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音声出カシステムの制御方法および音声出カシステム

技術分野

０００1 本発明は、映像ぉょび音声を再生する視聴機器、外部機器からの音声信号を接続

された外部スピー力ヘ出力する外部音声機器、ならびに音声を再生する音声再生機

器を備えた音声出力システムぉょびその制御方法に関する。

背景技術

０００2 テレビジョン受像機 (以下、「 」と略す)等の視聴機器と、外部スピーヵが接続さ

れた アンプ等の外部音声機器と、 プレーヤやレコーダ等の音声再生機器と

が接続された音声出力システムが普及しつつある。この音声出力システムにぉいて、

音声を から出力する場合と、 アンプに接続された外部スピーヵから音声を出

ヵする場合とでは、ユーザがそれぞれの機器のボリュームや入出力経路を切り替え

なければならず、操作が煩雑である。

０００3 操作の煩雑さを軽減するために、機器の間を通信ラインで接続すると共に、個々の

機器に 番号を付与して互いに認識を可能にする技術が提案されている (特許文

献 )。同技術にょれば、それぞれの機器から他の機器にコマンドを送信することにょ

り接続されている他の機器の制御が行われる。

０００4 特許文献1 特許第3382 8号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかしながら、上記技術では、あらかじめ決められた機器同士しか接続できない。ま

た、個々の機器について他の全ての機器との組み合わせを考慮した複雑な制御プロ

グラムが必要である。また、接続できる機器は、その動作も固定される必要があり、汎

用性がない。

０００6 例えば、 と アンプと プレーヤとが接続されている音声出力システムでは

、ユーザは に記録された映画などを見ることが多い。それ故に、同音声出力シ
。

ステムは、電源が入れられた時には、 のスピーヵは消音されると共に、 アンフ



に接続されたスピーカから音声が出力できるよぅに準備されることが望ましい。

０００7 と アンプとレコーダとが接続している音声出カシステムでは、ュ一ザは録画

した 放送を見る場合が多い。それ故に、同音声出カシステムは、電源が入れられ

た時には、 のスピーカから音声が出力でき、 アンプに接続されたスピーカから

は音声を出力させないよぅに準備されることが望ましい。

０００8 上記2例の音声出カシステムには、いずれも には アンプが接続されているが

、実際には常に アンプが接続されているとは限らない。つまり、 と プレー

ヤとが接続されている音声出カシステムや、 とレコーダとが接続されている音声出

カシステムでは、電源が入れられたときには、 のスピーカから音声が出力さるよぅ

に準備されることが望ましい。

０００9 上述の要望を満たす音声出カシステムを実現するためには、接続される機器の種

類および組み合わせを考慮した制御プログラムが必要である。このよぅな制御プログ

ラムが予め音声出カシステムに組み込まれていなければ、上述の要望を満たせない
。しかしながら、音声出カシステムを構成する要素である アンプ、およびレコ

ーダなどは、モデルチェンジなどに起因する仕様変更などもある。また、同一機種で

あっても異なる仕様を有する複数のモデルも存在する。

００1０ このよぅな問題に対応できる制御プログラムの作成や、音声出カシステムの構成要

素間での接続検証に多大の工数や費用を要する。

００11 本発明は上記従来の問題点に鑑み、接続される機器の種類や組み合わせを考慮

した制御プログラムを組み込む必要がなく、機器の組み合わせが変わった場合でも

容易に対応できる音声出カシステムの制御方法および、その方法を採用した音声出

カシステムを提供することを目的とする。

言果題を解が『するための手段

００12 上記 目的を達成するため、本発明に係る音声出カシステムの制御方法は、

映像および音声を出力する視聴機器、外部スピーカから音声を出力する外部音声

機器、ならびに音声信号を再生する音声再生機器を備えた音声出カシステムの制

御方法であって、

( )前記音声再生機器が、前記視聴機器に対し、音声出力モードに関する要求信号



を送信するステップと、

(b)前記視聴機器が、受信した前記要求信号に従って前記外部音声機器に対し、

前記外部音声機器に接続された外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、

もしくは音声が出力されない状態にするかを指示する第 の指示信号を送信すると共

に、自己の内蔵スピーヵの状態を前記外部スピーヵの状態とは逆の状態に設定する

ステップ

を含むものである。

００13 前記音声再生機器は、電源オンの処理に引き続き、前記視聴機器に対し、前記要

求信号を送信することが好ま 、。また前記音声再生機器が、記録メディアから音声

信号を再生する機能を備えた機器である場合、前記要求信号は、前記外部音声機

器に接続された外部スピーヵから音声を出カすることを要求する信号であることが好

ま 、。また前記音声再生機器が、記録メディアから音声信号を再生し、また前記記

録メディアに音声信号を記録する機能を備えた機器である場合、前記要求信号は、

前記視聴機器の内蔵スピーヵから音声を出カすることを要求する信号であることが

好ま 、。

００14 また前記視聴機器が、前記外部音声機器に対し前記第 の指示信号を送信し、前

記外部音声機器から前記第 の指示信号に対する応答信号が返信されなかった場

合、前記視聴機器は自己の内蔵スピーヵより音声を出カすることが好ま 、。

００15 なお前記音声再生機器は、前記視聴機器に対し、前記要求信号を送信するのに

先立ち、前記視聴機器の電源をオンにする第2の指示信号を送信してもよい。また前

記視聴機器は、前記外部音声機器に対し、前記第 の指示信号を送信するのに先

立ち、前記外部音声機器の電源をオンにする第3の指示信号を送信してもよい。

００16 また上記 目的を達成するため、本発明に係る音声出カシステムは、映像および音

声を出カする視聴機器、外部スピーヵから音声を出カする外部音声機器、音声信号

を再生する音声再生機器、ならびに前記各機器間を接続する通信回線を備えた音

声出カシステムであって、

(
)前記視聴機器は、

音声を出カする内蔵スピーヵと、



前記通信回線を介して外部からの音声信号を受信する第 の受信部と、

前記第 の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第 の音声処理部と、

前記第 の音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーヵを駆動する第 のスピ

ーヵ駆動部と、

少なくとも前記第 の受信部および第 のスピーヵ駆動部を制御する第 の制御部と

を備え、

(b )前記外部音声機器は、

前記通信回線を介して外部からの音声信号を受信する第2の受信部と、

前記第2の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第2の音声処理部と、

前記第2の音声処理部の出力を入力として、前記外部スピーヵを駆動する第2のスピ

ーヵ駆動部と、

前記第2の受信部で受信した音声信号を前記通信回線を介して外部に送信する

第2の送信部と、

少なくとも前記第2の受信部、前記第2の送信部および第2のスピーヵ駆動部を制御

する第2の制御部とを備え、

(。) 前記音声再生機器は、

再生された音声信号に必要な処理を施す第3の音声処理部と、

前記第3の音声処理部から出力された音声信号を、前記通信回線を介して外部に送

信する送信部と、

少なくとも前記第3の音声処理部および送信部を制御する第3の制御部とを備え、

(d)前記第3の制御部は、前記第 の制御部に対し、音声出力モードに関する要求

信号を送信し、

前記第 の制御部は、受信した前記要求信号に従って前記第2の制御部に対し、

前記外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、もしくは音声が出力されない
状態にするかを指示する指示信号を送信すると共にし、前記視聴機器の内蔵スピー

ヵの状態を前記外部スピーヵの状態とは逆の状態に設定するよぅに制御するもので

ある。

本発明に係る音声出カシステムは、前記通信回線としてH gh Den on M med a



n e ace ( ) 規格に準拠したケーブルを用い、また前記要求信号および指示

信号はC ons me E ec on cs C on o (C C)規格に準拠した信号であることが好ま
、。

００18 また上記 目的を達成するため、本発明に係る視聴機器は、外部スピーヵから音声

を出力する外部音声機器、および音声信号を再生する音声再生機器と共に音声出

カシステムを構成し、映像および音声を出力する視聴機器であって、

(a) 音声を出力する内蔵スピーヵと、

通信回線を介して外部からの音声信号を受信する受信部と、

前記受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、

前記音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーヵを駆動するスピーヵ駆動部と

少なくとも前記受信部およびスピーヵ駆動部を制御する制御部とを備え、

(b )前記制御部は、前記音声再生機器の制御部から送信された音声出力モードに

関する要求信号を受信し、この受信した要求信号に従って前記外部音声機器の制

御部に対し、前記外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、もしくは音声が

出力されない状態にするかを指示する指示信号を送信すると共に、前記内蔵スピー

力の状態を前記外部スピー力の状態とは逆の状態に設定するよぅに前記スピーヵ駆

動部を制御するものである。

００19 また上記 目的を達成するため、本発明に係る外部音声機器は、映像および音声を

出力する視聴機器、ならびに音声信号を再生する音声再生機器と共に音声出カシ

ステムを構成し、外部スピーヵから音声を出力する外部音声機器であって、

(a) 通信回線を介して外部からの音声信号を受信する受信部と、

前記受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、

前記音声処理部の出力を入力として、前記外部スピーヵを駆動するスピーヵ駆動

部と、

前記受信部で受信した音声信号を前記通信回線を介して外部に送信する送信部と

少なくとも前記受信部、前記送信部およびスピーヵ駆動部を制御する制御部とを備



ぇ、

(b)前記制御部は、前記視聴機器の制御部から送信された、前記外部スピーヵから

音声が出力される状態にするか、もしくは音声が出力されない状態にするかを指示

する指示信号を受信し、この指示信号に従って前記スピーヵ駆動部 (2０ )を制御す

るものである。

００2０ また上記 目的を達成するため、本発明の音声再生機器は、映像および音声を出カ

する視聴機器、ならびに外部スピーヵから音声を出カする外部音声機器と共に音声

出カシステムを構成し、音声信号を再生する音声再生機器であって、

(a) 再生された音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、

前記音声処理部から出力された音声信号を、通信回線を介して外部に送信する送

信部と、

少なくとも前記音声処理部および送信部を制御する制御部とを備え、

(b)前記制御部は、前記視聴機器の制御部に対し、音声出力モードに関する要求信

号を送信するものである。

発明の効果

００2 1 本発明では、音声出力モードを設定する際の視聴装置、音声再生機器および外部

音声機器の役割があらかじめ定まっている。音声出力モードすなわち、 等の視聴

機器から、あるレ ま アンプ等の外部音声機器から音声を出カするのかは、

プレーヤ、およびレコーダ等の音声再生機器からの要求によって決められる。そして

、視聴機器が、この要求に基づいて外部音声機器へ指示を行ぅ。

００22 このよぅに、本発明では、音声再生機器から視聴機器への要求、この要求に基づい
た視聴機器から外部音声機器への指示れづ、単純ィビされた一方向の制御シーケン

スで音声出力モードを設定できる。従って本発明によれば、システムに接続されたそ

れぞれの機器が互いの組み合わせを認識する必要がない。また個々の機器を制御

するプログラムについても従来の方法に比べて簡単なプログラムで実現できる。

００23 図 図 は、本発明の実施の形態 に係る音声出カシステムの構成を示すブロック

図である。



図2 図2は、図 におけるテレビ、 アンプおよび プレーヤの内部構成を示す

ブロック図である。

図3 図3は、図 の音声出カシステムの制御シーケンスの説明図である。

図4 図4は、本発明の実施の形態2に係る音声出カシステムの構成を示すブロック

図である。

図5 図5は、図4の音声出カシステムの制御シーケンスの説明図である。

図6 図6は、本発明の実施の形態3に係る音声出カシステムの制御シーケンスの説

明図である。

図7 図7は、本発明の実施の形態4に係る音声出カシステムの制御シーケンスの説

明図である。

発明を実方句するための最良の形態

００24 (実施の形態 )

図 を参照して、本発明の実施の形態 に係る音声出カシステム について説

明する。の構成を示す。本実施の形態の音声出カシステム は、 ア

ン 2 、外部スピーカ3００および プレーヤ4００で構成されている。 ００は

本発明における視聴機器の一例、 アンプ2００は外部音声機器の一例、また

プレーヤ4００は音声再生機器の一例である。

００25 実施の形態の説明に先立ち、本発明に係る音声出カシステム に含まれる各機
。器の役割について説明する。音声出カシステム を構成する ００ アンフ

2００および プレーヤ4００は、音声出力モードの設定に関してあらかじめ役割が

定められている。

００26 すなわち、 プレーヤ4００は ００に対して音声出力モードに関する要求信

号を送信するだけであり、 アン 2００に対して要求信号や指示信号を送信するこ

とはない。また ００は、 プレーヤ4００の要求信号を受けて、 アン ００

に対して外部スピーカ3００からの音声出力に関する指示信号を送信するだけあり、

プレーヤ4００に対して要求信号や指示信号を送信することはない。また アン

2００は、 ００から送信された外部スピーカ3００からの音声出力に関する指示信

号を受信するだけであり、他の機器に対して要求信号や指示信号を送信することは



ない。

００2 7 この結果、音声出力モードの設定は、 プレーヤ4００から ００への要求、こ

の要求に基づいた ００から アン 2００への指示とレづ、単純ィビされた一方向

の制御シーケンスで実現できる。

００2 8 次に、図 を参照して本実施の形態に係るシステム音声出カシステム の構成

について説明する。 ００と アンプ2００は、H gh Den on M med a n e ac

e ( ) 規格に準拠したケーブル (以下、 ケーブルとレづ) 5００で接続され

ている。 プレーヤ4００により再生された映像信号および音声信号は、 アン

2００へ入力される。

００2 9 ００と アン 2００も ケーブルで接続されている。 アン 2００から

出力された映像信号および音声信号は ００へ入力される。 ００ アンプ2

００および プレーヤ4００は、 ケーブルを介して のオプション規格

であるC ons me E ec on cs C on o (C C) に準拠したコマンドを、相互に送受する

ことができる。

００3０ なお、以降の説明において、 ００の内蔵スピーヵ ０から音声が出力され、

アン 2００に接続された外部スピーヵ3００からの音声出力がミュートされている状

態を「テレビモード」と定義する。それに対し、 アン 2００に接続された外部スピー

ヵ3００から音声が出力され、 ００の内蔵スピーヵ ０からの音声出力がミュートさ

れている状態を「シアターモード」と定義する。また、ミュートとは、スピーヵから音声が

出力されない状態にすることをいぅ。具体的には、スピーヵからの音声の出力が阻止

されるか、音量が低減されて消音状態になることをいぅ。

００3 1 図2 に、本実施の形態に係る音声再生システムを構成する ００ アン 2００

および プレーヤ4００それぞれの内部構成を示す。 ケーブル5００は、図

では 本の線で表わされているが、実際には、C C 号を伝送するC Cライン5０

と映像信号および音声信号を伝送する映像・音声ラインで構成されている。C Cラ

。イン5０は、 ００ アン 2００および フレーヤ4００の各制御部 ０5 2０

3 、4０3の間でC Cf 号を相互に送受信する。なお、著作権保護の観点から、

ケーブル上にスクランブルが解かれた映像信号や音声信号が存在しないよぅにす



るため、映像信号および音声信号の送受信は、各機器内に配置された 受信

部と 送信部の間で行われる。

００32 は、映像表示部 ０、スピーヵ駆動部 ０2、映像デコーダ ０3、音声デコ

ーダ ０4、マイクロコンピュータ(以下、マイコンとレづ)で構成された制御部 ０5

受信部 ０6 コネクタ ０7および内臓スピーヵ ０を含む。これ以外の構

成要素として、放送信号を受信するチューナやりモコン受信部があるが、本発明とは

直接関係しないため省略してある。

００33 制御部 ０5は、図示しないリモコン等を介して受信したコマンドに応じて ００内

の各部を制御する。前述したよぅに、 ００は レーヤ4００から音声出力モー

ドに関する要求信号 (C Cf 号)を受信する。制御部 ０5はこの要求信号を受けて、

後述する アン 2００の制御部2０3に、外部スピーヵ3００からの音声出力に関す

る指示信号 (C Cf 号)を送信する。

００34 受信部 ０6は、 コネクタ ０7から入力した映像信号および音声信号

を、暗号鍵を用いてスクランブルを解除する。スクランブルが解除された映像信号は

映像デコーダ ０3へ転送される。またスクランブルが解除された音声信号は、音声デ

コーダ ０4へ転送される。映像デコーダ ０3は、映像信号をデコードした後、映像表

示部 ０ に出力する。音声デコーダ ０4は、音声信号をデコードした後、スピーヵ駆

動部 ０2に出力する。スピーヵ駆動部 ０2で音量が調整された音声信号は、内蔵ス

ピーヵ ０から音声として出力される。

００35 アンプ2００は、スピーヵ駆動部2０、音声デコーダ2０2、マイコンで構成された

制御部2０3 受信部2０4 送信部2０5および コネクタ2０6 2０

7を含む。

００36 制御部2０3は、 コネクタ2０6および2０7を介して受信したC C信号に応じ

て アン 2００の各部の制御を行ぅ。前述したよぅに、 アン ００は ００から

外部スピーヵ3００からの音声出力に関する指示信号 (C Cf 号)を受信する。 ア

ン 2００の制御部2０3は、この指示信号を受けて、外部スピーヵ3００からの音声出

力を制御する。

００37 受信部2０4は、 ケーブル5００の映像・音声ライン5０2を介して他の



機器から送られてきた映像信号および音声信号を、暗号鍵を用いてスクランブルを

解除する。一方、 送信部2０5は、 受信部2０4でスクランブルが解除さ

れた映像信号および音声信号を、再度暗号鍵によってスクランブルした後、

ケーブル5００の映像・音声ライン5０2に送り出す。

００38 受信部2０4で受信した音声信号は、音声デコーダ2０2に転送される。音声

デコーダ2０2は音声信号をデコードした後、スピーヵ駆動部2０に出力する。スピー

ヵ駆動部2０で音量が調整された音声信号は、外部スピーヵ3００から音声として出

力される。

００39 レーヤ4００は、光ディスク制御部4０2、マイコンで構成された制御部4０3

映像・音声処理部4０4および コネクタ4０6を含む。光ディスク制御部4０2は、

映像信号および音声信号が圧縮された状態で記録された光ディスク4０から映像信

号および音声信号を読み出す。制御部4０3は、 コネクタ4０5を介して受信し

たC Cf 号に応じて プレーヤ4００の各部の制御を行ぅ。前述したよぅに、

プレーヤ4００は ００に対して音声出力モードに関する要求信号を送信する。

プレーヤ4００の制御部4０3は、音声出力モードに関する要求信号 (C Cf 号)を

００の制御部 ０5に送信する。

００4０ 映像・音声処理部4０4は、光ディスクから読み出された映像信号および音声信号

にデジタルィビを含め必要な処理を施す。映像・音声処理部4０4から出力された映像

信号および音声信号は 送信部4０5に入力される。 送信部4０5は、映

像信号および音声信号を暗号鍵によってスクランブルをかけた後、 ケーブル

5００の映像・音声ライン5０2に送り出す。

００41 なお、各機器の制御部 ０5 2０3 4０3には、常に電力が供給されている。従って

、スピーヵ０2 3００から音声が出力されていない状態や、光ディスク4０から映像

信号や音声信号を再生していない状態、いわゆるスタンバイ状態においてもC Cf

号を受信できる。スピーヵ ０ ００から音声を出力する場合や光ディスク4０から

映像信号および音声信号を再生する場合には、スピーヵ駆動部 ０2および2０、映

像・音声処理部4０4等に必要な電力が供給される。以下の説明においては、スピー

ヵから音声を出力するためにスピーヵ駆動部等に必要な電力を供給した状態を電源



オン、スタンバイ状態を電源オフとレづ。

００42 なお、図2の構成のうち、音声ヂコーダ ０4 2０2および映像・音声処理部4０4は

本発明の音声処理部の一例である。 送信部2０5および4０5は本発明の送信

部の一例であり、 受信部 ０6および2０4は本発明の受信部の一例である。ま

たスピーヵ駆動部 ０2および2０は本発明のスピーヵ駆動部の一例である。

００43 次に、本実施の形態に係る音声出カシステムの動作について説明する。図3に、図

のシステムにおける機器間の制御シーケンスを示す。

００44 ステップS 8０において、ユーザが プレーヤ4００の電源をオンにする。すると

、ステップS 8０2において、 プレーヤ4００の制御部4０3が、C Cライン5０を介

して ００へ電源オン要求のC C信号を送る。 ００は、ステップS 8０3におい
て、制御部 ０5が受信したC Cf 号に基づいて自らの電源をオンにする。その後、

制御部 ０5は、電源オン完了のC C信号を プレーヤ4００に返す。

００45 プレーヤ4００の制御部4０3は、初期設定でシアターモードに設定、すなわち

アン ００に接続された外部スピーヵ3００から音声を出力するモードに設定され

ている。制御部4０3は、ステップ 8０4において、外部スピーヵ3００から音声を出力

することを要求するC Cf 号を、 ００に対して送信する。

００46 ００の制御部 ０5は、この要求信号を受けると、ステップS 8０5において、

アン ００の制御部2０3に対し、外部スピーヵ3００から音声を出力することを指示す

るC Cf 号を送信する。 アン 2００の制御部2０3は、ステップS 8０6において、

００と同様の方法で電源をオンにする。制御部2０3はその後、ステップS 8０7に

おいて、外部スピーヵ3００から音声を出力する準備が完了したことを報告するC C

信号を ００の制御部 ０5に返信する。

００47 ００は、音声出力の準備が完了したことを報告する返信があると、ステップS 8０

8において、制御部 ０5がミュート制御信号S a をスピーヵ駆動部 ０2に送って内蔵

スピーヵ ０の音声出力をミュートする。なお、制御部 ０5は、ステップS 8０7に示し

た外部スピーヵからの音声出力準備完了の返信がなければ、自身のミュート制御を

行わない。

００48 以上説明したように、本実施の形態の制御方法では、 プレーヤ4００は ０



に対して音声出力モードに関する要求信号を送信するだけ、また は ア

ン 2 に対して外部スピーヵ3００からの音声出力を指示する指示信号を送信する

だけで制御シーケンスを進めることができる。そのため、各制御部の制御プログラム

が簡単になる。特に本シーケンスでは プレーヤ4００が アン ００に対して

直接指示を行わない。従って、 プレーヤ4００から ００と アン ００に音

声出力を指示する指示信号が送信され、 内蔵スピーヵ ０と外部スピーヵ3００の

両方から音声が出るような事態が生ずるのを避けることができる。逆に ００と外部

スピーヵ3００のいずれからも音声が出ないなどの不具合も発生することがない。

００49 なお、音声出カシステムに アン 2００が含まれず、 ００と プレーヤ4０
Oが ケーブル5００で直接接続される場合がある。この場合の制御シーケンス

について以下に説明する。 プレーヤ4００の制御部4０3からの要求信号を受け

て、 ００の制御部 ０5が、 アン ００の制御部2０3に対し、外部スピーヵ3０

から音声を出力することを指示するC C 号を送信する。しかし、 アン ００か

らは、外部スピーヵ3００から音声を出力する準備が完了したことを報告するC Cf

号が送られてこない。この場合、 ００の制御部 ０5は外部アン ００が接続され

ていないと判断し、ミュート制御信号Sc をスピーヵ駆動部 ０2に送ることを止める。

従って、内蔵スピーヵ ０から音声が出力される。

００5０ (実施の形態2)

図4に本発明の実施の形態2に係る音声出カシステム 2の構成を示す。本実施の

形態では、図 および図2で説明した実施の形態 のシステムの構成要素である

プレーヤ4００の代わりにレコーダ6００が接続されている。

００5 1 レコーダ6００は映像信号および音声信号を光デイスク等の記録メデイアに記録でき

る点で プレーヤ4００と相違しているが、映像信号および音声信号を記録メデイ

アに記録する点は本発明と直接的には関係しない。以下、 プレーヤ4００の制

御部4０3をレコーダ6００の制御部6０3 (図示せず) に置き換えて説明を行う。

００52 図5に、図4のシステム構成における機器間の制御シーケンスを示す。以下、図2、

図4および図5を用いて動作を説明する。

００53 まず、ステップS 8 において、ユーザがレコーダ6００の電源をオンする。するとス



テップS 8 2において、レコーダ6００の制御部6０3が、C Cライン5０を介して

００の制御ｧ ０5へ電源オン要求のC C信号を送る。 ００は、制御部 ０5が受

信したC C信号に基づいて自らの電源をオンにする。その後、制御部 ０5は、ステ

、ソプS 8 3において、電源オン完了のC Cf 号をレコーダ6００の制御部6０3に返す

００54 レコーダ6００は、初期設定でテレビモード、すなわち ０の内蔵スピーヵ ０か

ら音声を出力するモードに設定されている。従って、制御部6０3は、ステップ 8 4に

おいて、 ００の内蔵スピーヵ ０から音声を出力することを要求するC Cf 号を

００の制御部 ０5に対して送信する。

００55 ００の制御部 ０5は、この要求信号を受けると、ステップS 8 5において、

アン ００の制御部2０3に対し、 内蔵スピーヵ ０から音声を出力し外部スピー

ヵ3００から音声を出力しないことを指示するC C信号を送信する。 アンプ2００の

制御部2０3はこの指示に従い、ステップS 8 6において、電源がオフならそのままとし

、電源がオンになっていればスピーヵは 動部2０にミュート制御信号Sc2 を送って外

部スピーヵ3００の音声をミュートする。制御部2０3は、ステップ 8 7において、外部

スピーヵ3００から音声を出力しないことについて準備が完了したことを報告するC C

信号を ００の制御部 ０5に返信する。

００56 本実施の形態では、上述した制御シーケンスとすることで、実施の形態 と同様，音

声出力モードの設定を簡単に行うことができ、各制御部の制御プログラムも簡単にな

る。

００57 (実施の形態3)
。本発明の実施の形態3では、 アンプ2００の付属のりモコン (図示せず に フ

レーヤ4００から映像信号および音声信号の再生を行うための専用キ一を設けている

。以後、この専用キ一をワングソチ再生キ一と呼ぶ。ワンタ、ソチ再生キ一が押されると

プレーヤ4００が 自動的に再生を始める仕様となっている。なお、音声出カシ

ステムの構成は、 アン ００の付属のりモコンに専用キ一を設けた点を除き、図

および図2の構成と変わらない。

００58 図6は、本実施の形態のシステム構成において、ワングソチ再生ボタンを押した時



の制御シーケンスを示した図である。以下、図 、2および図6を用いて動作を説明す

る。

００5 9 ステップ 82 において、ュ一ザが付属のりモコン上のワンタッチ再生キ一を押すと

、りモコンから専用のりモコンコードが発信される。ワンタッチ再生要求信号は アン

2００ではなく、 プレーヤ4００の制御部4０3が受信する。 アン 2００のりモ

コンに設けたキ一操作にもかかわらず、 プレーヤ4００がこのりモコンコードを受

信するのは、前述した実施の形態 の制御シーケンスに一致させるためである。本実

施の形態では、実施の形態 と同様、 プレーヤ4００の電源オンから動作が開始

する。

００6０ プレーヤ4００の制御部4０3は、ステップS822 において、ワンタッチ再生要求

信号を受信すると、 レーヤ4００の電源をオンにする。電源オンと同時に、光

ディスク制御部4０2に内蔵されたディスク駆動手段が起動を開始する。ディスク駆動

手段の起動後は、サ一ボ系の調整、 OCやリードイン等の管理情報の読み込み等

の「再生準備」を行う。そして、その「再生準備」の間に以下の制御を行う。

００6 1 プレーヤ4００の制御部4０3は、ステッ 823において、 ００の制御部 ０5

に対し電源オンを要求するC Cf 号を送信する。 ００の制御部 ０5は電源をオ

ンにしてから、ステップS82 4において、電源オン完了のC Cf 号を プレーヤ4

００の制御部4０3に返す。

００62 次に プレーヤ4００の制御部4０3は、ステップS825 において、音声出力モー

ドをシアターモードに設定することを要求するC Cf 号、すなわち外部スピーヵ3００

から音声を出力する要求信号を ００の制御部 ０5に対して送信する。

００63 ００の制御部 ０5は、この要求信号に従い、ステップS826 において、 アン

2００の制御部2０3に対し外部スピーヵ3００から音声を出力することを指示するC

f 号を送信する。このC Cf 号を受信した アン 2００の制御部2０3は、ステッ
プ 827において、電源をオンにする。続いて制御部2０3は、ステップ 828におい
て、外部スピーヵ3００から音声を出力する準備が完了したことの返信を ００の制

御部 ０5に対して送信する。

００64 ００の制御部 ０5は、外部スピーヵからの音声出力準備完了の返信があれば



、ステップS829 において、スピーヵ駆動部 ０2にミュート制御信号Sc を送って内蔵

スピーヵ ０の音声をミュートする。一方、外部スピーヵからの音声出力準備完了の

返信がなければ、制御部 ０5は、スピーヵ駆動部 ０2へのミュート制御信号Sc を送

らない。 プレーヤ4００は、以上の制御シーケンスを各機器間で実行している間

に「再生準備」を完了し、ステップ 83０では再生を開始できる状態となっている。

００65 本実施の形態では、上述した制御シーケンスとすることで、ワンタッチ再生キ一を押

すことにより、音声出力モードの設定と併せて プレーヤの再生準備を完了する

ことができる。

００66 (実施の形態4)

実施の形態3では プレーヤ4００がワンタッチ再生要求信号を受信したが、本実

施の形態では、システムにレコーダ6００が接続され、レコーダ6００がワンタッチ再生

信号を受信する場合について説明する。なお、実施の形態2と同様、以下の説明で

は、 プレーヤ4００の制御部4０3をレコーダ6００の制御部6０3に置き換えて行う

００67 図7に、本実施の形態のシステムの、ワンタッチ再生ボタンを押した時の制御シーケ

ンスを示す。以下、図 、2および図7を用いて動作を説明する。

００68 レコーダ6００の制御部6０3は、ステップ 84 においてワンタッチ再生要求信号を

受信すると、ステップ 842においてレコーダ6００の電源をオンにする。電源オンと同

時にレコーダ6００に内蔵されたデイスク駆動手段が起動を開始する。デイスク駆動手

段の起動後はサ一ボ系の調整や C等の管理情報の読み込み等の「再生準備」を

行う。そして、その「再生準備」の間に以下の制御を〒う。

００69 レコーダ6００の制御部6０3は、ステップS843において、 ００の制御部 ０5に

対し、電源オンを要求するC Cf 号を送信する。 ００の制御部 ０5は ００の

電源をオンにしてから、ステップS844において、電源オン完了のC C信号をレコー

ダ6００の制御部6０3に返信する。

００7０ 次にレコーダ6００の制御部6０3は、ステップ 845において、音声出力モードをテ

レビモードに設定することを要求するC Cf 号、すなわち ００の内蔵スピーヵ皿

から音声を出カする要求信号を ００の制御部 ０5に対して送信する。



００71 の制御部 ０5は、この要求信号に従い、ステップS846において、 アン

2 の制御部2０3に対し、 内蔵スピーヵ ０から音声を出力し、外部スピーヵ
3００から音声を出力しないことを指示するC Cf 号を送信する。 アン ００の制

御部2０3は、この指示信号に従い、ステップ 847において、電源がオフならそのま

まとし、電源がオンになっていればスピーヵ駆動部2０にミュート制御信号Sc2 を送

って外部スピーヵ3００の音声をミュートする。制御部2０3はその後、ステップ 848に

おいて、外部スピーヵ3００から音声を出力しないことについて準備が完了したことを

報告するC Cf 号を ００の制御部 ０5に返信する。レコーダ6００は、以上の制

御シーケンスを各機器間で実行している間に「再生準備」を完了し、ステップ 849で

は再生を開始できる状態となっている。

００72 本実施の形態では、上述した制御シーケンスとすることで、実施の形態3と同様、ワ

ンタッチ再生キ一を押すことにより、音声出力モードの設定と併せてレコーダの再生

準備を完了することができる。

００73 以上説明したように本発明では、非常に単純なシーケンスによって音声出力モード

の制御が行われる。すなわち、本発明の制御方法により、それぞれの機器が互いの

組み合わせを認識することなく、以下のシーケンスを、簡単なプログラムによって実現

できる。

・ アンプおよび プレーヤが接続されている場合に、電源を入れる と

、音声出力モードがシアターモードになって電源がオンされる。

2・ アンプおよびレコーダが接続されている場合に、電源を入れると、音 声

出力モードがテレビモードになって電源がオンされる。

3・ とレコーダもしくは プレーヤが接続されている場合に電源を入れると 、

音声出力モードがテレビモードになって電源がオンされる。

００74 なお、上記各実施の形態においては、音声出カシステムに プレーヤもしくは

レコーダが接続された場合について説明したが、本発明はこれに限定されるもので

はない。本発明は、システムにS や他の映像・音声再生機器が接続された場合で

も、同様の効果が得られることは、 づまでもない。



産業上の木り用可能，生

本発明の音声出カシステムの制御方法は、単純な制御シーケンスによって音声出

力モードの設定ができるため、様々な機器が接続された音声出カシステムに広く適

用できる。



請求の範囲

映像および音声を出カする視聴機器、外部スピーヵから音声を出カする外部音声

機器、ならびに音声信号を再生する音声再生機器を備えた音声出カシステムの制

御方法であって、

(a) 前記音声再生機器が、前記視聴機器に対し、音声出力モードに関する要求信号

を送信するステップと、

(b)前記視聴機器が、受信した前記要求信号に従って前記外部音声機器に対し、

前記外部音声機器に接続された外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、

もしくは音声が出力されない状態にするかを指示する第 の指示信号を送信すると共

に、自己の内蔵スピーヵの状態を前記外部スピーヵの状態とは逆の状態に設定する

ステップ

を含む音声出カシステムの制御方法。

2 前記音声再生機器は、電源オンの処理に引き続き、前記視聴機器に対し、前記要

求信号を送信する請求項 に記載の音声出カシステムの制御方法。

3 前記音声再生機器が、記録メディアから音声信号を再生する機能を備えた機器で

ある場合、前記要求信号は、前記外部音声機器に接続された外部スピーヵから音声

を出カすることを要求する信号である請求項 に記載の音声出カシステムの制御方

法。

4 前記音声再生機器が、記録メディアから音声信号を再生し、また前記記録メディア

に音声信号を記録する機能を備えた機器である場合、前記要求信号は、前記視聴

機器の内蔵スピーヵから音声を出カすることを要求する信号である請求項 に記載

の音声出カシステムの制御方法。

5 前記視聴機器が、前記外部音声機器に対し前記第 の指示信号を送信し、前記外

部音声機器から前記第 の指示信号に対する応答信号が返信されなかった場合、

前記視聴機器は自己の内蔵スピーヵより音声を出カする請求項 に記載の音声出

カシステムの制御方法。

6 前記音声再生機器は、前記視聴機器に対し、前記要求信号を送信するのに先立

ち、前記視聴機器の電源をオンにする第2の指示信号を送信する請求項 に記載の



音声出カシステムの制御方法。

7 前記視聴機器は、前記外部音声機器に対し、前記第 の指示信号を送信するのに

先立ち、前記外部音声機器の電源をオンにする第3の指示信号を送信する請求項

に記載の音声出カシステムの制御方法。

8 映像および音声を出カする視聴機器、外部スピーヵから音声を出カする外部音声

機器、音声信号を再生する音声再生機器、ならびに前記各機器間を接続する通信

回線を備えた音声出カシステムであって、

(
)前記視聴機器は、

音声を出カする内蔵スピーヵと、

前記通信回線を介して外部からの音声信号を受信する第 の受信部と、

前記第 の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第 の音声処理部と、

前記第 の音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーヵを駆動する第 のスピ

ーヵ駆動部と、

少なくとも前記第 の受信部および第 のスピーヵ駆動部を制御する第 の制御部と

を備え、

(b)前記外部音声機器は、

前記通信回線を介して外部からの音声信号を受信する第2の受信部と、

前記第2の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第2の音声処理部と、

前記第2の音声処理部の出力を入力として、前記外部スピーヵを駆動する第2のスピ

ーヵ駆動部と、

前記第2の受信部で受信した音声信号を前記通信回線を介して外部に送信する

第2の送信部と、

少なくとも前記第2の受信部、前記第2の送信部および第2のスピーヵ駆動部を制御

する第2の制御部とを備え、

(。)前記音声再生機器は、

再生された音声信号に必要な処理を施す第3の音声処理部と、

前記第3の音声処理部から出力された音声信号を、前記通信回線を介して外部に送

信する送信部と、



少なくとも前記第3の音声処理部および送信部を制御する第3の制御部とを備え、

(d)前記第3の制御部は、前記第 の制御部に対し、音声出力モードに関する要求

信号を送信し、

前記第 の制御部は、受信した前記要求信号に従って前記第2の制御部に対し、

前記外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、もしくは音声が出力されない
状態にするかを指示する指示信号を送信すると共にし、前記視聴機器の内蔵スピー

ヵの状態を前記外部スピーヵの状態とは逆の状態に設定するよぅに制御する音声出

カシステム。

9 前記第3の制御部は、前記音声再生機器の電源オンの処理に引き続き、前記第

の制御部に対し、前記要求信号を送信する請求項8 に記載の音声出カシステム。

０ 前記音声再生機器が、記録メディアから音声信号を再生する機能を備えた機器で

ある場合、前記第3の制御部は前記第 の制御部に対し、前記要求信号として前記

外部音声機器に接続された外部スピーヵから音声を出カすることを要求する信号を

送信する請求項8 に記載の音声出カシステム。

前記音声再生機器が、記録メディアから音声信号を再生し、また前記記録メディア

に音声信号を記録する機能を備えた機器である場合、前記第3の制御部は前記第

の制御部に対し、前記要求信号として前記視聴機器の内蔵スピーヵから音声を出カ

することを要求する信号を送信する請求項8 に記載の音声出カシステム。

2 前記通信回線としてH gh Den on M med a n e ce ( ) 規格に準拠した

ケーブルを用い、また前記要求信号および指示信号はC ons me E ec on cs C on

o (C C)規格に準拠した信号であることを特徴とする請求項8 に記載の音声出カシ

ステム。

3 外部スピーヵから音声を出カする外部音声機器、および音声信号を再生する音声

再生機器と共に音声出カシステムを構成し、映像および音声を出カする視聴機器で

あって、

(a) 音声を出カする内蔵スピーヵと、

通信回線を介して外部からの音声信号を受信する受信部と、

前記受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、



前記音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーヵを駆動するスピーヵ駆動部と

少なくとも前記受信部およびスピーヵ駆動部を制御する制御部とを備え、

(b )前記制御部は、前記音声再生機器の制御部から送信された音声出力モードに

関する要求信号を受信し、この受信した要求信号に従って前記外部音声機器の制

御部に対し、前記外部スピーヵから音声が出力される状態にするか、もしくは音声が

出力されない状態にするかを指示する指示信号を送信すると共に、前記内蔵スピー

ヵの状態を前記外部スピーヵの状態とは逆の状態に設定するよぅに前記スピーヵ駆

動部を制御する視聴機器。

4 前記通信回線としてH gh Den on M med a n e 。。( ) 規格に準拠した

ケーブルを用い、また前記要求信号および指示信号はC ons me E ec on cs C on

o (C C)規格に準拠した信号である請求項 3 に記載の視聴機器。

5 映像および音声を出カする視聴機器、ならびに音声信号を再生する音声再生機

器と共に音声出カシステムを構成し、外部スピーヵから音声を出カする外部音声機

器であって、

(a) 通信回線を介して外部からの音声信号を受信する受信部と、

前記受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、

前記音声処理部の出力を入力として、前記外部スピーヵを駆動するスピーヵ駆動

部と、

前記受信部で受信した音声信号を前記通信回線を介して外部に送信する送信部と

少なくとも前記受信部、前記送信部およびスピーヵ駆動部を制御する制御部とを備

ぇ、

(b )前記制御部は、前記視聴機器の制御部から送信された、前記外部スピーヵから

音声が出力される状態にするか、もしくは音声が出力されない状態にするかを指示

する指示信号を受信し、この指示信号に従って前記スピーヵ駆動部 ( 2０ ) を制御す

る外部音声機器。

6 前記通信回線としてH gh Den on M med a n e 。。( )規格に準拠した



ケーブルを用い、また前記指示信号はC ons me E ec on cs C on o (C C)規格に

準拠した信号である請求項 5 に記載の外部音声機器。

7 映像および音声を出カする視聴機器、ならびに外部スピーヵから音声を出カする

外部音声機器と共に音声出カシステムを構成し、音声信号を再生する音声再生機

器 (4００) であって、

(a) 再生された音声信号に必要な処理を施す音声処理部と、

前記音声処理部から出力された音声信号を、通信回線を介して外部に送信する送

信部と、

少なくとも前記音声処理部および送信部を制御する制御部とを備え、

(b )前記制御部は、前記視聴機器の制御部に対し、音声出力モードに関する要求信

号を送信する音声再生機器。

8 前記制御部は、電源オンの処理に引き続き、前記視聴機器の制御部に対し、前記

要求信号を送信する請求項 7 に記載の音声再生機器。

9 自己が、記録メディアから音声信号を再生する機能を備えた機器である場合、前記

制御部は前記視聴機器の制御部に対し、前記要求信号として前記外部音声機器に

接続された外部スピーヵから音声を出カすることを要求する信号を送信する請求項

7 に記載の音声再生機器。

2０ 自己が、記録メディアから音声信号を再生し、また前記記録メディアに音声信号を

記録する機能を備えた機器である場合、前記制御部は前記視聴機器の制御部に対

し、前記要求信号として前記視聴機器の内蔵スピーヵから音声を出カすることを要

求する信号を送信する請求項 7 に記載の音声再生機器。

2 前記通信回線としてH gh Den on M med a n e 。。( ) 規格に準拠した

ケーブルを用い、また前記要求信号はC ons me E ec on cs C on o (C C)規格に

準拠した信号であることを特徴とする請求項 7 に記載の音声再生機器。
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