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(57)【要約】
【課題】スタンバイコマンドによって、情報入出力装置
が自動的にスタンバイ状態になることを防止できる情報
入出力装置および情報入出力方法を提供することを提供
する。
【解決手段】第１スタンバイ情報記憶ユニットと、アク
ティブソース記憶ユニットと、第２スタンバイ情報記憶
ユニットと、第１判定ユニットと、第２判定ユニットと
、第３判定ユニットと、機器内部の動作機能をスタンバ
イ状態に移行するよう制御する制御ユニットを具備する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの外部接続機器が接続されるＨＤＭＩ端子と、
　前記ＨＤＭＩ端子からスタンバイコマンドが入力された場合にスタンバイコマンドを常
に無視するか否かの第１のスタンバイコマンド無視可否情報が設定された第１スタンバイ
情報記憶ユニットと、
　前記ＨＤＭＩ端子に接続されている前記外部接続機器の中で、現在映像を出力中の機器
の固有情報がアクティブソースとして設定されているか否かを示すアクティブソース情報
が設定されたアクティブソース記憶ユニットと、
　前記アクティブソースとして設定されていない前記外部接続機器から受信されたスタン
バイコマンドを無視するか否かの第２のスタンバイコマンド無視可否情報が設定された第
２スタンバイ情報記憶ユニットと、
　前記外部接続機器から前記ＨＤＭＩ端子を通じて入力されたスタンバイコマンドから抽
出した機器の固有情報を用いて前記第１スタンバイ情報記憶ユニットを検索し、スタンバ
イコマンドを常に無視するか否かを判定する第１判定ユニットと、
　前記第１判定ユニットによりスタンバイコマンドを常に無視しないと判定された場合、
前記機器の固有情報が前記アクティブソース記憶ユニットにアクティブソースとして設定
されているか否かを判定し、前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信された
ものか否かを判定する第２判定ユニットと、
　前記第２判定ユニットによる判定の結果、前記スタンバイコマンドがアクティブソース
から受信されたものではなかった場合、前記第２スタンバイ情報記憶ユニットを参照して
前記アクティブソースとして設定されていない外部接続機器から受信されたスタンバイコ
マンドを無視するか否かを判定する第３判定ユニットと、
　前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信されたものであった場合、または
前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信されたものではなく、かつ前記第３
判定ユニットにより前記アクティブソース以外からのスタンバイコマンドを無視しないと
判定された場合、機器内部の動作機能をスタンバイ状態に移行するよう制御する制御ユニ
ットと
　を具備することを特徴とする情報入出力装置。
【請求項２】
　前記第１のスタンバイコマンド無視可否情報と第２のスタンバイコマンド無視可否情報
を前記第１スタンバイ情報記憶ユニットおよび第２スタンバイ情報記憶ユニットそれぞれ
に設定するための設定部
　をさらに有することを特徴とする請求項１記載の情報入出力装置。
【請求項３】
　前記第１のスタンバイコマンド無視可否情報と第２のスタンバイコマンド無視可否情報
と前記アクティブ設定情報とが対応されたテーブルを記憶する記憶部をさらに有すること
　を特徴とする請求項１または２記載の情報入出力装置。
【請求項４】
　前記ＨＤＭＩ端子に接続されている前記外部接続機器の中で、前記アクティブソース記
憶ユニットに出力対象として設定されている機器からの映像を表示する表示ユニットを具
備することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項記載の情報入出力装置。
【請求項５】
　少なくとも一つの外部接続機器が接続されるＨＤＭＩ端子と、前記ＨＤＭＩ端子からス
タンバイコマンドが入力された場合にスタンバイコマンドを常に無視するか否かの第１の
スタンバイコマンド無視可否情報が設定された第１スタンバイ情報記憶ユニットと、前記
ＨＤＭＩ端子に接続されている前記外部接続機器の中で、現在映像を出力中の機器の固有
情報がアクティブソースとして設定されているか否かを示すアクティブソース情報が設定
されたアクティブソース記憶ユニットと、前記アクティブソースとして設定されていない
前記外部接続機器から受信されたスタンバイコマンドを無視するか否かの第２のスタンバ
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イコマンド無視可否情報が設定された第２スタンバイ情報記憶ユニットとを具備する情報
入出力装置において、スタンバイコマンドを受信して機器内部の動作機能をスタンバイ状
態にする情報入出力方法であって、
　前記ＨＤＭＩ端子に接続されている前記外部接続機器の中で、出力対象として設定され
ている機器からの映像ソースを出力するステップと、
　前記外部接続機器から前記ＨＤＭＩ端子を通じて入力されたスタンバイコマンドから抽
出した機器の固有情報を用いて前記第１スタンバイ情報記憶ユニットを検索し、スタンバ
イコマンドを無視するか否かを判定するステップと、
　前記第１判定ユニットによりスタンバイコマンドを無視しないと判定された場合、前記
機器の固有情報が前記アクティブソース記憶ユニットにアクティブソースとして設定され
ているか否かを判定し、前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信されたもの
か否かを判定するステップと、
　前記第２判定ユニットによる判定の結果、前記スタンバイコマンドがアクティブソース
から受信されたものではなかった場合、かつ前記アクティブソース以外からのスタンバイ
コマンドを無視すると設定されていた場合、前記第２スタンバイ情報記憶ユニットを参照
して前記アクティブソースとして設定されていない前記外部接続機器から受信されたスタ
ンバイコマンドを無視するか否かを判定するステップと、
　前記第２判定ユニットによる判定の結果、前記スタンバイコマンドがアクティブソース
から受信されたものであった場合、または前記スタンバイコマンドがアクティブソースか
ら受信されたものではなく、前記第３判定ユニットにより前記アクティブソース以外から
のスタンバイコマンドを無視すると設定されていなかった場合、前記出力ユニットをスタ
ンバイ状態にするステップと
　を具備することを特徴とする情報入出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報入出力装置および情報入出力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＨＤＭＩ端子によって接続された外部接続機器からの状態制御コマンドを受信す
ることによって動作状態の稼動、停止が制御される情報入出力装置が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような情報入出力装置では、外部接続機器からの制御コマンドによって映像ソース
の再生、録画の開始停止が制御される。
【特許文献１】特開２００５－１８４０７９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＨＤＭＩ端子によって接続される外部接続機器では、この外部接続機器の電
源がOFFされると情報入出力装置の機器内部の動作機能をスタンバイ状態にするためのス
タンバイコマンドを情報入出力装置に対して送信するものがある。
　この場合以下のような状況になることがある。
　例えば現在視聴中の映像ソースを送出している外部接続機器と、視聴されていない映像
ソースを出力している外部接続機器とがＨＤＭＩ端子によって接続されている場合、視聴
されていない映像ソースを出力している外部接続機器からのスタンバイコマンドによって
情報入出力装置の機器内部の動作機能がスタンバイ状態になり、映像の視聴が自動的に中
断されてしまう。
【０００５】
　本発明は、かかる従来の問題を解消すべくなされたもので、視聴中の映像ソースを出力
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している外部接続機器以外の外部接続機器から出力されるスタンバイコマンドによって、
情報入出力装置が自動的にスタンバイ状態になることを防止できる情報入出力装置および
情報入出力方法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】
【０００６】
　上記の目的を達成するために本発明の一態様に係る情報入出力装置は、少なくとも一つ
の外部接続機器が接続されるＨＤＭＩ端子と、前記ＨＤＭＩ端子からスタンバイコマンド
が入力された場合にスタンバイコマンドを常に無視するか否かの第１のスタンバイコマン
ド無視可否情報が設定された第１スタンバイ情報記憶ユニットと、前記ＨＤＭＩ端子に接
続されている前記外部接続機器の中で、現在映像を出力中の機器の固有情報がアクティブ
ソースとして設定されているか否かを示すアクティブソース情報が設定されたアクティブ
ソース記憶ユニットと、前記アクティブソースとして設定されていない前記外部接続機器
から受信されたスタンバイコマンドを無視するか否かの第２のスタンバイコマンド無視可
否情報が設定された第２スタンバイ情報記憶ユニットと、前記外部接続機器から前記ＨＤ
ＭＩ端子を通じて入力されたスタンバイコマンドから抽出した機器の固有情報を用いて前
記第１スタンバイ情報記憶ユニットを検索し、スタンバイコマンドを常に無視するか否か
を判定する第１判定ユニットと、前記第１判定ユニットによりスタンバイコマンドを常に
無視しないと判定された場合、前記機器の固有情報が前記アクティブソース記憶ユニット
にアクティブソースとして設定されているか否かを判定し、前記スタンバイコマンドがア
クティブソースから受信されたものか否かを判定する第２判定ユニットと、前記第２判定
ユニットによる判定の結果、前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信された
ものではなかった場合、前記第２スタンバイ情報記憶ユニットを参照して前記アクティブ
ソースとして設定されていない外部接続機器から受信されたスタンバイコマンドを無視す
るか否かを判定する第３判定ユニットと、前記スタンバイコマンドがアクティブソースか
ら受信されたものであった場合、または前記スタンバイコマンドがアクティブソースから
受信されたものではなく、かつ前記第３判定ユニットにより前記アクティブソース以外か
らのスタンバイコマンドを無視しないと判定された場合、機器内部の動作機能をスタンバ
イ状態に移行するよう制御する制御ユニットと具備することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一態様に係る情報入出力方法は、少なくとも一つの外部接続機器が接続される
ＨＤＭＩ端子と、前記ＨＤＭＩ端子からスタンバイコマンドが入力された場合にスタンバ
イコマンドを常に無視するか否かの第１のスタンバイコマンド無視可否情報が設定された
第１スタンバイ情報記憶ユニットと、前記ＨＤＭＩ端子に接続されている前記外部接続機
器の中で、現在映像を出力中の機器の固有情報がアクティブソースとして設定されている
か否かを示すアクティブソース情報が設定されたアクティブソース記憶ユニットと、前記
アクティブソースとして設定されていない前記外部接続機器から受信されたスタンバイコ
マンドを無視するか否かの第２のスタンバイコマンド無視可否情報が設定された第２スタ
ンバイ情報記憶ユニットとを具備する情報入出力装置において、スタンバイコマンドを受
信して機器内部の動作機能をスタンバイ状態にする情報入出力方法であって、前記ＨＤＭ
Ｉ端子に接続されている前記外部接続機器の中で、出力対象として設定されている機器か
らの映像ソースを出力するステップと、前記外部接続機器から前記ＨＤＭＩ端子を通じて
入力されたスタンバイコマンドから抽出した機器の固有情報を用いて前記第１スタンバイ
情報記憶ユニットを検索し、スタンバイコマンドを無視するか否かを判定するステップと
、前記第１判定ユニットによりスタンバイコマンドを無視しないと判定された場合、前記
機器の固有情報が前記アクティブソース記憶ユニットにアクティブソースとして設定され
ているか否かを判定し、前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受信されたもの
か否かを判定するステップと、前記第２判定ユニットによる判定の結果、前記スタンバイ
コマンドがアクティブソースから受信されたものではなかった場合、かつ前記アクティブ
ソース以外からのスタンバイコマンドを無視すると設定されていた場合、前記第２スタン
バイ情報記憶ユニットを参照して前記アクティブソースとして設定されていない前記外部
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接続機器から受信されたスタンバイコマンドを無視するか否かを判定するステップと、前
記第２判定ユニットによる判定の結果、前記スタンバイコマンドがアクティブソースから
受信されたものであった場合、または前記スタンバイコマンドがアクティブソースから受
信されたものではなく、前記第３判定ユニットにより前記アクティブソース以外からのス
タンバイコマンドを無視すると設定されていなかった場合、前記出力ユニットをスタンバ
イ状態にするステップとを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、視聴中の映像ソースを出力している外部接続機器以外の外部接続機器
から出力されるスタンバイコマンドによって、情報入出力装置内部の動作機能が自動的に
スタンバイ状態になることを防止できる情報入出力装置および情報入出力方法を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の一形態にかかる実施の形態を詳細に説明する。図１は
、本発明の一つの実施形態にかかるＡＶネットワークシステム１の構成を示すブロック図
である。図２は図１のＡＶネットワークシステムのＴＶ受信装置２０に設定されているテ
ーブルを示す図である。
【００１０】
　図１に示すように、この実施形態のＡＶネットワークシステム１は、ＴＶ受信装置２０
と、このＴＶ受信装置２０にＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）ケーブ
ル３０、３１、３２、３３で接続された外部接続機器としてのＡＶ（Audio Visualまたは
Audio Video）機器などから構成されている。
【００１１】
　ＡＶ機器は、例えばＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，Set Top Box：セットトッ
プボックス（以下「ＳＴＢ１２」と称す）、ＨＤＤ録画装置１３などである。図1ではそ
れぞれＡＶ機器１０、１１、１２、１３と図示した。
　ＴＶ受信装置２０はさらに図示はしないコンポジット端子、コンポーネント端子を備え
る。すなわちＴＶ受信装置２０は、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、
ＨＤＤ録画装置１３の他にも、コンポジット端子に例えば家庭用ゲーム機器を接続するこ
とができる。
　コンポーネント端子には、例えばカセット式のテープ媒体を使うＶＴＲ（ビデオテープ
レコーダー）が接続される。
　ＡＶ機器は、ＴＶ受信装置２０において、各機器の固有情報である所定桁数のコード（
例えばＡＶアンプ１０であれば「１０００」など）で示されるアドレス情報によって識別
され、個々に制御可能である。
【００１２】
　「アドレス情報」は各機器で異なる値であり、重複することはない。この「アドレス情
報」はフィジカルアドレス（physical address）またはロジカルアドレス（logical addr
ess）と呼ばれるものである。
　「フィジカルアドレス」はＴＶ受信装置２０によってＡＶアンプ１０、ＨＤＤ録画装置
１３に付加される。また、ＡＶアンプ１０によってＡＶ機器１１、１２に付加される。Ｔ
Ｖ受信装置２０のフィジカルアドレスはあらかじめＴＶ受信装置２０に記憶されたもので
ある。ＴＶ受信装置２０を除くその他の機器はシステム起動時やＨＤＭＩケーブル３１、
３２、３３接続時にフィジカルアドレスが付与される。
【００１３】
　「ロジカルアドレス」は各機器があらかじめ記憶しているコードである。
　ロジカルアドレスはフィジカルアドレスが付与されるときにフィジカルアドレスの付加
を行う機器と、付加される機器との間で送受信される。すなわち、各機器は他の機器それ
ぞれのロジカルアドレスを記憶することができる。
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　ＴＶ受信装置２０は、例えばデジタル放送を受信する装置であり、表示ユニット２２を
備えるものと、表示ユニット２２備えない放送受信装置だけの構成のものがある。この例
では、表示ユニット２２を備えるものを示して説明する。
【００１４】
　すなわち、この実施形態のＴＶ受信装置２０は、表示ユニット２２、図示はしないアン
テナと接続されるチューナユニット２４、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂ、入力部２８、制
御ユニット４１、電源管理ユニット４２、スタンバイスイッチ４３、情報送受信部４４、
メモリ４５、判定部４６などを備えている。なお、この例では、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２
６ｂを２つ設けているが、これらの端子にＨＤＭＩセレクタなどを接続することにより、
ＡＶ機器をさらに接続することができる。
【００１５】
　表示ユニット２２は、液晶表示パネルなどからなるディスプレイ装置であり、ＡＶアン
プ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３などから受信された映像
ソースを表示することができる。
　図３に示すように表示ユニット２２には、受信されたスタンバイコマンドに対する動作
を設定するための動作設定画面２２ａが表示できる。
　表示ユニット２２は、ＨＤＭＩ端子２６ａ，２６ｂに接続されている外部接続機器の中
で、出力対象として設定されている機器からの映像を出力する出力ユニットとして機能す
る。
【００１６】
　チューナユニット２４は、ケーブルテレビや衛星放送、テレビ放送（デジタル放送、ア
ナログ放送）、IP放送（ブロードバンドVOD等）などの放送信号を受信する装置である。
　ＨＤＭＩ端子２６ａ，２６ｂは、映像信号、音声信号、各種制御信号（スタンバイコマ
ンドを含むコマンド）を一本のケーブルでデジタル伝送するための端子である。
　ＨＤＭＩ端子２６ａには、ＨＤＭＩケーブル３０を介してＡＶアンプ１０が接続されて
いる。ＨＤＭＩ端子２６ｂには、ＨＤＭＩケーブル３３を介してＨＤＤ録画装置１３が接
続されている。
【００１７】
　入力部２８は、例えば、タッチパネルや押下式のボタン群、キーボードなどである。
　入力部２８は、これらに準ずるボタンを搭載した図示はしないリモコンからのコマンド
を受信する受信装置（例えば赤外線受信装置）を含む。
　入力部２８は、表示ユニット２２に、グラフィックユーザーインターフェース表示（以
下「ＧＵＩ表示」と称す）による動作設定画面２２ａ（図３参照）を表示する。
　入力部２８は、動作設定画面２２ａに入力された動作設定の内容を制御ユニット４１へ
送り、制御ユニット４１は、受け取った動作設定の内容をメモリ４５の動作設定テーブル
４５１（図２参照）に登録、または既に設定されている情報を更新する。
【００１８】
　図3の表示ユニット２２の動作設定画面２２ａから使用者が動作設定のための入力操作
を行うことによって、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装
置１３からスタンバイコマンドが受信されたときに、ＴＶ受信装置２０がスタンバイコマ
ンドに対する動作を行うか否かの動作設定を行うことができる。
　また、動作設定画面２２ａでは、表示ユニット２２に表示させる映像ソースの出力元の
機器を選択し設定することができる。
【００１９】
　「映像ソースの出力元の機器」は、この装置内のチューナユニット２４、ＡＶアンプ１
０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３の他、コンポジット端子（図
示せず）、コンポーネント端子（図示せず）に接続された機器などである。
　電源管理ユニット４２は、商用電源に接続されている。電源管理ユニット４２は、制御
ユニット４１に制御されてスタンバイスイッチ４３のＯｎ/Ｏｆｆの切り替えを行う。
　スタンバイスイッチ４３は、電源スイッチ（図示せず）によるＯｎ/Ｏｆｆのときと、
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スタンバイコマンドが受信されたときに切り替えられる。
【００２０】
　情報送受信部４４は、アドレス送受信部４４ａ、アクティブソース切り替えスイッチ４
４ｂ、スタンバイコマンド受信部４４ｃを有している。
　情報送受信部４４は、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂを介してＡＶアンプ１０、ＤＶＤプ
レーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３からスタンバイコマンド、アドレス情報、
映像ソースを受信する。
　情報送受信部４４は、受信したスタンバイコマンド、アドレス情報、映像ソースを制御
ユニット４１へと出力する。
【００２１】
　アドレス送受信部４４ａは、ＡＶアンプ１０、ＨＤＤ録画装置１３に対してフィジカル
アドレスを送信する。アドレス送受信部４４ａは、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１
，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３とロジカルアドレスの送受信を行う。
　アクティブソース切り替えスイッチ４４ｂは、制御ユニット４１に制御されてＨＤＭＩ
端子２６ａ、２６ｂに接続されたＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、Ｈ
ＤＤ録画装置１３から入力される映像ソースの中で、映像や音声を表示ユニット２２へ出
力する機器を切り替える。
【００２２】
　つまり、アクティブソース切り替えスイッチ４４ｂによって切り替えられた映像ソース
を出力する機器がアクティブソースとなる。「アクティブソース」とは、表示ユニット２
２に映像が表示されている映像ソースを出力している機器をいう。
　なお、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３のみな
らず、チューナユニット２４、コンポジット端子、コンポーネント端子に接続された機器
についても、切り替え対象のアクティブソースとされる。
【００２３】
　スタンバイコマンド受信部４４ｃは、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂから入力されたスタ
ンバイコマンドを受信する。
　メモリ４５には、第１スタンバイ情報記憶ユニット４５ａ、第２スタンバイ情報記憶ユ
ニット４５ｂ、アクティブソース記憶ユニット４５ｃが設けられている。
　第１スタンバイ情報記憶ユニット４５ａは、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂからスタンバ
イコマンドが入力された場合にスタンバイコマンドを常に無視するか否かのスタンバイコ
マンド無視可否情報が設定されている。
【００２４】
　アクティブソース記憶ユニット４５ｃは、ＨＤＭＩ端子に接続されているＡＶ機器の中
で、現在映像を出力中の機器の固有情報(ＡＶ機器名、コードなど)がアクティブソースと
して設定されている。
　第２スタンバイ情報記憶ユニット４５ｂは、アクティブソースとして設定されていない
ＡＶ機器から受信されたスタンバイコマンドを無視するか否かが設定されている。
　上記第１スタンバイ情報記憶ユニット４５ａ、第２スタンバイ情報記憶ユニット４５ｂ
、アクティブソース記憶ユニット４５ｃなどを、一つの動作設定テーブル４５１とした例
を以下に示す（図２参照）。
【００２５】
　図２に示すように、動作設定テーブル４５１は、ＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂに接続さ
れているＡＶ機器毎にアクティブソース情報と、動作情報が設定されたテーブルである。
動作情報は、受信されたスタンバイコマンドに対する制御ユニット４１の振る舞い(どう
動作するか)を指示する情報である。
　この例では、ＡＶ機器名の欄に、例えばコード「１０００」が設定され、アクティブソ
ース情報の欄に「Ｙｅｓ」が設定されており、このＡＶ機器は、アクティブソースとして
設定されている。
【００２６】
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　動作情報は、「常に無視」、「アクティブソース以外を無視」、「常に実行」などの項
目が設けられており、それぞれの項目に、する「１」、しない「０」などを示す数値また
はこれに相当するフラグなどが、ユーザからの登録操作で設定される。なお動作設定テー
ブル４５１のデフォルト設定として「常に無視」の項目に「１」が設定されている。以上
が図２についての説明である。
　メモリ４５には、ＡＶアンプ１０、ＨＤＤ録画装置１３に付与するフィジカルアドレス
、ＴＶ受信装置２０用のロジカルアドレス、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴ
Ｂ１２、ＨＤＤ録画装置１３から送信されたロジカルアドレスが記憶される。
【００２７】
　判定部４６は、ＡＶ機器からＨＤＭＩ端子２６ａ、２６ｂを通じて入力されたスタンバ
イコマンドから抽出した機器固有情報（ＡＶ機器名またはコードなど）を用いて第１スタ
ンバイ情報記憶ユニット４５ａ（動作設定テーブル４５１）を検索し、スタンバイコマン
ドを常に無視するか否かを判定する第１判定ユニットとして機能する。
　判定部４６は、第１判定ユニットによる判定の結果、スタンバイコマンドを常に無視し
ないと判定した場合、機器の固有情報（ＡＶ機器名またはコードなど）がアクティブソー
ス記憶ユニット４５ｃ（動作設定テーブル４５１）にアクティブソースとして設定されて
いるか否かを判定し、スタンバイコマンドがアクティブソースから受信されたものか否か
を判定する第２判定ユニットとして機能する。
【００２８】
　判定部４６は、第２判定ユニットによる判定の結果、スタンバイコマンドがアクティブ
ソースから受信されたものではないと判定した場合、第２スタンバイ情報記憶ユニット４
５ｂ（動作設定テーブル４５１）を参照してアクティブソースとして設定されていないＡ
Ｖ機器から受信されたスタンバイコマンドを無視するか否かを判定する第３判定ユニット
として機能する。
　すなわち、判定部４６は、スタンバイコマンド受信部４４ｃにより受信されたスタンバ
イコマンドに含まれるロジカルアドレスと、メモリ４５に記憶されている動作設定テーブ
ル４５１の情報に基づき、受信されたスタンバイコマンドに対しスタンバイ動作を行うか
否かを判定する。
【００２９】
　制御ユニット４１は、表示ユニット２２に映像の表示、この表示する映像ソースを出力
する機器の切り替え、入力部２８からの入力指示に対する各部の制御、スタンバイコマン
ドに対するスタンバイ動作の可否判定、装置内の各部をスタンバイ状態へ移行させる制御
などを行う。
　制御ユニット４１は、電源管理ユニット４２、スタンバイスイッチ４３、情報送受信部
４４、メモリ４５、判定部４６を制御する。制御ユニット４１には、図示しない電源スイ
ッチが接続されている。制御ユニット４１は、電源スイッチのＯｎ/Ｏｆｆ操作によって
電源管理ユニット４２を制御しＴＶ受信装置２０全体の電源供給または電源供給停止を行
う。
【００３０】
　制御ユニット４１は、判定部４６による判定の結果、スタンバイコマンドがアクティブ
ソースから受信されたものであった場合、またはスタンバイコマンドがアクティブソース
から受信されたものではなく、かつアクティブソース以外からのスタンバイコマンドを無
視しないと判定された場合、機器内部の動作機能(各ユニットへの主電源供給用のＩＣ、
メモリ４５、映像および音声を再生するための回路およびＩＣチップ、表示ユニット２２
の表示回路およびバックライトなど)をスタンバイ状態に移行するよう制御する制御ユニ
ットとして機能する。メモリ４５には、記憶内容を保持しておくだけの最小限のバックア
ップ電源を供給する。
【００３１】
　以上のように構成されたＴＶ受信装置２０では、接続されたＡＶアンプ１０、ＤＶＤプ
レーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３から出力される映像ソースを表示ユニット
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２２に出力することで、表示ユニット２２に表示された番組コンテンツの映像を利用者が
視聴できる。
　ＴＶ受信装置２０は、接続されたＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、
ＨＤＤ録画装置１３からの映像ソースのみならずチューナユニット２４によって放送信号
を受信して映像ソースを表示することができる。
【００３２】
　このＴＶ受信装置２０では、外部から入力されるスタンバイコマンドによってスタンバ
イ状態に移行するか否かを、使用者が入力部に対して所望の設定を入力することができる
。
　この「設定」は以下のとおりである。
　Ａ．常に無視（すなわちスタンバイ状態にならない。）
　Ｂ．アクティブソース以外無視
　Ｃ．常に実行（すなわちＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録
画装置１３どの機器からのスタンバイコマンドを受け入れる設定である。）
【００３３】
　次にＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３について
説明する。
　ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３は、各機器の
電源スイッチがＯｆｆされたときにＴＶ受信装置２０に対してスタンバイコマンドを送信
する。
　この「スタンバイコマンド」には、送信元のロジカルアドレス、送信先のロジカルアド
レス、スタンバイ命令が含まれる。スタンバイ命令は例えば「０Ｘ６４」のような英数字
で構成されるコード情報である。
【００３４】
　これらのＡＶ機器は機器特有の機能およびＴＶ受信装置２０と情報の送受信を行う為の
機能を有する。
　ＡＶアンプ１０はＤＶＤプレーヤ１１、ＳＴＢ１２から送出される情報をＴＶ受信装置
２０へと出力する機能を有する。ＡＶアンプ１０は、複数のスピーカー（図示せず）を接
続することで5.1チャンネル／6.1チャンネルのようなサラウンド環境を構築可能な機能を
有する。
【００３５】
　ＡＶアンプ１０はＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２に対してフィジカルアドレスを付与
する機能を有する。
　ＤＶＤプレーヤ１１はCDやＤＶＤなどの光ディスクから映像ソースを読み取って再生す
る機能を有する。
　ＳＴＢ１２はホームターミナルとも呼ばれる。ＳＴＢ１２は放送信号用のチューナやこ
のチューナと接続されるアンテナ、変換装置を備え、受信した放送信号をＴＶ受信装置２
０で視聴可能な信号に変換する機能を有する。
【００３６】
　ＨＤＤ録画装置１３はＴＶ受信装置２０、ＳＴＢから映像データを受信して、映像の記
録を行う機能を有する。
　ＴＶ受信装置２０と情報の送受信を行う為の機能は各機器でほぼ共通しておりここでは
ＡＶアンプ１０を例にとりその他のＡＶ機器に関しては詳細な説明を省略する。
【００３７】
　ＡＶアンプ１０は２台分の映像ソースを一本のＨＤＭＩケーブル３１を介してＴＶ受信
装置２０へ送信することができる。
　すなわちＡＶアンプ１０は、ＨＤＭＩ端子１０a、１０ｂ、１０ｃ、情報送受信部１０
ｄ、メモリ１０ｅ、制御部１０ｆを有している。
　ＨＤＭＩ端子１０a、１０ｂ、１０ｃにはＨＤＭＩケーブル３０、３１、３２がそれぞ
れ接続される。
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【００３８】
　情報送受信部１０ｄはＨＤＭＩ端子１０aを介してＴＶ受信装置２０とアドレス情報、
スタンバイコマンド、ＡＶ機器１１、１２から送出される映像ソースなどの送受信を行う
。
　情報送受信部１０ｄはＨＤＭＩ端子１０ｂ、１０ｃを介してＡＶ機器１１、１２とアド
レス情報（ロジカルアドレスまたはフィジカルアドレス）、スタンバイコマンド、映像ソ
ースの送受信を行う。
【００３９】
　メモリ１０ｅにはロジカルアドレス、ＡＶ機器１１、１２に付与するフィジカルアドレ
スがあらかじめ記憶されている。さらにメモリ１０ｅにはＴＶ受信装置２０から付与され
るフィジカルアドレスが記憶される。
　制御部１０ｆは図示はしない電源スイッチと接続されている。制御部１０ｆは電源スイ
ッチのＯｎ／Ｏｆｆ操作によって情報送受信部１０ｄやメモリ１０ｅに対する電気の供給
・供給停止の制御を行う。
【００４０】
　制御部１０ｆはこの電気の供給の停止時（すなわち電源スイッチのＯｆｆ時）に情報送
受信部１０ｄを制御して、ＴＶ受信装置２０に対してスタンバイコマンドを送信させる。
　以上のように構成されたＡＶネットワークシステム１では、映像ソースの送受信、再生
、記録などが行われる。
　「映像ソース」は、例えばＴＶ番組を圧縮記録した動画（Ｍｐｅｇ２およびＭｐｅｇ４
形式、その他の形式のデータ）、ケーブルテレビや衛星放送、テレビ放送（デジタル放送
、アナログ放送）、IP放送（ブロードバンドVODなど）などの放送信号またはこの放送信
号をＴＶ受信装置２０で視聴可能に変換した信号などである。
【００４１】
　また「映像ソース」は、例えば、家庭用のCDやＤＶＤなどの光ディスクから再生された
デジタル信号などである。このデジタル信号にはインターネット上で行われる音楽配信サ
ービスによりダウンロードされる楽曲データ（ＭＰ３，ＡＡＣなど）なども含まれる。
　次に、図３を用いてスタンバイコマンドの実行条件の変更方法について説明する。図３
は動作設定画面の一例を示す図である。
　同図に示すように、利用者がＴＶ受信装置２０の入力部２８に対して、動作設定画面表
示操作を行うことで、入力部２８は、表示ユニット２２に動作設定画面２２ａを表示する
。
【００４２】
　利用者は、表示ユニット２２に表示された動作設定画面２２ａにてスタンバイコマンド
の実行条件を変更する。
　動作設定画面２２ａは、入力部２８からの画面表示操作によって表示される。動作設定
画面２２ａには、現在接続されているＡＶ機器名の欄である機器名表示部２２ｂとスタン
バイコマンドに対する動作を設定するための動作設定欄２２ｃとが設けられている。
【００４３】
　動作設定画面２２ａは使用者がＴＶ受信装置２０に接続されているＡＶアンプ１０、Ｄ
ＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３を確認するためのものである。動作
設定画面２２ａにはＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置
１３のロジカルアドレスが表示されている。
　この他、動作設定画面２２ａには、フィジカルアドレスを表示してもよい。また、機器
名表示部２２ｂには、ＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装
置１３の装置名が表示される。この場合、「ＡＶアンプ」、「ＤＶＤプレーヤ」、「ＳＴ
Ｂ」、「ＨＤＤ記録装置」となる。
【００４４】
　機器名情報は、ＡＶアンプ１０（１０００）、ＤＶＤプレーヤ１１（１１００），ＳＴ
Ｂ１２（１２００）、ＨＤＤ録画装置１３（２０００）からのロジカルアドレスとともに
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受信される。
　この場合にはＴＶ受信装置２０のメモリ４５にはロジカルアドレスと機器名とが対応付
けられて記憶される。
　この他にもメモリ４５に予め各機器名とこの機器名に対応するコード番号とを記憶して
おき、ロジカルアドレス送信時に機器名に対応したコードを送信することで行ってもよい
。
【００４５】
　動作設定欄２２ｃには、スタンバイコマンドに対して制御ユニット４１がどう動作する
かを登録した動作条件が表示される。この動作条件は入力部２８のボタン操作によって使
用者が任意に登録または変更が可能である。
　動作条件を変更する場合、例えば入力部２８の所定のボタン（「進む」、「戻る」ボタ
ンなど）を押下することで動作設定欄２２ｃの表示が「常に無視」、「アクティブソース
以外無視」、「常に実行」などの項目に、適宜、データが入力されるので、入力後、「決
定」ボタンを押下することで、その動作設定の内容を動作設定テーブル４５１に登録する
ことができる。
【００４６】
　また、プルダウンメニュー形式で表示され、このメニュー中から任意のものを入力部２
８のボタンの指定操作によって決定するようにしてもよい。
　この場合、制御ユニット４１は、ボタンの指定操作に基づいてメモリ４５の動作設定テ
ーブル４５１のデータを書き換える。
　次に、図４を参照してこのＡＶネットワークシステムの動作を説明する。図４はＴＶ受
信装置２０の動作を示すフローチャートである。なお、以下の動作は予めＴＶ受信装置２
０によってＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３のロ
ジカルアドレスがＴＶ受信装置２０に受信され、メモリ４５に記憶されているものとする
。　　　　
【００４７】
　また、スタンバイコマンドに対する移行条件、つまり動作設定テーブル４５１の動作情
報も動作設定画面２２ａから、使用者によって既に設定済みであるものとする。
　この状態でＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置１３の
いずれかからスタンバイコマンドがＴＶ受信装置２０に受信されると、制御ユニット４１
は、スタンバイコマンドに対する振る舞いをどうするかを判定部４６に判定させる。
　判定部４６は、スタンバイコマンドに含まれる機器のコードをキーにメモリ４５の動作
設定テーブル４５１から該当機器のアクティブソース情報と動作情報を読み出し、読み出
した各設定に従った判定を行う。
【００４８】
　判定部４６は、まず、読み出した動作情報の設定内容から、スタンバイコマンドを「常
に無視する」か否かを判定する（図４のステップＳ４０１）。
　ここで、判定部４６が、「常に無視する」と判定した場合（ステップＳ４０１のＹｅｓ
）、制御ユニット４１は、入力されたスタンバイコマンドに反応することなく、次のコマ
ンドや指示の入力を待つ。
【００４９】
　また、判定部４６が、「常に無視する」と判定しなかった場合（ステップＳ４０１のＮ
ｏ）、制御ユニット４１は、スタンバイコマンドに付加されたロジカルアドレスを判定部
４６に渡す。判定部４６は、受け取ったロジカルアドレスを用いて動作設定テーブル４５
１を検索し、該当機器のアドレスがアクティブソースとして設定されている「ＹＥＳ」か
否か「設定なし」を判定する（ステップＳ４０２）。
【００５０】
　この判定の結果、機器のアドレスがアクティブソースとして設定されていた場合（ステ
ップＳ４０２のＹｅｓ）、判定部４６は、制御ユニット４１へその旨を通知する。
　判定部４６からの通知を受けて制御ユニット４１は、電源管理ユニット４０を制御して
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スタンバイスイッチ４３をＯｆｆにする。すなわちスタンバイ状態に移行するよう装置内
部の各機能を制御する（ステップＳ４０３）。
【００５１】
　一方、判定部４６によるアクティブソースと設定されているか否かの判定の結果（ステ
ップＳ４０２の判定結果）、アクティブソースとして設定されてなかった場合（ステップ
Ｓ４０２のＮｏ）、判定部４６は、制御ユニット４１へその旨を通知する。
　判定部４６からの通知を受けて制御ユニット４１は、読み出した動作情報の「アクティ
ブソース以外無視」の項目の設定によって、アクティブソース以外からのスタンバイコマ
ンドを無視するか否かを判定する（ステップＳ４０４）。
【００５２】
　この判定の結果、判定部４６がアクティブソース以外からのスタンバイコマンドを無視
すると判定した場合（ステップＳ４０４のＹｅｓ）、制御ユニット４１は、入力されたス
タンバイコマンドに反応することなく、次のコマンドや指示の入力を待つ。
　また、上記判定の結果、判定部４６がアクティブソース以外からのスタンバイコマンド
を無視しないと判定した場合（ステップＳ４０４のＮｏ）、制御ユニット４１は、電源管
理ユニット４０を制御してスタンバイスイッチ４３をＯｆｆにする。すなわちスタンバイ
状態に移行するよう装置内部の各機能を制御する（ステップＳ４０３）。
【００５３】
　このようにこの実施形態のＡＶネットワークシステム１によれば、ＴＶ受信装置２０に
接続されたＡＶ機器のうち、現在、映像を表示ユニット２２に出力中、つまり視聴中のア
クティブソース以外の機器からスタンバイコマンドが入力された場合にそれを無視するの
で、利用者が意図しないときにＴＶ受信装置２０が自動的にスタンバイ状態に移行し、視
聴中の映像や音声が消えてしまうことを防止できる。
【００５４】
　また、入力部２８からの操作で、ＨＤＭＩ端子２６ａ，２６ｂに接続されている個々の
ＡＶ機器からのスタンバイコマンドに対するＴＶ受信装置２０の内部動作（スタンバイ状
態に移行するか否か）を使用者が登録可能な動作設定画面２２ａを表示するようにしたの
で、ＴＶ受信装置２０のスタンバイ状態への移行条件を、利用者が自分の好みに合わせて
設定することができる。
【００５５】
　なお、本発明は上記実施形態のみに限定されるものではない。上記実施の形態において
は、スタンバイコマンドの実行条件が「常に無視」、「アクティブソース以外無視」、「
常に実行」であったがこれに限定されることなく、少なくとも「アクティブソース以外無
視」が設定可能ならばよい。
【００５６】
　また、接続されたＡＶアンプ１０、ＤＶＤプレーヤ１１，ＳＴＢ１２、ＨＤＤ録画装置
１３に対して個々の機器に限定したスタンバイコマンドの動作条件を設定することも可能
である。この場合、動作条件は、例えば「常に無視」、「アクティブソース以外無視」、
「常に実行」、「アクティブソースおよびＡＶ機器１３以外無視」、「ＡＶ機器１３以外
無視」となる。
【００５７】
　また、各ＡＶ機器はＴＶ受信装置２０以外にもスタンバイコマンドを出力することがで
きる。これはスタンバイコマンドに送信先情報として他のＡＶ機器のロジカルアドレスま
たはフィジカルアドレスを付加ことで行うことができる。
　例えばアクティブソースであるＤＶＤプレーヤ１１の電源スイッチを切ると、ＡＶ機器
１３とＴＶ受信装置２０を自動的にスタンバイ状態に移行させることができるようになり
、利用者が個々の機器の電源スイッチを押す手間を省略することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】ＡＶネットワークシステムの構成を示すブロック図である。
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【図２】メモリに記憶される動作設定テーブルを示す図である。
【図３】表示ユニットに表示される動作設定画面の一例を示す図である。
【図４】ＴＶ受信装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５９】
　１…ネットワークシステム、１０…ＡＶアンプ、１０a、１０ｂ、１０ｃ…ＨＤＭＩ端
子、１０ｄ…情報送受信部、１０ｅ…メモリ、１０ｆ…制御部、１１…ＤＶＤプレーヤ、
１２…ＳＴＢ、１３…ＨＤＤ録画装置、２０…ＴＶ受信装置、２２…表示ユニット、２２
ａ…動作設定画面、２２ｂ…機器名表示部、２２ｃ…動作設定欄、２４…チューナユニッ
ト、２６ａ…ＨＤＭＩ端子、２６ｂ…ＨＤＭＩ端子、２８…入力部、３０、３１、３２、
３３…ＨＤＭＩケーブル、４０…電源管理ユニット、４１…制御ユニット、４２…電源管
理ユニット、４３…スタンバイスイッチ、４４…情報送受信部、４４ａ…アドレス送受信
部、４４ｂ…アクティブソース切替スイッチ、４４ｃ…スタンバイコマンド受信部、４５
…メモリ、４５ａ…スタンバイ情報記憶ユニット、４５ｂ…スタンバイ情報記憶ユニット
、４５ｃ…アクティブソース記憶ユニット、４６…判定部、４５１…動作設定テーブル。

【図１】 【図２】

【図３】
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