
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 制御回
路とからなるコントロールセンターと、

ディジタルＡＶシステムであって、
　

ことを特徴とするメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項２】
　前記ディジタルインターフェイスは、
　ＩＥＥＥ１３９４規格に準拠し、複数のＡＶ機器をデイジーチェン接続することが可能
で、かつ、パケット方式による双方向通信を行い、しかも、各ＡＶ機器に均等な時間割当
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入力映像信号を表示する表示部を有し、その画面上に表示される映像を制御する
少なくともメディアの再生機能を有する複数のＡ

Ｖ機器と該コントロールセンターとを接続可能にしたディジタルインターフェイスとから
構成される

前記ディジタルインターフェイスを介して各ＡＶ機器に問合せを行うことにより、接続
されている前記複数のＡＶ機器に装着されているメディアの情報として当該メディアのフ
ォーマット情報および当該メディアに含まれるコンテンツ情報、並びに利用者により再生
された領域の最終アクセスアドレス情報を収集し、
該メディアを再度利用する時に、前記メディアのフォーマット情報および前記メディアに
含まれるコンテンツ情報に基づいて前記複数のＡＶ機器から得られたコンテンツの選択操
作を支援する表示を前記表示部の画面上に行うと共に、
前記最終アクセスアドレス情報に基づき、前記選択操作により選択されたコンテンツにつ
いて、その最終アクセスアドレス情報に対応する部分から再生可能に制御する



てを行うようにした
ことを特徴とする請求項１に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項１に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項４】
　前記制御回路は、
　一定周期で、前記ディジタルインターフェイスを介して接続された各ＡＶ機器に対して
、

ことを特徴とする請求項１に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項５】
　

に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項６】
　前記接続されているＡＶ機器の再生は、
　前記メディア管理テーブルのコンテンツ情報に基づいて、前記ＡＶ機器に装着されてい
るメディアのコンテンツメニューを に表示し、且つ選択操作できるようにした
ことを特徴とする請求項３に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項７】
　 上での選択は、
　 上に重畳表示された文字、数字、アニメーションからなるスーパーインポーズ
をリモコンで操作するようにした
ことを特徴とする請求項６に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項８】
　前記ＡＶ機器に装着されている メニュー選択表示は
、前記メディア管理テーブルの情報に基づいて、 の記録領域使用状況をガイ
ド表示すると共に、
空き領域部分をポインティングディバイスによりポインティングして選択し、該選択され
た指定領域へ
ことを特徴とする請求項３に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項９】
　前記制御回路は、
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前記複数のＡＶ機器の中にはメディアの再生機能と共にメディアへの記録機能を有する
機器が含まれ、
　前記コントロールセンターは収集された前記複数のＡＶ機器に装着されている前記メデ
ィアの情報を記憶する記憶手段を有し、
　収集された前記メディアの情報として、
　前記フォーマット情報、前記コンテンツ情報、および前記最終アクセスアドレスに加え
メディアの装着状態を示す装着情報およびメディアの記録領域の管理情報がメディア管理
テーブルとして各メディアに対応して前記記憶手段に記憶されている

前記メディアが装着されているか否かを問い合わせることにより、各ＡＶ機器の装着ま
たは脱着を検出するようにした

前記コントロールセンターは収集された前記複数のＡＶ機器に装着されている前記メデ
ィアの情報を記憶する記憶手段を有し、
　前記制御回路は、
　問合せ先のランダムアクセス可能なタイプのメディアを装着したＡＶ機器に対して、前
記フォーマット情報として該メディアの物理的および論理的種別を認識すると共に、前記
最終アクセスアドレス情報を読み込み、前記メディアが装着されていない場合に、該メデ
ィアの種別および最終アクセスアドレス情報を前記記憶手段に記憶された前記メディアの
情報と比較し、
　前記メディア管理テーブルに当該メディアが含まれていると判断した場合は、前記メデ
ィア管理テーブルを更新せず、前記メディア管理テーブルに当該メディアが含まれていな
いと判断した場合は、前記メディア管理テーブルに当該メディアの情報を追加登録する
ことを特徴とする請求項４

前記画面

前記画面
前記画面

記録可能なメディアへ記録する際の
当該メディア

記録を行うようにした



　

に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項１０】
　前記再生及び又は録画、録音を行った領域のセクター番号を含む最終アクセスアドレス
には、
停止及び又は中止操作に伴う最終アクセスアドレスを含むようにした
ことを特徴とする請求項９に記載のメディア・コンテンツ管理ＡＶシステム。
【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
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次の再生を行うときに、特定ボタンを付加したメニューを前記表示部の画面上に表示し
、該特定ボタンが選択された場合には、前記メディア管理テーブルに記録されている前記
最終アクセスアドレスから再生を行うようにした
ことを特徴とする請求項４

入力映像信号を表示する表示部を有し、その画面上に表示される映像を制御する制御回
路と、少なくともメディアの再生機能を有する複数のＡＶ機器と共にディジタルＡＶシス
テムを構成する当該複数のＡＶ機器に接続可能なディジタルインターフェイスとを有する
コントロールセンターであって、
　前記ディジタルインターフェイスを介して各ＡＶ機器に問合せを行うことにより、接続
されている前記複数のＡＶ機器に装着されているメディアの情報として、当該メディアの
フォーマット情報および当該メディアに含まれるコンテンツ情報並びに利用者により再生
された領域の最終アクセスアドレス情報を収集し、
該メディアを再度利用するとき、前記メディアのフォーマット情報および前記メディアに
含まれるコンテンツ情報に基づいて前記複数のＡＶ機器から得られたコンテンツの選択操
作を支援する表示を前記表示部の画面上に行うと共に、
前記最終アクセスアドレス情報に基づき、前記選択操作により選択されたコンテンツにつ
いて、その最終アクセスアドレス情報に対応する部分から再生可能に制御する
ことを特徴とするコントロールセンター。

収集された前記複数のＡＶ機器に装着されている前記メディアの情報を記憶する記憶手
段を有し、
　収集された前記メディアの情報として、
　前記フォーマット情報、前記コンテンツ情報、および前記最終アクセスアドレスに加え
メディアの装着状態を示す装着情報およびメディアの記録領域の管理情報がメディア管理
テーブルとして各メディアに対応して前記記憶手段に記憶されている
ことを特徴とする請求項１１に記載のコントロールセンター。

前記制御回路は、
　一定周期で、前記ディジタルインターフェイスを介して接続された各ＡＶ機器に対して
、前記メディアが装着されているか否かを問い合わせることにより、各ＡＶ機器の装着ま
たは脱着を検出するようにした
ことを特徴とする請求項１１に記載のコントロールセンター。

収集された前記複数のＡＶ機器に装着されている前記メディアの情報を記憶する記憶手
段を有し、
　前記制御回路は、
　問合せ先のランダムアクセス可能なタイプのメディアを装着したＡＶ機器に対して、前
記フォーマット情報として該メディアの物理的および論理的種別を認識すると共に、前記
最終アクセスアドレス情報を読み込み、前記メディアが装着されていない場合に、該メデ
ィアの種別および最終アクセスアドレス情報を前記記憶手段に記憶された前記メディアの
情報と比較し、
　前記メディア管理テーブルに当該メディアが含まれていると判断した場合は、前記メデ
ィア管理テーブルを更新せず、前記メディア管理テーブルに当該メディアが含まれていな
いと判断した場合は、前記メディア管理テーブルに当該メディアの情報を追加登録する



【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＴＶ画面を制御するテレビジョン回路と制御回路とを有するコントロールセ
ンターにＩＥＥＥ１３９４規格等のディジタルインターフェイスを介して複数のＡＶ機器
を接続して構成したＡＶシステムに関し、特に、ＡＶ機器に装着されるディスクやテープ
等のメディアに関する種々の情報を上記コントロールセンターに集中的に格納し、利用者
の要求に応じて上記情報をＴＶ画面に表示して利用者の選択操作を援助するようにしたメ
ディア・コンテンツ管理ＡＶシステム に関する。
【０００２】
【従来の技術】
映像／音声機器（ＡＶ機器）、パーソナルコンピュータ、ゲーム機等で使用される記録媒
体（以下、メディアと云う）は、主としてランダムアクセス可能なディスクとシークエン
シャルアクセスを行うテープ、例えば磁気テープとに大別されるが、いずれにおいても、
その物理的及び論理的形態（フォーマット）は益々多種多様化する趨勢にある。
【０００３】
近年、家庭用ＡＶ機器で使用されるディスクメディアはＣＤ（コンパクトディスク）が主
流となってきたが、ＣＤには、最も普及している音楽用の８ｃｍと１２ｃｍのＣＤ－ＤＡ
（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｕｄｉｏ）や、基本的にＣＤ－ＤＡの
論理フォーマットを拡張して４０９６色中１６色を使用して２８８×１９２画素の静止画
像を記録するカラオケ用のＣＤ－Ｇ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｇｒａｐｈｉｃｓ）や
、ＭＰＥＧ１（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒ
ｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐｈａｓｅ　１）方式により圧縮されたディジタルの映像音声信号を
記録したＶＨＳレベルの画質で再生可能なビデオＣＤや、写真を複数の解像度で記録する
ＰＨＯＴＯ－ＣＤなど多くの種別がある。
【０００４】
また、コンピュータ用のＣＤ－ＲＯＭにも、ＣＤ－Ｉ（ＣＤ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）
や、ＣＤ－ＲＯＭ　ＸＡや、ゲーム用のＣＤ－ＲＯＭＲＯＭや、電子ブックと呼ばれる８
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ことを特徴とする請求項１３に記載のコントロールセンター。

前記接続されているＡＶ機器の再生は、
　前記メディア管理テーブルの情報に基づいて、前記ＡＶ機器に装着されているメディア
を表すアイコンと該メディアのコンテンツメニューを前記画面に表示し、且つ選択操作で
きるようにした
ことを特徴とする請求項１２に記載のコントロールセンター。

前記ＡＶ機器に装着されるメディアの内、物理的に同一のメディア、又は論理的に同一
のメディアは、前記画面上に表示される前記アイコンの形状、動き、輝度、および色の何
れか１つ以上を統一して表示させるようにした
ことを特徴とする請求項１５に記載のコントロールセンター。

前記ＡＶ機器に装着されるメディアの内、物理的に異なるメディア、又は論理的に異な
るメディアは、前記画面上に表示される前記アイコンの形状、動き、輝度、および色の何
れか１つ以上を統一して表示させるようにした
ことを特徴とする請求項１５に記載のコントロールセンター。

前記ＡＶ機器に装着されるメディアを再生中は、
　前記画面上に表示される前記アイコンの形状、動き、輝度、および色の何れかを少なく
とも１つ以上変化させて表示させるようにした
ことを特徴とする請求項１５に記載のコントロールセンター。

及びコントロールセンター



ｃｍのＥＢ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｂｏｏｋ）など多くの種別がある。これら種別は、
更に、文字のみを記録するもの（ＥＢ）と、文字と白黒の静止画像を記録するもの（ＥＢ
－Ｇ）と、文字と白黒の静止画像と音声とを記録するもの（ＥＢ－ＸＡ）等に細分化され
ている。
【０００５】
ゲーム機においては、商品名プレイステーション、セガサターン等のメディアはＣＤ－Ｒ
ＯＭが主流となっている。
【０００６】
一方、物理的に記録方式が異なり記録密度が高いアルフアビジョンや、一部に磁性体によ
って記録できるような構造としたＭＥＧＡ－ＣＤ等を除けば、上記種々のＣＤは同一のピ
ックアップで読み出すことが可能であり、２倍速で読み出し可能なドライブであれば、そ
の他のＣＤは同一機器で再生することも不可能ではない。
【０００７】
更に、最近、ＤＶＤ（デジタル・ビデオ・ディスク）が試作品レベルで登場し、将来的に
は録画が可能となっていく趨勢にある。
【０００８】
また、ディスクばかりではなく、テープメディアも種類を増やしている。最近においては
ディジタルビデオカメラの登場によって、ディジタル録音のＤＡＴ（Ｄｅｇｉｔａｌ　Ａ
ｕｄｉｏ　Ｔａｐｅ）のように、ディジタル録画も一般的に行えるようになってきている
。
【０００９】
上記のように増加する一方のメディアに対して、そのメディアを用いて情報を記録（録画
又は録音）したり再生するＡＶ機器、パソコン、ゲーム機等の機器の種類も増える一方で
ある。例えば、最近では、ディジタルビデオカメラの登場により、一般家庭でもテープで
ディジタル録画を行うことができるようになってきた。
【００１０】
このように、利用者は、一般家庭においても、ＡＶ機器やパソコンやゲーム機等を好きな
だけ購入し、好みのメディアを用いて音楽、映像、ゲーム、各種情報通信等を自由に楽し
めるようになった。それに伴って、利用者が所有するメディアの数量も増加する結果、メ
ディア・コンテンツ、即ち、各メディアに記憶されている内容、例えば映画の題名、音楽
の曲名等の管理や、各メディアの使用可能な記憶領域に関する情報等の管理が利用者にと
って重要かつ厄介な問題となってきているのである。
【００１１】
つまり、利用者が様々な機器を持ち、色々なメディアを使用して記録、再生、追加、削除
、検索、参照、表示、編集等を具体的に行うためには、当然のことながら多種多数の機器
と多種別のメディアを選択操作する必要があるが、このような選択操作は、メディア・コ
ンテンツを利用者に明示する手段が無ければ不可能に近い。
【００１２】
例えば、テープメディアの場合には、再生の途中で停止してテープを取り出しても、再度
そのテープを抜いた時のままの状態で再生機器にセットすれば停止位置以後の再生は可能
である。しかし、ディスクメディアにおいては、再生途中でディスクを抜くと、ディスク
メディア自体にはどこまで再生したかについての情報が記録されていないため、再生機器
は再生を再開する位置が分からない。
【００１３】
そこで、当然のことながら、メディア・コンテンツを明示する手段を設け自動的にメディ
ア・コンテンツを識別するようにしたＡＶ機器が出現している。例えば、録画中に磁気テ
ープに固有のインデックス（指標）を連続記録し、これとメモリアドレスとを対応付けた
ビデオテープレコーダが存在する。
【００１４】
このビデオテープレコーダで録画した磁気テープを再生あるいは追記録画する場合には、
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録画の一部を読み取って録画状態を表示し、再生時には目的のコンテンツの先頭まで巻き
戻し、追記録画時には空き領域まで早送りする等の操作を容易に行うことができるように
なっている（商品名：テープナビ）。
【００１５】
多種多数のＡＶ機器と多種のメディアとを取り扱う利用者の選択操作を楽にするためのも
う一つの方法は、多種多数のメディアを統合的に管理することができるＡＶ機器を開発す
ることである。
【００１６】
上記のように多種のＣＤは、記録方式が特殊なものや特殊な構造のものを除けば、理論的
に、同一のピックアップで読み取ることは可能であるし、また、２倍速読出しができるＣ
Ｄドライブであれば同一の再生機器で再生することは不可能ではない。しかし、前述した
音声用ＣＤ－ＤＡと静止画用ＣＤ－Ｇの両方を再生可能なＣＤラジカセ等が実現されてい
る以外は、多種のメディアを統合的に使用可能にするような多メディア対応型のＡＶ機器
を実現する方向には無く、むしろ、単一メディア型のＡＶ機器が乱立する趨勢にある。
【００１７】
また、ＣＤ－ＲＯＭについても、多種別のＣＤ－ＲＯＭの論理フォーマットに対応するソ
フトウェアさえ作れば、同一のＣＤドライブを用いて、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ　ＸＡとＥ
Ｂとのデータ検索や参照は理論的に可能である。しかし、実際におけるソフトウェアは専
用ソフトの範疇を出ていないものが殆どであるため、多種別のＣＤ－ＲＯＭに対応するこ
とができるソフトウェアを持った記録／再生機器は現在存在していない。
【００１８】
多種多数のＡＶ機器及びメディアを取り扱う利用者の選択操作を楽にするもう一つの方法
は、全ＡＶ機器を、ＴＶ画面を持つコントロールセンターに接続して所謂ＡＶシステムを
構成することである。
【００１９】
このように構成されたＡＶシステムにおいては、全ＡＶ機器はコントロールセンターによ
り制御されるから、ＡＶ機器に不慣れな利用者でも、コントロールセンターのＴＶ画面に
表示されるメッセージ等に従って、リモコン等を使用して指示を出すだけで、各ＡＶ機器
を自由自在に操作することができる。従って、一般家庭をも含めて今後のＡＶ機器の利用
形態の主流となると考えられる。
【００２０】
さて、ＡＶシステムにおいて、最も重要なのは、コントロールセンターと各ＡＶ機器間、
並びに各ＡＶ機器間のインターフェイスの構成である。最近、ディジタルＡＶ機器の種類
数量が増加するに伴い、各種のディジタルインターフェイスが開発されてきた。
【００２１】
最近まで、ディジタルインターフェイスの規格としては、例えば、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が主力であった。このＳＣＳ
Ｉは、大量のデータを連続して転送することができるが、ＡＶ機器の接続に、５０ピン以
上の巨大なコネクタと太いケーブルを必要とし、また、各ＡＶ機器毎に固有のＩＤ番号を
付与する必要がある。
【００２２】
最近においては、ＳＣＳＩは、（１）データ転送速度が最大５Ｍバイト／秒であるため最
近の周辺機器のデータの転送速度に対応できないこと、（２）あるＡＶ機器がデータを連
続転送している間、ディジタルインターフェイスのバスを占有しっぱなしになること、（
３）接続可能な周辺機器の数が不足（７台）であること、（４）周辺機器が増加するとそ
れに比例してケーブル及びコネクタのサイズが大きくなり過ぎること、（５）各周辺機器
のＩＤ番号の設定を使用者が行う必要があり面倒であること等の理由により、最近のディ
ジタルＡＶ機器には不向きであることが指摘されている。
【００２３】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、上記のように、個々のメディアにインデックスを記録する従来の方法（商
品名：テープナビ）は、書き込み可能メディアのみに適用可能で、ＲＯＭ（読出し専用メ
ディア）には適用できないという問題点があった。また、テープに空き領域があるか否か
を調べるには、インデックスが書き込まれた部分を全部再生しなければ判明しないから、
使用上問題があった。
【００２４】
また、多種のメディアを装着した多数のＡＶ機器を互いに接続してＡＶシステムを構成し
ても、再生したいメディアを選択する場合に、目的のメディアを捜し出すための選択操作
が難しく操作ミスを起こし易く問題点となっていた。
【００２５】
従って、本発明は、上記問題点を解消し、ＡＶ機器に不慣れな利用者であっても、多種か
つ多数のＡＶ機器及びメディアを楽に取り扱うことができるように、自動的にメディア・
コンテンツ管理を行うＡＶシステムに課題を有する。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムは、テレ
ビジョン回路と制御回路とからなるコントロールセンターに、ディジタルインターフェイ
スを介して、複数のＡＶ機器を接続して構成したディジタルＡＶシステムであって、各Ａ
Ｖ機器のメディア装着状態、メディア・コンテンツ、各メディアのコンテンツ記録アドレ
ス、空き記録領域、音量情報等のメディア関連情報を、前記コントロールセンターの制御
回路においてメディア管理テーブルとして集中的に記録保存し、利用者が再生又は記録を
行う時、前記メディア管理テーブルの内容を前記コントロールセンターのＴＶ画面に表示
してメディア選択操作を支援するように構成する。
【００２７】
また、前記ディジタルインターフェイスは、ＩＥＥＥ１３９４規格等に準拠し、複数のＡ
Ｖ機器をデイジーチェン接続することが可能で、かつ、パケット方式による双方向通信を
行い、しかも、各ＡＶ機器に均等な時間割当てを行うものとする。
【００２８】
具体的には、前記コントロールセンターは、前記テレビジョン受像機と、前記制御回路と
、前記ディジタルインターフェイスのコントロールセンター側端末装置とにより、下記の
各手段を形成する。
【００２９】
（１）前記複数のＡＶ機器に対して、一定周期で、前記ディジタルインターフェイスを介
して、前記メディア関連情報を問い合わせ、前記ディジタルインターフェイスを介して各
前記ＡＶ機器からの応答を得て、得られた前記メディア関連情報を前記メディア管理テー
ブルに記録するメディア関連情報収集手段を有すること。
【００３０】
（２）各ＡＶ機器から前記ディジタルインターフェイスを介して送られてきた映像に対し
て、前記メディア管理テーブルの内容を文字、数字、アイコン、アニメーション等からな
るメッセージ、メニュー等の形式で、前記テレビジョン受像機の画面にスーパーインポー
ズする重畳表示手段を有すること。
【００３１】
（３）メディアの再生時、前記メディア管理テーブルに記録されているメディア関連情報
に基づき、装着されている全メディアのコンテンツをメニューで表示し、利用者が表示さ
れたメニューからコンテンツを選択すると、選択されたコンテンツを含むメディアを装着
しているＡＶ機器に対して、再生開始を指示する再生制御手段を有すること。
【００３２】
（４）メディアに記録する時、前記メディア管理テーブル内の記憶領域情報に基づき、現
在ＡＶシステムに装着されている全てのメディアの記憶領域の使用状況を表示し、利用者
がリモコンにより空き領域部分を選択すると、選択された空き領域に対応するＡＶ機器に
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対して、前記空き領域に録音または録画を行うように指示するコマンドを送信する録画制
御手段を有すること。
【００３３】
上記構成によるメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムは、下記のように作用する。
（１）上記メディア関連情報収集手段により、一定周期で各ＡＶ機器のメディアの装着状
態を確認し、メディアを装着している場合は、そのメディアのメディア関連情報がメディ
ア管理テーブルに登録されているかどうかを確認し、登録されていなければ登録する。
【００３４】
（２）上記再生制御手段により、再生操作において、メディア管理テーブルに記録されて
いるコンテンツ情報に基づき、ＡＶシステム内に装着されているメディアのコンテンツメ
ニューを表示する。利用者がリモコンを用いて上記コンテンツメニューからコンテンツを
選択すると、選択されたコンテンツを含むメディアを装着しているＡＶ機器に対して、再
生開始を指示するコマンドが送信される。
【００３５】
（３）上記録画制御手段により、録音又は録画開始時には、メディア管理テーブル内の記
憶領域情報に基づき、現在ＡＶシステムに装着されている全てのメディアの記憶領域の使
用状況を表示する。利用者がリモコンにより空き領域部分を選択すると、選択された空き
領域に対応するＡＶ機器に対して、上記空き領域に録音または録画を行うように指示する
コマンドが送信される。
【００３６】
（４）メディア関連情報収集手段により、再生の中止時には、再生済みの最終アドレスを
メディア管理テーブルに記録する。そして、次回の再生時には、特定のボタンを含むメニ
ューを表示し、このボタンが選択された時、上記最終再生部分から再再生を開始する。
【００３７】
【発明の実施の形態】
本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムの最も望ましい実施形態は、図１に
示すように、テレビジョン回路と制御回路とを持つコントロールセンターＣＣと多種多数
のＡＶ機器とを、図１において両端に矢印を付与した太線で示すＰ１３９４規格のディジ
タルインターフェイス（以下１３９４ＩＦと記載する）で接続して構成されている。
【００３８】
各ＡＶ機器は、ＡＶシステムにおけるノードを形成している。１３９４ＩＦによるノード
間の接続は、ループを形成しない限り任意であり、一つのノードから複数のバス分岐（ブ
ランチ）を出すことも自由である。
【００３９】
図１のＡＶシステムにおいては、コントロールセンターＣＣから３本のバスブランチが出
ており、第１のバスブランチにはデジタルカメラＤＣＡＭが接続されており、第２のバス
ブランチにはＳＴＢが接続されており、第３のバスブランチにはディジタルビデオレコー
ダＤＶＣＲと、ディジタルビデオディスクＤＶＤと、ゲーム機Ｇと、電話機ＴＥＬと、フ
ァックスＦＡＸと、音楽ディスク交換機ＭＤＣと、ディジタルオーディオテープレコーダ
ＤＡＴと、コンパクトディスク交換機ＣＤＣと、プリンタＰと、赤外線装置ＩＲＵ等とが
デイジーチェンに接続されている。
【００４０】
１３９４ＩＦは、６芯ケーブルと、この６芯ケーブルの両端に接続された同一型のコネク
タと、各コネクタに接続されたＬＳＩ化された物理層と、物理層と接続されたＬＳＩ化さ
れたリンク層と、リンク層と接続されたトランザクション層とからなる。トランザクショ
ン層はファームウェアからなる。
【００４１】
６芯ケーブルは、２対のシールド線と２本の電線とからなる。シールド線はデータ線とス
トローブ線とであってデータ転送に使用され、他の２本は電源線として使用される。従っ
て、電源が落ちている機器でも、信号をバイパスさせることができるから、電源が落ちて
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いるＡＶ機器より先のＡＶ機器へ信号を送ることができるようになっている。
【００４２】
コネクタにはトランシーバを内蔵しており、このトランシーバとケーブルとでリピータを
形成している。
物理層の一端は上記ケーブルと接続され、他端はリンク層と接続されている。物理層は、
６芯ケーブルから入力した電気信号を符号化してリンク層へ送ると共に、リンク層から受
け取ったコードデータを電気信号に復号化してケーブルへ送出する。物理層はまた、後述
のバスアービトレーション等を行う。
【００４３】
リンク層は、物理層で符号化されたデータに基づきパケットを作成しトランザクション層
へ送信すると共に、トランザクション層から受け取ったパケットを解読する。また、リン
ク層は、パケットの転送サイクルの制御を行う。
【００４４】
上記のようにな１３９４ＩＦは下記の特徴を有する。
（１）接続可能なＡＶ機器の数が多く、また、ＡＶ機器のＩＤが固定されておらず、ＡＶ
機器はコネクタを挿抜することにより任意の位置に自由に追加または削除することができ
る。
（２）システム内のＡＶ機器の増減を検出して、自動的にＩＤ番号の再設定を行う機能を
有する。
【００４５】
（３）ケーブルは細く、コネクタは小型であるからケーブルの引き回しやコネクタの着脱
が容易である。また、コストが安い。
【００４６】
（４）信号の転送速度が従来のシリアル転送に比して速い。これは、信号を１対のデータ
線と１対のストローブ線とを用いてシリアル転送（１ビットづつの転送）で送り、「デー
タ線又はストローブ線のどちらかの電位が変化した時に、データ線のデータを読み取る」
という規則に従うＤＳリンク方式により読み取るからである。このＤＳリンク方式は、デ
ータ線の電位の時間的な揺れに対応するものである。これにより、従来のシリアル転送（
例えばＲＳ２３２Ｃ）のようなスタートビットとストップビットを８ビット 挿入す
る必要がなくなり、転送速度が向上する。
【００４７】
（５）特定のＡＶ機器がシリアルバスを独占しないようにするためのバスアービトレーシ
ョン（調停）機能を持っている。これは、データをパケット単位で転送するもので、パケ
ット長は最大５１２バイト（１００Ｍビット／秒の転送速度の場合は約４０μ秒に相当す
る）に制限している。
パケットには普通のパケットと、優先度が高い緊急パケットと、更に優先度が高い後述の
アイソクロナスパケットとがある。
【００４８】
（６）１３９４ＩＦがマルチメディアＡＶシステムに適しているといわれる最も特徴的な
機能は、アイソクロナスパケットによるアイソクロナス転送機能である。
アイソクロナス（Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ）とは、各周辺機器に割り当てられる時間が一
定であり、どの機器の割当て時間も同一であり、規則的な間隔で割当てが繰り返されるこ
とを表している。
【００４９】
アイソクロナスパケットは、常に一定の時間間隔で、リンク層からアイソクロナスチャン
ネルを通じて他の全てのパケットに優先して放送され、その転送が終了するまでは他のパ
ケットの転送はできないようになっている。各周辺機器はアイソクロナスパケットを受け
取ったら自分に必要なデータであるかどうかを判断し、その判断結果に基づき処理又は無
視する。
【００５０】
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各周辺機器は、指定されているノード番号の順に、夫々の割当て時間だけパケット送信を
行う。ただし、緊急パケットは普通のパケットに優先し、アイソクロナスパケットは他の
全てのパケットに優先する。
【００５１】
上述のように、図１に示すディジタルＡＶシステムは、１３９４ＩＦを使用することによ
り、コネクタやケーブルを簡素にして接続を容易にしかつコストを低下させ、接続可能な
周辺機器の台数を大幅に増やし、各周辺機器に対して公正で均等なデータ送信機会を与え
ると共に動画データ、音声等のリアルタイム性が要求されるデータは優先的に途中で途切
れることなく転送することができる。
【００５２】
以下、ＡＶシステムのコントロールセンターＣＣの詳細について説明する。
コントロールセンターＣＣは、その全体を図２で示すように、テレビジョン受像機として
の機能を有するテレビジョン回路１００（図２の上半部分）と、テレビジョン回路１００
並びにＡＶシステム全体の制御を司る制御回路２００（図２の下半部分）と、上記１３９
４ＩＦのコントロールセンターＣＣ側であるＰ１３９４ＩＦ部３００とで概略構成されて
いる。
【００５３】
以下、テレビジョン回路１００、制御回路２００、Ｐ１３９４ＩＦ部３００の順に説明す
る。
【００５４】
１．テレビジョン回路１００
テレビジョン回路１００は、放送電波を受信するアンテナ１と、アンテナ１に接続された
チューナー２と、チューナー２の出力端子に接続された中間周波回路３と、中間周波回路
３の出力を夫々の入力とする映像処理部４及び音声処理部５と、Ｐ１３９４インターフェ
イス３の出力端子と夫々接続された映像デコーダ６及び音声デコーダ７と、映像デコーダ
６の出力端子と接続されたＤ／Ａ変換器８と、音声デコーダ７の出力端子と接続されたＤ
／Ａ変換器９と、２個の入力端子が夫々映像処理部４及びＤ／Ａ変換器８の各出力端子と
接続されたスイッチＳＷ１と、２個の入力端子が夫々音声処理部５及びＤ／Ａ変換器９の
各出力端子と接続されたスイッチＳＷ２と、スイッチＳＷ１の出力端子と接続された重畳
表示処理部１０と、重畳表示処理部１０の出力端子と接続された表示器１１と、スイッチ
ＳＷ２の出力端子と接続された混声処理部１２と、混声処理部１２の出力端子と接続され
た音声信号増幅器１３と、音声信号増幅器１３の出力端子と接続されたスピーカ１４とか
らなる。
【００５５】
アンテナ１で受信された電波は、チューナー２に供給される。チューナー２には後述する
制御回路２００のＩ／Ｏ回路２３を介して選局信号Ｓ１が供給されている。
チューナー２は、選局信号Ｓ１で指定されたチャンネルの放送信号を選択して中間周波信
号に変換し中間周波回路３へ出力する。
【００５６】
中間周波回路３は、中間周波信号から映像信号と音声信号とを復調し、映像信号を映像処
理部４へ、音声信号を音声処理部５へ夫々出力する。
映像処理部４で処理された映像信号（アナログ）はスイッチＳＷ１の一方の入力端子ａに
入力し、また、音声処理部５で処理された音声信号（アナログ）はスイッチＳＷ２の一方
の入力端子ａに入力する。
【００５７】
一方、ＡＶ機器４００から転送されたデジタルストリームは、Ｐ１３９４ＩＦ部３００に
入力する。そして、このディジタルストリームは、制御回路２００のＩ／Ｏ回路２４から
供給される制御信号Ｓ２の制御の下で、映像信号は映像デコーダ６に、音声信号は音声デ
コーダ７に入力する。
【００５８】
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映像デコーダ６は、制御回路２のＩ／Ｏ回路２４からの制御信号Ｓ３の制御の下で映像信
号を復号化し、Ｄ／Ａ変換器８へ出力する。
Ｄ／Ａ変換器８は、映像デコーダ６から出力されたディジタル映像信号をアナログ信号に
変換した後、スイッチＳＷ１の入力端子ｂへ出力する。
【００５９】
音声デコーダ７は、制御回路２のＩ／Ｏ回路２４からの制御信号Ｓ４の制御の下で音声信
号を復号化し、Ｄ／Ａ変換器９へ出力する。
Ｄ／Ａ変換器９は、音声デコーダ７から出力されたディジタル音声信号をアナログ信号に
変換して後、スイッチＳＷ２の入力端子ｂへ出力する。
【００６０】
スイッチＳＷ１、ＳＷ２は、制御回路２００から供給される制御信号Ｓ５により同時に切
り換えられ、各々の入力端子ａ又は各々の入力端子ｂが一緒に出力端子ｃと接続されるよ
うになっている。これにより、テレビジョン回路１００の入力は、アンテナからの受信電
波か１３９４ＩＦからのディジタルストリームかのいずれかに切り換えられることになる
。
【００６１】
重畳表示処理部１０は、制御回路２００から供給される制御信号Ｓ６の制御の下で、スイ
ッチＳＷ１から出力される映像信号と、制御回路２００の後述するディスプレイコントロ
ーラ２６から出力される文字列等からなるメッセージ等とを重畳した合成映像信号を出力
するか、あるいは、いずれかに一方を切り換え出力する。
表示器１１は重畳表示処理部１０の出力信号をブラウン管等に表示する。
【００６２】
混声処理部１２は、スイッチＳＷ２から出力される音声信号と、制御回路２００の後述す
る合成音生成部２８から出力される音声信号とを制御回路２００のＩ／Ｏ回路２７から供
給されるミキシング制御信号Ｓ７の制御の下で混合した音声信号を生成したり、あるいは
、スイッチＳＷ２の出力及び合成音生成部２８の出力のいずれかを切り換え出力すると共
に、音量調整を行う機能を有する。
【００６３】
音声増幅器１３は、混声処理部１２の出力を増幅した後、最終的な音声信号をスピーカ１
４へ出力する。
スピーカ１４は、音声増幅器１３で増幅された音声信号を音として出力する。
【００６４】
２．制御回路２００
制御回路２００は、ＣＰＵ２１と、ＣＰＵ２１とＰ１３９４インターフェイス３との間を
接続するデータバス２２と、チューナー２とデータバス２２との間に介在するＩ／Ｏ回路
２３と、映像デコーダ６及び音声デコーダ７とデータバス２２との間に介在するＩ／Ｏ回
路２４と、データバス２２と重畳表示処理部１０との間に介在するディスプレイコントロ
ーラ２６及びＶＲＡＭ２５と、データバス２２と混声処理部１２との間に介在するＩ／Ｏ
回路２７及び合成音生成部２８と、Ｉ／Ｏ回路２７を介してデータバス２２に接続された
リモコン信号デコーダ２９と、リモコン３０と、Ｉ／Ｏ回路３１を介してデータバス２２
と接続されたタイマー３２と、夫々データバス２２と接続されたＲＡＭ３３、ＲＯＭ３４
、ＥＥＰＲＯＭ３５とからなる。
【００６５】
このような構成からなる制御回路２００におけるＣＰＵ２１は後述するプログラムを実行
する。
データバス２２はＣＰＵ２１と制御回路２００内の他の回路及びメモリとのデータ授受の
経路である。
Ｉ／Ｏ回路２３、２４、２７、３１は、ＣＰＵ２１の制御の下で、タイマー３２、映像デ
コーダ６及び音声デコーダ７、ＶＲＡＭ２５及びディスプレイコントローラ２６、合成音
生成部２８、タイマー３２の各信号の入／出力のタイミング等を制御する。
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【００６６】
ディスプレイコントローラ２６は、ＣＰＵ２１の制御の下でＶＲＡＭ２５上に表示器１１
の１画面分のメッセージ、メニュー、イメージ等を文字、文字列、記号、アイコン、静止
画、動画等で作成し、これを重畳表示処理部１０へ送る。これらの１画面分のメッセージ
、メニュー、イメージ等は、通常の画像にスーパーインポーズされて受像機１１に表示さ
れることになる。
【００６７】
合成音生成部２８は、ＣＰＵ２１の制御の下で各種の合成音を生成し、混声処理部１２へ
供給する。この合成音は、混声処理部１２で通常の音声信号と混合されたり、あるいは単
独で混声処理部１２から出力されて、スピーカ１４で夫々音になる。
【００６８】
リモコン信号デコーダ２９は、利用者により操作されるリモートコマンダ３０から送信さ
れる赤外線のリモコン信号を受信し解読し、Ｉ／Ｏ回路２７を介してＣＰＵ２１へ送る機
能を有する。
【００６９】
リモートコマンダ３０は、静電容量を利用したポインティングデバイス、例えば、マウス
、トラックボール等、を有しており、これにより、表示器１１の画面上で矢印等のカーソ
ルを移動することによりポインテイングし、所望のアイコン等を指定することができるよ
うになっている。
【００７０】
タイマー３２はリアルタイムクロックを計時する。
ＲＡＭ３３はＣＰＵ２１がプログラムを実行する時の作業用メモリである。
ＲＯＭ３４はプログラムや、フォント、アイコン等の固定データを記録する。
【００７１】
ＥＥＰＲＯＭ３５は、全ＡＶ機器について、機種、形式等に関する情報を装置テーブルと
して記憶すると共に、メディアの種別、各メディアのコンテンツと記録領域等についての
情報をメディア管理テーブルとして記憶する。例えば、コンパクトディスク交換機ＣＤＣ
のＣＤの種別、現在何番目のストックにどのようなＣＤが装着されているか、また、その
メディア・コンテンツ等についての情報がＥＥＰＲＯＭ３５のメディア管理テーブルに記
憶される。
【００７２】
３．Ｐ１３９４ＩＦ部３００
Ｐ１３９４ＩＦ部３００は、図１に示す１３９４ＩＦのコントロールセンターＣＣ側を形
成しており、上述のようにＰ１３９４バス規格によりＬＳＩ化された回路と、６芯ケーブ
ルとからなる。６芯ケーブルの他端はＡＶ機器の図示していないＰ１３９４ＩＦ部と接続
されている。
【００７３】
コントロールセンターＣＣのＰ１３９４ＩＦ部３００は、ＡＶ機器４００からパケット形
式で入力するディジタル信号の流れを、パケット毎に整理し、映像デコーダ６及び音声デ
コーダ７へ出力する。
【００７４】
４．メディア・コンテンツ管理
コントロールセンターＣＣは、ＣＰＵ２１が、図３、図４、図５に夫々流れ図で示すよう
な状態監視処理と、再生及び録画終了時の最終アドレス保存処理と、再生開始時の処理と
を実行することにより、下記のようにメディア・コンテンツ管理を行う。
【００７５】
状態監視処理は、システム内の各ＡＶ機器（ノード）に対して一定周期で、メディアの装
着状態（メディアが装着されているか否か）、装着されているメディアの内容（メディア
・コンテンツ）、録音の音量等のメディア関連情報を問い合わせ、各ＡＶ機器から応答を
得てＥＥＰＲＯＭ３５のメディア管理テーブルに記録されているメディア関連情報を更新
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するものであり、下記のように行われる。
【００７６】
図３の流れ図のステップＳＴ１において、ＣＰＵ２１は先ず問い合わせ先のノードＩＤの
初期値を設定する。以下、ステップＳＴ２～ＳＴ９は１個のノードに対する処理であり、
ステップＳＴ１０でノードＩＤを更新し、ステップＳＴ２～ＳＴ９を繰り返す。
【００７７】
ステップＳＴ２において、ＡＶ機器に関するＥＥＰＲＯＭ３５内の装置テーブルを参照し
、そのノードのＡＶ機器がメディア駆動装置を装着しているか否かを調べる。メディア駆
動装置を装着していないＡＶ機器であるならば、メディアの状態を監視する必要がないか
らステップＳＴ９へ飛ぶ。
【００７８】
メディア駆動装置を装着しているならば、ステップＳＴ３でメディアが装着されているか
どうかを質問する。すると、ＡＶ機器から応答があり、ステップＳＴ４でＣＰＵ２１はこ
の応答を受信する。
【００７９】
ステップＳＴ５では、ＣＰＵ２１は、上記応答と以前の装着状態と比較することによりＡ
Ｖ機器にメディアが装着されている場合は、ステップＳＴ９へ飛ぶ。メディアが装着され
ていない場合はステップＳＴ６に進み、ＣＤ等の読出し専用ディスクメディアにおいて、
メディアの物理的及び論理的種別とメディア・コンテンツを認識すると共に、ディスクの
再生終了セクターを記録しておくＴＯＣ（Ｔａｂｌｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）情報、
ゼロセクター情報等を読み込む。
【００８０】
ステップＳＴ７においては、上記読み込んだＴＯＣ情報等を、メディア管理情報として登
録済みのメディアとチェックサム等の方法により比較することにより、同一性を判断する
。上記同一性判断により、メディア管理テーブルに登録済みのメディアである場合は、ス
テップＳＴ９へ飛ぶ。
【００８１】
メディア管理テーブルに登録済みのメディアでない場合はステップＳＴ８において、メデ
ィア管理テーブルに追加登録する。
【００８２】
上記ステップＳＴ２～ステップＳＴ８を全ＡＶ機器について繰り返す（ステップＳＴ９、
ＳＴ１０）。
【００８３】
図４に示す再生／録画終了処理は、再生や録画（又は録音）終了時に、メディア上のアク
セス済みのアドレス、つまり、メディア上の何処まで再生したか又は何処まで録音したか
を表す使用履歴を記録する処理であり、下記のように行われる。
【００８４】
ステップＳＴ１１において、ＣＰＵ２１は、リモートコマンダ３０から再生又は録画の停
止を指示するコマンド信号を受信すると、停止されたＡＶ機器に対してその時点でのメデ
ィア上のアドレス、即ち最終アドレスを質問する。
【００８５】
ステップＳＴ１３で、そのＡＶ機器からの応答による上記最終アドレスをＥＥＰＲＯＭ３
５のメディア管理テーブルに記録し、再生又は録画を終了する。
【００８６】
再生開始処理は、再生開始時の処理であり、図５に示すように下記のように行われる。
ＣＰＵ２１は、リモートコマンダ３０から再生開始コマンドを受信すると、メディア管理
テーブルを参照し、例えば図６に示すように、コンテンツメニューを表示器１１の画面１
１ａに表示する（ステップＳＴ２１、ＳＴ２２）。
【００８７】
利用者がリモートコマンダ３０を操作して画面上でカーソル３６によりメニューを選択す
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る。図６では、ビデオＣＤに記録されている映画「ジョーズ８」を選択したことを示して
いる。
【００８８】
利用者が以前再生を中断して、その続きを見ようとしてビデオＣＤの「ジュラシックパー
ク」を選択した場合は、図７に示すように、画面１１ａに「停止解除」ボタン３７が表示
され、これのボタンをリモートコマンダ３０でクリックすることにより、中断部分から再
再生が行われる。
【００８９】
図５の流れ図のステップＳＴ２３においてメニューの選択が行われると、ＣＰＵ２１は、
ステップＳＴ２４で、指定されたコンテンツ「ジョーズ８」を記録しているメディアであ
るビデオＣＤを装着している周辺機器の電源が入っているか否かを調べる。
【００９０】
その周辺機器の電源が入っていないならば、ＣＰＵ２１はＰ１３９４ＩＦ部３００を介し
てそのＡＶ機器に「パワーオン」コマンドを送信して、電源を投入させる（ステップＳＴ
２５）。
【００９１】
既に電源が投入されているならば、ＣＰＵ２１はＰ１３９４ＩＦ部３００を介してＡＶ機
器に対して再生開始アドレスを含む再生コマンドを送信して再生を開始させる（ステップ
ＳＴ２６）。
【００９２】
また、ＣＰＵ２１は、リモートコマンダ３０から録画コマンドを受信すると、メディア管
理テーブル内の記録領域管理情報を参照し、各メディアの空き領域を表すメニューを、例
えば図８に示すように画面１１ａに表示する。利用者はカーソル３６を用いて上記メニュ
ーから録画するメディアを選択するようになっている。
【００９３】
ＣＰＵ２１は上記各処理の他に、ディスプレイコントローラ２６を制御して、同一種別の
メディアを表わすアイコンは、形状、動き、輝度、色等の内の一つ以上を同一にして表示
するようにし、また、異種のメディアを表すアイコンは、形状、動き、輝度、色等の内の
一つ以上を異なるように表示する。
【００９４】
また、ＣＰＵ２１は、ディスプレイコントローラ２６を制御して、メディアの再生中、ア
イコンの形状、動き、輝度、色等を少なくとも１回変化させる。
【００９５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムは、利用者は
テレビ画面とリモコンとで、希望するコンテンツを持つメディア及びそのメディアを装着
しているＡＶ機器を選択することができ、利用者は実際にメディアがどのＡＶ機器に装着
されているか等は意識する必要がないから、選択操作が楽であると共に操作ミスが起こす
おそれが無くなる。
【００９６】
また、再生及び記録の終了時の最終アドレスを記憶しているから、読出し専用メディアで
、再生途中で停止し、メディアを外した後で再装着した場合でも、再生を停止した部分か
ら再再生することができ、システム全体の機能を向上させることができる。
【００９７】
更に、録画時に、メディアの空き領域を表示するから、利用者は、どこに録画すればよい
かに悩む必要がない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムの実施の形態を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１におけるコントロールセンターＣＣの内部を示すブロック図である。
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【図３】本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムの動作を示す流れ図である
。
【図４】本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムの動作を示す流れ図である
。
【図５】本発明に係るメディア・コンテンツ管理ＡＶシステムの動作を示す流れ図である
。
【図６】同動作時の表示の一例を示す説明図である。
【図７】同動作時の表示の一例を示す説明図である。
【図８】同動作時の表示の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　アンテナ
２　チューナー
３　中間周波回路
４　映像処理部
５　音声処理部
６　映像デコーダ
７　音声デコーダ
８、９　Ｄ／Ａ変換器
１０　重畳表示処理部
１１　表示器
１１ａ　画面
１２　混声処理部
１３　音声増幅器
１４　スピーカ
２１　ＣＰＵ
２２　データバス
２３、２４、２７、３１　Ｉ／Ｏ回路
２５　ＶＲＡＭ
２６　ディスプレイコントローラ
２８　合成音生成部
２９　リモコン信号デコーダ
３０　リモートコマンダ
３２　タイマー
３３　ＲＡＭ
３４　ＲＯＭ
３５　ＥＥＰＲＯＭ
３６　カーソル
３７　「停止解除」ボタン
１００　テレビジョン回路
２００　制御回路
３００　Ｐ１３９４ＩＦ部
ＣＣ　コントロールセンター
１３９４ＩＦ　ＩＥＥＥ規格ディジタルインターフェイス
ＤＣＡＭ　ディジタルカメラ
ＤＶＣＲ　ディジタルビデオレコーダ
ＤＶＤ　ディジタルビデオディスク
Ｇ　ゲーム機
ＴＥＬ　電話機
ＦＡＸ　ファックス
ＭＤＣ　音楽ディスク交換機
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ＤＡＴ　ディジタルオーディオテープレコーダ
ＣＤＣ　コンパクトディスク交換機
Ｐ　プリンタ
ＩＲＵ　赤外線装置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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