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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像および音声を出力する受像機、外部スピーカから音声を出力するアンプ、ならびに
記録媒体に記録された映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ情報を
再生する再生装置とを備えた映像音声再生システムの制御方法であって、
　前記再生装置は、前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有
無ならびにフォーマットを判別し、その判別結果に従って前記受像機および前記アンプに
対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付することを特徴とする映像音
声再生システムの制御方法。
【請求項２】
　前記再生装置は、前記受像機に対し、映像および音声の出力を制御する信号の送信に先
立ち、前記受像機の電源をオンにする指示信号を送信することを特徴とする請求項１に記
載の映像音声再生システムの制御方法。
【請求項３】
　前記再生装置は、前記アンプに対し、音声の出力を制御する信号の送信に先立ち、前記
アンプの電源をオンにする指示信号を送信することを特徴とする請求項１に記載の映像音
声再生システムの制御方法。
【請求項４】
　前記記録媒体が光ディスクであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の映
像音声再生システムの制御方法。
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【請求項５】
　映像および音声を出力する受像機、外部スピーカから音声を出力するアンプ、記録媒体
に記録された映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ情報を再生する
再生装置、ならびに前記各機器間を接続する通信回線とを備えた映像音声再生システムで
あって、
（ａ）前記受像機は、少なくとも
　音声を出力する内蔵スピーカと、
　前記通信回線を介して外部から映像信号および音声信号を受信する第１の受信部と、
　前記第１の受信部で受信した映像信号に必要な処理を施す映像処理部と、
　前記映像処理部の出力信号をディスプレイに表示する映像表示部と、
　前記第１の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第１の音声処理部と、
　前記第１の音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーカを駆動する第１のスピーカ
駆動部と、
　前記各部の動作を制御する第１の制御部とを備え、
（ｂ）前記アンプは、少なくとも
　前記通信回線を介して外部から映像信号および音声信号の少なくとも一方を受信する第
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、前記外部スピーカを駆動する第２のスピー
カ駆動部と、
　前記第２の受信部で受信した映像信号および音声信号の少なくとも一方を、前記通信回
線を介して外部に送信する第１の送信部と、
　前記各部の動作を制御する第２の制御部とを備え、
（ｃ）前記再生装置は、少なくとも
　前記記録媒体から再生した映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ
に対し必要な処理を施す映像・音声処理部と、
　前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有無ならびにフォー
マットを判別する再生内容判別部と、
　前記映像・音声処理部から出力された映像信号および音声信号を、前記通信回線を介し
て外部に送信する第２の送信部と、
　前記各部の動作を制御する第３の制御部とを備え、
（ｄ）前記第３の制御部は、前記再生内容判別部の判別結果に従って前記第１の制御部お
よび前記第２の制御部に対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付する
ことを特徴とする映像音声再生システム。
【請求項６】
　前記通信回線としてHigh Definition Multimedia Interface（ＨＤＭＩ）規格に準拠し
たケーブルを用い、また前記制御信号および指示信号はConsumer Electronics Control（
ＣＥＣ）規格に準拠した信号であることを特徴とする請求項５に記載の映像音声再生シス
テム。
【請求項７】
　前記記録媒体が光ディスクであることを特徴とする請求項５または６に記載の映像音声
再生システム。
【請求項８】
　映像および音声を出力する受像機、ならびに外部スピーカから音声を出力するアンプと
共に映像音声再生システムを構成し、記録媒体に記録された映像信号および音声信号の少
なくとも一方を含むコンテンツ情報を再生する再生装置であって、
（ａ）少なくとも
　前記記録媒体から再生した映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ
に対して必要な処理を施す映像・音声処理部と、
　前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有無ならびにフォー
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マットを判別する再生内容判別部と、
　前記映像・音声処理部から出力された映像信号および音声信号を、前記通信回線を介し
て外部に送信する送信部と、
　前記各部の動作を制御する制御部とを備え、
（ｂ）前記制御部は、前記再生内容判別部の判別結果に従って前記受像機およびアンプに
対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付することを特徴とする再生装
置。
【請求項９】
　前記通信回線としてHigh Definition Multimedia Interface（ＨＤＭＩ）規格に準拠し
たケーブルを用い、また前記制御信号および指示信号はConsumer Electronics Control（
ＣＥＣ）規格に準拠した信号であることを特徴とする請求項８に記載の再生装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記コンテンツに映像信号が含まれない場合においても、前記受像機の
ディスプレイにＧＵＩを表示させるＣＥＣ信号を送付可能であることを特徴とする請求項
８または９に記載の再生装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体が光ディスクであることを特徴とする請求項８～１０のいずれかに記載の
再生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像および音声を出力するテレビジョン受像機、音声を外部スピーカへ出力
するアンプ、ならびに記録媒体に記録された映像信号および音声信号の少なくとも一つを
含むコンテンツ情報を再生する再生装置を備えた映像音声再生システムの制御方法、なら
びにその制御方法を採用した映像音声再生システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクなどの記録媒体に記録された映像信号および音声信号を含むコンテンツ情報
を再生するＤＶＤプレーヤ等の再生装置と、この再生装置で再生された映像信号や音声信
号をディスプレイや内蔵スピーカに出力するテレビジョン受像機、さらに音声信号を外付
けのスピーカに出力するアンプとを備えた映像音声再生システムがある。
【０００３】
　この映像音声再生システムにおいて、記録媒体に記録されたコンテンツを視聴しようと
した場合、ユーザは再生装置やテレビジョン受像機の電源を入れたり、各装置の入力を所
望の状態に切り換えたりするなどの複数の操作を行う必要がある。
【０００４】
　この複数の操作を軽減する方法が特許文献１に提案されている。図４は、この方法を採
用した映像音声再生システムの概略構成を示したものである。なお、図４では、説明を分
かり易くするためテレビジョン受像機（以下、ＴＶと略す）１０と再生装置の一種である
ＤＶＤプレーヤ２０でシステムを構成した例を示している。
【０００５】
　ＴＶ１０は、放送信号を受信するチューナ１１、映像信号や音声信号に必要な処理を施
してディスプレイや内蔵スピーカに出力する映像音声出力部１２、チューナ１１からの入
力信号とＤＶＤプレーヤ２０からの入力信号を切り換える入力ソース選択部１３、および
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前記各部の制御を行う制御部１４を備えている。
【０００６】
　一方、ＤＶＤプレーヤ２０は、光ディスク２１に記録されたコンテンツ情報を読み出す
光ディスク制御部２２、光ディスク制御部２２で読み出されたコンテンツ情報に必要な処
理を施して映像信号や音声信号を再生する映像音声処理部２３、および前記各部の制御を
行う制御部２４を備えている。
【０００７】
　上記従来の映像音声再生システムにおいて、ＤＶＤプレーヤ２０に光ディスク２１を装
着すると、光ディスク制御部２２で光ディスク２１内に記録されたコンテンツ情報を読み
出し、映像音声処理部２３で読み出したコンテンツ情報に必要な処理を施して映像信号と
音声信号を再生しＴＶ１０に送出する。一方、制御部２４では再生信号を発生し、ＴＶ１
０の制御部１４に送出する。この再生信号は、ＤＶＤプレーヤ２０に接続された信号線の
電位を所定の値にセットするなどの方法で実現する。
【０００８】
　ＴＶ１０は、制御部１４がＤＶＤプレーヤ２０の制御部２４から送出された再生信号を
受信すると、入力ソース選択部１３の入力をチューナ１１からＤＶＤプレーヤ２０に切り
換え、ＤＶＤプレーヤ２０の映像・音声処理部２３から出力された映像信号および音声信
号を受信する。
【０００９】
　このように、ＴＶ１０がＤＶＤプレーヤ２０の再生状態に応じて入力を自動的に切り換
えることにより、使用者がＴＶ１０の入力を切り換えることなく、ＤＶＤプレーヤ２０に
光ディスク２１に記録されたコンテンツ情報を視聴することが可能となる。
【特許文献１】特開２００５－５１５４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記従来の映像音声再生システムにおいては、ＴＶ１０の電源が入って
いないと入力を自動的に切り換えることが出来ないため、常にＴＶの電源を入れておく必
要がある。
【００１１】
　また、光ディスク２１に記録されたコンテンツ情報の内容に関係なく、ＤＶＤプレーヤ
２０において光ディスク２１の再生が開始されると制御部２４から自動的に再生信号が出
力されるため、光ディスク２１に記録されたコンテンツ情報に映像信号が含まれず音声信
号のみをＴＶ２０で視聴したい場合であっても、入力ソース選択部１３でＤＶＤプレーヤ
２０の出力が選択され、映像音声出力部１２のディスプレイとスピーカが映像および音声
を出力する状態となる。
【００１２】
　更に、ＤＶＤプレーヤ２０とＴＶ１０の間に、音声信号を受信しスピーカで出力するア
ンプを設けた場合、アンプの操作は全て使用者自身が行う必要がある。
【００１３】
　本発明は上記従来の問題点に鑑み、光ディスクの再生を行うだけで、特に使用者が指示
することなく、ＴＶやアンプを自動的に最適な動作状態に設定できる映像音声再生システ
ムの制御方法および、その方法を採用した映像音声再生システム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】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の映像音声再生システムの制御方法は、
　映像および音声を出力する受像機、外部スピーカから音声を出力するアンプ、ならびに
記録媒体に記録された映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ情報を
再生する再生装置とを備えた映像音声再生システムの制御方法であって、



(5) JP 4553839 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

　前記再生装置は、前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有
無ならびにフォーマットを判別し、その判別結果に従って前記受像機および前記アンプに
対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の映像音声再生システムの制御方法において、前記再生装置は、前記受像機に対
し、映像および音声の出力を制御する信号の送信に先立ち、前記受像機の電源をオンにす
る指示信号を送信することが好ましい。同様に、前記再生装置は、前記アンプに対し、音
声の出力を制御する信号の送信に先立ち、前記アンプの電源をオンにする指示信号を送信
することが好ましい。
　また本発明の映像音声再生システムの制御方法において、前記記録媒体が光ディスクで
あっても良い。
【００１６】
　次に、本発明の映像音声再生システムは、
　映像および音声を出力する受像機、外部スピーカから音声を出力するアンプ、記録媒体
に記録された映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ情報を再生する
再生装置、ならびに前記各機器間を接続する通信回線とを備えた映像音声再生システムで
あって、
（ａ）前記受像機は、少なくとも
　音声を出力する内蔵スピーカと、
　前記通信回線を介して外部から映像信号および音声信号を受信する第１の受信部と、
　前記第１の受信部で受信した映像信号に必要な処理を施す映像処理部と、
　前記映像処理部の出力信号をディスプレイに表示する映像表示部と、
　前記第１の受信部で受信した音声信号に必要な処理を施す第１の音声処理部と、
　前記第１の音声処理部の出力を入力として前記内蔵スピーカを駆動する第１のスピーカ
駆動部と、
　前記各部の動作を制御する第１の制御部とを備え、
（ｂ）前記アンプは、少なくとも
　前記通信回線を介して外部から映像信号および音声信号の少なくとも一方を受信する第
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、前記外部スピーカを駆動する第２のスピー
カ駆動部と、
　前記第２の受信部で受信した映像信号および音声信号の少なくとも一方を、前記通信回
線を介して外部に送信する第１の送信部と、
　前記各部の動作を制御する第２の制御部とを備え、
（ｃ）前記再生装置は、少なくとも
　前記記録媒体から再生した映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ
に対し必要な処理を施す映像・音声処理部と、
　前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有無ならびにフォー
マットを判別する再生内容判別部と、
　前記映像・音声処理部から出力された映像信号および音声信号を、前記通信回線を介し
て外部に送信する第２の送信部と、
　前記各部の動作を制御する第３の制御部とを備え、
（ｄ）前記第３の制御部は、前記再生内容判別部の判別結果に従って前記第１の制御部お
よび前記第２の制御部に対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付する
ことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の映像音声再生システムにおいて、前記通信回線としてHigh Definition Multim
edia Interface（ＨＤＭＩ）規格に準拠したケーブルを用い、また前記制御信号および指
示信号はConsumer Electronics Control（ＣＥＣ）規格に準拠した信号であることが好ま
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しい。
【００１８】
　また本発明の再生装置は、
　映像および音声を出力する受像機、ならびに外部スピーカから音声を出力するアンプと
共に映像音声再生システムを構成し、記録媒体に記録された映像信号および音声信号の少
なくとも一方を含むコンテンツ情報を再生する再生装置であって、
（ａ）少なくとも
　前記記録媒体から再生した映像信号および音声信号の少なくとも一方を含むコンテンツ
に対して必要な処理を施す映像・音声処理部と、
　前記記録媒体から再生したコンテンツの映像信号および音声信号の有無ならびにフォー
マットを判別する再生内容判別部と、
　前記映像・音声処理部から出力された映像信号および音声信号を、前記通信回線を介し
て外部に送信する送信部と、
　前記各部の動作を制御する制御部とを備え、
（ｂ）前記制御部は、前記再生内容判別部の判別結果に従って前記受像機およびアンプに
対し、映像および／または音声の出力を制御する信号を送付することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の再生装置において、前記制御部は、前記コンテンツに映像信号が含まれない場
合においても、前記受像機のディスプレイにＧＵＩを表示させるＣＥＣ信号を送付可能で
あることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の映像音声再生システムにおいては、記録媒体に記録されたコンテンツの映像信
号および音声信号の有無ならびにそのフォーマットに応じて、受像機およびアンプの電力
供給や入力の切り換えを自動的に設定するようになっており、使用者が再生装置に記録媒
体を装着してコンテンツ情報の再生を開始するだけで、他の操作を行うことなく最適な状
態で映像や音声を楽しむことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の実施の形態における映像音声再生システムの構成を示す図である。本
実施の形態の映像音声再生システムは、ＴＶ１００、ＡＶアンプ２００、外部スピーカ３
００およびＤＶＤプレーヤ４００で構成されている。ＴＶ１００は本発明における受像機
の一例、ＡＶアンプ２００はアンプの一種、またＤＶＤプレーヤ４００は再生装置の一例
である。
【００２２】
　ＡＶアンプ２００とＤＶＤプレーヤ４００は、High Definition Multimedia Interface
（ＨＤＭＩ）規格に準拠したケーブル（以下、ＨＤＭＩケーブルという））５００で接続
されており、ＤＶＤ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、ＡＶア
ンプ２００へ入力される。ＴＶ１００とＡＶアンプ２００もＨＤＭＩケーブルで接続され
ており、ＡＶアンプ２００から出力された映像信号および音声信号はＴＶ１００へ入力さ
れる。また、ＴＶ１００、ＡＶアンプ２００およびＤＶＤプレーヤ４００は、ＨＤＭＩケ
ーブルを介してＨＤＭＩのオプション規格であるConsumer Electronics Control（ＣＥＣ
）に準拠したコマンドを、ＨＤＭＩケーブル５００を介して相互に送受することができる
構成となっている。
【００２３】
　ＨＤＭＩケーブル５００は、ＣＥＣ信号を通すＣＥＣライン５０１と映像・音声信号を
通す映像・音声ラインに分割されている。ＣＥＣライン５０１は、ＴＶ１００、ＡＶアン
プ２００およびＤＶＤプレーヤ４００の各制御部１０５、２０３、４０３間でＣＥＣ信号
を相互に送受できるように構成されているが、映像・音声ライン５０２は各機器内に配置
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されたＨＤＭＩ受信部およびＨＤＭＩ送信部を介して映像・音声信号の送受が行われる。
これは、著作権保護の観点から、ＨＤＭＩ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うにするためである。
【００２４】
　ＴＶ１００は、映像表示部１０１、スピーカ駆動部１０２、映像処理部１０３、音声処
理部１０４、マイクロコンピュータ（以下、マイコンという）で構成された制御部１０５
、ＨＤＭＩ受信部１０６、チューナ１０７、入力ソース選択部１０８、ＨＤＭＩコネクタ
１０９および内臓スピーカ１１０で構成されている。これ以外の構成要素としてリモコン
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。
【００２５】
　制御部１０５は、ＨＤＭＩケーブル５００を介してＣＥＣ信号を受信すると、受信した
ＣＥＣ信号に応じた処理を行う。例えば、制御部１０５は、入力ソース選択部１０８の入
力を、ＴＶ信号を受信するチューナ１０７からＨＤＭＩ受信部１０６に切り換えると共に
、ＨＤＭＩコネクタ１０９から入力した映像信号および音声信号を、ＨＤＭＩ受信部１０
６において暗号鍵を用いてスクランブルを解除した後、映像処理部１０３および音声処理
部１０４へ転送する。
【００２６】
　映像処理部１０３は、スクランブルを解除した映像信号に必要な処理を施した後、映像
表示部１０１に出力してディスプレイに映像を表示する。同様に、音声処理部１０４は、
音声信号が圧縮されている場合はデコードした後必要な処理を施し、圧縮されていない場
合は必要な処理を施した後、スピーカ駆動部１０２に出力し、内蔵スピーカ１１０から音
声を出力する。
【００２７】
　ＡＶアンプ２００は、スピーカ駆動部２０１、音声処理部２０２、マイコンで構成され
た制御部２０３、ＨＤＭＩ受信部２０４、ＨＤＭＩ送信部２０５およびＨＤＭＩコネクタ
２０６・２０７で構成されている。なお、ＤＶＤプレーヤ４００以外からの入力を受ける
場合には、ＴＶ１００と同様、ＡＶアンプ２００に入力ソース選択部を設けて入力を切り
換えることにより対応できる。
【００２８】
　制御部２０３は、ＨＤＭＩコネクタ２０６、２０７を介して受信したＣＥＣ信号に応じ
た処理を行う。例えば、制御部２０３は、ＨＤＭＩ受信部２０４で受信した音声信号を音
声処理部２０２に転送したり、ＨＤＭＩ受信部２０４の受信信号をＨＤＭＩ送信部２０５
から再度ＨＤＭＩケーブル５００に出力したりする。音声信号は、圧縮されている場合は
音声処理部２０２でデコードされ、更に必要な処理が施された後、圧縮されていない場合
は音声処理部２０２で必要な処理が施された後、スピーカ駆動部２０１を介して外部スピ
ーカ３００に送られ、音声として出力される。
【００２９】
　ＨＤＭＩ受信部２０４は、ＨＤＭＩケーブル５００の映像・音声ライン５０１を介して
他の機器から送られてきた映像・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、ＨＤＭＩ送信部２０５は、ＨＤＭＩ受信部２０４でスクランブルが解除された映像
・音声信号を再度暗号鍵によってスクランブルした後、ＨＤＭＩケーブル５００の映像・
音声ライン５０２に送り出す。
【００３０】
　ＤＶＤプレーヤ４００は、光ディスク制御部４０２、マイコンで構成された制御部４０
３、映像・音声処理部４０４、ＨＤＭＩ送信部４０５、再生内容判別部４０６およびＨＤ
ＭＩコネクタ４０７で構成されている。
【００３１】
　光ディスク制御部４０２は、コンテンツ情報である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４０１から映像信号および音声信号を読み出す。光ディス
ク制御部４０２で読み出された映像信号については映像・音声信号処理部４０４でデコー
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ドした後必要な処理を施し、一方、音声信号については映像・音声処理部４０４で必要な
処理を施した後、ＨＤＭＩ送信部４０５に入力する。ＨＤＭＩ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、ＨＤＭＩケーブル５００の映
像・音声ライン５０２に送り出す。
【００３２】
　一方、再生内容判別部４０６は、映像・音声処理部４０４で処理された信号に基づき、
光ディスク４０１から読み出されたコンテンツ情報について、映像信号および音声信号の
有無やフォーマットを判別する機能を有し、制御部４０３は、再生内容判別部４０６の判
別結果に基づき、コンテンツを再生する際にＴＶ１００およびＡＶアンプ２００のいずれ
が必要になるかを判断し、ＴＶ１００およびＡＶアンプ２００の制御部１０５、２０３に
指示を行う。再生内容判別部４０６での判別は、光ディスク４０１の種類（音楽ＣＤ、Ｄ
ＶＤ－Ｖｉｄｅｏ、Ｖｉｄｅｏ ＣＤなど）や、コンテンツ情報と並列に記録されている
管理情報やコンテンツ情報そのものによって行われる。
【００３３】
　なお、各機器の制御部１０５、２０３、４０３は、スピーカ１１０、３００から音声を
出力していない状態や、光ディスク４０１から映像・音声信号を再生していない状態、い
わゆるスリープ状態においてもＣＥＣ信号が受信できるよう、常に電力が供給されている
。スピーカ１１０、３００から音声を出力する場合や光ディスク４０１から映像・音声信
号を再生する場合には、スピーカ駆動部１０２・２０１、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、スピーカから音声を出力するためにスピ
ーカ駆動部等に必要な電力を供給した状態を電源オン、スリープ状態を電源オフとする。
【００３４】
　次に、再生内容判別部４０６の判別結果に基づいてＤＶＤプレーヤの制御部４０３がＴ
Ｖ１００の制御部１０５およびＡＶアンプ２００の制御部２０５に対して行う指示の内容
について、図２のフローチャートを参照して説明する。
【００３５】
　一般にＤＶＤプレーヤ４００は、フォーマットの異なる映像・音声信号が記録された複
数種類の光ディスクから映像・音声信号を再生することが可能である。再生内容判別部４
０６において、ＤＶＤプレーヤ４００に装着された光ディスク４０１がＶｉｄｅｏ－ＣＤ
であるか、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（ＶＲ）フォーマットで記録された
ものと判断し、更にはＪＰＥＧフォーマットの静止画が記録されていると判断した場合は
（ステップＳ２０１のＹＥＳ）、制御部４０３はＴＶ１００の制御部１０５に対してのみ
電源をオンにするよう指示する。
【００３６】
　同様に、光ディスク４０１が音楽ＣＤであるか、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏのうち静止画を含
まないもの、更にはオーディオのデータ圧縮規格であるＭＰ３かＷＭＡフォーマットで記
録されていると判断した場合は（Ｓ２０２のＹＥＳ）、制御部４０３はＡＶアンプ２００
の制御部２０３に対してのみ電源をオンにするよう指示すると共に、オーディオのチャン
ネル数を２ｃｈに設定するよう指示する。
【００３７】
　次に、光ディスク４０１がＤＶＤ-Ｖｉｄｅｏフォーマットで記録されたもの、ＤＶＤ
－Ａｕｄｉｏのうち静止画を含むもの、動画のデータ圧縮規格の一種であるＭＰＥＧ／Ｄ
ｉｖＸフォーマットで記録されており（Ｓ２０３）、かつオーディオのチャンネル数が５
．１ｃｈである場合は（Ｓ２０４のＹＥＳ）、制御部４０３はＴＶ１００の制御部１０５
とＡＶアンプ２００の制御部２０３に対して電源をオンにするよう指示すると共に、オー
ディオのチャンネル数を５．１ｃｈに設定するよう指示する。
【００３８】
　一方、光ディスク４０１がＤＶＤ-Ｖｉｄｅｏフォーマットで記録されたもの、ＤＶＤ
－Ａｕｄｉｏのうち静止画を含むもの、動画の圧縮規格の一種であるＭＰＥＧ／ＤｉｖＸ
フォーマットで記録されているが（Ｓ２０３）、オーディオのチャンネル数が５．１ｃｈ



(9) JP 4553839 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

でないと判断した場合は（Ｓ２０４のＮＯ）、制御部４０３はＴＶ１００の制御部１０５
とＡＶアンプ２００の制御部２０３に対して電源をオンにするよう指示すると共に、ＤＰ
ＬIIをオンにするよう指示する。
【００３９】
　次に、本実施の形態における映像音声再生システムの動作について説明する。
　図３は、図２のステップＳ２０１においてＹＥＳの判断が行なわれた時のＤＶＤプレー
ヤ４００とＴＶ１００、ＡＶアンプ２００間の制御シーケンスを示した図である。以下の
説明では、ＤＶＤプレーヤ４００に装着された光ディスクにＴＶ放送のコンテンツがＤＶ
Ｄ－ＶＲフォーマットで記録されており、このコンテンツをＴＶ１００で視聴する場合に
ついて説明する。
【００４０】
　使用者がＤＶＤプレーヤ４００の電源をオンにすると、再生内容判別部４０６は、光デ
ィスク制御部４０２で読み出され、映像・音声処理部４０４で処理された信号を基に、Ｄ
ＶＤプレーヤ４００に装着された光ディスク４０１にＴＶ放送のコンテンツがＤＶＤ－Ｖ
Ｒフォーマットで記録されていると判断する（ステップＳ３０１）。
【００４１】
　次に、ＤＶＤプレーヤ４００の制御部４０３は、再生内容判別部４０６の判別結果を受
け、ＣＥＣライン５０１を介してＴＶ１００の制御部１０５に対し、電源のオンオフ状態
を問い合わせる（Ｓ３０２）。ＴＶ１００の制御部１０５は、電源の状態をＣＥＣ信号に
乗せてＤＶＤプレーヤ４００の制御部４０３に返答する（Ｓ３０３）。ＤＶＤプレーヤ４
００の制御部４０３は、ＴＶ１００の電源がオフ状態である場合、ＴＶ１００に対して電
源をオンにし、更に入力ソース選択部１０８の入力をＨＤＭＩ受信部１０６側に切り換え
るよう要求する（Ｓ３０４）。ＴＶ１００は制御部１０５が受信したＣＥＣ信号に基づい
て自らの電源をオンにすると共に、入力ソース選択部１０８の入力をＨＤＭＩ受信部１０
６に切り換え（Ｓ３０５）、その後、映像および音声を出力する準備が完了したことを伝
えるＣＥＣ信号をＤＶＤプレーヤ４００の制御部４０３に返す（Ｓ３０６）。なお、制御
部１０５は、ＴＶ１００の電源が既にオン状態になっている場合は、その旨をＤＶＤプレ
ーヤ４００の制御部４０３に返す。
【００４２】
　本ケースの場合、ＡＶアンプ２００の電源をオンにする必要はないが、ＡＶアンプ２０
０の電源を併せてオンにする場合は、図３に破線で示したように、ＤＶＤプレーヤ４００
の制御部４０３は、ＡＶアンプ２００の制御部２０３に対しても電源のオンオフ状態につ
いて同様の問い合わせを行ない、電源がオフとなっている場合は電源オンを要求するＣＥ
Ｃ信号を送付する（Ｓ３０７～Ｓ３１１）。
【００４３】
　なお、ＴＶ１００の電源のみオンとなる場合、外部スピーカ３００から音声を出力しな
いため、ＡＶアンプ２００のスピーカ駆動部２０１を動作状態に設定する必要はないが、
ＨＤＭＩケーブル５００の映像・音声ライン５０２を用いてＤＶＤプレーヤ４００からＴ
Ｖ１００に映像・音声信号を送付する必要があるため、ＡＶアンプ２００のＨＤＭＩ受信
部２０４とＨＤＭＩ送信部２０５は動作状態に設定されている。
【００４４】
　ＴＶ１００（場合によっては更にＡＶアンプ２００）から準備完了ＣＥＣ信号を受信し
た制御部４０３は、光ディスク４０１から映像信号および音声信号を読み出し、ＨＤＭＩ
送信部４０５から送出する（Ｓ３１２）。
【００４５】
　光ディスク４０１から読み出されたＤＶＤ－ＶＲフォーマットの映像信号と音声信号は
、ＨＤＭＩケーブル５００の映像・音声ライン５０２に乗ってＡＶアンプ２００のＨＤＭ
Ｉ受信部２０４まで転送され、ここで一旦スクランブルが解除された後、再度ＨＤＭＩ送
信部２０５でスクランブル化され、映像・音声ライン５０２に乗ってＴＶ１００のＨＤＭ
Ｉ受信部１０６まで転送される。
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【００４６】
　ＨＤＭＩ受信部１０６で受信した映像信号と音声信号はここでスクランブルを解除され
、映像信号と音声信号に分離された後、入力ソース選択部１０８に入力する。制御部１０
５の指示により入力ソース選択部１０８の入力はＨＤＭＩ受信部１０６側に切り換えられ
ているため、映像信号は映像処理部１０３に入力し、ここで必要な処理が施された後、映
像表示部１００のディスプレイに映像が表示される。一方、音声信号は音声処理部１０４
に入力し、圧縮されている場合はデコードされ必要な処理が施され、そうでない場合は必
要な処理が施された後、スピーカ駆動部１０２に入力し、アンプで増幅され内蔵スピーカ
１１０から音声として出力する。
【００４７】
　以上、光ディスク４０１に記録されたＤＶＤ－ＶＲフォーマットの映像・音声信号をＴ
Ｖ１００で再生する場合のシーケンスについて説明したが、他のフォーマットの映像・音
声信号を含む光ディスクが装着された場合でも同様のシーケンスで制御が行われる。
【００４８】
　例えば、光ディスクにＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットの映像・音声信号が記録されて
いる場合、制御部４０３は、ＴＶ１００とＡＶアンプ２００の両方の電源をオンにするよ
うに指示すると共に、オーディオのチャンネル数が５．１ｃｈの場合はＡＶアンプ２００
の出力を５．１ｃｈに設定し（図２のＳ２０３・Ｓ２０４参照）、音声はＡＶアンプ２０
０の外部スピーカ３００から、また映像はＴＶ１００の映像表示部１０１のディスプレイ
から出力する。この場合、ＴＶ１００のスピーカ駆動部１０２の出力は制御部１０５によ
ってミュートされ、内蔵スピーカ１１０から音声は出力されない。
【００４９】
　なお、再生内容判別部４０６によって光ディスク４０１に映像信号を含むコンテンツが
存在しないと判断され、ＴＶ１００の電源をオンにする必要がない場合であっても、コン
テンツの内容やＤＶＤプレーヤ４００の状態をＧＵＩ表示したい場合がある。この場合は
、ＧＵＩをＴＶ１００のディスプレイに表示するため、ＤＶＤプレーヤ４００の制御部４
０３は、ＴＶ１００の電源をオンにし、また入力ソース選択部１０８にＨＤＭＩ受信部１
０６からの入力に切り換えるＣＥＣ信号を発信する。
【００５０】
　同様に、ＤＶＤプレーヤ４００が光ディスク４０１のコンテンツの再生を終了した場合
や、使用者が再生を停止した場合など、ＴＶ１００の入力ソース選択部１０８がＨＤＭＩ
受信部１０６からの入力を選択する必要がなくなった際には、ＴＶ放送などを受信できる
ように、ＤＶＤプレーヤ４００の制御部４０３は、ＴＶ１００の入力ソース選択部１０８
がチューナ１０７からの入力を選択することを要求するＣＥＣ信号を発信してもよい。
【００５１】
　以上説明したように、本実施の形態の制御方法では、光ディスク４０１をＤＶＤプレー
ヤ４００に装着して記録されたコンテンツ情報の再生を行うだけで、システムを構成する
他の機器を自動的に最適の動作状態に設定して、映像や音声を楽しむことができる。
【００５２】
　なお、上記実施の形態において、映像音声再生システムにＡＶアンプ２００が接続され
ていない場合、ＤＶＤプレーヤ４００の制御部４０３が、ＡＶアンプ２００の制御部２０
３に対し、外部スピーカ３００から音声を出力することを指示するＣＥＣ信号を送信して
も、ＡＶアンプ２００からは、外部スピーカ３００から音声を出力する準備が完了したこ
とを報告するＣＥＣ信号が送られてこない。この場合、ＤＶＤプレーヤ４００の制御部４
０３はＡＶアンプ２００が接続されていないと判断し、ＴＶ１００の内蔵スピーカ１１０
から音声を出力することを指示するＣＥＣ信号をＴＶ１００の制御部１０５に送付する。
【００５３】
　また、上記実施の形態においては、再生装置としてＤＶＤプレーヤを用いた場合につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＤＶＤレコーダ等の光ディスク
を記録媒体とする他の再生装置や、メモリーカードを記録媒体とする再生装置であっても
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、同様の効果が得られることは云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明にかかる映像音声再生システムの制御方法は、記録媒体に記録されたコンテンツ
情報を再生するだけで、使用者の指示なしに、受像機やアンプの電源および入力の選択を
自動的に最適な動作状態に設定にすることができるため、様々な機器が接続された映像音
声再生システムにおいて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態における映像音声再生システムの構成図
【図２】本発明の実施の形態におけるＤＶＤプレーヤの再生内容判別部の判別動作を説明
する図
【図３】図１のシステム構成における制御シーケンスの一例を示した図
【図４】従来の映像音声再生システムの構成図
【符号の説明】
【００５６】
　１００　ＴＶ
　１０１　映像表示部
　１０２　スピーカ駆動部
　１０３　映像処理部
　１０４　音声処理部
　１０５　制御部
　１０６　ＨＤＭＩ受信部
　１０７　チューナ
　１０８　入力ソース選択部
　１１０　内臓スピーカ
　２００　ＡＶアンプ
　２０１　スピーカ駆動部
　２０２　音声処理部
　２０３　制御部
　２０４　ＨＤＭＩ受信部
　２０５　ＨＤＭＩ送信部
　３００　外部スピーカ
　４００　ＤＶＤプレーヤ
　４０２　光ディスク制御部
　４０３　制御部
　４０４　映像・音声処理部
　４０５　ＨＤＭＩ送信部
　４０６　再生内容判別部
　５００　ＨＤＭＩケーブル
　５０１　ＣＥＣ信号ライン
　５０２　映像・音声信号ライン
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