ
ットワークインターフェース１１１を有している。ＮＷは通信ネットワークである。
【００２３】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０２、ＲＯＭ１０３と共に、ネットワーク変換伝送制御装置
１全体の動作を制御する制御部を形成する。入力手段１０４は、スイッチ等の操作による
使用者からの指示を入力し、これをデジタル信号に変換してＣＰＵ１０１へ出力する。表
示手段１０５は、ネットワーク変換伝送制御装置１全体の状態表示を行う。
【００２４】
　ＨＤＭＩレシーバ１０７は、ＨＤＭＩ映像音声機器であるネットワーク機能非対応レコ
ーダ２０２（図２）から、ＨＤＭＩ入力映像音声信号と、ＨＤＭＩ映像音声機器の機器制
御用プロトコル信号である「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号とが供給される。ＨＤＭＩレシーバ
１０７は、受信したＨＤＭＩ入力映像音声信号をエンコーダ１０６へ出力し、また「ＨＤ
ＭＩ　ＣＥＣ」信号をＣＰＵ１０１へ直接出力する。
【００２５】
　エンコーダ１０６は、ＨＤＭＩレシーバ１０７から供給されるＨＤＭＩ入力映像音声信
号を、通信ネットワークＮＷの通信速度に応じたネットワーク伝送映像音声信号にエンコ
ードし、バッファメモリ１１０を介して、ネットワークインターフェース１１１へ出力す
る。
【００２６】
　デコーダ１０８は、エンコーダ１０６と相補的な動作を行い、ネットワークインターフ
ェース１１１、バッファメモリ１１０を経由して供給されるネットワーク伝送映像音声信
号をＨＤＭＩ出力映像音声信号にデコードし、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９へ出力する
。
【００２７】
　ＨＤＭＩトランスミッタ１０９は、デコーダ１０８から供給されるＨＤＭＩ出力映像音
声信号と、ＣＰＵ１０１から直接供給される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号とを中継し、ＨＤ
ＭＩ映像音声機器であるネットワーク機能非対応テレビ２０１（図２）へ出力する。
【００２８】
　ＣＰＵ１０１は、ＨＤＭＩレシーバ１０７を介してネットワーク機能非対応レコーダ２
０２から伝送する機器制御用プロトコル信号を通信ネットワークＮＷ側の通信制御プロト
コル信号による遠隔機器の制御信号に変換して、ネットワークインターフェース１１１へ
伝送し、又、ネットワークインターフェース１１１から伝送する通信制御プロトコル信号
による遠隔機器の制御信号を機器制御用プロトコル信号に変換し、ＨＤＭＩトランスミッ
タ１０９を介してネットワーク機能非対応テレビ２０１側へ伝送する、機器制御用プロト
コル信号と通信制御プロトコル信号との相互変換伝送を行う。
【００２９】
　具体的には、ＨＤＭＩレシーバ１０７から直接入力する「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号を、
当該「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号に対応したネットワークＮＷ通信制御プロトコル信号に変
換し、通信ネットワークＮＷ側へ伝送する。一方、通信ネットワークＮＷ側から伝送する
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ネットワークＮＷ通信制御プロトコル信号を、当該通信制御プロトコル信号に対応した「
ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号に変換してＨＤＭＩトランスミッタ１０９へ出力する。
【００３０】
　ネットワークインターフェース１１１は、前記したネットワーク伝送映像音声信号と通
信制御プロトコル信号とを、通信ネットワークＮＷに対して、送受信(伝送)を行う。
【００３１】
　ここで、上記した構成を有するネットワーク変換伝送制御装置１の変換伝送について、
まとめて説明する。
【００３２】
（１）ＨＤＭＩ入力映像音声信号を、ネットワーク伝送映像音声信号に変換して、伝送す
る場合
　ＨＤＭＩ入力映像音声信号をＨＤＭＩレシーバ１０７で受信し、エンコーダ１０６でネ
ットワーク伝送映像音声信号にエンコード処理を行ない、バッファメモリ１１０に一時的
に蓄え、通信ネットワークＮＷに接続してある図示せぬ遠隔機器からの要求に合わせて、
ネットワークインターフェース１１１を介して、ネットワーク伝送映像音声信号を通信ネ
ットワークＮＷ経由で当該遠隔機器に伝送する。
【００３３】
　なお、ネットワークインターフェース１１１、ならびにＣＰＵ１０１は、通信ネットワ
ークＮＷの伝送速度を常にモニタし、通信ネットワークＮＷの通信環境（例えば通信速度
）に合わせて、ＨＤＭＩ入力映像音声信号をネットワーク伝送映像音声信号へ変換する変
換フォーマットや伝送ビットレートの自動調整を行なうことで、前記した遠隔機器側での
シームレス再生を実現することができる。
【００３４】
　例えば、前述したＤＬＮＡガイドラインに準じて映像音声信号を伝送する場合には、Ｈ
ＤＭＩ入力映像音声信号をＨＤＭＩレシーバ１０７で受信し、エンコーダ１０７でＭＰＥ
Ｇ－２信号にエンコードする。その際の映像の解像度ならびにエンコードの際の変換ビッ
トレートは、通信ネットワークＮＷの伝送速度に依存し、ＣＰＵ１０１にて決められ、エ
ンコーダ１０７のエンコード条件の設定に反映する。
【００３５】
　同様に、Ｈ．２６４／ＡＶＣ、ＶＣ１、ＪＰＥＧ２０００などのフォーマットに変換し
た映像音声信号のネットワーク伝送においても、その際の解像度ならびに変換ビットレー
トは、通信ネットワークＮＷの伝送速度に依存しＣＰＵ１０１にて決められ、エンコーダ
１０７のエンコード条件の設定に反映される。
【００３６】
（２）ネットワーク伝送映像音声信号を、ＨＤＭＩ出力映像音声信号に変換して、伝送す
る場合
　この場合は、前記した（１）と相補的に行われる。即ち、通信ネットワークＮＷ経由で
遠隔機器から伝送されてくるネットワーク伝送映像音声信号をネットワークインターフェ
ース１１１を介して取り込み、バッファメモリ１１０に一時的に蓄え、シームレス再生を
実現するようにバッファメモリ１１０から読み出すネットワーク伝送映像音声信号をデコ
ーダ１０８でデコード処理を行ない、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９からＨＤＭＩ出力映
像音声信号を伝送する。
【００３７】
（３）ＨＤＭＩ映像音声機器の機器制御プロトコルを、通信ネットワークＮＷにおける遠
隔制御に関する通信制御プロトコルに変換して伝送する場合
　ネットワーク機能非対応レコーダ２０２などのＨＤＭＩ映像音声機器と、通信ネットワ
ークＮＷに接続するパーソナルコンピュータＰＣ　２０３、ネットワーク機能対応レコー
ダ２０５などの遠隔機器間における相互制御については、ＨＤＭＩ映像音声機器側から送
信される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プロトコル信号は、ＨＤＭＩレシー
バ１０７を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１にて「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号に
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よる機器制御用プロトコルに対応する通信ネットワークＮＷにおける通信制御プロトコル
に変換し、ネットワークインターフェース１１１を介して、通信ネットワークＮＷ経由で
遠隔機器に送信される。
【００３８】
（４）通信ネットワークＮＷにおける遠隔制御に関する通信制御プロトコルを、ＨＤＭＩ
映像音声機器の機器制御プロトコルに変換して伝送する場合
　遠隔機器側から通信ネットワークＮＷ経由で送られてきた通信制御プロトコル信号は、
ネットワークインターフェース１１１を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１にて
ネットワーク上での通信制御プロトコルを対応する「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号の機器制御
用プロトコルに変換し、ＨＤＭＩレシーバ１０７を介してＨＤＭＩ映像音声機器側に送信
することで相互制御を可能とする。
【００３９】
　次に、上述したネットワーク変換伝送制御装置１を用いた伝送システムについて説明す
る。同図中、２０１はネットワーク機能非対応テレビ、２０１ａはネットワーク機能非対
応テレビ用リモコン、２０２はネットワーク機能非対応レコーダ、２０３はＰＣ（パーソ
ナルコンピュータ）、２０４はネットワーク機能対応テレビ、２０４ａはネットワーク機
能対応テレビ用リモコン、２０５はネットワーク機能対応レコーダである。
【００４０】
　図２に示すように、ネットワーク変換伝送制御装置１にＨＤＭＩ接続されたネットワー
ク機能非対応レコーダ２０２を、通信ネットワークＮＷ経由で遠隔機器であるＰＣ　２０
３やネットワーク機能対応テレビ２０４側から遠隔操作を行ない、ネットワーク機能非対
応レコーダ２０２に録画されている映像コンテンツを通信ネットワークＮＷ経由で視聴し
たり、ネットワーク機能非対応レコーダ２０２内蔵のチューナ(図示せず)を使用して、通
信ネットワークＮＷ経由で放送番組のＴＶ視聴を行ったり、録画予約を実現することがで
きる。
【００４１】
　一方、ネットワーク変換伝送制御装置１にＨＤＭＩ接続されたネットワーク機能非対応
テレビ２０１側から、通信ネットワークＮＷ経由でＰＣ　２０３の遠隔操作を行ない、Ｐ
Ｃ　２０３の図示せぬハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に保存されている映像コンテン
ツを通信ネットワークＮＷ経由でネットワーク機能非対応テレビ２０１にて視聴すること
ができる。
【００４２】
　また同様に、ネットワーク変換伝送制御装置１にＨＤＭＩ接続されたネットワーク機能
非対応テレビ２０１側から、通信ネットワークＮＷ接続されている遠隔機器であるネット
ワーク機能対応レコーダ２０５の遠隔操作を行ない、ネットワーク機能対応レコーダ２０
５に録画されている映像コンテンツを通信ネットワークＮＷ経由でネットワーク機能非対
応テレビ２０１にて視聴したり、ネットワーク機能対応レコーダ２０５内蔵のチューナ（
図示せず）を使用して、通信ネットワークＮＷ経由で放送番組のＴＶ視聴を行ったり、録
画予約を実現することができる。
【００４３】
［第２実施の形態］
　図３は本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第２実施の形態を示すブロック図、図
４は本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図３）を構成するスイッチ回路ＳＷの構成
を示す図、図５はスイッチ回路ＳＷ（図４）の切換え動作を説明するためのフローチャー
トである。既述したように、図２は本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図３）を接
続した通信ネットワークを説明する図である。
【００４４】
　ネットワーク変換伝送制御装置２は、図３に示すように、上述したネットワーク変換伝
送制御装置１（図１）の構成に、スイッチ回路１１２を追加した構成と同一であり、ＣＰ
Ｕ１０１、ＲＡＭ１０２、ＲＯＭ１０３、入力手段１０４、表示手段１０５、エンコーダ
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１０６、ＨＤＭＩレシーバ１０７、デコーダ１０８、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９、バ
ッファメモリ１１０、ネットワークインターフェース１１１、スイッチ回路１１２を有す
る。
【００４５】
　スイッチＳW回路１１２は、端子ａ～ｄを有しており、ＨＤＭＩレシーバ１０７から出
力するＨＤＭＩ入力映像音声を端子ａ，ｂ経由でエンコーダ１０６でエンコードせずに、
通信ネットワークＮＷを経由しないで、端子ａ，ｄ経由でＨＤＭＩトランスミッタ１０９
へ直接、スルー出力できる切換動作を行うことができる。スイッチＳW回路１１２は、図
４に示すように、スイッチＳW１，ＳW２, ＳW３を備えている。
【００４６】
　スイッチＳW１は、オン（導通・接続）状態のときに、ＨＤＭＩレシーバ１０７から出
力するＨＤＭＩ入力映像音声信号を、端子ａ，ｂ経由で切換自在にエンコーダ１０６へ出
力する。
【００４７】
　スイッチＳW３は、オン状態のときに、デコーダ１０８から出力するＨＤＭＩ出力映像
音声信号を、端子ｃ，ｄ経由で切換自在にＨＤＭＩトランスミッタ１０９へ出力する。
【００４８】
　スイッチＳW２は、スイッチＳW１とスイッチＳW３との間に介挿されており、スイッチ
ＳW３がオフ状態（非導通・非接続）でかつスイッチＳW２がオン状態のときには、ＨＤＭ
Ｉ映像音声機器（ＨＤＭＩレシーバ１０７）側から出力するＨＤＭＩ入力映像音声を、エ
ンコーダ１０６でエンコードせずに、通信ネットワークＮＷを経由しないで、端子ａ，ｄ
経由でＨＤＭＩトランスミッタ１０９へ、スルー出力できる、
　スイッチＳW１は接点ａａ，ａｂ，ａｃを備え、スイッチＳW２は接点ｂａ，ｂｂ，ｂｃ
を備え、そしてスイッチＳW３は接点ｃｃ，ｃｂ，ｃｃを備えている。また接点ａｂ，ｂ
ｂ，ｃｂはいずれも切換接点であり、これら切換接点ａｂ，ｂｂ，ｃｂの切換制御はＣＰ
Ｕ３０１の制御によって行われる。
【００４９】
　さて、上記したスイッチ回路１１２を備えたネットワーク変換伝送制御装置２は、ＨＤ
ＭＩ入力映像音声信号をネットワーク伝送映像音声信号に変換伝送を行なう場合には、Ｈ
ＤＭＩ入力映像音声信号をＨＤＭＩレシーバ１０７で受信し、スイッチＳW１を経由して
、エンコーダ１０６でネットワーク伝送映像音声信号にエンコード処理を行ない、バッフ
ァメモリ１１０に一時的に蓄え、通信ネットワークＮＷ接続された遠隔機器からの要求に
合わせて、ネットワークインターフェース１１１を介して通信ネットワークＮＷ経由で映
像音声信号が遠隔機器に伝送される。
【００５０】
　一方、ネットワーク伝送映像音声信号をＨＤＭＩ出力映像音声信号に変換伝送を行う場
合には、通信ネットワークＮＷ経由で遠隔機器から伝送されてくるネットワーク伝送映像
音声信号を、ネットワークインターフェース１１１を介して取り込み、バッファメモリ１
１０に一時的に蓄え、シームレス再生を実現するようバッファメモリ１１０からのネット
ワーク伝送映像音声信号をデコーダ１０８でデコード処理を行ない、スイッチＳW３を経
由して、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９からＨＤＭＩ出力映像音声信号を送信することが
できる。
【００５１】
　詳しくは、図５に示すように、スイッチ回路１１２の各種の切換状態を示すフローチャ
ートのように、各種切換動作を行う。
【００５２】
　即ち、ステップＳ５１において、『映像音声信号をスルー出力する』がＮＯの場合は、
スイッチＳW１はオン（ＯＮ）状態、スイッチＳW２はオフ（ＯＦＦ）状態、スイッチＳW
３はオン状態とする。このときのスイッチＳW１～ＳW３の各切換状態（ステップｓ５５）
は前述したネットワーク変換伝送制御装置１の接続状態に等しいものであり、ＨＤＭＩ入
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力機器であるＨＤＭＩ映像音声機器からＨＤＭＩレシーバ１０７へ供給されるＨＤＭＩ入
力映像音声信号をエンコーダ１０６へ供給すると共に、デコーダ１０８から出力するＨＤ
ＭＩ出力映像音声信号をＨＤＭＩトランスミッタ１０９側へ出力することができるもので
ある。これによって、ＨＤＭＩ伝送された映像音声信号をスルー出力すると共に、その映
像をネットワーク経由で遠隔機器でもモニタすることが実現できる。
【００５３】
　次に、ステップＳ５１において『映像音声信号をスルー出力する』がＹＥＳの場合で、
かつステップＳ５２において『ネットワーク経由で同時モニタする』がＮＯの場合は、ス
イッチＳW１はオフ状態、スイッチＳW２はオン状態、スイッチＳW３はオフ状態とする。
このスイッチＳW１～ＳW３の各切換状態（ステップＳ５４）は、ＨＤＭＩ映像音声機器か
らＨＤＭＩレシーバ１０７へ供給されるＨＤＭＩ入力映像音声信号をエンコーダ１０６へ
供給することなく、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９へ直接出力することができるものであ
る。これによって、ＨＤＭＩ伝送された映像音声信号をスルー出力すると共に、その映像
を通信ネットワークＮＷを経由することなくＨＤＭＩ出力機器であるＨＤＭＩ映像音声機
器でモニタすることが実現できる。
【００５４】
　次に、ステップＳ５１において『映像音声信号をスルー出力する』がＹＥＳの場合で、
かつステップＳ５２において『ネットワーク経由で同時モニタする』がＹＥＳの場合には
、スイッチＳW１はオン状態、スイッチＳW２はオン状態、スイッチＳW３はオフ状態とす
る（ステップＳ５３）。このスイッチＳW１～ＳW３の各切換状態は、ＨＤＭＩ映像音声機
器からＨＤＭＩレシーバ１０７へ供給されるＨＤＭＩ入力映像音声信号をエンコーダ１０
６とＨＤＭＩトランスミッタ１０９とにそれぞれ直接出力することができるものである。
【００５５】
　この他にも、ＨＤＭＩ入力映像音声信号の解像度や音声フォーマット、音声チャンネル
数を変更し、ＨＤＭＩ出力映像音声信号として出力することを、前記したスイッチＳW回
路１１２の内部スイッチＳW１～ＳW３の切換設定をステップｓ５３の設定にし、エンコー
ダ１０６、デコーダ１０８を経由する中で映像信号の解像度変換や音声フォーマット、音
声チャンネル数の変更を行なうことができる。
【００５６】
　なお、上述した実施例１と同様に、ネットワークインターフェース１１１、ならびにＣ
ＰＵ１０１にて通信ネットワークＮＷの伝送速度を常にモニタし、通信ネットワークＮＷ
の通信環境に合わせて、ＨＤＭＩ入力映像音声信号をネットワーク伝送映像音声信号への
変換フォーマットや伝送ビットレートの自動調整を行なうことで、遠隔機器側でのシーム
レス再生を実現することができる。
【００５７】
　ＨＤＭＩ入力機器であるＨＤＭＩ映像音声機器と、遠隔機器間との相互制御に関しては
、ＨＤＭＩ映像音声機器側から送信される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プ
ロトコル信号は、ＨＤＭＩレシーバ１０７を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１
にて「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プロトコルを対応するネットワーク上で
の通信制御プロトコルに変換し、ネットワークインターフェース１１１を介して通信ネッ
トワークＮＷ経由で遠隔機器に送信され、逆に、遠隔機器側から通信ネットワークＮＷ経
由で送られてきた通信制御プロトコル信号は、ネットワークインターフェース１１１を介
してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１にて通信ネットワークＮＷ上での通信制御プロ
トコルを対応する「ＨＤＭＩ ＣＥＣ」信号の機器制御用プロトコルに変換し、ＨＤＭＩ
レシーバ１０７を介してＨＤＭＩ映像音声機器側に送信することで相互制御を可能にする
ことができる。
【００５８】
　また、ＨＤＭＩ出力機器であるＨＤＭＩ映像音声機器と、遠隔機器間との相互制御に関
しても同様に、ＨＤＭＩ映像音声機器側から送信される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による
機器制御用プロトコル信号は、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９を介してＣＰＵ１０１に送
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られ、ＣＰＵ１０１にて「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プロトコルを対応す
る通信ネットワークＮＷ上での通信制御プロトコルに変換し、ネットワークインターフェ
ース１１１を介して通信ネットワークＮＷ経由で遠隔機器に送信され、逆に、遠隔機器側
から通信ネットワークＮＷ経由で送られてきた通信制御プロトコル信号は、ネットワーク
インターフェース１１１を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１にて通信ネットワ
ークＮＷ上での通信制御プロトコルを対応する｛ＨＤＭＩ　ＣＥＣ｝信号の機器制御用プ
ロトコルに変換し、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９を介してＨＤＭＩ映像音声機器側に送
信することで相互制御を可能にすることができる。
【００５９】
　さらに、スイッチＳW回路１１２があることによって、ＨＤＭＩ伝送された映像音声信
号の伝送経路に影響を受けることなく、「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号によるＨＤＭＩ接続さ
れた機器の制御が可能になる。例えば、スイッチＳW回路１１２の内部スイッチ設定がス
テップｓ５５で示される設定になっていることで、スルー出力モードになっていた場合で
も、遠隔機器から通信ネットワークＮＷ経由でＨＤＭＩ接続された機器の制御が可能にな
る。また、ＨＤＭＩ映像音声入力機器、ＨＤＭＩ映像音声出力機器間で｛ＨＤＭＩ　ＣＥ
Ｃ｝信号による機器制御用プロトコルに互換性がない場合、ＣＰＵ１０１にて相互の機器
制御用プロトコルに変換し制御を行なうことも可能となる。
【００６０】
　これにより、図２をもとに実施例１で示したような、ＨＤＭＩとＬＡＮとの相互変換、
遠隔制御を実現すると共に、ネットワーク変換伝送制御装置１にスイッチＳW回路１１２
の機能が追加されることによって、遠隔機器側でのモニタ機能、遠隔機器からの遠隔操作
機能を実現する環境が実現可能である。
【００６１】
［第３実施の形態］
　図６は本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第３実施の形態を示すブロック図、図
７は本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図６）を接続した通信ネットワークを説明
する図である。
【００６２】
　ネットワーク変換伝送制御装置３は、図６に示すように、上述したネットワーク変換伝
送制御装置１（図１）の構成からデコーダ１０８、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９を除去
し、かつ赤外線送光部１１３を追加した構成と同一であり、ＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２
、ＲＯＭ１０３、入力手段１０４、表示手段１０５、エンコーダ１０６、ＨＤＭＩレシー
バ１０７、バッファメモリ１１０、ネットワークインターフェース１１１、赤外線送光部
１１３を有する。
【００６３】
　上述したネットワーク変換伝送制御装置１（図１）と同様に、ネットワークインターフ
ェース１１０、ならびにＣＰＵ１０１にて通信ネットワークＮＷの伝送速度を常にモニタ
し、通信ネットワークＮＷの通信環境に合わせて、ＨＤＭＩ入力映像音声信号をネットワ
ーク伝送映像音声信号への変換フォーマットや伝送ビットレートの自動調整を行なうこと
で、遠隔機器側でのシームレス再生を実現することができる。
【００６４】
　ＨＤＭＩ入力機器であるＨＤＭＩ映像音声機器と遠隔機器間との相互制御に関しては、
ＨＤＭＩ映像音声機器側から送信される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プロ
トコル信号は、ＨＤＭＩレシーバ１０８を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１に
て「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号による機器制御用プロトコルを対応する通信ネットワークＮ
Ｗ上での通信制御プロトコルに変換し、ネットワークインターフェース１１０を介して通
信ネットワークＮＷ経由で遠隔機器に送信され、逆に遠隔機器側から通信ネットワークＮ
Ｗ経由で送られてきた通信制御プロトコル信号は、ネットワークインターフェース１１０
を介してＣＰＵ１０１に送られ、ＣＰＵ１０１にて通信ネットワークＮＷ上での通信制御
プロトコルを対応する「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号の機器制御用プロトコルに変換し、ＨＤ
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ＭＩレシーバ１０８を介してであるＨＤＭＩ映像音声機器側に送信することで相互制御を
可能にすることができる。
【００６５】
　これに加え、「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号を介した機器制御には制約があり、複雑な制御
を行なうことが難しいことから、「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号とは別に、例えば、赤外線送
光部１１３を設けて赤外線通信制御信号の両方を併用した機器制御方法をおこなうことが
できる。
【００６６】
　さらにこの場合、これまでの赤外線通信制御信号による制御環境だけでは、赤外線通信
制御信号を受信機器側で受信したこと、受信機器側で要求動作処理が終了したことは、赤
外線信号送信機側では把握できなかったが、「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号での通信仕様に対
し、例えば、赤外線通信コード受理コマンド、要求動作終了コマンドなどの機器制御用プ
ロトコルを設けることによって、赤外線送信機側では赤外線コード送信時の受理確認、再
送信の必要性の判断ができ、動作終了まで次の赤外線コードの送信を止めておくなど、赤
外線通信制御信号による制御を確実に行なうことも可能になる。
【００６７】
　これにより、図７に示すように、ネットワーク変換伝送制御装置３にＨＤＭＩ接続され
たネットワーク機能非対応レコーダ２０２を、通信ネットワークＮＷ経由で遠隔機器であ
るＰＣ　２０３やネットワーク機能対応テレビ２０４側から、「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号
と赤外線通信を介して遠隔操作を行ない、ネットワーク機能非対応レコーダ２０２に録画
されている映像コンテンツを視聴したり、ネットワーク機能非対応レコーダ２０２のチュ
ーナを使用してＴＶ視聴を行ったり、録画もしくは再生実行、録画予約を実現することが
できる。
【００６８】
　本第３実施の形態では、ＨＤＭＩレシーバ１０７機能とネットワークインターフェース
１１１とを備えた、ネットワーク変換伝送制御装置３を例に挙げて説明しているが、その
他にも、ＨＤＭＩトランスミッタ１０９機能とネットワークインターフェース１１１とを
備えた、ネットワーク変換伝送制御装置や、ＨＤＭＩレシーバ機能とＨＤＭＩトランスミ
ッタ機能の双方と、ネットワークインターフェースを備えたネットワーク変換伝送制御装
置に、赤外線送光部を備え、ＨＤＭＩ接続された外部機器の遠隔操作を実現することがで
きる。
【００６９】
　ところで、上述したネットワーク変換伝送制御装置１～３では、映像音声信号をＨＤＭ
Ｉ接続経由で伝送することとしているが、例えば、ＤＬＮＡに対応した機器では映像音声
信号の伝送はＬＡＮ接続にて遠隔伝送を実現し、遠隔機器の機器制御を「ＨＤＭＩ　ＣＥ
Ｃ」信号経由で実現することが考えられる。
【００７０】
　図８は、本発明のネットワーク変換伝送制御装置１～３が接続した通信ネットワークに
ＤＬＮＡ機能対応テレビを接続した状態を示す図である。図８に示すように、ＤＬＮＡ機
能対応レコーダ２０６において、通常はＰＣ　２０４やＤＬＮＡ機能対応テレビ２０７の
ような遠隔機器と、通信ネットワークＮＷ上での通信制御プロトコル信号のやり取りによ
って、電源制御を含む機器制御を実現することが出来る。しかし、これでは上記したレコ
ーダ２０６のＬＡＮ接続用ネットワークインターフェース１１１の回路ブロックを常に起
動しておく必要があり、機器のスタンバイ時における待機時消費電力を十分に下げること
が出来ない。
【００７１】
　そこで、ネットワーク変換伝送制御装置１～３を介して変換される「ＨＤＭＩ　ＣＥＣ
」信号による機器制御用プロトコルによって、代わりに機器の電源オン／オフが出来れば
、スタンバイ中にＬＡＮ接続用のネットワークインターフェース１１１の回路ブロックの
電源を切ることが出来、その分、待機時消費電力を下げることが可能となる。
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【００７２】
　また、これに加えて、通信ネットワークＮＷ環境における通信制御プロトコル信号、「
ＨＤＭＩ　ＣＥＣ」信号の機器制御用プロトコル信号と、赤外線通信制御信号の３つの信
号によって、相互補完して外部機器の制御を実現することが可能となる。
【００７３】
　さらに、上述したネットワーク変換伝送制御装置１～３の機能は、ＡＶレシーバやテレ
ビ、レコーダなどのＡＶ機器自体に組み込むことができ、その他にも、ネットワークハブ
、またはネットワークルータの機能を有するネットワーク変換伝送制御装置を提供するこ
とができる。
【００７４】
　さらにまた、ＨＤＭＩとＬＡＮ相互との変換と同様な機能を、ＩＥＥＥ１３９４とＬＡ
Ｎとの相互の変換にて実現するネットワーク変換伝送制御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第１実施の形態を示すブロック図
【図２】本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図１、図３）を接続した通信ネットワ
ークを説明する図
【図３】本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第２実施の形態を示すブロック図
【図４】本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図３）を構成するスイッチＳＷの構成
を示す図
【図５】スイッチ回路ＳＷ（図４）の切換え動作を説明するためのフローチャート
【図６】本発明のネットワーク変換伝送制御装置の第３実施の形態を示すブロック図
【図７】本発明のネットワーク変換伝送制御装置（図６）を接続した通信ネットワークを
説明する図
【図８】本発明のネットワーク変換伝送制御装置１～３が接続した通信ネットワークにＤ
ＬＮＡ機能対応テレビを接続した状態を示す図
【符号の説明】
【００７６】
１～３：ネットワーク変換伝送制御装置
１０１：ＣＰＵ（信号変換部）
１０２：ＲＡＭ
１０３：ＲＯＭ
１０４：入力手段
１０５：表示手段
１０６：エンコーダ
１０７：ＨＤＭＩレシーバ
１０８：デコーダ
１０９：ＨＤＭＩトランスミッタ
１１０：バッファメモリ
１１１：ネットワーク・インターフェース
１１２：スイッチ回路
２０１：ネットワーク機能非対応テレビ（ＨＤＭＩ映像音声機器）
２０２：ネットワーク機能非対応レコーダ（ＨＤＭＩ映像音声機器）
ＮＷ：通信ネットワーク
ＳＷ１～ＳＷ３：スイッチ（第１スイッチ部～第３スイッチ部）
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【図３】 【図４】



(16) JP 2009-111738 A 2009.5.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

