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(57)【要約】
　ホームオートメーションシステムと一体化されたオー
ディオシステムのステレオ信号を分配するための方法と
装置。オーディオシステムは更に、ネットワークとイン
ターネットを介したインターコム通信とホームオートメ
ーション機器の制御を含んだインターコムとビデオイン
ターコムと一体化される。ステレオ信号は、分配器を介
してかまたは、シリアル信号と、インターコムとかまた
はネットワークまたはインターネットを介してｅステー
ションと通信するためのマイクロホン信号と多重化され
た符号化された信号を搬送している少なくとも１つの単
一のツイストペアを介して直接スピーカーに、符号化さ
れセレクター／エンコーダーから分配される。多重化さ
れた信号は、システムデバイスに一定の電流を供給もす
るかまたは別のツイストペアを介してパワーを提供して
いる同じツイストペアを介して伝播される。スピーカー
は、遠隔制御信号を伝播するための有線または無線の遠
隔制御受信機および送信機を含む。システムは柔軟であ
り、装備を施されたネットワークケーブルとコネクター
を使って多くの構成で接続されることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのツイストペア、１つのネットワークケーブル、少なくとも１つの装備
を施されたネットワークケーブルおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択さ
れたカスケードしているネットワーク相互接続のケーブルを介して符号化されたステレオ
信号を伝播することによって、セレクター／エンコーダーとＡスピーカーとＢスピーカー
をホームオートメーションのサウンド分配システムに組み合わせるための方法であって、
前記カスケードしているネットワークの少なくとも１つのセグメントは、コネクター、ピ
グテール、装備を施されたピグテール、ジャンクションボックス、ジャンクションボード
、ジャンクションストリップ、端子ブロックおよびそれらの組み合わせからなるグループ
から選択された壁ソケットによって交差され、前記方法は、
　ａ．増幅されたステレオ信号を復号して前記ＡスピーカーおよびＢスピーカーに出力す
るため、および前記１つのツイストペアを介して多重化されたものと第三のツイストペア
の少なくとも１つを介して前記セレクター／エンコーダーと復号部の間で２ウェイシリア
ル信号を伝播するために、前記セレクター／エンコーダーと、前記復号部中に含まれたデ
コーダー、ステレオアンプおよび中央プロセッサに前記符号化されたステレオ信号を供給
するための前記Ａスピーカーと関連付けられた復号部の間に、第一のセグメントの前記１
つのツイストペアを相互接続するステップと、
　ｂ．前記１つのツイストペアを介して一定の電流を供給することと前記第一のセグメン
トの第二のツイストペアを介したパワーリンクの１つによって前記復号部にパワーを与え
ることを含んだ、前記サウンド分配システムにパワーを与えるために、パワーサプライを
前記セレクター／エンコーダーに接続するステップと、
　ｃ．前記増幅されたステレオ信号のＢチャネルを前記Ｂスピーカーに供給するために、
前記復号部と前記Ｂスピーカーの間に後続のセグメントのツイストペアを相互接続するス
テップと、
　ｄ．前記セレクター／エンコーダーをステレオケーブルを介して少なくとも１つの音楽
ソースに接続するステップと、
　ｅ．前記サウンド分配システムを、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーを介し
てかまたは前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御部を介して、操作す
るステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　サウンドパワー出力を増加するための前記アンプによるより高い電流ドレインを提供す
るように、充電可能なバッテリーが前記Ａスピーカーと関連付けられており、前記復号部
に一定の電流を供給することは、前記バッテリーを充電するための電流を含む、請求項１
によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項３】
　前記第一のセグメントは、前記少なくとも１つの壁ソケットによって交差された前記装
備を施されたネットワークケーブルからなり、前記装備を施されたネットワークケーブル
は、少なくとも前記１つのツイストペアからなり、前記復号部は前記Ａスピーカーと組み
合わされ、前記Ａスピーカーの前記復号部を前記Ｂスピーカーと接続している前記後続の
セグメントは、前記ツイストペアと装備を施されたネットワークケーブル中に含まれた前
記ツイストペアの１つである、請求項１によるサウンド分配システムを組み合わせるため
の方法。
【請求項４】
　前記Ａスピーカーはマイクロホンを含み、前記復号部は、前記１つのツイストペアと少
なくとも１つの遠隔制御受信機に多重化されたマイクロホン信号を供給し、前記セレクタ
ー／エンコーダーは、前記マイクロホン信号のための分離器と、インターコムスピーカー
の信号のためのバッファーと、前記シリアル信号を前記インターコムと交換するためのポ
ートを含み、前記セレクター／エンコーダーを前記壁ソケットと接続している前記装備を
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施されたネットワークケーブルは、少なくとも３つの追加のツイストペアを含み、２つは
前記インターコムスピーカーラインとマイクロホンラインを接続するためのものであり、
もう１つは前記サウンド分配システムを前記インターコムと一体化するために前記インタ
ーコムのシリアル信号ラインを前記ポートと相互接続するためのものであり、前記方法は
、
　ｆ．前記スピーカー信号を前記セレクター／エンコーダーに、前記マイクロホン信号を
前記インターコムに伝播するため、および前記シリアル信号を前記インターコムと前記セ
レクター／エンコーダーの間で交換するために、インターコムスピーカーラインとマイク
ロホンラインと前記インターコムの前記シリアル信号ラインを前記壁ソケットに接続する
ステップと、
　ｇ．インターコムモードに入るようにと、前記スピーカー信号のモノラルサウンドを符
号化するようにと、前記マイクロホンが前記インターコムと通信することを可能とするよ
うに、前記シリアル信号を介して前記セレクター／エンコーダーと前記復号部と前記イン
ターコムに命令するステップと、
　ｈ．前記タッチキーまたは前記遠隔制御部を介した前記インターコム操作の機能を含ん
だ前記インターコムとの通信を制御するステップと、
を更に含む、請求項３によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項５】
　前記Ａスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するための少なくとも１つの遠隔制御受信機
と少なくとも１つの遠隔制御送信機を含み、前記セレクター／エンコーダーは、前記シリ
アル信号を交換するためのポートを含み、前記セレクター／エンコーダーを前記壁ソケッ
トと接続している前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記サウンド分配システ
ムをホームオートメーションシステムと一体化するために、ホームオートメーション分配
器のシリアルポートを相互接続するための少なくとも１つの追加のツイストペアを含み、
前記方法は、
　ｆ．前記ホームオートメーション分配器の前記シリアルポートを前記壁ソケットに接続
するステップと、
　ｇ．前記ホームオートメーション分配器を、前記第二のツイストペアを介した前記パワ
ーサプライ、前記パワーサプライへのダイレクトリンク、別のパワーサプライからなるグ
ループから選択されたパワーフィードに接続するステップと、
　ｈ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ルポート、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御ドライバーおよびそ
れらの組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、前記ホームオートメー
ション分配器と前記セレクター／エンコーダーの間で前記シリアル信号を交換することに
よって、前記サウンド分配と前記ホームオートメーションを操作するステップと、
を更に含む、請求項３によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのツイストペア、１つのネットワークケーブル、少なくとも１つの装備
を施されたネットワークケーブルおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択さ
れたカスケードしているネットワーク相互接続の少なくとも１つのツイストペアを介して
符号化された信号を伝播することによって、セレクター／エンコーダーとオーディオ分配
器と少なくとも１つのＡスピーカーと少なくとも１つのＢスピーカーをホームオートメー
ションのサウンド分配システムに組み合わせるための方法であって、前記カスケードして
いるネットワークの少なくとも１つのセグメントは、コネクター、ピグテール、装備を施
されたピグテール、ジャンクションボックス、ジャンクションボード、ジャンクションス
トリップ、端子ブロックおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された壁ソ
ケットによって交差され、前記方法は、
　ａ．前記壁ソケットによって交差された前記装備を施されたネットワークケーブルから
なる第一のセグメントを前記セレクター／エンコーダーと前記オーディオ分配器の間に相
互接続するステップであって、前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記符号化



(4) JP 2012-530451 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

された信号を前記オーディオ分配器に供給するため、および前記オーディオ分配器と前記
セレクター／エンコーダーの間で多重化された２ウェイシリアル信号を伝播するために、
少なくとも前記１つのツイストペアを含むステップと、
　ｂ．増幅されたステレオ信号を復号して前記ＡスピーカーおよびＢスピーカーに出力す
るため、および多重化されたシリアル信号を前記オーディオ分配器と前記Ａスピーカーの
各々の間で伝播するために、前記オーディオ分配器と、前記符号化された信号を前記Ａス
ピーカーの各々のデコーダー、ステレオアンプおよび中央プロセッサに分配するための前
記Ａスピーカーと関連付けられた復号部の間に、少なくとも前記１つのツイストペアから
なる次のセグメントを相互接続するステップと、
　ｃ．前記次のセグメントの前記１つのツイストペア上で前記Ａスピーカーの各々に、お
よび前記第一のセグメントの前記１つのツイストペア上で前記セレクター／エンコーダー
に、一定の電流を供給することと、前記次のセグメントおよび前記第一のセグメントの第
二のツイストペアを介して前記Ａスピーカーへと前記セレクター／エンコーダーへのダイ
レクトパワーリンクの１つによって、前記サウンド分配システムにパワーを与えるために
、パワーサプライを前記オーディオ分配器に接続するステップと、
　ｄ．前記増幅されたステレオ信号のＢチャネルを前記Ｂスピーカーに供給するために、
後続のセグメントのツイストペアによって、復号部の各々を前記Ｂスピーカーの各々と相
互接続するステップと、
　ｅ．前記セレクター／エンコーダーをステレオケーブルを介して少なくとも１つの音楽
ソースに接続するステップと、
　ｆ．前記サウンド分配システムを、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーを介し
てかまたは前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御部を介して、操作す
るステップと、
を含む方法。
【請求項７】
　サウンドパワー出力を増加するための前記アンプによるより高い電流ドレインを提供す
るように、充電可能なバッテリーが前記Ａスピーカーと関連付けられており、前記Ａスピ
ーカーに一定の電流を供給することは、前記バッテリーを充電するための電流を含む、請
求項６によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのＡスピーカーはマイクロホンを含み、前記復号部は、前記１つの
ツイストペアと少なくとも１つの遠隔制御受信機に多重化されたマイクロホン信号を供給
し、前記オーディオ分配器は、マイクロホン信号分離器と、選択されたマイクロホン信号
を出力するためのセレクターと、インターコムスピーカー信号のためのバッファーを含み
、前記第一のセグメントの前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記インターコ
ムのスピーカーラインを前記セレクター／エンコーダーと相互接続するための少なくとも
１つの追加のツイストペアを含み、前記方法は、
　ｇ．前記選択されたマイクロホン信号を前記インターコムに出力するために、マイクロ
ホンラインを前記インターコムと前記オーディオ分配器の間に接続するステップと、
　ｈ．前記バッファーと前記追加のツイストペアを介して直接の１つを介して、インター
コムスピーカー信号を前記セレクター／エンコーダーに転送するために、前記スピーカー
ラインを前記インターコムと前記オーディオ分配器の間に接続するステップと、
　ｉ．前記シリアル信号を前記セレクター／エンコーダーと前記オーディオ分配器と前記
Ａスピーカーと前記インターコムの間で分配して交換するために、前記インターコムのシ
リアルポートを前記オーディオ分配器に含まれたシリアルポートに接続するステップと、
　ｊ．前記インターコムスピーカー信号のモノラルサウンドを選択し、符号化し、伝播す
るようにと、前記インターコムと通信するために前記マイクロホンを操作するように、前
記シリアル信号と前記遠隔制御信号を介して前記セレクター／エンコーダーと前記オーデ
ィオ分配器と前記復号部と前記インターコムに命令するステップと、
　ｋ．前記タッチキーまたは前記遠隔制御部を介した前記インターコム操作の機能を含ん
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だ前記インターコムとの通信を制御するステップと、
を更に含む、請求項６によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項９】
　前記Ａスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するための少なくとも１つの遠隔制御受信機
と少なくとも１つの遠隔制御送信機を含み、前記オーディオ分配器と前記セレクター／エ
ンコーダーの各々は、シリアル信号を相互接続するためのポートを含み、前記第一のセグ
メントの前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記シリアル信号を伝播するため
、および前記サウンド分配システムをホームオートメーションシステムのホームオートメ
ーション分配器と一体化するために、少なくとも１つの追加のツイストペアを含み、前記
方法は、
　ｇ．前記シリアルコマンドを前記ホームオートメーション分配器と前記オーディオ分配
器と前記セレクター／エンコーダーと前記Ａスピーカーの間で交換するために、前記オー
ディオ分配器の前記シリアルポートを、前記セレクター／エンコーダーの前記シリアルポ
ートとおよび前記ホームオートメーション分配器に含まれたシリアルポートと接続するス
テップと、
　ｈ．前記ホームオートメーション分配器を前記パワーサプライに接続するステップと、
　ｉ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ルライン、前記シリアルポート、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制
御ドライバーおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、
前記サウンド分配と前記ホームオートメーションを操作するステップと、
を更に含む、請求項６によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１０】
　前記Ａスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するため、およびホームオートメーションシ
ステムのホームオートメーション分配器を含むように前記サウンド分配の前記インターコ
ムシステムとの一体化を拡張するために、少なくとも１つの遠隔制御送信機を更に含み、
前記方法は、
　ｌ．シリアル信号を、前記ホームオートメーションシステムと、前記インターコムと一
体化された前記オーディオ分配システムの間で交換するために、前記オーディオ分配器の
前記シリアルポートを、前記ホームオートメーション分配器に含まれたシリアルポートに
接続するステップと、
　ｍ．前記ホームオートメーション分配器を前記パワーサプライに接続するステップと、
　ｎ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ル信号、前記シリアルポート、前記インターコム、前記ホームオートメーションシステム
に含まれた遠隔制御ドライバーおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択され
た媒体を通して、前記サウンド分配と前記インターコムと前記ホームオートメーションを
操作するステップと、
を更に含む、請求項８によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１１】
　前記インターコムは、前記オーディオ分配器を通して交換された前記シリアル信号と前
記インターコムスピーカー信号と前記マイクロホン信号を含んだ、前記インターコムシス
テムによって生成されたビデオ、オーディオ、データ、コマンド、制御、警報およびそれ
らの組み合わせからなるグループから選択された組み合わされ多重化された信号を伝播す
るための組み合わせポートを含み、前記ホームオートメーション分配器は、信号変換器、
モデム、ＡＤＳＬ、ＰＣ、ＰＣサーバー、ＰＣプログラム、ネットワーク通信器、ルータ
ー、ネットワークスイッチおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択されたイ
ンターフェース部に、多重化された信号の前記組み合わせを伝播するために、逆ポートと
インターフェ－スコネクターを含み、前記方法は
　ｏ．前記インターコムの前記組み合わせポートを前記ホームオートメーション分配器の
前記逆ポートと、前記インターフェース部を前記インターフェースコネクターに、接続す
るステップと、
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　ｐ．前記ホームオートメーションを遠隔的に操作するためにネットワークを介して通信
することに適応されたインターフェースされた信号を伝播するため、および前記インター
コムと、またｅ－緊急事態、ｅ－医療、ｅ－病院、ｅ－サービス、ｅ－ショッピングおよ
びそれらの組み合わせからなるグループから選択されたｅ－ステーションと通信するため
に、前記インターフェース部を、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワー
ク、公衆ネットワーク、専用ネットワーク、インターネットおよびそれらの組み合わせか
らなるグループから選択されたネットワークに接続するステップと、
　ｑ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ル信号、前記シリアルポート、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御
ドライバー、前記ネットワーク、前記インターネットおよびそれらの組み合わせからなる
グループから選択された媒体を通して、前記サウンド分配と前記インターコムと前記ホー
ムオートメーションと前記インターフェース部を操作するステップと、
を更に含む、請求項１０によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１２】
　前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、前記インターコムと関連付けられた少な
くとも１つの緊急事態および医療デバイスによって生成されたデータと信号を交換するた
めに、ＩＲ、ＲＦ、有線およびそれらの組み合わせからなるグループから選択され、前記
デバイスは、前記デバイスによって出力された前記データと信号を前記ｅ－ステーション
と通信するため、および前記デバイスを遠隔的に選択的に操作するために、モニター、セ
ンサー、カメラ、診断、分析、治療、アプリケーター、生命維持、リハビリテーションお
よびそれらの組み合わせからなるグループから選択される、請求項１１によるサウンド分
配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１３】
　前記ホームオートメーション分配器と前記インターフェース部の少なくとも１つは、テ
レビセット、ビデオモニター、タブレットモニター、ＰＣディスプレイモニター、セット
トップボックス、ケーブルボックス、アンテナボックス、衛星ボックス、デジタル－アナ
ログ変換器ボックス、アナログ－デジタル変換器ボックス、チューナーボックス、ＰＣ、
タブレットコントローラ、ビデオセレクターおよびそれらの組み合わせからなるグループ
から選択されたスクリーン上に訪問者画像を表示するために、前記組み合わされ多重化さ
れた信号から前記ビデオ信号を抽出するための分離器を含み、前記方法は、
　ｒ．前記ホームオートメーション分配器と前記インターフェース部の１つから前記スク
リーンにビデオフィードケーブルを接続するステップと、
　ｓ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ルポート、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御ドライバー、前記イ
ンターコムおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、前
記画像を表示するように前記スクリーンを制御するステップと、
を更に含む、請求項１１によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つのツイストペア、１つのネットワークケーブル、少なくとも１つの装備
を施されたネットワークケーブルおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択さ
れたカスケードしているネットワーク相互接続の少なくとも１つのツイストペアを介して
符号化された信号を伝播することによって、セレクター／エンコーダーとオーディオ分配
器と少なくとも１つのＡスピーカーと少なくとも１つのＢスピーカーをホームオートメー
ションのサウンド分配システムに組み合わせるための方法であって、前記カスケードして
いるネットワークの第一のセグメントは、コネクター、ピグテール、装備を施されたピグ
テール、ジャンクションボックス、ジャンクションボード、ジャンクションストリップ、
端子ブロックおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された壁ソケットによ
って交差され、前記オーディオ分配器は、復号された信号をステレオアンプに分配するた
め、およびシリアル信号を前記オーディオ分配器と前記セレクター／エンコーダーの間で
交換するために、デコーダーと、少なくとも１つのステレオアンプとバッファーを含み、
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前記方法は、
　ａ．前記壁ソケットによって交差された前記装備を施されたネットワークケーブルから
なる前記第一のセグメントによって前記セレクター／エンコーダーを前記オーディオ分配
器と相互接続するステップであって、前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記
符号化されたステレオ信号を前記オーディオ分配器に供給するために、前記１つのツイス
トペアを含むステップと、
　ｂ．前記シリアル信号を、前記符号化されたステレオ信号と多重化されたものの１つを
介しておよび前記第一のセグメントの第二のツイストペアを介して伝播するステップと、
　ｃ．前記１つのツイストペアを介して一定の電流を供給することと前記第一のセグメン
トの第三のツイストペアを介したダイレクトパワーリンクの１つを介して前記セレクター
／エンコーダーにパワーを与えることを含んだ、前記サウンド分配システムにパワーを与
えるために、パワーサプライを前記オーディオ分配器に接続するステップと、
　ｄ．ステレオ信号の増幅されたＡおよびＢチャネルを前記ＡおよびＢスピーカーにそれ
ぞれ供給するために、少なくとも２つのツイストペアの最後のセグメントによって、前記
Ａスピーカーと前記Ｂスピーカーを接続するステップと、
　ｅ．前記セレクター／エンコーダーをステレオケーブルを介して少なくとも１つの音楽
ソースに接続するステップと、
　ｆ．前記サウンド分配システムを、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーを介し
てかまたは前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御部を介して、操作す
るステップと、
を含む方法。
【請求項１５】
　符号化されたステレオ信号を第一のツイストペアを介して、２ウェイシリアル信号を第
二のツイストペアを介して、およびＤＣパワーリンクをカスケードしている装備を施され
たネットワークケーブルの第三のツイストペアを介して伝播することによって、セレクタ
ー／エンコーダーとサウンド分配器と少なくとも１つのＡスピーカーと少なくとも１つの
Ｂスピーカーをサウンド分配システムに組み合わせるための方法であって、前記セレクタ
ー／エンコーダーと前記サウンド分配器と前記Ａスピーカーと前記Ｂスピーカーは、前記
装備を施されたネットワークケーブルのためのマッチしたコネクターを含み、前記方法は
、
　ａ．前記符号化された信号を供給するため、および前記符号化されたステレオ信号と多
重化されたものの１つを介しておよび前記第二のツイストペアを介して前記シリアル信号
を前記セレクター／エンコーダーと前記サウンド分配器の間で伝播するために、前記壁ソ
ケットによって交差された前記カスケードしている装備を施されたネットワークケーブル
によって第一のセグメントを相互接続するステップと、
　ｂ．増幅されたステレオ信号を復号して前記ＡスピーカーおよびＢスピーカーに出力す
るため、および前記サウンド分配器と前記Ａスピーカーと前記セレクター／エンコーダー
の間で前記シリアル信号を交換するための、デコーダー、ステレオアンプおよび中央プロ
セッサからなる前記Ａスピーカーと関連付けられた復号部に、前記符号化された信号を分
配するために、次のセグメントの前記装備を施されたネットワークケーブルを使って前記
サウンド分配器を前記少なくとも１つのＡスピーカーに相互接続するステップと、
　ｃ．前記セレクター／エンコーダーへと前記第一のセグメントと前記次のセグメントの
前記装備を施されたネットワークケーブルを介して前記Ａスピーカーへのパワーリンクを
含んだ、前記サウンド分配システムにパワーを与えるために、前記パワーサプライを前記
サウンド分配器に接続するステップと、
　ｄ．前記増幅されたステレオ信号のＢチャネルを前記Ｂスピーカーに供給するために、
後続のセグメントの装備を施されたネットワークケーブルのツイストペアによって、前記
Ａスピーカーの各々を前記Ｂスピーカーの各々と相互接続するステップと、
　ｅ．前記セレクター／エンコーダーをステレオケーブルを介して少なくとも１つの音楽
ソースに接続するステップと、
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　ｆ．前記サウンド分配システムを、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーを介し
てかまたは前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御部を介して、操作す
るステップと、
を含む方法。
【請求項１６】
　前記Ａスピーカーは、少なくとも１つの遠隔制御受信機と、前記次のセグメントの第四
のツイストペアを介してマイクロホン信号を供給するためのマイクロホンを含み、前記サ
ウンド分配器は、インターコムを前記サウンド分配システムと一体化するために、前記マ
イクロホン信号を前記マッチしたコネクターの１つを介しておよび前記装備を施されたネ
ットワークケーブルを介してインターコムに転送するバッファーを含み、前記方法は、
　ｇ．前記装備を施されたネットワークケーブルを前記インターコムと前記サウンド分配
器の間に接続するステップであって、前記装備を施されたネットワークケーブルは、前記
インターコムと前記サウンド分配器の間で前記シリアル信号を交換するための第一のツイ
ストペア、前記サウンド分配器を介して前記インターコムから前記セレクター／エンコー
ダーにスピーカー信号を出力するための第二のツイストペア、および前記サウンド分配器
を介して前記インターコムに前記マイクロホン信号を供給するための第三のツイストペア
からなるグループから選択された、信号を伝播するための少なくとも３つのツイストペア
を含むステップと、
　ｈ．前記第一のセグメントの前記ネットワークケーブルの第四のツイストペアを介して
前記サウンド分配器から前記セレクター／エンコーダーに前記スピーカー信号を出力する
ステップと、
　ｉ．インターコムモードに入るようにと、前記スピーカー信号のモノラルサウンドを符
号化するようにと、前記マイクロホンが前記インターコムと通信することを可能とするよ
うに、前記シリアル信号を介して前記セレクター／エンコーダーと前記サウンド分配器と
前記マイクロホンバッファーと前記インターコムに命令するステップと、
　ｊ．前記タッチキーまたは前記遠隔制御部を介した前記インターコム操作の機能を含ん
だ前記インターコムとの通信を制御するステップと、
を更に含む、請求項１５によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１７】
　前記Ａスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するための少なくとも１つの遠隔制御受信機
と少なくとも１つの遠隔制御送信機を含み、前記サウンド分配器は、ホームオートメーシ
ョンの機器を含んだ前記サウンド分配を制御するように前記シリアル信号と前記遠隔制御
信号を一体化するための組み合わされた分配器であり、前記シリアル信号は、前記組み合
わされた分配器の前記マッチしたコネクターの少なくとも１つを介して接続された少なく
とも１つの前記装備を施されたネットワークケーブルを通して、前記機器に伝播され、前
記方法は、
　ｇ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ル信号、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御ドライバーおよびそれ
らの組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、前記サウンド分配と前記
ホームオートメーションを操作するステップ、
を更に含む、請求項１５によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのＡスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するための少なくとも１つ
の遠隔制御送信機を更に含み、前記サウンド分配器は、前記サウンド分配、前記インター
コムおよびホームオートメーションの機器を制御するように前記シリアル信号と前記遠隔
制御信号を一体化するための組み合わされた分配器であり、前記シリアル信号は、前記組
み合わされた分配器の前記マッチしたコネクターの少なくとも１つを介して前記装備を施
されたネットワークケーブルの少なくとも１つを通して、前記機器に伝播され、前記方法
は、
　ｋ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
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ル信号、前記インターコム、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御ド
ライバーおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、前記
サウンド分配と前記インターコムと前記ホームオートメーションを操作するステップ、
を更に含む、請求項１６によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項１９】
　前記インターコムは、前記組み合わされた分配器を通して交換された前記シリアル信号
と前記インターコムスピーカー信号と前記マイクロホン信号を含んだ、前記インターコム
システムによって生成されたビデオ、オーディオ、データ、コマンド、制御、警報および
それらの組み合わせからなるグループから選択された組み合わされ多重化された信号を伝
播するための組み合わせポートを含み、前記組み合わされた分配器は、信号変換器、モデ
ム、ＡＤＳＬ、ＰＣ、ＰＣサーバー、ＰＣプログラム、ネットワーク通信器、ルーター、
ネットワークスイッチおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択されたインタ
ーフェース部に、多重化された信号の前記組み合わせを伝播するために、逆ポートとイン
ターフェ－スコネクターを含み、前記方法は
　ｌ．前記インターコムの前記組み合わせポートを前記組み合わされた分配器の前記逆ポ
ートと、前記インターフェース部を前記インターフェースコネクターに、接続するステッ
プと、
　ｍ．前記ホームオートメーションを遠隔的に操作するためにネットワークを介したネッ
トワーク通信に適応されたインターフェースされた信号を伝播するため、および前記イン
ターコムと、またｅ－緊急事態、ｅ－医療、ｅ－病院、ｅ－サービス、ｅ－ショッピング
およびそれらの組み合わせからなるグループから選択されたｅ－ステーションと通信する
ために、前記インターフェース部を、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネット
ワーク、公衆ネットワーク、専用ネットワーク、インターネットおよびそれらの組み合わ
せからなるグループから選択されたネットワークに接続するステップと、
　ｎ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ル信号、前記シリアルポート、前記インターコム、前記ホームオートメーションシステム
に含まれた遠隔制御ドライバー、前記ネットワーク、前記インターネットおよびそれらの
組み合わせからなるグループから選択された媒体を通して、前記サウンド分配と前記イン
ターコムと前記ホームオートメーションと前記インターフェース部を操作するステップと
、
を更に含む、請求項１８によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項２０】
　前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、前記インターコムと関連付けられた緊急
事態および医療デバイスの少なくとも１つによって生成されたデータと信号を交換するた
めに、ＩＲ、ＲＦ、有線およびそれらの組み合わせからなるグループから選択され、前記
デバイスは、前記デバイスによって出力された前記データと信号を前記ｅ－ステーション
と通信するため、および前記デバイスを遠隔的に選択的に操作するために、モニター、セ
ンサー、カメラ、診断、分析、治療、アプリケーター、生命維持、リハビリテーションお
よびそれらの組み合わせからなるグループから選択される、請求項１９によるサウンド分
配システムを組み合わせるための方法。
【請求項２１】
　前記組み合わされた分配器と前記インターフェース部の少なくとも１つは、テレビセッ
ト、ビデオモニター、タブレットモニター、ＰＣディスプレイモニター、セットトップボ
ックス、ケーブルボックス、アンテナボックス、衛星ボックス、デジタル－アナログ変換
器ボックス、アナログ－デジタル変換器ボックス、チューナーボックス、ＰＣ、タブレッ
トコントローラ、ビデオセレクターおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択
されたスクリーン上に訪問者画像を表示するために、前記組み合わされ多重化された信号
から前記ビデオ信号を抽出するための分離器を含み、前記方法は、
　ｏ．前記組み合わされた分配器と前記インターフェース部の１つから前記スクリーンに
ビデオフィードケーブルを接続するステップと、
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　ｐ．前記セレクター／エンコーダー、前記遠隔制御部、前記Ａスピーカー、前記シリア
ル信号、前記シリアルポート、前記ホームオートメーションシステムに含まれた遠隔制御
ドライバー、前記インターコムおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択され
た媒体を通して、前記画像を表示するように前記スクリーンを制御するステップと、
を更に含む、請求項１９によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項２２】
　前記Ｂスピーカーは、前記サウンド分配のための制御適用範囲を拡張するために、前記
後続のセグメントの前記装備を施されたネットワークケーブルの第二のツイストペアを介
して前記シリアル信号を伝播するように、少なくとも１つの遠隔操作受信機と少なくとも
１つの遠隔制御送信機とドライバーを含み、前記後続のセグメントの前記装備を施された
ネットワークケーブルの第三のツイストペアは、パワーを前記Ｂスピーカーにリンクする
、請求項１５によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法。
【請求項２３】
　前記Ｂスピーカーは、前記サウンド分配と前記インターコムのための制御適用範囲を拡
張するために、前記後続のセグメントの前記装備を施されたネットワークケーブルの第二
のツイストペアを介して前記シリアル信号を伝播するように、少なくとも１つの遠隔操作
受信機と少なくとも１つの遠隔制御送信機とドライバーを含み、前記後続のセグメントの
前記装備を施されたネットワークケーブルの第三のツイストペアは、パワーを前記Ｂスピ
ーカーにリンクする、請求項１６によるサウンド分配システムを組み合わせるための方法
。
【請求項２４】
　前記Ｂスピーカーは、前記サウンド分配と前記ホームオートメーションのための制御適
用範囲を拡張するために、前記後続のセグメントの前記装備を施されたネットワークケー
ブルの第二のツイストペアを介して前記シリアル信号を伝播するように、少なくとも１つ
の遠隔操作受信機と少なくとも１つの遠隔制御送信機とドライバーを含み、前記後続のセ
グメントの前記装備を施されたネットワークケーブルの第三のツイストペアは、パワーを
前記Ｂスピーカーにリンクする、請求項１７によるサウンド分配システムを組み合わせる
ための方法。
【請求項２５】
　前記Ｂスピーカーは、前記サウンド分配と前記インターコムと前記ホームオートメーシ
ョンのための制御適用範囲を拡張するために、前記後続のセグメントの前記装備を施され
たネットワークケーブルの第二のツイストペアを介して前記シリアル信号を伝播するよう
に、少なくとも１つの遠隔操作受信機と少なくとも１つの遠隔制御送信機とドライバーを
含み、前記後続のセグメントの前記装備を施されたネットワークケーブルの第三のツイス
トペアは、パワーを前記Ｂスピーカーにリンクする、請求項１８によるサウンド分配シス
テムを組み合わせるための方法。
【請求項２６】
　少なくとも１つのツイストペアを介して、ステレオ音楽ソースからステレオスピーカー
と関連付けられた少なくとも１つの復号部に選択された符号化された信号、２ウェイシリ
アル信号、遠隔制御信号およびそれらの組み合わせからなるグループから選択されたサウ
ンドシステムの住居情報信号を伝播するためのセレクター／エンコーダーであって、
　少なくとも１つの前記音楽ソースを、セレクターと、前記１つのツイストペアを接続す
るためのツイストペアコネクターと、前記遠隔制御信号のための受信機と、前記シリアル
信号のための２ウェイシリアルドライバーと多重化された前記シリアル信号を含んだ前記
住居情報信号のための組み合わされたドライバーからなるグループから選択された少なく
とも１つのドライバーと、前記セレクター／エンコーダーの回路のためのパワーコネクタ
ーを介したパワーフィード、前記回路のための第二のツイストペアを介したパワーフィー
ド、前記１つのツイストペアを介した前記回路への一定電流フィード、前記第二のツイス
トペアを介した前記復号部へのパワーフィードを含んだ前記パワーコネクターを介したパ
ワーフィード、および前記１つのツイストペアを介した前記復号部への一定電流フィード



(11) JP 2012-530451 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

を含んだ前記パワーコネクターを介した前記パワーフィードからなるグループから選択さ
れたパワーを供給するパワー調整器と、に接続するためのオーディオコネクターと、
　前記音楽ソースから選択された信号を符号化するため、および前記シリアル信号、前記
遠隔制御信号、前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御部、前記セレク
ター／エンコーダーのタッチキーおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択さ
れた媒体によって命令された通りに前記住居情報信号を伝播するために、前記セレクター
と前記エンコーダーと前記少なくとも１つのドライバーを操作するためのエンコーダーと
中央プロセッサと、
を含むセレクター／エンコーダー。
【請求項２７】
　前記住居情報信号は、オーディオ分配器を介して前記復号部に伝播される、請求項２６
によるセレクター／エンコーダー。
【請求項２８】
　前記ステレオスピーカーと関連付けられたマイクロホンが、多重化されたマイクロホン
信号を、前記１つのツイストペアを介して前記セレクター／エンコーダーに供給し、モノ
ラルインターコムスピーカー信号が、前記壁ソケットを介しておよび第四のツイストペア
を介して前記セレクターの入力のスピーカーバッファーに接続され、前記インターコムの
シリアル信号ポートが、前記壁ソケットを介しておよび第三のツイストペアを介して前記
シリアルドライバーに接続され、前記パワーフィードは前記１つのツイストペアを介した
前記一定電流であり、
　前記中央プロセッサは、前記シリアル信号、前記遠隔制御信号、前記遠隔制御部、前記
タッチキー、前記インターコムおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択され
た媒体によって命令された通りに、前記１つのツイストペアを介して前記モノラルインタ
ーコムスピーカー信号を符号化して伝播し、前記セレクター／エンコーダーに含まれた分
離器を介して前記マイクロホン信号を抽出し、第二のツイストペアを介して前記インター
コムに前記マイクロホン信号を供給するように、前記セレクターと前記エンコーダーと前
記組み合わされたドライバーを操作する、
請求項２６によるセレクター／エンコーダー。
【請求項２９】
　前記ステレオスピーカーと関連付けられたマイクロホンが、多重化されたマイクロホン
信号を、前記１つのツイストペアを介して前記オーディオ分配器に供給し、モノラルイン
ターコムスピーカー信号が、前記オーディオ分配器のバッファーと転送リンクの１つを介
して前記壁ソケットに、および第四のツイストペアを介して前記セレクターの入力に接続
され、前記インターコムのシリアル信号ラインが、前記壁ソケットを介しておよび前記第
三のツイストペアを介して前記２ウェイシリアルドライバーに接続され、前記パワーフィ
ードは前記１つのツイストペアを介した前記一定電流と第二のツイストペアを介した前記
パワーフィードの１つであり、
　前記中央プロセッサは、前記シリアル信号、前記遠隔制御信号、前記遠隔制御部、前記
タッチキー、前記インターコムおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択され
た媒体を通して、前記１つのツイストペアを介して前記モノラルインターコムスピーカー
信号を符号化して伝播し、前記マイクロホン信号を抽出して前記インターコムに供給する
ように前記オーディオ分配器に含まれた分離器に命令するように、前記セレクターと前記
エンコーダーと前記ドライバーを操作する、
請求項２７によるセレクター／エンコーダー。
【請求項３０】
　前記２ウェイシリアルドライバーは、前記住居情報信号をホームオートメーション分配
器と一体化するために、ホームオートメーション分配器のシリアル信号ポートに接続され
る、請求項２６によるセレクター／エンコーダー。
【請求項３１】
　前記セレクターは、選択されたサウンドソースをオーディオ信号受信デバイスに伝播す
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るための少なくとももう１つの出力を含む、請求項２６によるセレクター／エンコーダー
。
【請求項３２】
前記２ウェイシリアルドライバーは、前記住居情報信号をホームオートメーション分配器
と一体化するために、ホームオートメーション分配器のシリアル信号ポートに接続される
、請求項２８によるセレクター／エンコーダー。
【請求項３３】
　前記セレクターは、選択されたサウンドソースをオーディオ信号受信デバイスに伝播す
るための少なくとももう１つの出力を含む、請求項２８によるセレクター／エンコーダー
。
【請求項３４】
　ツイストペアを介して、ステレオスピーカーと関連付けられた複数の復号部へのステレ
オ音楽ソースの符号化された信号、２ウェイシリアル信号、遠隔制御信号およびそれらの
組み合わせからなるグループから選択されたサウンドシステムの住居情報信号を分配する
ためのオーディオ分配器であって、
　少なくとも１つのツイストペアを接続するための入力コネクターと、各々が少なくとも
１つのツイストペアを前記復号部の各々に接続するための複数のコネクターと、前記シリ
アル信号のための２ウェイシリアルドライバーと、前記入力コネクターを介してセレクタ
ー／エンコーダーから受信した、多重化された前記シリアル信号を含んだ前記住居情報信
号を分配するための複数の組み合わされたドライバーと、前記セレクター／エンコーダー
への前記入力コネクターと第二のツイストペアを介したパワーフィード、前記復号部の各
々へのそれぞれの第二のツイストペアを介したパワーフィード、前記セレクター／エンコ
ーダーへの前記１つのツイストペアを介した一定電流フィード、それぞれの前記１つのツ
イストペアを介した前記復号部の各々への一定電流フィードおよびそれらの組み合わせか
らなるグループから選択されたパワーフィードを含んだ前記オーディオ分配器にパワーを
与えるためのパワー調整器と、
　前記シリアル信号、前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠隔制御信号と遠
隔制御部、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーおよびそれらの組み合わせからな
るグループから選択された媒体によって命令された通りに前記住居情報信号を伝播するた
めに、前記組み合わされたドライバーと前記シリアルドライバーを制御するための中央プ
ロセッサと、
を含むオーディオ分配器。
【請求項３５】
　多重化されたマイクロホン信号が、前記組み合わされたドライバーの１つから伝播され
、前記オーディオ分配器は、インターコムにマイクロホンラインを介して前記マイクロホ
ン信号を選択し、抽出し、伝播するためのインターコムセレクターと分離器を含み、
　前記インターコムを前記オーディオ分配器に接続しているスピーカーラインが、前記入
力コネクターへのダイレクトリンクとバッファーを介した前記入力コネクターへのリンク
の１つを介して、第四のツイストペアを通して、前記セレクター／エンコーダーにインタ
ーコムスピーカー信号を供給し、
　前記シリアルドライバーは、コマンドを交換して、前記マイクロホン信号、前記インタ
ーコムスピーカー信号、前記インターコムセレクターの伝播を制御するため、および前記
インターコムと前記サウンドシステムのその他の機能を操作するために、前記インターコ
ムのシリアルポートにシリアルラインを介して接続される、
請求項３４によるオーディオ分配器。
【請求項３６】
　前記インターコムスピーカーラインは、前記インターコムセレクターへのダイレクトリ
ンクと前記バッファーを介した前記インターコムセレクターへのリンクの１つを介して前
記インターコムセレクターにリンクされ、前記オーディオ分配器は、モノラルインターコ
ムスピーカー信号を前記インターコムセレクターを介して前記組み合わされたドライバー
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に供給するためのドライバーを更に含む、請求項３５によるオーディオ分配器。
【請求項３７】
　前記オーディオ分配器は、オーディオをホームオートメーション分配と組み合わせてい
る組み合わされた分配器と、前記シリアルドライバーをホームオートメーション分配器の
シリアルポートと相互接続することによる一体化された分配器の１つである、請求項３４
によるオーディオ分配器。
【請求項３８】
　前記オーディオ分配器は、オーディオをホームオートメーション分配と組み合わせてい
る組み合わされた分配器と、前記シリアルドライバーをホームオートメーション分配器の
シリアルポートと相互接続することによる一体化された分配器の１つである、請求項３５
によるオーディオ分配器。
【請求項３９】
　前記オーディオ分配器は、オーディオをホームオートメーション分配と組み合わせてい
る組み合わされた分配器と、前記シリアルドライバーをホームオートメーション分配器の
シリアルポートと相互接続することによる一体化された分配器の１つである、請求項３６
によるオーディオ分配器。
【請求項４０】
　前記ホームオートメーション分配器は、前記インターコム信号を含んだ前記住居情報信
号を、ネットワークを介して前記インターコム信号を含んだ前記住居情報信号を処理して
通信するためのインターフェースに、相互接続するためのコネクターを含む、請求項３８
によるオーディオ分配器。
【請求項４１】
　前記ホームオートメーション分配器は、前記インターコム信号を含んだ前記住居情報信
号を、ネットワークを介して前記インターコム信号を含んだ前記住居情報信号を処理して
通信するためのインターフェースに、相互接続するためのコネクターを含む、請求項３９
によるオーディオ分配器。
【請求項４２】
　前記オーディオ分配器は、前記組み合わされた分配器であり、前記入力コネクターと前
記複数のコネクターは、ツイストペアからなる装備を施されたケーブルへのマッチしたコ
ネクターであり、前記インターコムは、少なくとも１つの前記装備を施されたケーブルと
前記マッチしたコネクターを介して前記組み合わされた分配器に接続される、請求項３８
によるオーディオ分配器。
【請求項４３】
　前記オーディオ分配器は、前記組み合わされた分配器であり、前記入力コネクターと前
記複数のコネクターは、ツイストペアからなる装備を施されたケーブルへのマッチしたコ
ネクターであり、前記インターコムは、少なくとも１つの前記装備を施されたケーブルと
前記マッチしたコネクターを介して前記組み合わされた分配器に接続される、請求項３９
によるオーディオ分配器。
【請求項４４】
　前記オーディオ分配器は、前記組み合わされた分配器であり、前記入力コネクターと、
前記複数のコネクターと、前記インターフェースを相互接続するための前記コネクターは
、ツイストペアからなる装備を施されたケーブルへのマッチしたコネクターである、請求
項４０によるオーディオ分配器。
【請求項４５】
　前記オーディオ分配器は、前記組み合わされた分配器であり、前記入力コネクターと、
前記複数のコネクターと、前記インターフェースを相互接続するための前記コネクターは
、ツイストペアからなる装備を施されたケーブルへのマッチしたコネクターである、請求
項４１によるオーディオ分配器。
【請求項４６】
　少なくとも１つのツイストペアを介して、多重化されたシリアル信号を含んだステレオ
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音楽ソースから選択された符号化された信号、２ウェイシリアル信号、遠隔制御信号およ
びそれらの組み合わせからなるグループから選択されたサウンドシステムの住居情報信号
を受信するため、および増幅されたステレオ信号をステレオスピーカーの少なくとも１つ
のペアに分配するための、オーディオ分配器であって、
　少なくとも前記１つのツイストペアをセレクター／エンコーダーに接続するための入力
コネクターと、ｎ個のツイストペアを前記スピーカーの各々に１つのペアずつ接続するた
めの複数のコネクターと、ステレオデコーダーを含んだ復号部と、シリアル信号分離器と
、２ウェイシリアルドライバーと、ｎ個のステレオアンプと、中央プロセッサと、前記入
力コネクターを介しておよび第二のツイストペアを介したパワーフィードと前記１つのツ
イストペアを介した一定電流フィードの１つを介して前記セレクター／エンコーダーにパ
ワーを与えることを含んだ、前記オーディオ分配器にパワーを与えるパワー調整器と、を
含み、
　前記中央プロセッサは、前記増幅されたステレオ信号を前記ステレオスピーカーに伝播
するため、および前記シリアル信号、前記セレクター／エンコーダーと関連付けられた遠
隔制御信号と遠隔制御部、前記セレクター／エンコーダーのタッチキーおよびそれらの組
み合わせからなるグループから選択された媒体によって命令された通りに前記シリアル信
号を交換するために、前記デコーダーと前記シリアル信号分離器と前記シリアルドライバ
ーと前記アンプを制御して操作する、
オーディオ分配器。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つのステレオスピーカーは、遠隔制御信号を伝播するために、少なく
とも１つの遠隔制御受信機と少なくとも１つの遠隔制御送信機とシリアルドライバーを含
み、前記パワー調整器は、それぞれの第二のツイストペアを介して、前記複数のコネクタ
ーの少なくとも１つを通して、パワーを前記１つのステレオスピーカーに供給し、前記１
つのステレオスピーカーの前記シリアルドライバーは、前記それぞれの第三のツイストペ
アを介して前記エンコーダーの前記シリアルドライバーに接続する、請求項４６によるオ
ーディオ分配器。
【請求項４８】
　少なくとも１つのツイストペアを介して、ステレオ音楽ソースの符号化された信号、モ
ノラルインターコムスピーカー信号、多重化されたシリアル信号およびそれらの組み合わ
せからなるグループから選択されたサウンドシステムの住居情報信号を受信し通信するた
めの、ステレオスピーカーのペアと関連付けられた復号部であって、前記復号部にパワー
を与える一定の電流を供給することを含み、
　前記電流を調整し、前記復号部にパワーを与えるためのＤＣパワー分離器および調整器
と、前記符号化された信号と前記シリアル信号を抽出するための信号分離器と、前記符号
化された信号を復号するためのデコーダーと、前記デコーダーの復号された信号を増幅し
、増幅されたスピーカー信号を前記関連付けられたスピーカーに出力するためのステレオ
アンプと、前記復号部を操作するため、および前記シリアル信号を前記１つのツイストペ
アを介してオーディオ分配器とセレクター／エンコーダーの少なくとも１つと通信するた
めの中央プロセッサと、
　前記少なくとも１つのツイストペアと、内部リンク、端子、コネクター、装備を施され
たネットワークケーブルへのマッチしたコネクターおよびそれらの組み合わせからなるグ
ループから選択されたスピーカーの前記ペアへのリンクを接続するための入力コネクター
と、
を含む復号部。
【請求項４９】
　サウンドパワー出力を増加するための前記アンプによるより高い電流ドレインを提供す
るように、充電可能なバッテリーが前記復号部と関連付けられており、前記復号部に一定
の電流を供給することは、前記バッテリーを充電するための電流を含む、請求項４８によ
る復号部。
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【請求項５０】
　前記信号分離器は、２ウェイ信号を伝播するための組み合わされた分離器および挿入
器であり、前記復号部は、前記挿入器を介してマイクロホン信号を多重化し、前記オーデ
ィオ分配器と前記セレクター／エンコーダーの前記少なくとも１つに前記１つのツイスト
ペアを介して多重化されたマイクロホン信号を出力するための、関連付けられたマイクロ
ホンのための信号バッファーを更に含み、前記中央プロセッサは前記多重化を制御して操
作する、請求項４８による復号部。
【請求項５１】
　前記復号部は、前記デコーダーと前記ステレオアンプを操作するために、遠隔制御コマ
ンドを前記中央プロセッサに供給するための少なくとも１つの遠隔制御受信機を更に含む
、請求項４８による復号部。
【請求項５２】
　前記復号部は、前記デコーダーと前記ステレオアンプと前記挿入器を操作するために、
遠隔制御コマンドを前記中央プロセッサに供給するための少なくとも１つの遠隔制御受信
機を更に含む、請求項５０による復号部。
【請求項５３】
　前記復号部は、前記遠隔制御コマンド適用範囲を拡張するための少なくとも１つの遠隔
制御送信機を更に含む、請求項５１による復号部。
【請求項５４】
　前記復号部は、前記遠隔制御コマンド適用範囲を拡張するための少なくとも１つの遠隔
制御送信機を更に含む、請求項５２による復号部。
【請求項５５】
　少なくとも１つのツイストペアを介して、ステレオ音楽ソースの符号化された信号、モ
ノラルインターコムスピーカー信号、多重化されたシリアル信号およびそれらの組み合わ
せからなるグループから選択されたサウンドシステムの住居情報信号を受信し通信するた
めの、ステレオスピーカーのペアと関連付けられた復号部であって、
　前記復号部にパワーを供給するためのパワーコネクターおよび調整器と、前記符号化さ
れた信号と前記シリアル信号を抽出するための信号分離器と、前記符号化された信号を復
号するためのデコーダーと、前記デコーダーの復号された信号を増幅し、増幅されたスピ
ーカー信号を前記関連付けられたスピーカーに出力するためのステレオアンプと、前記復
号部を操作するため、および前記シリアル信号を前記１つのツイストペアを介してオーデ
ィオ分配器とセレクター／エンコーダーの少なくとも１つと通信するための中央プロセッ
サと、
　前記少なくとも１つのツイストペアと、内部コネクター、端子、コネクター、装備を施
されたネットワークケーブルへのマッチしたコネクターおよびそれらの組み合わせからな
るグループから選択されたスピーカーの前記ペアの各々へのリンクを接続するための入力
コネクターと、
を含む復号部。
【請求項５６】
　前記信号分離器は、２ウェイ信号を伝播するための組み合わされた分離器および挿入
器であり、前記復号部は、前記挿入器を介してマイクロホン信号を多重化し、前記オーデ
ィオ分配器と前記セレクター／エンコーダーの前記少なくとも１つに前記１つのツイスト
ペアを介して多重化されたマイクロホン信号を出力するための、関連付けられたマイクロ
ホンのための信号バッファーを更に含み、前記中央プロセッサは前記多重化を制御して操
作する、請求項５５による復号部。
【請求項５７】
　前記復号部は、前記デコーダーと前記ステレオアンプを操作するために、遠隔制御コマ
ンドを前記中央プロセッサに供給するための少なくとも１つの遠隔制御受信機を更に含む
、請求項５５による復号部。
【請求項５８】
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　前記復号部は、前記デコーダーと前記ステレオアンプと前記挿入器を操作するために、
遠隔制御コマンドを前記中央プロセッサに供給するための少なくとも１つの遠隔制御受信
機を更に含む、請求項５６による復号部。
【請求項５９】
　前記復号部は、前記遠隔制御コマンド適用範囲を拡張するための少なくとも１つの遠隔
制御送信機を更に含む、請求項５７による復号部。
【請求項６０】
　前記復号部は、前記遠隔制御コマンド適用範囲を拡張するための少なくとも１つの遠隔
制御送信機を更に含む、請求項５８による復号部。
【請求項６１】
　前記復号部は、壁ソケットの内側、ラインボックス中、壁載置ボックス、自立式ボック
スおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された自己囲い込み部に構築され
、前記入力コネクターと前記リンクは、端子、コネクター、装備を施されたネットワーク
ケーブルへのマッチしたコネクターおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択
される、請求項４８による復号部。
【請求項６２】
　前記復号部は、壁ソケットの内側、ラインボックス中、壁載置ボックス、自立式ボック
スおよびそれらの組み合わせからなるグループから選択された自己囲い込み部に構築され
、前記入力コネクターと前記パワーコネクターと前記リンクは、端子、コネクター、装備
を施されたネットワークケーブルへのマッチしたコネクターおよびそれらの組み合わせか
らなるグループから選択される、請求項５５による復号部。
【請求項６３】
　ステレオスピーカーの前記ペアの前記少なくとも１つは、壁載置および天井載置スピー
カーアッセンブリーの１つであり、前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、回転可
能で、遠隔制御部の視線に調節可能で、遠隔的に制御された電気機器をもったＩＲ受信機
とＩＲ送信機である、請求項５３による復号部。
【請求項６４】
　ステレオスピーカーの前記ペアの前記少なくとも１つは、壁載置および天井載置スピー
カーアッセンブリーの１つであり、前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、回転可
能で、遠隔制御部の視線に調節可能で、遠隔的に制御された電気機器をもったＩＲ受信機
とＩＲ送信機である、請求項５４による復号部。
【請求項６５】
　ステレオスピーカーの前記ペアの前記少なくとも１つは、壁載置および天井載置スピー
カーアッセンブリーの１つであり、前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、回転可
能で、遠隔制御部の視線に調節可能で、遠隔的に制御された電気機器をもったＩＲ受信機
とＩＲ送信機である、請求項５９による復号部。
【請求項６６】
　ステレオスピーカーの前記ペアの前記少なくとも１つは、壁載置および天井載置スピー
カーアッセンブリーの１つであり、前記遠隔制御受信機と前記遠隔制御送信機は、回転可
能で、遠隔制御部の視線に調節可能で、遠隔的に制御された電気機器をもったＩＲ受信機
とＩＲ送信機である、請求項６０による復号部。
【請求項６７】
　前記入力コネクターと前記パワーコネクターは、前記マッチしたコネクターに組み合わ
される、請求項５５による復号部。
【請求項６８】
　前記復号部は、前記マッチしたコネクターを通して、第三のツイストペアを介して、前
記オーディオ分配器とインターコムの少なくとも１つにマイクロホン信号を出力するため
のマイクロホンと関連付けられている、請求項６７による復号部。
【請求項６９】
　前記復号部は、無線遠隔制御受信機と有線遠隔制御受信機の少なくとも１つと関連付け
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られており、前記有線遠隔制御の信号は、前記マッチしたコネクターを通して、第四のツ
イストペアを介して伝播される、請求項６７による復号部。
【請求項７０】
　前記復号部は、無線遠隔制御受信機と有線遠隔制御受信機の少なくとも１つと関連付け
られており、前記有線遠隔制御の信号は、前記マッチしたコネクターを通して、前記第四
のツイストペアを介して伝播される、請求項６８による復号部。
【請求項７１】
　前記復号部は、無線遠隔制御送信機と有線遠隔制御送信機の少なくとも１つと更に関連
付けられており、前記有線遠隔制御の信号は、前記マッチしたコネクターを通して、前記
第四のツイストペアを介して伝播される、請求項６９による復号部。
【請求項７２】
　前記復号部は、無線遠隔制御送信機と有線遠隔制御送信機の少なくとも１つと更に関連
付けられており、前記有線遠隔制御の信号は、前記マッチしたコネクターを通して、前記
第四のツイストペアを介して伝播される、請求項７０による復号部。
【請求項７３】
　スピーカーの前記ペアの第二のスピーカーは、前記回転可能で調節可能なＩＲ受信機お
よびＩＲ送信機と２ウェイシリアルドライバーを含み、前記リンクは、第二のツイストペ
アを介して前記第二のスピーカーにパワーを与えることと、第四のツイストペアを介して
シリアル信号を伝播することを提供する、請求項６５による復号部。
【請求項７４】
　スピーカーの前記ペアの第二のスピーカーは、前記回転可能で調節可能なＩＲ受信機お
よびＩＲ送信機と２ウェイシリアルドライバーを含み、前記リンクは、第二のツイストペ
アを介して前記第二のスピーカーにパワーを与えることと、第四のツイストペアを介して
シリアル信号を伝播することを提供する、請求項６６による復号部。
【請求項７５】
　少なくとも１つのツイストペアを介して、ステレオ音楽ソースの符号化された信号、モ
ノラルインターコムスピーカー信号、多重化されたシリアル信号およびそれらの組み合わ
せからなるグループから選択されたサウンドシステムの住居情報信号を受信し通信するた
めの、復号部を含んだスピーカーアッセンブリーであって、
　前記復号部のためのパワーコネクターおよび調整器と、前記符号化された信号と前記シ
リアル信号を抽出するための信号分離器と、前記符号化された信号を復号するためのデコ
ーダーと、前記デコーダーの復号された信号を増幅し、増幅されたスピーカー信号を前記
スピーカーに出力するためのモノラルアンプとステレオアンプの１つと、前記復号部を操
作するため、および前記シリアル信号を前記１つのツイストペアを介してオーディオ分配
器とセレクター／エンコーダーの少なくとも１つと通信するための中央プロセッサと、
　端子、コネクター、装備を施されたネットワークケーブルへのマッチしたコネクターお
よびそれらの組み合わせからなるグループから選択された前記少なくとも１つのツイスト
ペアを接続するための入力コネクターと、を含み、
　前記中央プロセッサは命令された際に、前記ステレオ音楽ソースの左チャネルのサウン
ド、前記ステレオ音楽ソースの右チャネルのサウンドおよび前記モノラルインターコムス
ピーカー信号のサウンドからなるグループから選択されたサウンドを出力するように、前
記エンコーダーと前記アンプと前記スピーカーを制御する、
スピーカーアッセンブリー。
【請求項７６】
　前記パワーコネクターと前記入力コネクターは、端子、コネクター、装備を施されたネ
ットワークケーブルへのマッチしたコネクターおよびそれらの組み合わせからなるグルー
プから選択された組み合わされたコネクターである、請求項７５によるスピーカーアッセ
ンブリー。
【請求項７７】
　前記復号部は、別のツイストペアを介しておよび前記組み合わされたコネクターを介し
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て、前記シリアル信号を伝播するための２ウェイシリアルドライバーを含む、請求項７６
によるスピーカーアッセンブリー。
【請求項７８】
　マイクロホンと前記マイクロホンのための信号バッファーが前記アッセンブリー中に含
まれており、前記信号分離器は、組み合わされた分離器および挿入器であり、前記マイク
ロホン信号は、前記１つのツイストペアを介して多重化されたマイクロホン信号を出力す
るために、前記挿入器を介してバッファーされ多重化される、請求項７５によるスピーカ
ーアッセンブリー。
【請求項７９】
　前記組み合わされたコネクターを介してネットワークケーブルの別のツイストペアを介
してマイクロホン信号を伝播し出力するために、マイクロホンと前記マイクロホンのため
の信号バッファーが前記アッセンブリー中に含まれている、請求項７７によるスピーカー
アッセンブリー。
【請求項８０】
　前記デコーダー、前記アンプ、前記スピーカーおよびそれらの組み合わせの少なくとも
１つのミュートと並行して、前記マイクロホンを操作するための遠隔制御コマンドを受信
するために、少なくとも１つの遠隔制御受信機が前記アッセンブリー中に含まれている、
請求項７７によるスピーカーアッセンブリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ホームオートメーションで使われる音楽プレーヤー、オーディオアンプお
よびスピーカーと、インターコムまたはビデオインターホンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホームオートメーション、ホームシアターおよび同様のアプリケーションとの関係で使
われるオーディオおよびステレオアンプおよびプリアンプは、実際には消費者によって使
われ操作される一般的で周知のオーディオ機器である。ラックを搭載したエンクロージャ
ー中に構築されており、集中化されたパネルからオーディオ機器を操作するための追加の
制御ラインまたはバスラインコネクターが設けられているというように、差異はそれらの
構造にある。
【０００３】
　そのようなオーディオシステムは、システムラック、スピーカーおよび一連のオーディ
オプレーヤーの間で異なるワイヤおよびシールドオーディオケーブルによって相互接続さ
れている。これは、オーディオまたはビデオディスクの便利な取り扱いのために、ユーザ
オプションにおいて、リビングまたはダイニングルーム等に位置するかまたは置かれたＣ
Ｄ、ＤＶＤ、ブルーレイおよび／またはiPod cradleのようなユーザに操作されたプレー
ヤーからはるばる来る、長く引き延ばされたオーディオケーブルを要求する。テレビオー
ディオ出力信号を含んだ全てのステレオ信号は、ケーブル端においてプラグを装備したオ
ーディオシールドケーブルを要求する。そのようなオーディオケーブルのための導管は、
住宅の設計中および建築中に建物建築士によっては設けられない。
【０００４】
　多くのそのようなオーディオケーブルとヘビーゲージのスピーカーケーブルと制御ワイ
ヤは、建物が完成された時にオーディオシステムを接続するために配置されていなければ
ならず、複数のケーブルおよびワイヤは、建てられた壁に沿って引き延ばされなければな
らず、それは内装を台無しにする。しかも、そのような接続は費用がかかり、専門家によ
って取り扱われなければならない。
【０００５】
　更には、そのようなオーディオシステムは、入口パネルとの２ウェイ通信を有するイン
ターコムまたはビデオインターホンとオーディオシステムを一体化するための接続および
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制御も、あるいは建物または家のドアの遠隔的開錠も、あるいは建物または家のビデオイ
ンターコムまたはインターコムシステムに接続された守衛、仮想門番、管理人および仮想
ｅ管理人との通信も、提供しない。
【０００６】
　そのようなインターコムまたはビデオインターコムシステムは、一般的には電気システ
ムと共に設置され、建物中のネットワーク化または電話のために使われるＣＡＴ５ケーブ
ルのペアまたは複数のペアのような、ツイストペアまたは複数のペアを介して接続される
。そのようなケーブルは、ステレオオーディオ信号をオーディオプリアンプまたはアンプ
の入力コネクター中に接続するのに使われることはできない。一方、そのようなＣＡＴ５
ケーブルは、シールドオーディオケーブルを配線することのコストよりもはるかに低いコ
ストで、電気契約業者によって、建物および家の導管のために一般的に設計されその中に
設置される。
【０００７】
　ニューヨークのような大都市では、消防局はアパートメントビルのインターコムシステ
ムを火災警報器と一体化することと、火災の際には選択されたかまたは全てのアパートメ
ントに音声メッセージまたはコマンドの送信を提供することを意図している。そのような
インターコムとのインターフェース化および一体化は、現行のインターコムおよびビデオ
インターコムシステムの多くでは容易に利用可能ではなく、そのいくつかはオーディオア
ンプまたはプリアンプに直接接続されることができないデジタルオーディオ信号を伝播す
る。
【０００８】
　更には、ホームオートメーションのためのオーディオシステムは、ハンドフリー電話で
使われているような、周知の「ハンドフリー」オーディオ信号を処理するためのマイクロ
ホンを組み込んでおらず、一方でそのような２ウェイハンドフリー通信は、寝たきりの人
、老人および病人が緊急事態のために電話して医者と通信するために非常に有用であり、
人口の高齢化のために益々必要とされているサービスである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、ネットワーク化または電話のために使われる通信ワイヤと同様の、ツ
イストペアワイヤを使ってのような、簡単な配線方法を介して、オーディオシステムコン
ポーネンツをホームオートメーションシステムおよび／またはインターコムまたはビデオ
インターコムと相互接続するための方法と装置を提供することである。
【００１０】
　以下の記載におけるインターコムという用語は、インターコムおよび／またはビデオイ
ンターコム、および／またはインターホン、および／またはビデオインターホン、および
／またはショッピング端末、およびそれらの組み合わせからなり、据え置きセットアップ
かまたはシステム中で、および／またはテナントと建物の１つ以上の入口パネルの間、お
よび／またはテナントと建物の管理人ステーション、守衛ステーションおよび管理ステー
ションのような１つ以上のローカルステーションの間、および／またはテナントとネット
ワークを介した消防ステーション、警報監視ステーション、医療ステーション、ｅ－管理
人ステーション、ｅ－サービスステー－ション、ｅ－守衛または仮想守衛ステーションお
よびｅ－ショッピングステーションの間、および／またはローカルステーションとｅ－ス
テーションの間、の２ウェイオーディオ通信を有するより大きなシステムの一部として、
動作する。
【００１１】
　以下の記載におけるテナントは、自分の住宅内、および／または商業施設内、および／
または倉庫内、および／または工場内、および／またはその他の建物内、および／または
家屋内、およびそれらの組み合わせ、の人であることができる。
【００１２】
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　以下の記載では、建物は、単一の家屋および／またはマルチアパートメントビル、およ
び／または倉庫、および／または商業施設、および／または工場ビル、および／またはそ
の他の構造化された建物、およびそれらの組み合わせを指す。アパートメントは、建物の
住居ユニット、またはオフィスユニット、または工場ユニット、または店舗およびその他
のユニットのような、建物内のユニットを指す。
【００１３】
　以下の記載における左スピーカーおよび右スピーカーという用語は、図面中の描写され
たスピーカーの向きに倣って、便利さのためだけに使われる。左スピーカーまたは右スピ
ーカーが開示され、および／またはその構造が詳述された時はいつでも、図面の左右の向
きは、明細書および請求項において描写的に過ぎず、場合によっては、左右の用語は反転
可能であり、そこでは左は右と読まれることができ、右は左と読まれることができる。
【００１４】
　ビデオインターホンシステムは、米国特許5,923,363、6,603,842および6,940,957に開
示されている。ショッピング端末は、米国特許7,461,012および継続出願番号12/275,452
に開示されている。
【００１５】
　ホームオートメーションシステムの機器を制御するおよび／または操作するための方法
と装置は、米国特許7,290,702、出版された出願11/509,315、および特許出願11/874,309
、11/939,785、11/949,853および12/236,656に開示されている。
【００１６】
　本発明のオーディオシステムは、再生デバイスまたは複数のデバイスと共にかまたは近
くに、リビングまたはダイニングルーム中またはテナントによって選択されたその他の場
所中での設置のためのセレクター／エンコーダー部を含む。以下の記載における「音楽ソ
ースまたは複数のソース」という用語は、セレクター／エンコーダー部の入力コネクター
に接続するための、ラジオ、テレビ、セットトップボックス、ケーブルボックス、衛星ボ
ックス、およびプラグをもった標準的ケーブルアッセンブリーを介してアナログまたはデ
ジタルのオーディオ信号を出力するための出力ステレオコネクターを有するその他の機器
を含んだ、ＣＤ，ＤＶＤ，ブルーレイ、ｉＰｏｄ、ｉＰｏｄ ｃｒａｄｌｅ、ＭＰ３のよ
うな1つ以上の再生デバイスを指す。
【００１７】
　セレクター／エンコーダー部は、選択コマンドを受信するため、セレクター入力のいず
れかをエンコーダー回路に接続するため、および壁および／または天井に載置されたスピ
ーカーペアに信号を分配するためおよび／またはテナントによって望まれた通りにアパー
トメント中に置かれた自立式スピーカーを接続するためのオーディオ分配器に符号化され
たステレオ信号を出力して伝播するために、遠隔制御ＩＲおよび／または無線受信機を含
む。
【００１８】
　オーディオ分配器は、ステレオ信号を復号するためのデコーダーと、復号されて増幅さ
れたステレオ信号を建物またはアパートメントの1つ以上の部屋中のステレオスピーカー
に出力するためのアンプまたは複数のアンプを含んでいても良い。
【００１９】
　本発明は、制御信号と多重化された符号化されたステレオ信号を、単一のツイストペア
を介して、各々がデコーダーとパワーアンプを含んだ左右のスピーカーの１セットに、ま
たは１つのスピーカーのみに、例えば、デコーダーとステレオアンプと別のツイストペア
を介して例の右スピーカーを接続するための端子を有する左スピーカーに、供給する。そ
のような配置は、スピーカーの少なくとも１つがデコーダー／アンプを含む時には、カス
ケードした拡張中に左右のスピーカーを接続することを可能とする。ツイストペアは、ネ
ットワークまたは電話接続のために建物中で一般的に使われるＣＡＴ５ケーブルのワイヤ
の１ペアへの言及でもある。
【００２０】
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　同様に、符号化されたステレオ信号は、セレクター／エンコーダーをオーディオ分配器
に接続している単一のツイストペアによってオーディオ分配器に伝播されることができ、
それにより選択されたオーディオ信号をエンコーダーからツイストペアを介してアパート
メント中の左右のスピーカーの各ペアまではるばると伝播することを提供する。
【００２１】
　セレクター／エンコーダーはまた、シリアルコマンド信号によって操作され、ホームオ
ートメーション分配器と、およびビデオインターホンモニターまたはインターコムコント
ローラと、通信できる。ビデオインターホンモニター、ショッピング端末およびホームオ
ートメーション分配器は、上の参照特許および特許出願に開示されており、それらはここ
に引用によって組み込まれる。
【００２２】
　周知のＲＳ４２２やＲＳ４８５、またはインターコムシステム、電気的に動作させられ
た機器、電気機器のコントローラ、キーパッドおよび遠隔制御デバイスおよびドライバー
の間で伝播されたあらゆるその他のシリアル信号のようなシリアルコマンド信号は、ホー
ムオートメーション分配器を通して交換され、オーディオ分配器とセレクター／エンコー
ダーの制御回路をホームオートメーションのシリアルコマンド回路に接続することによっ
て、本発明のオーディオシステムは、ホームオートメーションおよび／またはインターコ
ムシステムを通して動作し制御されるように一体化されることができることが明らかにな
る。
【００２３】
　本発明の別の目的は、アパートメントと建物の入口パネルの間、および／またはアパー
トメントとローカルガードのようなローカルステーションの間、および／または警報、緊
急事態および医療監視ステーションのようなｅ－ステーションとの、２ウェイオーディオ
通信を組み込むことである。
【００２４】
　この目的のために、本発明は、そこでは左右のスピーカーの少なくとも１つがマイクロ
ホンを含むアパートメントの少なくとも１つの部屋またはゾーンからモノラルオーディオ
を伝播することを提供する。例えば、デコーダーとアンプからなる左スピーカーが更に、
マイクロホンと、マイクロホン信号を符号化されたステレオ信号ラインに多重化し、符号
化されたステレオ信号の伝播とは逆方向に、多重化されたマイクロホン信号をオーディオ
分配器またはセレクター／エンコーダー部に伝播するための回路を含む。オーディオ分配
器とセレクター／エンコーダーの両方は、マイクロホン信号を抽出して、抽出されたマイ
クロホン信号をインターコムシステムに供給するための回路を含む。
【００２５】
　本発明によるシリアルコマンド信号はまた、処理されて、スピーカー、マイクロホン回
路、オーディオ分配器、セレクター／エンコーダー部、ホームオートメーション分配器お
よびインターコムシステムの間のコマンドを含んだ２ウェイ多重化信号を伝播するための
ステレオ符号化ラインに多重化される。
【００２６】
　本発明は、多重化された２ウェイシリアルコマンドを符号化された信号ラインを介して
セレクター／エンコーダー部に伝播することを提供するが、実際にはそして好ましい実施
形態の記載で説明されるように、セレクター／エンコーダー部とオーディオ分配器の間の
シリアルコマンドは、ＣＡＴ５ケーブルのような標準的ネットワークケーブルのツイスト
ペアを介して別々に伝播される。ＣＡＴ５ケーブルは、４つのツイストペアワイヤをネッ
トワークスイッチまたはＰＣに接続するための８ピンを有する周知のＲＪ４５コネクター
、またはワイヤの２つのペアを電話に接続するための４ピンをもったＲＪ１１を装備して
、一般的に入手可能である。ＲＪ４５またはＲＪ１１コネクター（８ピンまたは４ピン）
をもった壁ソケットは一般的に入手可能であり、本発明のセレクター／エンコーダーはユ
ーザによって便利な場所に置かれることが意図されているので、オーディオ分配器とケー
ブルのその他端において接続された標準的ＲＪ４５壁ソケットにセレクター／エンコーダ
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ーを接続するために両端においてプラグを装備した標準的ネットワークケーブルを使うの
が簡単である。
【００２７】
　上で説明したように、ホームオートメーションシステムとの接続を含んだオーディオシ
ステムコンポーネンツの内部接続は、全体を通してツイストペアを介してなされ、下で更
に説明されるように、同じツイストペアがオーディオシステムをインターコムシステムに
接続するのに使われる。更には、ＣＡＴ５ケーブルとツイストペアは一般的に、電気設備
設置業者による建物の電気設備設置と共にその間に設置されるので、本発明のオーディオ
システムは、はるかに低いコストで電気技師によって便利に設置されることができること
が明らかとなる。
【００２８】
　一般的に採用されるインターコムシステムは、建物の入口パネルまたは複数のパネルと
、または守衛ステーションのようなローカルステーションと通信するために、低インピー
ダンスラインおよび回路を介してハンドセットに、またはハンドフリーのマイクおよびス
ピーカーシステムに伝播される、アナログオーディオ信号を生成する。低インピーダンス
（ラインおよび回路）の使用は、低インピーダンスベースの信号が、既知の５０Ｈｚまた
は６０Ｈｚの「ハム」を含んだ、電気的ノイズおよびＡＣ電流ノイズに過敏ではないから
である。一般的に設置されたインターコムおよびそれらの回路の低インピーダンスは従っ
て、ＣＡＴ５ケーブルのツイストペアのようなツイストペアを介して接続されることがで
きる。
【００２９】
　これは、インターコムシステムを２つのツイストペアを介してオーディオ分配器と接続
することを可能とし、１つのペアはインターコムシステムのスピーカー信号をオーディオ
分配器を通してオーディオシステムスピーカーまで搬送するためのものであり、もう１つ
のペアはオーディオ分配器によって再処理されたマイクロホン信号を逆方向にインターコ
ムシステムまで搬送するためのものであり、それによりインターコムシステムとホームオ
ートメーションのオーディオシステムの間の２ウェイオーディオ通信のための相互接続を
完成する。シリアルコマンド信号は、インターコムコントローラから、または好ましい実
施形態のコントローラのビデオインターホンから、オーディオ分配器まで、ホームオート
メーション分配器とオーディオ分配器の両方に接続された単一のツイストペアを介して、
供給されることができる。
【００３０】
　ここに引用によって組み込まれた上で参照したビデオインターホン、ショッピング端末
およびホームオートメーションの特許および出願に開示されているように、ビデオインタ
ーホンモニターは、テナントのＰＣと通信するために、ツイストペアを介して、オーディ
オ、ビデオ、制御、データ、コードおよび警報信号から選択された多重化された信号、組
み合わせを、ホームオートメーション分配器と関連付けられたＵＳＢ変換器のようなシリ
アル変換器に供給している。この配置により、ビデオインターホンは、合計で標準的ＣＡ
Ｔ５ケーブルの４つのツイストペア、２つのペアはマイクロホンおよびスピーカー信号を
接続するためのもの、１つのペアはシリアルコマンド信号のためのもの、１つのペアは多
重化された信号、組み合わせのためのもの、によってホームオートメーションシステムと
オーディオシステムの両方に接続されている。
【００３１】
　少しのツイストペアワイヤを介したビデオインターホンまたはビデオインターコムと本
発明のホームオートメーションおよびオーディオシステムの間の相互接続は簡単であるが
、また相互接続は非極性であり反転されることができるが、２つの分配器を相互接続して
システム内でＣＡＴ５ケーブルカラーコードのワイヤを追従する必要は改善することがで
きる。従って、ＲＪ４５のような周知の標準的コネクターをシステム全体を通して使うこ
とが好ましくても良い。このために、本発明は、全てＣＡＴ５のような標準的ケーブルと
ＲＪ４５のような標準的コネクターを介して接続されたスピーカーを含んだ、組み合わさ
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れたオーディオとホームオートメーション分配器を提供する。
【００３２】
　ここに引用により組み込まれた出版された特許出願11/509,315に更に開示されているよ
うに、ラジオおよび／またはテレビの遠隔制御デバイスを含んだ、ＣＤまたはＤＶＤプレ
ーヤー、ｉＰｏｄのようなオーディオ再生デバイスのＩＲまたは無線遠隔制御の各々によ
って生成された遠隔制御コマンドは、ビデオインターホンまたはショッピング端末のメモ
リー中に記録されて、アパートメントの異なる部屋またはゾーンに設置されたＩＲおよび
／または無線リピーターまたはデバイスを通してオーディオ再生デバイスの遠隔制御のた
めのコマンドソースとして使われる。
【００３３】
　セレクター／エンコーダーは更に、個別のシリアルコマンドコネクターを介して各オー
ディオ再生デバイスのための個別の有線遠隔制御を提供している。セレクター／エンコー
ダー１００に接続されているオーディオ再生デバイス、ラジオおよび／またはテレビの各
々を制御するこの能力は別の利点であり、本発明の一体化されたオーディオおよびホーム
オートメーションシステムの相互接続、設定、制御および操作の簡単さを強化する。
【００３４】
　更には、本発明のスピーカーは、ＩＲコマンドをホームオートメーション分配器または
オーディオ分配器のどちらか一方か両方に伝播するために、受信したＩＲコマンドをステ
レオ符号化ラインに注入するための１つ以上のＩＲ受信機と処理回路を含む。これにより
、本発明の好ましい実施形態のスピーカーは、ＩＲコマンドのための追加の受信中継ステ
ーションを提供し、よってホームオートメーションシステムのための改善されたＩＲコマ
ンド受信環境を作り出す。同様に、本発明のスピーカーは、ホームオートメーションシス
テムのＩＲコマンドの追加の分配と改善された伝播を提供する１つ以上のＩＲ送信機を含
む。
【００３５】
　しかも、スピーカーのＩＲ受信機および／またはＩＲ送信機を介したホームオートメー
ションＩＲ遠隔制御ネットワークの拡張は、もし仮にそれがホームオートメーションシリ
アルコマンドラインに配線されていなくても、本発明のセレクター／エンコーダーにＩＲ
遠隔制御コマンドを伝播することを可能とする。これは、セレクター／エンコーダーが、
ホームオートメーションシステムのＩＲドライバーを介してコマンドを受信するからであ
る。ＩＲコマンドの伝播は、好ましい実施形態の記載において更に説明される。
【００３６】
　本発明のスピーカーボックスは、制御回路、マイクロホン回路、デコーダー回路および
オーディオパワーアンプを含んでいても良いので、スピーカーボックス中の回路はそれに
応じてパワーを与えられなければならない。
【００３７】
　上のビデオインターホン米国特許5,923,363および参照された特許および出願に開示さ
れているように、パワーは、固定された一定の制御された電流で多重化信号ラインを介し
て供給されることができ、電流ドレインの一部が、ビデオインターホンまたはショッピン
グ端末と関連付けられた充電可能なバッテリーを充電することに割り当てられる。参照さ
れた特許はまた、別のパワーラインを介してビデオインターホンとショッピング端末にパ
ワーを与えることを開示している。
【００３８】
　同様のパワーを与える方法が本発明に組み込まれており、１つはより低いオーディオパ
ワー出力でスピーカーを動作させるための制御され制限された電流を印加することである
。第二は、より高いピークパワーオーディオ出力を可能とするように充電されたバッテリ
ーを使うために、より低いオーディオパワー出力を動作させるための制御された電流に加
えてスピーカーボックスと関連付けられた充電可能なバッテリーを充電するための充電電
流を印加することである。第三は、ＤＣパワーを直接スピーカーボックスに接続すること
、例えば、ホームオートメーション制御システムにパワーを与えるのにも使われている外
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部パワーサプライを使って、オーディオ分配器におよびセレクター／エンコーダーに供給
されたパワーとの組み合わせで、ＤＣパワーラインを介してスピーカーボックスにパワー
を与えること、である。
【００３９】
　左右の２つのスピーカーの１つのペアにパワーを与えることを含んだ単一のツイストペ
アによって本発明のスピーカーを接続するための方法と装置は、２つのワイヤが逆の極性
で接続されることができる、非極性接続を提供することのような、エラー無しの簡略化さ
れた相互接続を特徴とする。エラー無しの反転された極性は、別のツイストペアラインと
、パワーフィード有りまたは無しの符号化ステレオラインおよび／または多重化信号ライ
ンと、を介したパワーフィードをカバーする。オーディオシステムにパワーを与えるため
のパワーラインの詳細な簡略化された接続は、好ましい実施形態の記載の詳細において更
に説明される。
【００４０】
　ＤＶＤ、ｉＰｏｄまたはラジオのような伝播されたステレオ信号のソースは、周知のア
ナログまたはデジタルセレクターを通して選択され、セレクターから、異なるＩＣパッケ
ージで入手可能であるが離散したコンポーネンツを使って周知のステレオエンコーダー回
路に組み立てられることができる周知のステレオエンコーダーに、供給される。ステレオ
エンコーダーは、ＦＭラジオ局によってステレオ信号の送信のために使われるのと同じパ
イロット信号である１９ＫＨｚパイロット信号をもった符号化されたステレオ信号を生成
して出力するために、３８ＫＨｚ以上の周波数のようなクロックを供給される。符号化さ
れたステレオＬ－Ｒ信号は、ステレオデコーダーおよびアンプを直接かまたはオーディオ
分配器を介して組み込んでいるスピーカーに符号化されたステレオ信号をツイストペアを
介して供給するための、周知の差動ドライバーアンプに供給される。
【００４１】
　デジタルおよび／または圧縮されたオーディオ信号を伝播するために、組み合わされた
左右の信号は、左および右チャネルの間にゼロ時間遅延を提供するようにプログラムされ
てタイミングが図られる。デジタル信号伝播のためには、多くの周知のデジタル化、コー
ド化および圧縮の回路およびプログラムがあり、そのいずれもがアナログステレオ信号伝
播のために使われたステレオエンコーダーおよびミキサーを置き換えることができる。し
かも、下で更に説明されるように、デジタル信号伝播では、必要な総コンポーネンツとコ
ストを低減するように、ＩＣパッケージで広く入手可能なものと同じＤＳＰ（デジタル信
号プロセッサ）、ＣＰＵまたはその他のデジタルデバイスを通して制御信号を組み合わせ
ることが可能である。
【００４２】
　　ホームオートメーションの参照された特許出願は、システムのインストーラー、即ち
電気技師および／またはユーザ自身でさえ、によりアドレスを設定するための簡単なアド
レス指定方法および装置を開示している。同様に、スピーカーの各ペアのためのアドレス
は、そこにスピーカーが設置されている割り当てられた部屋またはゾーンに対応していな
ければならない。これは、照明、空調設備、および異なるオーディオおよびビデオ機器に
適用されるのと同じアドレス指定であり、参照されたホームオートメーション特許出願に
開示されているように、全ては少なくとも１つのロータリースイッチを介して設定される
。
【００４３】
　本発明は、各符号化ステレオ出力ラインに、または各増幅されたステレオ出力ラインに
およびエンコーダーを組み込んだ各スピーカーに、アドレスを設定するための、オーディ
オ分配器に組み込まれたｎ個のロータリーまたはＤＩＰスイッチを提供する。ロータリー
またはＤＩＰスイッチは、オーディオ分配器のパネルとスピーカーカバーを通してアクセ
ス可能であり、一般的なスクリュードライバーを使って、１からｎ（ルームアドレス）ま
での数字に設定されることができる。これは、特にインストーラーがＩＴ専門家ではない
かまたはユーザがプログラミングに全く慣れていない時にはエラーを起こしがちな、複雑
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なプログラミングおよびプロセスを使うことによってアドレスをコード化する必要を排除
する。
【００４４】
　オーディオ分配器は、アパートメント中のｎ個のスピーカーに供給するためのｎ個の周
知の差動バッファーアンプを含む。組み合わされ変調されたステレオ信号を搬送している
同じツイストペアを介してスピーカー回路がパワーを供給された時、差動バッファーアン
プは、米国特許5,923,363に開示されているＤＣおよび信号の挿入器または注入器／分離
器または分離器のようなＤＣフィード回路を含むか、またはそれに接続されている。パワ
ー調整器に繋がっているスピーカー内部のパワーラインは、パワーが、符号化または多重
化信号ラインを通してか、またはＤＣパワーのみを搬送する別のツイストペアを介して、
スピーカー回路に供給されたかどうかに関わらず、非極性ＤＣパワー接続を可能とするブ
リッジ調整器を含む。
【００４５】
　本発明は更に、音量、トーンコントロールおよびバランスコントロールを操作するため
に、および／またはサウンドのオン／オフを切り替えるために、スピーカーに直接遠隔制
御コマンドを供給するためのスピーカー内部のＩＲ遠隔制御回路を組み込むことを提供す
る。受信されたＩＲコマンドは、音量、トーン、バランスおよびオン／オフコマンドがセ
レクター／エンコーダー部によって制御された時に、オーディオ分配器におよび／または
セレクター／エンコーダーに符号化信号ラインを介して伝播し戻されることができる。更
には、ＩＲ遠隔制御は、医療または緊急事態の助けを要請するために、またはインターコ
ムパネルを通した訪問者による呼び出しに応答して、ハンドフリー回路を起動するのに使
われることができ、あるいは守衛によっておよび／または警報メッセージによって、それ
はハンドフリー回路を閉じることができ、それによりインターコム通信をオフに切り替え
る、および／または訪問者が建物に入ることを可能とするように電気的ドアロックを開錠
する。
【００４６】
　本発明の２ウェイハンドフリー通信は、更に別の実質的な利点を供する。例えば、警報
システムを介して自動的に、または訪問者または管理人の呼び出しを介して、インターコ
ムシステムとの通信が起動された時、左チャネルスピーカーは、左スピーカーの例に含ま
れているマイクロホンへの音響的フィードバックを排除するために、自動的にミュートさ
れる。モノラルの入って来るスピーカーサウンドは、この例では、一般的に左スピーカー
から離された所に載置される右スピーカーに供給され、それによりハンドフリー２ウェイ
通信のためにはるかに良好な音響的状態環境を提供する。
【００４７】
　これも、テナントがマイクロホンに話している間は右側スピーカーもミュートするよう
に遠隔制御キーを操作することによって更に改善され、それにより、ユーザの制御におい
て乱されていない２ウェイハンドフリー通信を提供する。
　本発明の前述およびその他の目的および特徴は、同伴する図面を参照して発明の好まし
い実施形態の以下の記載から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明のホームオートメーションシステムの符号化されたステレオ
信号を伝播するための基本的セットアップおよび相互接続のブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、好ましい実施形態のビデオインターホンまたはインターコムシステ
ムとの相互接続を含むための図１Ａの拡張されたブロック図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、好ましい実施形態のホームオートメーション分配器との相互接続を
含んだ、図１に示されたシステムの別の拡張されたセットアップのブロック図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、本発明の符号化されたステレオ信号を伝播するためのマルチスピー
カーチャネルセットアップ、オーディオ分配器および相互接続をもったシステムのブロッ
ク図である。
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【図１Ｅ】図１Ｅは、好ましい実施形態のビデオインターホンまたはインターコムシステ
ムとの相互接続を含むための図１Ｄの拡張されたブロック図である。
【図１Ｆ】図１Ｆは、ホームオートメーションシステムとの相互接続を含むための図１Ｅ
の好ましい実施形態の更に拡張されたブロック図である。
【図２】図２は、好ましい実施形態のセレクター／エンコーダーの詳細を含んだ、図１Ｆ
に示されたシステム相互接続の詳細なブロック図である。
【図３】図３は、本発明の組み合わされた分配器を含み、全体を通して標準的コネクター
とＣＡＴ５ケーブルを使った、図２に示されたシステム相互接続のブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、好ましい実施形態のピークハイパワーサウンドを出力するための、
マイクロホン、アンプおよび充電可能なバッテリー回路を含んだ、信号ラインを介してパ
ワーを与えられた左側スピーカーのブロック図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明で使われる右側スピーカーのブロック図である。
【図５Ａ】図５Ａは、制限されたサウンド出力パワーをもった充電可能なバッテリー無し
の図４Ａに示されたスピーカーのブロック図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ハイサウンド出力パワーをもつ別のパワーラインを介してパワーを
与えられた好ましい実施形態のマイクロホンをもった左側スピーカーの別のブロック図で
ある。
【図６Ａ】図６Ａは、左右のスピーカーを相互接続するための標準的コネクターを含んだ
左側スピーカーの別のブロック図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、右スピーカーを図６Ａに示された左スピーカーと相互接続するため
のＩＲ受信機とＩＲ送信機と標準的コネクターを含んだ右側スピーカーのブロック図であ
る。
【図７】図７は、ホームオートメーションのオーディオシステムをインターコムシステム
と相互接続するための本発明の好ましい実施形態のセレクター／エンコーダーのブロック
図である。
【図８】図８は、符号化された信号の伝播とは逆方向の符号化信号ラインを通して供給さ
れた低電流ドレインによってパワーを与えられた、本発明のセレクター／エンコーダーの
変形されたブロック図である。
【図９】図９は、セレクター／エンコーダーからスピーカーに符号化信号ラインを通して
供給されたパワーを示す図６の更に別の変形されたブロック図である。
【図１０】図１０は、符号化信号ラインを介したスピーカーへのパワーフィードをもち、
インターコムシステムのための相互接続回路をもった、本発明の好ましい実施形態のオー
ディオ分配器のブロック図である。
【図１１】図１１は、別のパワーラインを介したスピーカーへのパワーフィードをもった
、図１０のオーディオ分配器の変形されたブロック図である。
【図１２】図１２は、ステレオ符号化ラインを介したスピーカーへのパワーフィードを含
んだ符号化されたステレオ信号を分配するための好ましい実施形態の基本的オーディオ分
配器のブロック図である。
【図１３】図１３は、別のパワーラインを介したパワーフィードをもった、図５Ｂのスピ
ーカーに符号化されたステレオ信号を分配するための、図１２のオーディオ分配器の変形
されたブロック図である。
【図１４】図１４は、図４Ｂに示されたような個別の増幅されたスピーカー信号をスピー
カーに供給するためのパワーアンプを含んだ、本発明のオーディオ分配器のブロック図で
ある。
【図１５】図１５は、ビデオインターホンモニター、オーディオコンポーネンツおよびホ
ームオートメーションコンポーネンツを接続するための標準的コネクターを含んだ本発明
の組み合わされたオーディオおよびホームオートメーション分配器のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
図１Ａは、本発明のオーディオシステムの基本的相互接続およびセットアップを示し、そ
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こではｉＰｏｄ、ＭＰ３、ＤＶＤ，ＣＤおよび／またはブルーレイプレーヤ－および／ま
たはラジオおよび／またはテレビセットのような再生オーディオデバイス（図示せず）が
、セレクター／エンコーダー１００の入力コネクターに接続されている。セレクター／エ
ンコーダー１００は更に、セレクター／エンコーダー１００にパワーを与えるため、およ
び左スピーカーアッセンブリー９０にケーブル６とツイストペア６Ａを介してパワーを供
給するための、パワーサプライ５６に接続されている。後に説明されるように、セレクタ
ー／エンコーダー１００は、符号化されたステレオ信号を単一のツイストペアを介してス
ピーカーアッセンブリー９０に供給するために、再生オーディオデバイス、ラジオまたは
テレビのいずれかから供給された選択されたステレオ信号を符号化する。
【００５０】
ケーブルアッセンブリー６は、４つのツイストペアワイヤからなる、ＣＡＴ５ケーブルの
ような周知の標準的ネットワークケーブルであり、それはリールでかまたはそうでなけれ
ば異なる長さで一般的に入手可能であり、ケーブル端においてＲＪ４５コネクター２１を
装備しているかまたは装備していない。
【００５１】
セレクター／エンコーダー１００は、異なるＰＣをネットワークハブまたはスイッチに接
続する周知のネットワークケーブルのような、装備を施されたケーブルアッセンブリー６
の一端を接続するための、図２に示された、マッチしたＲＪ４５ソケットを含む。ケーブ
ルアッセンブリー６の他端は、標準的なＲＪ４５ソケット２１を組み込んだ周知の標準的
な壁ソケット９に差し込まれる。
【００５２】
　壁ソケットと装備を施されたケーブル６の使用は、ユーザの好む場所および／または再
生オーディオデバイス、ラジオまたはテレビの隣りおよび／または近くにおけるセレクタ
ー／エンコーダー１００の配置を可能とする。壁ソケット９のソケット２１は、左スピー
カーアッセンブリー９０にツイストペア６Ａを介して接続されている。示されたツイスト
ペア６Ａは、一般的に電気設備設置業者によって設置されるＣＡＴ５ケーブルの単一のペ
アであることができ、導管、プレナムおよび／または建物の建築中に壁の内側を通してか
または建物が完成した時に壁に沿って供給されることができる。図１Ａに示された左スピ
ーカーアッセンブリー９０は、パワーサプライ５６によってケーブル６およびツイストペ
ア６Ａを通しておよびセレクター／エンコーダー１００を通して供給されたＤＣパワーに
よってパワーを与えられる。パワーフィードの詳細は後に説明される。左スピーカーアッ
センブリー９０は、符号化されたステレオ信号を復号するためのデコーダーと、その左チ
ャネル出力信号を直接スピーカーアッセンブリー９０の左スピーカーに供給するステレオ
パワーアンプを含む。右スピーカーアッセンブリー９９は、ＣＡＴ５ケーブルのツイスト
ペアのようなツイストペアを介しておよび両スピーカーアッセンブリー９０および９９に
設けられた端子を介して、ステレオアンプの右チャネル出力信号に接続される。
【００５３】
これにより、図１Ａに示されたオーディオシステムは、パワーサプライ５６において始ま
り右スピーカーアッセンブリー９９において終わり、全てのシステムエレメントをカスケ
ードチェインに接続している、カスケードした単一のツイストペアを介した全てのパワー
フィードを含んで、オーディオステレオ再生デバイスまたはステレオ信号のその他のソー
スによって生成されたステレオ信号をスピーカーのペアに供給している。
【００５４】
　説明と請求項を簡略化するために、説明は各カスケードした相互接続をセグメントとし
て言及しないが、「第一のセグメント」という用語は、言及されたセレクター／エンコー
ダーと左スピーカーの間、または言及されたセレクター／エンコーダーと言及されたオー
ディオ分配器の間の、カスケードした相互接続をカバーする。
【００５５】
　「次のセグメント」という用語は、言及されたオーディオ分配器と左スピーカーの間の
カスケードした相互接続をカバーする。
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【００５６】
　「後続のセグメント」という用語は、左スピーカーと右スピーカーの間の相互接続をカ
バーする。
【００５７】
　「最後のセグメント」という用語は、図１４の分配器６４と図４Ｂのスピーカー９９の
間の相互接続をカバーする。
【００５８】
　例えば第一のセグメントの交差している１つ以上の壁ソケットへの／からの相互接続の
ようなセグメント内の相互接続は、「セクション」と呼ばれる。
【００５９】
　オーディオシステムは、図２のセレクター／エンコーダー１００のフロントパネル１０
に示されたフロントパネルキー１１、１２および１３を介してか、またはＩＲ遠隔制御４
８を介して、操作される。ＩＲの代りに、周知のＲＦ遠隔制御またはあらゆるその他の遠
隔制御４８が使われることができる。好ましい実施形態の記載は繰り返しＩＲ遠隔制御に
触れるが、ＲＦ、超音波またはその他のようなあらゆる周知の有線または無線遠隔制御が
使われることができる。上の説明から、図１Ａに示されたような本発明のオーディオシス
テムのコンポーネンツまたはエレメンツは、単一のツイストペアによって相互接続される
ことと、オーディオシステムは、ＩＲまたはＲＦ遠隔制御デバイスを介して遠隔的に、お
よび／またはセレクター／エンコーダー１００の選択および操作キーを通して直接、操作
されることができることが、明らかになる。
【００６０】
　図１Ｂは、オーディオシステムをビデオインターホンまたはインターコムモニター５０
のインターコム回路と一体化するために、スピーカー９０に含まれたインターコムスピー
カーの追加された信号ライン６Ｃとマイクロホンの６Ｂをもった、図１Ａに示されたのと
同じ相互接続を示す。図１Ｂのオーディオシステムの左スピーカー９０は、マイクロホン
７０と、マイクロホン信号を符号化信号ライン６Ａを介してセレクター／エンコーダー１
００に伝播するために符号化信号ラインにマイクロホン信号を多重化する回路を含む。セ
レクター／エンコーダー１００は、マイクロホン信号を抽出するため、およびセレクター
／エンコーダー１００を壁ソケット９に接続しているケーブルアッセンブリー６のツイス
トペア６Ｂを通して抽出されたマイクロホン信号を供給するための、デコーダーまたは抽
出器を含む。ビデオインターホンまたはインターコムを接続している、ＣＡＴ５ケーブル
のペアのような拡張ツイストペア６Ｂは、壁ソケット９からビデオインターホンまたはイ
ンターコム５０のマイクロホン端子にマイクロホン信号を供給する。
【００６１】
　ビデオインターコムモニター５０のインターコム回路からのスピーカー信号は、ツイス
トペア６Ｃを介して壁ソケット９に、およびケーブルアッセンブリー６の別のツイストペ
ア６Ｃを介してセレクター／エンコーダー１００に、供給される。シリアルコマンド信号
は、それもまた壁ソケット９を介して相互接続されているツイストペアライン６Ｄを通し
て、セレクター／エンコーダー１００とビデオインターホン５０の間で交換される。図１
Ｂの相互接続は、２ウェイインターコム通信と制御が、スピーカー９０または９９とマイ
クロホン７０の少なくとも１つを含んだオーディオシステムと一体化されていること、お
よび一体化されたインターコムシステムが、セレクター／エンコーダー１００のキーによ
ってかまたは遠隔制御４８によって操作されることができること、を示す。
【００６２】
　図１Ｃは、マイクロホンおよびスピーカー信号は無いが、壁ソケット９を通してホーム
オートメーション分配器５５とスピーカー９０とセレクター／エンコーダー１００の間の
制御、コードおよび警報信号を含んだシリアルコマンドを交換するためのシリアルコマン
ド信号ライン６Ｄをもった、図１Ａに示されたものと同様の相互接続を有するホームオー
トメーションと一体化された図１Ａのオーディオシステムを示す。ホームオートメーショ
ン分配器は、コマンド、制御および警報信号を、壁ソケット９を通してシリアルコマンド
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ライン６Ｄを介してセレクター／エンコーダー１００に、およびステレオ符号化ライン６
Ａを介してスピーカー９０に、供給する。壁ソケット９を接続しておりシリアルコマンド
をセレクター／エンコーダー１００に供給しているライン６Ｄは、ＲＪ４５コネクター２
１を装備した標準的ＣＡＴ５ネットワークケーブル６のツイストペアである。
【００６３】
　シリアルコマンドは、符号化されたステレオ信号を搬送しているツイストペア６Ａを介
してセレクター／エンコーダー１００に伝播されることができるが、シリアルコマンド信
号を別のツイストペア６Ｄを介してセレクター／エンコーダーに伝播する方がより簡単で
ある。これは第一には、ホームオートメーション分配器５５がそれに供給された多重化さ
れた信号からシリアル信号を抽出するためのシリアルコマンド抽出回路を含むからであり
、第二には、標準的ネットワークケーブル６が４つのツイストペアからなり、抽出された
シリアルコマンドをケーブルアッセンブリー６の利用可能な既存のツイストペア６Ｄを介
して供給する方がより単純でコストがかからないからである。
【００６４】
　ネットワークハブ、スイッチ、ルーターおよびＰＣと共に使われるような標準的ＲＪ４
５コネクター２１を装備しているか、または装備していない、ケーブルアッセンブリー６
は、本発明の好ましい実施形態のオーディオシステムの全てのバージョンとバリエーショ
ンについての接続ケーブルとなるように適応される。但し、ＲＪ４５コネクターとＣＡＴ
５ケーブルがここで繰り返し開示されるが、あらゆるその他の標準的または非標準的なコ
ネクターおよび／または端子および／またはケーブルが、開示されたＲＪ４５コネクター
２１および／またはＣＡＴ５ケーブルおよび／またはケーブルアッセンブリー６を置き換
えるのに使われることができる。
【００６５】
　信号の多重化された組み合わせの交換は、参照されたビデオインターホンおよびショッ
ピング端末特許および継続中の出願と、参照された特許出願11/939,785、11/509,315およ
び上に開示されたその他の出版されていない出願に詳細に開示されており、それら全ては
ここに引用によって組み込まれる。図１Ｃの示された相互接続によって、本発明のオーデ
ィオシステムが、参照された特許に開示されたホームオートメーションシステムと一体化
されることができ、ホームオートメーション制御を介して操作されることができ、しかも
セレクター／エンコーダー１００のキーおよび／または遠隔制御４８が、ホームオートメ
ーションシステムを操作するのに使われることができる、ことが明らかとなる。
【００６６】
　図１Ｃに示されたスピーカー７０とセレクター／エンコーダー１００のためのパワーは
、図１Ｃのホームオートメーション制御および伝播回路とオーディオシステムにパワーを
与えるのにも使われるパワーサプライ５６によって供給される。パワーは、２つのやり方
で供給されることができ、符号化ステレオライン６Ａを介してか、もしそのようなケーブ
ルがスピーカーを壁ソケット９と接続するのに使われていれば、それはＣＡＴ５ケーブル
の別のツイストペア６Ｇを介して図５Ｂのスピーカー９２に供給されることができる。同
様に、セレクター／エンコーダー１００がインターコムスピーカーおよびマイクロホンラ
インに接続されていない時には、使われていないツイストペア６Ｂまたは６Ｃが、ＤＣパ
ワーをセレクター／エンコーダー１００に搬送するのに使われることができ、パワーを搬
送しているツイストペアは以下では６Ｇとして言及される。
【００６７】
　図１Ｄは、本発明の好ましい実施形態のオーディオ分配器６０を含んだオーディオシス
テム相互接続の拡張されたセットアップを示し、そこでは左右のスピーカーのｎ個のペア
９０－１～９０－ｎおよび９９－１～９９－ｎが設置されてアパートメントの多くの部屋
またはゾーンで接続されることができ、スピーカーペアの各々は独立して制御され、オン
／オフ切り替えされることができる。オーディオ分配器６０は、壁ソケット９を介してお
よびＣＡＴ５ケーブル６の端部において装備されたＲＪ４５コネクター２１を介してセレ
クター／エンコーダー１００をオーディオ分配器６０と接続している、ＣＡＴ５ケーブル
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６のツイストペア６Ａを通して符号化されたステレオ信号を供給される。オーディオ分配
器６０は、ｎ個のスピーカー９０－１～９０－ｎへの／からの多重化された２ウェイシリ
アルコマンド信号を含んだバッファーされた符号化されたステレオ信号を伝播するために
、図１２および１３に示されたｎ個の差動ライン受信機およびバッファー４２を含む。
【００６８】
　図１Ｄに示されたＤＣパワーサプライ５６は、オーディオ分配器６０と、スピーカー９
０－１～９０－ｎと、セレクター／エンコーダー１００にパワーを与える。スピーカー９
０－１～９０－ｎにパワーを与えるために、ＤＣパワーは、バッファーされ多重化された
信号端子１－１～１－ｎを通して図１２に示されたＤＣ注入器または挿入器３５Ｂを介し
てオーディオ分配器６０によって供給されるか、またはそれはＣＡＴ５ケーブルの別のツ
イストペア６Ｇを介しておよび図１３に示されたオーディオ分配器６３の端子３－１～３
－ｎを介して、図５Ｂに示されたｎ個のスピーカー９２に供給されることができる。
【００６９】
　図１Ｄの分配器６０は、符号化ライン６Ａを通してスピーカー９０－１～９０－ｎとセ
レクター／エンコーダー１００の間で多重化された２ウェイシリアル信号を伝播し、セレ
クター／エンコーダー１００が、遠隔制御４８の使用を含んだ、図１Ｄに示された据え置
き型システムのための制御センターとなることを提供する。
【００７０】
　セレクター／エンコーダー１００へのパワーは、符号化ライン６Ａを介してかまたはそ
うでなければ使われていないツイストペアライン６Ｇを介して、オーディオ分配器６０か
ら供給されることができ、あるいはそれは別のパワーサプライ５６によって図２に示され
たパワーコネクター１７に直接供給されることができる。
【００７１】
　右側スピーカー９９－１～９９－ｎの各々は、図４Ａおよび４Ｂに示された端子４を介
して左側スピーカー９０－１～９０－ｎから伸びているＣＡＴ５ケーブルのペアのような
ツイストペア６Ｆによって接続され、それにより、システム相互接続全体を通してカスケ
ードしているツイストペアを使って図１Ｄに示された拡張されたオーディオシステムの相
互接続を完成する。
【００７２】
　図１Ｄに示されたシステムの動作および制御は、後に説明されるスピーカー９０および
９９の各ペアのアドレス指定を除いて、図１Ａに示されたシステムについて上述されたの
と同じである。
【００７３】
　図１Ｅは、ビデオインターホンまたはビデオインターコムモニター５０のインターコム
回路と一体化された、上に説明された図１Ｄに示されたシステムと同様の拡張されたオー
ディオシステム相互接続を示す。図１Ｅのインターコム相互接続は、上の図１Ｂに示され
たシステムのために使われた相互接続と同様であり、スピーカー９０への信号とｎ個のス
ピーカー９０に含まれたマイクロホン７０から供給されたマイクロホン信号を伝播するた
めに、ツイストペア６Ｃを介して分配器に供給されたインターコムスピーカー信号を含む
。マイクロホン信号は、多重化されて、符号化ライン６Ａを介してスピーカー９０－１～
９０－ｎからオーディオ分配器６０まで逆方向に伝播される。オーディオ分配器６０は、
選択されたマイクロホン信号を抽出して、ツイストペア６Ｂを介してインターコムシステ
ムまで供給する回路を含み、それにより、インターコムとスピーカー９０および９９の選
択されたチャネルとスピーカー９０に含まれたマイクロホン７０の間の２ウェイ相互接続
と信号の伝播を完成する。
【００７４】
　一体化されたオーディオおよびインターコムシステムを動作させて制御するためのシリ
アルコマンド信号は、多重化されて、スピーカー９０－１～９０－ｎとオーディオ分配器
６０の間の符号化信号ライン６Ａの上を、ビデオインターコムモニター５０とオーディオ
分配器６０の間のシリアルコマンドライン６Ｄを介して伝播される。分配器６０とセレク
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ター／エンコーダー１００の間のシリアルコマンドは、符号化され多重化されたライン６
Ａを介してか、または上の図１Ｃに示されたシステム中で伝播されたようにシリアルコマ
ンドライン６Ｄを介して、壁ソケット９を通して伝播されることができる。ビデオインタ
ーホンまたはインターコム５０は、オーディオ分配器６０およびホームオートメーション
分配器５５と２ウェイシリアル信号を交換するためのシリアルコマンド端子を含むので、
ビデオインターホンまたはインターコム５０とセレクター／エンコーダー１００の間でシ
リアルコマンドを交換するのにも、オーディオ分配器６０を介してであれおよび／または
ホームオートメーション分配器を介してであれ、同じツイストペアライン６Ｄを使うこと
ができる。
【００７５】
　これにより、図１Ｅに示された本発明の拡張されたオーディオシステムが、オーディオ
システムをインターコムシステムと一体化するのに必要とされる多重化されたマイクロホ
ン信号とインターコムスピーカー信号を含んだ符号化されたステレオ信号を、システム全
体を通してカスケードしているツイストペアを介して伝播することができ、ビデオインタ
ーホンまたはインターコム５０を介して、セレクター／エンコーダー１００と遠隔制御４
８のキーによって操作されることができる、ことが明らかとなる。
【００７６】
　図１Ｆは、図１Ｅに示された拡張されたオーディオシステムのホームオートメーション
分配器５５を介したホームオートメーションシステムとの一体化を示す。図１Ｆに示され
た相互接続と図１Ｅに示されたものとの間の違いは、ホームオートメーション分配器５５
の導入と、特にホームオートメーション分配器５５とツイストペア６Ｅを介して供給され
た多重化された信号を含むためのビデオインターホンまたはインターコム５０とオーディ
オ分配器６０の間のシリアルコマンドライン６Ｄの接続、に限定されている。
【００７７】
　参照されたビデオインターホン、ショッピング機器およびホームオートメーション特許
および出願は、図２に示された、ホームオートメーション分配器５５と関連付けられたＵ
ＳＢ変換器８０にコネクター５８を介して多重化された信号を供給するために、ホームオ
ートメーション分配器５５まで図１Ｆの単一のツイストペア６Ｅを介して、それらの組み
合わせを含んだオーディオ、ビデオ、警報、制御、データおよびコマンド信号からなるグ
ループから選択された多重化された信号の伝播を開示している。
【００７８】
　図１Ｅと１Ｆの間の更にもう１つの違いは、パワーフィード相互接続である。図１Ｆに
示されているのは、ホームオートメーション分配器５５を通したオーディオ分配器６０へ
のパワーフィードである。ホームオートメーションシステムとオーディオシステムとイン
ターコムシステムは、同じパワーサプライによってパワーを与えられることができ、全体
を通してＣＡＴ５ケーブルとツイストペアを使った単純な相互接続を介して一体化される
ことができることが、図１Ｆから明らかである。システム相互接続の更なる詳細は、図２
に示されており、下の記載で説明される。
【００７９】
　図２は、本発明の好ましい実施形態のオーディオシステムとビデオインターホンまたは
ビデオインターコムモニター５０のインターコム回路とホームオートメーション分配器５
５を組み合わせている一体化されたシステムの相互接続を含んだ、図１Ｆに示されたシス
テムの詳細を示す。
【００８０】
　図２のセレクター／エンコーダー１００は、フロントパネル１０とリアパネル１６を含
み、フロントパネルは、音量増減キー、トーン高低キーおよびチャネル上下キーのような
操作タッチ、プッシュまたはその他のキー１１からなる。示された操作キーは、早送り、
巻き戻し、スキップ、停止、再生、ポーズ、プリセットおよびオーディオデバイスで使わ
れるキーのあらゆるその他の機能またはタイプのような、多くのその他の機能のためのキ
ーを提供するように拡張されることができる。フロントパネル１６のインターコムタッチ
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キー１２は、訪問者または配達人が建物に入ることを可能とするために、インターコムと
のハンドフリー通信を起動するためのオープンボイスキーとインターコムシステムと関連
付けられた電気的ドアロック（図示せず）を開錠するためのドアオープンキーという２つ
のキーだけで表されている。インターコムのその他の機能または特徴を操作するためのそ
の他のキーが、セレクター／エンコーダー１００に追加されることができる。
【００８１】
　示された５つの選択タッチまたはプッシュキー１３は、プレーヤー、レコーダー、テレ
ビセットトップボックスおよびその他のようなデバイスを含んだ、ｉＰｏｄ、ＭＰ３、ブ
ルーレイ、ＣＤ、ＤＶＤ、テレビまたはラジオまたはセレクター／エンコーダー１００に
音楽またはサウンド信号を供給するためのあらゆるその他のデバイスのような、ステレオ
信号ソースを選択するためのものである。５つのキー１３のみが示されているが、あらゆ
る数の選択キーが、セレクター／エンコーダー１００に追加されることができる。パワー
キー１３Ａは、セレクター／エンコーダーをオン／オフに切り替えるのに使われる。「キ
ーまたは複数のキー」という用語は、以下では操作または選択キーのいずれかを指す。
【００８２】
　示されたＩＲ受信機１４は、ＩＲ遠隔制御４８からのＩＲコマンドを受信するためのも
のである。図２はＩＲ遠隔制御受信機１４のみを示すが、ＲＦ、超音波および／または有
線遠隔制御のようなあらゆるその他の遠隔制御受信機を代りに使うことができる。有線遠
隔制御が使われた時には、そのような有線遠隔制御のためのコネクター（図示せず）は、
セレクター／エンコーダー１００のフロントパネル１０、リアパネル１６またはその他の
部分または表面中に含まれることができる。
【００８３】
　リアパネル１６は、パワーコネクター１７と、５つのステレオ入力ジャック１８と、ス
テレオ出力ジャック１９と、それぞれのデバイスに制御およびコマンド信号を接続するた
めの５つのコネクター２０と、セレクター／エンコーダー１００を壁ソケット９に接続す
るためのＲＪ４５コネクター２１を含む。選択キー１３に対応して、５つのステレオ入力
ジャック１８のみが示されているが、ｎ個のステレオ入力とｎ個の選択キー１３を使うこ
とができ、ｎ個のオーディオ再生、ラジオおよび／またはテレビデバイスの接続を可能と
する。同じことは有線遠隔制御コネクター２０にも当てはまり、接続されたステレオ入力
ソースのために必要とされる有線遠隔制御コネクターを提供するように、有線制御および
コマンド信号をテレビとラジオのような再生およびその他のデバイスに供給するためのｎ
個のコネクターを組み込むことができる。但し、もし再生およびその他のステレオデバイ
スが有線遠隔制御信号で操作できなければ、それぞれのコネクターは使われないかまたは
全く提供されないかのどちらかである。
【００８４】
　ステレオ出力ジャック１９は、選択されたステレオ信号を本発明のオーディオシステム
から独立して動作する別の周知のステレオアンプ（図示せず）に接続する。ここでも、ス
テレオ出力ジャックの１つのペアのみが示されているが、セレクターはｎ個の出力ステレ
オジャックを提供することができ、ステレオ出力の各々に異なる入力信号を選択して接続
すること、またはステレオ出力のいくつかまたは全てに同時に同じ入力信号を供給するこ
と、が可能である。
【００８５】
　示されたパワーコネクター１７は、パワーサプライ５６を直接セレクター／エンコーダ
ー１００に接続するためのものである。本発明のパワーフィード方法と装置は、図１Ａ～
１Ｅに示された、異なるパワーフィード経路と共に、セレクター／エンコーダー１００だ
けにパワーを与えるためにパワーサプライ５６をコネクター１７に接続することのように
、専用のパワーサプライ５６によって異なるエレメントまたはユニットに個別的にパワー
を与えること、を提供する。
【００８６】
壁ソケット９を介しておよびＲＪ４５コネクター４５を介してセレクター／エンコーダー
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１００をオーディオ分配器６０に接続しているＣＡＴ５ケーブル６は、符号化ステレオラ
イン６Ａ、シリアルコマンドライン６Ｄ、インターコムスピーカーライン６Ｃ、および図
１Ｂに示されたシステム中でのようにそうでなければマイクロホンライン６Ｂとして使わ
れるパワー供給ライン６Ｇ、という４つのツイストペアからなる。
【００８７】
ビデオインターホンまたはビデオインターコム５０をオーディオ分配器６０とホームオー
トメーション分配器５５に接続しているその他のＣＡＴ５ケーブル６は、ＲＪ４５コネク
ターを使わず、代わりに、マイクロホンライン６Ｂが端子５６に接続され、インターコム
スピーカーライン６Ｃがオーディオ分配器の端子５７に接続されて、それは２つの分配器
の端子およびポートに直接接続する。
【００８８】
シリアルコマンドライン６Ｄは、ホームオートメーション分配器５５の端子５３に接続さ
れて示されているが、代りにオーディオ分配器６０の端子５３に接続されることができる
。２つの分配器の端子５３は両方ともライン６Ｄを介して並列に２つの端子またはポート
５３中に一緒に結びつけられているので、どちらの分配器にシリアルコマンドラインが接
続されているかは何の違いももたらさない。第四のツイストペアライン６Ｅは、ビデオイ
ンターホンシステムから伝播された多重化されたライン信号をコネクター５８に供給する
ホームオートメーション分配器端子５４に接続される。示されたコネクター５８は、実際
には、上述したＲＪ４５コネクターと同じである。
【００８９】
ライン６Ｅを通して供給された多重化された信号は、ビデオ、オーディオ、データ、コマ
ンド、制御および上で参照したビデオインターホンおよびショッピング端末特許および出
願中に詳細に説明されたその他の信号を含み、ＣＡＴ５ケーブル５９を介してＵＳＢ変換
器８０のようなインターフェース部に供給される。ＵＳＢ変換器８０は、ＵＳＢ変換され
た信号を、標準的なＵＳＢケーブルアッセンブリー８２を介してＰＣにまたはネットワー
ク通信器８３に供給する。
【００９０】
　ＰＣ８３は、ビデオインターホンまたはビデオインターコムシステムの入口パネルによ
って生成されたビデオ画像の送信を含んだ、その他のＰＣまたはパーソナルデジタルアシ
スタントデバイス（ＰＤＡ）または携帯電話と通信するために、ＡＤＳＬまたはその他の
インターフェースされた接続８４を介しておよびインターネットまたはその他のネットワ
ーク８５を介して通信することができる。ＵＳＢ変換器８０は、建物の入口における訪問
者と離れた場所に居るテナントの間の通信を可能とする、および／またはテナントに彼ら
のホームオートメーションシステムの機器を遠隔的に制御する手段を提供する。
【００９１】
　しかも、寝たきりの老人または障害者および／または病人は、本発明のオーディオシス
テムのハンドフリーボイス通信を使って、一体化されたオーディオ－インターコムシステ
ムを介しておよびＰＣ８３を通して、警報または緊急事態を生成するおよび／または家族
に助けを求めることができる。
【００９２】
　同様に、本発明のオーディオシステムは、インターコムシステムを介しておよび／また
はインターネット上でＰＣ８３を介して彼らの必要および医学的状態を通信するために、
老人および病人を直接彼らの指定された病院または医者に接続することを提供する。カメ
ラ５０Ａおよび／または寝たきりの人または病人を監視して治療するためのモニター、セ
ンサー、診断、分析、アプリケーター、治療、生命維持およびリハビリテーションのよう
な医療デバイスのあらゆる組み合わせ５０Ｂが、インターフェース８０および／またはＰ
Ｃ８３を介してビデオインターホンモニター５０に接続された時には、呼び出し人の画像
、声および／または呼び出し人の心拍および血圧のようなモニターされたデータが、ネッ
トワーク８４またはインターネット８５を介して病院、医者または緊急事態サービスステ
ーションに同時に通信されて、看護師、医者およびまたは緊急事態ステーションが医療デ
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バイスおよびその他の緊急事態デバイスを遠隔的に操作することを許容する。
【００９３】
　インターフェースまたはＵＳＢ変換器８０および／またはＰＣ８３は、ビデオインター
コムまたはビデオインターホンの入口パネルによって生成されたビデオ信号を、テレビセ
ットトップボックスまたはケーブルボックスまたはアンテナラインに、あるいは訪問者が
アパートメントを呼び出す時にはいつでもテレビビデオ入力端子に直接、供給するための
周知のビデオ信号処理プログラムを含む。同時に、インターコム呼び出しは、訪問者画像
を表示するようにテレビをオンにするかまたはそれに切り替えるコマンドを生成するよう
に、ホームオートメーションＩＲデバイスを起動し、それによりホームオートメーション
システムによって制御されたテレビセット上にビデオ表示を含むように、インターコムシ
ステムを拡張する。
【００９４】
　パワーサプライ５６は、端子５１を介してホームオートメーション分配器に接続する。
並列端子５１は、オーディオ分配器６０の端子５１にパワーをリンクするかまたは接続し
、分配器６０は、ＣＡＴ５ケーブル６のツイストペアライン６Ｇおよび壁ソケット９を通
してセレクター／エンコーダー１００にパワーをリンクするかまたは供給する。但し、上
に説明したように、ＣＡＴ５ケーブルアッセンブリー６の符号化ライン６Ａを介してパワ
ーをセレクター／エンコーダー１００に供給することも可能である。
【００９５】
　同様に、オーディオ分配器６０は、ステレオ符号化ライン６Ａを介してスピーカー９０
にパワーを供給する。代替的に、図１１に示されたオーディオ分配器６１は、ツイストペ
ア６Ｇを介しておよび端子３を介して、図５Ｂのスピーカー９２にパワーを供給する。パ
ワーフィードを含んだ単純なカスケードチェインのツイストペアを使って、オーディオコ
ンポーネンツと、ビデオインターホン５０とカメラ５０Ａおよび／または医療デバイスま
たは複数のデバイス５０Ｂおよび／または警報およびその他のデバイスのようなその関連
するコンポーネンツを含んだインターコム回路の間の相互接続は、ホームオートメーショ
ンシステムと接続されて一体化されることができることと、カメラ、医療モニター５０Ｂ
，警報および緊急事態デバイス（図示せず）を含んだビデオインターホンまたはインター
コムをもった一体化されたオーディオは、ネットワークおよび／またはインターネット８
５を介した遠隔アクセスおよび制御を含んだ、ホームオートメーション制御およびコマン
ドネットワークを通して操作されることができることが、明らかになる。
【００９６】
　ＣＡＴ５ケーブルと係合されたネットワークおよび電話インストーラーのような通信設
備インストーラーは、ＣＡＴ５ケーブルをＲＪ４５のような標準的なコネクターで終端す
ることを好み、ＣＡＴ５ケーブルの分離された個々のカラーコード化されたツイストペア
を結びつけない。そのような装備を施されたＣＡＴ５ケーブル相互接続のために、図３は
、全体を通してカスケードした装備を施されたＣＡＴ５ケーブルを使って、オーディオシ
ステムとビデオインターホンまたはインターコムシステムを好ましい実施形態のホームオ
ートメーションと一体化するための組み合わされた分配器２００とスピーカー２９０およ
び２９９を示す。
【００９７】
　図２に示された２つの別々の分配器５５および６０とスピーカー２９０および２９９を
組み合わせている図３に示された組み合わせ分配器２００は、ＲＪ４５またはその他の標
準的なまたは特注のコネクターを装備したＣＡＴ５ケーブル６のような標準的なケーブル
を使った、一体化されたシステム全体のためのＲＪ４５のような標準的なコネクターを含
む。スピーカー２９０および２９９と組み合わされた分配器２００が後に詳細に開示され
る一方で、図３のシステムは、一体化されたシステム全体がＩＴ設置業者によって便利に
エラー無しで設置されることができることと、図２に示されたシステム動作および制御は
図３に示されたシステムのものと同一であること、を明確に示す。
【００９８】
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　図４Ａは、図１Ａ～１Ｆおよび図２に示されたシステムの左スピーカー９０を示す。上
で述べたように、明細書および図面中での左スピーカーへの言及は便利さのためだけであ
る。左または右のスピーカー、オーディオアンプ出力チャネル、またはスピーカーコネク
ターへの言及がなされた時にはいつでも、参照された左および右は、１つのオーディオチ
ャネルかあるいはもう１つのものを記載している例に過ぎない、左と右の用語は反転可能
であり、そこでは左が右として読まれることができ、右が左として読まれることができる
。
【００９９】
　図４Ａの端子１は、スピーカーアッセンブリー９０を図１Ａ～１Ｆのライン６Ａに、お
よび図２のライン６Ａを介して端子１－１～１－ｎに接続し、そこではツイストペアライ
ン６ＡはＤＣパワーを搬送し、スピーカーアッセンブリー９０への／からの２ウェイの多
重化されたシリアルコマンド信号と共に、符号化されたステレオ信号をスピーカーに伝播
する。
【０１００】
　図２に示されたスピーカー９０は、多重化されたマイクロホン信号をスピーカーからオ
ーディオ分配器６０におよびセレクター／エンコーダー１００に壁ソケット９を介してお
よび同じライン６Ａを介して伝播する、図４Ａに示したマイクロホン７０を含む。図１Ｂ
、１Ｅ、１Ｆおよび２では、マイクロホン７０信号は多重化されて、ライン６Ａを介して
分配器６０に供給され、また分配器からライン６Ｂを介して直接インターコムマイクロホ
ン端子（図示せず）に供給される。
【０１０１】
　それぞれ図４Ａ、５Ａ、５Ｂ、および６Ａのスピーカー９０およびスピーカー９１、９
２、２９１のマイクロホン７０は、音楽がスピーカーに供給される時には操作されること
ができない。これは、マイクロホン７０がスピーカーによって生成されたサウンドによっ
て圧倒されるからである。この理由のために、本発明の好ましい実施形態は、マイクロホ
ンが起動された時にはスピーカー９０、９１、９２、および２９１を通して伝播された音
楽をミュートするかサウンドをオフに切り替える。これは、２ウェイシリアルコマンドと
多重化された符号化されたステレオ信号、または２ウェイシリアルコマンドと多重化され
たマイクロホン信号という、２つの信号だけの単純な多重化を可能とする。
【０１０２】
　多くの周知の多重化の技術および方法がある。下で説明する好ましい実施形態は、３つ
、即ち符号化された信号とマイクロホン信号とシリアルコマンド信号、例えば符号かされ
たステレオ信号のための３０Ｈｚ～９０ＫＨｚと２ウェイコマンド信号のための１００Ｋ
Ｈｚ～１５０ＫＨｚとＦＭ変調されたマイクロホン信号のための２００ＫＨｚ±１０ＫＨ
ｚ、の内から２つだけの信号を多重化する周知の帯域分離を使用する。
【０１０３】
　信号を分離する回路は、コイルとコンデンサを採用することによっておよび／またはデ
ジタル信号が伝播される時にはデジタルフィルターを使って、周知のバンドパス、ローパ
スおよびハイパスフィルターを含む。信号を注入および抽出する回路は全て周知の回路で
あり、それらはＩＣパッケージで広く入手可能であるかまたはゲートアレイおよび／また
はＦＰＧＡのソフトウェアでプログラムされた回路に設計されている。多重化された信号
は、差動送信ライン、即ちＤＣパワーをスピーカー９０または９１におよび／またはセレ
クター／エンコーダー１００に搬送するツイストペアライン６Ａ、に供給されるかまたは
そこから抽出される。
【０１０４】
　ＤＣパワーを供給し、それを同じツイストペアライン６Ａ上を伝播された信号から分離
する回路は、信号をＤＣパワーから除去し、選択されたかまたは全ての多重化された信号
を注入し抽出する周知のフィルター、コイルおよびコンデンサを採用する。図５Ａの回路
７１、図５Ｂの回路３２Ａ、図９の回路３５Ａ、図１０および１２の回路３５Ｂのような
ＤＣを供給および／または抽出するための、および多重化された信号を分離／抽出するた
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めの回路は、米国特許5,923,363　　　　に十分に開示されており、それらはここに引用
によって組み込まれる。
【０１０５】
　これに応じて、分離されたＤＣパワーは回路７１から図５Ａの電流制御回路７２に供給
される。電流制御７２は、ＶＣＣ、スピーカーステレオアンプ６８を例外としてスピーカ
ーアッセンブリー９１の回路全体にパワーを与えるための調整された電圧源、を出力する
。スピーカーアンプ６８は、０．３Ａのような与えられた値に電流を制限する制御された
電圧と電流ＶＤＤによって供給される。これは、図４Ｂに示されたスピーカー９１とその
ペア９９に供給されるオーディオパワー出力を制限する。オーディオパワー出力は、オー
ディオ信号内容とオーディオ信号レベルに依存し、従って音楽信号は変動する信号および
レベルであるので、スピーカーアンプ６８による変動する電流ドレインは避けられない。
【０１０６】
　多重化された信号を搬送しているツイストペアライン６Ａを介したスピーカーペア９０
および９１へのパワーフィードは、ＤＣ電流が固定されて一定である時のみ可能である。
これは、ＤＣ電流ドレインの変動は直接差動信号伝播の変動と変形を引き起こすからであ
る。この理由にために、電流ドレインは固定されて一定のまま維持されなければならない
。
【０１０７】
　例えば、マイナーな電流変動をもった一定の電流を消費するツイストペアライン６Ａを
介したセレクター／エンコーダー１００に供給することは、図８の周知のＤＣパワー調整
器回路３４Ｂを使った電流制御がＤＣ分離器回路３５を介して供給された電流を制御する
ので、制限無くパワーを与えられることができる。電流ドレインのマイナーな変動を防止
するために、回路３４Ｂは、実際の計算された電流消費よりも１０％多くのように、より
高い電流をドレインするように計算され、調節可能なダミー負荷を介して使用されていな
い電流部分を分流する。例えば、もしセレクター／エンコーダー１００の計算された消費
が１２０ｍＡであれば、ＤＣパワー調整器３４Ｂは、回路３４Ｂの調節可能なダミー負荷
を介して分流される１２ｍＡの１０％過電流を使って、１３２ｍＡをドレインするように
設計される。これにより、一定の電流を符号化され多重化されたライン６Ａを通してドレ
インして、信号、温度および／またはコンポーネント耐性による電流変動が信号伝播に影
響を与えないことを確かなものとすることが可能である。
【０１０８】
　そのような電流制御回路が図５Ａのスピーカー９１によって使われるが、スピーカーア
ンプ６８による電流変動が、電流制御および分流レンジに限度を強制する。この理由のた
めに、スピーカーアンプのパワー出力は、その電流が電流制御７２Ａの制御レンジ内に入
るような値に制限されなければならない。例えば、０．２Ａの最大電流と１０ＶのＤＣ電
圧レベルでは、良好なサウンド品質の１．５Ｗばかりを出力することが可能であり、それ
は与えられたアパートメントのリビングルームでバックグラウンドミュージックを演奏す
るために必要とされるよりも多い。
【０１０９】
　図４Ａは、バッテリー制御回路７３と充電可能なバッテリー７４を例外としてスピーカ
ーアッセンブリー９１と同様である、スピーカーアッセンブリー９０を示す。電流制御回
路７２によって制御された一定の固定された電流ドレインは、電流制御７２Ａを介してス
ピーカー９１によりドレインされた一定の固定された電流と同じであり、バッテリー制御
回路７３が電流制御７２の調節可能なダミー負荷である。
【０１１０】
　スピーカーがオンまたはオフに切り替えられているかどうかに関わらず、最大の固定さ
れた一定の電流がスピーカーアッセンブリー９０によってドレインされる。スピーカーが
オフの時には、電流ドレインのほとんどが充電可能なバッテリー７４を充電するのに使わ
れる。スピーカーが低いレベルの出力でオンに切り替えられた時には、スピーカーアンプ
６８への電流は、バッテリー制御回路７３を通して供給され、使用されていない電流を継
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続した充電のためにバッテリー７４に分流する。
【０１１１】
　スピーカーアンプ６８による電流ドレインがより高いオーディオパワー出力に増加する
につれて、バッテリー７４を充電するために供給された電流は減少するかまたは完全にカ
ットされる。もっとより高い出力パワーを許容するために電流が更に増加された時には、
バッテリー制御７３は、充電されたバッテリーから追加の電流ドレインを供給するために
その電流経路を反転する。スピーカー９０と関連付けられた、そのようなバッテリー制御
回路７３と充電可能なバッテリー７４により、スピーカー９０は、符号化されたステレオ
信号および２ウェイシリアルコマンド信号を含んだ伝播された信号を乱すこと無しに、ツ
イストペアライン６Ａを介してスピーカー９０に供給された固定された一定の電流を超え
る、より高いオーディオ出力サウンドを生成することができることが明白になる。
【０１１２】
　ここでも、ビデオインターホン特許5,923,363が、ビデオインターホンを動作させるた
めに使われる充電可能なバッテリーとバッテリー制御回路を開示しており、その内容はこ
こに引用によって組み込まれる。5,923,363特許によって開示された別のパワーを与える
方法は、モニターへのパワーサプライのダイレクト接続であり、同じことが本発明のスピ
ーカーにも当てはまる。
【０１１３】
　図５Ｂの９２、図６Ａの２９０および図６Ｂの２９９のスピーカーアッセンブリーは全
て、ライン６Ｇのような標準的なＣＡＴ５ケーブルのツイストペアを使って、別のパワー
ラインを介してパワーを与えられている。図５Ｂは、パワーライン６Ｇをリンクするかま
たは接続するためのパワー端子３を示す。図５Ｂのスピーカー９２の回路全体またはブロ
ック図は、パワーフィード回路を例外として図５Ａのスピーカー９１と同様である。ダイ
レクトパワーリンクまたはフィードは、アンプをその定格出力におけるフル音量で動作さ
せるのに必要とされる幅広く電流が変動するドレインのための調整された電圧ラインであ
るＶＤＤによって供給されるように示されているスピーカーアンプ６８を除いて、スピー
カー９２の回路の全てに供給する調整された電圧源ＶＣＣを出力するための標準的なＩＣ
、ダイオード、トランジスターおよびその他の離散的コンポーネンツを使った周知のスイ
ッチング調整器またはアナログ調整器を含んだ、周知のパワー制御および調整器回路３４
によって制御される。もう１つの違いは、図５Ａに示されたスピーカー９１の回路７１の
ＤＣ分離する回路部分の排除である。
【０１１４】
　スピーカー９２の回路３２Ａは、ＤＣ分離器回路部分を含んでいない。図４Ａ、５Ａお
よび５Ｂのスピーカー９０、９１および９２は、一方向で符号化されたステレオ信号とシ
リアルコマンド信号を抽出するための、および反対方向でマイクロホン信号とシリアルコ
マンド信号を注入するための、同一の回路７１または３２Ａを含む。ステレオデコーダー
６７は、周知のステレオデコーダーＩＣであり、ステレオＦＭラジオのために使われるス
テレオデコーダーのように、低コストで多くの種類で入手可能である。符号化された信号
が圧縮されたオーディオデジタル信号である時には、ステレオデコーダーは、ＭＰ３、ｉ
ＰｏｄまたはＣＤプレーヤーで使われるようなデジタルステレオデコーダーを含んだＩＣ
であるか、またはそのような復号プログラムがＤＳＰデバイス（図示せず）中またはＣＰ
Ｕ４１中にインストールされることができる。
【０１１５】
　ステレオデコーダー６７の出力は、その左チャネル出力を左スピーカー６９に供給する
スピーカーアンプ６８に供給されるが、上で説明したようにスピーカー６９は右または左
スピーカーのどちらかであることができる。スピーカーアンプのもう１つの出力チャネル
は、もう１つのスピーカーをツイストペア６Ｆを介して接続するための端子４を介して右
、または場合によっては左、スピーカーに供給する。図４Ｂの示されたスピーカー９９は
、ツイストペアライン６Ｆの他端をその端子４を介して接続する右、または場合によって
は左、のものである。スピーカーアンプ６８は、シリアルコマンドまたはプロトコルによ
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って制御され、異なる製造業者によるＩＣパッケージで入手可能な、周知のステレオ出力
アンプである。同様に、ステレオデコーダー６７も、シリアルコマンドによって制御され
る。
【０１１６】
　ツイストペアライン６Ａを介して伝播された符号化されたステレオ信号は、抽出され、
復号され、増幅され、カスケードしているツイストペアを介して左右のスピーカーのペア
に供給されることが明らかになる。
【０１１７】
　周知のＲＳ４２２またはＲＳ４８５のような多重化されたシリアルコマンド信号は、符
号化ステレオ信号ライン６Ａ上でスピーカーに供給され、それは信号抽出器回路３２Ａま
たは７１によって抽出されて、ＣＰＵ４１に供給される。シリアルコマンド信号は、コー
ド化されたコマンドからなり、それは例えば、パワーオン、パワーオフ、ミュート、音量
アップ、音量ダウン、トーンハイ、トーンロー、バランス左、バランス右、右チャネルミ
ュート、左チャネルミュート、ハンドフリーマイクロホン起動、話す、聞く、ドアオープ
ンおよびビデオインターホンまたはインターコムおよび／またはホームオートメーション
システムを操作するための多くのその他のコマンドを命令するためのプロトコルを含む、
プロトコルとしても知られる。プロトコルまたはコマンドはまた、ＩＲ受信機２５Ｒ－１
～２５Ｒ－ｎを介しておよびＩＲＲＸ２６Ｒを介してＣＰＵ４１に供給されることもでき
る。ＣＰＵ４１によって処理されたＩＲ遠隔制御コマンドとＩＲ送信機は後に説明される
。
【０１１８】
　以下の記載および請求項における「住居情報信号」という用語は、多重化されて１つ以
上のツイストペアを介して伝播された、ビデオのみ、オーディオのみ、符号化された信号
のみ、シリアル信号のみ、マイクロホン信号のみ、インターコムスピーカー信号のみ、遠
隔制御信号のみ、警報信号のみ、データ信号のみ、制御信号のみ、および／またはその組
み合わせのような、個別の信号の伝播を指し、そこでは前記シリアル信号は、コマンド、
制御、ステータス、データ、遠隔制御、デジタルオーディオ、およびデジタルビデオから
なっていても良い。前記符号化された信号は、符号化されたステレオ、符号化されたモノ
ラルオーディオ信号、およびそれらの組み合わせからなり、そこでは遠隔制御信号への言
及は、ＩＲまたはＲＦのような無線で伝播された信号、およびホームオートメーションで
伝播されたシリアル信号との組み合わせでシリアル信号と共に伝播されるもののような有
線遠隔制御であることができる。
【０１１９】
　ホームオートメーションおよびビデオインターホンまたはインターコムプロトコルを含
んだオーディオシステムのプログラムされたコマンドプロトコルは、伝播された多重化さ
れたシリアルコマンド信号および／または受信されたＩＲ遠隔制御コマンドから抽出され
たあらゆるコマンドの処理を可能とするために、ルックアップテーブルにリスト化され、
ＣＰＵ４１および２４のメモリー中に格納される。これは、スピーカー、オーディオ分配
器９０～９５および２００およびセレクター／エンコーダー１００～１０３が、インター
コムを処理し、制御しそれと通信すること、および／またはアパートメントのその他の部
屋またはゾーンのホームオートメーションおよびオーディオシステムと関連するコマンド
を伝播すること、および／または建物のメインまたはその他のドアを開けることのような
インターコム回路を操作するためのコマンドを伝播すること、および／または緊急事態お
よび警報を生成することと、そのような警報、緊急事態または医学的状態を、ネットワー
クまたはインターネットを介してｅ－サービス、ｅ－警報、ｅ－医療および／またはｅ－
病院および／またはｅ－ショッピングのようなｅ－ステーションと通信すること、を可能
とする。
【０１２０】
　ＣＰＵ４１は、それらがスピーカーアッセンブリーの部屋またはゾーンに宛てられてい
るかどうかに関わらず、全ての受信したコマンドを処理する。ＣＰＵ４１は、ルックアッ
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プテーブルに従って、例えば同じ部屋またはゾーンのホーム機器を操作するためのＩＲ制
御コマンドを生成するか、または　その他の部屋またはゾーンに宛てられた制御コマンド
を中継する。そこにスピーカーが設置された部屋またはゾーン中のスピーカー、オーディ
オシステムおよび／またはインターコムシステムを操作するために宛てられたコマンドは
、ステレオデコーダー６７、スピーカーアンプ６８およびハンドフリーアンプ７６の制御
と動作を含んで、スピーカーのＣＰＵ４１によって実行される。
【０１２１】
上で説明されたように、マイクロホン７０がインターコムと通信することを可能とするた
めに、音楽はミュートされるかカットされなければならず、ビデオインターホンまたはイ
ンターコム５０が呼び出しコマンドを生成した時には、与えられたシナリオは、インター
コムスピーカーを図７および８のセレクター２２の入力ＩＮ－Ｍを介して出力ポートＯＵ
Ｔ－２に自動的に接続することであっても良く、それによりエンコーダーに供給された音
楽ソースからライン６Ｃを介して供給されたインターコムスピーカー信号に切り替えるこ
とによって、エンコーダー２９から音楽ソースをカットする。同時に、ＣＰＵ２４は、イ
ンターコムスピーカー信号を右スピーカーチャネルに伝播するためのモノラルモードに、
ステレオエンコーダー２９を切り替える。
【０１２２】
　インターコム呼び出しコマンドはまた、スピーカーのインターコム呼び出しモードを始
動するために、図４Ａ、５Ａおよび５Ｂに示されたスピーカー９０、９１および９２の回
路７１または３２Ａの信号抽出器によって、受信され、抽出され、参照されたスピーカー
アッセンブリーのＣＰＵ４１に供給され、そこではＣＰＵ４１は、左チャネル出力をミュ
ートし、スピーカーアンプ６８の右出力チャネルを通して呼び出しまたは呼び出し音を生
成するように、スピーカーアンプ６８に命令する。呼び出しまたは呼び出し音はまた、選
択可能な持続時間をもった、選択可能な格納されたメロディーまたはチャイムサウンドで
あることもでき、全てはＣＰＵ４１のメモリー中に格納される。呼び出し音が停止した直
後に、図４Ａ、５Ａまたは５Ｂに示されたスピーカーは、インターコム待機モードに入る
ようにＣＰＵ４１のプログラムによって命令される。
【０１２３】
　インタ－コム呼び出しまたは待機モード中に可能ないくつかの通信シナリオがある。別
のシナリオは、右スピーカー４Ｂがインターコム入口パネルの前に立っている訪問者の声
を出力するが、テナントがオープンボイスキー１２またはＩＲ遠隔制御部４８のオープン
ボイスキーにタッチするまでマイクロホン７０はミュートされることを提供する。これは
、周知のハンドフリー通信をオープンし、そこではマイクロホンとスピーカーが交番で動
作する。マイクロホン７０によって供給されるハンドフリー制御回路７６は、有線または
無線電話システムで使われるもののような、多くの異なるＩＣパッケージで入手可能な、
周知の回路である。
【０１２４】
　ハンドフリーマイクロホンアンプ７６は、ステータス信号をＣＰＵ４１に供給し、その
コマンド受信入力は、スイッチオン、スイッチオフ、話す、聞く、待つおよびミュートの
ようなＣＰＵ４１コマンドを受信するために継続的に準備が出来ている。同時に、ＣＰＵ
４１は、ステレオデコーダー６７とスピーカーアンプ６８を制御し、それはＣＰＵ４１が
、ハンドフリーオープンボイス通信を完全に管理し、音響的ハウリングおよびフィードバ
ックを除去し、スピーカーまたはマイクロホンまたはその両方の音量を増減することを可
能とする。
【０１２５】
　上述したスピーカーおよびマイクロホンを介して本発明のオーディオシステムを通して
、参照された特許および出願のビデオインターホンまたはショッピング端末あるいはあら
ゆるその他の建物のビデオインターコムまたはインターコムの間のハンドフリー通信を制
御する能力は、特に例えば老人および寝たきりの人のための看護建物または家の中の注目
を必要とする寝たきりの人、病人および老人のために、全く新しい遠隔ボイス通信の機会
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を切り開く。ＣＰＵ４１は、「介護士」デスクが遠隔的に「オープンボイス」シリアルコ
マンドを、自分自身ではそうすることができない寝たきりのテナントのアパートメントの
オーディオシステムに供給することを可能とするようにプログラムされ、寝たきりかまた
はその他の介護を必要とするテナントを遠隔的に監視して通信する能力を、介護士デスク
、医者または病院に与える。
【０１２６】
　更に別のシナリオは、ＩＲ遠隔制御４８に「話す」キーを加えて、難聴のテナントが話
すキーを押すことによって、聞くモードから話すモードに切り替えることを可能とするこ
とである。これは、スピーカーからマイクロホンへの音響的ループおよびフィードバック
を完全に排除し、スピーカーアンプ６８の増加した音量を提供し、それにより難聴者およ
び老人に高音量サウンドレベル通信を提供する。異なるシナリオと通信処理プログラムが
ＣＰＵ４１とそのメモリー中に組み込まれることができ、選択可能にされることができる
ことが、上記から明らかになる。上での左右のスピーカーへの言及は便利さのためだけで
あることと、左右の用語は場合によっては反転可能であることが、再度注意されるべきで
ある。
【０１２７】
　ハンドフリーアンプ７６から出力された増幅されたマイクロホン信号は、変調器と出力
バッファー７７と、２００ＫＨｚのような搬送波周波数を有する周知のＦＭ変調器と、Ｆ
Ｍ変調されたマイクロホン信号を信号注入器または挿入器回路７１または３２Ａに供給す
るための出力バッファー、に供給される。信号注入器または挿入器は、ＦＭ変調されたマ
イクロホン信号をツイストペアライン６Ａに供給するため、およびマイクロホン信号を逆
方向に符号化されたステレオ信号伝播まで伝播するための、カップリングコンデンサまた
はＲＦ信号変成器および周知の差動ラインアンプであることができる。ＦＭ変調がこの発
明の好ましい実施形態の変調であるが、ＡＭ，ＳＳＢまたはＰＭのようなあらゆるその他
の変調が代りに使われることができ、しかもマイクロホン信号がデジタル信号である時に
は、周知のデジタル変調ＯＯＫ、ＡＳＫ、ＦＳＫ、ＰＳＫ技術のような変調、またはデー
タ送信および／または多重化で使われるあらゆるその他のデジタル信号の処理、が使われ
ることができる。
【０１２８】
　上で説明されたように、インターコム通信がアクティブである時には、符号化されたス
テレオ信号はミュートされ、従って多重化はＦＭ変調されたマイクロホン信号とシリアル
コマンド信号だけに制限される。信号抽出器、注入器または挿入器の更なる詳細は、ビデ
オインターホンの米国特許5,923,363に記載されており、それはここに引用によって組み
込まれる。
【０１２９】
　図４Ａ、５Ａおよび５Ｂに示されたスピーカー９０、９１および９２へ／から供給され
たシリアルコマンドは、ＣＰＵ４１へ／から供給された信号抽出器、注入器または挿入器
７１または３２Ａによって抽出されて挿入される。ツイストペアライン６Ｄのような差動
信号ライン上を送信された、周知のＲＳ４２２またはＲＳ４８５のようなシリアルコマン
ド信号が、本発明の好ましい実施形態で使われるが、ＤＴＭＦまたはラインコード化およ
び／またはＰＣＭのような変調されたデータおよび／または圧縮されたデータまたはこの
発明のオーディオコンポーネンツと上で説明され上で参照したホームオートメーション特
許に詳述されたビデオインターホンまたはインターコム５０および／またはホームオート
メーションとの間でコマンドを伝播するためのその他の方式のような、あらゆるその他の
制御およびコマンド信号が使われることができる。
【０１３０】
　シリアルコマンドは、デジタルロータリーまたはＤＩＰスイッチ４４を介してか、また
はハードウェアジャンパー設定または左スピーカーアッセンブリーのＣＰＵ４１のメモリ
ー中にアドレスをインストールすることのようなその他のアドレス設定プロセスを介して
設定された、部屋またはゾーンアドレスのようなアドレスを含む。後に説明されるように
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、オーディオ分配器６０はまた、各分配されたステレオ符号化ライン６Ａのためのアドレ
ス設定も提供する。
【０１３１】
　本発明の別の新規なアイテムは、図４Ａ、５Ａ、６Ａおよび６Ｂに示されたＩＲ受信機
２５ＲとＩＲ送信機２５Ｔであり、そこではｎ個のＩＲフォトトランジスターまたはピン
ダイオード２５Ｒ－ｎとＩＲＬＥＤｓ２５Ｔ－ｎが、図６Ａおよび６Ｂに示されたような
左スピーカーおよび／または右スピーカー中に組み込まれることができる。ＩＲフォトト
ランジスターまたはピンダイオード２５Ｒは、ＩＲ遠隔制御部４８からのコマンドを受信
し、受信したコマンドをＩＲＲＸ回路２６Ｒを介してＣＰＵ４１に供給し、それは受信し
たコマンドに従ってステレオデコーダー６７とスピーカーアンプ６８を動作させるか、ま
たはＣＰＵ４１は、同じ部屋またはゾーン中のホームオートメーション機器を動作させる
ことを意図したコマンドを再生成し、上で言及したルックアップテーブルに基づいて再生
成されたコマンドを、ＩＲ遠隔制御電流信号をＩＲＬＥＤｓ２５Ｔ－１～２５Ｔ－ｎに供
給する送信機回路２６Ｔに向かわせて、それにより参照米国特許出願11/939,785に記載さ
れたようなＩＲ遠隔制御ドライバーになり、その開示されたＩＲドライバーの詳細はここ
に引用によって組み込まれる。
【０１３２】
　ＩＲ受信機２５Ｒによって受信されたＩＲコマンドが、別の部屋またはゾーンに宛てら
れている時には、ＣＰＵ４１はコマンドを処理し、シリアルコマンドを、ルックアップテ
ーブルに基づいて、処理されたシリアルコマンドをライン６Ａを介してオーディオ分配器
６０および／またはホームオートメーション分配器５５におよび／またはビデオインター
ホンまたはインターコム５０におよび／またはセレクター／エンコーダー１００に伝播す
るための、注入器または挿入器回路７１または３２Ａに供給し、それにより図４Ａ、５Ａ
および５Ｂのスピーカーアッセンブリー９０、９１および９２が、組み合わされたオーデ
ィオ、ホームオートメーションおよびビデオインターホンまたはインターコムの全体を通
してＩＲコマンドを伝播するためのＩＲ分配ドライバーとなる。ＩＲフォトトランジスタ
ーまたはピンダイオード２５Ｒ－ｎとＩＲＬＥＤｓ２５Ｔ－ｎは、ここに引用によって組
み込まれる特許出願11/939,785に開示されたＩＲドライバーと同様に、回転可能および調
節可能にされることができ、それによりスピーカーアッセンブリーをもったＩＲドライバ
ーという新規な機器となる。
【０１３３】
　一体化されたシステムのシリアルコマンド信号を介してシステムを遠隔的に制御するた
めに、ホームオートメーションのＩＲドライバーをスピーカーの外で使うことも勿論可能
である。インターコムおよび／またはホームオートメーションシステムと関連付けられた
警報、緊急事態または医療デバイスによってインターコムを自動的に宛先とするために、
有線またはＲＦ遠隔制御およびデータ信号を一体化されたシステム内で伝播することも可
能である。図２および３にカメラ５０Ａと医療モニターまたはその他の医療デバイス５０
Ｂとして示されたそのようなデバイスは、ビデオインターホンまたはインターコム５０に
接続されているが、代りにそれらを、医療デバイスを操作するための遠隔制御信号を交換
するためにインターフェースまたはＵＳＢ変換器８０に接続することができる。参照され
たビデオインターホン特許は、緊急事態、警報および医療デバイスと通信するためのＲＦ
送受信機を開示している。
【０１３４】
　上の説明から、図４Ａ、５Ａおよび５Ｂに示されたスピーカーアッセンブリーと、後に
説明されるように、また図６Ａおよび６Ｂに示されたスピーカーアッセンブリーは、制御
されたステレオサウンドまたはモノラルインターコムサウンドを出力するために単一のツ
イストペアライン６Ａを介して伝播された符号化されたステレオ信号を受信し、同じライ
ン６Ａ上でインターコムシステムと通信するように返されたマイクロホン信号を供給する
ことができることが明らかである。スピーカーは、ホームオートメーションシステム、ビ
デオインターホンシステムによって、ＩＲまたはあらゆるその他の遠隔制御デバイスを介
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して、制御されることができることも、上記から明らかである。本発明のスピーカーアッ
センブリーは、オーディオシステム、ハンドフリーマイクロホン信号通信、ビデオインタ
ーホンまたはインターコムシステムの通信と動作を制御し操作するために、および／また
はアパートメントのホームオートメーションシステムを操作するために、ＩＲ遠隔制御を
伝播するためのＩＲドライバーシステムになることができることも明らかである。
【０１３５】
　図１Ａ～１Ｆ、図２および図３に示されたセレクター／エンコーダー１００は、全ての
バージョンと組み合わせの可能性を組み合わせるセレクター／エンコーダーである。図７
、８および９に示されているのは、それぞれセレクター／エンコーダー１０１、１０２お
よび１０３の３つのブロック図であり、各々は異なるパワーフィードと、インターコムス
ピーカーとマイクロホン信号を接続するための異なる回路および接続を示す。好ましい実
施形態のスピーカーおよびマイクロホン信号は、与えられたアパートメントの内部で１つ
より多くのインターコムハンドセットまたはパネルを相互接続するためにインターコムシ
ステムによって一般的に使われるアナログ信号である。そのような一般的なインターコム
スピーカーおよびマイクロホン信号は、接地ラインと、図１０に示された端子５６および
５７のようなマイクロホンライン端子およびスピーカーライン端子の間に接続される。イ
ンピーダンスと信号レベルは、オーディオシステムの対応する出力および入力とマッチし
なければならないので、マイクロホンとスピーカーの信号とラインは、スピーカー信号の
ために入力ラインバッファー３８を、マイクロホン信号のために出力信号バッファー３７
を使って、バッファーされなければならない。そのようなバッファーによって、一般的に
使われるインターコムのアナログスピーカーおよびマイクロホン信号のより低いインピー
ダンスとより高い信号レベルは、オーディオ信号伝播のために使われるより高いインピー
ダンスとより低い信号レベルとマッチされる。
【０１３６】
　信号伝播が全てデジタルである時には、一般的なインターコムシステムを本発明のオー
ディオシステムと相互接続するために、同様のバッファー回路が必要である。但し、イン
ターコムシステムがデジタルオーディオ伝播を使う時には、バッファー回路３７および３
８は、Ｄ／Ａ（デジタル－アナログ）および／またはＡ／Ｄ（アナログ－デジタル）変換
器を含み、インターコムとオーディオシステムの両方の処理された信号の間の整合性を確
かなものとするように、ＣＰＵ４１または２４中にインストールされたＤＳＰデバイスま
たはデジタルオーディオ処理プログラムを含む。
【０１３７】
　バッファーアンプ３７または３８またはその両方のいくつかは、図６Ａの２９０のよう
なスピーカーアッセンブリー中に、または図７および８のセレクター／エンコーダー１０
１および１０２中に、または図１０、１１および１５の分配器６０、６１および２００中
に、含まれていても良いので、全ての接続可能性が図７～９に描かれてはいないが、示さ
れたブロック図は、多くの相互接続可能性を完全に開示するのに十分である。
【０１３８】
　セレクター／エンコーダー１００への多くのパワーフィードの可能性が、スピーカーへ
のパワーフィードまたはシステム全体へのパワーリンクまたはフィードとの関係で、即ち
、セレクター／エンコーダー１００を介して、またはオーディオ分配器６０を介して、ま
たはホームオートメーション分配器５５を介して、または両分配器５５および６０を介し
て、そして符号化ステレオライン６Ａを介してかまたは別のパワーラインリンク６Ｇを介
して供給されたパワーか、またはそのパワーコネクター１７を介してセレクター／エンコ
ーダー１００をリンクしているパワーサプライからのダイレクトパワーフィードをもって
、上に説明された。
【０１３９】
　図７は、パワーコネクター１７を介してパワーサプライ５６（図示せず）によって直接
供給されたパワーをもつか、または両分配器５５および６０の一方または両方を介してお
よび図１Ｃのツイストペアライン６Ｇを介してパワーサプライ５６にリンクされた、セレ
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クター／エンコーダー１０１を示す。パワーがライン６Ｇを介して供給されている時には
、コネクター１７は使用されず不要である。パワーがパワーサプライ５６によって直接コ
ネクター１７に供給されている時には、ライン６Ｇは図５Ｂ、６Ａおよび６Ｂに示された
スピーカーアッセンブリー９２、２９０および２９９に供給するリンクラインになる。
【０１４０】
　コネクター１７に直接かまたはライン６Ｇを介して供給されたパワーは、図５Ｂ、６Ａ
および６ＢのスピーカーアッセンブリーのＤＣパワー制御および調整回路３４および図７
のセレクター／エンコーダー１０１のパワー調整回路３４Ａによって調整され制御される
。両方の調整器３４および３４Ａが調整された電圧ＶＣＣを提供すると共に、２つの調整
器の間の違いは、スピーカーアッセンブリーのために必要とされ調整器および制御回路３
４によって提供される電圧および電流制御ラインＶＤＤであり、一方で図７のセレクター
／エンコーダー１０１の調整器３４Ａは調整されたＶＣＣのみを出力する。
【０１４１】
　図８は、そのパワーが、それぞれ図４Ａおよび５Ａのスピーカー９０および９１の回路
７１によっても使われ上で説明された、コイル、コンデンサおよびフィルターからなる回
路であるＤＣ分離器回路３５に、符号化ライン６Ａを介して、分配器５５および６０の一
方または両方を通してパワーサプライ５６によって供給される、セレクター／エンコーダ
ー１０２を示す。分離されたＤＣは、図８のセレクター／エンコーダー１０２の動作のた
めに必要とされるＶＣＣを調整する、電流制御およびＤＣパワー調整回路３４Ｂに供給さ
れる。
【０１４２】
　上で説明したように、セレクター／エンコーダー１０２の電流消費は低く、従ってセレ
クター／エンコーダー１０２に供給された電流は、温度、コンポーネント耐性およびその
他のマイナーな変量のための電流ドレインの変動を確かなものとするように計算されたお
よそ１０％の残留電流変動を調節するための制御された分流回路を含む電流制御回路３４
Ｂによって制御された、一定の固定された電流である。セレクター／エンコーダーによる
低い電流ドレインは、制限の無いセレクター／エンコーダー１００とオーディオ分配器６
０の間のツイストペアライン６Ａを介した符号化されたステレオ信号と多重化されたシリ
アルまたはマイクロホン信号の伝播と共に、ＤＣ電流を供給することを簡単にする。
【０１４３】
　図９は他方において、パワー制御および調整３４Ｃと、図１Ａおよび１Ｂに示され上で
説明された図４Ａのスピーカーアッセンブリー９０にパワーを与えるためにＤＣパワーを
符号化ステレオライン６Ａに注入するＤＣ注入器または挿入器３５Ａを介した、セレクタ
ー／エンコーダー１０３のコネクター１７を通したパワーサプライ５６によるＤＣフィー
ドを含む、セレクター／エンコーダー１０３を示す。スピーカーに供給された電流は変動
し、符号化ライン６Ａを介してスピーカーに供給された電流を制限する必要がある。電流
は、パワー制御および調整回路３４Ｃの周知の一定電流調整器部分によって制御される。
【０１４４】
パワーサプライリンクとインターコム信号伝播変動を例外として、セレクター／エンコー
ダー１０１～１０３の全てのその他の回路は同じである。セレクター２２は、ＩＮ－１～
ＩＮ－ｎおよびＩＮ－Ｍのいずれかを、ＯＵＴ－１およびＯＵＴ－２として示された出力
１９のいずれかと接続するための、周知のアナログ多重化器またはデジタルスイッチまた
はマトリクスセレクターである。５つの示された入力１８の各々は、ＭＰ３、ＣＤ、ｉＰ
ｏｄ、ＤＶＤ、ブルーレイおよびあらゆるその他の音楽プレーヤー、またはラジオおよび
テレビセットまたはセットトップボックス、テレビのためのケーブルおよび／または衛星
変換器を含んだその他のオーディオソースのような、あらゆる周知の音楽プレーヤーを接
続するためのステレオＬ－Ｒ入力である。５つのステレオ入力のみが示されているが、あ
らゆる数の入力がセレクター２２中に組み込まれることができる。示された入力ＩＮ－Ｍ
は、インターコムスピーカー信号のためのモノラル入力である。２つの示された出力１９
は、選択された入力をその他の周知のオーディオアンプまたはプリアンプに接続するため
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のＯＵＴ－１と、選択された入力をステレオエンコーダー２９に供給するためのＯＵＴ－
２である。２つの出力のみが示されているが、セレクターはあらゆる数の出力を組み込む
ことができる。
【０１４５】
セレクターは、操作および選択キー１１～１３Ａを介してセレクター／エンコーダー１０
１～１０３に、ＩＲフォトトランジスターまたはピンダイオード２５およびＩＲＲＸ２６
を介してＩＲ遠隔制御部４８に、またはその他のタイプの遠隔制御部に、および／または
シリアルライン６Ｄとシリアルドライバー２８を介してＣＰＵ２４に伝播された、ビデオ
インターホン５０とホームオートメーション制御システムによって共有されたシリアルコ
マンドネットワークを介して、供給されたコマンドに従って、１つの選択された入力を全
ての出力に、または与えられた入力を与えられた出力に、接続するためのＣＰＵ２４から
供給されたコマンドによって、操作される。
【０１４６】
代替的に、シリアルコマンドは、差動受信機抽出器３２によって多重化された符号化ステ
レオライン６Ａから抽出されて、ＡＳＫデコーダー３３を介してＣＰＵ２４に供給される
ことができる。ＣＰＵはまた、オンに切り替えて差動ツイストペアドライバー３１にステ
レオ符号化信号を出力するように、ステレオ変調器２９に命令する。
【０１４７】
ステレオエンコーダーは、周知のＪＲＣによるモデルＮＪＭ２０３５、またはＲＯＨＭに
よるＢＨ１４１５および多くのその他のステレオエンコーダーＩＣｓのような、符号化さ
れた信号をＦＭラジオ送信機に供給するための単一パッケージＩＣを含んだ、異なるパッ
ケージで入手可能な、周知のエンコーダーＩＣである。デジタルステレオ信号が伝播され
た時には、デジタルステレオエンコーダー、例えば周知のFree ScaleによるIC MC44C401L
または広く入手可能なその他のＩＣｓ、が代りに使われる。
【０１４８】
いくつかのデジタルステレオエンコーダーおよびデコーダーは、エンコーダーとデコーダ
ーの間で、マルチオーディオチャネルと、２ウェイインターコムスピーカーおよびマイク
ロホン信号を含んだデータ信号を伝播することができる、プログラムされたＤＳＰデバイ
スである。そのようなＤＳＰデバイスは、差動受信機３２とＡＳＫデコーダー３３を不要
で使用されないものにする。
【０１４９】
　ＣＰＵ２４は、コネクター２０－１～２０－ｎを介して、再生デバイスおよび／または
音楽ソースの各々を個別に遠隔的に操作するためのシリアルコマンドを供給する。操作お
よび選択キー１１～１３ＡまたはＩＲ遠隔制御４８を介してまたはホームオートメーショ
ン制御ネットワークおよびビデオインターホン５０を介して生成されたコマンドは、その
ようなシリアルコマンド入力コネクター（図示せず）が設けられた再生デバイスまたは音
楽ソースに、ＣＰＵ２４のメモリー中に格納されたルックアップテーブルに基づいて、Ｃ
ＰＵ２４から供給される。ＣＰＵ２４は応答して、それが受信するコマンドに基づいてオ
ーディオシステムの機能および特徴の全てを操作するか、またはシリアルドライバー２８
とライン６Ｄを介して、および／または差動ツイストペアドライバー３１とライン６Ａを
介して、ホームオートメーション機器を操作するためのコマンドを転送する。
【０１５０】
　図７は、信号レベルとラインインピーダンスをマッチするのに必要である、２つのバッ
ファー回路、上で説明したインターコムスピーカーバッファー３８とマイクロホンバッフ
ァー３７、を示す。２つのバッファーは、セレクター／エンコーダー１０１が、ビデオイ
ンターホンまたはインターコムも壁ソケット９に接続されていることを示す図１Ｂに示さ
れたスピーカー９０に、壁ソケット９を介して直接接続される時に必要とされる。
【０１５１】
　スピーカー９０は単一のツイストペア６Ａを介して接続されるので、インターコムスピ
ーカー信号をスピーカーに直接供給することが不可能であり、この理由のために、スピー
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カー信号は、ＣＡＴ５ケーブル６のスピーカーツイストペアライン６Ｃを介して壁ソケッ
ト９を通してセレクター／エンコーダー１００に、またＲＪ４５を介して図７に示された
インターコムスピーカーバッファー３８の入力に、供給される。スピーカーバッファー３
８は、インターコムがアクティブである時には、モノラルスピーカー信号をモノラルモー
ドで動作しているエンコーダー２９に接続するためのセレクター２２の入力ＩＮ－Ｍに、
および符号化されたモノラル信号をライン６Ａを介してスピーカー９０に供給するための
差動ドライバー３１に、インターコムスピーカー信号を供給するために、信号レベルとイ
ンピーダンスをマッチさせる。
【０１５２】
　マイクロホン信号は、マッチしたマイクロホン信号レベルおよびラインインピーダンス
をＣＡＴ５ケーブルのツイストペアライン６Ｂと壁ソケット９を介してインターコム回路
のマイクロホン入力に出力するために、復調されたマイクロホン信号をマイクロホンバッ
ファーアンプ３７に出力するためのＦＭ復調器３６に受信したＦＭ変調器マイクロホン信
号を供給する差動受信機３２に、壁ソケット９、ＣＡＴ５ケーブル６およびＲＪ４５コネ
クター２１を通してツイストペアライン６Ａ上で多重化された、スピーカー９０から逆方
向に供給される。
【０１５３】
　図８は、インターコムスピーカーバッファー３８のみを含みマイクロホンバッファー３
７を含まない、セレクター／エンコーダー１０２を示す。これは、マイクロホン信号が、
図２に示された端子５６を介してインターコム回路に直接、図１１のオーディオ分配器９
１に含まれたバッファーアンプ３７を介して、ルーティングされているからである。
【０１５４】
　インターコムスピーカー信号は、図１１に示されたようなセレクター／エンコーダー１
００を介してルーティングされ、そこではスピーカーラインは、図２に示されたような壁
ソケット９とＣＡＴ５ケーブル６を介して、図８のセレクター／エンコーダー１０２にラ
イン６Ｃを介して直接信号を供給するためのＲＪ４５コネクター２１に、端子５７を介し
て接続されている。
【０１５５】
　図９は、インターコムのためのバッファー回路を組み込んでいないセレクター／エンコ
ーダー１０３を示す。セレクター／エンコーダー１０３は、ツイストペアライン６Ｃを介
して供給されたバッファーされたインターコムスピーカー信号を接続することのみを提供
する。例えば、そのようなスピーカーのバッファーされた信号は、図１５の組み合わされ
たホームオートメーションおよびオーディオ分配器２００から、図３に示されたようなＣ
ＡＴ５ケーブル６のツイストペアライン６Ｃを介して壁ソケット９に供給され、これに応
じて上で説明したようにセレクター２２はスピーカー信号をエンコーダー２９に接続する
ことができる。
【０１５６】
　マイクロホン信号は図８および９のセレクター／エンコーダー１０２および１０３には
供給されないので、図７に示されたマイクロホンライン６ＢのためのＦＭ復号器３６、マ
イクロホンバッファーアンプ３７およびＲＪ４５の接続ピン２１は、図８および９のセレ
クター／エンコーダー１０２および１０３のブロック図には含まれていない。上で説明し
たように、インターコム回路とオーディオシステムの間の異なる相互接続が可能であり、
ビデオインターホンまたはインターコムへの／からのマイクロホン信号およびスピーカー
信号は、バッファーされて、下で説明するようにセレクター／エンコーダー１００、１０
１、１０２または１０３を通してであれ、オーディオ分配器を介してであれ、オーディオ
システムへ／から伝播されることができることが、図７、８および９から明らかである。
【０１５７】
　セレクター／エンコーダー１０１、１０２および１０３は全て、シリアルコマンドをＣ
ＰＵ２４に供給するための多重化された符号化ライン６Ａを介して供給されたシリアルコ
マンド信号を抽出して復号するために、差動受信機３２とＡＳＫデコーター３３を含むよ
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うに示されている。同様に、ＣＰＵ２４は、シリアルコマンドを多重化して、符号化ライ
ン６Ａを介して分配器５５および６０～６３に伝播するための差動ツイストペアドライバ
ー３１に、シリアルコマンド信号を供給するように示されている。
【０１５８】
　２ウェイで伝播されたシリアルコマンド信号に接続されることができるコネクター２１
のピン６Ｄは、Ｉ／Ｏポートとしても知られる、シリアルコマンドポートである。図７、
８および９はまた、全てのセレクター／エンコーダー１０１、１０２および１０３がそれ
ぞれ、ツイストペアライン６Ｄを介して２ウェイシリアルコマンドを供給する、シリアル
ドライバー入力／出力２８を含むことを示す。この二重の信号伝播は、システム構成と、
シリアルコマンド信号を伝播するための１つの経路または別のものの選択における柔軟性
を可能とするが、それは必須ではない。
【０１５９】
　上の全てから、セレクター／エンコーダー１００、１０１、１０２および１０３は、異
なる回路のその他の変形および変更からなっていても良いことと、符号化されたステレオ
信号とその他の多重化された信号を搬送しているカスケードしている単一のツイストペア
を介してスピーカーのペアにステレオサウンドを供給するオーディオシステムのセットア
ップに異なる接続が実装されることができることと、オーディオシステムは、ＩＲまたは
その他の遠隔制御デバイスによっておよび／またはホームオートメーションシステムによ
って伝播されたシリアルコマンドを介して、操作されることができること、が明らかであ
る。
【０１６０】
　参照されたセレクター／エンコーダーからなる拡張されたオーディオシステムは、ＣＡ
Ｔ５またはその他のケーブルのカスケードしているツイストペアを使って、ビデオインタ
ーホンまたはインターコムシステムとおよび／またはホームオートメーションシステムと
、一体化されて接続されることができることも明らかである。
【０１６１】
　図１０は、２ウェイシリアルコマンドの伝播を含み、符号化ライン６Ａを介してスピー
カーに供給されたパワーをもち、符号化されたステレオ信号をｎ個のスピーカー９０およ
び９９に伝播している、図１Ｄ～１Ｆおよび図２に示された、オーディオ分配器６０を示
す。オーディオ分配器６０は、マイクロホン信号をインターコム５０におよびインターコ
ムスピーカー信号をスピーカー９０に接続するように、図１Ｅ、１Ｆおよび２に更に示さ
れている。
【０１６２】
　セレクター／エンコーダー１０１、１０２および１０３について上で説明したように、
インターコム回路およびオーディオシステム回路のインピーダンスと信号レベルはマッチ
される必要がある。このために、２つのバッファー回路、スピーカーバッファー３８とマ
イクロホンバッファー３７が図７に示されているが、図９には示されていない。図９のセ
レクター／エンコーダー１０３と共にバッファー回路を使わないことの理由は、分配器６
０の端子５７および５８を介してビデオインターホン５０のインターコム回路の間で直接
、およびこれもまた図２に示されたライン６Ａを介してオーディオシステムのスピーカー
９０に、マイクロホンおよびインターコムスピーカー信号を伝播する、図１０に示された
オーディオ分配器６０中への同じバッファー回路の導入である。そのようなセットアップ
では、セレクター／エンコーダー１０１の機能は、インターコムが起動された時に音楽を
ミュートまたはカットすることとモードをモノラルに切り替えることだけである。
【０１６３】
　図１１は、マイクロホンバッファー３７を含むがインターコムスピーカーバッファー３
８は含まない、オーディオ分配器６１を示す。マイクロホンのバッファーされた信号は、
分配器６１の端子５６を介してビデオインターホン５０のマイクロホン端子（図示せず）
に直接供給される。但し、インターコムスピーカー信号は、セレクター／エンコーダー１
０２の対応するコネクターＲＪ４５を介して図８に示されたセレクター／エンコーダー１
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０２のスピーカーバッファー回路３８の入力にバッファーされていないスピーカー信号を
供給している、ツイストペアライン６Ｃを介してＲＪ４５コネクター２１を通して供給さ
れる。
【０１６４】
　図４Ａおよび５Ａのスピーカー９０または９１からのマイクロホン信号は、信号分離器
およびＤＣ注入器または挿入器３５Ｂ－１～３５Ｂ－ｎを介してツイストペア受信機およ
びドライバー４２－１～４２－ｎを接続している差動ラインの端子から、そのマイクロホ
ン回路が起動された時にインターコムと係合されたスピーカーチャネルを選択するための
差動スイッチ４０に、供給される。差動スイッチ４０は、図１０および１１に１Ａ／１Ｂ
～ｎＡ／ｎＢとして示された２ウェイポートのいずれかを２ウェイポート１Ｃ／１Ｄ～２
Ｃ／２Ｄに接続するための、周知のアナログ多重化器スイッチまたは周知のデジタルスイ
ッチのような、周知のセレクターである。差動スイッチ４０は、動作しているアクティブ
なマイクロホンのＦＭ変調された信号を、差動受信機３２、ＦＭ復調器３６およびバッフ
ァー３７からなるマイクロホン信号抽出器に伝播するように、ＣＰＵ４１によって動作さ
せられ制御される。ＦＭ復号器３６は、バッファーされたマイクロホン信号をマイクロホ
ン端子５６におよびＲＪ４５コネクター２１のマイクロホン接続ピンに供給するためのバ
ッファーアンプ３７に、復号されたマイクロホン信号を供給する。
【０１６５】
　インターコムスピーカー信号は、スピーカーのバッファーされた信号を差動ドライバー
３１に供給するスピーカーバッファーアンプ３８に端子５７を通して供給されるように図
１０に示されている。差動ドライバー３１は、差動スピーカー信号を、選択され係合され
たスピーカーチャネル、即ち、そのマイクロホン信号が反対方向に供給されているチャネ
ル、をインターコム５０と接続している差動ライン中に、差動スイッチ４０を通して注入
する。これにより、選択されたスピーカーチャネルと本発明の示されたビデオインターホ
ン５０のインターコム回路の間の２ウェイ通信が、良好に実装されていることが明らかに
なる。
【０１６６】
　上で説明したように、ステレオエンコーダー２９は、例えば左スピーカーをミュートし
、モノラルモードに切り替えるように命令されて、５０Ｈｚと５ＫＨｚの間の周波数レン
ジを有するモノラルスピーカーサウンドを、例の通りに右スピーカー信号のみを増幅する
ように命令されたスピーカーアンプ６８にスピーカー信号を供給するためにステレオデコ
ーダー６７に供給された差動信号ラインに注入することを可能とする。２００ＫＨｚの搬
送波周波数を有するＦＭ変調されたマイクロホン信号は、符号化されたステレオ３０Ｈｚ
～９０ＫＨｚ帯に割り当てられたオーディオ周波数から良く分離されており、よって、ス
ピーカーおよびマイクロホン信号はお互いと干渉することができないのでせず、しかも全
ての参照されたスピーカーのＣＰＵ４１は、音響的フィードバックが最小化され、信号が
交番に伝播されるように、ハンドフリー回路７６を制御する。好ましい実施形態の符号化
ライン６Ａを介したオーディオシステムを通したインターコム通信が、ビデオインターホ
ンまたはインターコム５０とのハンドフリー通信を便利で欠陥のないものにすることが明
白になる。
【０１６７】
　図１０は、パワーをツイストペアライン６Ｇを介して図７のセレクター／エンコーダー
１０１に接続するために、ＲＪ４５コネクター２１のピン６Ｇにも接続されているパワー
端子またはコネクター５１を介して、パワーがオーディオ分配器６０に供給されることを
示す。パワーは、調整されたＶＣＣ電圧源を分配器回路に、パワーを注入するための制御
された電流をスピーカー端子１－１～１－ｎに接続されたステレオ符号化ライン６Ａを介
して図４Ａおよび５Ａのスピーカー９０および９１に提供するために、オーディオ分配器
６０のパワー制御および調整３４に供給される。
【０１６８】
　ＤＣ電流は、信号分離器およびＤＣ注入器回路３５Ｂ－１～３５Ｂ－ｎを介して符号化
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ステレオラインに注入される。上で説明したその他のＤＣ注入または挿入回路と同様の回
路は、スピーカーアッセンブリー９０および９１への／からの２ウェイ信号が通過するこ
とを許容して、パワーフィード端子からの全ての信号を除去するように、コイル、フィル
ターおよびコンデンサを含む。これにより、図１Ｂに示されたシステム中でのように、多
重化されたシリアル信号および／またはＦＭ変調されたマイクロホン信号を含んだ参照さ
れたセレクター／エンコーダーのいずれかから供給された符号化されたステレオ信号を含
んだ２ウェイ通信は、全てツイストペアライン６Ａを介してスピーカー９０または９１に
供給されたＤＣ電流と共に、乱れ無しで伝播されることができる。
【０１６９】
　上で説明され、参照された米国特許5,923,363に開示された差動受信機とバッファー４
２－１～４２－ｎは、全て受信機／エンコーダー１００、１０１、１０２および１０３の
いずれかからの符号化されたステレオ信号を供給されるが、宛先にされたドライバーまた
は複数のドライバーのみがＣＰＵ４１によって命令された通りに動作する。図１０～１５
に示されるように、全ての参照された分配器６０、６１、６２、６３、６４および２００
は、各ステレオチャネルのために部屋またはゾーンアドレスを設定するための回路４４－
１～４４－ｎを含み、また図１０～１４に示された端子５３を介してオーディオ分配器の
いずれかに接続されたホームオートメーションのシリアルコマンドを含んだ、符号化ライ
ン６Ａを介しておよび／またはシリアルコマンドラインを介して伝播された、シリアルコ
マンド信号への／からの抽出および注入回路を含む。
【０１７０】
　図２に示されたホームオートメーション分配器５５へ／から伝播されたシリアルコマン
ド信号は、それぞれのシリアルコマンドポートおよびシリアルコマンド信号ライン６Ｄを
介して、ＣＰＵ４１への／からの、およびセレクター／エンコーダー１００、１０１、１
０２および１０３への／からの、シリアルコマンドを供給し受信する、図１０～１５の全
ての参照されたオーディオ分配器に示されたシリアルコマンドポート５３およびライン６
Ｄを介して、シリアルドライバー入力／出力２８を通して交換される。
【０１７１】
　回路４４－１～４４－ｎは、通過する符号化された信号またはインターコムスピーカー
信号および／またはシリアルコマンドを供給するように、設定された通りの対応する宛先
にされた部屋またはゾーンを有する差動ドライバーまたは複数のドライバー４２－１～４
２－ｎのみがコマンドを受信することを確かなものとする。但し、スピーカーから供給さ
れたシリアル信号は、回路４４－１～４４－ｎの抽出回路によってドライバー４２から抽
出され、それに作用するようにＣＰＵ４１に供給されるか、またはＣＰＵ４１からシリア
ルドライバー２８を介してホームオートメーション分配器５５にまたはセレクター／エン
コーダー１００～１０３に伝播される。
【０１７２】
　図１１は、インターコムスピーカー信号をツイストペアライン６Ｃを介して図７に示さ
れたセレクター／エンコーダー１０１のスピーカーバッファー３８の入力に転送するため
に、インターコムスピーカー信号は処理されないが、端子５７を通してＲＪ４５コネクタ
ーに供給されるだけである、変形されたオーディオ分配器６１を示す。別の違いは、端子
５１を介してパワーサプライ５６（図示せず）に直接リンクされるように示された、オー
ディオ分配器６１にパワーを与えることにある。パワーは、分配器回路のためにＶＣＣを
、およびコネクター３－１～３－ｎを介した図５Ｂのスピーカー９２への別のパワー分配
を提供する、パワー制御および調整３４に供給される。パワーサプライ５６への接続の外
では、直接かまたはホームオートメーション分配器５５とスピーカー９２へのパワーフィ
ードとインターコム信号のセレクター／エンコーダー１０１への転送を通して、全ての残
りの回路が、オーディオ分配器６０について上で説明したのと同じやり方で機能し動作す
る。
【０１７３】
　図１２の分配器６２は、図１０の分配器６０の変形バージョンである。それは、インタ
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ーコム相互接続と、インターコム通信一体化回路とマイクロホン／スピーカー選択器４０
を含まない。それ以外は、オーディオ分配器６２は、ツイストペアライン６Ａを介したパ
ワーを含んだ符号化されたステレオ信号をスピーカー９０および９１に伝播するためのオ
ーディオ分配器６０と同一である。同様に、オーディオ分配器６２は、ホームオートメー
ション分配器５５に接続され、シリアルライン６Ｄとシリアルコマンドポートまたはコネ
クター５３を介して伝播された２ウェイシリアルコマンド信号で、ホームオートメーショ
ンシステムと、または符号化ライン６Ａを介しておよび／またはシリアルコマンドライン
およびポート６Ｄを介してセレクター／エンコーダー１０１と、通信することができる。
【０１７４】
　図１３のオーディオ分配器６３は、図１０のオーディオ分配器６１の変形バージョンで
ある。それは、マイクロホン処理回路と、インターホンスピーカーおよびマイクロホンラ
インへの相互接続と、マイクロホン／スピーカー選択器２２を含まない。それ以外は、そ
れは、パワーコネクター３－１～３－ｎを介したスピーカー９２へのダイレクトパワーフ
ィード方法を有した、オーディオ分配器６１と同様である。分配器６３は、分配器６１と
同様に、パワーフィードのため、およびシリアルラインおよびポート６Ｄを介してオーデ
ィオシステムとホームオートメーションシステムの間でまたは符号化ライン６Ａを介して
分配器６３とセレクター／エンコーダー１０３の間でシリアルコマンドを交換するために
、ホームオートメーション分配器５５と一体化されることができる。符号化されたステレ
オ信号のスピーカー９２への分配と、オーディオシステムおよびオーディオ分配器６３の
制御は、分配器６３には含まれていないインターコムシステムの制御を除いて、分配器６
０について上で説明したのと同じである。
【０１７５】
　図１４は、増幅されたステレオ信号を図４Ｂに示されたｎ個のスピーカー９９に供給す
るためのｎ個のアンプ６５を組み合わせるオーディオ分配器６４を示す。分配器６４は、
左／右ステレオ信号をｎ個のステレオアンプ６５に供給するために、符号化されたステレ
オ信号を差動受信機と注入器または挿入器３２を介して受信し、符号化された信号を図４
Ａ、５Ａ、５Ｂおよび６Ａのスピーカーによって使われたデコーダーと同じか同様である
ステレオデコーダー６７に供給する。ステレオ出力信号は、コネクター４－１Ｌ／４－１
Ｒ～４－ｎＬ／４－ｎＲとツイストペアライン６Ｆを介して図４Ｂに示されたスピーカー
９９に供給される。図４Ｂに示されたスピーカーアッセンブリーがコネクター４をもった
スピーカー自体のみを含み、その他の回路、マイクロホンおよびＩＲ受信機／ＩＲ送信機
を含まないので、ＤＣ注入器、２ウェイ信号分離器および／または複数の差動受信機およ
びバッファ－のような、その他の参照された分配器で使われた回路の多くは、不要となり
使用されない。
【０１７６】
　オーディオ分配器６４へのパワーは、直接パワーサプライ５６から、またはホームオー
トメーション分配器５５を介して図１４に示されたコネクター５１に、またはツイストペ
アライン６ＧとＲＪ４５コネクター２１を介して、接続される。２ウェイシリアルコマン
ド信号は、シリアルコマンドライン６Ｄを介してかまたは符号化ライン６Ａを介して、両
方ＲＪ４５コネクター２１を通して、オーディオ分配器６４とセレクター／エンコーダー
１０１の間で伝播されることができる。オーディオシステムとホームオートメーションシ
ステムを一体化しているシリアルコマンド信号は、分配器５５および６４の両方に接続さ
れ、シリアルコマンド端子またはポート５３を介して供給され、ドライバー２８を通して
交換される。それ以外は、ＣＰＵ４１とステレオアンプ６５を含んだその他の回路は全て
、上で説明された。
【０１７７】
　上記の説明から、オーディオ分配器６４は、ツイストペア６Ｆ、各スピーカーを接続す
るための単一のツイストペア、を介して図４Ｂに示されたスピーカー９９に増幅されたス
テレオ信号を分配し、シリアルコマンドと多重化された符号化されたステレオ信号を供給
するのに単一のツイストペアを使い、ＩＲ遠隔制御４８を介しておよび／またはホームオ
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ートメーションシステムを介して、セレクター／エンコーダー１０３のキーからスピーカ
ーペアに供給された音楽を制御するためにシリアルコマンドを使う、ことができることが
明らかである。
【０１７８】
　図３に示されているのは、上で説明した全体を通してＣＡＴ５ケーブル６またはその他
の標準的なケーブルとＲＪ４５コネクターまたはその他の標準的なコネクターを使った、
本発明のオーディオシステムの相互接続方法と装置である。４つのツイストペアをＰＣネ
ットワーキングのための標準として有する、ＣＡＴ５ケーブル６のような、与えられたケ
ーブルの複数のツイストペアを使ったそのような相互接続のために、信号を個別に複数の
ツイストペアを介して伝播することが可能であるので、多重化された信号を単一のツイス
トペア上で伝播するために異なる信号を組み合わされた信号に多重化することの必要は要
求されない。これにより、信号注入、抽出および／またはＤＣ注入回路は、不要となり、
複数のツイストペア接続のために構造化された分配器またはスピーカーには含まれず、そ
れは装備を施された複数のコネクターの材料コストと労働対コストの両方を補償し得る。
【０１７９】
　図１５の分配器２００、図６Ａの左スピーカー２９０および図６Ｂの右スピーカー２９
９は、全体を通してＣＡＴ５ケーブル６およびＲＪ４５コネクター２１を介して相互接続
された、図３に示されたシステムに組み合わされる。ここでの左右のスピーカーへの言及
は再度、便利さのためだけであり反転されることができ、そこでは左は右またはＡスピー
カーとして読まれることができ、右は左またはＢスピーカーとして読まれることができる
。
【０１８０】
　図６Ａは、ＣＡＴ５ケーブル６を使って、左スピーカー２９０を図１５の組み合わされ
た分配器２００に接続するために２つのＲＪ４５コネクター２０１を使う、スピーカーア
ッセンブリー２９０を示す。コネクター２０２は、左スピーカーアッセンブリー２９０を
、同じＣＡＴ５ケーブル６とＲＪ４５コネクターを介して図６Ｂに示された右スピーカー
アッセンブリー２９９と接続するためのものである。多重化信号受信機、抽出器または分
離器および注入器または挿入器３２は、図１４に示されたオーディオ分配器６４で使われ
たのと同じ回路であり、図５Ｂのスピーカーアッセンブリー９２に示された回路３２Ａの
ＦＭ変調されたマイクロホン信号のために入力を多重化すること無しに、２ウェイシリア
ル信号と多重化された符号化されたステレオ信号を受信するためのものである。これは、
スピーカー２９０のマイクロホン信号が符号化ライン６Ａ中に注入されないからである。
ハンドフリーマイクロホンアンプおよびバッファー７６Ｂから組み合わされた分配器２０
０に供給されたマイクロホン信号は、ＲＪ４５コネクター２０１を装備した、ＣＡＴ５ケ
ーブル６のツイストペアライン６Ｂを介して供給されたバッファーされたマイクロホン信
号である。
【０１８１】
上述したマイクロホン回路７６Ｂと上のコネクター２０１、２０２とシリアルドライバー
２８とシリアル信号接続の追加の外では、スピーカー２９０は、その回路と動作が上に説
明された図５Ｂに示されたスピーカー９２と同様である。
【０１８２】
シリアルドライバー２８の追加は、それらが設置された部屋またはゾーン中のＩＲ送信機
２５Ｔ－１～２５Ｔ－ｎとＩＲ受信機２５Ｒ－１～２５Ｒ－ｎの適用範囲エリアを拡張す
るために、スピーカーアッセンブリー２９９に含まれたＩＲＲＸ２６ＲおよびＩＲＴＸ２
６Ｔとシリアルコマンドを交換することを提供するためである。スピーカーアッセンブリ
ー２９９へのパワーは、ＲＪ４５コネクター２０１を介してＣＡＴ５ケーブル６のツイス
トペア６Ｇを介して供給される。パワーは、スピーカーアッセンブリー９２のパワー調整
器と同じである、制御および調整器３４に供給される。ＲＪ４５コネクター２０２の端子
６Ｇは、スピーカーアッセンブリー２９９に供給するためのパワーラインを延ばすための
ものである。図６Ｂのスピーカー２９９は、ライン６Ｆをスピーカーに接続するのに２つ
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のピンを使うＲＪ４５コネクター２０２を例外として、図４Ａに示されたスピーカーと同
様のスピーカーである。スピーカー９９と２９９の間のその他の違いは、上に説明された
ＩＲ回路とシリアルドライバー２８である。スピーカーアッセンブリー２９９へのＩＲ回
路の追加は、ホームオートメーションおよびオーディオシステムのＩＲ遠隔制御ネットワ
ークのより広い適用範囲を提供するためである。
【０１８３】
　図１５は、ＣＡＴ５ケーブルとＲＪ４５コネクターおよび／またはその他の標準的なま
たは特注のケーブルおよび／またはその他の標準的なまたは特注のコネクターを介して本
発明のオーディオシステムを相互接続することを提供する、組み合わされた分配器２００
を示す。
【０１８４】
　組み合わされた分配器２５５は、参照されたホームオートメーションの特許出願11/874
,309、11/939,785および12/236,656によりここに組み込まれた、各々がパワーフィード有
りかまたは無しの２ウェイシリアルコマンドをホームオートメーション個別制御回路（図
示せず）に搬送しているツイストペア８Ａ～８Ｄの４つのラインをもった、ＲＪ４５コネ
クター８－１～８－ｎに供給するための回路ブロック２５５として示されている、ホーム
オートメーション回路を含む。ホームオートメーション回路ブロック２５５は、組み合わ
された分配器２００に供給されたパワーによってパワーを与えられ、ＣＰＵ４１およびオ
ーディオシステムの全てのデバイスと通信するためのシリアルドライバー２８とおよびそ
れを通して回路ブロック２５５を接続しているシリアルコマンドライン６Ｄを介して、組
み合わされた分配器のその他のエレメントを通信する。
　組み合わされた分配器２００は、ホームオートメーション分配器５５の同じコネクター
５８を置き換えているＵＳＢのＲＪ４５コネクター５８と、オーディオ分配器６０の同じ
コネクター２1を置き換えているＲＪ４５壁ソケットコネクター２１と、ＲＪ４５コネク
ターを装備したＣＡＴ５ケーブルを使って、ビデオインターホンまたはインターコム５０
を相互接続するためのＲＪ４５ビデオインターホンまたはインターコムコネクター７と、
上で説明した、ｎ個のスピーカーアッセンブリー２９０を接続するためのｎ個のＲＪ４５
スピーカーコネクター２０１－１～２０１－ｎ、を含む。
【０１８５】
　ＵＳＢコネクター５８は、上で説明したように、多重化された信号をツイストペアライ
ン６Ｅを介して、２ウェイシリアル信号をライン６Ｄを介して、およびＶＣＣパワーフィ
ードをライン６Ｇを介して、ホームオートメーション分配器５５のコネクター５８を置き
換えている、図３に示されたＵＳＢ変換器８０に伝播するため、およびＵＳＢ変換器８０
を図３に示されたＲＪ４５コネクター５８を装備したＣＡＴ５ケーブル６を介して組み合
わされた分配器２００と相互接続するために、ビデオインターホン５０によって生成され
たのと同じ多重化された信号をホームオートメーション分配器５５に供給する。
【０１８６】
　壁ソケットコネクター２１は、スピーカー信号をライン６Ｃを介して変形されたセレク
ター／エンコーダー１００に供給するために、組み合わされた分配器２００のスピーカー
バッファーアンプ３８によってバッファーされた、インターコムスピーカー信号を供給す
る。変形されたセレクター／エンコーダー１００は、図７に示されたスピーカーバッファ
ー回路３８とマイクロホン処理回路３６とバッファー３７を含んでいない。壁ソケット２
１を介して供給されたその他の信号は、オーディオ分配器６０～６４との関係で上に説明
されたのと同じ、ライン６Ｄを介したシリアルコマンド信号と、ライン６Ａを介したシリ
アルコマンド信号と多重化された符号化されたステレオ信号を含む。壁ソケット９は、組
み合わされた分配器２００とセレクター／エンコーダー１００の間で延ばされて図３に示
されている。壁ソケット９の第四のツイストペアは、パワーをライン６Ｇを介してセレク
ター／エンコーダー１００に供給する。これにより、壁ソケットコネクター２１は、イン
ターコム５０のスピーカー信号を変形されたセレクター／エンコーダー１００に供給する
ための相互接続を含んだ、図３に示されたように組み合わされた分配器２００をセレクタ
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ー／エンコーダー１００と接続することを提供する。
【０１８７】
　ビデオインターホンコネクター７は、ツイストペアライン６Ｃを介してインターコム回
路５０から供給されたスピーカー信号を、スピーカーバッファーアンプ３８の入力に転送
し、それは上で説明したように、そのバッファーされた出力を壁ソケットに供給する。ビ
デオインターホンコネクター７はまた、これも上で説明したように、ビデオ、オーディオ
、制御、警報およびデータが多重化された信号をツイストペアライン６Ｅを介してＵＳＢ
コネクター５８に供給する。コネクター７は、バッファーされたマイクロホン信号をツイ
ストペアライン６Ｂを介してインターコム回路５０に伝播するために、マイクロホンドラ
イバー出力端子アンプ３７に接続する。コネクター７の最後の接続されたライン６Ｄは、
組み合わされた分配器２００とビデオインターホン５０の間でシリアルコマンドを交換す
るためのものであり、それにより、ＣＡＴ５ケーブルと標準的なＲＪ４５コネクター７を
使ってビデオインターホン５０と組み合わされた分配器２００の間の全ての接続を提供す
る。
【０１８８】
　ＲＪ４５コネクター２０１－１～２０１－ｎの各々は、シリアルコマンドと多重化され
た符号化されたステレオ信号をライン６Ａを介してスピーカーアッセンブリー２９０に伝
播し、ライン６Ｇを介してそれはパワーをスピーカーにリンクするかまたは供給する。ラ
イン６Ｂは、バッファーされたマイクロホン信号を、図７および８のセレクター４０と同
様であるがマイクロホン信号だけを１つの出力端子に接続することを提供するセレクター
４０Ｍの入力に、逆方向に伝播する。セレクター４０Ｍの出力端子は、選択されたマイク
ロホン信号を、インピーダンスおよびマイクロホン信号レベルをビデオインターホンまた
はインターコム５０のインピーダンスおよび信号レベルとマッチさせる上で説明したバッ
ファーアンプ３７に供給する。全てのスピーカーコネクター２０１は、スピーカーと組み
合わされた分配器２００の間でコマンドを交換するためにシリアルコマンドライン６Ｄに
接続され、図３に示されたようにオーディオシステムとホームオートメーションシステム
の全てのその他のデバイスに分配器２００によって分配される。
【０１８９】
　組み合わされた分配器２００のその他の回路は、オーディオ分配器との関係で上に説明
された。図１５は、シリアルコマンドをオーディオシステムとホームオートメーション／
インターコムシステムに伝播するため、およびＣＰＵ４１を介して２つのシステムの間で
交換するための、２つのシリアルドライバー２８を示す。パワー制御および調整器３４は
、オーディオ分配器６１のパワー制御および調整器３４と同じであり、組み合わされた分
配器２００の回路にパワーを与えるため、およびスピーカー２９０へのコネクター２０１
－１～２０１－ｎを介したパワーラインまたはリンク６Ｇを、壁ソケット２１を介してセ
レクター／エンコーダー１００まで延ばすため、およびパワーをホームオートメーション
分配器回路ブロック２５５に供給するためのものである。
【０１９０】
　差動ツイストペア受信機およびバッファー４２－１～４２－ｎは、上で説明されオーデ
ィオ分配器６０、６１、６２および６３に示されたのと同じ回路であり、シリアルコマン
ドと多重化された符号化されたステレオ信号をライン６Ａを介してスピーカー２９０に供
給するために使われる。戻りシリアルコマンドは、同じライン６Ａを介して伝播されるこ
とができるが、スピーカー２９０および２９９は、シリアルコマンドライン６Ｄを介して
シリアルドライバー２８に接続されているので、図３に示された組み合わされたシステム
の２ウェイコマンドは、スピーカー２９０および２９９のＩＲ受信機およびＩＲ送信機を
介して交換されて操作されたＩＲ制御コマンドを含んだ、ライン６Ｄを介したシリアルコ
マンド通信交換に基づいている。
【０１９１】
　上記と図３、６Ａ、６Ｂおよび１５から、本発明のオーディオシステムの分配器２００
とスピーカー２９０および２９９を使った組み合わされたシステムは、ＲＪ４５コネクタ
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ーを装備したカスケードしているＣＡＴ５ケーブルまたはその他のケーブルとコネクター
を介した単純で効率的な相互接続を使って、ホームオートメーションシステムとおよびビ
デオインターホンまたはインターコムシステムと一体化されることができることが明らか
である。また伝播されたステレオサウンド信号は、ＣＡＴ５ケーブルの単一のツイストペ
ア６Ａを介してスピーカー２９９に組み合わされた分配器２００を通して供給された符号
化されたステレオ信号であることも明らかである。
【０１９２】
　またセレクター／エンコーダー１００または１０３は、スピーカー９０および９９と図
１Ａおよび１Ｂに示されたツイストペア６Ａおよび６Ｆを相互接続しているスピーカーを
置き換えている、ＲＪ４５コネクターを装備したＣＡＴ５ケーブル６を使ったカスケード
したネットワーク相互接続またはセグメント中のスピーカー２９０および２９９に接続さ
れることができることも明らかである。
【０１９３】
　オーディオシステムと一体化されたインターコムがない時には、マイクロホンとその関
連付けられた回路は、必要でなくても良くて使われず、同様にもしオーディオシステムが
据え置き型システムであれば、ＩＲ受信機および送信機とそれらの関連付けられた回路の
全ては、必要でなくても良くて使われない。与えられたセットアップにおいて不要であり
得る示されたあらゆるその他の回路は、その与えられたシステムのために使われなくても
良い。
【０１９４】
　上の発明の概要で説明された例では、左および右のスピーカーアッセンブリーの両方に
単一チャネルアンプを設けることが可能であることが述べられ、例は示されていないが、
そのようなセットアップは、二重に接続されたライン６Ａのために正しい終端を有する２
つのスピーカーアッセンブリー５Ｂのような、同じ符号化されたステレオ信号を両スピー
カーに供給するために、カスケードしたライン６Ａ中の２つのスピーカーを接続し、スピ
ーカーのＣＰＵ４１の１つが左チャネルのみをプレイし、もう１つのＣＰＵ４１が右チャ
ネルのみをプレイするように命令するかまたはプログラムすることによって、達成される
ことが明らかであるべきである。そのようなスピーカーについては、コネクター４は不要
であり使われない一方、スピーカーアンプ６８は単一チャネル出力アンプに変更されても
良い。
【０１９５】
　相互接続の示された例の別の変形は、テナントの望ましい位置における２つのスピーカ
ーアッセンブリ－９９の配置のために、壁ソケット９のような壁ソケットを介して図４Ｂ
または６Ｂに示された２つのスピーカーを接続するための、米国特許出願11/939,785に開
示されたＩＲドライバーアッセンブリー中への、図４Ａ、５Ａ、５Ｂまたは６Ａのスピー
カーアッセンブリー中に示された回路の全てを伴ったオーディオアンプ６８の導入である
。
【０１９６】
　周知の壁ソケットおよび描写された壁ソケット９への繰り返された言及は、ネットワー
ク接続のために一般的に使われるような、ＲＪ４５コネクターへのものであるが、あらゆ
るタイプの周知のまたは特注のコネクターおよび壁ソケットが代りに使われることができ
る。壁ソケットという用語は、コネクター有りまたは無しのピグテール、相互接続するジ
ャンクションボックス、ジャンクションボード、またはジャンクションストリップおよび
端子ブロックや同様のもののようなその他の相互接続デバイス、を含む。
　セレクター／エンコーダー１００、１０１、１０２および１０３は、組み合わされたユ
ニットとして上で言及され描写されたが、セレクターおよびエンコーダーは、例えばセレ
クター部から左右のステレオ信号をエンコーダー部に出力するための２つのツイストペア
を使って、分割され、独立に操作され、追加のカスケードしている装備を施されたネット
ワークケーブルによって相互接続されることができる。残った２つのツイストペアの１つ
はシリアルコマンド信号のために、もう１つはパワーラインフィードのために、使われる
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【０１９７】
　上の説明の全てから、スピーカーアッセンブリー、セレクター／エンコーダーおよび分
配器にための多くの異なる相互接続および異なる回路が構造化および／または構成される
ことができること、または示された回路は多くの形に変形されることができ、また異なる
セットアップに一体化されるができること、が明らかであるべきであり、そのような変形
、変更およびセットアップについての全ての可能性が開示されてはいない。
【０１９８】
　当然ながら、前述した開示は、発明の好ましい実施形態のみに関すること、開示の目的
のためにここで選ばれた発明の例の全ての変更および変形を包含することが意図されてお
り、それらの変形は発明の精神と範囲からの逸脱を構成しないこと、が理解されるべきで
ある。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図１Ｆ】



(55) JP 2012-530451 A 2012.11.29

【図２】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５Ａ】



(56) JP 2012-530451 A 2012.11.29

【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】



(57) JP 2012-530451 A 2012.11.29

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(58) JP 2012-530451 A 2012.11.29

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(59) JP 2012-530451 A 2012.11.29

10

20

30

40

【国際調査報告】



(60) JP 2012-530451 A 2012.11.29

10

20

30

40



(61) JP 2012-530451 A 2012.11.29

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

