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(57)【要約】
【課題】表示装置に接続している録画再生装置の消費電
力を削減することができる表示装置を提供する。
【解決手段】テレビ１０は、レコーダ２０またはＴＶ１
０がユーザによって使用されているか否かを判定する制
御部１２０と、制御部１２０が使用されていないと判定
したとき、レコーダ２０を消費電力の小さい第２の動作
モードに遷移させるコマンド処理部１３０と、を備えて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　録画再生装置により再生されたコンテンツを表示する表示装置であって、
　上記録画再生装置がユーザによって使用されているか否かを判定する判定手段と、
　上記判定手段が、使用されていないと判定した場合に、録画処理を終了した上記録画再
生装置を、録画処理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移手段と
、を備えている、ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　録画再生装置により再生されたコンテンツを表示する表示装置であって、
　上記表示装置がユーザによって使用されているか否かを判定する判定手段と、
　上記判定手段が、使用されていないと判定した場合に、録画処理を終了した上記録画再
生装置を、録画処理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移手段と
、を備えている、ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　上記判定手段は、上記録画再生装置から送信されたコンテンツを表示しているか否かに
応じて、上記録画再生装置がユーザによって使用されているか否かを判定することを特徴
とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　上記表示装置の周囲にユーザが居るか否かを感知する感知手段をさらに備え、上記判定
手段は、上記感知手段の感知結果に応じて、上記表示装置がユーザによって使用されてい
るか否かを判定することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　録画処理を実行中の上記録画再生装置に対して録画処理の停止を指示する指示手段を備
え、
　上記判定手段は、上記指示手段が録画処理の停止を指示した後、上記判定を行うことを
特徴とする請求項２または４に記載の表示装置。
【請求項６】
　上記指示手段が録画処理の停止を指示した後、上記録画再生装置を使用しているか否か
をユーザに問い合わせるためのダイアログを表示するダイアログ表示手段を更に備え、
　上記遷移手段は、上記判定手段が、上記表示装置がユーザによって使用されていると判
定した場合であっても、上記ダイアログに対して上記録画再生装置を使用していないこと
を示すユーザ操作が行われた場合には、録画処理を終了した上記録画再生装置を、録画処
理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させることを特徴とする請求項５に
記載の表示装置。
【請求項７】
　上記録画再生装置の機器種別を取得し、上記録画再生装置の機器種別を、当該表示装置
に接続された他の機器の機器種別と共に一覧表示させる機器選択手段をさらに備え、
　上記機器選択手段は、一覧表示された機器種別のうち、ユーザによって選択された機器
種別に対応する操作対象機器を特定し、
　上記指示手段は、ユーザによって指示された処理を上記操作対象機器に実行させること
を特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項８】
　上記表示装置は、上記録画再生装置とＨＤＭＩ（登録商標）ケーブルを介して接続して
いることを特徴とする請求項１から７の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　録画再生装置により再生されたコンテンツを表示する表示装置の制御方法であって、
　上記録画再生装置がユーザによって使用されているか否かを判定する判定ステップと、
　上記判定ステップにて使用されていないと判定された場合に、録画処理を終了した上記
録画再生装置を、録画処理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移
ステップと、を含む、ことを特徴とする制御方法。
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【請求項１０】
　録画再生装置により再生されたコンテンツを表示する表示装置の制御方法であって、
　上記表示装置がユーザによって使用されているか否かを判定する判定ステップと、
　上記判定ステップにて使用されていないと判定された場合に、録画処理を終了した上記
録画再生装置を、録画処理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移
ステップと、を含む、ことを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを請求項１から８までの何れか１項に記載の表示装置として動作させるた
めのプログラムであって、上記コンピュータを上記表示装置が備えている各手段をとして
機能させるための制御プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画再生装置により再生されたコンテンツを表示すると共に、該録画再生装
置における録画処理を制御する表示装置及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface、登録商標）端子を標準搭載
するテレビおよびＡＶ機器が広く普及し、表示装置（例えば、テレビ）と録画再生装置（
例えば、レコーダ）とをＨＤＭＩケーブルにより接続することが一般的となってきている
。ＨＤＭＩ規格ではＣＥＣ（Consumer Electronics Control）を使った機器間制御を行う
ことができる。ＨＤＭＩ規格の詳細については、非特許文献１に記載がある。
【０００３】
　テレビに接続される録画再生装置の消費電力を削減する技術として、例えば、特許文献
１に記載の技術が知られている。特許文献１に記載のテレビジョン受像機は、録画再生装
置の録画処理を停止させた後、所定時間内に録画・再生関連操作に為されなかった場合、
通電状態を中間状態から待機状態へと移行させる。これにより、録画処理を停止させたに
も関わらず、録画再生装置が無駄な電力を消費し続けることが回避される。
【０００４】
　特許文献２には、ユーザがテレビ受信機の電源オンの操作を行うと、システムの起動を
開始し、ディスクプレーヤの電源状態をオフ状態からスタンバイ状態に移行し、システム
の起動が終了してオン状態となった後にディスクプレーヤの電源状態をスタンバイ状態か
らオン状態に移行することにより、短時間でディスクプレーヤの電源状態をオン状態にす
る技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２１９３９２号公報（２００８年９月１８日公開）
【特許文献２】特開２０１０－４５４５０号公報（２０１０年２月２５日公開）
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a,
November 10 2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載のテレビジョン受像機は、録画再生装置に録画処理を
停止させた後、所定時間内に録画・再生関連操作が為されなければ、ユーザが録画再生装
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置を使用しているか否かに関わらず録画再生装置の通電状態を待機状態へと遷移させる。
したがって、ユーザが録画再生装置を使用しているにも関わらず、突然、録画再生装置の
通電状態が待機状態へと遷移し、ユーザを困惑させるという問題を生じる。特に、録画と
再生とを同時に行う録画再生装置においては、再生された映像をユーザが視聴している状
態で、録画処理が完了するといったことがしばしば生じる。したがって、このような問題
が顕在化され易い。特許文献２においても、このような問題を解決し得る技術は開示され
ていない。
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、ユーザが録画
再生装置を使用していないときに限って、録画再生装置をより消費電力が少ない動作モー
ドに遷移させる表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、録画再生装置により再
生されたコンテンツを表示する表示装置であって、上記録画再生装置がユーザによって使
用されているか否かを判定する判定手段と、上記判定手段が、使用されていないと判定し
た場合に、録画処理を終了した上記録画再生装置を、録画処理の実行中よりも消費電力の
小さい動作モードに遷移させる遷移手段と、を備えている。
【００１０】
　また、本発明の他の態様に係る表示装置は、上記課題を解決するために、録画再生装置
により再生されたコンテンツを表示する表示装置であって、上記表示装置がユーザによっ
て使用されているか否かを判定する判定手段と、上記判定手段が、使用されていないと判
定した場合に、録画処理を終了した上記録画再生装置を、録画処理の実行中よりも消費電
力の小さい動作モードに遷移させる遷移手段と、を備えている、ことを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る制御方法は、上記課題を解決するために、録画再生装置に
より再生されたコンテンツを表示する表示装置の制御方法であって、上記録画再生装置が
ユーザによって使用されているか否かを判定する判定ステップと、上記判定ステップにて
使用されていないと判定された場合に、録画処理を終了した上記録画再生装置を、録画処
理の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移ステップと、を含む。
【００１２】
　また、本発明の他の態様に係る制御方法は、上記課題を解決するために、録画再生装置
により再生されたコンテンツを表示する表示装置の制御方法であって、上記表示装置がユ
ーザによって使用されているか否かを判定する判定ステップと、上記判定ステップにて使
用されていないと判定された場合に、録画処理を終了した上記録画再生装置を、録画処理
の実行中よりも消費電力の小さい動作モードに遷移させる遷移ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　上記の構成によれば、録画再生装置が使用されているにも関わらず、録画再生装置の動
作モードが変更されて、ユーザに困惑を与えるような事態を有効に回避することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の表示装置の記録部に記録されたマップテーブルの一例である。
【図３】図１の表示装置にて実行されるユーザがテレビに対し録画の予約をする際の処理
の流れを示すフローチャートである。
【図４】図１の表示装置にて実行される予約された録画処理の流れを示すフローチャート
である。
【図５】図１の表示装置にて実行される予約された録画処理のレコーダでの処理の流れを
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示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図６の表示装置にて実行される予約された録画処理の流れを示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
〔実施形態１〕
　本発明の表示装置に関する第１の実施形態について、図１から図５に基づいて説明すれ
ば以下のとおりである。本実施形態では、ユーザが予約した録画をテレビ（表示装置）１
０及びレコーダ（録画再生装置）２０が実行し、録画を停止した後、レコーダ２０が使用
されているか否かを判定し、レコーダ２０が使用されていない場合、もしくは、ユーザが
スタンバイ状態にすると指示した場合、レコーダ２０をスタンバイ状態に遷移させる方法
を説明する。ここで、スタンバイ状態とは、レコーダ２０の電源状態がＯＮの状態（第１
の動作モード）よりも消費電力の少ない状態（第２の動作モード）を示す。
【００１６】
　（テレビ１０）
　まず、本実施形態に係るテレビ１０の構成について、図１を参照して説明する。図１は
、テレビ１０の構成を示すブロック図である。図１においては、テレビ１０の構成に加え
、テレビ１０のＨＤＭＩ入力端子に接続されたソース機器であるレコーダ２０のＨＤＭＩ
トランスミッタ２６０の構成を示している。
【００１７】
　図１に示すように、テレビ１０は、表示部１１、リモコン受光部１２及び制御装置１０
０を備えている。また、制御装置１００は、記録部１１０、制御部１２０、コマンド処理
部１３０、機器選択部１４０、表示処理部１５０及びＨＤＭＩレシーバ１６０を備えてい
る。また、テレビ１０は、リモコン３０からのリモコン信号を受信可能に構成されている
。
【００１８】
　テレビ１０はレコーダ２０とＨＤＭＩケーブルを介して接続している。ＨＤＭＩケーブ
ルは、コンテンツ（映像信号および音声信号）を伝送するＴＭＤＳ（Transition Minimiz
ed Differential Signaling）ラインと、ＣＥＣコマンドを伝送するＣＥＣラインと、Ｅ
ＤＩＤを伝送するＤＤＣ（Display Data Cannel）ラインと、ＨＰＤ信号を伝送するＨＰ
Ｄラインと、接続検知のためにソース機器によって電圧（対グランド電位）が５Ｖに制御
される５Ｖ電力ラインとを備えている。
【００１９】
　ここで、ＥＤＩＤは、シンク機器であるテレビ１０に関する情報（周波数、解像度、製
造メーカ、型式など）と、ソース機器であるレコーダ２０に割り振るべき物理アドレスと
が記述されたデータである。また、ＨＰＤ信号は、接続検知のために利用される２値信号
である。
【００２０】
　ＣＥＣコマンドは、ＨＤＭＩにおいて規定されたＣＥＣプロトコル（以下、ＨＤＭＩ－
ＣＥＣと呼ぶ）に基づく制御コマンドである。ＨＤＭＩケーブルにより接続された各機器
には、ＣＥＣコマンドによる機器間の連携を実現するために、論理アドレスと物理アドレ
スとが割り振られる。ＣＥＣコマンドには、送信元および／または送信先の論理アドレス
および／または物理アドレスが引数として含まれ、ＨＤＭＩケーブルにより接続された各
機器は、ＣＥＣコマンドに含まれる論理アドレスおよび／または物理アドレスによって、
そのＣＥＣコマンドの送信元および／または送信先を特定する。
【００２１】
　論理アドレスは、機器種別（テレビ、レコーダ、プレーヤ、チューナ、オーディオの何
れか）を示す１から１５までの自然数によって表現される。例えば、テレビには論理アド
レス「０」が割り振られ、１台目のレコーダには論理アドレス「１」が割り振られる、２
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台目のレコーダには論理アドレス「２」が割り振られる。
【００２２】
　物理アドレスは、ソース機器からのパスを示す４桁の自然数によって表現される。例え
ば、シンク機器（テレビ１０）のｘ番目のＨＤＭＩ入力端子に接続されたソース機器Ｘに
は物理アドレス（ｘ，０，０，０）が割り振られ、ソース機器Ｘのｙ番目のＨＤＭＩ入力
端子に接続されたソース機器Ｙには物理アドレス（ｘ，ｙ，０，０）が割り振られる。な
お、シンク機器であるテレビ１０には物理アドレス（０，０，０，０）が割り振られる。
【００２３】
　表示部１１は、制御装置１００からの指示に基づいて映像を表示する。具体的には、表
示部１１は、ＬＣＤ、ＥＬ（Electroluminescence）ディスプレイ、ＰＤＰ（Plasma Disp
lay Panel）などの表示素子と、受信した映像信号に基づいて表示素子を駆動するドライ
バ回路とを備える構成である。なお、映像には、絵や図形の他、文字も含まれ、また、静
止画および動画も含まれる。
【００２４】
　リモコン受光部１２は、リモコン３０からリモコン信号を受信する。上記リモコン信号
は、例えば、赤外線などの光で受信することができるが、これに限定されるものではない
。リモコン受光部１２は、受信した信号を、制御装置１００に送信する。
【００２５】
　（制御装置１００）
　制御装置１００は、テレビ１０内の各種構成を統括的に制御するものである。また、制
御装置１００は、レコーダ２０における録画処理を制御する。制御装置１００が備える記
録部１１０、制御部１２０、コマンド処理部１３０、機器選択部１４０、表示処理部１５
０及びＨＤＭＩレシーバ（受信部）１６０について、以下に説明する。
【００２６】
　記録部１１０は、機器種別と論理アドレスと物理アドレスとが関連付けられたデータで
あるマップテーブルを記録している。図２に記録部１１０に記録されているマップテーブ
ルの例を示す。図２に示すとおり、マップテーブルには、ＴＶ（テレビ）、Ｒｅｃｏｒｄ
ｉｎｇＤｅｖｉｃｅ１（レコーダ）及びＰｌａｙｂａｃｋＤｅｖｉｃｅ１（プレーヤ）の
それぞれに対し、物理アドレス及び論理アドレスが記録されている。なお、マップテーブ
ルの形式はこれに限定されるものではない。
【００２７】
　また、記録部１１０は、ユーザがテレビ１０を介して、レコーダ２０に映像の録画を予
約するといった操作の指示を行う場合、レコーダ２０の物理アドレス及び論理アドレスと
ユーザによって指示された操作の内容とが関連付けられたデータを記録している。
【００２８】
　また、記録部１１０は、各種データおよびプログラムを記憶する。記録部１１０の例と
しては、制御装置１００が動作するときに必要なプログラム等の固定データを記憶する読
出し専用の半導体メモリであるＲＯＭ（Read Only Memory）と、演算に使用するデータ及
び演算結果等を一時的に記憶するいわゆるワーキングメモリとしてのＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）とが挙げられる。
【００２９】
　なお、記録部１１０は、制御装置１００内に構成されなくてもよい。つまり、制御装置
１００とは別にテレビ１０内に構成してもよいし、テレビ１０とは別の構成としてもよい
。
【００３０】
　制御部１２０は、制御装置１００における処理全般を制御する。また、制御部１２０は
、ユーザがリモコン３０を用いて指示した情報（リモコン信号）を、リモコン受光部１２
から取得する。制御部１２０は、取得したリモコン信号に応じて、コマンド処理部１３０
もしくは機器選択部１４０に操作指示を送信する。具体的には、制御部１２０は、取得し
たリモコン信号が、ユーザが指定した録画などの処理を示す情報である場合、該処理を行
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うＣＥＣコマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。また、制御部１２０
は、取得したリモコン信号が、表示部１１に一覧表示された機器よりユーザによって選択
された機器（操作対象機器）を示す情報である場合、該操作対象機器の物理アドレス及び
論理アドレスを取得するよう機器選択部１４０に指示する。
【００３１】
　コマンド処理部１３０は、制御部１２０からの指示に従いレコーダ２０を制御するＣＥ
Ｃコマンドを発行し、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆを介して、レコーダ２０に送信する。コマンド処理
部１３０において発行されるＣＥＣコマンドについては、以下に説明するため、ここでは
その説明を省略する。
【００３２】
　また、コマンド処理部１３０は、レコーダ２０から送信されたＣＥＣコマンドを、ＣＥ
Ｃ・Ｉ／Ｆ１６４を介して受信する。受信したＣＥＣコマンドが、利用可能であることを
示すＣＥＣコマンドの場合、コマンド処理部１３０は、受信したＣＥＣコマンドに含まれ
る物理アドレスを機器選択部１４０に送信する。受信したＣＥＣコマンドが上記ＣＥＣコ
マンド以外のＣＥＣコマンドの場合、該ＣＥＣコマンドの内容を制御部１２０に送信する
。
【００３３】
　機器選択部１４０は、制御部１２０からの指示に従い、操作対象機器の物理アドレス及
び論理アドレスを記録部１１０に記録されたマップテーブルより取得する。機器選択部１
４０は、取得した物理アドレス及び論理アドレスを制御部１２０またはコマンド処理部１
３０に送信する。
【００３４】
　また、機器選択部１４０は、テレビ１０に接続している利用可能な機器の物理アドレス
をコマンド処理部１３０から受信し、記録部１１０に記録されたマップテーブルを参照し
て、該物理アドレスに該当する機器種別を取得する。機器選択部１４０は、取得した機器
種別を表示部１１に一覧表示するよう表示処理部１５０に指示する。
【００３５】
　表示処理部１５０は、ＨＤＭＩレシーバ１６０のＴＭＤＳレシーバ１６１で受信したコ
ンテンツを表示部１１に表示する。また、表示処理部１５０は、機器選択部１４０からの
指示に従い、テレビ１０に接続している機器種別を表示部１１に一覧表示する。
【００３６】
　また、表示処理部１５０は、レシーバ２０から受信したコンテンツ以外に、例えば、ア
ナログチューナー（図示しない）及びデジタルチューナー（図示しない）から供給される
映像信号を表示することが可能である。
【００３７】
　ＨＤＭＩレシーバ１６０は、ＴＭＤＳレシーバ１６１、ＤＤＣ・Ｉ／Ｆ１６２、ＣＥＣ
・Ｉ／Ｆ１６３、ＨＰＤ制御部１６４、５Ｖ・Ｐｏｗｅｒ検知部１６５及びＥＤＩＤ格納
部１６６を備えている。ＨＤＭＩレシーバ１６０の各部は制御部１２０によって制御され
る。
【００３８】
　ＴＭＤＳレシーバ１６１は、テレビ１０に接続しているレコーダ２０のＴＭＤＳトラン
スミッタ２６１から送信されるコンテンツを、ＨＤＭＩケーブルのＴＭＤＳラインを通じ
て受信する。受信したコンテンツは、表示処理部１５０に送信される。
【００３９】
　ＤＤＣ・Ｉ／Ｆ１６２は、ＨＤＭＩケーブルのＤＤＣラインを介してＥＤＩＤを送信す
るためのインターフェースである。ＤＤＣ・Ｉ／Ｆ１６２が送信するＥＤＩＤは、ＥＤＩ
Ｄ格納部１６６から読み出される。ＥＤＩＤ格納部１６６は、ＥＤＩＤを格納するための
書き換え可能なメモリである。
【００４０】
　ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６３は、ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインを介して伝送されたＣＥＣ
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コマンドを受信するためのインターフェースである。ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６３が受信したＣ
ＥＣコマンドは、コマンド処理部に送信される。また、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６３は、ＨＤＭ
ＩケーブルのＣＥＣラインを介してＣＥＣコマンドを送信するためのインターフェースで
もある。ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６３が送信するＣＥＣコマンドは、コマンド処理部１３０から
送信される。
【００４１】
　５Ｖ・Ｐｏｗｅｒ検知部１６５は、ＨＤＭＩケーブルの５Ｖ電力ラインが接続される５
Ｖ電力ピンの電圧をモニタし、その立ち上がりタイミングを検知する。５Ｖ電力ピンの電
圧が５Ｖに立ち上がったことを検知すると、５Ｖ・Ｐｏｗｅｒ検知部１５０は、ソース機
器との接続が確立されたことを及びＨＰＤ制御部１６４に通知する。ＨＰＤ制御部１６４
は、５Ｖ・Ｐｏｗｅｒ検知部１６５からこの通知を受けると、ＨＤＭＩケーブルのＨＰＤ
ラインが接続されるＨＰＤピンの電圧をＨレベルに立ち上げる。
【００４２】
　ＨＤＭＩ入力端子に接続されたソース機器のＨＤＭＩトランスミッタ（図１においては
、レコーダ２０のＨＤＭＩトランスミッタ２６１）は、ＨＤＭＩケーブルのＨＰＤライン
に接続されるＨＰＤピンの電圧がＨレベルに立ち上がると、ＨＤＭＩレシーバ１６０のＥ
ＤＩＤ格納部１６６に格納されたＥＤＩＤを、ＤＤＣラインを介して読み出す。
【００４３】
　（レコーダ２０のＨＤＭＩトランスミッタ２６０）
　続いて、テレビ１０に接続しているレコーダ２０のＨＤＭＩトランスミッタ２６０の構
成について説明する。ＨＤＭＩトランスミッタ２６０は、ＴＭＤＳトランスミッタ２６１
、ＤＤＣ・Ｉ／Ｆ２６２、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６３、ＨＰＤ検知部２６４及び５Ｖ・Ｐｏｗ
ｅｒ制御部２６５を備えている。ＨＤＭＩトランスミッタ２００の各部は制御部１２０に
よって制御される。
【００４４】
　ＴＭＤＳトランスミッタ２６１は、ＨＤＭＩケーブルのＴＭＤＳラインを介してコンテ
ンツを送信するためのインターフェースである。
【００４５】
　ＤＤＣ・Ｉ／Ｆ２６２は、ＨＤＭＩケーブルのＤＤＣラインを介して伝送されたＥＤＩ
Ｄを受信するためのインターフェースである。
【００４６】
　ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６３は、ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインを介して伝送されたＣＥＣ
コマンドを受信するためのインターフェースである。ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６３が受信したＣ
ＥＣコマンドは、コマンド処理部１３０に送信される。また、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６０は、
ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインを介してＣＥＣコマンドを送信するためのインターフェ
ースである。ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６３が送信するＣＥＣコマンドは、コマンド処理部１３０
から送信される。
【００４７】
　５Ｖ・Ｐｏｗｅｒ制御部２６５は、レコーダ２０とテレビ１０とが接続されたことを検
知できるよう、ＨＤＭＩケーブルの５Ｖ電力ラインに接続される５Ｖ電力ピンの電圧を５
Ｖに制御する。ＨＰＤ検知部２６４は、ＨＤＭＩケーブルのＨＰＤラインが接続されるＨ
ＰＤピンの電圧をモニタし、その立ち上がりタイミングを検知する。ＨＰＤピンの電圧が
Ｈレベルに立ち上がったことを検知すると、ＨＰＤ検知部２６４は、シンク機器との接続
が確立されたことを制御部１２０及びＤＤＣ・Ｉ／Ｆ２６２に通知する。
【００４８】
　上述したＤＤＣ・Ｉ／Ｆ２６２は、ＨＰＤ検知部２６４からこの通知を受けると、テレ
ビ１０からＤＤＣラインを介してＥＤＩＤを読み出すように構成されている。
【００４９】
　（録画の予約処理）
　本実施形態における録画の予約処理について図３を参照して説明する。図３は、ユーザ
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がテレビ１０に対し録画の予約をする際のテレビ１０における処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【００５０】
　なお、以下の説明において、ＨＤＭＩ－ＣＥＣにて規定されているＣＥＣコマンドは、
括弧（＜＞）で括って示す。
【００５１】
　ユーザが録画の開始をテレビ１０にリモコン３０を用いて指示すると、制御部１２０は
、テレビ１０に接続している機器のうち利用可能な機器を確認するＣＥＣコマンドを送信
するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、記録部１１０のマ
ップテーブルに記録されている機器に対して、利用可能であるか否かを問い合わせる<Req
uest Active Source>を発行し、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ１
１）。
【００５２】
　テレビ１０に接続している利用可能な機器は、<Request Active Source>を受信し、テ
レビ１０に利用可能であることを示す<Active Source>を送信する。コマンド処理部１３
０は、テレビ１０に接続している利用可能な機器から送信された<Active Source>をＣＥ
Ｃ・Ｉ／Ｆ１６４を介して受信する（ステップＳ１２）。
【００５３】
　機器選択部１４０は、コマンド処理部１３０にて受信した<Active Source>コマンドに
含まれる物理アドレスを用いて、記録部１１０のマップテーブルを参照し、機器種別を取
得する。機器選択部１４０は、取得した機器種別を表示部１１に一覧表示するよう表示処
理部１５０に指示する。表示処理部１５０は、機器選択部１４０からの指示に従い、テレ
ビ１０に接続している機器のうち、<Active Source>を送信した機器の機器種別を一覧表
示する（ステップＳ１３）。これにより、ユーザは表示部１１に一覧表示された機器種別
から、録画予約を行う機器を、リモコン３０を用いて選択することができる。
【００５４】
　制御部１２０は、ユーザによって選択された機器（操作対象機器）の機器種別より、該
操作対象機器の物理アドレス及び論理アドレスを取得するよう機器選択部１４０に指示す
る。機器選択部１４０は、制御部１２０からの指示に従い、操作対象機器の物理アドレス
及び論理アドレスを記録部１１０のマップテーブルより取得する。ユーザは、該操作対象
機器に対する録画の予約の内容を指示することができる。録画の予約の内容の指示は、Ｅ
ＰＧ（電子番組表）から指示してもよいし、操作対象機器から表示される操作一覧（操作
パネル）から録画の予約の内容を指示してもよい。
【００５５】
　制御部１２０は、ユーザによって指示された録画の予約の内容を、機器選択部１４０が
取得した上記操作対象機器の物理アドレス及び論理アドレスと関連付けて、記録部１１０
に記録する（ステップＳ１４）。ここで録画の予約の内容とは、録画日、録画開始時刻、
録画終了時刻及び録画をする番組名など、録画の予約をするのに必要な内容を示す。
【００５６】
　(予約された録画の実行)
　次に、ユーザが予約した録画を実行する際のテレビ１０及び操作対象機器の処理を図４
及び図５を用いて説明する。図４及び図５では、操作対象機器がレコーダ２０である場合
を例に説明する。図４は、テレビ１０における予約された録画の実行の流れを示すフロー
チャートである。
【００５７】
　図４に示すように、制御部１２０は、レコーダ２０の電源状態を問い合わせるＣＥＣコ
マンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、電源
状態を問い合わせるＣＥＣコマンド<Give Device Power Status>を発行し、レコーダ２０
にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ２１）。
【００５８】
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　制御部１２０は、コマンド処理部１３０が<Give Device Power Status>を送信した後、
時刻をカウントするタイマーをセットする（ステップＳ２２）。制御部１２０は、セット
したタイマーが予め定められた時間になったか否か（タイムアウトか否か）を判定する（
ステップＳ２３）。
【００５９】
　タイムアウトになる前（ステップＳ２３にてＮｏ）に、コマンド処理部１３０は、レコ
ーダ２０から<Give Device Power Status>の応答コマンドである<Report Power Status>
（電源状態報告コマンド）を、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して受信する（ステップＳ２５
）。
【００６０】
　制御部１２０は、コマンド処理部１３０が受信した電源状態報告コマンドより、レコー
ダ２０の電源状態がＯＮであるか否かを判定する（ステップＳ２６）。電源状態がＯＮで
ない場合（ステップＳ２６にてＮｏ）、制御部１２０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣ
コマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。
【００６１】
　一方、レコーダ２０から<Report Power Status>を受信する前に、タイムアウトになっ
た場合（ステップＳ２３にてＹｅｓ）、つまり、レコーダ２０からの応答が無い場合にお
いても、制御部１２０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンドを送信するようコマン
ド処理部１３０に指示する。
【００６２】
　コマンド処理部１３０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンド（起動コマンド）を
発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ２４）。そ
の後、ステップＳ２１に戻り、再度、レコーダ２０に電源状態を問い合わせる。
【００６３】
　電源状態がＯＮである場合（ステップＳ２６にてＹｅｓ）、制御部１２０は、記録部１
１０に記録されているレコーダ２０の物理アドレス及び論理アドレスとユーザによって指
示された録画の予約の内容とが関連付けられたデータを参照し、操作に対応するコマンド
を送信するようコマンド処理部１３０に指示する。操作に対応するコマンドとは、例えば
、録画である場合、録画を開始するコマンド、録画を終了するコマンドが挙げられる。
【００６４】
　制御部１２０は、録画開始時刻に録画を開始するＣＥＣコマンドを送信するようコマン
ド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、録画を開始するＣＥＣコマンド<R
ecord On>を発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップ
Ｓ２７）。
【００６５】
　その後、制御部１２０は、記録部１１０に記録されている予約の内容を参照し、録画終
了時刻であるか否かを判定し（ステップＳ２８）、録画終了時刻まで、ステップＳ２８を
繰り返す（ステップＳ２８にてＮｏ）。
【００６６】
　録画終了時刻になると（ステップＳ２８にてＹｅｓ）、制御部１２０は、録画を終了す
るＣＥＣコマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３
０は、録画を終了するＣＥＣコマンド<Record Off>を発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ
／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ２９）。
【００６７】
　予約された録画が終了すると、制御部１２０は、表示画面にレコーダ２０からＨＤＭＩ
ケーブルを介してコンテンツが表示されているか否かを判定する（ステップＳ３０）。つ
まり、制御部１２０は、表示処理部１５０が、レコーダ２０から受信したコンテンツを表
示部１１に表示しているか否かを判定する。
【００６８】
　レコーダ２０から送信されたコンテンツが表示部１１に表示されている場合（ステップ
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Ｓ３０にてＹｅｓ）、制御部１２０は、レコーダ２０をスタンバイ状態にするか否かを問
い合わせるダイアログを表示部１１に表示するよう表示処理部１５０に指示する。
【００６９】
　表示処理部１５０は、制御部１２０からの指示に従い、表示部１１にレコーダ２０をス
タンバイ状態にするか否かを問い合わせるダイアログを表示する（ステップＳ３１）。表
示部１１に表示されるダイアログには、例えば、「レコーダをスタンバイ状態にしますか
。もしくは、レコーダを使用していますか」というメッセージと共に、「はい」「いいえ
」という選択肢が表示される。制御部１２０は、リモコン３０の操作によって、「はい」
「いいえ」を選択することによるユーザからの指示に従って、スタンバイ状態にするか否
かを判定する（ステップＳ３２）。なお、ダイアログに表示されるメッセージ、及び、選
択肢は、これに限定されるものではない。
【００７０】
　レコーダ２０をスタンバイ状態にしない旨の指示を取得した場合（ステップＳ３２にお
いてＮＯ）、この動作を終了する。レコーダ２０をスタンバイ状態にする旨の指示を取得
した場合（ステップＳ３２にてＹｅｓ）、もしくは、レコーダ２０から送信されたコンテ
ンツが表示されていない場合、（ステップＳ３０にてＮｏ）、制御部１２０はレコーダ２
０をスタンバイ状態にするＣＥＣコマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示す
る。コマンド処理部１３０は、レコーダ２０をスタンバイ状態にする<Standby>コマンド
を発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ３３）。
【００７１】
　次に、ユーザが予約した録画を実行する際のレコーダ２０における処理の流れを、図５
を参照して説明する。図５は、レコーダ２０における予約された録画の実行の流れを示す
フローチャートである。
【００７２】
　図５に示すように、レコーダ２０がテレビ１０からＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６４を介して<Giv
e Device Power Status>を受信する（ステップＳ４１）と、レコーダ２０は、<Give Devi
ce Power Status>の応答コマンドである<Report Power Status>を、レコーダ２０の電源
状態と共に、テレビ１０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６４を介して送信する（ステップＳ４２）。
【００７３】
　レコーダ２０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンドの受信の有無を判定し（ステ
ップＳ４３）、受信した場合（ステップＳ４３にてＹｅｓ）、レコーダ２０を起動する（
ステップＳ４４）。レコーダ２０起動後は、テレビ１０より再度電源状態を問い合わせる
ＣＥＣコマンドが送信されるため、ステップＳ４１に戻る。
【００７４】
　なお、レコーダ２０がステップＳ４１及びステップＳ４２は省略することも可能である
。
【００７５】
　レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンドの受信が無い場合（ステップＳ４３にてＮｏ）
、レコーダ２０は、テレビ１０からＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６４を介して<Record On>を受信す
る（ステップＳ４５）と、録画を開始する（ステップＳ４６）。
【００７６】
　その後、レコーダ２０は、テレビ１０からＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６４を介して<Record Off>
を受信する（ステップＳ４７）と、録画を終了する（ステップＳ４８）。レコーダ２０は
、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ２６４を介して<Standby>コマンドの受信の有無を判定し（ステップＳ
４９）、受信した場合（ステップＳ４９にてＹｅｓ）、レコーダ２０をスタンバイ状態に
する（ステップＳ５０）。<Standby>コマンドを受信していない場合（ステップＳ４９に
てＮｏ）、処理を終了する。
【００７７】
　以上により、テレビ１０は、テレビ１０に接続している利用可能な機器種別を表示部１
１に一覧表示することがでる。ユーザは、上記テレビ１０に接続している利用可能な機器
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種別を一覧で見ることができる。ユーザは、一覧表示された機器種別から、レコーダ２０
を選択し、レコーダ２０に対して録画の予約をすることができる。
【００７８】
　また、テレビ１０は、ユーザによって選択された操作対象機器に対し、予約された録画
を行うことができる。予約された録画が終了すると、テレビ１０は、レコーダ２０からテ
レビ１０にコンテンツが送信されていない場合、レコーダ２０をスタンバイ状態にするこ
とができる。
【００７９】
　また、予約された録画が終了すると、ユーザにレコーダ２０をスタンバイ状態にするか
を問い合わせるダイアログを表示することで、ユーザの指示によりレコーダ２０をスタン
バイ状態にすることができる。
【００８０】
　これにより、ユーザは録画の予約を行うレコーダ２０を簡単に選択することができ、レ
コーダ２０に対して録画の予約を行うことができる。また、予約された録画が終了後、レ
コーダ２０からテレビ１０にコンテンツが表示されていない場合、もしくは、ユーザから
スタンバイ状態にする指示がある場合は、レコーダ２０をスタンバイ状態にするため、レ
コーダ２０の消費電力を削減するという効果を奏する。
【００８１】
　一方、レコーダ２０から送信されたコンテンツがテレビ１０に表示されている場合は、
レコーダ２０をスタンバイ状態にしないため、ユーザがレコーダ２０を使用しているとき
にレコーダ２０がスタンバイ状態になるということが無く、ユーザの利便性が向上する。
【００８２】
　本実施形態では、予約された内容に対して録画を実行する方法を説明したが、これに限
定されるものではなく、予約せずに録画を行ってもよい。この場合、ステップＳ１３で表
示部１１に一覧表示された機器から、選択された操作対象機器の物理アドレス及び論理ア
ドレスは、機器選択部１４０からコマンド処理部１３０に送信される。また、制御部１２
０で取得したユーザによって指示された録画の予約の内容は、コマンド処理部１３０に送
信される。コマンド処理部１３０は、制御部１２０から受信した録画処理の情報と、機器
選択部１４０から受信した操作対象機器の物理アドレス及び論理アドレスとを用いて、図
４に示す各ＣＥＣコマンドを送信することが可能である。
【００８３】
　また、本実施形態では、レコーダ２０をスタンバイ状態にする方法について説明したが
、これに限定されるものではなく、レコーダ２０の電源状態がＯＮの状態（第１の動作モ
ード）よりも消費電力の少ない状態（第２の動作モード）にする方法であればよい。
〔実施形態２〕
　本発明の表示装置に関する他の実施形態について、図６及び図７に基づいて説明すれば
、以下のとおりである。本実施形態では、ユーザが予約した録画をテレビ１０及びレコー
ダ２０が実行後、テレビ１０の周囲に人がいない場合、もしくは、ユーザがスタンバイ状
態にすると指示した場合、レコーダ２０をスタンバイ状態にする方法を説明する。なお、
説明の便宜上、前記実施の形態１にて説明した図面と同じ機能を有する部材については、
同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００８４】
　（テレビ１０’）
　まず、本実施形態に係るテレビ１０’の構成について、図６を参照して説明する。図６
は、テレビ１０’の構成を示すブロック図である。図６においては、テレビ１０’の構成
に加え、テレビ１０’のＨＤＭＩ入力端子に接続されたソース機器であるレコーダ２０の
ＨＤＭＩトランスミッタ２６０の構成を示している。
【００８５】
　図６に示すように、テレビ１０’は、表示部１１、リモコン受光部１２、人感（熱）セ
ンサ（人感センサ）１３及び制御装置１００’を備えている。また、制御装置１００’は
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、記録部１１０’、制御部１２０、コマンド処理部１３０、機器選択部１４０、表示処理
部１５０、ＨＤＭＩレシーバ１６０及び判定部１７０を備えている。また、テレビ１０’
は、リモコン３０からのリモコン信号を受信可能に構成されている。また、テレビ１０’
は、レコーダ２０とＨＤＭＩケーブルを介して接続されている。
【００８６】
　人感センサ１３は、周囲の温度変化を感知するセンサである。人感センサ１３は、感知
した周囲の温度変化に応じた値をとる電気信号（以下、「人感信号」と呼称する）を制御
装置１００’に送信する。人感センサ１３は、例えば、焦電型赤外線センサなどにより構
成することができる。
【００８７】
　テレビ１０’の周囲（より正確には、人感センサ１３の検知範囲）に人が居る場合、人
感センサ１３により感知される温度変化が大きくなり、テレビ１０’の周囲に人が居ない
場合、人感センサ１３により感知される温度変化が小さくなる。このため、制御装置１０
０’は、人感センサ１３から送信される人感信号の値を参照することにより、テレビ１０
’の周囲に人がいるか否かを判定することができる。
【００８８】
　（制御装置１００’）
　制御装置１００’は、テレビ１０’内の各種構成を統括的に制御するものである。また
、制御装置１００’は、レコーダ２０における録画処理を制御する。制御装置１００’が
備える記録部１１０’及び判定部１７０について以下に説明する。
【００８９】
　記録部１１０’は、制御装置１００の記録部１１０に記録されているデータに加え、閾
値が記録されている。閾値は、人感センサ１３から送信される人感信号の値からテレビ１
０の周囲に人がいるか否かを判定するため値であり、予め定められている固定値であって
もよいし、ユーザにより設定される可変値であってもよい。
【００９０】
　判定部１７０は、人感センサ１３から受信した人感信号の値と、記録部１１０’に記録
されている閾値とを比較することによって、人感センサ１３の検知範囲内（すなわち、テ
レビ１０の周囲）にユーザが居るか否かを判定する。判定部１７０は、判定した結果を制
御部１２０に送信する。
【００９１】
　判定部１７０における判定方法としては、例えば、人感センサ１３から受信した人感信
号の値が閾値よりも大きい場合、検知範囲内にユーザが居ると判定し、人感信号の値が閾
値よりも小さい場合、検知範囲内にユーザが居ないと判定する方法を挙げることができる
。
【００９２】
　(予約された録画の実行)
　本実施形態では、実施形態１のステップＳ１１からステップＳ１４にて予約された録画
を実行する際のテレビ１０’の処理を図７を用いて説明する。図７では、操作対象機器が
レコーダ２０である場合を例に説明する。図７は、テレビ１０’における予約された録画
の実行の流れを示すフローチャートである。
【００９３】
　図７に示すように、制御部１２０は、レコーダ２０の電源状態を問い合わせるＣＥＣコ
マンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、電源
状態を問い合わせるＣＥＣコマンド<Give Device Power Status>を発行し、レコーダ２０
にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ６１）。
【００９４】
　制御部１２０は、コマンド処理部１３０が<Give Device Power Status>を送信した後、
時刻をカウントするタイマーをセットする（ステップＳ６２）。制御部１２０は、セット
したタイマーが予め定められた時間になったか否か（タイムアウトか否か）を判定する（
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ステップＳ６３）。
【００９５】
　タイムアウトになる前（ステップＳ６３にてＮｏ）に、コマンド処理部１３０は、レコ
ーダ２０から<Give Device Power Status>の応答コマンドである<Report Power Status>
（電源状態報告コマンド）を、ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して受信する（ステップＳ６５
）。
【００９６】
　制御部１２０は、コマンド処理部１３０が受信した電源状態報告コマンドより、レコー
ダ２０の電源状態がＯＮであるか否かを判定する（ステップＳ６６）。電源状態がＯＮで
ない場合（ステップＳ６６にてＮｏ）、制御部１２０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣ
コマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。
【００９７】
　一方、レコーダ２０から<Report Power Status>を受信する前に、タイムアウトになっ
た場合（ステップＳ２３にてＹｅｓ）、つまり、レコーダ２０からの応答が無い場合にお
いても、制御部１２０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンドを送信するようコマン
ド処理部１３０に指示する。
【００９８】
　コマンド処理部１３０は、レコーダ２０を起動するＣＥＣコマンド（起動コマンド）を
発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ６４）。そ
の後、ステップＳ６１に戻り、再度、レコーダ２０に電源状態を問い合わせる。
【００９９】
　電源状態がＯＮである場合（ステップＳ６６にてＹｅｓ）、制御部１２０は、記録部１
１０’に記録されている予約の内容を参照し、録画開始時刻に録画を開始するＣＥＣコマ
ンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、録画を
開始するＣＥＣコマンド<Record On>を発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を
介して送信する（ステップＳ６７）。
【０１００】
　制御部１２０は、記録部１１０’に記録されている予約の内容を参照し、録画終了時刻
であるか否かを判定し（ステップＳ６８）、録画終了時刻まで、ステップＳ６８を繰り返
す（ステップＳ６８にてＮｏ）。
【０１０１】
　録画終了時刻になると（ステップＳ６８にてＹｅｓ）、制御部１２０は、録画を終了す
るＣＥＣコマンドを送信するようコマンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３
０は、録画を終了するＣＥＣコマンド<Record Off>を発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ
／Ｆ１６４を介して送信する（ステップＳ６９）。
【０１０２】
　予約された録画が終了すると、制御部１２０は、ユーザによるレコーダ２０がユーザに
よって使用されているか否かを判定するために、人感センサ１３によって感知されるユー
ザの有無を判定するよう判定部１７０に指示する。判定部１７０は、人感センサ１３から
取得した人感信号の値と、記録部１１０に記録されている所定の閾値とを比較する。すな
わち、判定部１７０は、人感センサ１３の周囲の温度変化（すなわち、テレビ１０の周囲
の温度変化）が基準の温度変化よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ７０）。
【０１０３】
　判定部１７０が人感センサ１３の周囲の温度変化が基準の温度変化よりも大きいと判定
した場合（ステップＳ７０にてＹｅｓ）、判定部１７０は人感センサ１３の検知範囲内に
ユーザが居ると認識して、そのことを制御部１２０に通知する。
【０１０４】
　制御部１２０は、レコーダ２０をスタンバイ状態にするか否かを問い合わせるダイアロ
グを表示部１１に表示するよう表示処理部１５０に指示する。表示処理部１５０は、制御
部１２０からの指示に従い、表示部１１にレコーダ２０をスタンバイ状態にするか否かを
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問い合わせるダイアログを表示する（ステップＳ７１）。
【０１０５】
　表示部１１に表示されるダイアログには、例えば、「レコーダをスタンバイ状態にしま
すか。もしくは、レコーダを使用中ですか」というメッセージと共に、「はい」「いいえ
」という選択肢が表示される。制御部１２０は、リモコン３０の操作によって、「はい」
「いいえ」を選択することによるユーザからの指示に従って、スタンバイ状態にするか否
かを判定する（ステップＳ７２）。なお、ダイアログに表示されるメッセージ、及び、選
択肢は、これに限定されるものではない。
【０１０６】
　レコーダ２０をスタンバイ状態にしない旨の指示を取得した場合（ステップＳ７２にお
いてＮＯ）、この動作を終了する。レコーダ２０をスタンバイ状態にする旨の指示を取得
した場合（ステップＳ７２にてＹｅｓ）、もしくは、判定部１７０が人感センサ１３の周
囲の温度変化が基準の温度変化よりも小さいと判定した場合（ステップＳ７０にてＮｏ）
、制御部１２０はレコーダ２０をスタンバイ状態にするＣＥＣコマンドを送信するようコ
マンド処理部１３０に指示する。コマンド処理部１３０は、レコーダ２０をスタンバイ状
態にする<Standby>コマンドを発行し、レコーダ２０にＣＥＣ・Ｉ／Ｆ１６４を介して送
信する（ステップＳ７３）。
【０１０７】
　また、レコーダ２０における予約された録画の実行の流れは、図５と同様の流れになる
ため、説明を省略する。
【０１０８】
　以上により、予約された録画が終了すると、制御装置１００’は、テレビ１０’の周囲
にユーザがいるか否かを判定し、ユーザがいない場合、レコーダ２０をスタンバイ状態に
することが可能である。
【０１０９】
　これにより、テレビ１０’は、テレビ１０’の周囲にユーザが居れば、ユーザがレコー
ダ２０を利用していると判定でき、テレビ１０’の周囲にユーザが居なければ、ユーザが
レコーダ２０を利用していないと判定できる。テレビ１０’は、ユーザがレコーダ２０を
利用していないと判定した場合、レコーダ２０を自動的にスタンバイ状態にすることがで
きるため、レコーダ２０の消費電力を削減することができる。
【０１１０】
　本実施形態では、予約した内容に対して録画を実行する方法を説明したが、これに限定
されるものではなく、実施形態１と同様に予約せずに録画を行ってもよい。
【０１１１】
　また、上述した実施形態１及び実施形態２では、テレビ１０とＨＤＭＩ接続している機
器がレコーダ２０である場合を例に説明を行ったが、これに限定されるものではない。
〔プログラム及び記録媒体〕
　最後に、テレビ１０及びテレビ１０’の各ブロックは、集積回路（ＩＣチップ）上に形
成された論理回路によってハードウェア的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）を用いてソフトウェア的に実現してもよい。
【０１１２】
　後者の場合、テレビ１０及びテレビ１０’は、各機能を実現するプログラムの命令を実
行するＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プログラム
を展開するＲＡＭ（Random Access Memory）、上記プログラムおよび各種データを格納す
るメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述し
た機能を実現するソフトウェアであるテレビ１０及びテレビ１０’の制御プログラムのプ
ログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコ
ンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記テレビ１０及びテレビ１０’に供
給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
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【０１１３】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ類、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）／フ
ラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ類、あるいはＰＬＤ（Programmable logic device）や
ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等の論理回路類などを用いることができる
。
【０１１４】
　また、テレビ１０及びテレビ１０’を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プロ
グラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークは、プ
ログラムコードを伝送可能であればよく、特に限定されない。例えば、インターネット、
イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想
専用網（Virtual Private Network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用
可能である。また、この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝
送可能な媒体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えば、ＩＥ
ＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asymmetric
DigitalSubscriber Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、
ＮＦＣ（Near Field Communication）、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance、
登録商標）、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。
【０１１５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１１６】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１１７】
　〔まとめ〕
　上記課題を解決するために、録画再生装置により再生されたコンテンツを表示すると共
に、該録画再生装置における録画処理を制御する表示装置であって、第１の動作モードに
おいて録画処理を実行する録画再生装置に対して録画処理の停止を指示する指示手段と、
上記指示手段が録画処理の停止を指示した後、上記録画再生装置がユーザによって使用さ
れているか否かを判定する判定手段と、上記判定手段が、上記録画再生装置がユーザによ
って使用されていないと判定したとき、上記録画再生装置を上記第１の動作モードよりも
消費電力の小さい第２の動作モードに遷移させる遷移手段と、を備えている、ことを特徴
としている。
【０１１８】
　また、上記課題を解決するために、録画再生装置により再生されたコンテンツを表示す
ると共に、該録画再生装置における録画処理を制御する表示装置の制御方法であって、第
１の動作モードにおいて録画処理を実行する録画再生装置に対して録画処理の停止を指示
する指示ステップと、上記指示ステップにて録画処理の停止を指示された後、上記録画再
生装置がユーザによって使用されているか否かを判定する判定ステップと、上記判定ステ
ップにて上記録画再生装置がユーザによって使用されていないと判定されたとき、上記録
画再生装置を上記第１の動作モードよりも消費電力の小さい第２の動作モードに遷移させ
る遷移ステップと、を備えている、ことを特徴としている。
【０１１９】
　上記の構成によれば、録画再生装置に対して録画処理の停止を指示した後、上記録画再
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生装置が使用されていないことを確認したうえで、上記録画再生装置の動作モードをより
消費電力の小さい第２の動作モードに遷移させる。したがって、録画再生装置が使用され
ているにも関わらず、録画再生装置の動作モードが変更されて、ユーザに困惑を与えるよ
うな事態を有効に回避することができる。
【０１２０】
　本発明に係る表示装置では、上記判定手段は、上記録画再生装置から送信されたコンテ
ンツを表示しているか否かに応じて、上記録画再生装置がユーザによって使用されている
か否かを判定することが好ましい。
【０１２１】
　上記の構成によれば、少なくとも上記録画再生装置から送信されたコンテンツを表示し
ている間は、上記録画再生装置が第２の動作モードに遷移してコンテンツの再生が中断さ
れるという問題を生じることがない。
【０１２２】
　本発明に係る表示装置は、上記表示装置の周囲にユーザが居るか否かを感知する感知手
段をさらに備え、上記判定手段は、上記感知手段の感知結果に応じて、上記録画再生装置
がユーザによって使用されているか否かを判定することが好ましい。
【０１２３】
　上記の構成によれば、少なくとも上記表示装置の周囲に人がいる間は、上記録画再生装
置が第２の動作モードに遷移してコンテンツの再生が中断されるという問題を生じること
がない。
【０１２４】
　本発明に係る表示装置は、上記指示手段が録画処理の停止を指示した後、上記録画再生
装置を使用しているか否かをユーザに問い合わせるためのダイアログを表示するダイアロ
グ表示手段を更に備え、上記判定手段は、上記ダイアログに対するユーザ操作に応じて、
上記録画再生装置がユーザによって使用されているか否かを判定することが好ましい。
【０１２５】
　上記構成によれば、録画再生装置が使用されている場合においても、ユーザの指示によ
って、上記録画再生装置の動作モードをより消費電力の小さい第２の動作モードに遷移さ
せることができるため、更なる録画再生装置の消費電力の更なる削減が可能となる。
【０１２６】
　本発明に係る表示装置は、上記録画再生装置の機器種別を取得し、上記録画再生装置の
機器種別を、当該表示装置に接続された他の機器の機器種別と共に一覧表示させる機器選
択手段をさらに備え、上記機器選択手段は、一覧表示された機器種別のうち、ユーザによ
って選択された機器種別に対応する操作対象機器を特定し、上記指示手段は、ユーザによ
って指示された処理を上記操作対象機器に実行させることが好ましい。
【０１２７】
　上記構成によれば、ユーザは当該表示装置に接続された各機器の機器種別を一覧で見る
ことができ、一覧から操作対象機器を選択し、選択された操作対象機器に対して処理を指
示することができる。これにより、ユーザは操作を行う操作対象機器を簡単に選択するこ
とができ、該操作対象機器に対して操作を指示することができる。
【０１２８】
　本発明に係る表示装置は、上記録画再生装置とＨＤＭＩケーブルを介して接続している
ことが好ましい。
【０１２９】
　また、上記表示装置が備えているコンピュータを動作させるプログラムであって、上記
コンピュータを上記の各手段として実行させるための制御プログラム、および当該制御プ
ログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
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　本発明に係る表示装置は、ＡＶシステムに広く利用することができる。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０、１０’　　　テレビ（表示装置）
　１１　　　　　　　表示部
　１２　　　　　　　リモコン受光部
　１３　　　　　　　人感センサ（人感（熱）センサ）
　２０　　　　　　　レコーダ（録画再生装置）
　３０　　　　　　　リモコン
　１００、１００’　制御装置
　１１０、１１０’　記録部
　１２０　　　　　　制御部（判定手段）
　１３０　　　　　　コマンド処理部（指示手段、遷移手段）
　１４０　　　　　　機器選択部（機器選択手段）
　１５０　　　　　　表示処理部（ダイアログ表示手段）
　１６０　　　　　　ＨＤＭＩレシーバ
　１６１　　　　　　ＴＭＤＳレシーバ
　１６３　　　　　　ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ
　１７０　　　　　　判定部（感知手段）
　２６０　　　　　　ＨＤＭＩトランスミッタ
　２６１　　　　　　ＴＭＤＳトランスミッタ
　２６３　　　　　　ＣＥＣ・Ｉ／Ｆ

【図１】 【図２】

【図３】
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