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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスポイントを有するネットワークと、
　前記ネットワークに接続された複数のサービス端末と、
　移動可能なユーザ端末と
　を有し、
　前記サービス端末は、
　所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
　前記ネットワークを介して他の装置と通信を行う通信手段と、
　前記近距離無線通信手段により識別情報を受信すると、該識別情報により特定されるユ
ーザ端末を宛て先として、当該サービス端末の通信用アドレスを前記通信手段により前記
ネットワークに送信する通信制御手段と、
　前記近距離無線通信手段によりサービス端末に対する指令を示す入力情報を受信すると
、該入力情報が示す指令に応じた制御を行い、前記通信手段により予め設定された送信情
報を前記ユーザ端末から受信すると、当該指令に応じて当該送信情報を用いた制御を行う
制御手段と
　を有し、
　前記ユーザ端末は、
　操作により、前記サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、
　前記ネットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネッ
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トワーク接続手段と、
　所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、
　前記操作手段により入力された指令が前記送信情報を用いる指令である場合に、前記近
距離無線通信手段により当該ユーザ端末の識別情報および当該指令を示す入力情報を送信
し、この識別情報を受信したサービス端末によって送信される当該サービス端末の通信用
アドレスを、前記無線ネットワーク接続手段により、前記ネットワークおよび前記無線ア
クセスポイントを介して受信し、該通信用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサ
ービス端末と通信して当該送信情報を送信する制御手段と
　を有する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　無線アクセスポイントを有するネットワークと、
　前記ネットワークに接続された複数のサービス端末と、
　移動可能なユーザ端末と
　を有し、
　前記サービス端末は、
　所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
　前記ネットワークを介して他の装置と通信を行う通信手段と、
　前記近距離無線通信手段により識別情報およびサービス端末に対する指令を示す入力情
報を受信すると、該識別情報により特定されるユーザ端末を宛て先として、当該サービス
端末の通信用アドレスおよび該入力情報に応じて生成される要求情報を前記通信手段によ
り前記ネットワークに送信する通信制御手段と、
　前記近距離無線通信手段により入力情報を受信した後であって、前記要求情報の応答と
しての応答情報を前記通信手段により受信すると、該入力情報に応じた制御を行う制御手
段と
　を有し、
　前記ユーザ端末は、
　操作により、前記サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、
　前記ネットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネッ
トワーク接続手段と、
　所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、
　前記近距離無線通信手段により当該ユーザ端末の識別情報および前記操作手段の操作に
応じた入力情報を送信し、この識別情報を受信したサービス端末によって送信される当該
サービス端末の通信用アドレスおよび前記要求情報を、前記無線ネットワーク接続手段に
より、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介して受信し、該通信用アド
レスを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通信を行うとともに、該要求情報
への応答としての応答情報を当該サービス端末に対して前記ネットワークおよび前記無線
アクセスポイントを介して送信する制御手段と
　を有する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
　ネットワークを経由した通信を行う通信手段と、
　前記近距離無線通信手段により自装置に対する予め設定された送信情報を用いる指令を
示す入力情報とともに識別情報を受信すると、該識別情報により特定されるユーザ端末に
対し、自装置の通信用アドレスを前記通信手段により前記ネットワークを介して送信し、
当該ユーザ端末と前記ネットワークを介した通信を行う通信制御手段と、
　前記近距離無線通信手段により自装置に対する指令を示す入力情報を受信すると、該入
力情報が示す指令に応じた制御を行い、前記通信手段により前記送信情報を前記ユーザ端
末から受信すると、当該指令に応じて当該送信情報を用いた制御を行う制御手段と
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　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　操作により、サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、
　ネットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネットワ
ーク接続手段と、
　所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、
　前記操作手段により入力された指令が予め設定された送信情報を用いる指令である場合
に、前記近距離無線通信手段により識別情報および当該指令を示す入力情報を送信し、こ
の識別情報を受信したサービス端末によって送信される当該サービス端末の通信用アドレ
スを、前記無線ネットワーク接続手段により、前記ネットワークおよび前記無線アクセス
ポイントを介して受信し、該通信用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサービス
端末と通信して当該送信情報を送信する制御手段と
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
　ネットワークを経由した通信を行う通信手段と、
　前記近距離無線通信手段により識別情報および通信装置に対する指令を示す入力情報を
受信すると、該識別情報により特定されるユーザ端末に対し、自装置の通信用アドレスお
よび該入力情報に応じて生成される要求情報を前記通信手段により前記ネットワークを介
して送信し、当該ユーザ端末と前記ネットワークを介した通信を行う通信制御手段と、
　前記近距離無線通信手段により入力情報を受信した後であって、前記要求情報の応答と
しての応答情報を前記通信手段により受信すると、該入力情報に応じた制御を行う制御手
段と
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　操作により、サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、
　ネットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネットワ
ーク接続手段と、
　所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、
　前記操作手段により入力された指令が予め設定された応答情報を用いる指令である場合
に、前記近距離無線通信手段により識別情報および当該指令を示す入力情報を送信し、こ
の識別情報を受信したサービス端末によって送信される当該サービス端末の通信用アドレ
スおよび当該入力情報が示す指令により用いる応答情報の送信を要求する要求情報を、前
記無線ネットワーク接続手段により、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイント
を介して受信し、該通信用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通
信を行うとともに、該要求情報への応答としての当該応答情報を当該サービス端末に対し
て前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介して送信する制御手段と
　を有することを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮなどの無線ネットワークを利用した通信システムおよび通信装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受像機などの操作対象機器の遠隔操作機能の他、無線ＬＡＮ機能をリモコ
ンに設け、リモコンとＬＡＮ内の装置との間で通信を行うシステムが提案されている。例
えば特許文献１には、リモコンにより操作されるテレビ受像機を各病床に配し、テレビ放
送と病院サーバが提供する医療情報とをリモコンで選択可能とし、テレビ放送の選択開始
から選択終了までの各期間の累積時間に対応する課金情報をリモコンに蓄積し、蓄積した
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課金情報を無線ＬＡＮを介して病院サーバへ送信する診療情報表示支援システムが開示さ
れている。
【特許文献１】特開２００３－２８９５１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上述した特許文献１に記載されたシステムにおいて、リモコンが無線ＬＡＮ
を経由してテレビジョン受像機と通信を行うことができれば、例えば遠隔操作用の赤外線
信号では送ることができないような大量なデータをリモコンおよびテレビジョン受像機間
で授受することが可能になり、さらに使い勝手のよいシステムとなる。これを可能にする
ためには、リモコンに通信相手のテレビジョン受像機のＩＰアドレスを記憶させ、テレビ
ジョン受像機に通信相手のリモコンのＩＰアドレスを記憶させ、両者がお互いの通信相手
のＩＰアドレスを用いて通信を行うように構成すればよい。一般に病院では、入院患者が
他人の病床に備えられたテレビジョン受像機をリモコンにより利用するということは起こ
らず、遠隔操作を行うリモコンとリモコンからの遠隔操作によりユーザに何らかのサービ
スを提供するサービス端末（テレビジョン受像機）との関係が固定されている。従って、
上記のようにリモコンとサービス端末に各々の通信相手のＩＰアドレスを記憶させる操作
は、１回だけ行われればよい。しかしながら、リモコンとサービス端末との関係が必ずし
も固定されていないようなシステムでは、ユーザ端末たるリモコンとサービス端末との対
応関係が変わる度に、各々に通信相手のＩＰアドレスを記憶させる操作を行うことが必要
となる。これは甚だ不便である。
【０００４】
　本発明は、以上説明した事情に鑑みてなされたものであり、ユーザの手を煩わせること
なく、ユーザ端末たるリモコンとサービス端末との間において各々の通信相手の通信用ア
ドレスを認識させることを可能にする技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、前記サービス端末は、所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無
線通信手段と、前記ネットワークを介して他の装置と通信を行う通信手段と、前記近距離
無線通信手段により識別情報を受信すると、該識別情報により特定されるユーザ端末を宛
て先として、当該サービス端末の通信用アドレスを前記通信手段により前記ネットワーク
に送信する通信制御手段と、前記近距離無線通信手段によりサービス端末に対する指令を
示す入力情報を受信すると、該入力情報が示す指令に応じた制御を行い、前記通信手段に
より予め設定された送信情報を前記ユーザ端末から受信すると、当該指令に応じて当該送
信情報を用いた制御を行う制御手段とを有し、前記ユーザ端末は、操作により、前記サー
ビス端末に対する指令を入力する操作手段と、前記ネットワークに設けられた無線アクセ
スポイントとの間で無線通信を行う無線ネットワーク接続手段と、所定距離内の装置に無
線信号を送信する近距離無線通信手段と、前記操作手段により入力された指令が前記送信
情報を用いる指令である場合に、前記近距離無線通信手段により当該ユーザ端末の識別情
報および当該指令を示す入力情報を送信し、この識別情報を受信したサービス端末によっ
て送信される当該サービス端末の通信用アドレスを、前記無線ネットワーク接続手段によ
り、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介して受信し、該通信用アドレ
スを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通信して当該送信情報を送信する制
御手段とを有することを特徴とする通信システムを提供する。
　また、この発明は、無線アクセスポイントを有するネットワークと、前記ネットワーク
に接続された複数のサービス端末と、移動可能なユーザ端末とを有し、前記サービス端末
は、所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、前記ネットワーク
を介して他の装置と通信を行う通信手段と、前記近距離無線通信手段により識別情報およ
びサービス端末に対する指令を示す入力情報を受信すると、該識別情報により特定される
ユーザ端末を宛て先として、当該サービス端末の通信用アドレスおよび該入力情報に応じ
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て生成される要求情報を前記通信手段により前記ネットワークに送信する通信制御手段と
、前記近距離無線通信手段により入力情報を受信した後であって、前記要求情報の応答と
しての応答情報を前記通信手段により受信すると、該入力情報に応じた制御を行う制御手
段とを有し、前記ユーザ端末は、操作により、前記サービス端末に対する指令を入力する
操作手段と、前記ネットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行
う無線ネットワーク接続手段と、所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信
手段と、前記近距離無線通信手段により当該ユーザ端末の識別情報および前記操作手段の
操作に応じた入力情報を送信し、この識別情報を受信したサービス端末によって送信され
る当該サービス端末の通信用アドレスおよび前記要求情報を、前記無線ネットワーク接続
手段により、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介して受信し、該通信
用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通信を行うとともに、該要
求情報への応答としての応答情報を当該サービス端末に対して前記ネットワークおよび前
記無線アクセスポイントを介して送信する制御手段とを有することを特徴とする通信シス
テムを提供する。
　また、この発明は、所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
ネットワークを経由した通信を行う通信手段と、前記近距離無線通信手段により自装置に
対する予め設定された送信情報を用いる指令を示す入力情報とともに識別情報を受信する
と、該識別情報により特定されるユーザ端末に対し、自装置の通信用アドレスを前記通信
手段により前記ネットワークを介して送信し、当該ユーザ端末と前記ネットワークを介し
た通信を行う通信制御手段と、前記近距離無線通信手段により自装置に対する指令を示す
入力情報を受信すると、該入力情報が示す指令に応じた制御を行い、前記通信手段により
前記送信情報を前記ユーザ端末から受信すると、当該指令に応じて当該送信情報を用いた
制御を行う制御手段とを有することを特徴とする通信装置を提供する。
　また、この発明は、操作により、サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、ネ
ットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネットワーク
接続手段と、所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、前記操作手
段により入力された指令が予め設定された送信情報を用いる指令である場合に、前記近距
離無線通信手段により識別情報および当該指令を示す入力情報を送信し、この識別情報を
受信したサービス端末によって送信される当該サービス端末の通信用アドレスを、前記無
線ネットワーク接続手段により、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介
して受信し、該通信用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通信し
て当該送信情報を送信する制御手段とを有することを特徴とする通信装置を提供する。
　また、この発明は、所定距離内の装置から無線信号を受信する近距離無線通信手段と、
ネットワークを経由した通信を行う通信手段と、前記近距離無線通信手段により識別情報
および通信装置に対する指令を示す入力情報を受信すると、該識別情報により特定される
ユーザ端末に対し、自装置の通信用アドレスおよび該入力情報に応じて生成される要求情
報を前記通信手段により前記ネットワークを介して送信し、当該ユーザ端末と前記ネット
ワークを介した通信を行う通信制御手段と、前記近距離無線通信手段により入力情報を受
信した後であって、前記要求情報の応答としての応答情報を前記通信手段により受信する
と、該入力情報に応じた制御を行う制御手段とを有することを特徴とする通信装置を提供
する。
　また、この発明は、操作により、サービス端末に対する指令を入力する操作手段と、ネ
ットワークに設けられた無線アクセスポイントとの間で無線通信を行う無線ネットワーク
接続手段と、所定距離内の装置に無線信号を送信する近距離無線通信手段と、前記操作手
段により入力された指令が予め設定された応答情報を用いる指令である場合に、前記近距
離無線通信手段により識別情報および当該指令を示す入力情報を送信し、この識別情報を
受信したサービス端末によって送信される当該サービス端末の通信用アドレスおよび当該
入力情報が示す指令により用いる応答情報の送信を要求する要求情報を、前記無線ネット
ワーク接続手段により、前記ネットワークおよび前記無線アクセスポイントを介して受信
し、該通信用アドレスを用いて、前記識別情報を受信したサービス端末と通信を行うとと
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もに、該要求情報への応答としての当該応答情報を当該サービス端末に対して前記ネット
ワークおよび前記無線アクセスポイントを介して送信する制御手段とを有することを特徴
とする通信装置を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図面を参照して、この発明の実施形態について説明する。
　図１は、この発明に係る通信システムの一実施形態であるカラオケシステムの構成を示
す図である。このカラオケシステムは、カラオケ店の各部屋１に各々設置された複数のカ
ラオケ端末１０と、複数のリモコン２０と、各カラオケ端末１０を接続するＬＡＮ３０と
を有している。ＬＡＮ３０には、無線アクセスポイント４０が接続されている。リモコン
２０は、最寄りのカラオケ端末１０を遠隔操作するリモコンとしての機能と、無線アクセ
スポイント４０およびＬＡＮ３０を介して任意のカラオケ端末１０と双方向の通信を行う
無線ＬＡＮ端末としての機能とを併有している。
【０００７】
　図２はカラオケ端末１０の機能構成を示すブロック図である。図２において、赤外線通
信部１１は、リモコン２０から送信される遠隔操作用の赤外線信号を受信する装置である
。表示部１２は、演奏中のカラオケ曲の歌詞、ＢＧＶ（背景画像）、コマーシャルなどの
表示を行う装置である。操作部１３は、カラオケ端末１０の本体の前面に設けられたボリ
ューム摘みなどの各種の操作子とそれらに対する操作を検知する回路によって構成されて
いる。画像処理部１４は、表示部１２に表示する画像情報を合成する装置である。オーデ
ィオ処理部１５は、カラオケ演奏のための演奏音やバックコーラス音を生成し、スピーカ
１５ａから出力する装置である。記憶部１６は、ＲＡＭなどの揮発性メモリ、ＲＯＭなど
の不揮発性メモリおよびＨＤＤにより構成されている。記憶部１６における不揮発性メモ
リは、制御プログラムや各種のデータが記憶されている。また、不揮発性メモリには、カ
ラオケ端末１０を一意に識別するＩＰアドレスＩＰ－ｈｏｓｔが記憶されている。記憶部
１６における揮発性メモリは、制御部１８のワークエリアや、カラオケ曲の曲データ等を
一時記憶するエリアとして用いられる。また、揮発性メモリには、通信相手であるリモコ
ン２０のＩＰアドレスを記憶するためのエリアが設けられている。ＨＤＤには、複数のカ
ラオケ曲の曲データとカラオケ背景映像用の画像データが蓄積されている。１つの曲に対
応した曲データには、楽曲データトラックと歌詞データトラックが含まれている。楽曲デ
ータトラックは、例えばカラオケ曲の演奏音のオーディオ信号にＭＰ３（ＭＰＥＧ １ ｌ
ａｙｅｒ ３）方式の符号化を施すことにより得られたストリームデータにより構成され
ている。カラオケ背景映像用の画像データは、例えばＭＰＥＧ方式の動画像符号化データ
である。この画像データには、各曲に個別に対応したものと、同一ジャンルに属する複数
の曲に共通に用いられるものとがあり、再生対象である曲に応じて適宜使い分けられる。
以上説明した楽曲データおよびカラオケ背景映像用の画像データは図示しないセンタから
配信され、ＨＤＤに格納されるものである。ＬＡＮインタフェース１７は、図１における
ＬＡＮ３０に接続されており、ＬＡＮ３０を経由した通信の制御を行う装置である。制御
部１８は、記憶部１６に記憶された制御プログラムに従って、カラオケ端末１０内の各部
を制御する装置である。
【０００８】
　制御部１８によって行われる制御のうち主なものとして、赤外線通信部１１により受信
されるリモコン２０からの指令に応じた制御、操作部１３の操作に応じた制御、ＬＡＮイ
ンタフェース１７を介して受信される他の装置からの指令に応じた制御がある。リモコン
２０からの指令に応じた制御として、カラオケ曲の再生リクエストの処理がある。すなわ
ち、カラオケ端末１０にカラオケ曲の再生リクエストがあると、カラオケ端末１０では、
制御部１８による制御の下、次のような処理が行われる。まず、制御部１８は、再生リク
エストにおいて指定されたカラオケ曲のMP３ストリームデータと背景映像の動画像符号化
データと歌詞データをHDDから読み出し、MP３ストリームデータをオーディオ処理部１５
へ、動画像符号化データと歌詞データを画像処理部１４に送る。画像処理部１４は、動画
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像符号化データをMPEGデコードして背景画像（動画）を再生し、これに歌詞データに対応
した歌詞の画像を重畳し、表示部１２に表示する。また、オーディオ処理部１５は、ＭＰ
３ストリームデータを復号し、復号により得られるオーディオ信号をスピーカ１５aから
出力する。本実施形態では、赤外線通信部１１によって受信される赤外線信号がリモコン
２０のＩＰアドレスを含む場合がある。この場合、制御部１８は赤外線信号から取り出さ
れたＩＰアドレスを記憶部１６に格納し、以後、リモコン２０との間で無線ＬＡＮ経由の
通信を行う必要が生じた場合には、この記憶部１６内のＩＰアドレスを宛先アドレスとし
て使用する。
【０００９】
　図３はリモコン２０の機能構成を示すブロック図、図４はリモコン２０の外観を示す平
面図である。図３において、赤外線通信部２１は、カラオケ端末１０の赤外線通信部１１
に赤外線信号を送信する装置である。この赤外線通信部２１における赤外線信号の送信電
力は、同じ部屋内のカラオケ端末１０に赤外線信号が届く程度に抑えられている。タッチ
パネル部２２は、周知の通り、各種の情報を表示する表示装置としての機能、ポインティ
ングデバイスとしての機能を併有する装置である。
【００１０】
　このタッチパネル部２２は、図４に示すように、リモコン２０の筐体の前面に設けられ
ている。このタッチパネル部２２の上部には、撮像用のファインダ２３ａが設けられてお
り、タッチパネル部２２の左右両側には、ユーザの両手によって把持される棒状のハンド
ル２９Ｌおよび２９Ｒが設けられている。そして、リモコン２０の筐体におけるハンドル
２９Ｒが取り付け箇所の上部には、シャッタ２３ｂが設けられている。図３における撮像
部２３は、シャッタ２３ｂが押圧操作されたとき、ファインダ２３ａ越しに人物や風景の
撮像を行い、その画像データを生成する。
【００１１】
　図３において、無線ＬＡＮインタフェース２４は、図１における無線アクセスポイント
４０およびＬＡＮ３０を経由した他の装置との通信を制御する装置である。本実施形態で
は、この無線アクセスポイント４０およびＬＡＮ３０を経由した通信により、リモコン２
０からカラオケ端末１０にデータを送信し、あるいはカラオケ装置１０からリモコン２０
にデータを送信することが可能である。画像処理部２５は、タッチパネル部２２に表示す
る画像データを合成する装置である。オーディオ処理部２６は、無線ＬＡＮインタフェー
ス２４を介して受信される情報に基づいて音声を生成し、スピーカ２６ａから出力する装
置である。記憶部２７は、ＲＡＭなどの揮発性メモリとＲＯＭなどの不揮発性メモリによ
り構成されている。記憶部２７における不揮発性メモリには、制御プログラムや各種のデ
ータが記憶されている。また、不揮発性メモリには、リモコン２０を一意に識別するＩＰ
アドレスＩＰ－ｕｓｅｒが記憶されている。記憶部２７における揮発性メモリは、制御部
２８のワークエリアとして用いられる。また、揮発性メモリには、通信相手であるカラオ
ケ端末１０のＩＰアドレスを記憶するためのエリアが設けられている。制御部２８は、記
憶部２７に記憶された制御プログラムに従って、リモコン２０内の各部を制御する装置で
ある。
【００１２】
　制御部２８によって行われる制御のうち主なものとして、タッチパネル部２２の操作に
応じた制御、無線ＬＡＮインタフェース２４を介して受信される他の装置からの指令に応
じた制御がある。本実施形態において制御部２８は、カラオケ端末１０の遠隔操作に関す
る特定の指令がタッチパネル部２２を介して与えられたとき、その指令に記憶部２７内の
ＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを付加して、赤外線通信部２１から送信する機能を有する。
また、本実施形態において、カラオケ端末１０は、リモコン２０と無線ＬＡＮ経由の通信
を行う必要がある場合に、そのカラオケ端末１０のＩＰアドレスＩＰ－ｈｏｓｔをＬＡＮ
３０および無線アクセスポイント４０経由でリモコン２０宛てに送信する。制御部２８は
、このようにして送信されたＩＰアドレスＩＰ－ｈｏｓｔが受信された場合に、これを記
憶部２７に格納し、以後、これを宛先アドレスとして用いて、カラオケ端末１０との無線
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ＬＡＮ経由の通信を行う機能を有している。
【００１３】
　次に本実施形態の動作を説明する。本実施形態において、リモコン２０は、ユーザによ
って入力された曲番号を含む赤外線信号をカラオケ端末１０に送る等、従来のカラオケシ
ステムにおけるリモコンと同様の役割を果たす。カラオケ端末１０は、リモコン２０から
の赤外線信号に含まれる曲番号に対応したカラオケ曲の再生をする等、従来のカラオケシ
ステムにおけるカラオケ端末と同様な役割を果たす。本実施形態においては、リモコン２
０およびカラオケ端末１０が従来と同様な役割を果たす動作の他に、次のような動作が行
われる。
【００１４】
　ユーザがリモコン２０のファインダ２３ａを自分の顔に向け、シャッタ２３ｂを押圧操
作すると、撮像部２３によりユーザの顔の画像が撮像され、その画像データが撮像部２３
から出力される。制御部２８は、このユーザの顔の画像データを記憶部２７に保存する。
その後、ユーザがタッチパネル部２２を操作して、曲番号を入力するとともに、自分の顔
の画像をカラオケ端末１０の表示部１２に表示させるべき旨の指令を入力すると、制御部
２８は、記憶部２７からリモコン２０のＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを読み出し、タッチ
パネル部２２からの入力情報とともに赤外線通信部２１に送る。赤外線通信部２１は、こ
の制御部２８から与えられる情報、すなわち、曲番号と、顔の表示に関する指令と、ＩＰ
アドレスＩＰ－ｕｓｅｒとを載せた赤外線信号を送信する。
【００１５】
　この赤外線信号は、リモコン２０と同室内にあるカラオケ端末１０の赤外線通信部１１
によって受信される。赤外線通信部１１は、受信した赤外線信号から曲番号と、顔の表示
に関する指令と、ＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒとを取り出し、制御部１８に送る。制御部
１８は、通信相手を特定するアドレスとして、このＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを記憶部
１６に格納する。また、制御部１８は、赤外線通信部１１から与えられた情報に顔の表示
に関する指令が含まれているため、カラオケ端末１０のＩＰアドレスＩＰ－ｈｏｓｔを送
信元アドレスとし、ＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを宛先アドレスとするパケットに、顔の
表示に用いる画像データを要求する指令を載せ、このパケットをＬＡＮインタフェース１
７から送信する。このパケットは、ＬＡＮ３０および無線アクセスポイント４０を経由す
ることにより、宛先アドレスＩＰ－ｕｓｅｒにより特定されるリモコン２０に届く。
【００１６】
　リモコン２０において、このパケットが無線ＬＡＮインタフェース２４によって受信さ
れると、制御部２８は、パケットに含まれていた送信元アドレスＩＰ－ｈｏｓｔを、通信
相手であるカラオケ端末１０を特定するアドレスとして記憶部２７に記憶する。また、制
御部２８は、顔の表示に必要な画像データを要求する指令がパケットに含まれているため
、記憶部２７からユーザの顔の画像データを読み出し、この画像データのカラオケ端末１
０への送信を無線ＬＡＮインタフェース２４に指令する。この指令に従い、無線ＬＡＮイ
ンタフェース２４は、カラオケ端末１０のＩＰアドレスＩＰ－ｈｏｓｔを宛先アドレスと
し、リモコン２０のＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを送信元アドレスとするパケットに、画
像データを載せ、このパケットを送信する。このパケットは、無線アクセスポイント４０
およびＬＡＮ３０を経由して、宛先アドレスＩＰ－ｈｏｓｔにより特定されるカラオケ端
末１０に届く。
【００１７】
　カラオケ端末１０において、このパケットがＬＡＮインタフェース１７によって受信さ
れると、制御部１８は、受信されたパケットから画像データを取り出し、画像処理部１４
に引き渡す。以上の動作と並行し、制御部１８は、先に赤外線通信部１１によって受信さ
れた曲番号に対応したカラオケ曲の曲データをＨＤＤから読み出し、カラオケ曲の再生制
御を行う。その際、制御部１８は、曲データ中のＭＰ３ストリームデータをオーディオ処
理部１５に送り、歌詞情報を画像処理部１４に送る。画像処理部１４は、先に制御部１８
から与えられたユーザの顔の画像データと、歌詞情報に対応した歌詞の画像データとを合



(9) JP 4281542 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

成し、表示部１２に表示させる。この結果、表示部１２には、ユーザの顔を背景画像とし
て、歌詞が表示される。
【００１８】
　以上のように、本実施形態によれば、無線ＬＡＮ経由での通信を伴う処理を指示する特
定の指令が赤外線信号に載せられてリモコン２０からカラオケ端末１０に送られるとき、
リモコン２０のＩＰアドレスが同じ赤外線信号に載せられてカラオケ端末１０に送信され
る。ここで、リモコン２０は、常に同じ部屋で使用されることが保証されてはいないが、
本実施形態においてカラオケ端末１０は、赤外線信号を送ってきたリモコン２０のＩＰア
ドレスを同赤外線信号から取り出すことができ、このＩＰアドレスを用いることにより、
同リモコン２０と無線ＬＡＮを経由した通信を行うことができる。
【００１９】
　本発明の実施形態として、以上説明したものの他、次のようなものが考えられる。
（１）上記実施形態では、リモコン２０から無線ＬＡＮ経由で画像データをカラオケ端末
１０に送る動作例を説明した。しかしながら、本実施形態において、カラオケ端末１０は
、赤外線信号を送ってきたリモコン２０のＩＰアドレスを取得することができ、また、リ
モコン２０は、無線ＬＡＮ経由で、カラオケ端末１０から何らかのパケットを受け取った
場合にはカラオケ端末１０のＩＰアドレスを取得することができるので、カラオケ端末１
０およびリモコン２０間で双方向の無線ＬＡＮ経由の通信を行うことが可能である。従っ
て、カラオケ端末１０からリモコン２０に無線ＬＡＮ経由でデータを送るようにしてもよ
い。
【００２０】
　この場合の例として次のような動作があり得る。まず、ユーザは、リモコン２０のタッ
チパネル部２２を操作して、曲番号を入力するとともに、お試しモードでの動作を指示す
る指令を入力する。ここで、お試しモードとは、リモコン２０の操作により指示されたカ
ラオケ再生をカラオケ端末１０側において行わず、リモコン２０側において行う動作モー
ドである。上記実施形態と同様、タッチパネル部２２を介して入力された情報は、リモコ
ン２０のＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒとともに赤外線通信部２１により送信され、カラオ
ケ端末１０に受信される。このとき、カラオケ端末１０の制御部１８は、リモコン２０か
ら受信された曲番号に対応したカラオケ曲のMP３ストリームデータと背景映像の動画像符
号化データと歌詞データをHDDから読み出す。そして、動画像符号化データをMPEGデコー
ドして背景画像（動画）を再生し、これに歌詞データに対応した歌詞の画像を重畳する。
また、ＭＰ３ストリームデータを復号する。そして、歌詞の画像が重畳された背景画像（
動画像）とＭＰ３ストリームデータから復号された音声データをＭＰＥＧ符号化してスト
リームデータを生成し、これをパケットに載せて、無線ＬＡＮ経由でリモコン２０に送る
。リモコン２０では、このようにして受信されるパケットからストリームデータが取り出
され、画像処理部２５により歌詞および背景映像のデコードが行われ、背景映像と歌詞が
タッチパネル部２２に表示される。また、オーディオ処理部２６では、ストリームデータ
から音声が復号され、スピーカ１５ａから出力される。ユーザは、この音と画像を確認し
、カラオケ曲を気に入った場合には、リモコン２０により、同じ曲の曲番号を指定し、お
試しモードでない通常の動作モードでのカラオケ再生をカラオケ端末１０に指示すればよ
い。以上のような動作は、ユーザからの要求があった場合には、お試しモードに限らず、
通常のカラオケ再生において行うようにしてもよい。
　また、カラオケ曲の曲データの楽曲データトラックが、ＭＩＤＩデータによって構成さ
れている場合もあり得る。この場合、カラオケ端末１０側において、ＭＩＤＩデータに基
づいて演奏音の音声データを発生し、歌詞の画像が重畳された背景画像（動画像）とこの
音声データをＭＰＥＧ符号化し、この結果得られるストリームデータを無線ＬＡＮ経由で
リモコン２０に送るように構成すればよい。
【００２１】
（２）上記実施形態では、リモコン２０から所定の指令が赤外線信号によりカラオケ端末
１０に送られるとき、リモコン２０のＩＰアドレスが同じ赤外線信号に載せられてカラオ
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ケ端末１０に送信された。しかし、ＩＰアドレスをリモコン２０からカラオケ端末１０に
送る契機に関しては種々の態様が考えられる。例えば、リモコン２０の電源投入時あるい
は初期化動作時に、リモコン２０のＩＰアドレスを載せた赤外線信号をカラオケ端末１０
に送信し、その後は、このＩＰアドレスを用いて、カラオケ端末１０からリモコン２０へ
の無線ＬＡＮ経由のデータ送信を行うという態様が考えられる。
【００２２】
　また、リモコン２０のＩＰアドレスが必ずカラオケ端末１０に送信されるようにリモコ
ン２０の制御プログラムを構成することが考えられる。例えば次のような態様である。ま
ず、ユーザがリモコンの電源スイッチをオンにすると、リモコン２０の制御部２８は、例
えば「いらっしゃいませ。ボタンを押して下さい。」というメッセージとソフトボタンと
からなる案内画面をタッチパネル部２２に表示させる。制御部２８は、ユーザの指がソフ
トボタンに触れたのを検知すると、カラオケ曲の予約のための周知の案内画面をタッチパ
ネル部２２に表示させる。同時に制御部２８は、記憶部２７に記憶されたリモコン２０の
ＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを読み出し、赤外線通信部２１によりカラオケ端末１０に送
信するのである。
【００２３】
　また、タッチパネル部２２に対して何ら操作が行われることなく所定時間が経過したと
きに電源をオフとし、タッチパネル部２２に対してユーザの指が触れたときに電源をオン
にするようにリモコン２０を構成することが考えられる。このような構成のリモコン２０
において、タッチパネル部２２への指の接触により電源がオンになったときに、リモコン
２０のＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒを赤外線通信部２１によりカラオケ端末１０に送信す
るようにしてもよい。
【００２４】
　その他、特定の指令がタッチパネル部２２から入力された場合には、たとえＩＰアドレ
スＩＰ－ｕｓｅｒを送信すべき契機を迎えた場合においても、カラオケ端末１０へのＩＰ
アドレスＩＰ－ｕｓｅｒの送信を行わないようにリモコン２０を構成してもよい。
【００２５】
（３）上記実施形態では、従来のカラオケシステムにおいて、リモコンからカラオケ端末
に送られた情報については従来同様に赤外線通信によりカラオケ端末に送るようにした。
しかし、赤外線通信により授受する情報と無線ＬＡＮ経由で授受する情報との分け方はこ
れに限定されるものではない。例えば、リモコン２０のＩＰアドレスＩＰ－ｕｓｅｒのみ
を赤外線通信によりカラオケ端末１０に送り、その後、リモコン２０およびカラオケ端末
１０間の情報の授受は、全て無線ＬＡＮ経由で行うようにしてもよい。
【００２６】
（４）上記実施形態では、リモコン２０はＩＰアドレスそのものを赤外線通信によりカラ
オケ端末１０に送った。しかしながら、このＩＰアドレスを送る代わりに、リモコン２０
を一意に特定する識別情報を赤外線通信によりカラオケ端末１０に送り、カラオケ端末１
０が、予め記憶した各リモコン２０の識別情報とＩＰアドレスとの変換テーブルを用いて
、リモコン２０から受信した識別情報をＩＰアドレスに変換するようにしてもよい。
【００２７】
（５）上記実施形態では、近距離通信の例として赤外線通信を挙げたが、これ以外のもの
をリモコンおよびカラオケ端末間の近距離通信に採用してもよい。
【００２８】
（６）本発明の適用対象は、カラオケシステムに限定されず、リモコンとサービス端末と
の間で、近距離通信と無線ＬＡＮなどの無線ネットワークを経由した通信の両方が行われ
る全ての通信システムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の一実施形態であるカラオケシステムの構成を示す図である。
【図２】同システムにおけるカラオケ端末の構成を示すブロック図である。
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【図３】同システムにおけるリモコンの構成を示すブロック図である。
【図４】同リモコンの外観を示す平面図である。
【符号の説明】
【００３０】
１……部屋、１０……カラオケ端末、２０……リモコン、３０……ＬＡＮ、４０……無線
アクセスポイント。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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