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(57)【要約】
【課題】本発明は、例えば住宅の壁内に敷設したケーブ
ルを介して住宅の各部屋にオーディオ信号及びビデオ信
号を伝送し、このオーディオ信号及びビデオ信号を各部
屋で再生する音響システム音響システムに適用して、従
来に比してこの種のシステムの使い勝手を一段と向上す
ることができるようにする。
【解決手段】本発明は、複数のゾーンユニット４Ａ～４
Ｄの１つでパーティーモードが選択されと、１つのソー
スユニット３Ａ～３Ｄのオーディオ信号を複数のゾーン
ユニット４Ａ～４Ｄの全部に出力する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれオーディオ信号及びビデオ信号を出力する複数のソースユニットと、
　それぞれ住宅の所望の箇所に設置され、ユーザーの操作に応じて制御データを出力し、
オーディオ信号をスピーカから出力すると共にビデオ信号を表示する複数のゾーンユニッ
トと、
　前記制御データに応じて前記ソースユニットのオーディオ信号及びビデオ信号を前記ゾ
ーンユニットに選択出力するメインボックスとを備え、
　前記メインボックスは、
　前記複数のゾーンユニットのうちの１つのゾーンユニットでパーティーモードが選択さ
れると、前記制御データにより、前記１つのゾーンユニットで選択された前記ソースユニ
ットのオーディオ信号を前記複数のゾーンユニットの全部に出力する
　音響システム。
【請求項２】
　メインボックスは、
　前記パーティーモードにおいて、前記複数のゾーンユニットの何れかのゾーンユニット
でソースユニット及び又はコンテンツが選択されると、前記複数のゾーンユニットの全部
に出力するオーディオ信号を、選択されたソースユニット及び又はコンテンツのオーディ
オ信号に切り換える
　請求項１に記載の音響システム。
【請求項３】
　住宅の壁内に敷設されたケーブルを介して、それぞれオーディオ信号及びビデオ信号を
出力する複数のゾーンユニットと、それぞれビデオ信号及びオーディオ信号を再生する複
数のソースユニットとに接続され、
　前記ゾーンユニットからの制御データにより、前記複数のソースユニットから出力され
るオーディオ信号及びビデオ信号を前記ゾーンユニットに選択出力し、
　前記複数のゾーンユニットのうちの１つのゾーンユニットでパーティーモードが選択さ
れると、前記制御データにより、前記１つのゾーンユニットで選択された前記ソースユニ
ットのオーディオ信号を前記複数のゾーンユニットの全部に出力する
　メインボックス。
                                                                                
                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響システム及びメインボックスに関し、例えば住宅の壁内に敷設したケー
ブルを介して住宅の各部屋にオーディオ信号及びビデオ信号を伝送し、このオーディオ信
号及びビデオ信号を各部屋で再生する音響システムに適用することができる。本発明は、
複数のゾーンユニットの１つでパーティーモードが選択されと、１つのソースユニットの
オーディオ信号を複数のゾーンユニットの全部に出力することにより、従来に比してこの
種のシステムの使い勝手を一段と向上することができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、米国等では、壁内に敷設したケーブルを介して住宅の各部屋にオーディオ信号を
伝送し、壁に埋め込んだスピーカでオーディオ信号を再生する音響システムが提供されて
いる。この音響システムは、住宅内の所定箇所に音楽ソースの機器が設置され、この音楽
ソースの機器から出力されるオーディオ信号を各部屋に伝送する。またこの音響システム
は、各部屋にコントローラが設けられ、このコントローラによりオーディオ信号の伝送等
を制御する。従ってこの種の音響システムは、住宅によってシステム構成が異なることか
ら、システムを構成する各機器に高い拡張性が設けられている。
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【０００３】
　この種の音響システムに関して、例えば特開２０００－５９４０８号公報には、ホーム
ネットワークにおいてリソース共有を最適化する方法が提案されている。
【特許文献１】特開２０００－５９４０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでこの種の音響システムの使い勝手を一段と向上することができれば、便利であ
ると考えられる。
【０００５】
  本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来に比して使い勝手を一段と向上する
ことができる音響システム及び音響システムのメインボックスを提案しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため請求項１の発明は、それぞれオーディオ信号及びビデオ信号
を出力する複数のソースユニットと、それぞれ住宅の所望の箇所に設置され、ユーザーの
操作に応じて制御データを出力し、オーディオ信号をスピーカから出力すると共にビデオ
信号を表示する複数のゾーンユニットと、前記制御データに応じて前記ソースユニットの
オーディオ信号及びビデオ信号を前記ゾーンユニットに選択出力するメインボックスとを
備える音響システムに適用する。前記メインボックスは、前記複数のゾーンユニットのう
ちの１つのゾーンユニットでパーティーモードが選択されると、前記制御データにより、
前記１つのゾーンユニットで選択された前記ソースユニットのオーディオ信号を前記複数
のゾーンユニットの全部に出力する。
【０００７】
　また請求項３の発明は、住宅の壁内に敷設されたケーブルを介して、それぞれオーディ
オ信号及びビデオ信号を出力する複数のゾーンユニットと、それぞれビデオ信号及びオー
ディオ信号を再生する複数のソースユニットとに接続され、前記ゾーンユニットからの制
御データにより、前記複数のソースユニットから出力されるオーディオ信号及びビデオ信
号を前記ゾーンユニットに選択出力するメインボックスに適用する。ここで前記複数のゾ
ーンユニットのうちの１つのゾーンユニットでパーティーモードが選択されると、前記制
御データにより、前記１つのゾーンユニットで選択された前記ソースユニットのオーディ
オ信号を前記複数のゾーンユニットの全部に出力する。
【０００８】
　請求項１又は請求項３の構成によれば、各種のソースを複数のゾーンユニットで共有し
て、各ゾーンユニットで所望のコンテンツを再生する構成において、１つのゾーンユニッ
トにおける操作により、１つのコンテンツに係るオーディオ信号を全てのゾーンユニット
で再生することができる。これにより従来に比して使い勝手を向上することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、従来に比して使い勝手を一段と向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。なお説明は、以下の順
序で行う。
【００１１】
　１．第１の実施の形態
　２．変形例
＜第１の実施の形態＞
　〔実施の形態の構成〕
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〔全体構成〕
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る音響システムを示すブロック図である。この
音響システム１は、壁内に敷設したケーブルを介して住宅の各部屋にオーディオ信号及び
ビデオ信号を伝送し、各部屋でオーディオ信号及びビデオ信号を再生する。
【００１２】
　この音響システム１は、地下室等の目立たない箇所にメインボックス２が設けられ、メ
インボックス２の設置場所、リスニングルーム等にソースユニット３Ａ～３Ｄが設けられ
る。また各部屋にゾーンユニット４Ａ～４Ｄが設けられる。なおソースユニット３Ａ～３
Ｄは、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄと同一の部屋に設けられる場合もある。音響システム１
は、壁内に敷設されたケーブルを介してメインボックス２にソースユニット３Ａ～３Ｄ及
びゾーンユニット４～４Ｄが接続される。この音響システム１は、このソースユニット３
Ａ～３Ｄから出力されるオーディオ信号、ビデオ信号をメインボックス２から各ゾーンユ
ニット４Ａ～４Ｄに伝送して再生する。
【００１３】
　ここでソースユニット３Ａ～３Ｄは、それぞれメインボックス２の制御によりコンテン
ツを選択し、このコンテンツのオーディオ信号、ビデオ信号をメインボックス２に出力す
るソース側のユニットである。ソースユニット３Ａ～３Ｄは、オーディオ信号、若しくは
オーディオ信号及びビデオ信号を出力する外部機器６と、この外部機器６とメインボック
ス２とのインターフェースを構成するウオールポート７とが設けられる。
【００１４】
　ここで外部機器６は、専用のＡＶレシーバー、若しくはソースとして機能するオーディ
オ機器又はＡＶ機器である。専用のＡＶレシーバーは、リスニングルーム等に設置される
プリメインアンプであり、ＦＭ放送及びテレビジョン放送の受信機能、外部入力機能、セ
レクタの機能、外部出力機能を有する。この専用のＡＶレシーバーは、ウオールポート７
を介してメインボックス２から伝送される制御データにより、動作を切り換え、オーディ
オ信号及びビデオ信号をウオールポート７に出力する。また外部入力端子に接続された外
部機器を制御し、外部入力端子に入力されるビデオ信号及びオーディオ信号を選択してウ
オールポート７に出力する。
【００１５】
　従って音響システム１は、この専用のＡＶレシーバーを外部機器６に適用した場合には
、このＡＶレシーバーの外部入力端子を使用して所望のオーディオ機器、ＡＶ機器を増設
可能に構成される。またさらにこのＡＶレシーバーの外部入力端子に、他のソースユニッ
トの外部機器６のビデオ信号及びオーディオ信号を直接入力して、他のソースユニットの
外部機器６をリスニングルーム等で利用することができる。これに対してソースとして機
能するオーディオ機器は、例えばコンパクトディスクプレイヤー、ＦＭ放送のチューナー
等である。またソースとして機能するＡＶ機器は、例えばテレビジョン放送のチューナー
等である。
【００１６】
　ウオールポート７は、壁面に設置される入出力端末である。ウオールポート７は、メイ
ンボックス４から出力される制御データを外部機器６に出力し、外部機器６から出力され
るオーディオ信号及びビデオ信号をメインボックス２に出力する。
【００１７】
　ゾーンユニット４Ａ～４Ｄは、部屋等に設置される端末のユニットである。ゾーンユニ
ット４Ａ～４Ｄは、ユーザーの操作に応動してメインボックス２に制御データを出力し、
メインボックス２から伝送されるオーディオ信号、音声信号を再生する。ゾーンユニット
４Ａ～４Ｄは、壁に埋め込まれた外部スピーカ８と、メインボックス２に制御データを出
力すると共にメインボックス２から出力されるオーディオ信号により外部スピーカ８を駆
動するキーパッド９と、メインボックス２から出力されるビデオ信号を再生するディスプ
レイ装置１０とが設けられる。なおディスプレイ装置１０は、必要に応じて設置される。
【００１８】
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　メインボックス２は、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄから出力される制御データにより動作
を切り換え、各ソースユニット３Ａ～３Ｄの動作を制御する。メインボックス２は、この
動作の切り換えにより各部から入力されるオーディオ信号及びビデオ信号をゾーンユニッ
ト４Ａ～４Ｄに選択出力する。
【００１９】
　より具体的に、メインボックス２は、各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄに設けられたキーパ
ッド９の制御により、所望のソースユニット３Ａ～３Ｄから出力されるオーディオ信号及
びビデオ信号を選択してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力すると共に、ソースユニット３
Ａ～３Ｄに設けられた外部機器６に制御データを出力する。その結果、この音響システム
１では、各部屋でキーパッド９を操作してソース、コンテンツを選択し、選択したコンテ
ンツを各部屋で楽しむことができる。
【００２０】
　〔拡張機能に係る構成〕
　ここでキーパッド９は、ユーザーの操作により動作モードをインターホンモードに切り
換える。ここでインターホンモードは、キーパッド９をインターホンの端末装置として使
用し、キーパッド９間で音声信号を送受する動作モードである。キーパッド９は、内蔵の
マイクで取得した音声信号をメインボックス２に伝送する。メインボックス２は、この音
声信号を他のゾーンユニット４Ａ～４Ｄに伝送し、他のゾーンユニット４Ａ～４Ｄではオ
ーディオ信号を消音した後、伝送された音声信号を内部スピーカから出力する。またこれ
とは逆に、他のゾーンユニット４Ａ～４Ｄで音声信号を取得し、この音声信号をメインボ
ックス２を介してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに伝送する。これにより音響システム１は、
各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄをインターホンの端末として使用して、ゾーンユニット４Ａ
～４Ｄを設置した部屋間で通話することができる。
【００２１】
　さらにメインボックス２は、ドアホン１１Ａ及び１１Ｂを接続することができ、このド
アホン１１Ａ及び１１Ｂで呼び出しの操作子が操作されると、ドアチャイム１２を駆動し
て呼び出し音を出力する。またゾーンユニット４Ａ～４Ｄの制御により、ドアホン１１Ａ
及び１１Ｂから出力される音声信号を対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力し、また
このゾーンユニット４Ａ～４Ｄで取得した音声信号をドアホン１１Ａ及び１１Ｂに伝送し
て出力する。また対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄでは、オーディオ信号を消音した後
、伝送された音声信号を内部スピーカから出力し、またマイクで取得した音声信号をメイ
ンボックス２に出力する。これにより音響システム１は、各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄを
ドアホン１１Ａ及び１１Ｂの端末として使用して、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄを設置した
各部屋で来訪者と会話することができる。
【００２２】
　またメインボックス２は、ビデオカメラ１３Ａ及び１３Ｂからモニタ用ビデオ信号を入
力し、キーパッド９の制御により、このモニタ用ビデオ信号を所望のゾーンユニット４Ａ
～４Ｄに出力する。これによりこの音響システム１は、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄを設置
した各部屋で例えばペット、玄関先の来訪者等を監視することができる。
【００２３】
　ディジタルソースユニット１４は、例えば携帯型音楽プレイヤー等のディジタルオーデ
ィオ機器１５を音楽ソースとして利用するソース側のユニットである。ディジタルソース
ユニット１４は、ディジタルウオールポート１６を介してメインボックス２から出力され
る制御データをディジタルオーディオ機器１５に出力する。またディジタルウオールポー
ト１６を介してディジタルオーディオ機器１５から出力されるディジタルオーディオ信号
をメインボックス２に出力する。メインボックス２は、このディジタルソースユニット１
４についても、ソースユニット３Ａ～３Ｄと同様に、制御データを出力し、またディジタ
ルオーディオ信号を入力してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力する。これにより音響
システム１では、携帯型音楽プレイヤー等に蓄積された音楽コンテンツについても、ゾー
ンユニット４Ａ～４Ｄを設置した各部屋で楽しむことができる。
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【００２４】
　〔メインボックスの詳細構成〕
　図２は、メインボックス２の外観構成を示す平面図である。メインボックス２は、箱形
状により作成され、上面に、ドアホン１１Ａ、１１Ｂ、ドアチャイム１２、ディジタルソ
ースユニット１４をそれぞれ接続するコネクタＣＮ１１Ａ、ＣＮ１１Ｂ、ＣＮ１２、ＣＮ
１４が設けられる。またこの上面に、ソースユニット３Ａ～３Ｄをそれぞれ接続するオー
ディオ信号用、データ通信用、ビデオ信号用のコネクタＣＮ３ＡＡ～ＣＮ３ＤＡ、ＣＮ３
ＡＣ～ＣＮ３ＤＣ、ＣＮ３ＡＶ～ＣＮ３ＤＶが設けられる。またこの上面に、ゾーンユニ
ット４Ａ～４Ｄをそれぞれ接続するオーディオ信号用、データ通信用、ビデオ信号用のコ
ネクタＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４ＨＡ、ＣＮ４ＡＣ～ＣＮ４ＨＣ、ＣＮ４ＡＶ～ＣＮ４ＤＶが設
けられる。
【００２５】
　なおゾーンユニット４Ａ～４Ｄを接続するオーディオ信号用、データ通信用のコネクタ
ＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４ＨＡ、ＣＮ４ＡＣ～ＣＮ４ＨＣは、８系統分設けられる。これに対し
てゾーンユニット４Ａ～４Ｄを接続するビデオ信号用のコネクタＣＮ４ＡＶ～ＣＮ４ＤＶ
は、４系統分設けられる。従ってこのメインボックス２は、最大でゾーンユニットを８系
統接続することが可能ではあるものの、そのうちの４系統は、ディスプレイ装置１０を設
置していないオーディオ信号のみ再生する端末となる。
【００２６】
　またメインボックス２は、側面に、それぞれモニタ用ビデオ信号を入力するコネクタＣ
Ｎ１３ＡＶ、ＣＮ１３ＢＶ、コンピュータを接続するコネクタＣＮＰＣＡ、ＣＮＰＣＢが
設けられる。
【００２７】
　図３は、このメインボックス２の詳細構成を示すブロック図である。メインボックス２
において、ビデオスイッチャ２１は、ビデオ信号の出力を切り換えるスイッチャである。
ビデオスイッチャ２１は、コネクタＣＮ３ＡＶ～ＣＮ３ＤＶを介してソースユニット３Ａ
～３Ｄのビデオ信号を入力し、コネクタＣＮ１３ＡＶ、ＣＮ１３ＢＶを介してビデオカメ
ラ１３Ａ及び１３Ｂからモニタ用ビデオ信号を入力する。ビデオスイッチャ２１は、コン
トローラ２２の制御により、入力したビデオ信号、モニタ用ビデオ信号をコネクタＣＮ４
ＡＶ～ＣＮ４ＤＶを介してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力する。
【００２８】
　オーディオスイッチャ２０は、オーディオ信号及び音声信号の出力を切り換えるスイッ
チャである。オーディオスイッチャ２０は、コネクタＣＮ３ＡＡ～ＣＮ３ＤＡを介してソ
ースユニット３Ａ～３Ｄのオーディオ信号を入力する。オーディオスイッチャ２０は、コ
ントローラ２２の制御により、入力したオーディオ信号をコネクタＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４Ｈ
Ａを介してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力する。
【００２９】
　またオーディオスイッチャ２０は、コネクタＣＮ１１Ａ、ＣＮ１１Ｂを介してドアホン
１１Ａ、１１Ｂから音声信号を入力し、コネクタＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４ＨＡを介してゾーン
ユニット４Ａ～４Ｄから音声信号を入力する。オーディオスイッチャ２０は、コントロー
ラ２２の制御により、ドアホン１１Ａ、１１Ｂからの音声信号をコネクタＣＮ４ＡＡ～Ｃ
Ｎ４ＨＡを介してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力する。またゾーンユニット４Ａ～
４Ｄからの音声信号をコネクタＣＮ１１Ａ、ＣＮ１１Ｂを介してドアホン１１Ａ、１１Ｂ
に選択出力し、コネクタＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４ＨＡを介して他のゾーンユニット４Ａ～４Ｄ
に選択出力する。またオーディオスイッチャ２０は、コネクタＣＮ１４を介して入力され
るディジタルソースユニット１４からのディジタルオーディオ信号をディジタルアナログ
変換回路２５によりアナログ信号に変換して入力する。オーディオスイッチャ２０は、コ
ントローラ２２の制御により、ディジタルアナログ変換回路２５から入力されるオーディ
オ信号をコネクタＣＮ４ＡＡ～ＣＮ４ＨＡを介してゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力
する。



(7) JP 2010-114478 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

【００３０】
　コントローラ２２は、この音響システム１の動作を制御する演算処理手段であり、メモ
リ２６に記録されたプログラムを実行してこの音響システム１の各部の動作を制御する。
このためコントローラ２２は、データ通信用のコネクタＣＮ３ＡＣ～ＣＮ３ＤＣ、ＣＮ４
ＡＣ～ＣＮ４ＨＣによりソースユニット３Ａ～３Ｄ、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄと接続さ
れ、また呼び出しの操作子の操作を検出可能に、コネクタＣＮ１１Ａ、ＣＮ１１Ｂを介し
てドアホン１１Ａ、１１Ｂに接続される。またドアチャイム１２を制御可能に、コネクタ
ＣＮ１４を介してドアチャイム１２に接続される。
【００３１】
　〔キーパッドの詳細構成〕
　図４は、キーパッド９の外観構成を示す平面図である。キーパッド９は、背面が矩形形
状により突出し、この突出した部位を壁に埋め込んで各部屋の壁面に設置される。キーパ
ッド９は、メニュー画面等を表示する表示部２７が設けられ、音量の操作子２８Ｕ、２８
Ｄ、消音の操作子２９、メニュー表示の操作子３０、実行／リターンの操作子３１、電源
の操作子３２、カーソル／入力の操作子３３等が設けられる。
【００３２】
　図５は、キーパッド９を示すブロック図である。キーパッド９は、内蔵のマイク３４に
よりユーザーの音声信号を取得し、増幅回路３５によりこの音声信号を増幅する。キーパ
ッド９は、コントローラ３６の制御により、増幅回路３５から出力される音声信号をメイ
ンボックス２に出力する。またキーパッド９は、メインボックス２から伝送されるオーデ
ィオ信号により増幅回路３７で外部スピーカ８を駆動する。またキーパッド９は、メイン
ボックス２から伝送されるオーディオ信号により増幅回路３８で内蔵スピーカ３９を駆動
する。
【００３３】
　キーパッド９において、コントローラ３６は、メインボックス２のコントローラ２２と
共にこの音響システム１の動作を制御する演算処理手段である。コントローラ３６は、メ
モリ４５に記録されたプログラムを実行してこの音響システム１の各部の動作を制御する
。なおキーパッド９は、リモートコマンダからの遠隔制御信号を受光する受光部を有し、
リモコンの操作によっても、各操作子２８Ｄ～３３を操作した場合と同一に各部を制御可
能に構成される。
【００３４】
　〔コントローラ２２、３６の制御〕
　この音響システム１において、キーパッド９のコントローラ３６は、電源の操作子３２
、メニュー表示の操作子３０、又は対応するリモートコマンダの操作子が操作されると、
メインボックス２のコントローラ２２の指示により表示部２７にメインメニュー画面を表
示する。なおコントローラ３６は、待機状態において、内蔵のタイマで検出される現在時
刻を表示部２７で表示し、電源の操作子３２又はリモートコマンダの対応する操作子が操
作された場合には、キーパッド９の電源を立ち上げて表示部２７の表示を切り換える。ま
たこのキーパッド９の電源を立ち上げた時点で、メインボックス２の電源が立ち上がって
いない場合には、メインボックス２のコントローラ２２に制御データを出力し、併せてメ
インボックス２の電源を立ち上げる。
【００３５】
　コントローラ３６は、このメインメニュー画面において、カーソル／入力の操作子３３
又は対応するリモートコマンダの操作子の操作により、メニューの選択を受ける。またメ
ニューの選択により、コントローラ２２の指示に従って下位階層のメニュー画面を表示し
、さらにメニューの選択を受け付ける。これにより音響システム１は、階層構造によりメ
ニューを表示してメニューの選択を受け付ける。
【００３６】
　ここでコントローラ２２及び３６は、このメニューの選択により、セットアップの設定
を受け付け、セットアップの情報をコントローラ３６のメモリ２６に記録する。なおセッ
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トアップは、例えば、各ソースユニット３Ａ～３Ｄのメニューを構成するアイコン及び名
称の設定、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄが設けられた部屋の名称の設定、ドアホン１１Ａ、
１１Ｂのメニューを構成するアイコン及び名称の設定、ビデオカメラ１３Ａ、１３Ｂとゾ
ーンユニット４Ａ～４Ｄ又はドアホン１１Ａ、１１Ｂとの対応付け等である。具体的に、
ソースユニット３Ａ～３Ｄの名称は、例えばＦＭ放送、ＡＭ放送、ＴＶ放送等であり、ゾ
ーンユニット４Ａ～４Ｄが設けられた部屋の名称は、例えばリビング、キッチン等である
。またドアホン１１Ａ、１１Ｂの名称は、玄関等である。またビデオカメラ１３Ａ、１３
Ｂの対応付けは、例えばビデオカメラ１３Ａがゾーンユニット４Ａを設置した部屋に設置
されている場合に、ビデオカメラ１３Ａとゾーンユニット４Ａとの間のリンクの設定であ
る。
【００３７】
　コントローラ２２は、メモリ２６に記録したセットアップの情報によりメインメニュー
画面、下位階層のメニュー画面等の表示をコントローラ３６に指示し、コントローラ３６
は、この通知によりセットアップにより設定したアイコン、名称によりメインメニュー画
面、下位階層のメニュー画面等を表示して各種の選択を受け付ける。
【００３８】
　〔ソースユニットの制御〕
　ここでメインメニュー画面において、ソースユニット３Ａ～３Ｄのメニューが選択され
ると、コントローラ３６は、この選択をメインボックス２のコントローラ２２に通知する
。コントローラ２２は、この通知により対応するソースユニット３Ａ～３Ｄの外部機器６
との間でデータ通信し、この外部機器６で選択可能なコンテンツを検出する。コントロー
ラ２２は、検出した選択可能なコンテンツをコントローラ３６に通知し、コントローラ３
６は、この通知により選択可能なコンテンツのメニューを表示して下位階層のメニュー画
面で表示する。またコンテンツのメニューが選択されると、この選択をコントローラ２２
に通知する。
【００３９】
　メインボックス２のコントローラ２２は、この通知により対応するソースユニット３Ａ
～３Ｄ、オーディオスイッチャ２０、ビデオスイッチャ２１を制御し、ユーザーの選択し
たコンテンツに係るオーディオ信号、ビデオ信号を入力して対応するゾーンユニット４Ａ
～４Ｄに選択出力する。
【００４０】
　キーパッド９のコントローラ３６は、増幅回路３７の制御によりこのメインボックス２
から出力されるオーディオ信号を外部スピーカ８から出力し、またディスプレイ装置１０
の電源を立ち上げてビデオ信号をディスプレイ装置１０で再生する。
【００４１】
　またコントローラ３６は、音楽コンテンツ、映像コンテンツを再生した状態で、音量の
操作子２８Ｕ、２８Ｄの操作、消音の操作子２９の操作により、増幅回路３７の動作を制
御し、音量可変、消音、消音解除の処理を実行する。
【００４２】
　また同様に音楽コンテンツ、映像コンテンツを再生した状態で、コントローラ３６は、
カーソル／入力の操作子３３の操作により表示部２７の表示を切り換えてソース、コンテ
ンツの選択を受け付け、この選択されたソース、コンテンツへの切り換えをメインボック
ス２に指示する。メインボックス２のコントローラ２２は、このコントローラ３６からの
指示に従って対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄ、ビデオスイッチャ２１、オーディオス
イッチャ２０の動作を切り換え、ユーザーが選択し直したソース、コンテンツに係るオー
ディオ信号及びビデオ信号を入力して対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力する。
【００４３】
　この一連のコントローラ２２、３６の制御により、この音響システム１では、ゾーンユ
ニット４Ａ～４Ｄが設置された各部屋でそれぞれ所望の音楽コンテンツ、映像コンテンツ
を利用することができる。
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【００４４】
　なお外部機器６に専用のＡＶレシーバーが適用され、このＡＶレシーバーの外部入力端
子に外部機器が接続されている場合にあって、このＡＶレシーバーのソースユニットがメ
インメニュー画面で選択された場合、コントローラ３６は、このＡＶレシーバーに接続さ
れた外部機器を選択するメニューを表示して下位階層のメニュー画面を表示する。またこ
の下位階層のメニュー画面における外部機器の選択により、対応する外部機器で選択可能
なコンテンツのメニューを表示する。なおこれら下位階層のメニュー、コンテンツのメニ
ューの表示に必要な情報は、例えばＡＶレシーバーを介してデータ通信によりメインボッ
クス２のコントローラ２２で外部機器から取得される。なおこの外部機器のメニュー表示
は、セットアップで設定するようにしてもよい。
【００４５】
　〔インターホンモード〕
　図６は、インターホンモードにおけるコントローラ２２、３６の処理手順を示すフロー
チャートである。コントローラ２２は、メインメニュー画面において、インターホンモー
ドのメニューが選択されると、インターホンモードに動作モードを切り換えてこの処理手
順を開始し、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移る。以下、このインターホンモード
に設定したゾーンユニットを呼び出し側のゾーンユニットと呼ぶ。
【００４６】
　このステップＳＰ２において、コントローラ２２は、メインボックス２のコントローラ
３６にインターホンモードを通知し、コントローラ３６は、この通知によりメモリ２６の
記録に基づいて選択可能な通話対象をコントローラ３６に通知する。ここで選択可能な通
話対象は、他のゾーンユニットの全て又は１つである。コントローラ３６は、メインボッ
クス２のコントローラ２２からの通知により、選択可能な通話対象をセットアップで設定
された部屋の名称で一覧表示する。
【００４７】
　続いてコントローラ２２は、ステップＳＰ３に移り、この一覧表示において、ユーザー
により通話対象の選択を受け付け、選択された通話対象をメインボックス２のコントロー
ラ２２に通知する。メインボックス２のコントローラ２２は、この通知により呼び出し側
ゾーンユニットが設置された部屋の名称を通話対象のキーパッド９に通知し、通話対象側
の表示部２７で呼び出し側の部屋の名称を表示する。なおこの場合に、通話対象のキーパ
ッド９が電源を立ち上げていない場合、コントローラ２２は、このキーパッド９の電源を
立ち上げて部屋の名称を通知する。
【００４８】
　続くステップＳＰ４において、呼び出し側のコントローラ２２は、外部スピーカ８から
のオーディオ信号の出力を消音し、マイク３４で取得した音声信号のメインボックス２へ
の出力を開始する。なおそれまで外部スピーカ８からオーディオ信号を出力していない場
合、消音の処理は省略される。メインボックス２のコントローラ３６は、このステップＳ
Ｐ４におけるコントローラ３６の処理に対応してオーディオスイッチャ２０の動作を制御
し、呼び出し側のキーパッド９から出力される音声信号を通話対象のキーパッド９に出力
する。通話対象のキーパッド９は、外部スピーカ８からのオーディオ信号の出力を消音し
、メインボックス２から伝送される音声信号を内蔵スピーカ３９から出力する。なおこの
場合も、それまで外部スピーカ８からオーディオ信号を出力していない場合、消音の処理
は省略される。
【００４９】
　メインボックス２のコントローラ２２は、続くステップＳＰ５において、通話対象のキ
ーパッド９から応答が得られたか否か判断する。ここで通話対象のキーパッド９のコント
ローラ２２は、内蔵スピーカ３９からの音声信号の出力を開始する。また通話対象のコン
トローラ２２は、この状態で、所定の操作子が操作されると、メインボックス２に応答を
通知すると共に、内蔵スピーカ３９からの音声信号の出力を中止し、マイク３４で取得し
た音声信号をメインボックス２に出力する。従ってメインボックス２のコントローラ２２
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は、通話対象のキーパッド９で所定の操作子が操作されると、このステップＳＰ５で肯定
結果が得られ、ステップＳＰ５からステップＳＰ６に移る。
【００５０】
　このステップＳＰ６において、メインボックス２のコントローラ３６は、この応答を呼
び出し側のコントローラ３６に通知し、呼び出し側のコントローラ３６は、この通知によ
り応答のあったゾーンユニットの部屋の名称を表示部２７で表示する。また続くステップ
ＳＰ７において、オーディオスイッチャ２０の動作を制御し、応答のあったキーパッド９
からの音声信号を呼び出し側に伝送する。
【００５１】
　続いてコントローラ２２、３６は、ステップＳＰ８に移り、呼び出し側のキーパッドに
おいて実行／リターンの操作子３１が操作されたか否か判断することにより、インターホ
ンモードの終了が指示されたか否か判断する。コントローラ２２、３６は、このステップ
ＳＰ８で否定結果が得られると、ステップＳＰ５に戻る。これに対してステップＳＰ５で
否定結果が得られると、ステップＳＰ９に移り、ステップＳＰ８と同様にしてインターホ
ンモードの終了が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ
５に戻る。これに対して呼び出し側のキーパッド９において実行／リターンの操作子３１
が操作されると、ステップＳＰ８又はステップＳＰ９で肯定結果が得られることにより、
コントローラ２２、３６は、ステップＳＰ１０に移ってこの処理手順を終了する。なおこ
の処理手順の終了により呼び出し側のコントローラ３６及び通話対象のコントローラ３６
は、元の動作モードに戻り、音声信号の出力、オーディオ信号の消音を終了する。
【００５２】
　これによりこの音響システム１では、呼び出し側のキーパッドで取得された音声信号を
通話対象に伝送すると共に、通話対象のキーパッドで取得された音声信号を呼び出し側に
伝送し、各ゾーンユニットでインターホンの端末を構成する。
【００５３】
　〔ドアホンモード〕
　メインボックス２のコントローラ２２は、ドアホン１１Ａ、１１Ｂにおける呼び出しの
操作子の操作が検出されると、ドアホンモードに動作モードを切り換える。ここにドアホ
ンモードは、キーパッド９をドアホン１１Ａ又は１１Ｂの端末として機能させる動作モー
ドである。コントローラ２２は、メインボックス２の電源が立ち下がっている場合には、
電源を立ち上げた後、ドアホンモードに動作モードを切り換える。
【００５４】
　図７は、このドアホンモードにおけるコントローラ２２、３６の処理手順を示すフロー
チャートである。メインボックス２のコントローラ２２は、この処理手順を開始するとス
テップＳＰ１１からステップＳＰ１２に移り、呼び出し音を出力する。ここでドアチャイ
ム１２が接続され、かつセットアップの処理によりドアホン１１Ａ又は１１Ｂとドアチャ
イム１２とが対応付けられている場合、ドアチャイム１２を駆動して呼び出し音を出力す
る。これに対してドアチャイム１２が接続されていない場合、又はドアホン１１Ａ又は１
１Ｂとドアチャイム１２とが対応付けられていない場合、コントローラ３６は、ゾーンユ
ニット４Ａ～４Ｄを制御し、内蔵スピーカ３９から呼び出し音を出力する。
【００５５】
　さらにコントローラ３６は、セットアップで設定された対応するドアホン１１Ａ又は１
１Ｂの名称をゾーンユニット４Ａ～４Ｄに通知し、この名称を表示部２７で表示する。さ
らにセットアップにおいて、ビデオカメラ１３Ａ又は１３Ｂと、ドアホン１１Ａ又は１１
Ｂとが対応付けられている場合、ビデオスイッチャ２１の制御により、対応付けられたビ
デオカメラ１３Ａ、１３Ｂのモニタ用ビデオ信号をゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力して
表示部２７で表示する。これによりこの音響システム１は、事前に設定された各部屋で来
訪者の姿を確認することができる。
【００５６】
　続いてコントローラ２２は、ステップＳＰ１３に移り、ゾーンユニットから応答が得ら
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れたか否か判断する。ここでキーパッド９のコントローラ３６は、所定の操作子が操作さ
れると、メインボックス２に応答を通知すると共に、オーディオ信号の出力を消音し、マ
イク３４で取得した音声信号のメインボックス２への出力を開始する。メインボックス２
のコントローラ２２は、このコントローラ３６からの応答により、ステップＳＰ１３で肯
定結果が得られ、ステップＳＰ１３からステップＳＰ１４に移る。
【００５７】
　このステップＳＰ１４において、コントローラ２２は、オーディオスイッチャ２０の制
御により、ドアホン１１Ａ又は１１Ｂと応答のあったゾーンユニットとの間で音声信号の
送受を開始する。すなわちコントローラ２２は、ドアホン１１Ａ又は１１Ｂの音声信号に
ついては、応答のあったゾーンユニットへの出力を開始し、応答のあったゾーンユニット
の音声信号については、ドアホン１１Ａ又は１１Ｂへの出力を開始する。
【００５８】
　続いてコントローラ２２は、ステップＳＰ１５に移り、ここで応答のあったキーパッド
で実行／リターンの操作子３１が操作されたか否か判断することにより、ドアホンモード
の終了が指示されたか否か判断する。コントローラ２２は、このステップＳＰ１５で否定
結果が得られると、ステップＳＰ１５を繰り返す。これに対してステップＳＰ１３で否定
結果が得られると、ステップＳＰ１６に移り、一定時間経過したか否か判断し、ここで否
定結果が得られると、ステップＳＰ１３に戻る。これに対してステップＳＰ１５又はＳＰ
１６で肯定結果が得られると、コントローラ２２は、ステップＳＰ１７に移ってこの処理
手順を終了する。なお応答のあったキーパッド９は、この処理手順の終了により元の動作
に復帰し、音声信号の出力、オーディオ信号の消音等を終了する。
【００５９】
　これによりこの音響システム１では、各部屋に設置されたキーパッド９をドアホン１１
Ａ、１１Ｂの端末装置として利用して、ドアホン１１Ａ、１１Ｂとの間で音声を送受する
。
【００６０】
　〔モニタモードにおけるコントローラ２２、３６の制御〕
　図８は、モニタモードにおけるコントローラ２２、３６の処理手順を示すフローチャー
トである。ここでモニタモードは、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄが設置された部屋の１つを
モニタ対象に設定し、このモニタ対象の音声、又は音声及び映像を他のゾーンユニットで
モニタする動作モードである。キーパッド９のコントローラ３６は、メインメニュー画面
において、モニタモードのメニューが選択されると、モニタモードに動作モードを切り換
えてこの処理手順を開始し、ステップＳＰ２１からステップＳＰ２２に移る。
【００６１】
　このステップＳＰ２２において、キーパッド９のコントローラ３６は、コントローラ２
２との間のデータ通信により、メモリ２６の記録に基づいてモニタ可能な対象を一覧表示
する。ここでコントローラ３６は、コントローラ２２からの通知により、他のゾーンユニ
ットが設置された部屋の名称を一覧表示してモニタ可能な対象を一覧表示する。
【００６２】
　続いてコントローラ３６は、ステップＳＰ２３において、この一覧表示における選択に
よりモニタ対象の選択を受け付け、メインボックス２のコントローラ２２に通知する。ま
たそれまでオーディオ信号を外部スピーカ８で再生している場合には、オーディオ信号の
出力を消音する。
【００６３】
　メインボックス２のコントローラ２２は、このコントローラ３６からの通知により、続
くステップＳＰ２４において、モニタ対象のキーパッド９に動作の切り換えを指示し、こ
のキーパッド９におけるオーディオ信号の出力を消音する。またさらにこのキーパッド９
において、増幅回路３８の制御によりマイク３４で取得した音声信号をメインボックス２
に出力するように設定する。またオーディオスイッチャ２０を制御し、モニタ対象のキー
パッド９から出力され音声信号を、モニタモードのキーパッド９に出力して内蔵スピーカ



(12) JP 2010-114478 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

３９から出力する。これによりこの音響システム１では、モニタモードのキーパッド９で
他の部屋の音声のモニタを開始する。
【００６４】
　ここでセットアップの処理において、このモニタ対象のゾーンユニットとビデオカメラ
１３Ａ又は１３Ｂとが対応付けられている場合、コントローラ２２は、この対応付けをモ
ニタモードのキーパッド９に通知する。モニタモードのキーパッド９において、コントロ
ーラ３６は、音声信号のモニタを開始すると、この通知により、表示部２７にビデオモニ
タのメニューを表示する。またこのビデオモニタのメニューの選択が検出されると、メイ
ンボックス２のコントローラ２２に通知する。
【００６５】
　メインボックス２のコントローラ２２は、この通知の有無をステップＳＰ２５で判定し
、ここで肯定結果が得られると、ステップＳＰ２６に移る。ここでコントローラ２２は、
ビデオスイッチャ２１の制御により対応するモニタ用ビデオ信号をモニタモードのキーパ
ッド９に出力し、このキーパッド９では、コントローラ３６による制御によりこのモニタ
用ビデオ信号を表示部２７で表示する。これによりこの音響システム１では、モニタモー
ドのキーパッド９で他の部屋の映像のモニタを開始する。
【００６６】
　続いてコントローラ２２は、ステップＳＰ２７に移り、ここでモニタモードのキーパッ
ド９で実行／リターンの操作子３１が操作されたか否か判断することにより、モニタモー
ドの終了が指示されたか否か判断する。コントローラ２２は、このステップＳＰ２７で否
定結果が得られると、ステップＳＰ２８に移り、ステップＳＰ２７を繰り返す。またステ
ップＳＰ２５で否定結果が得られると、ステップＳＰ２７と同様にしてモニタモードの終
了が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られるとステップＳＰ２５に戻る。こ
れに対してステップＳＰ２７、ＳＰ２８で肯定結果が得られると、ステップＳＰ２９に移
ってこの処理手順を終了する。なおモニタ対象及びモニタモードのキーパッドは、この処
理手順の終了により元の動作に復帰し、音声信号の出力、オーディオ信号の消音等を終了
する。
【００６７】
　〔ディジタルソースユニットの制御〕
　メインメニュー画面において、ディジタルソースユニット１４のメニューがフォーカス
されると、メインボックス２のコントローラ２２は、ディジタルウオールポート１６を介
してこのディジタルオーディオ機器１５との間でデータ通信し、このディジタルオーディ
オ機器１５の属性情報を取得する。コントローラ２２は、この属性情報によりディジタル
オーディオ機器１５のディバイス名を検出し、このディバイス名を対応するキーパッド９
に通知してメインメニュー画面で表示する。なおここでこのディバイス名は、例えば携帯
型音楽プレイヤー、音楽の再生機能を有する携帯電話等であり、コントローラ２２は、セ
ットアップで設定された呼称によりこれらのディバイス名を表示する。
【００６８】
　またディバイス名の選択がコントローラ３６から通知されると、コントローラ２２は、
同様のディジタルオーディオ機器１５との間のデータ通信により、ディジタルオーディオ
機器１５で選択可能なメニューを検出する。コントローラ３６は、検出したメニューを対
応するキーパッド９に通知し、キーパッド９のコントローラ３６は、この通知により検出
したメニューを下位階層のメニュー画面を表示する。なおここでこの選択可能なメニュー
は、例えば携帯型音楽プレイヤーでは、プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジャン
ル、曲等である。
【００６９】
　またこの下位階層のメニュー画面において、メニューの選択がコントローラ３６から通
知されると、コントローラ３６は、同様のディジタルオーディオ機器１５との間でデータ
通信により、選択可能なメニューを検出し、コントローラ３６に通知して表示する。
【００７０】
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　これによりコントローラ３６は、ディジタルオーディオ機器１５を直接操作する場合と
同一のユーザーインターフェースによりコンテンツの選択を受け付け、選択されたコンテ
ンツを対応するゾーンユニットに出力するように各部の動作を制御する。
【００７１】
　〔パーティーモード〕
　図９は、パーティーモードにおけるコントローラ２２、３６の処理手順を示すフローチ
ャートである。ここでパーティーモードは、全てのゾーンユニットで、同一ソースによる
同一コンテンツを再生する動作モードである。キーパッド９のコントローラ３６は、メイ
ンメニュー画面において、パーティーモードのメニューが選択されると、パーティーモー
ドに動作モードを切り換えてこの処理手順を開始し、ステップＳＰ３１からステップＳＰ
３２に移る。
【００７２】
　ここでコントローラ３６は、パーティーモードへの動作モードの切り換えをメインボッ
クス２に通知する。また上述したと同様のメニュー画面を表示してユーザーによりソース
、コンテンツの選択を受け付け、このソース、コンテンツの選択をメインボックス２に通
知する。
【００７３】
　メインボックス２のコントローラ２２は、続くステップＳＰ３３において、ビデオスイ
ッチャ２１、オーディオスイッチャ２０の制御により、全てのゾーンユニットに対して、
ステップＳＰ３２で通知されたソース、コンテンツによるオーディオ信号及びビデオ信号
を出力する。またこれに対応して全てのゾーンユニットのコントローラ３６は、メインボ
ックスから出力されるビデオ信号及びオーディオ信号を再生する。なおこの場合、キーパ
ッド９の電源が立ち上げられていない場合、コントローラ３６は、電源を立ち上げてビデ
オ信号及びオーディオ信号を再生する。これによりこの音響システム１では、１つのゾー
ンユニットで選択されたコンテンツを全てのゾーンユニットで再生する。なおコントロー
ラ２２は、ソース、コンテンツの切り換えについては、全てのゾーンユニットで操作を受
け付ける。
【００７４】
　続いてメインボックス２のコントローラ２２は、何れかのゾーンユニットで、実行／リ
ターンの操作子３１が操作されたか否か判断することにより、パーティーモードの終了が
指示されたか否か判断する。コントローラ２２は、このステップＳＰ３４で否定結果が得
られると、ステップＳＰ３４を繰り返す。これに対してステップＳＰ３４で肯定結果が得
られると、ステップＳＰ３５に移り、この処理手順を終了し、パーティーモード開始前の
状態に各部の設定を戻す。
【００７５】
　〔アップデート処理〕
　図１０は、アップデート処理の説明に供するブロック図である。この音響システム１は
、メインボックス２に接続したコンピュータ４１でアップデートプログラム４２を実行し
、このアップデートプログラム４２に保持されたメインボックス用プログラム４３Ａ、ゾ
ーンユニット用プログラム４３Ｂでそれぞれメインボックス２のメモリ２６、各ゾーンユ
ニット４Ａ～４Ｄのメモリ４５に記録したプログラムをアップデートする。
【００７６】
　図１１は、このアップデートプログラムによるコンピュータ４１の処理手順を示すフロ
ーチャートである。コンピュータ４１は、このアップデートプログラムの実行が指示され
ると、ステップＳＰ４１からステップＳＰ４２に移る。コンピュータ４１は、このステッ
プＳＰ４２において、メインボックス２のコントローラ２２との間のデータ通信により、
コントローラ２２のメモリ２６に保持されたプログラムのバージョンを検出する。またコ
ントローラ２２を介した各キーパッド９のコントローラ３６との間のデータ通信により、
コントローラ３６のメモリ４５に保持されたプログラムのバージョンを検出する。
【００７７】
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　続いてコンピュータ４１は、ステップＳＰ４３に移る。ここでコンピュータ４１は、ス
テップＳＰ４２で検出した各バージョンをアップデートプログラムに保持されたプログラ
ム４３Ａ、４３Ｂのバージョンで判定し、アップデートが必要なメインボックス２、キー
パッド９を検出する。コンピュータ４１は、この検出結果に基づいてアップデートが必要
か否か判定し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ４３からステップＳＰ４４に
移ってこの処理手順を終了する。
【００７８】
　これに対してアップデートが必要なメインボックス２又はキーパッド９が存在する場合
、ステップＳＰ４３で肯定結果が得られ、コンピュータ４１は、ステップＳＰ４３からス
テップＳＰ４５に移る。ここでコンピュータ４１は、アップデートが必要なメインボック
ス２又はキーパッド９の１つをアップデート対象に設定する。また保持したプログラム４
３Ａ又は４３Ｂをこのアップデート対象に伝送し、この伝送したプログラム４３Ａ又は４
３Ｂによりメモリ２６又は４５の記録を更新する。
【００７９】
　続いてコンピュータ４１は、ステップＳＰ４６に移り、アップデートが必要なメインボ
ックス２、キーパッド９の全てをバージョンアップしたか否か判定する。ここで肯定結果
が得られると、コンピュータ４１は、ステップＳＰ４４に移り、この処理手順を終了する
。これに対してステップＳＰ４６で否定結果が得られると、アップデート対象を切り換え
てステップＳＰ４５に戻る。
【００８０】
　これにより音響システム１は、メインボックス２に接続したコンピュータ４１により、
メインボックス２、キーパッド９のプログラムを順次アップデートする。
【００８１】
　〔実施の形態の動作〕
　以上の構成において、音響システム１では（図１～図５）、何れかのゾーンユニット４
Ａ～４Ｄに設けられたキーパッド９において、ソース、コンテンツが選択されると、この
選択がメインボックス２に通知される。またこの通知によりメインボックス２に設けられ
たコントローラ２２で各部が制御され、ユーザーの選択したコンテンツのビデオ信号及び
オーディオ信号がビデオスイッチャ２１、オーディオスイッチャ２０を介して対応するゾ
ーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力される。各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄでは、このメイ
ンボックス２から出力されるビデオ信号及びオーディオ信号が壁内に敷設されたケーブル
を介して伝送され、このビデオ信号及びオーディオ信号がディスプレイ装置１０、スピー
カ８で再生される。
【００８２】
　これにより音響システム１では、各部屋でリースを共有し、各部屋に設置されたキーパ
ッド９を操作して所望のコンテンツをそれぞれ各部屋で楽しむことができる。またソース
ユニット３Ａ～３Ｄの外部機器６に、リスニングルーム等に設置したオーディオ機器、映
像機器を適用した場合には、リスニングルーム等で視聴する音楽コンテンツ、映像コンテ
ンツを各部屋で楽しむことができる。
【００８３】
　音響システム１では、このリスニングルームに設置するオーディオ機器として、ＦＭ放
送及びテレビジョン放送の受信機能、外部入力機能、セレクタの機能、外部出力機能を有
し、メインボックス２により制御可能な専用のＡＶレシーバーが用意されている。従って
この専用のＡＶレシーバーを外部機器６に適用した場合には、このＡＶレシーバーの外部
入力端子を使用して各種ソースを増設することができ、これにより音響システムの拡張性
をさらに一段と拡大することができる。またこの場合、ソースユニットを増設することな
く、ソースを増設することができることにより、住宅の壁内にケーブルを増設する等の大
掛かりな工事を実行することなくソースを増設することができ、この種の音響システム１
のシステム構成を柔軟かつ簡易に変更することができる。
【００８４】
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　また音響システム１では、ディジタルソースユニット１４をメインボックス２に接続す
ることができ、何れかのゾーンユニット４Ａ～４Ｄに設けられたキーパッド９において、
このディジタルソースユニット１４が選択されると、この選択がメインボックス２に通知
される。またこの通知によりメインボックス２に設けられたコントローラ２２で各部が制
御され、ディジタルソースユニット１４に設けられたディジタルオーディオ機器１５のメ
ニューが表示されてコンテンツの選択が受け付けられる。またこの選択によりメインボッ
クス２でディジタルオーディオ機器１５が制御され、ディジタルオーディオ機器１５から
出力されるオーディオ信号が対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄに伝送されて再生される
。これにより音響システム１では、例えば携帯型音楽プレイヤー等のディジタルオーディ
オ機器１５をソースとして利用して、このディジタルオーディオ機器１５の音楽コンテン
ツを各部屋で楽しむことができる。
【００８５】
　この音響システム１では、メインボックス２がモニタ用ビデオ信号を入力可能に構成さ
れ、ドアホンモード及びモニタモードにおいて、キーパッド９を介して検出されるユーザ
ーの指示により、このモニタ用ビデオ信号がゾーンユニット４Ａ～４Ｄに選択出力される
。また各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄでは、このモニタ用ビデオ信号がキーパッド９の表示
部２７で表示される。これによりこの音響システム１では、ビデオ信号及びオーディオ信
号を各ゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力する構成を有効に利用して、モニタ用ビデオ信号
についてもゾーンユニット４Ａ～４Ｄが設置された部屋でモニタすることができる。従っ
てこの音響システム１では、モニタ用ビデオ信号を出力するビデオカメラを必要に応じて
設置して、各種の監視等に利用することができ、一段と機能を拡張して利用可能範囲を拡
大することができる。
【００８６】
　より具体的に、メインボックス２は、ドアホン１１Ａ及び１１Ｂを接続可能に構成され
、ドアホンモードでは、このドアホン１１Ａ及び１１Ｂにおける呼び出しの操作子の操作
により、ドアチャイム１２又はゾーンユニット４Ａ～４Ｄから呼び出し音が出力される。
またゾーンユニット４Ａ～４Ｄの何れかをユーザーが操作して応答が得られると、応答の
得られたゾーンユニット４Ａ～４Ｄとドアホン１１Ａ及び１１Ｂとの間で音声信号が送受
される。これにより音響システム１では、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄに設けられたキーパ
ッド９をドアホンの端末装置として使用して音声により来訪者に対応することができる。
【００８７】
　音響システム１では、事前のセットアップ処理でドアホン１１Ａ又は１１Ｂとビデオカ
メラ１３Ａ又は１３Ｂとが対応付けられている場合、このドアホンモードにおける処理に
おいて、ユーザーの指示により、ビデオカメラ１３Ａ、１３Ｂからのモニタ用ビデオ信号
を対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力して表示する。これによりこの音響システム
１では、例えば玄関にビデオカメラ１３Ａ又は１３Ｂを設置し、このカメラ１３Ａ又は１
３Ｂで来訪者の姿を確認することができ、従来に比して機能を拡張することができる。
【００８８】
　これに対してモニタモードでは、ゾーンユニット４Ａ～４Ｄの何れかの操作によりモニ
タ対象が設定され、またユーザーの操作したゾーンユニットが伝送対象に設定される。モ
ニタモードでは、モニタ対象に設定したゾーンユニット４Ａ～４Ｄで音声信号が取得され
、この音声信号がメインボックス２を介して伝送対象に伝送される。またこの伝送対象で
は、この音声信号が内蔵のスピーカ８から出力される。これにより音響システム１では、
例えば他のゾーンユニットが設置された部屋の様子を音声によりモニタし、この部屋の様
子を監視することができる。
【００８９】
　音響システム１では、事前のセットアップ処理でモニタ対象に設定されたゾーンユニッ
ト４Ａ～４Ｄとビデオカメラ１３Ａ又は１３Ｂとが対応付けられている場合、このモニタ
モードにおいて、ユーザーの指示により、ビデオカメラ１３Ａ、１３Ｂからのモニタ用ビ
デオ信号を対応するゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力して表示する。これによりこの音響
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システム１では、音声に加えて映像によっても他のゾーンユニットが設置された部屋の様
子を監視することができ、一段と機能を拡張して利用可能範囲を拡大することができる。
【００９０】
　特に、セットアップ処理における対応付けにより、ドアホンモード、モニタモードにお
けるモニタ用ビデオ信号の出力を設定することにより、システム構成によって種々に変化
するビデオカメラの設置場所に柔軟に対応して利用可能範囲を拡大することができる。す
なわち、例えば２台のビデオカメラ１３Ａ及び１３Ｂをそれぞれドアホン１１Ａ及び１１
Ｂと共に玄関及び裏口に設置して来訪者を確認することができ、またこれに代えてビデオ
カメラ１３Ａ及び１３Ｂをそれぞれ玄関及び居間に設置し、それぞれ来訪者及びペットの
監視に利用することもできる。また２台のビデオカメラ１３Ａ及び１３Ｂを居間、ペット
の部屋に配置して、ペットの監視等に利用することもできる。
【００９１】
　これに対して音響システム１では、何れかのゾーンユニット４Ａ～４Ｄでユーザーがイ
ンターホンモードを選択すると、このゾーンユニットが呼び出し側に設定され、通話対象
のゾーンユニット４Ａ～４Ｄの選択が受け付けられる。音響システム１では、この呼び出
し側と通話対象側とで、キーパッド９に内蔵のマイク３４で取得した音声信号がメインボ
ックス２を介して送受される。これにより音響システム１では、ゾーンユニット４Ａ～４
Ｄのキーパッド９をそれぞれインターホンの端末装置としても利用することができ、これ
によっても利用範囲を拡大することができる。
【００９２】
　これに対して何れかのゾーンユニット４Ａ～４Ｄの１つでユーザーがパーティーモード
を選択すると、このゾーンユニット４Ａ～４Ｄで選択されたソース、コンテンツのビデオ
信号及びオーディオ信号がメインボックス２から全てのゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力
される。これにより音響システム１では、例えば住宅内でパーティーを開催する場合に、
各部屋で共通の音楽コンテンツ、映像コンテンツを提供することができ、従来に比して一
段と使い勝手を向上することができる。
【００９３】
　またこのパーティーモードでは、パーティーモードを選択したゾーンユニットを含むゾ
ーンユニット４Ａ～４Ｄにおいて、ソース、コンテンツの切り換えが指示されると、この
指示によりメインボックス２で全てのゾーンユニット４Ａ～４Ｄに出力するビデオ信号及
びオーディオ信号が切り換えられる。これによりこの音響システム１では、例えばパーテ
ィーにおいて、各部屋で共通の音楽コンテンツ、映像コンテンツを提供するようにして、
身近のゾーンユニット４Ａ～４Ｄの操作によりコンテンツを種々に変更することができ、
一段と使い勝手を向上することができる。
【００９４】
　ところで音響システム１では、メインボックス２、キーパッド９のメモリ２６、４５に
それぞれ格納されたプログラムをコントローラ２２、３６により実行して各部が制御され
る。従ってこれらメモリ２６、４５に格納されたプログラムをアップデートすることが必
要になる。しかしながらキーパッド９が各部屋に設置されていることから、何ら工夫しな
い場合には、キーパッド９が設置された部屋にいちいち移動し、キーパッド９をそれぞれ
アップデートすることが必要になる。従ってアップデート処理が著しく煩雑になる。
【００９５】
　特にこの種の音響システム１では、設置後、長期間経過してアップデートする場合も予
測され、このような場合にあっては、キーパッド９の所在すら把握できない場合も予測さ
れる。従ってこの場合には、音響システムを構成する一部のキーパッド９については、結
局、アップデートすることが困難になる。従って、音響システム１を全体として確実にア
ップデートすることが困難になる。
【００９６】
　そこで音響システム１では（図１０及び図１１）、コンピュータを接続するコネクタＣ
ＮＰＣＡ、ＣＮＰＣＢがメインボックス２に設けられ、このコネクタＣＮＰＣＡ、ＣＮＰ
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ＣＢにコンピュータが接続される。またこのコンピュータにより、メインボックス２を介
してキーパッド９にアップデート用データを転送してキーパッド９を順次アップデートし
、またメインボックス２をアップデートする。これにより音響システム１では、メインボ
ックス２が設置された箇所で、各部屋に設置されたキーパッド９を順次アップデートする
ことができ、従来に比して格段的にアップデート処理を簡略化することができる。
【００９７】
　またキーパッド９からの制御データを伝送するデータ通信用ケーブルを使用してアップ
デート用データを伝送することにより、所在すら把握できないキーパッド９についても、
確実にアップデートすることができる。
【００９８】
　〔実施の形態の効果〕
　以上の構成によれば、複数のゾーンユニットの１つでパーティーモードが選択されると
、１つのソースユニットのビデオ信号及びオーディオ信号を複数のゾーンユニットの全部
に出力することにより、従来に比してこの種のシステムの使い勝手を一段と向上すること
ができる。
【００９９】
　またパーティーモードにおいては、全てのゾーンユニットからソース、コンテンツの選
択を受け付けて全てのゾーンユニットに出力するビデオ信号及びオーディオ信号を切り換
えることにより、一段と使い勝手を向上することができる。
【０１００】
　＜変形例＞
　なお上述の実施の形態においては、パーティーモードを選択したゾーンユニットでパー
ティーモードの終了の指示を受け付ける場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
必要に応じて他のゾーンユニットでパーティーモードの終了の指示を受け付けるようにし
てもよい。
【０１０１】
　また上述の実施の形態においては、パーティーモードでは全てのゾーンユニットに同一
のオーディオ信号及びビデオ信号を伝送する場合について述べた。しかしながら本発明は
これに限らず、例えばセットアップ処理においてパーティーモードにおけるコンテンツ提
供対象のゾーンユニットを設定するようにして、このコンテンツ提供対象のゾーンユニッ
トの全部にオーディオ信号及びビデオ信号を伝送するようにしてもよい。
【０１０２】
　また上述の実施の形態においては、パーティーモードにおいて、同一のビデオ信号及び
オーディオ信号を全てのゾーンユニットに伝送する場合について述べた。しかしながら本
発明はこれに限らず、必要に応じてビデオ信号の伝送を中止し、オーディオ信号について
のみ全てのゾーンユニットに同一のオーディオ信号を伝送するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は、例えば住宅の壁内に敷設したケーブルを介して住宅の各部屋にオーディオ信
号を伝送し、壁に埋め込んだスピーカで再生する音響システムに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施の形態に係る音響システムを示すブロック図である。
【図２】図１の音響システムにおけるメインボックスを示す平面図である。
【図３】図２のメインボックスのブロック図である。
【図４】図１の音響システムにおけるキーパッドを示す平面図である。
【図５】図３のキーパッドのブロック図である。
【図６】インターホンモードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図７】ドアホンモードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図８】モニタモードにおける処理手順を示すフローチャートである。
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【図９】パーティーモードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】バージョアップ処理における接続を示すブロック図である。
【図１１】バージョアップ処理における処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０５】
　１……音響システム、２……メインボックス、３Ａ～３Ｄ……ソースユニット、４Ａ～
４Ｄ……ゾーンユニット、６……外部機器、９……キーパッド、１１Ａ、１１Ｂ……ドア
ホン、１２……ドアチャイム、１３Ａ、１３Ｂ……ビデオカメラ、２２、３６……コント
ローラ
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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