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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の装置と第２の装置とに接続され、映像または音声を再生する再生装置であって、
　前記第１の装置は、映像または音声の出力を開始することを通知するためのコマンドで
ある通知コマンドを前記第２の装置または前記再生装置から受信すると、前記通知コマン
ドの送信元である前記再生装置および前記第２の装置の何れかからの出力を受信するため
に入力を切り換え、
　前記第２の装置は、映像または音声の出力を開始するように指示するためのコマンドで
ある指示コマンドを受信すると、前記通知コマンドを前記第１の装置に送信し、
　前記再生装置は、
　記録媒体に記録されている映像または音声を再生する再生手段と、
　再生された映像または音声を前記第１の装置に出力するデータ出力手段と、
　再生された映像または音声の出力が終了した時、前記指示コマンドを前記第２の装置に
送信するコマンド送信手段と
　を備える
　ことを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　前記第２の装置は、自装置が前記再生装置に接続されていることを示すコマンドである
装置通知コマンドを前記再生装置に送信し、
　前記コマンド送信手段は、前記装置通知コマンドを前記第２の装置より受信している場
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合のみ、前記指示コマンドを前記第２の装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記再生装置はさらに、
　ユーティリティ画面を作成する画面作成手段を備え、
　前記データ出力手段は、作成されたユーティリティ画面を前記第１の装置へ出力し、
　前記コマンド送信手段は、作成されたユーティリティ画面の出力が終了した時、前記指
示コマンドを前記第２の装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記第２の装置は、自装置の製造元を示すコマンドである製造元コマンドを前記再生装
置に送信し、
　前記コマンド送信手段は、前記製造元コマンドによって示される製造元が所定の製造元
であると前記再生装置により判定された場合のみ、前記指示コマンドを前記第２の装置に
送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項５】
　前記再生装置はさらに、
　受信したテレビ放送を所定形式の映像または音声に変換する変換手段と、
　変換された映像または音声を前記記録媒体に記録する記録手段と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　映像または音声を再生する再生システムであって、
　映像または音声の出力を開始することを通知するためのコマンドである通知コマンドを
前記第２の装置または前記再生装置から受信すると、前記通知コマンドの送信元である再
生装置および第２の装置の何れかからの出力を受信するために入力を切り換える第１の装
置と、
　映像または音声の出力を開始するように指示するためのコマンドである指示コマンドを
受信すると、前記通知コマンドを前記第１の装置に送信する第２の装置と、
　記録媒体に記録されている映像または音声を再生し、再生された映像または音声を前記
第１の装置に出力するとともに、再生された映像または音声の出力が終了した時、前記指
示コマンドを前記第２の装置に送信する前記再生装置と
　を備えることを特徴とする再生システム。
【請求項７】
　記憶媒体からのデータを再生し、第１の装置及び第２の装置にコマンドを送信する再生
装置であって、
　前記記憶媒体からのデータを再生する再生手段と、
　前記再生データ及びメニュー画面データの少なくとも１つを前記第１の装置に出力する
データ出力手段と、
　前記データ出力手段からの前記再生データ及びメニュー画面データの少なくとも１つの
出力を開始する際、前記再生装置の前記データ出力手段により出力された前記再生データ
及びメニュー画面データの少なくとも１つを受信するよう前記第１の装置に指示する通信
コマンドを前記第１の装置に送信し、前記データ出力手段からの前記再生データ及びメニ
ュー画面データの少なくとも１つの出力を終了する際、前記第１の装置が前記第２の装置
より出力されたデータを受信するよう前記第２の装置に指示させる指示コマンドを前記第
２の装置に送信するコマンド送信手段と
　を備えることを特徴とする再生装置。
【請求項８】
　前記再生装置はＤＶＤプレーヤーであり、前記第１の装置はテレビであり、前記第２の
装置は放送受信機である
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　ことを特徴とする請求項７に記載の再生装置。
【請求項９】
　前記再生装置は、少なくともケーブル及び無線信号のうちいずれか一方を用いて、デー
タ及びコマンドを前記第１の装置及び前記第２の装置に送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の再生装置。
【請求項１０】
　前記再生装置は、さらに、データを前記記録媒体に記録する記録手段を備える
　ことを特徴とする請求項７に記載の再生装置。
【請求項１１】
　前記再生装置は、さらに、前記第２の装置の製造元が所定の製造元に含まれているかど
うかを決定するために用いられる、所定の製造元の一覧を格納するための格納手段を備え
る
　ことを特徴とする請求項７に記載の再生装置。
【請求項１２】
　データを再生するための再生システムであって、
　記録媒体からのデータを再生し、前記再生データ及びメニュー画面データを出力し、前
記再生データ及びメニュー画面データの少なくとも１つの出力を開始する際に通知コマン
ドを出力し、前記再生データ及びメニュー画面データの少なくとも１つの出力を終了する
際に指示コマンドを出力する再生装置と、
　前記通知コマンドを受信し、前記通知コマンドを受信した場合に前記再生装置からの前
記再生データ及びメニュー画面データの少なくとも１つの出力を受信するために入力を切
り換える第１の装置と、
　データを出力し、前記指示コマンドを受信し、前記指示コマンドを受信した場合に、通
知コマンドを前記第１の装置に送信することにより、第２の装置より出力されたデータを
受信するよう前記第１の装置に指示する前記第２の装置と
　を備えることを特徴とする再生システム。
【請求項１３】
　前記再生装置、第１の装置及び第２の装置の各々は、テレビ・チューナーを含む
　ことを特徴とする請求項１２に記載の再生システム。
【請求項１４】
　前記再生装置はＤＶＤプレーヤーであり、前記第１の装置はテレビであり、前記第２の
装置は放送受信機である
　ことを特徴とする請求項１２に記載の再生システム。
【請求項１５】
　前記再生装置は、さらに、データを前記記録媒体に記録する記録手段を備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の再生システム。
【請求項１６】
　前記再生装置は、所定の製造元の一覧を格納する格納手段を備え、
　前記第２の装置は、前記第２の装置の製造元情報を格納するための装置情報格納手段を
備え、
　前記再生データ及びメニュー画面データのうち少なくとも１つの出力を終了し、前記第
２の装置の装置情報格納手段に格納された製造元情報が前記再生装置の格納手段に格納さ
れた前記所定の製造元の一覧に含まれている場合のみ、前記再生装置は前記指示コマンド
を送信する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像または音声を再生する再生装置に関し、特に、再生装置がテレビに接続
されている状況において、テレビの入力を自動的に切り換える技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビには、テレビ放送を受信して視聴することだけでなく、様々な用途がある
。例えば、ＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔａｐｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）やＤＶＤレコーダのよう
なＤＶＲ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）を接続すれば、これらの外
部装置で再生したコンテンツを視聴することができ、家庭用ゲーム機を接続すれば、ゲー
ムを楽しむことができる。そのため、テレビには、テレビ放送を受信するためのアンテナ
端子に加えて、一個もしくは複数個の外部入力端子が備えられていることが多い。ユーザ
は、リモコンや本体上のボタンなどを操作することによって、これらの入力を切り換える
ことができる。
【０００３】
　多くの外部入力端子が備えられているテレビ（特にハイエンド機種に多い）には、ＤＶ
Ｒや家庭用ゲーム機など多数の外部装置を同時に接続することができるという利点がある
。その反面、手動で入力切換をする必要が生じるため、操作が煩わしくなるという欠点が
ある。
【０００４】
　ところで、近年のＶＴＲやＤＶＲは、チューナを搭載しており、テレビ放送を受信する
ことができるタイプのものが多い。このようなＶＴＲやＤＶＲでコンテンツを再生してい
ない場合は、チューナで受信したテレビ放送をテレビに出力するのが一般的である。
【０００５】
　このように、テレビの入力をＶＴＲにしていてもテレビ放送を視聴することは可能であ
る。しかし、テレビの入力をＶＴＲにしている状態で例えばアナログ地上波放送の録画を
行っている場合は、別のチャンネルのアナログ地上波放送を視聴することができない。す
なわち、所望のチャンネルのテレビ放送を視聴するためには、ＶＴＲやＤＶＲのチューナ
を用いるよりもテレビのチューナを用いる方が簡便である。そこで、テレビと外部装置と
の間でコマンドを伝送することによって、自動的にテレビの入力を切り換える技術がある
。
【０００６】
　例えば、下記に示される特許文献１に開示されている再生装置は、再生を開始すると、
自装置の出力端子が接続されているテレビの入力端子に入力を切り換えることを指示する
信号をテレビに送信する。また、この再生装置は、電源オフ状態になるときに、テレビの
入力をアンテナもしくはチューナに切り換えることを指示する信号をテレビに送信する。
これによって、再生装置が再生を開始すると、その再生映像をテレビの画面に表示し、再
生装置が電源オフ状態になるときに、テレビのアンテナもしくはチューナで受信した映像
をテレビの画面に表示することが可能となる。
【０００７】
　なお、ＡＶ．ｌｉｎｋ規格（下記に示される非特許文献１）では、テレビやＶＴＲなど
が連携して動作するためのコマンドが規定されている。この規格によると、ＶＴＲが再生
を開始した時や、ＶＴＲがメニュー画面を表示した時、ＶＴＲはテレビに所定のコマンド
を発行する。これによって、テレビをスタンバイ状態からＶＴＲの画面を表示できる状態
にすることができる。
【特許文献１】特開２０００－３５０１３１号公報
【非特許文献１】ＣＥＮＥＬＥＣ　ＡＶ．ｌｉｎｋ（ＥＮ５０１５７－１、ＥＮ５０１５
７－２－１、ＥＮ５０１５７－２－２、ＥＮ５０１５７－２－３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、セットトップボックス（ＳＴＢ）などの放送受信装置をテレビに接続すれば
、ＳＴＢで受信したケーブルテレビ放送等を視聴することができる。このような場合は、
ケーブルテレビ放送を視聴するために、テレビの入力をＳＴＢに設定していることが多い
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。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に開示されている従来技術によれば、ＳＴＢで受信したケー
ブルテレビ放送を視聴している場合でも、再生装置が電源オフ状態になると、テレビのチ
ューナで受信したテレビ放送（アナログ地上波放送）にテレビの画面が切り換わってしま
うという問題点がある。
【００１０】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであって、テレビの入力を自動的に
ＳＴＢなどの放送受信装置からの出力に切り換えることができる再生装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明に係る再生装置は、第１の装置と第２の装置とに接
続され、映像または音声を再生する再生装置であって、前記第１の装置は、映像または音
声の出力を開始することを通知するためのコマンドである通知コマンドを前記第２の装置
または前記再生装置から受信すると、前記通知コマンドの送信元である前記再生装置およ
び前記第２の装置の何れかからの出力を受信するために入力を切り換え、前記第２の装置
は、映像または音声の出力を開始するように指示するためのコマンドである指示コマンド
を受信すると、前記通知コマンドを前記第１の装置に送信し、前記再生装置は、記録媒体
に記録されている映像または音声を再生する再生手段と、再生された映像または音声を前
記第１の装置に出力するデータ出力手段と、再生された映像または音声の出力が終了した
時、前記指示コマンドを前記第２の装置に送信するコマンド送信手段とを備える。これに
よって、再生された映像または音声の出力が終了した時、再生装置から第２の装置に指示
コマンドが送信され、第２の装置から第１の装置に通知コマンドが送信され、第１の装置
の入力が、通知コマンドの送信元装置（ここでは第２の装置）からの出力に切り換わる。
すなわち、再生された映像または音声の出力が終了した時、第１の装置（例えばテレビ）
の入力を自動的に第２の装置（例えばＳＴＢ）からの出力に切り換えることが可能となる
。
【００１２】
　ここで、前記第２の装置は、自装置が前記第１の装置に接続されていることを示すコマ
ンドである接続コマンドを前記再生装置に送信し、前記コマンド送信手段は、前記接続コ
マンドを前記再生装置より受信している場合のみ、前記指示コマンドを前記第２の装置に
送信してもよい。これによって、第２の装置が第１の装置に接続されている場合のみ、指
示コマンドを第２の装置に送信することが可能となる。
【００１３】
　また、前記再生装置はさらに、ユーティリティ画面を作成する画面作成手段を備え、前
記データ出力手段は、作成されたユーティリティ画面を前記第１の装置へ出力し、前記コ
マンド送信手段は、作成されたユーティリティ画面の出力が終了した時、前記指示コマン
ドを前記第２の装置に送信してもよい。これによって、再生された映像または音声の出力
が終了した時と同様、ユーティリティ画面の出力が終了した時も、第１の装置（例えばテ
レビ）の入力を自動的に第２の装置（例えばＳＴＢ）からの出力に切り換えることが可能
となる。
【００１４】
　また、前記第２の装置は、自装置の製造元を示すコマンドである製造元コマンドを前記
再生装置に送信し、前記コマンド送信手段は、前記製造元コマンドによって示される製造
元が所定の製造元であると前記再生装置により判定された場合のみ、前記指示コマンドを
前記第２の装置に送信してもよい。これによって、第２の装置の製造元が所定の製造元で
ある場合のみ、指示コマンドを第２の装置に送信することが可能となる。
【００１５】
　また、前記再生装置はさらに、受信したテレビ放送を所定形式の映像または音声に変換
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する変換手段と、変換された映像または音声を前記記録媒体に記録する記録手段とを備え
てもよい。これによって、記録機能を備える記録再生装置に対しても本発明を適用するこ
とが可能となる。
【００１６】
　また、本発明は、このような再生装置として実現することができるだけでなく、このよ
うな再生装置に前記第１の装置と前記第２の装置とが接続された再生システムとして実現
することもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明に係る再生装置によれば、再生された映像または音声の出力が終
了した時や、ユーティリティ画面の出力が終了した時、第１の装置の入力が自動的に第２
の装置からの出力に切り換わるので、第１の装置の入力を切り換えるという煩わしい操作
をする必要がなくなり、利便性が高まる。しかも、このような入力切り換えがされるのは
、第２の装置の製造元が所定の製造元である場合のみであるため、製造元の違いが原因で
生じる不具合を回避することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００１９】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１の概要を示す図である。ここでは、テレビ１３１にＤＶＤレコ
ーダ１０１とＳＴＢ１５１とが接続されている状態を示している。ＤＶＤレコーダ１０１
は、本発明に係る再生装置の一例であり、テレビ１３１は、本発明に係る第１の装置の一
例であり、ＳＴＢ１５１は、本発明に係る第２の装置の一例である。この第２の装置は、
映像音声データを出力することができる装置であればよく、ＳＴＢなどの放送受信装置に
限定されるものではない。
【００２０】
　図２は、テレビ１３１とＤＶＤレコーダ１０１とＳＴＢ１５１の構成例を示す図である
。
【００２１】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、制御部１０２と、チューナ１０３と、ディスク管理部１０４
と、エンコーダ１０５と、デコーダ１０６と、ユーザ操作部１０７と、スイッチ１０８と
、データ出力Ｉ／Ｆ１０９と、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０と、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク
１１１と、出力処理部１１２と、アンテナ１２１と、データ用ケーブル１２２ａと、コマ
ンド用ケーブル１２３ａとを備えている。制御部１０２は、ＤＶＤレコーダ１０１の各構
成部の動作を制御する。チューナ１０３は、アンテナ１２１で受信したテレビ放送から特
定のチャンネルの映像音声データを取り出す。ディスク管理部１０４は、ＤＶＤディスク
１１１に対してデータを読み書きする。エンコーダ１０５は、チューナ１０３から受け取
った映像音声データをＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の記録に適した形式に変換する。デ
コーダ１０６は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１に記録されているデータをデコードする
。ユーザ操作部１０７は、ＤＶＤレコーダ１０１の本体上の操作ボタンや、ユーザが操作
するリモコンから赤外線信号などの指示信号を受け取る受光器等である。スイッチ１０８
は、チューナ１０３とデコーダ１０６のいずれかを選択する。データ出力Ｉ／Ｆ１０９は
、データ用ケーブル１２２ａを通して映像音声データをテレビ１３１に出力する。コマン
ド送受信Ｉ／Ｆ１１０は、コマンド用ケーブル１２３ａを通じてコマンドをテレビ１３１
との間で送受信する。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１は、記録媒体の一例である。出力処
理部１１２は、必要に応じて映像音声データを加工してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力す
る。アンテナ１２１は、テレビ放送を受信する。データ用ケーブル１２２ａは、映像音声
データを伝送するためのＤ端子ケーブル・Ｓ端子ケーブル・ＲＣＡケーブル・ＤＶＩケー
ブル等である。コマンド用ケーブル１２３ａは、コマンドを伝送するためのＲＳ２３２Ｃ
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シリアルケーブル等である。
【００２２】
　テレビ１３１は、画面１３２と、スピーカ１３３と、制御部１３４と、出力処理部１３
５と、チューナ１３６と、スイッチ１３７と、ユーザ操作部１３８と、データ入力Ｉ／Ｆ
１３９ａ及び１３９ｂと、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ａ及び１４０ｂと、アンテナ１２
１とを備えている。画面１３２は、映像を出力する。スピーカ１３３は、音声を出力する
。制御部１３４は、テレビ１３１の各構成部の動作を制御する。出力処理部１３５は、必
要に応じて映像音声データを加工して画面１３２またはスピーカ１３３に出力する。チュ
ーナ１３６は、アンテナ１２１で受信したテレビ放送（アナログ地上波放送）から特定の
チャンネルの映像音声データを取り出す。スイッチ１３７は、データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａ
とデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂとチューナ１３６のいずれかを選択する。ユーザ操作部１３
８は、テレビ１３１の本体上の操作ボタンや、ユーザが操作するリモコンから赤外線信号
などの指示信号を受け取る受光器等である。データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａは、データ用ケー
ブル１２２ａを通して映像音声データをＤＶＤレコーダ１０１から入力する。データ入力
Ｉ／Ｆ１３９ｂは、データ用ケーブル１２２ｂを通して映像音声データをＳＴＢ１５１か
ら入力する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ａは、コマンド用ケーブル１２３ａを通じてコ
マンドをＤＶＤレコーダ１０１との間で送受信する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ｂは、
コマンド用ケーブル１２３ｂを通じてコマンドをＳＴＢ１５１との間で送受信する。
【００２３】
　ＳＴＢ１５１は、制御部１５２と、チューナ１５３と、ユーザ操作部１５４と、出力処
理部１５５と、データ出力Ｉ／Ｆ１５６と、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７と、アンテナ１
２１と、データ用ケーブル１２２ｂと、コマンド用ケーブル１２３ｂとを備えている。制
御部１５２は、ＳＴＢ１５１の各構成部の動作を制御する。チューナ１５３は、アンテナ
１２１で受信したケーブルテレビ放送から特定のチャンネルの映像音声データを取り出す
。ユーザ操作部１５４は、ＳＴＢ１５１の本体上の操作ボタンや、ユーザが操作するリモ
コンから赤外線信号などの指示信号を受け取る受光器等である。出力処理部１５５は、必
要に応じて映像音声データを加工してデータ出力Ｉ／Ｆ１５６に出力する。データ出力Ｉ
／Ｆ１５６は、データ用ケーブル１２２ｂを通して映像音声データをテレビ１３１に出力
する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７は、コマンド用ケーブル１２３ｂを通じてコマンドを
テレビ１３１との間で送受信する。アンテナ１２１は、ケーブルテレビ放送を受信する。
データ用ケーブル１２２ｂとコマンド用ケーブル１２３ｂについては、データ用ケーブル
１２２ａとコマンド用ケーブル１２３ａと同じであるため、ここでは説明を省略する。
【００２４】
　なお、テレビ１３１において、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ａとコマンド送受信Ｉ／Ｆ
１４０ｂとは接続されている。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１から出力されたＳＴ
Ｂ１５１宛のコマンドはＳＴＢ１５１に、ＳＴＢ１５１から出力されたＤＶＤレコーダ１
０１宛のコマンドはＤＶＤレコーダ１０１に、それぞれ伝送されるようになっているもの
とする。
【００２５】
　（１）ＤＶＤレコーダ１０１の動作
　まず、ＤＶＤレコーダ１０１の動作について説明する。
【００２６】
　ユーザは、「再生開始」「再生停止」「メニュー表示」「メニュー閉じる」など、様々
な指示をユーザ操作部１０７に入力することができる。ユーザ操作部１０７は、ユーザか
らの指示を受け取ると、その指示を制御部１０２に出力する。制御部１０２は、ユーザ操
作部１０７からの指示の内容に応じて、ＤＶＤレコーダ１０１の各構成部の動作を制御す
る。
【００２７】
　［記録も再生も行っていない場合の動作］
　チューナ１０３は、アンテナ１２１で受信したテレビ放送から特定のチャンネルの映像
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音声データを取り出してエンコーダ１０５とスイッチ１０８に出力する。スイッチ１０８
は、チューナ１０３から受け取った映像音声データを出力処理部１１２に出力する。出力
処理部１１２は、スイッチ１０８から受け取った映像音声データをデータ出力Ｉ／Ｆ１０
９に出力する。このとき、出力処理部１１２は、例えば受信チャンネル番号表示を追加す
るなど、制御部１０２からの指示に応じて映像音声データを加工することもある。データ
出力Ｉ／Ｆ１０９は、出力処理部１１２から受け取った映像音声データをデータ用ケーブ
ル１２２ａを通してテレビ１３１に出力する。
【００２８】
　ユーザは、チャンネルを変更する場合、ユーザ操作部１０７に選局を指示する。制御部
１０２は、ユーザ操作部１０７から選局指示を受け取ると、そのチャンネルをチューナ１
０３に指示する。チューナ１０３は、制御部１０２から指示されたチャンネルの映像音声
データをスイッチ１０８に出力する。なお、チューナで受信した映像音声データをそのま
ま出力した画面のことを、以降、ＥＥ画面と呼ぶことにする。
【００２９】
　［メニュー画面表示動作］
　ここでいうメニュー画面とは、ＤＶＤレコーダ１０１の設定を行う画面、番組表（ＥＰ
Ｇ）、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の記録内容一覧画面などである。
【００３０】
　制御部１０２は、ユーザ操作部１０７から「メニュー表示」指示を受け取ると、メニュ
ー画面の作成および出力を出力処理部１１２に指示する。出力処理部１１２は、制御部１
０２から指示されたメニュー画面のデータを作成し、スイッチ１０８から受け取る映像音
声データに代えて、このメニュー画面のデータをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。こ
のとき、出力処理部１１２は、スイッチ１０８から受け取る映像音声データをメニュー画
面の一部に含めることもある。
【００３１】
　その後、制御部１０２は、ユーザ操作部１０７から「メニュー閉じる」指示を受け取る
など、メニュー画面を閉じる必要が生じた場合、メニュー終了を出力処理部１１２に指示
する。出力処理部１１２は、制御部１０２からメニュー終了指示を受け取ると、メニュー
画面の作成および出力を終了し、スイッチ１０８から受け取った映像音声データをデータ
出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。
【００３２】
　［記録動作］
　制御部１０２は、ユーザ操作部１０７から録画指示を受け取ると、テレビ放送データの
記録をエンコーダ１０５およびディスク管理部１０４に指示する。エンコーダ１０５は、
チューナ１０３から受け取った映像音声データをＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の記録に
適したデータに変換してディスク管理部１０４に出力する。記録に適したデータとは、例
えばＭＰＥＧ２―ＰＳ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｔｒｅａｍ）形式のデータである。
【００３３】
　ディスク管理部１０４は、エンコーダ１０５から受け取ったデータをＤＶＤ－ＲＡＭデ
ィスク１１１に記録する。このとき、スイッチ１０８の入力はチューナ１０３のままであ
り、データ出力Ｉ／Ｆ１０９からはＥＥ画面が出力される。
【００３４】
　［再生動作］
　制御部１０２は、ユーザ操作部１０７から再生開始指示を受け取ると、そのコンテンツ
を再生するようにデコーダ１０６およびディスク管理部１０４に指示する。また、制御部
１０２は、入力をデコーダ１０６に切り換えるようにスイッチ１０８に指示する。
【００３５】
　スイッチ１０８は、制御部１０２から指示を受け取ると、入力をデコーダ１０６に切り
換える。ディスク管理部１０４は、制御部１０２から指示されたコンテンツをＤＶＤ－Ｒ
ＡＭディスク１１１から読み出してデコーダ１０６に出力する。デコーダ１０６は、ディ
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スク管理部１０４から受け取ったコンテンツを映像音声データに変換してスイッチ１０８
に出力する。スイッチ１０８は、デコーダ１０６から受け取った映像音声データを出力処
理部１１２に出力する。出力処理部１１２は、スイッチ１０８から受け取った映像音声デ
ータをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。このとき、出力処理部１１２は、例えば「再
生」という文字表示を追加するなど、制御部１０２からの指示に応じて映像音声データを
加工することもある。データ出力Ｉ／Ｆ１０９は、出力処理部１１２から受け取った映像
音声データをデータ用ケーブル１２２ａを通してテレビ１３１に出力する。
【００３６】
　制御部１０２は、ユーザ操作部１０７から再生停止指示を受け取ると、そのコンテンツ
の再生を停止するようにデコーダ１０６およびディスク管理部１０４に指示する。また、
制御部１０２は、入力をチューナ１０３に切り換えるようにスイッチ１０８に指示する。
【００３７】
　ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生が終了すると、ＤＶＤレコーダ１０１は、記録も
再生もしていない状態に戻り、データ出力Ｉ／Ｆ１０９からはＥＥ画面が出力される。
【００３８】
　［コマンド送信動作］
　制御部１０２は、データ出力Ｉ／Ｆ１０９がＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生デー
タの出力もしくはメニュー画面の出力を開始した時、出力開始通知コマンドを送信するよ
うにコマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０に指示する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０は、出力開始
通知コマンドをコマンド用ケーブル１２３ａを通してテレビ１３１などの接続されている
装置に送信する。
【００３９】
　また、制御部１０２は、データ出力Ｉ／Ｆ１０９がＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再
生データの出力もしくはメニュー画面の出力を終了してＥＥ画面の出力を開始した時、出
力開始指示コマンドを送信するようにコマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０に指示する。コマンド
送受信Ｉ／Ｆ１１０は、コマンド用ケーブル１２３ａ、テレビ１３１およびコマンド用ケ
ーブル１２３ｂを通して出力開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に送信する。なお、ＤＶＤ
レコーダ１０１とＳＴＢ１５１とが接続されていない場合、制御部１０２は、出力開始指
示コマンドを送信するようにコマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０に指示しなくてもよい。
【００４０】
　また、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０は、外部装置からコマンドを受け取ると、このコマ
ンドを制御部１０２に渡す。これによって、制御部１０２は、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１１
０から受け取ったコマンドの内容に応じた動作を行う。例えば、制御部１０２は、コマン
ド送受信Ｉ／Ｆ１１０から受け取ったコマンドが装置通知コマンドである場合、その送信
元を確認することによって、ＳＴＢ１５１など外部装置が接続されていることを知ること
ができる。
【００４１】
　（２）テレビ１３１の動作
　次に、テレビ１３１の動作について説明する。
【００４２】
　ユーザは、「入力切換」「選局」「メニュー表示」「メニュー閉じる」など、様々な指
示をユーザ操作部１３８に入力することができる。ユーザ操作部１３８は、ユーザからの
指示を受け取ると、その指示を制御部１３４に出力する。制御部１３４は、ユーザ操作部
１３８からの指示の内容に応じて、テレビ１３１の各構成部の動作を制御する。
【００４３】
　［手動入力切換動作］
　制御部１３４は、ユーザ操作部１３８から入力切換指示を受け取ると、入力を切り換え
るようにスイッチ１３７に指示する。スイッチ１３７は、チューナ１３６からの入力を出
力処理部１３５に出力している時、データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａに入力を切り換える指示を
制御部１３４から受け取ると、データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａから受け取った映像音声データ
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を出力処理部１３５に出力する。
【００４４】
　［テレビ放送視聴動作］
　テレビ放送を視聴する場合、スイッチ１３７の入力はチューナ１３６になっている。
【００４５】
　チューナ１３６は、アンテナ１２１で受信したテレビ放送から特定のチャンネルの映像
音声データを取り出してスイッチ１３７に出力する。スイッチ１３７は、チューナ１３６
から受け取った映像音声データを出力処理部１３５に出力する。出力処理部１３５は、ス
イッチ１３７から受け取った映像音声データのうち、映像データを画面１３２に出力し、
音声データをスピーカ１３３に出力する。このとき、出力処理部１３５は、例えば受信チ
ャンネル番号表示を追加するなど、制御部１３４からの指示に応じて映像データを加工す
ることもある。
【００４６】
　［外部装置視聴動作］
　外部装置からの映像を視聴する場合、スイッチ１３７の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ１３９
ａもしくはデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂになっている。ここでは、スイッチ１３７の入力が
データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａになっている場合の動作を説明する。
【００４７】
　データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａは、データ用ケーブル１２２ａを通してＤＶＤレコーダ１０
１から映像音声データを受け取ってスイッチ１３７に出力する。スイッチ１３７は、デー
タ入力Ｉ／Ｆ１３９ａから受け取った映像音声データを出力処理部１３５に出力する。
【００４８】
　以降の動作はテレビ放送視聴動作と同様である。また、スイッチ１３７の入力がデータ
入力Ｉ／Ｆ１３９ｂになっている場合の動作も同様である。
【００４９】
　［メニュー画面表示動作］
　ここでいうメニュー画面とは、テレビ１３１の設定を行う画面、番組表（ＥＰＧ）、接
続装置操作画面などである。
【００５０】
　制御部１３４は、ユーザ操作部１３８から「メニュー表示」指示を受け取ると、メニュ
ー画面の作成および出力を出力処理部１３５に指示する。出力処理部１３５は、制御部１
３４から指示されたメニュー画面のデータを作成して画面１３２に表示する。また、出力
処理部１３５は、必要に応じて音声データをスピーカ１３３に出力する。このとき、スイ
ッチ１３７から受け取る映像音声データをメニュー画面の一部に含めることもある。
【００５１】
　その後、制御部１３４は、ユーザ操作部１３８から「メニュー閉じる」指示を受け取る
など、メニュー画面を閉じる必要が生じた場合、メニュー終了を出力処理部１３５に指示
する。出力処理部１３５は、制御部１３４からメニュー終了指示を受け取ると、メニュー
画面の作成および出力を終了し、スイッチ１３７から受け取った映像音声データを画面１
３２およびスピーカ１３３に出力する。
【００５２】
　［自動入力切換動作］
　コマンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ａまたは１４０ｂは、コマンド用ケーブル１２３ａまたは
１２３ｂを通して外部装置（図２ではＤＶＤレコーダ１０１もしくはＳＴＢ１５１）から
コマンドを受け取ると、そのコマンドを制御部１３４に出力する。制御部１３４は、コマ
ンド送受信Ｉ／Ｆ１４０ａまたは１４０ｂから受け取ったコマンドが出力開始通知コマン
ドである場合、この出力開始通知コマンドの送信元装置が接続されているデータ入力Ｉ／
Ｆ１３９ａまたは１３９ｂからの入力に切り換えるようにスイッチ１３７に指示する。例
えば、出力開始通知コマンドの送信元装置がＤＶＤレコーダ１０１である場合、スイッチ
１３７の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ａに切り換わることになる。



(11) JP 4216834 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

【００５３】
　（３）ＳＴＢ１５１の動作
　次に、ＳＴＢ１５１の動作について説明する。
【００５４】
　ユーザは、「選局」など、様々な指示をユーザ操作部１５４に入力することができる。
ユーザ操作部１５４は、ユーザからの指示を受け取ると、その指示を制御部１５２に出力
する。制御部１５２は、ユーザ操作部１５４からの指示の内容に応じて、ＳＴＢ１５１の
各構成部の動作を制御する。
【００５５】
　［テレビ放送視聴動作］
　チューナ１５３は、アンテナ１２１で受信したケーブルテレビ放送から特定のチャンネ
ルの映像音声データを取り出して出力処理部１５５に出力する。出力処理部１５５は、チ
ューナ１５３から受け取った映像音声データをデータ出力Ｉ／Ｆ１５６に出力する。デー
タ出力Ｉ／Ｆ１５６は、出力処理部１５５から受け取った映像音声データをデータ用ケー
ブル１２２ｂを通してテレビ１３１に出力する。
【００５６】
　［コマンド送受信動作］
　制御部１５２は、必要に応じて、装置通知コマンドを送信するようにコマンド送受信Ｉ
／Ｆ１５７に指示する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７は、装置通知コマンドをコマンド用
ケーブル１２３ｂを通して外部装置に送信する。装置通知コマンドを送信するタイミング
は、例えばＳＴＢ１５１とテレビ１３１を接続した時や、ＳＴＢ１５１の電源を入れた時
である。
【００５７】
　また、コマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７は、外部装置から出力開始指示コマンドを受け取る
と、この出力開始指示コマンドを制御部１５２に渡す。制御部１５２は、コマンド送受信
Ｉ／Ｆ１５７から出力開始指示コマンドを受け取ると、出力開始通知コマンドを送信する
ようにコマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７に指示する。コマンド送受信Ｉ／Ｆ１５７は、出力開
始通知コマンドをコマンド用ケーブル１２３ｂを通してテレビ１３１などの接続されてい
る装置に送信する。
【００５８】
　（４）ＤＶＤレコーダ１０１とテレビ１３１とＳＴＢ１５１の動作
　図３は、ＤＶＤレコーダ１０１、ＳＴＢ１５１、およびテレビ１３１の動作を示すフロ
ー図である。以下、ＤＶＤレコーダ１０１の再生開始／停止時における各装置の動作につ
いて説明する。ここでは、テレビ１３１の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂになっており
、ユーザは、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送を視聴しているものとする。
【００５９】
　ＳＴＢ１５１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１およびテレビ１３１に装置通知コマ
ンドを送信する（Ｓｔｅｐ２０１）。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１は、ＳＴＢ１
５１と接続されていることを知る。
【００６０】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生開始」指示を受け取ると、ＤＶＤ－ＲＡＭ
ディスク１１１の再生を開始し（Ｓｔｅｐ２０２）、スイッチ１０８の入力をデコーダ１
０６に切り換える（Ｓｔｅｐ２０３）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始通知
コマンドをテレビ１３１に送信する（Ｓｔｅｐ２０４）。
【００６１】
　テレビ１３１は、出力開始通知コマンドを受け取ると、スイッチ１３７の入力をデータ
入力Ｉ／Ｆ１３９ａに切り換える（Ｓｔｅｐ２０５）。このとき、ＤＶＤレコーダ１０１
から出力されたＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生映像音声を視聴することができる。
【００６２】
　その後、ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生停止」指示を受け取ると、ＤＶＤ
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－ＲＡＭディスク１１１の再生を停止し（Ｓｔｅｐ２０６）、スイッチ１０８の入力をチ
ューナ１０３に切り換える（Ｓｔｅｐ２０７）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力
開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に送信する（Ｓｔｅｐ２０８）。
【００６３】
　ＳＴＢ１５１は、出力開始指示コマンドを受け取ると、出力開始通知コマンドをテレビ
１３１に送信する（Ｓｔｅｐ２０９）。テレビ１３１は、ＳＴＢ１５１から出力開始通知
コマンドを受け取ると、この出力開始通知コマンドの送信元装置を確認する。そして、送
信元装置がＳＴＢ１５１であることを確認すると、このＳＴＢ１５１が接続されているデ
ータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂにスイッチ１３７の入力を切り換える（Ｓｔｅｐ２１０）。この
とき、再度ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送を視聴することができる。
【００６４】
　図４は、テレビ１３１に表示される画面の遷移を示す図である。
　すなわち、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送を視聴している時にＤＶＤレコ
ーダ１０１の再生を開始すると、自動的にテレビ１３１の入力がＤＶＤレコーダ１０１に
切り換わり、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生映像が表示される（Ｓｔｅｐ２０３）
。また、ＤＶＤレコーダ１０１の再生を停止すると、自動的にテレビ１３１の入力がＳＴ
Ｂ１５１に切り換わり、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送が表示される（Ｓｔ
ｅｐ２１０）。
【００６５】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー画面の表示開始／表示終了時における各装置の
動作も、図３に示すフロー図と同様である。すなわち、ＤＶＤレコーダ１０１は、メニュ
ー画面の表示開始時に出力開始通知コマンドを接続されている装置に送信し、メニュー画
面の表示終了時に出力開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に送信する。
【００６６】
　図５は、テレビ１３１に表示される画面の遷移を示す図である。
　すなわち、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送を視聴している時にＤＶＤレコ
ーダ１０１のメニュー表示を開始すると、図４と同様、自動的にテレビ１３１の入力がＤ
ＶＤレコーダ１０１に切り換わり、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー画面が表示される。
また、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー表示を終了すると、自動的にテレビ１３１の入力
がＳＴＢ１５１に切り換わり、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送が表示される
。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態１によれば、ＤＶＤレコーダ１０１の出力がＥＥ画面に戻
った時、自動的にテレビ１３１の入力をＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送に切
り換えることができる。これによって、テレビの入力を切り換えるという煩わしい操作を
する必要がなくなり、利便性が高まる。
【００６８】
　なお、図３のフロー図におけるＳｔｅｐ２０２、Ｓｔｅｐ２０３およびＳｔｅｐ２０４
の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。同様に、Ｓｔｅｐ２０６、Ｓｔｅｐ
２０７およびＳｔｅｐ２０８の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。
【００６９】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、外部装置と接続するための外部入力Ｉ／Ｆを備え、外
部装置から出力された映像音声データと、チューナ１０３で受信したテレビ放送とを切り
換えられるようになっていてもよい。
【００７０】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１で記録再生する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクでは
なく、ＤＶＤ－Ｒディスクなど他のリムーバブルメディアであってもよいし、ハードディ
スクのような固定メディアであってもよい。ＤＶＤレコーダは、一種類もしくは複数種類
の記録媒体の記録再生を行うことが可能な記録再生装置であってもよい。エンコーダを備
えず、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの記録メディアの再生のみを行うＤＶＤプレーヤなどの再生専
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用装置をＤＶＤレコーダに代えて採用してもよい。
【００７１】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、チューナを備えていなくてもよい。この場合、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスクの再生を行っていない時には、図６に示すような所定の画面を出力する
とともに、この所定の画面出力に戻った時に出力開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に出力
するようにしておく。
【００７２】
　また、テレビ１３１は、二つのデータ入力Ｉ／Ｆを備えていると説明したが、三つ以上
のデータ入力Ｉ／Ｆを備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類であ
ってもよいし、異なる種類であってもよい。さらに、データ入力Ｉ／Ｆに同時に接続でき
る装置は一台であってもよいし、複数台であってもよい。要するに、コマンド送受信Ｉ／
Ｆ１４０ａまたは１４０ｂで受け取ったコマンドの送信元装置を特定することができ、か
つテレビ１３１の入力をコマンドの送信元装置に切り換えられればよい。
【００７３】
　また、ここでは、テレビ１３１がチューナ１３６を備えている構成を例示しているが、
本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、テレビ１３１は、外部装置から入力
された映像を表示するだけのモニターであってもかまわない。
【００７４】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１、テレビ１３１およびＳＴＢ１５１で受信可能なテレビ放
送は、同じ種類の放送であってもよいし、異なる種類の放送であってもよい。
【００７５】
　また、データ用ケーブルおよびコマンド用ケーブルは、一本のケーブルもしくは複数本
のケーブルであってもよいし、複数本の信号線を束ねて一本のケーブルにしたものでもよ
い。また、ケーブルではなく、赤外線などの無線信号でデータを伝送する構成を採用して
もよい。
【００７６】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１では、所定のタイミングで常にＳＴＢに出力開始指示コマンドを送信
することとしているが、ＳＴＢにも種々の製造元のものが存在する。従って、ＳＴＢによ
っては出力開始指示コマンドを認識できない場合があるので、本実施の形態２では、ＤＶ
Ｄレコーダに接続されているＳＴＢの製造元が所定の製造元である場合のみ、出力開始指
示コマンドを送信する構成を採用している。以下、本実施の形態２について前記実施の形
態１と異なる点を中心に説明する。
【００７７】
　図７は、本実施の形態２における構成例を示す図である。実施の形態１と異なる点は、
ＳＴＢ５０１が装置情報保管部５０３を備えている点である。また、ＳＴＢ５０１の制御
部５０２の機能とＤＶＤレコーダ１０１の制御部１０２ａの機能が実施の形態１と異なる
。その他の構成部は、実施の形態１と同じ機能であるため、同じ番号を用いて説明する。
【００７８】
　ＳＴＢ５０１の装置情報保管部５０３は、当該ＳＴＢ５０１の製造元情報を内部に保管
している。制御部５０２は、装置情報保管部５０３が保管している製造元情報を含む製造
元通知コマンドをコマンドＩ／Ｆ１５７に出力する。製造元通知コマンドを送信するタイ
ミングは、例えばＳＴＢ５０１とテレビ１３１を接続した時や、ＳＴＢ５０１の電源を入
れた時である。
【００７９】
　ＤＶＤレコーダ１０１の制御部１０２ａは、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元であ
る場合のみ、出力開始指示コマンドを送信するようにコマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０に指示
する。このようにＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元であるかどうかを判定するために
、制御部１０２ａは、製造元の一覧表を内部に保持している。図８（Ａ）は、制御部１０
２ａが保持している製造元一覧表の一例を示す図である。ここでは、製造元がＡ社やＢ社
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であるＳＴＢ５０１は、出力開始指示コマンドを認識することができるという前提にして
いる。
【００８０】
　図９は、本実施の形態２における各装置の動作を示すフロー図である。以下、ＤＶＤレ
コーダ１０１の再生開始／停止時における各装置の動作について説明する。ここでも、テ
レビ１３１の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂになっており、ユーザは、ＳＴＢ５０１で
受信したケーブルテレビ放送を視聴しているものとする。
【００８１】
　ＳＴＢ５０１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１およびテレビ１３１に装置通知コマ
ンドを送信する（Ｓｔｅｐ６０１）。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１は、ＳＴＢ５
０１と接続されていることを知る。
【００８２】
　また、ＳＴＢ５０１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１に製造元通知コマンドを送信
する（Ｓｔｅｐ６１１）。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１は、ＳＴＢ５０１の製造
元を知る。
【００８３】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生開始」指示を受け取ると、ＤＶＤ－ＲＡＭ
ディスク１１１の再生を開始し（Ｓｔｅｐ６０２）、スイッチ１０８の入力をデコーダ１
０６に切り換える（Ｓｔｅｐ６０３）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始通知
コマンドをテレビ１３１に送信する（Ｓｔｅｐ６０４）。
【００８４】
　テレビ１３１は、出力開始通知コマンドを受け取ると、スイッチ１３７の入力をデータ
入力Ｉ／Ｆ１３９ａに切り換える（Ｓｔｅｐ６０５）。このとき、ＤＶＤレコーダ１０１
から出力されたＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生映像音声を視聴することができる。
【００８５】
　その後、ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生停止」指示を受け取ると、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスク１１１の再生を停止し（Ｓｔｅｐ６０６）、スイッチ１０８の入力をチ
ューナ１０３に切り換える（Ｓｔｅｐ６０７）。同時に、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の
製造元である場合（Ｓｔｅｐ６０７ａでＹｅｓ）、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始指
示コマンドをＳＴＢ５０１に送信する（Ｓｔｅｐ６０８）。例えば、製造元通知コマンド
に含まれる製造元情報がＡ社やＢ社である場合、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始指示
コマンドをＳＴＢ５０１に送信することになる。
【００８６】
　ＳＴＢ５０１は、出力開始指示コマンドを受け取ると、出力開始通知コマンドをテレビ
１３１に送信する（Ｓｔｅｐ６０９）。テレビ１３１は、ＳＴＢ５０１から出力開始通知
コマンドを受け取ると、この出力開始通知コマンドの送信元装置を確認する。そして、送
信元装置がＳＴＢ５０１であることを確認すると、このＳＴＢ５０１が接続されているデ
ータ入力Ｉ／Ｆ１３９ｂにスイッチ１３７の入力を切り換える（Ｓｔｅｐ６１０）。この
とき、再度ＳＴＢ５０１で受信したケーブルテレビ放送を視聴することができる。
【００８７】
　以上の動作によって、テレビ１３１で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図
４のようになる。また、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー画面の表示開始／表示終了時に
おける各装置の動作も、図９に示すフロー図と同様であるため、その場合にテレビ１３１
で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図５のようになる。
【００８８】
　以上のように、本実施の形態２によれば、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元である
場合のみ、ＤＶＤレコーダ１０１の出力がＥＥ画面に戻った時、自動的にテレビ１３１の
入力をＳＴＢ５０１で受信したケーブルテレビ放送に切り換えることができる。これによ
って、製造元の違いが原因で生じる不具合を回避することが可能となる。
【００８９】
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　なお、ここでは、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元であるかどうかを判定すること
としているが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、同じ製造元のＳＴＢ
でも、機種やバージョンが異なると、その機能も異なるのが通常である。図８（Ｂ）は、
制御部１０２ａが保持している製造元一覧表の別の例を示す図である。この図に示すよう
に、所定の製造元であるかどうかだけでなく、所定の機種であるかどうか、さらには所定
のバージョンであるかどうかまで判定するようにしてもよい。もっとも、この場合は、製
造元通知コマンドに機種情報やバージョン情報を含めておく必要がある。
【００９０】
　また、図９のフロー図におけるＳｔｅｐ６０２、Ｓｔｅｐ６０３およびＳｔｅｐ６０４
の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。同様に、Ｓｔｅｐ６０６、Ｓｔｅｐ
６０７およびＳｔｅｐ６０８の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。
【００９１】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、外部装置と接続するための外部入力Ｉ／Ｆを備え、外
部装置から出力された映像音声データと、チューナ１０３で受信したテレビ放送とを切り
換えられるようになっていてもよい。
【００９２】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１で記録再生する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクでは
なく、ＤＶＤ－Ｒディスクなど他のリムーバブルメディアであってもよいし、ハードディ
スクのような固定メディアであってもよい。ＤＶＤレコーダは、一種類もしくは複数種類
の記録媒体の記録再生を行うことが可能な記録再生装置であってもよい。エンコーダを備
えず、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの記録メディアの再生のみを行うＤＶＤプレーヤなどの再生専
用装置をＤＶＤレコーダに代えて採用してもよい。
【００９３】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、チューナを備えていなくてもよい。この場合、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスクの再生を行っていない時には、図６に示すような所定の画面を出力する
とともに、この所定の画面出力に戻った時に出力開始指示コマンドをＳＴＢ５０１に出力
するようにしておく。
【００９４】
　また、テレビ１３１は、二つのデータ入力Ｉ／Ｆを備えていると説明したが、三つ以上
のデータ入力Ｉ／Ｆを備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類であ
ってもよいし、異なる種類であってもよい。さらに、データ入力Ｉ／Ｆに同時に接続でき
る装置は一台であってもよいし、複数台であってもよい。要するに、コマンド送受信Ｉ／
Ｆ１４０ａまたは１４０ｂで受け取ったコマンドの送信元装置を特定することができ、か
つテレビ１３１の入力をコマンドの送信元装置に切り換えられればよい。
【００９５】
　また、ここでは、テレビ１３１がチューナ１３６を備えている構成を例示しているが、
本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、テレビ１３１は、外部装置から入力
された映像を表示するだけのモニターであってもかまわない。
【００９６】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１、テレビ１３１およびＳＴＢ５０１で受信可能なテレビ放
送は、同じ種類の放送であってもよいし、異なる種類の放送であってもよい。
【００９７】
　また、データ用ケーブルおよびコマンド用ケーブルは、一本のケーブルもしくは複数本
のケーブルであってもよいし、複数本の信号線を束ねて一本のケーブルにしたものでもよ
い。また、ケーブルではなく、赤外線などの無線信号でデータを伝送する構成を採用して
もよい。
【００９８】
　（実施の形態３）
　前記実施の形態１では、テレビ１３１が二つのデータ入力Ｉ／Ｆを備えている場合につ
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。すなわち、テレビ１３１が一
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つのデータ入力Ｉ／Ｆしか備えていない場合でも、以下に説明する切換装置を用いること
によって、実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００９９】
　図１０は、本実施の形態３における構成例を示す図である。図２と同じ機能の構成部に
は同じ符号を付している。ここでは、ＤＶＤレコーダ１０１とＳＴＢ１５１とをテレビ１
３１の別々の入力端子に直接接続するのではなく、ＤＶＤレコーダ１０１とＳＴＢ１５１
とを切換装置７０１に接続し、この切換装置７０１の出力をテレビ１３１に入力する構成
を採用している。
【０１００】
　切換装置７０１は、制御部７０２と、スイッチ７０３と、コマンド送受信Ｉ／Ｆ７０４
ａ、７０４ｂおよび７０４ｃと、データ入力Ｉ／Ｆ７０５ａ、７０５ｂおよび７０６とを
備えている。この切換装置７０１において、コマンド送受信Ｉ／Ｆ７０４ａとコマンド送
受信Ｉ／Ｆ７０４ｂとコマンド送受信Ｉ／Ｆ７０４ｃとは互いに接続されており、ある装
置から受信したコマンドは、全て正しい宛先の装置に伝送されるようになっている。
【０１０１】
　（１）切換装置７０１
　まず、切換装置７０１の動作について説明する。
【０１０２】
　データ入力Ｉ／Ｆ７０５ａおよびデータ入力Ｉ／Ｆ７０５ｂは、データ用ケーブル１２
２ａ・１２２ｂを通して受信した映像音声データをスイッチ７０３に出力する。コマンド
送受信Ｉ／Ｆ７０４ａ、コマンド送受信Ｉ／Ｆ７０４ｂ、およびコマンド送受信Ｉ／Ｆ７
０４ｃは、コマンド用ケーブル１２３ａ～ｃを通じて受信したコマンドを制御部７０２に
渡す。
【０１０３】
　制御部７０２は、受け取ったコマンドが出力開始通知コマンドである場合は、出力開始
通知コマンドの送信元装置からの出力にスイッチ７０３の入力を切り換える。例えば、出
力開始通知コマンドの送信元装置がＤＶＤレコーダ１０１である場合は、コマンド送受信
Ｉ／Ｆ７０４ａにスイッチ７０３の入力を切り換える。
【０１０４】
　スイッチ７０３は、入力された映像音声データをデータ出力Ｉ／Ｆ７０６に出力する。
データ出力Ｉ／Ｆ７０６は、スイッチ７０３から受け取った映像音声データをデータ用ケ
ーブル１２２ｃを通してテレビ１３１に出力する。
【０１０５】
　（２）ＤＶＤレコーダ１０１とＳＴＢ１５１と切換装置７０１とテレビ１３１の動作
　図１１は、ＤＶＤレコーダ１０１、ＳＴＢ１５１、切換装置７０１、およびテレビ１３
１の動作を示すフロー図である。以下、ＤＶＤレコーダ１０１の再生開始／停止時におけ
る各装置の動作について説明する。ここでは、切換装置７０１の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ
７０５ｂになっており、ユーザは、ＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送を視聴し
ているものとする。
【０１０６】
　ＳＴＢ１５１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１、切換装置７０１およびテレビ１３
１に装置通知コマンドを送信する（Ｓｔｅｐ８０１）。これによって、ＤＶＤレコーダ１
０１は、ＳＴＢ１５１と接続されていることを知る。
【０１０７】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生開始」指示を受け取ると、ＤＶＤ－ＲＡＭ
ディスク１１１の再生を開始し（Ｓｔｅｐ８０２）、スイッチ１０８の入力をデコーダ１
０６に切り換える（Ｓｔｅｐ８０３）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始通知
コマンドをテレビ１３１および切換装置７０１に送信する（Ｓｔｅｐ８０４）。
【０１０８】
　切換装置７０１は、ＤＶＤレコーダ１０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、ス
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イッチ７０３の入力をデータ入力Ｉ／Ｆ７０４ａに切り換える（Ｓｔｅｐ８０５）。この
とき、テレビ１３１に対して、ＤＶＤレコーダ１０１から出力された映像音声データが出
力される。
【０１０９】
　テレビ１３１は、ＤＶＤレコーダ１０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、スイ
ッチ１３７の入力をデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ａに切り換える（Ｓｔｅｐ８０６）。このと
き、ＤＶＤレコーダ１０１から出力されたＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生映像音声
を視聴することができる。
【０１１０】
　その後、ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生停止」指示を受け取ると、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスク１１１の再生を停止し（Ｓｔｅｐ８０７）、スイッチ１０８の入力をチ
ューナ１０３に切り換える（Ｓｔｅｐ８０８）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力
開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に送信する（Ｓｔｅｐ８０９）。
【０１１１】
　ＳＴＢ１５１は、出力開始指示コマンドを受け取ると、出力開始通知コマンドをテレビ
１３１および切換装置７０１に送信する（Ｓｔｅｐ８１０）。切換装置７０１は、ＳＴＢ
１５１から出力開始通知コマンドを受け取ると、スイッチ７０３の入力をデータ入力Ｉ／
Ｆ７０４ｂに切り換える（Ｓｔｅｐ８１１）。このとき、テレビ１３１に対して、ＳＴＢ
１５１から出力された映像音声データが出力される。
【０１１２】
　テレビ１３１は、ＳＴＢ１５１から出力開始通知コマンドを受け取ると、この出力開始
通知コマンドの送信元装置を確認する。そして、送信元装置がＳＴＢ１５１であることを
確認すると、このＳＴＢ１５１が接続されているデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ａにスイッチ１
３７の入力を切り換える（Ｓｔｅｐ８１２）。このとき、再度ＳＴＢ１５１で受信したケ
ーブルテレビ放送を視聴することができる。なお、Ｓｔｅｐ８１２では、スイッチ１３７
の入力は元々データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａであるので切換は発生しない。
【０１１３】
　以上の動作によって、テレビ１３１で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図
４のようになる。また、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー画面の表示開始／表示終了時に
おける各装置の動作も、図１１に示すフロー図と同様であるため、その場合にテレビ１３
１で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図５のようになる。
【０１１４】
　以上のように、本実施の形態３によれば、テレビ１３１が一つのデータ入力Ｉ／Ｆしか
備えていない場合でも、ＤＶＤレコーダ１０１の出力がＥＥ画面に戻った時、自動的にテ
レビ１３１の入力をＳＴＢ１５１で受信したケーブルテレビ放送に切り換えることができ
る。
【０１１５】
　なお、図１１のフロー図におけるＳｔｅｐ８０２、Ｓｔｅｐ８０３およびＳｔｅｐ８０
４の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。同様に、Ｓｔｅｐ８０７、Ｓｔｅ
ｐ８０８およびＳｔｅｐ８０９の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。
【０１１６】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、外部装置と接続するための外部入力Ｉ／Ｆを備え、外
部装置から出力された映像音声データと、チューナ１０３で受信したテレビ放送とを切り
換えられるようになっていてもよい。
【０１１７】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１で記録再生する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクでは
なく、ＤＶＤ－Ｒディスクなど他のリムーバブルメディアであってもよいし、ハードディ
スクのような固定メディアであってもよい。ＤＶＤレコーダは、一種類もしくは複数種類
の記録媒体の記録再生を行うことが可能な記録再生装置であってもよい。エンコーダを備
えず、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの記録メディアの再生のみを行うＤＶＤプレーヤなどの再生専
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用装置をＤＶＤレコーダに代えて採用してもよい。
【０１１８】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、チューナを備えていなくてもよい。この場合、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスクの再生を行っていない時には、図６に示すような所定の画面を出力する
とともに、この所定の画面出力に戻った時に出力開始指示コマンドをＳＴＢ１５１に出力
するようにしておく。
【０１１９】
　また、テレビ１３１は、一つのデータ入力Ｉ／Ｆしか備えていないと説明したが、二つ
以上のデータ入力Ｉ／Ｆを備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類
であってもよいし、異なる種類であってもよい。さらに、データ入力Ｉ／Ｆに同時に接続
できる装置は一台であってもよいし、複数台であってもよい。要するに、コマンド送受信
Ｉ／Ｆ１４０で受け取ったコマンドの送信元装置を特定することができ、かつテレビ１３
１の入力をコマンドの送信元装置に切り換えられればよい。
【０１２０】
　また、切換装置７０１は、データ入力Ｉ／Ｆを二つ備えていると説明したが、三つ以上
備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類であってもよいし、異なる
種類であってもよい。要するに、コマンド送受信Ｉ／Ｆで受け取ったコマンドの送信元装
置を特定することができ、かつ切換装置７０１の入力をコマンドの送信元装置に切り換え
られればよい。
【０１２１】
　また、ここでは、テレビ１３１がチューナ１３６を備えている構成を例示しているが、
本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、テレビ１３１は、外部装置から入力
された映像を表示するだけのモニターであってもかまわない。
【０１２２】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１、テレビ１３１およびＳＴＢ１５１で受信可能なテレビ放
送は、同じ種類の放送であってもよいし、異なる種類の放送であってもよい。
【０１２３】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力を開始する装置を特定する情報を出力開始指示コ
マンドに含め、この出力開始指示コマンドを切換装置７０１などの外部装置にも送信して
もよい。このとき、切換装置７０１は、出力開始指示コマンドを受け取ったときに、出力
開始指示コマンドに含まれる出力を開始する装置からの映像音声データに切換装置７０１
からの出力を切り換えるようにしてもよい。
【０１２４】
　また、データ用ケーブルおよびコマンド用ケーブルは、一本のケーブルもしくは複数本
のケーブルであってもよいし、複数本の信号線を束ねて一本のケーブルにしたものでもよ
い。また、ケーブルではなく、赤外線などの無線信号でデータを伝送する構成を採用して
もよい。
【０１２５】
　（実施の形態４）
　前記実施の形態３では、所定のタイミングで常にＳＴＢに出力開始指示コマンドを送信
することとしているが、ＳＴＢにも種々の製造元のものが存在する。従って、ＳＴＢによ
っては出力開始指示コマンドを認識できない場合があるので、本実施の形態４では、ＤＶ
Ｄレコーダに接続されているＳＴＢの製造元が所定の製造元である場合のみ、出力開始指
示コマンドを送信する構成を採用している。以下、本実施の形態４について前記実施の形
態３と異なる点を中心に説明する。
【０１２６】
　図１２は、本実施の形態４における構成例を示す図である。実施の形態３と異なる点は
、ＳＴＢ５０１が装置情報保管部５０３を備えている点である。また、ＳＴＢ５０１の制
御部５０２の機能とＤＶＤレコーダ１０１の制御部１０２ａの機能が実施の形態３と異な
る。この点については、前記実施の形態２で説明した通りであるため、詳しい説明を省略
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する。
【０１２７】
　図１３は、本実施の形態４における各装置の動作を示すフロー図である。以下、ＤＶＤ
レコーダ１０１の再生開始／停止時における各装置の動作について説明する。ここでも、
切換装置７０１の入力はデータ入力Ｉ／Ｆ７０５ｂになっており、ユーザは、ＳＴＢ５０
１で受信したケーブルテレビ放送を視聴しているものとする。
【０１２８】
　ＳＴＢ５０１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１およびテレビ１３１に装置通知コマ
ンドを送信する（Ｓｔｅｐ１００１）。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１は、ＳＴＢ
５０１と接続されていることを知る。
【０１２９】
　また、ＳＴＢ５０１は、あらかじめＤＶＤレコーダ１０１に製造元通知コマンドを送信
する（Ｓｔｅｐ１０１３）。これによって、ＤＶＤレコーダ１０１は、ＳＴＢ５０１の製
造元を知る。
【０１３０】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生開始」指示を受け取ると、ＤＶＤ－ＲＡＭ
ディスク１１１の再生を開始し（Ｓｔｅｐ１００２）、スイッチ１０８の入力をデコーダ
１０６に切り換える（Ｓｔｅｐ１００３）。同時に、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力開始
通知コマンドをテレビ１３１および切換装置７０１に送信する（Ｓｔｅｐ１００４）。
【０１３１】
　切換装置７０１は、ＤＶＤレコーダ１０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、ス
イッチ７０３の入力をデータ入力Ｉ／Ｆ７０４ａに切り換える（Ｓｔｅｐ１００５）。こ
のとき、テレビ１３１に対して、ＤＶＤレコーダ１０１から出力された映像音声データが
出力される。
【０１３２】
　テレビ１３１は、ＤＶＤレコーダ１０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、スイ
ッチ１３７の入力をデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ａに切り換える（Ｓｔｅｐ１００６）。この
とき、ＤＶＤレコーダ１０１から出力されたＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生映像音
声を視聴することができる。
【０１３３】
　その後、ＤＶＤレコーダ１０１は、ユーザから「再生停止」指示を受け取ると、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスク１１１の再生を停止し（Ｓｔｅｐ１００７）、スイッチ１０８の入力を
チューナ１０３に切り換える（Ｓｔｅｐ１００８）。同時に、ＳＴＢ５０１の製造元が所
定の製造元である場合（Ｓｔｅｐ１００８ａでＹｅｓ）、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力
開始指示コマンドをＳＴＢ５０１に送信する（Ｓｔｅｐ１００９）。
【０１３４】
　ＳＴＢ５０１は、出力開始指示コマンドを受け取ると、出力開始通知コマンドをテレビ
１３１および切換装置７０１に送信する（Ｓｔｅｐ１０１０）。切換装置７０１は、ＳＴ
Ｂ５０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、スイッチ７０３の入力をデータ入力Ｉ
／Ｆ７０４ｂに切り換える（Ｓｔｅｐ１０１１）。このとき、テレビ１３１に対して、Ｓ
ＴＢ５０１から出力された映像音声データが出力される。
【０１３５】
　テレビ１３１は、ＳＴＢ５０１から出力開始通知コマンドを受け取ると、この出力開始
通知コマンドの送信元装置を確認する。そして、送信元装置がＳＴＢ５０１であることを
確認すると、このＳＴＢ５０１が接続されているデータ入力Ｉ／Ｆ１３９ａにスイッチ１
３７の入力を切り換える（Ｓｔｅｐ１０１２）。このとき、再度ＳＴＢ５０１で受信した
ケーブルテレビ放送を視聴することができる。なお、Ｓｔｅｐ１０１２では、スイッチ１
３７の入力は元々データ入力Ｉ／Ｆ１３９ａであるので切換は発生しない。
【０１３６】
　以上の動作によって、テレビ１３１で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図
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４のようになる。また、ＤＶＤレコーダ１０１のメニュー画面の表示開始／表示終了時に
おける各装置の動作も、図１３に示すフロー図と同様であるため、その場合にテレビ１３
１で表示される画面遷移は、実施の形態１と同様に図５のようになる。
【０１３７】
　以上のように、本実施の形態４によれば、テレビ１３１が一つのデータ入力Ｉ／Ｆしか
備えていない場合でも、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元であるときのみ、ＤＶＤレ
コーダ１０１の出力がＥＥ画面に戻った時、自動的にテレビ１３１の入力をＳＴＢ５０１
で受信したケーブルテレビ放送に切り換えることができる。
【０１３８】
　なお、図１３のフロー図におけるＳｔｅｐ１００２、Ｓｔｅｐ１００３およびＳｔｅｐ
１００４の順序は入れ替わっていてもよいし、同時でもよい。同様に、Ｓｔｅｐ１００７
、Ｓｔｅｐ１００８およびＳｔｅｐ１００９の順序は入れ替わっていてもよいし、同時で
もよい。
【０１３９】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、外部装置と接続するための外部入力Ｉ／Ｆを備え、外
部装置から出力された映像音声データと、チューナ１０３で受信したテレビ放送とを切り
換えられるようになっていてもよい。
【０１４０】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１で記録再生する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクでは
なく、ＤＶＤ－Ｒディスクなど他のリムーバブルメディアであってもよいし、ハードディ
スクのような固定メディアであってもよい。ＤＶＤレコーダは、一種類もしくは複数種類
の記録媒体の記録再生を行うことが可能な記録再生装置であってもよい。エンコーダを備
えず、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの記録メディアの再生のみを行うＤＶＤプレーヤなどの再生専
用装置をＤＶＤレコーダに代えて採用してもよい。
【０１４１】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、チューナを備えていなくてもよい。この場合、ＤＶＤ
－ＲＡＭディスクの再生を行っていない時には、図６に示すような所定の画面を出力する
とともに、この所定の画面出力に戻った時に出力開始指示コマンドをＳＴＢ５０１に出力
するようにしておく。
【０１４２】
　また、テレビ１３１は、一つのデータ入力Ｉ／Ｆしか備えていないと説明したが、二つ
以上のデータ入力Ｉ／Ｆを備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類
であってもよいし、異なる種類であってもよい。さらに、データ入力Ｉ／Ｆに同時に接続
できる装置は一台であってもよいし、複数台であってもよい。要するに、コマンド送受信
Ｉ／Ｆ１４０で受け取ったコマンドの送信元装置を特定することができ、かつテレビ１３
１の入力をコマンドの送信元装置に切り換えられればよい。
【０１４３】
　また、切換装置７０１は、データ入力Ｉ／Ｆを二つ備えていると説明したが、三つ以上
備えていてもよい。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類であってもよいし、異なる
種類であってもよい。要するに、コマンド送受信Ｉ／Ｆで受け取ったコマンドの送信元装
置を特定することができ、かつ切換装置７０１の入力をコマンドの送信元装置に切り換え
られればよい。
【０１４４】
　また、ここでは、テレビ１３１がチューナ１３６を備えている構成を例示しているが、
本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、テレビ１３１は、外部装置から入力
された映像を表示するだけのモニターであってもかまわない。
【０１４５】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１、テレビ１３１およびＳＴＢ５０１で受信可能なテレビ放
送は、同じ種類の放送であってもよいし、異なる種類の放送であってもよい。
【０１４６】
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　また、ＤＶＤレコーダ１０１は、出力を開始する装置を特定する情報を出力開始指示コ
マンドに含め、この出力開始指示コマンドを切換装置７０１などの外部装置にも送信して
もよい。このとき、切換装置７０１は、出力開始指示コマンドを受け取ったときに、出力
開始指示コマンドに含まれる出力を開始する装置からの映像音声データに切換装置７０１
からの出力を切り換えるようにしてもよい。
【０１４７】
　また、データ用ケーブルおよびコマンド用ケーブルは、一本のケーブルもしくは複数本
のケーブルであってもよいし、複数本の信号線を束ねて一本のケーブルにしたものでもよ
い。また、ケーブルではなく、赤外線などの無線信号でデータを伝送する構成を採用して
もよい。
【０１４８】
　また、ここでは、ＳＴＢ５０１の製造元が所定の製造元であるかどうかを判定すること
としているが、所定の製造元であるかどうかだけでなく、所定の機種であるかどうか、さ
らには所定のバージョンであるかどうかまで判定するようにしてもよい。この点は実施の
形態２で説明した通りであるため、詳しい説明を省略する。
【０１４９】
　なお、実施の形態でいうデコーダ１０６は、本発明に係る再生手段の一例である。また
、実施の形態でいうデータ出力Ｉ／Ｆ１０９は、本発明に係るデータ出力手段の一例であ
る。また、実施の形態でいうコマンド送受信Ｉ／Ｆ１１０は、本発明に係るコマンド送信
手段の一例である。また、実施の形態でいうエンコーダ１０５は、本発明に係る変換手段
の一例である。また、実施の形態でいうディスク管理部１０４は、本発明に係る記録手段
の一例である。また、実施の形態でいうメニュー画面は、本発明に係るユーティリティ画
面の一例である。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明に係る再生装置は、産業上の応用例として、テレビの入力を自動的にＳＴＢなど
の放送受信装置からの出力に切り換えることが必要なＶＴＲやＤＶＲ等の用途にも適用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】実施の形態１の概要を示す図
【図２】実施の形態１の構成例を示す図
【図３】実施の形態１のフロー図
【図４】実施の形態１のテレビに表示される画面の遷移を示す図
【図５】実施の形態１のテレビに表示される画面の遷移を示す図
【図６】所定の画面の一例を示す図
【図７】実施の形態２の構成例を示す図
【図８】製造元一覧表の一例を示す図
【図９】実施の形態２のフロー図
【図１０】実施の形態３における構成例を示す図
【図１１】実施の形態３のフロー図
【図１２】実施の形態４における構成例を示す図
【図１３】実施の形態４のフロー図
【符号の説明】
【０１５２】
１０１　ＤＶＤレコーダ
１０２、１０２ａ　制御部
１０３　チューナ
１０４　ディスク管理部
１０５　エンコーダ



(22) JP 4216834 B2 2009.1.28

10

20

30

１０６　デコーダ
１０７　ユーザ操作部
１０８　スイッチ
１０９　データ出力Ｉ／Ｆ
１１０　コマンド送受信Ｉ／Ｆ
１１１　ＤＶＤ－ＲＡＭディスク
１１２　出力処理部
１２１　アンテナ
１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ　データ用ケーブル
１２３ａ、１２３ｂ、１２３ｃ　コマンド用ケーブル
１３１　テレビ
１３２　画面
１３３　スピーカ
１３４　制御部
１３５　出力処理部
１３６　チューナ
１３７　スイッチ
１３８　ユーザ操作部
１３９ａ、１３９ｂ　データ入力Ｉ／Ｆ
１４０ａ、１４０ｂ　コマンド送受信Ｉ／Ｆ
１５１　ＳＴＢ
１５２　制御部
１５３　チューナ
１５４　ユーザ操作部
１５５　出力処理部
１５６　データ出力Ｉ／Ｆ
１５７　コマンド送受信Ｉ／Ｆ
５０１　ＳＴＢ
５０２　制御部
５０３　装置情報保管部
７０１　切換装置
７０２　制御部
７０３　スイッチ
７０４ａ、７０４ｂ　コマンド送受信Ｉ／Ｆ
７０５ａ、７０５ｂ　データ入力Ｉ／Ｆ
７０６　データ出力Ｉ／Ｆ
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