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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像の表示及び音声の出力を行う映像音声受信装置に接続可能な映像音声再生装置であ
って、
　音声データ及び映像データを再生する再生部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第１の規格に準拠した方式の
第１のデータに変換し、当該第１のデータを前記映像音声受信装置に送信する第１の送信
部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第２の規格に準拠した方式の
第２のデータに変換し、当該第２のデータを前記映像音声受信装置に送信する第２の送信
部と、
　メッセージを表示するメッセージ表示部と、
　前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力
が行われている場合、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表
示すると判定し、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示
及び音声の出力が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定する表
示判定部と、
　前記表示判定部により前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、前記メッセ
ージ表示部に当該エラーメッセージを表示させ、前記表示判定部により前記エラーメッセ
ージを表示しないと判定された場合、前記メッセージ表示部に当該エラーメッセージを表
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示させない表示制御部とを備え、
　前記表示判定部は、前記映像音声受信装置から、前記第１の規格の双方向メッセージ通
信で送信された情報を用いて、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用い
て映像の表示及び音声の出力が行われているか否かを判定する
　映像音声再生装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記表示判定部によりエラーメッセージを表示すると判定された場
合、前記映像音声受信装置が映像の表示及び音声の出力に用いるデータを前記第１のデー
タから前記第２のデータに切り替えるように促すエラーメッセージを、前記メッセージ表
示部に表示させる
　請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、さらに、前記表示判定部によりエラーメッセージを表示すると判定
された場合、前記映像音声受信装置が映像の表示及び音声の出力に用いるデータを前記第
１のデータから前記第２のデータに切り替える
　請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項４】
　映像の表示及び音声の出力を行う映像音声受信装置に接続可能な映像音声再生装置であ
って、
　音声データ及び映像データを再生する再生部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第１の規格に準拠した方式の
第１のデータに変換し、当該第１のデータを前記映像音声受信装置に送信する第１の送信
部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第２の規格に準拠した方式の
第２のデータに変換し、当該第２のデータを前記映像音声受信装置に送信する第２の送信
部と、
　メッセージを表示するメッセージ表示部と、
　前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力
が行われている場合、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表
示すると判定し、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示
及び音声の出力が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定する表
示判定部と、
　前記表示判定部により前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、前記メッセ
ージ表示部に当該エラーメッセージを表示させ、前記表示判定部により前記エラーメッセ
ージを表示しないと判定された場合、前記メッセージ表示部に当該エラーメッセージを表
示させない表示制御部とを備え、
　前記表示判定部は、さらに、前記エラーが、前記第１の規格で用いられる機器認証規格
のエラーである場合、当該エラーに関するエラーメッセージを表示しないと判定する
　映像音声再生装置。
【請求項５】
　映像の表示及び音声の出力を行う映像音声受信装置に接続可能な映像音声再生装置であ
って、
　音声データ及び映像データを再生する再生部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第１の規格に準拠した方式の
第１のデータに変換し、当該第１のデータを前記映像音声受信装置に送信する第１の送信
部と、
　前記再生部により再生された音声データ及び映像データを第２の規格に準拠した方式の
第２のデータに変換し、当該第２のデータを前記映像音声受信装置に送信する第２の送信
部と、
　メッセージを表示するメッセージ表示部と、
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　前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力
が行われている場合、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表
示すると判定し、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示
及び音声の出力が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定する表
示判定部と、
　前記表示判定部により前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、前記メッセ
ージ表示部に当該エラーメッセージを表示させ、前記表示判定部により前記エラーメッセ
ージを表示しないと判定された場合、前記メッセージ表示部に当該エラーメッセージを表
示させない表示制御部とを備え、
　前記表示判定部は、さらに、前記エラーが、前記第１の規格で用いられる機器認証規格
のエラーである場合、前記第１の送信部を制御し、前記機器認証規格に準拠した機器認証
が不要な映像データ及び音声データのうち少なくとも一方を、前記映像音声受信装置へ送
信させる
　映像音声再生装置。
【請求項６】
　前記機器認証規格はＨＤＣＰ規格である
　請求項４又は５記載の映像音声再生装置。
【請求項７】
　前記映像音声再生装置は、さらに、
　ユーザの操作により設定された、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメ
ッセージを表示するか否かを示す設定情報を記憶する設定記憶部を備え、
　前記表示判定部は、さらに、前記設定記憶部に記憶される前記設定情報に基づき、前記
第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表示するか否かを判定する
　請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項８】
　前記第１の規格はＨＤＭＩ規格である
　請求項１～７のいずれか１項に記載の映像音声再生装置。
【請求項９】
　前記第２の規格はコンポジット規格、又はコンポーネント規格である
　請求項１～８のいずれか１項に記載の映像音声再生装置。
【請求項１０】
　映像の表示及び音声の出力を行う映像音声受信装置に接続可能な映像音声再生装置にお
ける映像音声再生方法であって、
　音声データ及び映像データを再生する再生ステップと、
　前記再生ステップで再生された音声データ及び映像データを第１の規格に準拠した方式
の第１のデータに変換し、当該第１のデータを前記映像音声受信装置に送信する第１の送
信ステップと、
　前記再生ステップで再生された音声データ及び映像データを第２の規格に準拠した方式
の第２のデータに変換し、当該第２のデータを前記映像音声受信装置に送信する第２の送
信ステップと、
　前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力
が行われている場合、前記第１の送信ステップで発生したエラーに関するエラーメッセー
ジを表示すると判定し、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像
の表示及び音声の出力が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定
する表示判定ステップと、
　前記表示判定ステップで前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、当該エラ
ーメッセージを表示し、前記表示判定ステップで前記エラーメッセージを表示しないと判
定された場合、当該エラーメッセージを表示しない表示ステップとを含み、
　前記表示判定ステップでは、前記映像音声受信装置から、前記第１の規格の双方向メッ
セージ通信で送信された情報を用いて、前記映像音声受信装置において、前記第１のデー
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タを用いて映像の表示及び音声の出力が行われているか否かを判定する
　映像音声再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像音声再生装置に関し、特に、映像音声受信装置に接続可能な映像音声再
生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）プレーヤ、ＤＶＤレコーダ
、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）レコーダ及びＢＤプレーヤ等の映像音声再生装置は
、記録媒体に記録された映像及び音声を再生し、再生したデータを、ＴＶ（テレビ受信機
）、又はＡＶアンプ等の映像音声受信装置に出力する。このような、映像音声再生装置と
映像音声受信装置とは、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブル、コンポーネントケーブル又はコンポジット用ケー
ブル（ＲＣＡケーブル）等のケーブルを介して接続される。
【０００３】
　また、映像音声再生装置は、映像音声受信装置とのＨＤＭＩ接続において、エラーが発
生した場合、当該映像音声再生装置が備えるフロントパネル、又はＯＳＤ（オン・スクリ
ーン・ディスプレイ）にＨＤＭＩでエラーが発生した旨を表示する。ここで、エラーとは
、ＨＤＭＩ非対応エラー、ＤＤＣ通信エラー及びＨＤＭＩ対応機器の認証エラー等である
。
【０００４】
　また、従来の映像音声再生装置として、特許文献１に、現在の状態に該当する事象を自
動的に判断したうえで、該当する事象に対応する好ましいメッセージの表示を行う映像音
声再生装置が記載されている。
【特許文献１】特許第４０２０１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１記載の映像音声再生装置は、メッセージを表示する必要がな
い場合でもメッセージを表示してしまう。これにより、フロントパネルに表示されている
時間情報及びチャンネル情報、又は、ユーザが視聴している映像音声受信装置に表示され
ている映像が、ユーザに見え難くなるという問題が生じる。
【０００６】
　具体的には、映像音声再生装置と映像音声受信装置とがＨＤＭＩケーブルで接続されて
いても、さらに、他のケーブル（コンポーネント又はコンポジット等）で、当該映像音声
再生装置と当該映像音声受信装置とが接続されている場合がある。つまり、ＨＤＭＩでエ
ラーが発生している場合でも、ユーザの設定に応じて、映像音声受信装置は、他のケーブ
ルを介して受信した映像及び音声を表示している場合がある。
【０００７】
　このようにユーザがＨＤＭＩ以外の映像及び音声を視聴している場合には、ＨＤＭＩで
エラーが発生したとしても、映像音声受信装置に映像及び音声が表示及び出力されない等
の問題が発生するわけではないので、ユーザにとっては特に問題とならない。ところが、
このような場合にもエラーメッセージが表示されることにより、フロントパネル等に表示
されている情報がユーザに見え難くなってしまう。
【０００８】
　ここで、ＨＤＭＩのエラーメッセージを表示しないようにすることで、上記問題は解決
するが、一方で、ケーブルの劣化等に起因して生じたエラー等、ユーザが知りたい情報ま
で表示されない。これにより、ユーザが、発生しているエラーを検出する事が困難になる
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。よって、映像が表示されない等の不具合が発生した場合、ユーザは、常にメーカーのサ
ポート等を受けなければならないという課題が生じる。
【０００９】
　そこで、本発明は上記課題を解決するものであり、適切にエラーメッセージを表示でき
る映像音声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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る映像音声再生装置は、映像の表示及び音声の
出力を行う映像音声受信装置に接続可能な映像音声再生装置であって、音声データ及び映
像データを再生する再生部と、前記再生部により再生された音声データ及び映像データを
第１の規格に準拠した方式の第１のデータに変換し、当該第１のデータを前記映像音声受
信装置に送信する第１の送信部と、前記再生部により再生された音声データ及び映像デー
タを第２の規格に準拠した方式の第２のデータに変換し、当該第２のデータを前記映像音
声受信装置に送信する第２の送信部と、メッセージを表示するメッセージ表示部と、前記
映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力が行わ
れている場合、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表示する
と判定し、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音
声の出力が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定する表示判定
部と、前記表示判定部により前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、前記メ
ッセージ表示部に当該エラーメッセージを表示させ、前記表示判定部により前記エラーメ
ッセージを表示しないと判定された場合、前記メッセージ表示部に当該エラーメッセージ
を表示させない表示制御部とを備える。
【００１１】
　この構成によれば、本発明に係る映像音声再生装置は、映像音声受信装置が第１の規格
のデータを用いて映像を表示していない場合には、第１の送信部でエラーが発生しても、
エラーメッセージを表示しない。これにより、本発明に係る映像音声再生装置は、不要な
エラーメッセージの表示を行わないので、映像データ及び音声データの再生に関する情報
（時間情報及びチャンネル情報等）が、ユーザに見え難くなることを防止できる。つまり
、本発明に係る映像音声再生装置は、適切にエラーメッセージを表示できる。
【００１２】
　また、前記表示判定部は、前記映像音声受信装置から、前記第１の規格の双方向メッセ
ージ通信で送信された情報を用いて、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータ
を用いて映像の表示及び音声の出力が行われているか否かを判定してもよい。
【００１３】
　この構成によれば、本発明に係る映像音声再生装置は、映像音声受信装置から送信され
た情報を用いることにより、適切にエラーメッセージを表示できる。
【００１４】
　また、前記表示制御部は、前記表示判定部によりエラーメッセージを表示すると判定さ
れた場合、前記映像音声受信装置が映像の表示及び音声の出力に用いるデータを前記第１
のデータから前記第２のデータに切り替えるように促すエラーメッセージを、前記メッセ
ージ表示部に表示させてもよい。
【００１５】
　この構成によれば、ユーザは、表示されたメッセージに従うことで、映像音声再生装置
により再生された映像の視聴を継続できる。
【００１６】
　また、前記表示制御部は、さらに、前記表示判定部によりエラーメッセージを表示する
と判定された場合、前記映像音声受信装置が映像の表示及び音声の出力に用いるデータを
前記第１のデータから前記第２のデータに切り替えてもよい。
【００１７】
　この構成によれば、本発明に係る映像音声再生装置は、第１の送信部でエラーが発生し
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た場合には、映像音声受信装置で用いるデータを自動的に切り替えることができる。これ
により、ユーザは、映像音声再生装置により再生された映像の視聴を継続できる。
【００１８】
　また、前記表示判定部は、さらに、前記エラーが、前記前記第１の規格で用いられる機
器認証規格のエラーである場合、当該エラーに関するエラーメッセージを表示しないと判
定してもよい。
【００１９】
　この構成によれば、本発明に係る映像音声再生装置は、映像音声受信装置が機器認証規
格に準拠していない場合には、エラーメッセージを表示しない。つまり、本発明に係る映
像音声再生装置は、ケーブルが切断させている等、ユーザにとって重要度の高いエラーに
関してはエラーメッセージを表示し、映像音声受信装置が機器認証規格に準拠していない
場合等、重要度の低いエラーに関してはメッセージを表示しない。
【００２０】
　また、前記表示判定部は、さらに、前記エラーが、前記前記第１の規格で用いられる機
器認証規格のエラーである場合、前記第１の送信部を制御し、前記機器認証規格に準拠し
た機器認証が不要な映像データ及び音声データのうち少なくとも一方を、前記映像音声受
信装置へ送信させてもよい。
【００２１】
　この構成によれば、ユーザは、映像音声受信装置に映像が表示される（又は音声が出力
される）か否かに応じて、発生したエラーが、映像音声受信装置が機器認証規格に準拠し
ていない、又は機器認証が失敗しているのか、ケーブルが切断されているのかを判別でき
る。具体的には、ユーザは、映像音声受信装置に映像が表示されない場合には、ケーブル
が切断されていると判別できる。
【００２２】
　また、前記機器認証規格はＨＤＣＰ規格であってもよい。
【００２３】
　また、前記映像音声再生装置は、さらに、ユーザの操作により設定された、前記第１の
送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表示するか否かを示す設定情報を記
憶する設定記憶部を備え、前記表示判定部は、さらに、前記設定記憶部に記憶される前記
設定情報に基づき、前記第１の送信部で発生したエラーに関するエラーメッセージを表示
するか否かを判定してもよい。
【００２４】
　この構成によれば、ユーザは、エラーメッセージを表示させるか否かを設定できる。
【００２５】
　また、前記第１の規格はＨＤＭＩ規格であってもよい。
【００２６】
　また、前記第２の規格はコンポジット規格、又はコンポーネント規格であってもよい。
【００２７】
　また、本発明に係る映像音声再生方法は、映像の表示及び音声の出力を行う映像音声受
信装置に接続可能な映像音声再生装置における映像音声再生方法であって、音声データ及
び映像データを再生する再生ステップと、前記再生ステップで再生された音声データ及び
映像データを第１の規格に準拠した方式の第１のデータに変換し、当該第１のデータを前
記映像音声受信装置に送信する第１の送信ステップと、前記再生ステップで再生された音
声データ及び映像データを第２の規格に準拠した方式の第２のデータに変換し、当該第２
のデータを前記映像音声受信装置に送信する第２の送信ステップと、前記映像音声受信装
置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力が行われている場合、
前記第１の送信ステップで発生したエラーに関するエラーメッセージを表示すると判定し
、前記映像音声受信装置において、前記第１のデータを用いて映像の表示及び音声の出力
が行われていない場合、前記エラーメッセージを表示しないと判定する表示判定ステップ
と、前記表示判定ステップで前記エラーメッセージを表示すると判定された場合、当該エ
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ラーメッセージを表示し、前記表示判定ステップで前記エラーメッセージを表示しないと
判定された場合、当該エラーメッセージを表示しない表示ステップとを含む。
【００２８】
　これによれば、本発明に係る映像音声再生方法は、映像音声受信装置が第１の規格のデ
ータを用いて映像を表示していない場合には、第１の送信ステップでエラーが発生しても
、エラーメッセージを表示しない。これにより、本発明に係る映像音声再生装置は、不要
なエラーメッセージの表示を行わないので、映像データ及び音声データの再生に関する情
報（時間情報及びチャンネル情報等）が、ユーザに見え難くなることを防止できる。つま
り、本発明に係る映像音声再生方法は、適切にエラーメッセージを表示できる。
【００２９】
　なお、本発明は、このような映像音声再生装置として実現できるだけでなく、映像音声
再生装置に含まれる特徴的な手段をステップとする映像音声再生方法として実現したり、
そのような特徴的なステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりす
ることもできる。そして、そのようなプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体及びイン
ターネット等の伝送媒体を介して流通させることができるのは言うまでもない。
【発明の効果】
【００３０】
　以上より、本発明は、適切にエラーメッセージを表示できる映像音声再生装置及び映像
音声再生方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明に係る映像音声再生装置の実施の形態について、図面を参照しながら詳細
に説明する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置は、ＨＤＭＩで発生したエラーを示すエ
ラーメッセージを表示するか否かを判定する。これにより、本発明の実施の形態１に係る
映像音声再生装置は、適切にエラーメッセージを表示できる。
【００３３】
　まず、本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置の構成を説明する。
【００３４】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置を含む映像音声再生システム５
０の概観図である。
【００３５】
　図１に示すように映像音声再生システム５０は、ＤＶＤプレーヤ１０と、テレビ１００
とを含む。また、ＤＶＤプレーヤ１０とテレビ１００とは、ＨＤＭＩケーブル６０及びコ
ンポジット用ケーブル６１を介して、接続される。
【００３６】
　ＤＶＤプレーヤ１０は、テレビ及びＡＶアンプ等の映像音声受信装置に接続可能な映像
音声再生装置である。このＤＶＤプレーヤ１０は、再生した映像データ及び音声データを
、ＨＤＭＩケーブル６０又はコンポジット用ケーブル６１を介して、テレビ１００に送信
する。また、ＤＶＤプレーヤ１０はフロントパネルであるメッセージ表示部１４を備え、
メッセージ表示部１４に再生に関する情報を表示する。具体的には、メッセージ表示部１
４は、再生中のコンテンツのカウント時間、再生中及び一時停止等の動作状況、現在時刻
、及びチャンネルの情報等が表示する。
【００３７】
　テレビ１００は、ＤＶＤプレーヤ１０により送信された映像データ及び音声データを受
信し、受信した映像データを用いて映像を表示し、受信した音声データを用いて音声を出
力する映像音声受信装置である。なお、以下において、「映像の表示」及び「音声の出力
」を合わせて、単に「映像の表示」とも記す。また、テレビ１００は、ＨＤＭＩケーブル
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６０、及びコンポジット用ケーブル６１のうちいずれかを介して受信したデータを用いて
、映像の表示を行う。例えば、テレビ１００がいずれのデータを用いて映像を表示するか
は、ユーザにより設定される。
【００３８】
　図２は、ＤＶＤプレーヤ１０の構成を示すブロック図である。
【００３９】
　図２に示すようにＤＶＤプレーヤ１０は、再生部１１と、第１の送信部１２と、第２の
送信部１３と、メッセージ表示部１４と、制御部１５とを備える。また、制御部１５は、
表示判定部１６と、表示制御部１７とを備える。
【００４０】
　再生部１１は、映像データ及び音声データを再生する。具体的には、再生部１１は、メ
ディア（ＤＶＤ）に記録されている映像データ及び音声データを、メディアから読み出し
て、読み出した映像データ及び音声データをデコードする。なお、再生部１１は、図示し
ない光ピックアップ、サーボ回路、及びＭＰＥＧデコーダ等を含む。
【００４１】
　第１の送信部１２は、再生部１１により再生された映像データ及び音声データを第１の
規格に準拠した映像データ及び音声データに変換する。ここで、第１の規格とは、具体的
には、ＨＤＭＩ規格である。また、第１の送信部１２は、変換した音声データ及び映像デ
ータ（以下、「ＨＤＭＩデータ」と記す。）を、ＨＤＭＩケーブル６０を介して、テレビ
１００に送信する。
【００４２】
　第２の送信部１３は、再生部１１により再生された映像データ及び音声データを第２の
規格に準拠した映像データ及び音声データに変換する。ここで、第２の規格とは、具体的
には、コンポジット映像信号の規格である。また、第２の送信部１３は、変換した音声デ
ータ及び映像データ（以下、「コンポジットデータ」と記す。）を、コンポジット用ケー
ブル６１を介して、テレビ１００に送信する。
【００４３】
　メッセージ表示部１４は、再生中のコンテンツのカウント時間、再生中及び一時停止等
の動作状況、現在時刻、及びチャンネルの情報等の情報の表示に加え、ＨＤＭＩでエラー
が発生した際に、当該エラーが発生したことを示すエラーメッセージを表示する。
【００４４】
　図３は、エラーメッセージの表示例を示す図である。図４に示すように、メッセージ表
示部１４は、エラーメッセージを表示する際には、他の情報（再生中のコンテンツのカウ
ンタ情報、及び現在時刻等）を表示しない。
【００４５】
　表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したエラーに関するエラーメッセージ表示
する必要があるか否かを判定する。ここで、第１の送信部１２で発生したエラーとは、具
体的には、第１の送信部１２によるＨＤＭＩデータの送信において発生したエラーであり
、例えば、テレビ１００にＨＤＭＩデータが正しく送信されない等である。
【００４６】
　表示制御部１７は、表示判定部１６による判定結果に応じて、メッセージ表示部１４に
エラーメッセージを表示させる。具体的には、表示判定部１６によりエラーメッセージを
表示する必要があると判定された場合に、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表
示させ、表示判定部１６によりエラーメッセージを表示する必要がないと判定された場合
に、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させない。
【００４７】
　次に、ＤＶＤプレーヤ１０の動作を説明する。
【００４８】
　図４は、ＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の流れを示すフローチ
ャートである。
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【００４９】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したエラーの情報を取得する（Ｓ１
０１）。つまり、表示判定部１６は、第１の送信部１２でエラーが発生したことを示す情
報を取得する。
【００５０】
　次に、表示判定部１６は、発生したエラーに対応するエラーメッセージを表示する必要
があるか否かを判定する（Ｓ１０２）。
【００５１】
　エラーメッセージを表示する必要がある場合（Ｓ１０２でＹｅｓ）、表示制御部１７は
、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ１０３）。
【００５２】
　一方、エラーメッセージを表示する必要がない場合（Ｓ１０２でＮｏ）、表示制御部１
７は、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ１０
４）。つまり、メッセージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を
表示しない。
【００５３】
　以上より、本発明の実施の形態１に係るＤＶＤプレーヤ１０は、第１の送信部１２で発
生したエラーに関するエラーメッセージを表示するか否かを判定する。これにより、ＤＶ
Ｄプレーヤ１０は、ユーザが所望する状況で適切にエラーを表示できる。
【００５４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２では、エラーメッセージを表示するか否かの判定の具体例を説明
する。
【００５５】
　なお、実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。
【００５６】
　図５は、実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の
流れを示すフローチャートである。なお、図４に示す処理に対して、ステップＳ２０２及
びＳ２０３の処理が異なる。
【００５７】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
を取得する（Ｓ２０１）。
【００５８】
　次に、表示判定部１６は、ＨＤＭＩ規格に規定されているＣｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（以下ＣＥＣ）を用いて、テレビ１００が表示及び出力
している映像及び音声が、どの端子(ＴＵＮＥＲ、コンポジット、コンポーネント、ＨＤ
ＭＩ等）に入力されている映像データ及び音声データを元にしているかの情報を得る（Ｓ
２０２）。つまり、表示判定部１６は、テレビ１００がＨＤＭＩデータを用いて映像を表
示しているか、コンポジットデータを用いて映像を表示しているかの情報を取得する。
【００５９】
　ここでＣＥＣとは、ＨＤＭＩケーブル６０を介して接続された機器間の制御に用いられ
る規格である。ＣＥＣを用いることで、他の機器の動作情報を取得したり、他の機器の動
作を制御したりできる。例えば、ＤＶＤプレーヤ１０の電源のオンに連動して、テレビ１
００の電源をオンさせることができる。
【００６０】
　ここで、コンポジット規格等は、一方向データ通信（ＤＶＤプレーヤ１０からテレビ１
００へのデータ送信のみが可能）の規格であり、コンポジット規格等では、ＤＶＤプレー
ヤ１０は、テレビ１００の動作状況（どのデータを用いているか等）を示す情報を取得す
ることはできない。つまり、ユーザは、テレビ１００に映像が表示されるか否かにより、
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エラーが発生しているか否かを判定するしかない。
【００６１】
　一方、ＨＤＭＩ規格は、一方向データ通信と、双方向メッセージ通信とを含む規格であ
る。この一方向データ通信により映像データ及び音声データがＤＶＤプレーヤ１０からテ
レビ１００に送信され、双方向メッセージ通信によりＤＶＤプレーヤ１０とテレビ１００
との間で情報（メッセージ）の送受信が行われる。よって、ＤＶＤプレーヤ１０は、双方
向メッセージ通信でテレビ１００から送信された情報を用いて、テレビ１００において、
ＨＤＭＩデータを用いて映像の表示が行われているか否かを判定できる。これによりＤＶ
Ｄプレーヤ１０は、エラーメッセージの表示の有無を判定できる。
【００６２】
　次に、表示判定部１６は、テレビ１００がＨＤＭＩ端子に入力されたＨＤＭＩデータを
用いて映像を表示しているか否かを判定することにより、発生したＨＤＭＩのエラーに対
応するエラーメッセージを表示する必要があるか否かを判定する（Ｓ２０３）。具体的に
は、表示判定部１６は、テレビ１００がＨＤＭＩデータを用いて映像を表示している場合
には、エラーメッセージを表示する必要があると判定し、テレビ１００がＨＤＭＩデータ
以外（コンポジットデータ等）を用いて映像を表示している場合には、エラーメッセージ
を表示する必要がないと判定する。
【００６３】
　エラーメッセージを表示する必要がある場合（Ｓ２０３でＹｅｓ）、表示制御部１７は
、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ２０４）。
【００６４】
　一方、エラーメッセージを表示する必要がない場合（Ｓ２０３でＮｏ）、表示制御部１
７は、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ２０
５）。つまり、メッセージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を
表示しない。
【００６５】
　以上より、本発明の実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＣＥＣで得られるテレ
ビ１００の入力状態に応じて、エラーメッセージ表示の有無を判定する。具体的には、Ｄ
ＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩケーブル６０が接続されているが、テレビ１００がＨＤＭ
Ｉデータを使用していない状況であれば、エラーメッセージを表示しない。このようにユ
ーザがＨＤＭＩ以外の映像を視聴している場合には、ＨＤＭＩでエラーが発生したとして
も、テレビ１００に映像が表示されない等の問題が発生するわけではないので、ユーザに
とっては特に問題とならない。
【００６６】
　つまり、本発明の実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０は、エラーの発生が、ユーザ
による映像の視聴に特に影響を与えない場合には、エラーメッセージを表示しない。これ
により、ＤＶＤプレーヤ１０は、ユーザにとって不必要なメッセージが表示されることを
防止できるので、ユーザの利便性を向上できる。
【００６７】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３では、表示されるエラーメッセージの具体例を説明する。
【００６８】
　なお、実施の形態３に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。
【００６９】
　図６は、実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の
流れを示すフローチャートである。なお、図４に示す処理に対して、ステップＳ３０３の
処理が異なる。
【００７０】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
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を取得する（Ｓ３０１）。
【００７１】
　次に、表示判定部１６は、発生したＨＤＭＩのエラーに対応するエラーメッセージを表
示する必要があるか否かを判定する（Ｓ３０２）。例えば、表示判定部１６によるエラー
メッセージの表示の有無の判定は、上述した実施の形態２と同様に、ＣＥＣを用いて実現
できる。
【００７２】
　エラーメッセージを表示する必要がある場合（Ｓ３０２でＹｅｓ）、表示制御部１７は
、メッセージ表示部１４に、テレビ１００の入力をＨＤＭＩ以外の入力（コンポジット等
）に切り替えることを促すエラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ３０３）。
つまり、メッセージ表示部１４は、テレビ１００が映像の表示及び音声の出力に用いるデ
ータをＨＤＭＩデータからコンポジットデータに切り替えるように促すエラーメッセージ
を表示する。
【００７３】
　一方、エラーメッセージを表示する必要がない場合（Ｓ３０２でＮｏ）、表示制御部１
７は、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ３０
４）。つまり、メッセージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を
表示しない。
【００７４】
　以上より、本発明の実施の形態３に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩでエラーが発
生したことにより、ＨＤＭＩデータが使用できない状態である場合は、他の入力を使用す
るようにユーザに促す。これにより、ユーザは、ＤＶＤプレーヤ１０により表示されるメ
ッセージに従うことで、ＤＶＤプレーヤ１０により再生された映像を継続的に視聴できる
。
【００７５】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩでエラーが発生した場合
、エラーメッセージを表示するとともに、ＣＥＣを用いてテレビ１００の入力をＨＤＭＩ
以外の入力に切り替える。
【００７６】
　なお、実施の形態４に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。なお、図５に示す処理に対して、ステップＳ４０４の処理が異なる。
【００７７】
　図７は、実施の形態３に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の
流れを示すフローチャートである。
【００７８】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
を取得する（Ｓ４０１）。
【００７９】
　次に、表示判定部１６は、ＣＥＣを用いて、テレビ１００が表示及び出力している映像
及び音声が、どの端子(ＴＵＮＥＲ、コンポジット、コンポーネント、ＨＤＭＩ等）に入
力されている映像データ及び音声データを元にしているかの情報を得る（Ｓ４０２）。
【００８０】
　次に、表示判定部１６は、テレビ１００がＨＤＭＩデータを用いて映像を表示している
か否かを判定することにより、発生したＨＤＭＩのエラーに対応するエラーメッセージを
表示する必要があるか否かを判定する（Ｓ４０３）。具体的には、表示判定部１６は、テ
レビ１００がＨＤＭＩデータを用いて映像を表示している場合には、エラーメッセージを
表示する必要があると判定し、テレビ１００がＨＤＭＩデータ以外（コンポジットデータ
等）を用いて映像を表示している場合には、エラーメッセージを表示する必要がないと判
定する。
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【００８１】
　エラーメッセージを表示する必要がある場合（Ｓ４０３でＹｅｓ）、表示制御部１７は
、ＣＥＣを利用して、テレビ１００の入力をＨＤＭＩからＨＤＭＩ以外（コンポジット等
）に切り替える（Ｓ４０４）。つまり、表示制御部１７は、テレビ１００が映像の表示及
び音声の出力に用いるデータをＨＤＭＩデータからコンポジットデータに切り替える。
【００８２】
　また、メッセージ表示部１４は、エラーメッセージを表示する。なお、メッセージ表示
部１４は、テレビ１００の入力の切り替えのみを行って、エラーメッセージを表示しなく
てもよい。
【００８３】
　一方、エラーメッセージを表示する必要がない場合（Ｓ４０３でＮｏ）、表示制御部１
７は、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ４０
５）。つまり、メッセージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を
表示しない。
【００８４】
　以上より、本発明の実施の形態４に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩの入力がテレ
ビ１００で使用されているときに、ＨＤＭＩでエラーが発生した場合は、エラーメッセー
ジを表示するとともに、ＣＥＣを用いてテレビ１００の入力をＨＤＭＩ以外に切り替える
。これにより、ＤＶＤプレーヤ１０は、テレビ１００に映像が表示されない状況を回避で
き、ユーザは、ＤＶＤプレーヤ１０により再生された映像を継続的に視聴できる。
【００８５】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩで発生したエラーがＨＤ
ＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃ
ｔｉｏｎ）のエラーであるか否かに応じて、エラーメッセージを表示するか否かを判定す
る。
【００８６】
　なお、実施の形態５に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。
【００８７】
　図８は、実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の
流れを示すフローチャートである。なお、図４に示す処理に対して、ステップＳ５０２の
処理が異なる。
【００８８】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
を取得する（Ｓ５０１）。
【００８９】
　次に、表示判定部１６は、発生したＨＤＭＩのエラーがＨＤＣＰエラーであるか否かを
判定することにより、発生したＨＤＭＩのエラーに対応するエラーメッセージを表示する
必要があるか否かを判定する（Ｓ５０２）。具体的には、表示判定部１６は、ＨＤＭＩの
エラーがＨＤＣＰエラーである場合、エラーメッセージを表示する必要がないと判定し、
ＨＤＭＩのエラーがＨＤＣＰエラー以外である場合、エラーメッセージを表示する必要が
あると判定する。
【００９０】
　ここでＨＤＣＰ規格とは、ＨＤＭＩで用いられる機器認証規格である。つまり、ＨＤＣ
Ｐのエラーとは、ＨＤＣＰの機器認証が失敗したことを意味する。なお、ＨＤＭＩ規格に
準拠している機器であってもＨＤＣＰ規格には準拠していない機器が存在する。つまり、
表示判定部１６は、テレビ１００がＨＤＣＰ規格に準拠しているか否かを判定し、テレビ
１００がＨＤＣＰ規格に準拠していない場合には、エラーメッセージを表示する必要がな
いと判定する。
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【００９１】
　ＨＤＣＰエラーでない場合（Ｓ５０２でＮｏ）、表示制御部１７は、メッセージ表示部
１４に、エラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ５０３）。
【００９２】
　一方、ＨＤＣＰエラーの場合（Ｓ５０２でＹｅｓ）、表示制御部１７は、メッセージ表
示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ５０４）。つまり、メッ
セージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を表示しない。
【００９３】
　以上より、本発明の実施の形態５に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＭＩに準拠してい
ない機器との間で発生したエラーのエラーメッセージは表示しない。ここでＨＤＣＰエラ
ーは、ケーブルが切断されている等のエラーと比べ、重要度の低いエラーである。つまり
、ＨＤＣＰエラーは、必ずしもユーザに通知する必要がない。このように、ＤＶＤプレー
ヤ１０は、ユーザにとって不要なメッセージの表示を防止できる。
【００９４】
　なお、ＤＶＤプレーヤ１０は、ステップＳ５０３において、上述した実施の形態３と同
様にテレビ１００の入力の切り替えを促すメッセージを表示してもよいし、上述した実施
の形態４と同様にテレビ１００の入力の切り替えを行ってもよい。
【００９５】
　また、ＤＶＤプレーヤ１０は、上述した実施の形態２と同様に、テレビ１００がＨＤＭ
Ｉデータを用いているかを判定し、テレビ１００がＨＤＭＩデータを用いている場合（Ｓ
２０３でＹｅｓ）に、さらに、図８に示すステップＳ５０２以降の処理を行ってもよい。
【００９６】
　（実施の形態６）
　本発明の実施の形態６に係るＤＶＤプレーヤ１０は、実施の形態５に係るＤＶＤプレー
ヤ１０の変形例であり、ＨＤＭＩで発生したエラーがＨＤＣＰのエラーである場合、ＨＤ
ＣＰ規格に準拠していなくても表示できる映像をテレビ１００に送信する。これにより、
ユーザは、当該エラーが、テレビ１００がＨＤＣＰ規格に準拠していないために発生した
ものか、ケーブルの切断によるものかを判定できる。
【００９７】
　なお、実施の形態６に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。
【００９８】
　図９は、実施の形態２に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理の
流れを示すフローチャートである。なお、図８に示す処理に対して、ステップＳ６０４の
処理が異なる。
【００９９】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
を取得する（Ｓ６０１）。
【０１００】
　次に、表示判定部１６は、発生したＨＤＭＩのエラーがＨＤＣＰエラーであるか否かを
判定することにより、発生したＨＤＭＩのエラーに対応するエラーメッセージを表示する
必要があるか否かを判定する（Ｓ６０２）。具体的には、表示判定部１６は、ＨＤＭＩの
エラーがＨＤＣＰエラーである場合、エラーメッセージを表示する必要がないと判定し、
ＨＤＭＩのエラーがＨＤＣＰエラー以外である場合、エラーメッセージを表示する必要が
あると判定する。
【０１０１】
　ＨＤＣＰエラーでない場合（Ｓ６０２でＮｏ）、表示制御部１７は、メッセージ表示部
１４に、エラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ６０３）。
【０１０２】
　一方、ＨＤＣＰエラーの場合（Ｓ６０２でＹｅｓ）、表示制御部１７は、第１の送信部
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１２に、ＨＤＣＰによる認証が不要な映像データ及び音声データをテレビ１００に送信さ
せる（Ｓ６０４）。つまり、第１の送信部１２は、ＨＤＣＰ規格に準拠していなくても表
示できる映像データ及び音声データをテレビ１００に送信する。これにより、テレビ１０
０は、ＨＤＭＩケーブル６０の切断等によりデータの受信ができない場合を除き、認証不
要な映像データ及び音声データを表示及び出力できる。なお、この際、メッセージ表示部
１４は、エラーメッセージを表示してもよいし、表示しなくてもよい。また、第１の送信
部１２は、認証不要な映像データ及び音声データのうち少なくとも一方を送信すればよい
。
【０１０３】
　以上より、本発明の実施の形態６に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ＨＤＣＰエラーの場合
には、認証が不要なデータをテレビ１００に送信する。これにより、ＨＤＭＩケーブル６
０が切断等されていることによりエラーが発生している場合には、テレビ１００には映像
は表示されず、テレビ１００がＨＤＣＰ規格に準拠していないことによりエラーが発生し
ている場合には、テレビ１００に映像が表示される。よって、ユーザは、テレビ１００に
映像が表示されるか否かに応じて、ＨＤＭＩケーブル６０が切断されているのか、テレビ
１００がＨＤＣＰ規格に準拠していないのかを判定できる。
【０１０４】
　なお、ＤＶＤプレーヤ１０は、ステップＳ６０３において、上述した実施の形態３と同
様にテレビ１００の入力の切り替えを促すメッセージを表示してもよいし、上述した実施
の形態４と同様にテレビ１００の入力の切り替えを行ってもよい。
【０１０５】
　また、ＤＶＤプレーヤ１０は、上述した実施の形態２と同様に、テレビ１００がＨＤＭ
Ｉデータを用いているかを判定し、テレビ１００がＨＤＭＩデータを用いている場合（Ｓ
２０３でＹｅｓ）に、さらに、図９に示すステップＳ６０２以降の処理を行ってもよい。
【０１０６】
　（実施の形態７）
　本発明の実施の形態７に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ユーザにより設定された設定情報
に応じて、エラーメッセージを表示するか否かを判定する。
【０１０７】
　なお、実施の形態７に係るＤＶＤプレーヤ１０の構成は、図２と略同一であり、説明は
省略する。
【０１０８】
　図１０は、実施の形態７に係るＤＶＤプレーヤ１０によるエラーメッセージの表示処理
の流れを示すフローチャートである。なお、図４に示す処理に対して、ステップＳ７０２
及びＳ７０３の処理が異なる。
【０１０９】
　まず、表示判定部１６は、第１の送信部１２で発生したＨＤＭＩに関するエラーの情報
を取得する（Ｓ７０１）。
【０１１０】
　次に、表示判定部１６は、ユーザにより設定された設定情報を取得する（Ｓ７０２）。
ここで、設定情報とは、エラーメッセージを表示するか否かを示す情報であり、予めユー
ザにより設定される。また、設定情報は、ＤＶＤプレーヤ１０が備える記憶部（図示せず
）に記憶される。
【０１１１】
　次に、表示判定部１６は、取得した設定情報に基づき、発生したＨＤＭＩのエラーに対
応するエラーメッセージを表示する必要があるか否かを判定する（Ｓ７０３）。つまり、
表示判定部１６は、設定情報にエラーメッセージを表示すると示される場合には、エラー
メッセージを表示する必要があると判定し、設定情報にエラーメッセージを表示しないと
示される場合には、エラーメッセージを表示する必要がないと判定する。
【０１１２】
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　エラーメッセージを表示する必要がある場合（Ｓ７０３でＹｅｓ）、表示制御部１７は
、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させるように制御する（Ｓ７０４）。
【０１１３】
　一方、エラーメッセージを表示する必要がない場合（Ｓ７０３でＮｏ）、表示制御部１
７は、メッセージ表示部１４にエラーメッセージを表示させないように制御する（Ｓ７０
５）。つまり、メッセージ表示部１４は、現在表示されているカウント値等の情報以外を
表示しない。
【０１１４】
　以上より、本発明の実施の形態７に係るＤＶＤプレーヤ１０は、ユーザの設定に応じて
、エラーメッセージを表示するか否かを決定する。これにより、ＤＶＤプレーヤ１０は、
ユーザが必要とする場合のみエラーメッセージを表示できる。
【０１１５】
　なお、ＤＶＤプレーヤ１０は、ステップＳ７０４において、上述した実施の形態３と同
様にテレビ１００の入力の切り替えを促すメッセージを表示してもよいし、上述した実施
の形態４と同様にテレビ１００の入力の切り替えを行ってもよい。
【０１１６】
　また、ＤＶＤプレーヤ１０は、ステップＳ７０３でエラーメッセージを表示する必要が
ある場合（Ｓ７０３でＹｅｓ）に、上述した実施の形態２、５又は６と同様の判定処理を
行ってもよいし、当該判定処理のうち２以上を行ってもよい。同様に、ＤＶＤプレーヤ１
０は、上述した実施の形態２、５又は６と同様の判定処理を行った後に、図１０に示すス
テップＳ７０２以降の処理を行ってもよい。
【０１１７】
　以上、本発明の実施の形態に係るＤＶＤプレーヤ１０について説明したが、本発明は、
この実施の形態に限定されるものではない。
【０１１８】
　例えば、上述した実施の形態１～７のうち２以上で述べたＤＶＤプレーヤ１０の機能を
組み合わせてもよい。
【０１１９】
　また、上記説明では、本発明に係る映像音声再生装置としてＤＶＤプレーヤの例を述べ
たが、本発明に係る映像音声再生装置は、ＤＶＤレコーダ、ＢＤプレーヤ、ＢＤレコーダ
、及びハードディスクレコーダ等の映像データ及び音声データを出力する映像音声再生装
置であればよい。
【０１２０】
　また、上記説明では、映像音声受信装置としてテレビ１００の例を述べたが、ＡＶアン
プ、プロジェクタ、ディスプレイ等の映像の表示及び音声の出力のうち少なくとも一方を
行う映像音声受信装置であってもよい。
【０１２１】
　また、図２に示す各機能ブロックは、専用の回路（ハードウェア）により実現されても
よいし、ＣＰＵ等のプロセッサがプログラムを実行することにより実現されてもよい。
【０１２２】
　また、上記説明では、ＨＤＭＩケーブル６０、及びコンポジット用ケーブル６１の２本
のケーブルにより、ＤＶＤプレーヤ１０とテレビ１００とが接続されている例を述べたが
、３本以上のケーブルで接続されてもよい。
【０１２３】
　また、第１の送信部１２が準拠する規格は、ＨＤＭＩに限定されるものではなく、少な
くとも双方向データ通信が行える規格であればよい。
【０１２４】
　また、第２の送信部１３が準拠する規格は、コンポジット規格に限定されるものではな
く、コンポーネント規格等の他の規格であってもよい。
【０１２５】



(16) JP 5207860 B2 2013.6.12

10

20

30

40

　また、第１の送信部１２及び第２の送信部１３が準拠する規格は、有線に限らず、無線
でデータ通信を行う規格であってもよい。
【０１２６】
　また、上記説明では、メッセージ表示部１４は、エラーメッセージを表示する際には、
他の情報（再生中のコンテンツのカウンタ情報、及び現在時刻等）を表示しないとしたが
、他の情報の一部又は全てを表示してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、映像音声再生装置に適用でき、特に、ＨＤＭＩ規格に準拠したＤＶＤプレー
ヤ、ＤＶＤレコーダ、ＢＤレコーダ及びＢＤプレーヤに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る映像音声再生システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置におけるエラーメッセージの表示
例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態２に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態３に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態４に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態５に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態６に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処理
の流れを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態７に係る映像音声再生装置によるエラーメッセージ表示処
理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２９】
　１０　ＤＶＤプレーヤ
　１１　再生部
　１２　第１の送信部
　１３　第２の送信部
　１４　メッセージ表示部
　１５　制御部
　１６　表示判定部
　１７　表示制御部
　５０　映像音声再生システム
　６０　ＨＤＭＩケーブル
　６１　コンポジット用ケーブル
　１００　テレビ
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