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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の被制御部分を有する情報機器と、それらの情報機器を制御することができる複数の
制御機器とを所定の通信フォーマットよりなる通信手段を介して接続してネットワークを
構成し、上記制御機器から上記情報機器内の上記被制御部分を制御する情報制御方法にお
いて、
上記情報機器が上記制御機器へ提供する被制御部分を選択するための手段から、上記制御
機器が制御したい被制御部分を選択すると、
選択する情報そのものと、その被制御部分を選択した制御機器の識別情報とが上記情報機
器に伝達され、
上記選択された情報と上記制御機器の識別情報とを受信した情報機器は、内部において、
選択された被制御部分の識別情報と上記制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テー
ブルとして保存し、
上記制御機器が上記被制御部分を選択する毎に、上記選択、上記伝達、および上記保存を
繰り返し、
上記情報機器が上記制御機器から制御要求を受け取った際に、保存してあった上記制御対
応テーブルを参照して、上記制御要求の発行元の識別情報に対応した被制御部分を制御す
る
ようにしたことを特徴とする情報制御方法。
【請求項２】
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請求項１記載の情報制御方法において、
上記通信手段は、ＩＥＥＥ１３９４デジタルインターフェースであることを特徴とする情
報制御方法。
【請求項３】
請求項１記載の情報制御方法において、
上記被制御部分を選択するための手段と、被制御部分を制御する手段は、ＡＶ／Ｃパネル
サブユニットモデルアンドコマンドセットで定義されているパススルーコマンドによるも
のであることを特徴とする情報制御方法。
【請求項４】
請求項１記載の情報制御方法において、
上記情報機器は、デジタルバーサタイルディスクに記録されたソフトウエア情報の再生を
可能とするものであることを特徴とする情報制御方法。
【請求項５】
請求項１記載の情報制御方法において、
上記通信手段は、無線によるインターフェースを用いることを特徴とする情報制御方法。
【請求項６】
請求項５記載の情報制御方法において、
上記無線は、ブルーツゥース方式を用いることを特徴とする情報制御方法。
【請求項７】
請求項５記載の情報制御方法において、
上記無線は、赤外線方式を用いることを特徴とする情報制御方法。
【請求項８】
請求項１記載の情報制御方法において、
上記情報機器は、ハードディスクに記録されたオーディオビジュアル情報の再生を可能と
するものであることを特徴とする情報制御方法。
【請求項９】
請求項１記載の情報制御方法において、
上記制御機器は、デジタル放送を受信可能なデジタルテレビジョン受像機であることを特
徴とする情報制御方法。
【請求項１０】
複数の制御機器とを所定の通信フォーマットよりなる通信手段を介して接続してネットワ
ークを構成し、上記制御機器から制御される情報処理装置において、
上記制御機器から制御可能な複数の被制御部分と、
上記制御機器が制御したい被制御部分を選択するために、上記制御機器へ選択手段を提供
する送信手段と、
上記選択手段により選択する情報そのものと、その被制御部分を選択した制御機器の識別
情報とを受信する受信手段と、
選択された被制御部分の識別情報と上記制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テー
ブルとして保存する保存手段と、
上記制御機器が上記被制御部分を選択する毎に、上記選択手段の提供、上記受信手段によ
る受信、および上記保存手段による保存を繰り返すと共に、
上記受信手段により上記制御機器から制御要求を受け取った際に、保存してあった上記制
御対応テーブルを参照して、上記制御要求の発行元の識別情報に対応した被制御部分を制
御する制御手段と
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１１】
複数の被制御部分を有する情報機器と、それらの情報機器を制御することができる複数の
制御機器とを所定の通信フォーマットよりなる通信手段を介して接続してネットワークを
構成し、上記制御機器から上記情報機器内の上記被制御部分を制御する情報制御システム
において、
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上記制御機器は、上記被制御部分を選択する選択手段と、選択された被制御部分に対して
制御を要求する制御要求手段とを有し、
上記情報機器は、
上記制御機器から制御可能な複数の被制御部分と、
上記制御機器が制御したい被制御部分を選択するために、上記制御機器へ上記選択手段を
提供する送信手段と、
上記選択手段により選択する情報そのものと、その被制御部分を選択した制御機器の識別
情報とを受信する受信手段と、
選択された被制御部分の識別情報と上記制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テー
ブルとして保存する保存手段と、
上記制御機器が上記被制御部分を選択する毎に、上記選択手段の提供、上記受信手段によ
る受信、および上記保存手段による保存を繰り返すと共に、
上記受信手段により上記制御機器から制御要求を受け取った際に、保存してあった上記制
御対応テーブルを参照して、上記制御要求の発行元の識別情報に対応した被制御部分を制
御する制御手段と
を有することを特徴とする情報制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、情報機器と制御機器とがインターフェースを介して接続された情報制
御システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、情報機器と制御機器とがインターフェースを介して接続された情報制御システムが
存在していた。
【０００３】
この情報制御システムにおいて、情報機器をコントロールする側の制御機器をコントロー
ラと呼び、制御機器からコントロールされる側の情報機器をターゲットと呼んでいた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述した従来の情報制御システムにおいて、ターゲット側に対して１本化して与
えられるいわゆるパススルーコマンドを制御用コマンドとして利用し、コントローラから
ターゲットを制御しようとする場合、このパススルーコマンドは発行元側としてはターゲ
ット内のサブユニットの情報を保持することができないことから、複数のサブユニットを
持つターゲットに対してパススルーコマンドを発行した場合、現行のパススルーコマンド
では希望のサブユニットを制御することができないという不都合があった。
【０００５】
また、従来の情報制御システムにおいて、ターゲットがコントロールされる部分を複数持
っていて、しかもコントローラが複数ある場合には、このコントロールされる部分を複数
持つターゲットが、複数のコントローラからコントロールされるとき、どのコントローラ
からターゲットのうちのどのコントロールされる部分がコントロールされるのかを判別す
ることができないため、そのターゲットは、コントローラ側の期待に合った動作をするこ
とが困難であるという不都合があった。
【０００６】
このように、コントローラが発行するコントロール用のコマンドの、最終的な発行先が分
からない場合、それを受け取ったターゲットはそのコマンドをどのように処理するのか定
めようがないという不都合があった。
【０００７】
そこで、本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、情報機器の被制御部分と制御
機器が複数ある場合でも、制御機器側から情報機器に適正な動作をさせることができる情
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報制御方法、情報処理装置および情報制御システムを提供することを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の情報制御方法は、複数の被制御部分を有する情報機器と、それらの情報機器を制
御することができる複数の制御機器とを所定の通信フォーマットよりなる通信手段を介し
て接続してネットワークを構成し、制御機器から情報機器内の被制御部分を制御する場合
において適用される。
【０００９】
本発明の情報制御方法は、情報機器が制御機器へ提供する被制御部分を選択するための手
段から、制御機器が制御したい被制御部分を選択すると、選択する情報そのものと、その
被制御部分を選択した制御機器の識別情報とが情報機器に伝達され、選択された情報と制
御機器の識別情報とを受信した情報機器は、内部において、選択された被制御部分の識別
情報と制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テーブルとして保存し、制御機器が被
制御部分を選択する毎に、選択、伝達、および保存を繰り返し、情報機器が制御機器から
制御要求を受け取った際に、保存してあった制御対応テーブルを参照して、制御要求の発
行元の識別情報に対応した被制御部分を制御するようにしたものである。
【００１０】
また、本発明の情報処理装置は、複数の制御機器とを所定の通信フォーマットよりなる通
信手段を介して接続してネットワークを構成し、制御機器から制御される場合において適
用される。
【００１１】
また、本発明の情報処理装置は、制御機器から制御可能な複数の被制御部分と、制御機器
が制御したい被制御部分を選択するために、制御機器へ選択手段を提供する送信手段と、
選択手段により選択する情報そのものと、その被制御部分を選択した制御機器の識別情報
とを受信する受信手段と、選択された被制御部分の識別情報と制御機器の識別情報とを対
応付けて制御対応テーブルとして保存する保存手段と、制御機器が被制御部分を選択する
毎に、選択手段の提供、受信手段による受信、および保存手段による保存を繰り返すと共
に、受信手段により制御機器から制御要求を受け取った際に、保存してあった制御対応テ
ーブルを参照して、制御要求の発行元の識別情報に対応した被制御部分を制御する制御手
段とを備えたものである。
【００１２】
また、本発明の情報制御システムは、制御機器は、被制御部分を選択する選択手段と、選
択された被制御部分に対して制御を要求する制御要求手段とを有し、情報機器は、制御機
器から制御可能な複数の被制御部分と、制御機器が制御したい被制御部分を選択するため
に、制御機器へ選択手段を提供する送信手段と、選択手段により選択する情報そのものと
、その被制御部分を選択した制御機器の識別情報とを受信する受信手段と、選択された被
制御部分の識別情報と制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テーブルとして保存す
る保存手段と、制御機器が被制御部分を選択する毎に、選択手段の提供、受信手段による
受信、および保存手段による保存を繰り返すと共に、受信手段により制御機器から制御要
求を受け取った際に、保存してあった制御対応テーブルを参照して、制御要求の発行元の
識別情報に対応した被制御部分を制御する制御手段とを有するものである。
【００１３】
従って本発明によれば、以下の作用をする。
情報機器および制御機器は、機器固有の情報を保持しているので、この機器固有の情報を
取得する。
【００１４】
制御機器は、被制御部分の情報を取得して、情報機器の情報から、ユーザが制御したい被
制御部分を持つ情報機器を選択して、さらに被制御部分の情報から、ユーザが制御したい
被制御部分を選択する。
【００１５】
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情報機器に選択識別情報が伝えられ、また、情報機器は被選択識別情報を取得する。情報
機器は、選択識別情報と被選択識別情報を対応付け、制御対応テーブルとして保存する。
【００１６】
この後に、制御機器を介して、被制御部分の制御要求を発行すると、それを受信した情報
機器は、その制御要求を発行した機器の識別情報と保存していた制御対応テーブルを参照
して、対応付けられた被制御部分に対してその制御要求の効果を与える。
【００１７】
制御機器は、情報機器を制御し、または選択する際に、ユーザの操作を解釈し、通信手段
を介して制御する。
【００１８】
情報機器は、制御対応テーブルを保存しているため、制御機器からの被制御部分に対する
制御要求を受け取ったとき、制御対応テーブルを参照することで、適切な被制御部分を制
御する。
【００１９】
この情報制御システムは、情報機器が、制御対応テーブルを保存することができるような
構成を備えていることにより、複数の制御機器からの制御要求に対して、制御対応テーブ
ルを参照することにより、その制御機器との関係付けがある被制御部分を検出して、その
制御機器が制御したい被制御部分であると判断して、この被制御部分を適切に動作させる
。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本実施の形態の情報制御方法は、複数の被制御部分を持つ情報機器と、それらの情報機器
を制御する制御機器とを通信手段を介して接続してネットワークを構成する場合において
、被制御部分を制御するための手段（例えば、被制御部分に対する制御コマンドなど）が
、制御の対象となる被制御部分の最終的な発行先（例えば、被制御部分のＩＤ（識別情報
）など）を保持していない場合でも、制御を希望する一つの被制御部分の制御を実現する
ものである。
【００２１】
［情報制御システム］
この情報制御システムは、複数の被制御部分を有する情報機器と、情報機器を後述する制
御機器に接続するインターフェースと、複数のユーザの制御機器とを有して構成される。
【００２２】
この情報制御システムにおいては、後述する構成を備えた情報機器と制御機器が、情報を
双方向に伝達する通信手段を介して接続されてネットワークを形成し、さまざまなデータ
や制御信号などの情報が送信または受信される。
【００２３】
この情報制御システムにおいては、制御したい情報機器の被制御部分を制御手段を介して
選択した後であれば、その制御機器を介して制御を要求した場合、後述する構成を情報機
器と制御機器が備えることで、その選択された被制御部分を制御することを可能にするた
めの構成を備えているものとする。以下にその構成の詳細を説明する。
【００２４】
まず、情報機器および制御機器は、機器固有の情報を保持している機器固有情報メモリを
備えているものとする。この機器固有情報メモリの例としては、通信フォーマットの規格
である、Ｐ１２１２，Ｄｒａｆｔ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆｏｒ　ａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａ
ｎｄ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒｓ（ＣＳＲ）Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｆｏｒ
　ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｂｕｓｅｓで規定されている、Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ＲＯＭが挙げられている。この機器固有情報メモリには、第１に、その情報機器を
製造したメーカ名を示すベンダーの情報であるベンダーネーム、第２に、その情報機器の
モデルの情報であるモデルネーム、第３に、その情報機器のイメージ情報であるアイコン
、など、機器を識別するための情報が保存されているものとする。
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【００２５】
例えば、ＩＥＥＥ１３９４フォーマットでは、機器のコンフィグレーションＲＯＭ（Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ））に、機器固有
の情報が書かれている。
【００２６】
また、情報機器および制御機器は、上述したような機器固有情報メモリから、機器固有の
情報を取得する機器固有情報取得手段を備えているものとする。この機器固有情報取得手
段の例としては、通信フォーマットの規格である、Ｐ１３９４　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆｏ
ｒ　ａ　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓで規定されている、
非同期リード要求（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅａｄ　ｒｅｑｕｅｓｔ）が挙げられ
る。
【００２７】
また、情報機器および制御機器は、この機器固有情報取得手段を利用して、ネットワーク
初期化時に接続されている機器の情報を取得する手段を備えているものとする。
【００２８】
これにより、ネットワーク初期化時に、全てのノード間でコンフィグレーションＲＯＭを
読んで接続されている機器の情報を取得することができる。
【００２９】
また、制御機器は、被制御部分の制御を行いたいユーザ（以下、単にユーザという）に対
して、機器固有情報取得手段により得られる情報を知らせる情報機器通知手段を備えてい
るものとする。この情報機器通知手段の例としては、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓ
ｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が挙げられる。
【００３０】
また、制御機器は、情報機器通知手段により与えられる情報機器の情報から、ユーザが制
御したい被制御部分を持つ情報機器を選択する情報機器選択手段を備えているものとする
。
【００３１】
これにより、制御機器は、ＧＵＩを介して、リモートコマンダーを用いて、モニタ上のア
イコンを選択することによって、ユーザが制御したい被制御部分を持つ情報機器を選択す
ることができる。
【００３２】
また、情報機器は、被制御部分の情報を、通信手段を介して制御機器に通知するための被
制御部分通知手段を備えているものとする。被制御部分通知手段の例としては、ＡＶ／Ｃ
（エー・ブイ・シー）コマンド（ＡＶ／Ｃ　Ｐａｎｅｌ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｍｏｄｅｌ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｅｔ）で規定されている、パネル（ｐａｎｅｌ）が挙げられ
る。
【００３３】
これにより、情報機器から制御機器に対して、被制御部分の情報を取得するための情報を
提供することができる。
【００３４】
例えば、インターフェースがＩＥＥＥ１３９４フォーマットに準拠したものであり、機器
がＡＶ／Ｃコマンドで制御可能なものである場合に、機器には機器の機能を示すサブユニ
ット（Ｓｕｂｕｎｉｔ）タイプという情報がある。
【００３５】
ここでは、ユニットはデジタル機器そのもののことで、サブユニットは、デジタル機器の
機能を司るものである。従って、サブユニットの組み合わせがユニットとなる。ユニット
の中をどのような機能単位で分けるかは、適宜決められる。
【００３６】
例えば、デジタル機器として、デジタルテレビジョン（ＤＴＶ）ユニットはチューナサブ
ユニット（受信機能）と、モニタサブユニットとの組み合わせが考えられ、また、テレビ
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一体型ビデオテープレコーダユニットは、チューナサブユニット（受信機能）と、モニタ
サブユニットと、テープレコーダ／プレイヤーサブユニット（記録機能／再生機能）との
組み合わせが考えられ、また、ハードディスク（ＨＤＤ）ユニットは、ハードディスクレ
コーダ／プレイヤーサブユニット（記録機能／再生機能）の組み合わせが考えられ、また
、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）ユニットは、デジタルバーサタイルディスク
レコーダ／プレイヤーサブユニット（記録機能／再生機能）の組み合わせが考えられる。
このように機能単位として適当なサブユニットが定められる。
【００３７】
なお、上述したサブユニットは、仮想的な機能単位であり、実際の回路構成と一致すると
は限らないものである。また、例えば、回路の中で、デコーダブロックのようにＡＶ／Ｃ
コマンドによるコントロールの必要がないブロックのように、どのサブユニットにも入ら
ないものがある。
【００３８】
また、被制御部分通知手段により与えられる情報から被制御部分を選択するとき、ユーザ
の選択する操作情報を、制御機器が通信手段を介して、制御要求として情報機器に伝え、
それを受け取った情報機器が、被制御部分通知手段の上でそのような操作がされたかを解
釈することで、被制御部分通知手段の選択を実現する被制御部分透過選択手段というもの
を、情報機器および制御機器は備えているものとする。なお、この後に、情報機器は、操
作に対応して被制御部分通知手段を更新する。被制御部分透過選択手段の例としては、Ａ
Ｖ／Ｃコマンド（ＡＶ／Ｃ　Ｐａｎｅｌ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｍｏｄｅｌ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ　Ｓｅｔ）で規定されている、パススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　
ｃｏｍｍａｎｄ）が挙げられる。
【００３９】
また、ユーザが与える制御要求を、制御機器が通信手段を介して、制御要求として情報機
器に伝え、それを受け取った情報機器が、その被制御部分を制御する被制御部分透過制御
手段というものを、情報機器および制御機器は備えているものとする。被制御部分透過制
御手段の例としては、ＡＶ／Ｃコマンド（ＡＶ／ＣＰａｎｅｌ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｍｏｄ
ｅｌ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｅｔ）で規定されている、複数の被制御部分を有する
情報機器に対して１本化して与えられるパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　
ｃｏｍｍａｎｄ）が挙げられる。
【００４０】
また、制御機器は、被制御部分透過選択手段または被制御部分透過制御手段が実行される
とき、通信手段を介して要求する選択要求または制御要求に対して、制御機器自身の識別
情報（以下、選択識別情報という）を付随させる構成を備えているものとする。選択識別
情報の例としては、アシンクロナスパケット（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｐａｃｋｅｔ
）のうちの１３９４パケットヘッダ（１３９４　ｐａｃｋｅｔ　ｈｅａｄｅｒ）にある３
３ビット目からの２バイトに示されているソースＩＤ（ｓｏｕｒｃｅ　ＩＤ）が挙げられ
る。
【００４１】
また、情報機器は、被制御部分透過選択手段より情報機器が得ることのできる、選択され
た被制御部分の識別情報（以下、被選択識別情報という）と、制御機器から受け取った、
選択識別情報とを、対応付けて保存することができる保存手段を備えているものとする。
このようにして対応付けられて保存したものを、以降制御対応テーブルと呼ぶ。
【００４２】
また、情報機器は、制御機器からの被制御部分透過制御手段を受け取ったとき、制御対応
テーブルを参照することで、被制御部分透過制御手段の発行元と対応付けられている被制
御部分を制御する制御手段を備えているものとする。
【００４３】
また、制御機器は、ユーザに対して、情報機器選択手段をいつでも提供することができる
構成を備えているものとする。
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【００４４】
また、情報機器選択手段で情報機器を選択したときに、その選択された情報が情報機器へ
伝わることで、被制御部分通知手段が呼ばれる構成を、情報機器および制御機器は備えて
いるものとする。
【００４５】
情報機器および制御機器が、上述した構成を備えていることにより、この情報制御システ
ムは、被制御部分が複数ある場合で、被制御部分を制御するための手段（例えば、被制御
部分に対する制御コマンドなど）が、制御の対象となる被制御部分の最終的な発行先（例
えば、被制御部分のＩＤなど）を保持していない場合でも、制御を希望する一つの被制御
部分の制御を実現することができる。
【００４６】
以上説明した通り、この情報制御システムは、情報機器が、制御対応テーブルを保存する
ことができるような構成を備えていることにより、複数の制御機器からの制御要求に対し
て、制御対応テーブルを参照することにより、その制御機器との関係付けがある被制御部
分を検出して、その制御機器が制御したい被制御部分であると判断して、この被制御部分
を適切に動作させることができる。
【００４７】
［基本動作］
このように構成されたこの情報制御システムは、以下のような動作をする。
情報機器と複数の制御機器を、通信手段を介して接続してネットワークを初期化して、ネ
ットワークを形成すると、それぞれの機器は、機器固有情報取得手段を用いて、ネットワ
ークを形成する機器に関する情報を、互いに取得する。
【００４８】
ユーザが制御機器を介して情報機器を制御するとき、ユーザにより情報機器通知手段が呼
び出され、情報機器選択手段を用いることで、ユーザが制御したい情報機器が選択される
。
【００４９】
このとき、被制御部分通知手段が呼び出され、ユーザにより被制御部分透過選択手段が用
いられて、ユーザが制御機器から制御したい被制御部分が選択される。
【００５０】
これと同時に、被制御部分透過選択手段が実行されるため、情報機器に選択識別情報が伝
えられる。これと同時に、被制御部分透過選択手段が実行されるため、情報機器は被選択
識別情報を取得する。これと同時に、情報機器は、選択識別情報と被選択識別情報を対応
付け、制御対応テーブルとして保存する。
【００５１】
この後に、制御機器を介して、被制御部分透過制御手段により被制御部分の制御要求を発
行すると、それを受信した情報機器は、その被制御部分透過制御手段を発行した機器の識
別情報と保存していた制御対応テーブルを参照して、対応付けられた被制御部分に対して
その被制御部分透過制御手段の効果を与える。
【００５２】
［具体的構成例］
図１は、本実施の形態が適用される情報制御システムの構成を示す図である。この情報制
御システムは、制御機器として、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１２を有する制御機
器１（ＤＴＶ１）（１０）および制御機器２（ＤＴＶ２）（２０）を備え、情報機器とし
て、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース９を有する情報機器（ＤＶＤ再生器）１を備え、
通信手段１８、１９としてＩＥＥＥ１３９４インターフェース方法を用いる。なお、図示
はしないが、制御機器２（ＤＴＶ２）（２０）は、以下に説明する制御機器１（ＤＴＶ１
）（１０）と同様の構成を有するものとする。
【００５３】
また、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）、制御機器２（ＤＴＶ２）（２０）および、情報
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機器（ＤＶＤ再生器）１は、機器固有情報取得手段として非同期リード要求（Ａｓｙｎｃ
ｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅａｄ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を備えているものとする。
【００５４】
また、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）は、情報機器通知手段として、図２に示すような
ＧＵＩ（以下、機器ＧＵＩ）を備えているものとする。図２において、○○○○（メーカ
名）ＤＴＶ１（２１）と、○○○○（メーカ名）ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ２２と、××××
（メーカ名）ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ２３と、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ２（２４）とが
ネットワーク２５を介して接続されていることが示されている。
【００５５】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１は、被制御部分通知手段として、図３に示すようなＧ
ＵＩ（以下、被制御部分ＧＵＩ）を備えているものとする。図３において、○○○○（メ
ーカ名）ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ３１には、ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１（３２）と、ＤＶＤ　Ｄｉ
ｓｃ２（３３）とが含まれていることが示されている。
【００５６】
具体的には、図２において○○○○（メーカ名）ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ２２を図４に示す
制御リモコン４１により選択したときに、図３において、○○○○（メーカ名）ＤＶＤ　
Ｐｌａｙｅｒ３１には、ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１（３２）の下位のサブユニットとしてＤＶＤ
　Ｄｉｓｃ１（３２）と、ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ２（３３）とを有していることが示される。
【００５７】
図４において制御リモコン４１は再生ボタン４３や停止、早送りや巻き戻しなどの制御ボ
タン４２と、上ボタン４４、下ボタン４５、右ボタン４６、左ボタン４７により選択され
た項目を実行する被選択オブジェクト実行ボタン４８と、後述する情報機器通知手段表示
ボタン４９を有している。
【００５８】
また、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）は、情報機器通知手段および被制御部分通知手段
としてのＧＵＩを表示するためのデバイスであるディスプレイ１５を備えているものとす
る。
【００５９】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１が持つ被制御部分ＧＵＩは、機器ＧＵＩ上で機器を選
択して、その選択された情報が情報機器（ＤＶＤ再生器）１へ伝わることで、情報機器（
ＤＶＤ再生器）１が被制御部分ＧＵＩのデータを生成し、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０
）へそのデータを送信することで、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）のディスプレイ１５
に表示されるものとする。
【００６０】
制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）は、被制御部分透過選択手段および被制御部分透過制御
手段として、制御リモコン１７に対するユーザ操作の情報を受け取って、その操作を解釈
してパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）に変換し、インタ
ーフェース１２からそのコマンドを発行する機能を有するユーザ操作変換部１６を備えて
いるものとする。
【００６１】
また、ユーザ操作変換部１６は、図４に示す制御リモコン４１の情報機器通知手段表示ボ
タン４９の操作による信号を受け取ったときは、機器ＧＵＩを表示する機能を備えるもの
とする。
【００６２】
また、ユーザ操作変換部１６は、機器ＧＵＩが表示されているときは、制御リモコン１７
に対するユーザ操作の情報を受け取ったとき、（その操作を解釈してパススルーコマンド
（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）に変換するのではなく）その操作を解釈し
て機器ＧＵＩを更新する機能を備えるものとする。
【００６３】
また、ユーザ操作変換部１６は、機器ＧＵＩが表示されているときで機器が選択された状
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態のときに、図４に示す制御リモコン４１の被選択オブジェクト実行ボタン４８の操作に
よる信号を受け取ったときは、被制御部分ＧＵＩを表示する要求（以下、被制御部分ＧＵ
Ｉ表示要求）を、インターフェース１２を介して情報機器（ＤＶＤ再生器）１へ伝達する
機能を備えるものとする。
【００６４】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１は、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）から被制御部分
ＧＵＩ表示要求を受け取ったとき、被制御部分ＧＵＩのデータを制御機器１（ＤＴＶ１）
（１０）へ送信する機能を備えているものとする。
【００６５】
また、制御機器１（ＤＴＶ１）（１０）は、被制御部分ＧＵＩのデータを受け取ると、デ
ィスプレイ１５に表示するための、制御を行うＣＰＵ２（１１）と、制御プログラムを格
納したＲＯＭ２（１４）と、ワークエリアためのＲＡＭ２（１３）とを備えているものと
する。
【００６６】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１は、制御対応テーブルとして、図５に示すような形式
の制御対応テーブル５１をＲＡＭ１（５）に保持するものとする。図５において、制御対
応テーブル５１は、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ１（５２）にＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１（５３
）が対応していて、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ２（５４）にＤＶＤ　Ｄｉｓｃ２（５５
）が対応していることを示している。
【００６７】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１は、被制御部分１として情報が記録されたＤＶＤソフ
ト４を再生可能なＤＶＤソフト再生デッキ部１（３）と、被制御部分２として情報が記録
されたＤＶＤソフト８を再生可能なＤＶＤソフト再生デッキ部２（７）を備えているもの
とする。
【００６８】
また、情報機器（ＤＶＤ再生器）１は、パススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　
ｃｏｍｍａｎｄ）を受け取ったとき、制御対応テーブル５１を参照して、パススルーコマ
ンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）の発行元と対応する被制御部分に対し
てパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）の効果を与えるため
の、制御を行うＣＰＵ１（２）と、制御プログラムを格納したＲＯＭ１（６）と、ワーク
エリアためのＲＡＭ１（５）とを備えているものとする。
【００６９】
以下に動作を説明する。
図６に、制御フローを示す。
以上述べた点を踏まえた上で、まず、制御機器６１と情報機器６２とをＩＥＥＥ１３９４
通信フォーマットによる通信手段を介して接続してネットワークを形成する。なお、情報
機器６２がＤＶＤ再生器で、制御機器６１がＤＴＶ１、ＤＴＶ２であるとする。
【００７０】
このとき、制御機器６１は、情報機器６２へ非同期リード要求（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕ
ｓ　Ｒｅａｄ　ｒｅｑｕｅｓｔ）Ｃ１を発行する。また、情報機器６２は、制御機器６１
へ非同期リード要求（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅａｄｒｅｑｕｅｓｔ）Ｃ２を発行
する。これにより、制御機器６１は、Ｔ１時点で、ネットワークに接続された情報機器６
２に関する機器固有情報を取得し、図１に示したＲＡＭ２（１３）へ取得情報を保持し、
情報機器６２は、Ｔ１１時点で、ネットワークに接続された制御機器６１に関する機器固
有情報を取得し、図１に示したＲＡＭ１（５）へ取得情報を保持する。
【００７１】
ユーザが制御機器６１のＤＴＶ１を介して、情報機器６２のＤＶＤ再生器を制御する場合
、制御機器６１のＤＴＶ１において、図４に示した制御リモコン４１の情報機器通知手段
表示ボタン４９が操作されると、その操作による信号が図１に示したＤＴＶ１のユーザ操
作変換部１６へ伝わり、その信号が解釈され、Ｔ２時点で、ディスプレイ１５に機器ＧＵ
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Ｉを表示する。
【００７２】
制御機器６１のＤＴＶ１において、図４に示した制御リモコン４１の上ボタン４４、下ボ
タン４５、右ボタン４６、左ボタン４７による操作により、機器ＧＵＩに表示されている
情報機器６２のＤＶＤ再生器が選択されたとき、その都度その操作による信号が図１に示
したＤＴＶ１のユーザ操作変換部１６へ伝わり、その信号が解釈され、ディスプレイ１５
上の機器ＧＵＩを更新する。
【００７３】
次に、制御機器６１のＤＴＶ１において、Ｔ３時点で情報機器６２のＤＶＤ再生器が選択
された状態で、図４に示した制御リモコン４１の被選択オブジェクト実行ボタン４８の操
作により、その操作による信号が図１に示したＤＴＶ１のユーザ操作変換部１６へ伝わり
、その信号が解釈され、情報機器６２のＤＶＤ再生器へ被制御部分ＧＵＩ表示要求Ｃ３が
インターフェース１２を介して送信される。
【００７４】
被制御部分ＧＵＩ表示要求Ｃ３を受け取った情報機器６２のＤＶＤ再生器は、Ｔ１２時点
で、被制御部分ＧＵＩデータＣ４を用意し、インターフェース９を介して制御機器６１の
ＤＴＶ１へ被制御部分ＧＵＩデータＣ４を送信する。
【００７５】
そして、制御機器６１のＤＴＶ１は、受け取った被制御部分ＧＵＩデータＣ４をもとに、
Ｔ４時点で、ディスプレイ１５に被制御部分のＧＵＩ表示を行う。
【００７６】
制御機器６１のＤＴＶ１において、Ｔ５時点で、図４に示した制御リモコン４１の上ボタ
ン４４、下ボタン４５、右ボタン４６、左ボタン４７による選択操作により、被制御部分
ＧＵＩに表示されている情報機器６２のＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１が選択されたとき、その都度
その操作による信号が図１に示したＤＴＶ１のユーザ操作変換部１６へ伝わり、その信号
が解釈され、その信号に対応するパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍ
ｍａｎｄ）Ｃ５が情報機器６２のＤＶＤ再生器へ発行される。
【００７７】
それに対応して、情報機器６２のＤＶＤ再生器は、Ｔ１３時点で、被制御部分ＧＵＩデー
タＣ６を用意し、インターフェース９を介して制御機器６１のＤＴＶ１へ被制御部分ＧＵ
ＩデータＣ６を送信する。
【００７８】
制御機器６１のＤＴＶ１は、Ｔ６時点で、ディスプレイ１５上の被制御部分ＧＵＩを更新
する。
【００７９】
そして、制御機器６１のＤＴＶ１において、Ｔ７時点で、被制御部分ＧＵＩに表示されて
いるＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１が選択された状態で、図４に示した制御リモコン４１の被選択オ
ブジェクト実行ボタン４８の操作により、その操作による信号が図１に示したＤＴＶ１の
ユーザ操作変換部１６へ伝わり、その信号が解釈され、その信号に対応するパススルーコ
マンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ７が情報機器６２のＤＶＤ再生器
へ発行される。
【００８０】
このとき、選択したことを示す情報だけではなく、パススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒ
ｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ７に付随した形で、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ１という
選択した制御機器自身の識別情報もインターフェース１２を介して情報機器６２のＤＶＤ
再生器へ伝えられる。
【００８１】
このパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ７を受け取った
情報機器６２のＤＶＤ再生器は、Ｔ１４時点で、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ１（５２）
という選択した制御機器自身の識別情報と、選択された被制御部分の識別情報であるＤＶ
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Ｄ　Ｄｉｓｃ１（５３）とを、ＲＡＭ１（５）に図５に示す制御対応テーブル５１として
保存する。
【００８２】
ここで、情報機器６２のＤＶＤ再生器は、既に、制御機器６１の○○○○（メーカ名）Ｄ
ＴＶ２（５４）によって被制御部分の識別情報であるＤＶＤ　Ｄｉｓｃ２（５５）が選択
されていたものとすると、この１４時点で、図５に示したような制御対応テーブル５１が
、ＤＶＤ再生器のＲＡＭ１（５）に保存されていることになる。
【００８３】
次に、制御機器６１のＤＴＶ１において、Ｔ８時点で、図４に示した制御リモコン４１の
制御ボタン４２の操作により、その操作による信号が図１に示したＤＴＶ１のユーザ操作
変換部１６へ伝わり、その信号が解釈され、その信号に対応するパススルーコマンド（Ｐ
ａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ８が情報機器６２のＤＶＤ再生器へ発行され
る。これにより、制御機器６１のＤＴＶ１のインターフェース１２を介して情報機器６２
のＤＶＤ再生器のインターフェース９へ伝えられる。
【００８４】
ここで、このとき操作された制御ボタン４２は、ＤＶＤディスクを再生するための再生ボ
タン４３であるとする。従って、情報機器６２のＤＶＤ再生器へ発行されるコマンドはパ
ススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）のうちのプレイ（ｐｌａ
ｙ）コマンドである。このとき、パススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍ
ｍａｎｄ）Ｃ８には、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ１という制御する制御機器自身の識別
情報も付随している。
【００８５】
このパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ８を受け取った
情報機器６２のＤＶＤ再生器は、Ｔ１５時点で、その発行元の識別情報を○○○○（メー
カ名）ＤＴＶ１として取得することができるので、図５に示した制御対応テーブル５１を
参照すると、○○○○（メーカ名）ＤＴＶ１（５２）がＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１（５３）と対
応付けられていることが分かる。
【００８６】
従って、情報機器６２のＤＶＤ再生器は、このパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕ
ｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）Ｃ８である「ｐｌａｙ」コマンドの発行先をＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１
であると判断し、ＤＶＤ再生デッキ部１（３）であるＤＶＤＤｉｓｃ１に装填されている
ＤＶＤソフト４を再生する。
【００８７】
［パススルーコマンド］
本実施の形態の被制御部分透過制御手段に適用されるパススルーコマンドの概要を説明す
る。
【００８８】
被制御部分透過制御手段は、ユーザが与える制御要求を、制御機器が通信手段を介して、
制御要求として情報機器に伝え、それを受け取った情報機器が、その被制御部分を制御す
るものである。
【００８９】
被制御部分透過制御手段の例としてパススルーコマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏ
ｍｍａｎｄ）は、ＡＶ／Ｃコマンド（ＡＶ／Ｃ　Ｐａｎｅｌ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｍｏｄｅ
ｌ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｅｔ）で規定されているものであって、複数の被制御部
分を有する情報機器に対して宛先を示すことなく１本化して与えられるものである。
【００９０】
図７は、パススルーコマンドのフォーマットを示す図である。
パススルーコマンドは、コントローラからターゲットに対するユーザのオペラーションを
適宜伝達するために用いられるものである。パススルーコマンドは、ターゲットの状態に
関わらずコントローラから転送されるものである。
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図７において、オペレーションコード（ｏｐｃｏｄｅ）として、７１に「ＰＡＳＳ　ＴＨ
ＲＯＵＧＨ（７Ｃ16）」を示す。オペランド（ｏｐｅｒａｎｄ）［０］として、７２に、
制御リモコンのユーザオペレーションの状態を示すステートフラグ（ｓｔａｔｅ　ｆｌａ
ｇ）と、ユーザオペレーションに対応する識別符号を示すオペレーションＩＤ（ｏｐｅｒ
ａｔｉｏｎ　ｉｄ）を示す。オペランド（ｏｐｅｒａｎｄ）［１］として、７３に、オペ
レーションデータフィールドの長さを示すオペレーションデータフィールドレングス（ｏ
ｐｅｒａｔｉｏｎ　ｄａｔａ　ｆｉｅｌｄ　ｌｅｎｇｔｈ）を示す。オペランド（ｏｐｅ
ｒａｎｄ）［２］以降として、７４に、オペレーションデータの内容を示すオペレーショ
ンデータ（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｄａｔａ）を示す。
【００９１】
［ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス］
本実施の形態のインターフェースに適用されるＩＥＥＥ１３９４シリアルバス（以下、１
３９４シリアルバスという。）の概要を説明する。
まず、接続形態を説明する。１３９４シリアルバスでは接続形態が限定されいて、各機器
をループのないツリー状に接続することで、最大６３台の機器を１つのバスに接続するこ
とができる。各機器のポートは、受信したデータ信号を連続的に他のポートへ伝送するこ
とにより、データ信号がバス全体に伝搬する。
【００９２】
次に、ケーブルについて説明する。２組の差動信号線ＴＰＡおよびＴＰＢと、電源ペアＶ
Ｇ（グランド）およびＶＰ（電源）で構成される。ＴＰＡおよびＴＰＢの２本の信号線で
、バスの動的なコンフィグレーション、バスの使用権を取得するためのアービトレーショ
ン、データ信号の伝搬を行う。ＴＰＡには常時バイアスをかけており、ＴＰＢではそれを
検出することにより、アクティブなケーブルの接続の有無を判定している。
【００９３】
次に、物理レイヤー部の信号について説明する。ＴＰＡ，ＴＰＢの２本の信号線は、「１
」、「０」、「Ｚ」の３値をとる。「Ｚ」は接続されたポートのどちらにも駆動されてい
ないハイインピーダンス状態を意味する。ＴＰＡからはストローブと呼ばれる信号を、Ｔ
ＰＢからはデータを送信する。受信側ではデータとストローブの排他的論理和をとること
でクロックを得て、クロックの変化点でデータを読み取る。
【００９４】
次に、バス初期化について説明する。各ポートは、接続相手のＴＰＡが出力するバイアス
の有無を検出して、ノードが接続されたか取り外されたかを判定する。ポートの接続状態
の変化を検出したノードは、他の接続のあるポートに対して一定時間バスリセット信号を
送信する。これを受信したノードは、さらに接続のある他のポートにバスリセット信号を
送信する。これを繰り返し、最終的にバスに接続された全ノードにバスリセット信号が伝
わる。バスリセット信号を受信したノードは、それ以前の形態情報や、各自のノードＩＤ
をクリアする。その後、各ノードは自らが、バスに接続された各ノードが隣接する複数の
ノードに接続されている状態のブランチか、または隣接するノードは１つだけのリーフか
を認識するようにし、さらに、各ノードの親子関係付けを行い、ツリー構造におけるルー
トノードの決定が行われる。
【００９５】
次に、アドレスについて説明する。６４ビット幅のアドレス空間のうち、上位１０ビット
（最大１０２３）のバスＩＤとそれに続く６ビット（最大６３）のノードＩＤで機器を識
別する。残りの４８ビットはノード内のアドレス空間として割り当てられる。また、この
アドレス空間の所定のレジスタ空間には、ＣＳＲ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　Ｓｔａｔｕ
ｓ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）と、ＣＦＲ（Ｃｏｎｆｉｇｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ，コ
ンフィグレーションＲＯＭと同じ）が標準化される。
【００９６】
次に、非同期通信（アシンクロナス通信）について説明する。１３９４インターフェース
で用いるデータパケットの転送方法の一つとして、非同期通信がある。これは片方向のデ
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ータパケット転送である。送信側はデータパケット転送先アドレスをパケットヘッダーに
明記し、バスに送信する。データパケットはバス上のすべてのノードまで伝搬する。パケ
ットヘッダーに明記された転送先アドレスに対応するノードは、そのデータパケットを受
信し、受信結果（ａｃｋ）を返送する。その一連の転送プロセスをアシンクロナスサブア
クションと呼ぶ。
【００９７】
ここで、アシンクロナスサブアクションを開始するためには、サブアクションギャップと
呼ばれる一定期間、バスがアイドル状態にならなくてはならない。また、受信側がデータ
パケットを受け取って、ａｃｋを返送する間もバスはアイドル状態となり、この間隔をａ
ｃｋギャップと呼ぶ。ａｃｋギャップはサブアクションギャップに比べて充分短いため、
他のサブアクションが開始されることはない。
【００９８】
次に、アイソクロナス通信について説明する。１３９４インターフェースで用いるデータ
パケットの転送方法のもう一つの方法として、アイソクロナス通信がある。アイソクロナ
ス通信は、バス上に１台存在するサイクルマスターが一定間隔で送信するサイクルスター
トパケットに同期して行われる。アイソクロナス通信の送信側のノードはサイクルスター
トパケットを受信するとアイソクロナスギャップを待ってアービトレーションを開始し、
アイソクロナスパケットを送信する。他にも送信ノードが存在する場合には、引き続きア
イソクロナスギャップで、アービトレーションを開始し、アイソクロナスパケットを送信
する。
【００９９】
ここで、アイソクロナスギャップは、サブアクションギャップより充分短い期間になって
いるため、この間にアシンクロナス通信を行いたいノードがいても、サブアクションギャ
ップが検出できないため送信できない。つまり、毎サイクル、アイソクロナスパケットを
送信するノードに優先権が与えられることになる。また、アイソクロナス通信は、アシン
クロナス通信のように、データ転送先のアドレスを指定することはなく、バスにブロード
キャストされる。アイソクロナスパケットには０～６３までのチャンネル番号が割り振ら
れ、ノードは必要なチャンネル番号のアイソクロナスパケットを受信すればよい。
【０１００】
［変形例］
上述した本実施の形態では、複数の制御機器と、１つの情報機器を接続して、ネットワー
クを形成する例のみを示したが、これに限らず、複数の制御機器と、複数の情報機器を接
続してネットワークを形成した場合にも適用することができる。この場合、ある情報機器
において生成された制御対応テーブルを他の情報機器に転送して使用するようにしても良
い。
【０１０１】
上述した本実施の形態では、制御対応テーブルを情報機器内で使用する例を示したが、こ
れに限らず、制御対応テーブルをある制御機器へ転送して、他の制御機器が情報機器を占
有状態であることを示すようにしても良い。
【０１０２】
上述した本実施の形態では、機器固有情報をネットワーク初期化時に取得する例を示した
が、これに限らず、被制御部分情報取得手段が、ネットワーク初期化時に実行されず、情
報機器選択手段により対象となる情報機器を選択したときに実行されるようにしても良い
。
【０１０３】
上述した本実施の形態では、情報機器選択手段は制御機器において機器ＧＵＩにおいて示
される情報から制御リモコンを用いて選択する例を示したが、これに限らず、パススルー
コマンド（Ｐａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）を用いて選択しても良い。
【０１０４】
上述した本実施の形態では、制御機器において情報機器選択手段から機器を選択すること
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で被制御部分通知手段を呼び出す例を示したが、これに限らず、パススルーコマンド（Ｐ
ａｓｓｔｈｒｏｕｇｈ　ｃｏｍｍａｎｄ）を用いて呼び出しても良い。
【０１０５】
また、上述した本実施の形態では、インターフェースとしてＩＥＥＥ１３９４フォーマッ
トを使用する例を示したが、これに限らず、他のＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉ
ａｌ　Ｂｕｓ）を使用するようにしても良い。
【０１０６】
また、上述した本実施の形態では、制御機器として、デジタルテレビジョン受像機を使用
する例を示したが、これに限らず、同様の構成および作用効果を奏するものであれば、デ
ジタルビデオテープレコーダ、セットトップボックス、ルータを使用するようにしても良
い。
【０１０７】
また、上述した本実施の形態では、通信手段は、ネットワークをＩＥＥＥ１３９４インタ
ーフェースによる有線接続により構成する例を示したが、これに限らず、無線によるイン
ターフェースを用いて、複数の制御機器から制御要求を無線により行うようにしてもよく
、さらに無線は、ブルーツゥース方式を用いて、複数の制御機器から制御要求を数メート
ル程度の距離で無線により行うようにしても良く、また、無線は、赤外線方式を用いて、
複数の制御機器から制御要求を赤外線方式により行うようにして、これらにより、無線Ｌ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構成するようにしても良い。これによ
り、その制御機器との関係付けがある被制御部分に対して、適切に動作させることができ
る。
【０１０８】
また、上述した本実施の形態では、ユーザ側としては、デジタルテレビジョン受像機など
の制御機器を使用する例を示したが、これに限らず、携帯電話を使用するようにしても良
い。
【０１０９】
【発明の効果】
この発明の情報制御方法は、情報機器が制御機器へ提供する被制御部分を選択するための
手段から、制御機器が制御したい被制御部分を選択すると、選択する情報そのものと、そ
の被制御部分を選択した制御機器の識別情報とが情報機器に伝達され、選択された情報と
制御機器の識別情報とを受信した情報機器は、内部において、選択された被制御部分の識
別情報と制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テーブルとして保存し、制御機器が
被制御部分を選択する毎に、選択、伝達、および保存を繰り返し、情報機器が制御機器か
ら制御要求を受け取った際に、保存してあった制御対応テーブルを参照して、制御要求の
発行元の識別情報に対応した被制御部分を制御するようにしたので、この情報制御方法に
よれば、情報機器が、制御対応テーブルを保存することができるような構成を備えている
ことにより、制御機器が発行する情報機器に対する制御用コマンドに、制御を対象とする
被制御部分の宛先が保持されていなくても、複数の制御機器からの制御要求に対して、制
御対応テーブルを参照することにより、その制御機器との関係付けがある被制御部分を検
出して、その制御機器が制御したい被制御部分であると判断して、この被制御部分を適切
に動作させることができるという効果を奏する。
【０１１０】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、通信手段は、ＩＥＥＥ１３９４デジタ
ルインターフェースであるので、ＩＥＥＥ１３９４フォーマットで用いられる機器固有の
情報を参照することにより、その制御機器との関係付けがある被制御部分を検出すること
ができるという効果を奏する。
【０１１１】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、被制御部分を選択するための手段と、
被制御部分を制御する手段は、ＡＶ／Ｃパネルサブユニットモデルアンドコマンドセット
で定義されているパススルーコマンドによるものであるので、複数の被制御部分に対して



(16) JP 4396011 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

宛先を付けることなく情報機器に対して１本化して与えられるパススルーコマンドを用い
ることにより、情報機器側で被制御部分を判断して、ユーザの操作を解釈し、これにより
、制御機器は、情報機器を制御し、または選択することができるという効果を奏する。
【０１１２】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、情報機器は、デジタルバーサタイルデ
ィスクに記録されたソフトウエア情報の再生を可能とするものであるので、複数の被制御
部分であるデジタルバーサタイルディスクの再生部分に対して、その制御機器との関係付
けがある被制御部分を検出し、制御機器は、情報機器を制御し、または選択することがで
きるという効果を奏する。
【０１１３】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、通信手段は、無線によるインターフェ
ースを用いるので、複数の制御機器から制御要求を無線により行うことにより、その制御
機器との関係付けがある被制御部分に対して、適切に動作させることができるという効果
を奏する。
【０１１４】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、無線は、ブルーツゥース方式を用いる
ので、複数の制御機器から制御要求を数メートル程度の距離で無線により行うことにより
、その制御機器との関係付けがある被制御部分に対して、適切に動作させることができる
という効果を奏する。
【０１１５】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、無線は、赤外線方式を用いるので、複
数の制御機器から制御要求を赤外線方式により行うことにより、その制御機器との関係付
けがある被制御部分に対して、適切に動作させることができるという効果を奏する。
【０１１６】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、情報機器は、ハードディスクに記録さ
れたオーディオビジュアル情報の再生を可能とするものであるので、圧縮符号化して記録
されたオーディオビジュアル情報を伸張復号化して再生することにより、複数の被制御部
分であるオーディオビジュアル情報のハードディスクの再生部分に対して、その制御機器
との関係付けがある被制御部分を検出し、制御機器は、情報機器を制御し、または選択す
ることができるという効果を奏する。
【０１１７】
また、この発明の情報制御方法は、上述において、制御機器は、デジタル放送を受信可能
なデジタルテレビジョン受像機であるので、複数の制御機器であるデジタルテレビジョン
受像機から制御要求をすることにより、その制御機器との関係付けがある被制御部分に対
して、適切に動作させることができるという効果を奏する。
【０１１８】
また、この発明の情報処理装置は、制御機器から制御可能な複数の被制御部分と、制御機
器が制御したい被制御部分を選択するために、制御機器へ選択手段を提供する送信手段と
、選択手段により選択する情報そのものと、その被制御部分を選択した制御機器の識別情
報とを受信する受信手段と、選択された被制御部分の識別情報と制御機器の識別情報とを
対応付けて制御対応テーブルとして保存する保存手段と、制御機器が被制御部分を選択す
る毎に、選択手段の提供、受信手段による受信、および保存手段による保存を繰り返すと
共に、受信手段により制御機器から制御要求を受け取った際に、保存してあった制御対応
テーブルを参照して、制御要求の発行元の識別情報に対応した被制御部分を制御する制御
手段とを備えたので、この情報処理装置によれば、制御対応テーブルを保存することがで
きるような構成を備えていることにより、制御機器が発行する情報機器に対する制御用コ
マンドに、制御を対象とする被制御部分の宛先が保持されていなくても、複数の制御機器
からの制御要求に対して、制御対応テーブルを参照することにより、その制御機器との関
係付けがある被制御部分を検出して、その制御機器が制御したい被制御部分であると判断
して、この被制御部分を適切に動作させる情報機器を構成することができるという効果を
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【０１１９】
また、この発明の情報制御システムは、制御機器は、被制御部分を選択する選択手段と、
選択された被制御部分に対して制御を要求する制御要求手段とを有し、情報機器は、制御
機器から制御可能な複数の被制御部分と、制御機器が制御したい被制御部分を選択するた
めに、制御機器へ選択手段を提供する送信手段と、選択手段により選択する情報そのもの
と、その被制御部分を選択した制御機器の識別情報とを受信する受信手段と、選択された
被制御部分の識別情報と制御機器の識別情報とを対応付けて制御対応テーブルとして保存
する保存手段と、制御機器が被制御部分を選択する毎に、選択手段の提供、受信手段によ
る受信、および保存手段による保存を繰り返すと共に、受信手段により制御機器から制御
要求を受け取った際に、保存してあった制御対応テーブルを参照して、制御要求の発行元
の識別情報に対応した被制御部分を制御する制御手段とを備えていることにより、制御機
器が発行する情報機器に対する制御用コマンドに、制御を対象とする被制御部分の宛先が
保持されていなくても、複数の制御機器からの制御要求に対して、制御対応テーブルを参
照することにより、その制御機器との関係付けがある被制御部分を検出して、その制御機
器が制御したい被制御部分であると判断して、この被制御部分を適切に動作させるシステ
ムを構成することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態が適用される制御システムの一例の構成を示す図である。
【図２】情報機器通知手段の一例の構成を示す図である。
【図３】被制御部分通知手段の一例の構成を示す図である。
【図４】制御リモコンの一例の構成を示す図である。
【図５】制御対応テーブルの一例の構成を示す図である。
【図６】制御フローの一例を示す図である。
【図７】パススルーコマンドのフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
１……情報機器（ＤＶＤ再生器）、２……ＣＰＵ１、３……被制御部分１（ＤＶＤソフト
再生デッキ部１）、４……ＤＶＤソフト、５……ＲＡＭ１、６……ＲＯＭ１、７……被制
御部分２（ＤＶＤソフト再生デッキ部２）、８……ＤＶＤソフト、９……インターフェー
ス、１０……制御機器１（ＤＴＶ１）、１１……ＣＰＵ２、１２……インターフェース、
１３……ＲＡＭ２、１４……ＲＯＭ２、１５……情報機器通知手段・被制御部分通知手段
の表示媒体（ディスプレイ）、１６……ユーザ操作変換部、１７……制御リモコン、２１
……○○○○ＤＴＶ１、２２……○○○○ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ、２３……××××ＤＶ
Ｄ　Ｐｌａｙｅｒ、２４……○○○○ＤＴＶ２、２５……ネットワーク、３１……○○○
○ＤＶＤＰｌａｙｅｒ、３２……ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１、３３……ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ２、４
１……制御リモコン、４２……制御ボタン、４３……再生ボタン、４４……上ボタン、４
５……下ボタン、４６……右ボタン、４７……左ボタン、４８……被選択オブジェクト実
行ボタン、４９……情報機器通知手段表示ボタン、５１……制御対応テーブル、５２……
○○○○ＤＴＶ１、５３……ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ１、５４……○○○○ＤＴＶ２、５３……
ＤＶＤ　Ｄｉｓｃ２、７１……オペレーションコード、７２……ステートフラグおよびオ
ペレーションＩＤ、７３……オペレーションデータフィールドレングス、７４……オペレ
ーションデータ、
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