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(57)【要約】
【課題】映像音声信号出力機器と映像表示音声出力機器
とがＨＤＭＩ接続された場合において、映像音声信号出
力機器に対して所定時間操作がされないときに、映像表
示音声出力機器の画面の焼き付きを防止するスクリーン
セーバーを有用なものとすることができる映像音声シス
テムを提供する。
【解決手段】キー操作が検知されてから例えば５分経過
したとき、ＤＶＤプレイヤはスクリーンセーバーモード
に移行され、それと同時にVendorコマンドがＨＤＭＩケ
ーブル上のＣＥＣラインを介してテレビジョン受像機に
送信され、テレビジョン受像機はテレビ放送映像が表示
される状態に切り換えられる。この後、キー操作される
と、スクリーンセーバーモードが解除される。このよう
に、例えば５分間操作がされないと、退屈なＣＧによる
パターン映像を表示することがなく、テレビ番組を表示
させることができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、入力された映像音声
信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映像表示音声出力機器
とを含み構成された映像音声システムにおいて、
　キー操作を検知してから所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行さ
せるスクリーンセーバーモード移行手段と、
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器をスタンバ
イ状態にするためのスタンバイ用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像
表示音声出力機器に送信するスタンバイ用コマンド送信手段と、
　前記スタンバイ用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器をスタンバイ状態に設
定するスタンバイ状態設定手段と、
　前記映像表示音声出力機器がスタンバイ状態にされた後、キー操作を検知したとき、前
記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、
　前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音
声信号により前記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための
映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力
機器に送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段と、
　前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の主電源をオン
して入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有
することを特徴とする映像音声システム。
【請求項２】
　映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、入力された映像音声
信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映像表示音声出力機器
とを含み構成された映像音声システムにおいて、
　キー操作を検知してから所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行さ
せるスクリーンセーバーモード移行手段と、
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器による表示
映像をテレビ放送映像に切り換えるための放送映像切換用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣ
ラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する放送映像切換用コマンド送信手段と
、
　前記放送映像切換用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器による表示映像をテ
レビ放送映像が表示される状態に切り換える表示映像切換手段と、
　前記映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、キー操作を検知した
とき、前記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、
　前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音
声信号により前記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための
映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力
機器に送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段と、
　前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の入力モードを
前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有することを特徴と
する映像音声システム。
【請求項３】
　映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、入力された映像音声
信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映像表示音声出力機器
とを含み構成された映像音声システムにおいて、
　キー操作を検知してから所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行さ
せるスクリーンセーバーモード移行手段と、
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器をスタンバ
イ状態に設定するスタンバイ状態設定手段と、
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　前記映像表示音声出力機器がスタンバイ状態にされた後、キー操作を検知したとき、前
記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、　前記ス
クリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像表示音声出力機器の主電源をオンして入
力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有するこ
とを特徴とする映像音声システム。
【請求項４】
　映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、入力された映像音声
信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映像表示音声出力機器
とを含み構成された映像音声システムにおいて、
　キー操作を検知してから所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行さ
せるスクリーンセーバーモード移行手段と、
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器による表示
映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換える表示映像切換手段と、
　前記映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、キー操作を検知した
とき、前記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、
　前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像表示音声出力機器の入力モード
を前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有することを特徴
とする映像音声システム。
【請求項５】
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器をスタンバ
イ状態にするためのスタンバイ用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像
表示音声出力機器に送信するスタンバイ用コマンド送信手段を有し、前記スタンバイ状態
設定手段は、前記スタンバイ用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器をスタンバ
イ状態に設定し、
　前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音
声信号により前記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための
映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力
機器に送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段を有し、前記入力モード切換手段は
、前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の主電源をオン
して入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換えることを特徴とする請求項３に
記載の映像音声システム。
【請求項６】
　前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機器による表示
映像をテレビ放送映像に切り換えるための放送映像切換用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣ
ラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する放送映像切換用コマンド送信手段を
有し、前記表示映像切換手段は、前記放送映像切換用コマンドに応答して前記映像表示音
声出力機器による表示映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換え、
　前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音
声信号により前記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための
映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力
機器に送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段を有し、前記入力モード切換手段は
、前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の入力モードを
前記映像音声信号出力機器側に切り換えることを特徴とする請求項４に記載の映像音声シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器（ＤＶＤプレ
イヤ等）と、入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤ
ＭＩ対応の映像表示音声出力機器（テレビジョン受像機等）とを含み構成された映像音声
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システムに関し、特に、スクリーンセーバー機能の処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像音声信号出力機器として、例えば、光ディスク再生装置（ＤＶＤプレイヤ）
や光ディスク記録再生装置（ＤＶＤレコーダ）あるいはハードディスクレコーダなどが普
及しており、これらの映像音声信号出力機器に接続して用いる映像表示音声出力機器とし
ては、テレビジョン受像機などが知られている。テレビジョン受像機の表示画面の超高精
細化は、液晶パネル製造技術の進歩によって著しく発展して、非常に膨大な情報量のビデ
オデータを高精細に表示することが可能になった。このようなテレビジョン受像機では、
非常に多くのビデオデータおよびオーディオデータを、映像音声信号出力機器から送信さ
せるため、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）と言うインターフェイス
が用いられている。
【０００３】
　ＨＤＭＩは、映像音声信号出力機器からテレビジョン受像機やプロジェクタなどの映像
表示音声出力機器へビデオデータおよびオーディオデータを伝送するためのインターフェ
イスである。ＨＤＭＩは、従来の規格であるＤＶＩ（Digital Visual Interface for Com
puter）Ver1.0を拡張したものである。具体的には、ＤＶＩはビデオデータのみを送信す
る規格のインターフェイスであるのに対し、ＨＤＭＩは、ビデオデータの他、オーディオ
データおよびその他のデータもひとつのケーブルで送信できる規格のインターフェイスで
ある。更に、ＨＤＭＩは、高品質のマルチチャンネルのオーディオデータと高解像度の各
種フォーマットのビデオデータの伝送が可能である。
【０００４】
　ＨＤＭＩは、ＤＤＣ（Display Data Channel）通信により、各種の情報（モニタの情報
、例えば、ＥＤＩＤデータ構造など）を伝送するのに用いられることも可能である。ＥＤ
ＩＤ（Extended Display Identification Data）とは、映像表示音声出力機器の受信可能
な解像度、オーディオストリーム情報（音声形式などの情報）、ＨＤＭＩ受信部の持つス
ピーカ情報などがある。また、ＨＤＭＩは、ひとつのケーブルでビデオデータおよびオー
ディオデータを伝送することができ、複数ケーブル接続の煩わしさがなくなるという利点
を有している。例えば、光ディスク再生装置などの映像音声信号出力機器からＣＳＳ（Co
ntent Scrambling System）におけるコンテンツを出力する場合において、ＨＤＭＩは、
ＣＰＡＣ（Copy Protection Advisory Council）により承認されている規格のインターフ
ェイスになっている。
【０００５】
　前記ＤＤＣとは、通信形式の名称であり、ビデオデータの表示条件やオーディオデータ
の条件のデータ以外に、ＨＤＭＩモニタに関する他のデータを併せて光ディスク再生装置
などの映像音声信号出力機器に送信するのに用いられる回線である。ＤＤＣは、光ディス
ク再生装置などの映像音声信号出力機器内の通信線と接続されており、映像音声信号出力
機器と映像表示音声出力機器との間の回線を確立させるために用いられる。前記ＣＳＳは
、データを暗号化して記録し、再生時に復号化するシステムである。また、ＨＤＭＩには
、ＣＥＣ（Consumer Electronics Control）というコントロール機能が有り、映像音声信
号出力機器と映像表示音声出力機器との間でコマンドにより主電源をオンさせたりオフさ
れたり、その他の制御が連動で行うことができる。
【特許文献１】特開２００５－１９１９２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＤＶＤプレイヤなどの映像表示音声出力機器のディスプレイ装置は、同じ映
像（静止画）を長時間表示していると、明るく輝いている部分の発光材料が劣化し、焼き
付きを起こす。このような焼き付きを防止するため、スクリーンセーバーという機能がテ
レビジョン受像機などの映像音声信号出力機器に備えられている。スクリーンセーバーは
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、映像音声信号出力機器への操作入力が所定時間無いと、ディスプレイ装置に表示されて
いる同じ映像（静止画）を消して、ＣＧ（Computer Graphics）により多様なパターン映
像を画面上を動き回るようにして、ディスプレイ装置の焼き付きを防止している。そして
、映像音声信号出力機器への操作入力が有ると、スクリーンセーバーを解除している。
【０００７】
　このような映像音声信号出力機器と映像表示音声出力機器とがＨＤＭＩ接続された従来
の映像音声システムにおいては、ＣＧにより多様なパターン映像をディスプレイ装置の画
面上を動き回るようにして、ディスプレイ装置の焼き付きを防止しているが、ＣＧにより
表示されるパターン映像は、ユーザから見れば、内容が退屈で意味があるものとは言えず
、有用なスクリーンセーバーではないという課題があった。
【０００８】
　なお、特許文献１の従来技術は、ディスク装置とテレビジョン受像機との一体型機器で
あり、ディスク装置の制御部は、静止画像データがディスク装置側からテレビジョン受像
機側に継続して送られる時間を監視し、且つ当該時間が所定時間を超えた場合には、テレ
ビジョン受像機に所定のメッセージを送り、このメッセージを受けたテレビジョン受像機
の制御部は、信号選択部に静止画像データに代えて放送信号を選択させてＣＲＴに表示さ
せることにより、ＣＲＴの画面の焼き付きを防止している。しかし、この従来技術は、Ｃ
ＲＴの画面の焼き付きを防止するために、放送映像を表示させるが、このスクリーンセー
バーの処理は、ディスク装置とテレビジョン受像機との一体型機器に適用できるが、映像
音声信号出力機器（ディスク装置）と映像表示音声出力機器（テレビジョン受像機）とが
ＨＤＭＩ接続された映像音声システムにおけるスクリーンセーバーに適用できるものでは
ない。
【０００９】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、映像音声信号出力機器
と映像表示音声出力機器とがＨＤＭＩ接続された場合において、映像音声信号出力機器に
対して所定時間操作がされないときに、映像表示音声出力機器の画面の焼き付きを防止す
るスクリーンセーバーを有用なものとすることができる映像音声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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応
の映像音声信号出力機器と、入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の
出力を行うＨＤＭＩ対応の映像表示音声出力機器とを含み構成された映像音声システムに
おいて、キー操作を検知してから所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに
移行させるスクリーンセーバーモード移行手段と、前記スクリーンセーバーモードへの移
行と同時に前記映像表示音声出力機器をスタンバイ状態にするためのスタンバイ用コマン
ドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信するスタンバイ
用コマンド送信手段と、前記スタンバイ用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器
をスタンバイ状態に設定するスタンバイ状態設定手段と、前記映像表示音声出力機器がス
タンバイ状態にされた後、キー操作を検知したとき、前記スクリーンセーバーモードを解
除するスクリーンセーバーモード解除手段と、前記スクリーンセーバーモードの解除と同
時に前記映像音声信号出力機器からの映像音声信号により前記映像表示音声出力機器に映
像の表示および音声の出力を行わせるための映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上の
ＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する映像表示音声出力用コマンド
送信手段と、映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の主電源
をオンして入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と
、を有することを特徴とする映像音声システムを提供する。
【００１１】
　この構成において、ユーザが、例えばリモコンの何れかのキーを押下すると、スクリー
ンセーバーモード移行手段は、キー操作されたことを検知し、キー操作が検知されてから
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例えば５分経過したことを検知したとき、映像音声信号出力機器をスクリーンセーバーモ
ードに移行させる。次に、スタンバイ用コマンド送信手段は、スクリーンセーバーモード
への移行と同時に、映像表示音声出力機器にスタンバイ用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣ
ラインを介して送信する。スタンバイ用状態設定手段は、そのスタンバイ用コマンドに応
答して映像表示音声出力機器をスタンバイ状態に設定する。
【００１２】
　このようにして映像表示音声出力機器がスタンバイ状態にされた後、スクリーンセーバ
ーモード解除手段は、キー操作されたことを検知したとき、スクリーンセーバーモードを
解除する。そして、映像表示音声出力用コマンド送信手段は、スクリーンセーバーモード
の解除と同時に、映像表示音声出力用コマンドＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して映像表
示音声出力機器に送信する。これにより、入力モード切換手段は、前記映像表示音声出力
用コマンドに応答して、映像表示音声出力機器の主電源をオンして、入力モードを映像音
声信号出力機器側に切り換える。
【００１３】
　この構成によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映像音声信号
出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をスタンバイ状
態にするので、消費電力が少なくなり、省エネルギーに貢献することができ、有用なスク
リーンセーバーを実現することができる。
【００１４】
　請求項２の発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、
入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映
像表示音声出力機器とを含み構成された映像音声システムにおいて、キー操作を検知して
から所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行させるスクリーンセーバ
ーモード移行手段と、前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声
出力機器による表示映像をテレビ放送映像に切り換えるための放送映像切換用コマンドを
ＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する放送映像切換用
コマンド送信手段と、前記放送映像切換用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器
による表示映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換える表示映像切換手段と、前
記映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、キー操作を検知したとき
、前記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、前記
スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音声信号
により前記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための映像表
示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に
送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段と、映像表示音声出力用コマンドに応答し
て前記映像表示音声出力機器の入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換える入
力モード切換手段と、を有することを特徴とする映像音声システムを提供する。
【００１５】
　この構成において、ユーザが、例えばリモコンの何れかのキーを押下すると、スクリー
ンセーバーモード移行手段は、キー操作されたことを検知し、キー操作が検知されてから
例えば５分経過したことを検知したとき、映像音声信号出力機器をスクリーンセーバーモ
ードに移行させる。次に、放送映像切換用コマンド送信手段は、スクリーンセーバーモー
ドへの移行と同時に、映像表示音声出力機器に放送映像切換用コマンドを、ＨＤＭＩ上の
ＣＥＣラインを介して映像表示音声出力機器に送信する。表示映像切換手段は、その放送
映像切換用コマンドに応答して映像表示音声出力機器による表示映像をテレビ放送映像が
表示される状態に切り換える。
【００１６】
　このようにして映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、スクリー
ンセーバーモード解除手段は、キー操作されたことを検知したとき、スクリーンセーバー
モードを解除する。そして、映像表示音声出力用コマンド送信手段は、スクリーンセーバ
ーモードの解除と同時に、映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介
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して映像表示音声出力機器に送信する。これにより、入力モード切換手段は、映像表示音
声出力用コマンドに応答して、映像表示音声出力機器の主電源をオンして、入力モードを
映像音声信号出力機器側に切り換える。
【００１７】
　この構成によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映像音声信号
出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をテレビ放送映
像表示状態にするので、退屈なＣＧによるパターン映像を表示することがなく、テレビ番
組を表示させることができ、有用なスクリーンセーバーを実現することができる。
【００１８】
　請求項３の発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、
入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映
像表示音声出力機器とを含み構成された映像音声システムにおいて、キー操作を検知して
から所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行させるスクリーンセーバ
ーモード移行手段と、前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声
出力機器をスタンバイ状態に設定するスタンバイ状態設定手段と、前記映像表示音声出力
機器がスタンバイ状態にされた後、キー操作を検知したとき、前記スクリーンセーバーモ
ードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段と、前記スクリーンセーバーモードの
解除と同時に前記映像表示音声出力機器の主電源をオンして入力モードを前記映像音声信
号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有することを特徴とする映像音声シ
ステムを提供する。
【００１９】
　この構成において、ユーザが、例えばリモコンの何れかのキーを押下すると、スクリー
ンセーバーモード移行手段は、キー操作されたことを検知し、キー操作が検知されてから
例えば５分経過したことを検知したとき、映像音声信号出力機器をスクリーンセーバーモ
ードに移行させる。このスクリーンセーバーモードへの移行と同時に、スタンバイ用状態
設定手段は、映像表示音声出力機器をスタンバイ状態に設定する。
【００２０】
　このようにして映像表示音声出力機器がスタンバイ状態にされた後、スクリーンセーバ
ーモード解除手段は、キー操作されたことを検知したとき、スクリーンセーバーモードを
解除する。このスクリーンセーバーモードの解除と同時に、入力モード切換手段は、映像
表示音声出力機器の主電源をオンして、入力モードを映像音声信号出力機器側に切り換え
る。
【００２１】
　この構成によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映像音声信号
出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をスタンバイ状
態にするので、消費電力が少なくなり、省エネルギーに貢献することができ、有用なスク
リーンセーバーを実現することができる。
【００２２】
　請求項４の発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器と、
入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤＭＩ対応の映
像表示音声出力機器とを含み構成された映像音声システムにおいて、キー操作を検知して
から所定時間が経過したとき、スクリーンセーバーモードに移行させるスクリーンセーバ
ーモード移行手段と、前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声
出力機器による表示映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換える表示映像切換手
段と、前記映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、キー操作を検知
したとき、前記スクリーンセーバーモードを解除するスクリーンセーバーモード解除手段
と、前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映像表示音声出力機器の入力モー
ドを前記映像音声信号出力機器側に切り換える入力モード切換手段と、を有することを特
徴とする映像音声システムを提供する。
【００２３】
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　この構成において、ユーザが、例えばリモコンの何れかのキーを押下すると、スクリー
ンセーバーモード移行手段は、キー操作されたことを検知し、キー操作が検知されてから
例えば５分経過したことを検知したとき、映像音声信号出力機器をスクリーンセーバーモ
ードに移行させる。このスクリーンセーバーモードへの移行と同時に、表示映像切換手段
は、映像表示音声出力機器による表示映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換え
る。
【００２４】
　このようにして映像表示音声出力機器がテレビ放送映像表示状態にされた後、スクリー
ンセーバーモード解除手段は、キー操作されたことを検知したとき、スクリーンセーバー
モードを解除する。そして、入力モード切換手段は、入力モードを映像音声信号出力機器
側に切り換える。
【００２５】
　この構成によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映像音声信号
出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をテレビ放送映
像表示状態にするので、退屈なＣＧによるパターン映像を表示することがなく、テレビ番
組を表示させることができ、有用なスクリーンセーバーを実現することができる。
【００２６】
　請求項５の発明では、請求項３の発明において、前記スクリーンセーバーモードへの移
行と同時に前記映像表示音声出力機器をスタンバイ状態にするためのスタンバイ用コマン
ドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信するスタンバイ
用コマンド送信手段を有し、前記スタンバイ状態設定手段は、前記スタンバイ用コマンド
に応答して前記映像表示音声出力機器をスタンバイ状態に設定し、前記スクリーンセーバ
ーモードの解除と同時に前記映像音声信号出力機器からの映像音声信号により前記映像表
示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための映像表示音声出力用コマ
ンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する映像表示
音声出力用コマンド送信手段を有し、前記入力モード切換手段は、前記映像表示音声出力
用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器の主電源をオンして入力モードを前記映
像音声信号出力機器側に切り換えることを特徴としている。
【００２７】
　したがって、前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時にスタンバイ用コマンドを
ＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信することができ、こ
れにより、前記スタンバイ用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器をスタンバイ
状態に設定することが可能になる。また、前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に
、映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出
力機器に送信することができ、これにより、前記映像表示音声出力用コマンドに応答して
前記映像表示音声出力機器の主電源をオンして入力モードを前記映像音声信号出力機器側
に切り換えることが可能になる。
【００２８】
　請求項６の発明では、請求項４の発明において、前記スクリーンセーバーモードへの移
行と同時に前記映像表示音声出力機器による表示映像をテレビ放送映像に切り換えるため
の放送映像切換用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機
器に送信する放送映像切換用コマンド送信手段を有し、前記表示映像切換手段は、前記放
送映像切換用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器による表示映像をテレビ放送
映像が表示される状態に切り換え、前記スクリーンセーバーモードの解除と同時に前記映
像音声信号出力機器からの映像音声信号により前記映像表示音声出力機器に映像の表示お
よび音声の出力を行わせるための映像表示音声出力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣライ
ンを介して前記映像表示音声出力機器に送信する映像表示音声出力用コマンド送信手段を
有し、前記入力モード切換手段は、前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像
表示音声出力機器の入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換えることを特徴と
している。
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【００２９】
　したがって、前記スクリーンセーバーモードへの移行と同時に前記映像表示音声出力機
器による表示映像をテレビ放送映像に切り換えるための放送映像切換用コマンドをＨＤＭ
Ｉ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信することができ、これによ
り、前記放送映像切換用コマンドに応答して前記映像表示音声出力機器による表示映像を
テレビ放送映像が表示される状態に切り換えることが可能になる。また、前記スクリーン
セーバーモードの解除と同時に、前記映像音声信号出力機器からの映像音声信号により前
記映像表示音声出力機器に映像の表示および音声の出力を行わせるための映像表示音声出
力用コマンドをＨＤＭＩ上のＣＥＣラインを介して前記映像表示音声出力機器に送信する
ことができ、これにより、前記映像表示音声出力用コマンドに応答して前記映像表示音声
出力機器の入力モードを前記映像音声信号出力機器側に切り換えることが可能になる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように本発明によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映
像音声信号出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をス
タンバイ状態にするので、消費電力が少なくなり、省エネルギーに貢献することができ、
有用なスクリーンセーバーを実現することができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、映像音声信号出力機器に所定時間操作がされないと、映像音声
信号出力機器がスクリーンセーバーモードに移行して、映像表示音声出力機器をテレビ放
送映像表示状態にするので、退屈なＣＧによるパターン映像を表示することがなく、テレ
ビ番組を表示させることができ、有用なスクリーンセーバーを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の
第１，第２の実施形態に係る映像音声システムにおいて映像音声信号出力機器としてのＤ
ＶＤプレイヤおよび映像表示音声出力機器としてのテレビジョン受像機の構成を示すブロ
ック図である。ここでは、映像音声信号出力機器としてＨＤＭＩ対応のＤＶＤプレイヤに
ついて説明するが、ＨＤＭＩ対応のＤＶＤレコーダやハードディスクレコーダあるいはケ
ーブルテレビ放送受信用のＨＤＭＩ対応のセットボックスなどにおけるスクリーンセーバ
ー機能についても、同様な処理で行うことができる。また、映像表示音声出力機器として
ＨＤＭＩ対応のテレビジョン受像機をＤＶＤプレイヤに接続した構成について説明するが
、ＨＤＭＩ対応のプロジェクタをＤＶＤプレイヤに接続した構成であっても、スクリーン
セーバー機能については、同様な処理で行うことができる。
【００３３】
　図１において、ＤＶＤプレイヤ１は、装置全体を制御するマイクロコンピュータなどを
含むシステムコントローラ１１と、リモコン４から送信されてきたキーコード（リモコン
コード）を受信するリモコン受信部１２と、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Int
erface）ケーブル３によって接続されるテレビジョン受像機２のメーカ名とリモコンコー
ドとの対応関係を示すテーブルなどを記憶したフラッシュＲＯＭ１３と、文字情報をテレ
ビジョン受像機２に表示させるＯＳＤ（On Screen Display ）回路１４と、ＤＶＤやＣＤ
などの光ディスクの記録情報を再生する再生部１５と、ＨＤＭＩケーブル３を介してテレ
ビジョン受像機２と通信を行うＨＤＭＩ通信部１６とを備えている。
【００３４】
　テレビジョン受像機２は、受像機全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部２
１と、制御部２１の制御プログラムや受像機のメーカ名を含む所定形式の識別子データを
有するＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）などを記憶したフラッシュＲ
ＯＭ２２と、映像回路およびディスプレイ装置などを含み映像を表示する映像表示部２３
と、音声回路およびスピーカなどを含み音声を出力する音声出力部２４と、ＨＤＭＩケー
ブル３を介してＤＶＤプレイヤ１と通信を行うＨＤＭＩ通信部２５と、テレビジョン受像
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機２に付属のリモコン５から送信されてきたキーコードを受信するリモコン受信部２６と
を備えている。
【００３５】
　リモコン４は、リモコン全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部４１と、操
作キー番号が予め割り当てられＤＶＤプレイヤ１やテレビジョン受像機２を遠隔操作する
複数の操作キーが設けられた操作パネル４２と、操作パネル４２の操作キーに対応したキ
ーコードをＤＶＤプレイヤ１、あるいはＤＶＤプレイヤ１およびＨＤＭＩケーブル３を介
してテレビジョン受像機２に送信するリモコン送信部４３と、複数のキーコードを操作パ
ネル４２の操作キーの操作キー番号に対応したアドレスに記憶するフラッシュＲＯＭ４４
とを備えている。
【００３６】
　図２は第１，第２の実施形態においてＤＶＤプレイヤに付属のリモコン４におけるキー
配置の一例を示す図である。図２において、リモコン４の操作パネル４２には、電源キー
４０１、トレイ開閉キー４０２、音量キー４０３、複数の数字キー４０４、ＤＶＤモード
切換キー４０５、ＴＶモード切換キー４０６、再生リストキー４０７、メニューキー４０
８、上方向きー４０９、下方向キー４１０、左方向キー４１１、右方向キー４１２、決定
キー４１３、早戻しキー４１４、停止キー４１５、再生キー４１６、早送りキー４１７な
どが配置されている。なお、ここでのキーの配置や個数は一例であるので、これに限るこ
とはない。
【００３７】
　図３は第１，第２の実施形態においてＤＶＤプレイヤとテレビジョン受像機とがＨＤＭ
Ｉケーブルにより接続されている状態を示す斜視図である。図３に示すように、ＤＶＤプ
レイヤ１は、ＨＤＭＩケーブル３を介してテレビジョン受像機２に接続されている。
【００３８】
　図４は第１の実施形態においてスクリーンセーバーモードに移行したときにテレビジョ
ン受像機をスタンバイ状態にさせる処理を含むスクリーンセーバー機能の処理を説明する
ためのフローチャートである。このフローチャートおよび図１～図３を参照してスクリー
ンセーバー機能の処理について説明する。
【００３９】
　先ず、ＤＶＤプレイヤ１およびテレビジョン受像機２の主電源を入れるため、ユーザは
リモコン４の電源キー４０１を押下すると、リモコン４のリモコン送信部４３は、電源キ
ー４０１に対応する電源キーコードをＤＶＤプレイヤ１に送信する。ＤＶＤプレイヤ１で
は、リモコン送信部４３からの電源キーコードをリモコン受信部１２で受信し、その電源
キーコードを入力したシステムコントローラ１１は、ＤＶＤプレイヤ１内の図示しない主
電源回路を動作させ、ＤＶＤプレイヤ１の主電源をオンさせると共に、テレビジョン受像
機２の主電源をオンさせるための電源オン用コマンドをＨＤＭＩ通信部１６から送信させ
る。ＨＤＭＩ通信部１６から送信された電源オン用コマンドは、ＨＤＭＩケーブル３を介
してテレビジョン受像機２に与えられる。これにより、テレビジョン受像機２の制御部２
１は、ＨＤＭＩ通信部２５で受信した電源オン用コマンドにより、テレビジョン受像機２
内の図示しない主電源回路を動作させ、主電源をオンさせる。
【００４０】
　この後、ユーザがＤＶＤプレイヤ１に対して何らかの操作を行うため、リモコン４の何
れかのキーを押下すると、システムコントローラ１１のスクリーンセーバーモード移行手
段は、キー操作されたことを検知し（ステップＳ１）、キー操作（最後のキー操作と見な
されたキー操作）が検知されてからの時間を計時している図示しないタイマによる計時時
間が例えば５分経過したことを検知したときは（ステップＳ２）、ＤＶＤプレイヤ１をス
クリーンセーバーモードに移行させる（ステップＳ３）。なお、前記計時時間が例えば５
分経過しない場合は、スクリーンセーバーモードには移行しない。また、キー操作を検知
してからスクリーンセーバーモードに移行させるまでの前記計時時間の設定は、テレビジ
ョン受像機２の映像表示部２３にセットアップメニュー画面を表示させて行うことができ
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る。また、主電源がオンされてから、例えば、５分経過した場合も、最後のキー操作され
てから、５分経過したと見なされるので、スクリーンセーバーモードに移行する。
【００４１】
　次に、システムコントローラ１１のスタンバイ用コマンド送信手段は、スクリーンセー
バーモードへの移行と同時に、テレビジョン受像機２をスタンバイ状態にするためのスタ
ンバイ用コマンド（Standby コマンド）をＨＤＭＩ通信部１６およびＨＤＭＩケーブル３
のＣＥＣラインを介してテレビジョン受像機２に送信する（ステップＳ４）。テレビジョ
ン受像機２においては、ＨＤＭＩ通信部２５によりスタンバイ用コマンドを受信した制御
部２１は、そのスタンバイ用コマンドに応答してテレビジョン受像機２をスタンバイ状態
（待機電源がオンのままで主電源がオフ）に設定する（ステップＳ５）。
【００４２】
　このようにしてテレビジョン受像機２がスタンバイ状態にされた後、ＤＶＤプレイヤ１
３におけるシステムコントローラ１１のスクリーンセーバーモード解除手段は、何らかの
キーコードを受信したことにより、リモコン４からのキー操作されたことを検知したとき
（ステップＳ６）、スクリーンセーバーモードを解除する。そして、システムコントロー
ラ１１の映像表示音声出力用コマンド送信手段は、スクリーンセーバーモードの解除と同
時に、ＤＶＤプレイヤ１からの映像音声信号によりテレビジョン受像機２に映像の表示お
よび音声の出力を行わせるための映像表示音声出力用コマンドである例えばImage View O
n コマンドを、ＨＤＭＩケーブル３のＣＥＣラインを介してテレビジョン受像機２に送信
する（ステップＳ７）。これにより、テレビジョン受像機２においては、制御部２１の入
力モード切換手段は、前記Image View On コマンドに応答して、テレビジョン受像機２の
主電源をオンして、入力モードをＤＶＤプレイヤ１側に切り換える（ステップＳ８）。
【００４３】
　以上説明したように第１の実施形態によれば、ＤＶＤプレイヤ１に所定時間操作がされ
ないと、ＤＶＤプレイヤ１がスクリーンセーバーモードに移行して、テレビジョン受像機
２をスタンバイ状態にするので、消費電力が少なくなり、省エネルギーに貢献することが
でき、有用なスクリーンセーバーを実現することができる。
【００４４】
　図５は第２の実施形態においてスクリーンセーバーモードに移行したときにテレビジョ
ン受像機をテレビ放送映像表示状態にさせる処理を含むスクリーンセーバー機能の処理を
説明するためのフローチャートである。このフローチャートおよび図１～図３を参照して
スクリーンセーバー機能の処理について説明する。
【００４５】
　先ず、ＤＶＤプレイヤ１およびテレビジョン受像機２の主電源を入れるため、ユーザは
リモコン４の電源キー４０１を押下すると、リモコン４のリモコン送信部４３は、電源キ
ー４０１に対応する電源キーコードをＤＶＤプレイヤ１に送信する。ＤＶＤプレイヤ１で
は、リモコン送信部１２からの電源キーコードをリモコン受信部１２で受信し、その電源
キーコードを受信したシステムコントローラ１１は、ＤＶＤプレイヤ１内の図示しない主
電源回路を動作させ、ＤＶＤプレイヤ１の主電源をオンさせると共に、テレビジョン受像
機２の主電源をオンさせるための電源オン用コマンドをＨＤＭＩ通信部１６から送信させ
る。ＨＤＭＩ通信部１６から送信された電源オン用コマンドは、ＨＤＭＩケーブル３を介
してテレビジョン受像機２に与えられる。これにより、テレビジョン受像機２の制御部２
１は、ＨＤＭＩ通信部２５で受信した電源オン用コマンドにより、テレビジョン受像機２
内の図示しない主電源回路を動作させ、主電源をオンさせる。
【００４６】
　この後、ユーザがＤＶＤプレイヤ１に対して何らかの操作を行うため、リモコン４の何
れかのキーを押下すると、システムコントローラ１１のスクリーンセーバーモード移行手
段は、キー操作されたことを検知し（ステップＮ１）、キー操作（最後のキー操作と見な
されたキー操作）が検知されてからの時間を計時している図示しないタイマによる計時時
間が例えば５分経過したことを検知したときは（ステップＮ２）、ＤＶＤプレイヤ１をス
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クリーンセーバーモードに移行させる（ステップＮ３）。なお、前記計時時間が例えば５
分経過しない場合は、スクリーンセーバーモードには移行しない。また、キー操作を検知
してからスクリーンセーバーモードに移行させるまでの前記計時時間の設定は、テレビジ
ョン受像機２の映像表示部２３にセットアップメニュー画面を表示させて行うことができ
る。また、主電源がオンされてから、例えば、５分経過した場合も、最後のキー操作され
てから、５分経過したと見なされるので、スクリーンセーバーモードに移行する。
【００４７】
　次に、システムコントローラ１１の放送映像切換用コマンド送信手段は、スクリーンセ
ーバーモードへの移行と同時にテレビジョン受像機２による表示映像をテレビ放送映像に
切り換えるための放送映像切換用コマンドとしての例えばVendorコマンドを、ＨＤＭＩ通
信部１６およびＨＤＭＩケーブル３のＣＥＣラインを介してテレビジョン受像機２に送信
する（ステップＮ４）。テレビジョン受像機２においては、ＨＤＭＩ通信部２５によりVe
ndorコマンドを受信した制御部２１の表示映像切換手段は、そのVendorコマンドに応答し
てテレビジョン受像機２による表示映像をテレビ放送映像が表示される状態に切り換える
（ステップＮ５）。
【００４８】
　このようにしてテレビジョン受像機２がテレビ放送映像表示状態にされた後、ＤＶＤプ
レイヤ１３におけるシステムコントローラ１１のスクリーンセーバーモード解除手段は、
何らかのキーコードを受信したことにより、リモコン４からのキー操作されたことを検知
したとき（ステップＮ６）、スクリーンセーバーモードを解除する。そして、システムコ
ントローラ１１の映像表示音声出力用コマンド送信手段は、スクリーンセーバーモードの
解除と同時に、ＤＶＤプレイヤ１からの映像音声信号によりテレビジョン受像機２に映像
の表示および音声の出力を行わせるための映像表示音声出力用コマンドである例えば（Im
age View On）コマンドをＨＤＭＩケーブル３のＣＥＣラインを介してテレビジョン受像
機２に送信する（ステップＮ７）。これにより、テレビジョン受像機２においては、制御
部２１の入力モード切換手段は、前記Image View On コマンドに応答して、入力モードを
ＤＶＤプレイヤ１側に切り換える（ステップＮ８）。
【００４９】
　以上説明したように第２の実施形態によれば、ＤＶＤプレイヤ１に所定時間操作がされ
ないと、ＤＶＤプレイヤ１がスクリーンセーバーモードに移行して、テレビジョン受像機
２をテレビ放送映像表示状態にするので、退屈なＣＧによるパターン映像を表示すること
がなく、テレビ番組を表示させることができ、有用なスクリーンセーバーを実現すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、映像音声信号を出力するＨＤＭＩ対応の映像音声信号出力機器（ＤＶＤプレ
イヤ等）と、入力された映像音声信号に基づいて映像の表示および音声の出力を行うＨＤ
ＭＩ対応の映像表示音声出力機器（テレビジョン受像機等）とを含み構成された映像音声
システムにおけるスクリーンセーバー機能に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１，第２の実施形態に係る映像音声システムにおいて映像音声信号出
力機器としてのＤＶＤプレイヤおよび映像表示音声出力機器としてのテレビジョン受像機
の構成を示すブロック図である。
【図２】第１，第２の実施形態においてＤＶＤプレイヤに付属のリモコンにおけるキー配
置の一例を示す図である。
【図３】第１，第２の実施形態においてＤＶＤプレイヤとテレビジョン受像機とがＨＤＭ
Ｉケーブルにより接続されている状態を示す斜視図である。
【図４】第１の実施形態においてスクリーンセーバーモードに移行したときにテレビジョ
ン受像機をスタンバイ状態にさせる処理を含むスクリーンセーバー機能の処理を説明する
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ためのフローチャートである。
【図５】第２の実施形態においてスクリーンセーバーモードに移行したときにテレビジョ
ン受像機をテレビ放送映像表示状態にさせる処理を含むスクリーンセーバー機能の処理を
説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　ＤＶＤプレイヤ（映像音声信号出力機器）
　２　　テレビジョン受像機（映像表示音声出力機器）
　３　　ＨＤＭＩケーブル
　１１　　システムコントローラ（スクリーンセーバーモード移行手段、スクリーンセー
バーモード解除手段、放送映像切換用コマンド送信手段、映像表示音声出力用コマンド送
信手段、）
　２１　　制御部（スタンバイ状態設定手段、表示映像切換手段、入力モード切換手段）

【図１】 【図２】
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