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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オペレーティングシステムを実行し、前記オペレーティングシステムの実行に基づいて
、映像を表す第１映像信号、または、前記第１映像信号および音声を表す第１音声信号を
選択的に出力する制御部と、
　外部装置から送信される、映像を表す第２映像信号および音声を表す第２音声信号が含
まれる外部コンテンツ信号が入力される外部入力部と、
　映像信号と音声信号とを再生させる場合、前記第１映像信号、または前記第１映像信号
および前記第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、前記第２映像信号および前記第
２音声信号を再生させる第２の再生状態とを選択的に切り替える再生状態切替制御部と、
　前記制御部から出力される前記第１音声信号、および／または、前記外部コンテンツ信
号に含まれる前記第２音声信号が入力され、前記第１音声信号または前記第２音声信号が
示す音声を選択的に出力する音声出力部と、
　を備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態および第２の再生状態のいずれにも該
当しない再生待機状態である場合、前記外部入力部への前記外部コンテンツ信号の入力が
検出されたときは、前記再生待機状態から前記第２の再生状態に切り替え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第２の再生状態へと切り替えた場合には、音声切替制
御信号を前記音声出力部に伝達し、
　前記音声出力部は、前記音声切替制御信号が伝達された場合に前記第２音声信号を選択
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的に出力し、
　前記音声出力部は、伝達される電源電圧に基づいて、選択的に出力される前記第１音声
信号または前記第２音声信号を増幅する増幅器を備え、
　前記音声出力部に供給する前記電源電圧を出力する電源と、
　伝達される電源供給信号に基づいて前記電源電圧を選択的に前記増幅器に伝達するスイ
ッチング部と、
　をさらに備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第２の再生状態へと切り替えた場合には、前記電源電
圧を選択的に前記増幅器に伝達させるための第１電源供給信号を前記スイッチング部に出
力する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記オペレーティングシステムを実行すると、前記オペレーティングシ
ステムが実行されたことを示す起動信号を生成し、
　前記再生状態切替制御部は、
　前記外部入力部に入力された前記外部コンテンツ信号を検出する外部コンテンツ信号検
出部と、
　映像信号と音声信号との再生に関する再生状態を表す再生状態情報と、前記起動信号と
、前記外部コンテンツ信号検出部における検出結果とに基づいて、前記再生状態の変化を
判定する状態変化判定部と、
　前記状態変化判定部の判定結果に基づいて、前記第１の再生状態と前記第２の再生状態
とを選択的に切り替える再生処理切替部と、
　を備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記状態変化判定部は、さらに、前記第１映像信号に基づいて、前記再生状態の変化を
判定する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記外部コンテンツ信号が含む前記第２映像信号は、複数の色信号と前記色信号を同期
させるためのクロック信号とから構成され、
　前記外部コンテンツ信号検出部は、前記クロック信号のクロックの変化に基づいて、前
記外部コンテンツ信号の入力を検出する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の再生状態と、前記第２の再生状態とを切り替える切替信号を操作入力に基づ
いて生成する切替入力部をさらに備え、
　前記再生処理切替部は、前記切替入力部から伝達される前記切替信号に基づいて、前記
第１の再生状態と前記第２の再生状態とを切り替える、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記オペレーティングシステムを実行すると、前記オペレーティングシ
ステムが実行されたことを示す起動信号を生成し、
　前記再生状態切替制御部は、前記再生待機状態である場合、前記制御部から伝達される
前記起動信号が検出されたときは、前記再生待機状態から前記第１の再生状態に切り替え
る、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記オペレーティングシステムを実行すると、前記電源電圧を選択的に
前記増幅器に伝達させるための第２電源供給信号を前記スイッチング部に出力し、
　前記スイッチング部は、
　前記第１電源供給信号、前記第２電源供給信号の少なくとも一方が入力されると、前記
電源電圧を選択的に前記増幅器に伝達させる信号レベルの電源供給信号を出力する論理和
演算回路と、
　前記論理和演算回路から出力される前記電源供給信号に基づいて、前記電源電圧を選択
的に前記増幅器に伝達するスイッチ素子と、
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　を備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　表示画面に対するユーザの接触操作または近接操作に応じて変化する検出情報を前記制
御部に伝達する操作制御部をさらに備え、
　前記制御部は、前記再生状態切替制御部から伝達される、前記操作制御部におけるユー
ザの接触操作または近接操作を有効とするか否かを規定する操作制御信号に基づいて、前
記検出情報を選択的に処理する、請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態である場合に、前記操作制御部におけ
るユーザの接触操作または近接操作を有効とするための操作制御信号を前記制御部へ伝達
する、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　オペレーティングシステムを実行し、前記オペレーティングシステムの実行に基づいて
、映像を表す第１映像信号、または、前記第１映像信号および音声を表す第１音声信号を
選択的に出力する制御部と、
　外部装置から送信される、映像を表す第２映像信号および音声を表す第２音声信号が含
まれる外部コンテンツ信号が入力される外部入力部と、
　映像信号と音声信号とを再生させる場合、前記第１映像信号、または前記第１映像信号
および前記第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、前記第２映像信号および前記第
２音声信号を再生させる第２の再生状態とを選択的に切り替える再生状態切替制御部と、
　前記制御部から出力される前記第１音声信号、および／または、前記外部コンテンツ信
号に含まれる前記第２音声信号が入力され、前記第１音声信号または前記第２音声信号が
示す音声を選択的に出力する音声出力部と、
　音量の調整に関する音量調整情報を受信し、前記再生状態切替制御部から伝達される、
音量調整情報を前記制御部へ伝達するか否かを規定する伝達制御信号に基づいて、受信し
た前記音量調整情報を前記制御部へ選択的に伝達する受信部と、
　を備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態および第２の再生状態のいずれにも該
当しない再生待機状態である場合、前記外部入力部への前記外部コンテンツ信号の入力が
検出されたときは、前記再生待機状態から前記第２の再生状態に切り替え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第２の再生状態へと切り替えた場合には、音声切替制
御信号を前記音声出力部に伝達し、
　前記音声出力部は、前記音声切替制御信号が伝達された場合に前記第２音声信号を選択
的に出力する、情報処理装置。
【請求項１１】
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態である場合に、音量調整情報を前記制
御部へ伝達させる伝達制御信号を前記受信部へ伝達する、請求項１０に記載の情報処理装
置。
【請求項１２】
　再生状態切替制御部は、
　さらに、前記第１映像信号および前記第２映像信号をそれぞれ独立に再生させ、前記第
１音声信号または前記第２音声信号を再生させる、第４の再生状態へと選択的に切り替え
、
　前記第４の再生状態である場合、再生させる音声信号が前記第１音声信号であるときに
、音量調整情報を前記制御部へ伝達させる伝達制御信号を前記受信部へ伝達する、請求項
１０に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記外部入力部には、さらに、外部装置から送信される映像を表す第３映像信号、音声
を表す第３音声信号がそれぞれ入力され、
　再生状態切替制御部は、
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　さらに、前記第１映像信号、前記第２映像信号、および前記第３映像信号のうちの少な
くとも２つの映像信号をそれぞれ独立に再生させ、再生されている前記第１映像信号、前
記第２映像信号、または前記第３映像信号に対応するいずれかの音声信号を再生させる、
第５の再生状態へと選択的に切り替え、
　前記第５の再生状態である場合、再生させる音声信号が前記第１音声信号であるときに
、音量調整情報を前記制御部へ伝達させる伝達制御信号を前記受信部へ伝達する、請求項
１０に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　表示画面に対するユーザの接触操作または近接操作に応じて変化する検出情報を前記制
御部に伝達する操作制御部をさらに備え、
　前記制御部は、前記再生状態切替制御部から伝達される、前記操作制御部におけるユー
ザの接触操作または近接操作を有効とするか否かを規定する操作制御信号に基づいて、前
記検出情報を選択的に処理する、請求項１０～１３のいずれか１項に記載の情報処理装置
。
【請求項１５】
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態である場合に、前記操作制御部におけ
るユーザの接触操作または近接操作を有効とするための操作制御信号を前記制御部へ伝達
する、請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　オペレーティングシステムを実行し、前記オペレーティングシステムの実行に基づいて
、映像を表す第１映像信号、または、前記第１映像信号および音声を表す第１音声信号を
選択的に出力する制御部と、
　外部装置から送信される、映像を表す第３映像信号、音声を表す第３音声信号がそれぞ
れ入力される外部入力部と、
　映像信号と音声信号とを再生させる場合、前記第１映像信号、または前記第１映像信号
および前記第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、前記第３映像信号および／また
は前記第３音声信号を再生させる第３の再生状態とを選択的に切り替える再生状態切替制
御部と、
　前記制御部から出力される前記第１音声信号、および／または、前記第３音声信号が入
力され、前記第１音声信号または前記第３音声信号が示す音声を選択的に出力する音声出
力部と、
　を備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態および第３の再生状態のいずれにも該
当しない再生待機状態である場合、前記外部入力部への前記第３映像信号、または前記第
３音声信号の入力が検出されたときは、前記再生待機状態から前記第３の再生状態に切り
替え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第３の再生状態へと切り替えた場合には、音声切替制
御信号を前記音声出力部に伝達し、
　前記音声出力部は、前記音声切替制御信号が伝達された場合に前記第３音声信号を選択
的に出力し、
　前記音声出力部は、伝達される電源電圧に基づいて、選択的に出力される前記第１音声
信号または前記第３音声信号を増幅する増幅器を備え、
　前記音声出力部に供給する前記電源電圧を出力する電源と、
　伝達される電源供給信号に基づいて前記電源電圧を選択的に前記増幅器に伝達するスイ
ッチング部と、
　をさらに備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第３の再生状態へと切り替えた場合には、前記電源電
圧を選択的に前記増幅器に伝達させるための電源供給信号を前記スイッチング部に出力す
る、情報処理装置。
【請求項１７】
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　オペレーティングシステムを実行し、前記オペレーティングシステムの実行に基づいて
、映像を表す第１映像信号、または、前記第１映像信号および音声を表す第１音声信号を
選択的に出力する制御部と、
　外部装置から送信される、映像を表す第３映像信号、音声を表す第３音声信号がそれぞ
れ入力される外部入力部と、
　映像信号と音声信号とを再生させる場合、前記第１映像信号、または前記第１映像信号
および前記第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、前記第３映像信号および／また
は前記第３音声信号を再生させる第３の再生状態とを選択的に切り替える再生状態切替制
御部と、
　前記制御部から出力される前記第１音声信号、および／または、前記第３音声信号が入
力され、前記第１音声信号または前記第３音声信号が示す音声を選択的に出力する音声出
力部と、
　音量の調整に関する音量調整情報を受信し、前記再生状態切替制御部から伝達される、
音量調整情報を前記制御部へ伝達するか否かを規定する伝達制御信号に基づいて、受信し
た前記音量調整情報を前記制御部へ選択的に伝達する受信部と、
　を備え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第１の再生状態および第３の再生状態のいずれにも該
当しない再生待機状態である場合、前記外部入力部への前記第３映像信号、または前記第
３音声信号の入力が検出されたときは、前記再生待機状態から前記第３の再生状態に切り
替え、
　前記再生状態切替制御部は、前記第３の再生状態へと切り替えた場合には、音声切替制
御信号を前記音声出力部に伝達し、
　前記音声出力部は、前記音声切替制御信号が伝達された場合に前記第３音声信号を選択
的に出力する、情報処理装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＰＣ（Personal　Computer）などのコンピュータや、車などに搭載されるナビゲ
ーション装置（いわゆる、カー・ナビゲーション装置）など様々な情報処理装置の多機能
化および機能向上がますます進んでいる。上記のような情報処理装置の中には、例えば、
外部装置と接続する外部入力端子を備え、外部装置から送信される映像信号が表す映像や
音声信号が表す音声を情報処理装置上で再生する機能を有するものもある。また、近年、
情報処理装置と外部装置とを接続するインタフェースとして、ＨＤＭＩ（High-Definitio
n　Multimedia　Interface）が普及しつつある。
【０００３】
　ここで、ＨＤＭＩは、非圧縮のデジタル映像信号と、当該映像信号に付随するデジタル
音声信号とを伝送する通信インタフェースである。より具体的に示すと、ＨＤＭＩには、
ＴＭＤＳ（Transition　Minimized　Differential　Signaling）チャネルや、ＣＥＣライ
ン（Consumer　Electronics　Control　Line）などが規定されている。ＴＭＤＳチャネル
は、ＨＤＭＩソース（HDMI　Source）からＨＤＭＩシンク（HDMI　Sink）へと一方向に伝
送する伝送経路である。また、ＣＥＣラインは、ＨＤＭＩソースとＨＤＭＩシンクとの間
で各種制御用の信号を双方向で送受信するための伝送経路である。ＨＤＭＩは、上記の構
成によって、１本のケーブルでデジタル映像信号、デジタル音声信号、および各種制御用
の信号を送受信することができる。また、ＨＤＭＩは、上記ＣＥＣラインを通じて、ＨＤ
ＭＩソースとＨＤＭＩシンクとの間で各種制御用の信号を送受信することができるので、



(6) JP 5532751 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

機器間の連携が可能となっている。
【０００４】
　このような中、接続された機器間において連携を図る技術が開発されている。ＨＤＭＩ
により接続された情報処理装置と表示装置とにおいて、情報処理装置が音声信号のフォー
マット情報を表示装置から取得し、表示装置へ出力する音声信号を取得したフォーマット
情報に応じたものに設定する技術としては、例えば、特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１０８１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、接続された機器間において連携を図る従来の技術（以下、「従来の技術
」とよぶ場合がある。）が適用された情報処理装置は、表示装置から音声のフォーマット
情報を取得しなければ連携を図ることができない。ここで、従来の技術のように機器間が
ＨＤＭＩで接続される場合、音声のフォーマット情報を取得するためには、例えば、ＣＥ
Ｃラインを通じて通信を行う必要がある。しかしながら、機器間がＨＤＭＩで接続可能な
装置であっても、ＣＥＣラインを通じた双方向通信が行えるとは限らない。よって、ＣＥ
Ｃラインを通じた通信に対応していない装置に従来の技術が適用された場合には、接続さ
れた機器間において連携を図ることはできない。
【０００７】
　また、上述したように、近年、例えば、ＰＣやナビゲーション装置など、外部装置と接
続する外部入力端子を備え、外部装置から送信される映像信号が表す映像や音声信号が表
す音声を情報処理装置上で再生する機能を有する情報処理装置が登場している。ここで、
上記再生とは、例えば、映像を表示デバイスに表示させたり、音声を音声出力デバイスか
ら出力させたりすることをいう。しかしながら、上記のような情報処理装置は、例えば、
ハードウェアの制御に係る基本ソフトウェアの一種であるオペレーティングシステム（Op
erating　System；以下「ＯＳ」という。）が起動（実行）されてなければ、何らの機能
を果たすことができない。そのため、情報処理装置のユーザが外部装置から出力される映
像信号、音声信号に応じた映像や音声を当該情報処理装置に再生させるためには、ＯＳが
起動されるまで待つ必要があり、ユーザの利便性（いわゆる、ユーザビリティ）を大きく
損ねていた。
【０００８】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、オペ
レーティングシステムの実行状態に依存せずに外部装置から送信された信号が表す映像や
音声を再生させ、ユーザの利便性の向上を図ることが可能な、新規かつ改良された情報処
理装置、およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点によれば、オペレーティングシステム
を実行し、上記オペレーティングシステムの実行に基づいて、映像を表す第１映像信号、
または、上記第１映像信号および音声を表す第１音声信号とを選択的に出力する制御部と
、外部装置から送信される、映像を表す第２映像信号および音声を表す第２音声信号が含
まれる外部コンテンツ信号が入力される外部入力部と、映像信号と音声信号とを再生させ
る場合、上記第１映像信号、または上記第１映像信号および上記第１音声信号を再生させ
る第１の再生状態と、上記第２映像信号および上記第２音声信号を再生させる第２の再生
状態とを選択的に切り替える再生状態切替制御部とを備え、上記再生状態切替制御部は、
上記第１の再生状態および第２の再生状態のいずれにも該当しない再生待機状態である場
合、上記外部入力部への上記外部コンテンツ信号の入力が検出されたときは、上記再生待
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機状態から上記第２の再生状態に切り替える情報処理装置が提供される。
【００１０】
　かかる構成により、オペレーティングシステムの実行状態に依存せずに外部装置から送
信された信号が表す映像や音声を再生させ、ユーザの利便性の向上させることができる。
【００１１】
　また、上記制御部は、上記オペレーティングシステムを実行すると、上記オペレーティ
ングシステムが実行されたことを示す起動信号を生成し、上記再生状態切替制御部は、上
記外部入力部に入力された上記外部コンテンツ信号を検出する外部コンテンツ信号検出部
と、映像信号と音声信号との再生に関する再生状態を表す再生状態情報と、上記起動信号
と、上記外部コンテンツ信号検出部における検出結果とに基づいて、上記再生状態の変化
を判定する状態変化判定部と、上記状態変化判定部の判定結果に基づいて、上記第１の再
生状態と上記第２の再生状態とを選択的に切り替える再生処理切替部とを備えてもよい。
【００１２】
　また、上記状態変化判定部は、さらに、上記第１映像信号に基づいて、上記再生状態の
変化を判定してもよい。
【００１３】
　また、上記外部コンテンツ信号が含む上記第２映像信号は、複数の色信号と上記色信号
を同期させるためのクロック信号とから構成され、上記外部コンテンツ信号検出部は、上
記クロック信号のクロックの変化に基づいて、上記外部コンテンツ信号の入力を検出して
もよい。
【００１４】
　また、上記第１の再生状態と、上記第２の再生状態とを切り替える切替信号を操作入力
に基づいて生成する切替入力部をさらに備え、上記再生処理切替部は、上記切替入力部か
ら伝達される上記切替信号に基づいて、上記第１の再生状態と上記第２の再生状態とを切
り替えてもよい。
【００１５】
　また、上記制御部は、上記オペレーティングシステムを実行すると、上記オペレーティ
ングシステムが実行されたことを示す起動信号を生成し、上記再生状態切替制御部は、上
記再生待機状態である場合、上記制御部から伝達される上記起動信号が検出されたときは
、上記再生待機状態から上記第１の再生状態に切り替えてもよい。
【００１６】
　また、上記制御部から出力される上記第１音声信号、および／または、上記外部コンテ
ンツ信号に含まれる上記第２音声信号が入力され、上記第１音声信号または上記第２音声
信号が示す音声を選択的に出力する音声出力部をさらに備え、上記再生状態切替制御部は
、上記第２の再生状態へと切り替えた場合には、音声切替制御信号を上記音声出力部に伝
達し、上記音声出力部は、上記音声切替制御信号が伝達された場合に上記第２音声信号を
選択的に出力してもよい。
【００１７】
　また、上記音声出力部は、伝達される電源電圧に基づいて、選択的に出力される上記第
１音声信号または上記第２音声信号を増幅する増幅器を備え、上記音声出力部に供給する
上記電源電圧を出力する電源と、伝達される電源供給信号に基づいて上記電源電圧を選択
的に上記増幅器に伝達するスイッチング部とをさらに備え、上記再生状態切替制御部は、
上記第２の再生状態へと切り替えた場合には、上記電源電圧を選択的に上記増幅器に伝達
させるための第１電源供給信号を上記スイッチング部に出力してもよい。
【００１８】
　また、上記制御部は、上記オペレーティングシステムを実行すると、上記電源電圧を選
択的に上記増幅器に伝達させるための第２電源供給信号を上記スイッチング部に出力し、
上記スイッチング部は、上記第１電源供給信号、上記第２電源供給信号の少なくとも一方
が入力されると、上記電源電圧を選択的に上記増幅器に伝達させる信号レベルの電源供給
信号を出力する論理和演算回路と、上記論理和演算回路から出力される上記電源供給信号
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に基づいて、上記電源電圧を選択的に上記増幅器に伝達するスイッチ素子とを備えてもよ
い。
【００１９】
　また、音量の調整に関する音量調整情報を受信し、上記再生状態切替制御部から伝達さ
れる、音量調整情報を上記制御部へ伝達するか否かを規定する伝達制御信号に基づいて、
受信した上記音量調整情報を上記制御部へ選択的に伝達する受信部をさらに備えてもよい
。
【００２０】
　また、上記再生状態切替制御部は、上記第１の再生状態である場合に、音量調整情報を
上記制御部へ伝達させる伝達制御信号を上記受信部へ伝達してもよい。
【００２１】
　また、再生状態切替制御部は、さらに、上記第１映像信号および上記第２映像信号をそ
れぞれ独立に再生させ、上記第１音声信号または上記第２音声信号を再生させる、第４の
再生状態へと選択的に切り替え、上記第４の再生状態である場合、再生させる音声信号が
上記第１音声信号であるときに、音量調整情報を上記制御部へ伝達させる伝達制御信号を
上記受信部へ伝達してもよい。
【００２２】
　また、上記外部入力部には、さらに、外部装置から送信される映像を表す第３映像信号
、音声を表す第３音声信号がそれぞれ入力され、再生状態切替制御部は、さらに、上記第
１映像信号、上記第２映像信号、および上記第３映像信号のうちの少なくとも２つの映像
信号をそれぞれ独立に再生させ、再生されている上記第１映像信号、上記第２映像信号、
または上記第３映像信号に対応するいずれかの音声信号を再生させる、第５の再生状態へ
と選択的に切り替え、上記第５の再生状態である場合、再生させる音声信号が上記第１音
声信号であるときに、音量調整情報を上記制御部へ伝達させる伝達制御信号を上記受信部
へ伝達してもよい。
【００２３】
　また、表示画面に対するユーザの接触操作または近接操作に応じて変化する検出情報を
上記制御部に伝達する操作制御部をさらに備え、
　上記制御部は、上記再生状態切替制御部から伝達される、上記操作制御部におけるユー
ザの接触操作または近接操作を有効とするか否かを規定する操作制御信号に基づいて、上
記検出情報を選択的に処理してもよい。
【００２４】
　また、上記再生状態切替制御部は、上記第１の再生状態である場合に、上記操作制御部
におけるユーザの接触操作または近接操作を有効とするための操作制御信号を上記制御部
へ伝達してもよい。
【００２５】
　上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、オペレーティングシステム
を実行し、上記オペレーティングシステムの実行に基づいて、映像を表す第１映像信号、
または、上記第１映像信号および音声を表す第１音声信号とを選択的に出力する制御部と
、外部装置から送信される、映像を表す第３映像信号、音声を表す第３音声信号がそれぞ
れ入力される外部入力部と、映像信号と音声信号とを再生させる場合、上記第１映像信号
、または上記第１映像信号および上記第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、上記
第３映像信号および／または上記第３音声信号を再生させる第３再生状態とを選択的に切
り替える再生状態切替制御部とを備え、上記再生状態切替制御部は、上記第１の再生状態
および第３再生状態のいずれにも該当しない再生待機状態である場合、上記外部入力部へ
の上記第３映像信号、または上記第３音声信号の入力が検出されたときは、上記再生待機
状態から上記第３の再生状態に切り替える情報処理装置が提供される。
【００２６】
　かかる構成により、オペレーティングシステムの実行状態に依存せずに外部装置から送
信された信号が表す映像や音声を再生させ、ユーザの利便性の向上させることができる。
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【００２７】
　上記目的を達成するために、本発明の第３の観点によれば、映像を表す第２映像信号お
よび音声を表す第２音声信号が含まれる外部コンテンツ信号が入力される外部入力部に入
力された上記外部コンテンツ信号を検出するステップ、映像信号と音声信号との再生に関
する再生状態を表す再生状態情報と、オペレーティングシステムを実行し上記オペレーテ
ィングシステムが実行されたことを示す起動信号を生成する制御部から伝達される上記起
動信号と、上記検出するステップにおける検出結果とに基づいて、映像信号と音声信号と
の再生に関する状態の変化を判定するステップ、上記判定するステップにおける判定結果
に基づいて、上記制御部から出力される映像を表す第１映像信号、または上記第１映像信
号および音声を表す第１音声信号を再生させる第１の再生状態と、上記第２映像信号およ
び上記第２音声信号を再生させる第２の再生状態とを選択的に切り替えるステップをコン
ピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【００２８】
　かかるプログラムを用いることにより、オペレーティングシステムの実行状態に依存せ
ずに外部装置から送信された信号が表す映像や音声を再生させ、ユーザの利便性の向上さ
せることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、オペレーティングシステムの実行状態に依存せずに外部装置から送信
された信号が表す映像や音声を再生させ、ユーザの利便性の向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る情報処理システムの概要を説明するための説明図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る情報処理装置における再生状態の遷移の一例を示す説明
図である。
【図３】本発明の実施形態に係る情報処理装置における再生状態の切り替えに係る処理の
一例を示す流れ図である。
【図４】本発明の実施形態に係る第１の再生状態への切替処理の一例を示す流れ図である
。
【図５】本発明の実施形態に係る第２の再生状態への切替処理の一例を示す流れ図である
。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置の構成の一例を示す説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す説
明図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置の構成の一例を示す説明図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る再生状態切替制御部が受信部へ伝達する伝達制御
信号の第１の例を示す説明図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る再生状態切替制御部が受信部へ伝達する伝達制
御信号の第２の例を示す説明図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す
説明図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置の構成の一例を示す説明図である
。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る再生状態切替制御部が制御部へ伝達する操作制
御信号の一例を示す説明図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す
説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
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　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３２】
　また、以下では、下記に示す順序で説明を行う。
　　１．本発明の実施形態に係るアプローチ
　　２．本発明の実施形態に係る情報処理装置
　　３．本発明の実施形態に係るプログラム
【００３３】
（本発明の実施形態に係るアプローチ）
　本発明の実施形態に係る情報処理装置の構成について説明する前に、まず、本発明の実
施形態に係る情報処理装置（以下、総称して「情報処理装置１００」とよぶ場合がある。
）におけるユーザの利便性向上アプローチについて説明する。
【００３４】
［１］情報処理システムの概要
　まず、情報処理装置１００を有する本発明の実施形態に係る情報処理システム（以下、
「情報処理システム１０００」とよぶ。）の概要について説明する。図１は、本発明の実
施形態に係る情報処理システム１０００の概要を説明するための説明図である。
【００３５】
　図１を参照すると、情報処理システム１０００は、コンテンツ信号を送信するコンテン
ツ信号送信装置（外部装置。図１の符号２００、３００、…）と、入力された（あるいは
、受信した）コンテンツ信号に基づく映像や音声を再生する情報処理装置１００とを有す
る。また、コンテンツ信号送信装置２００、３００、…（以下、総称して「コンテンツ信
号送信装置２００」とよぶ場合がある。）と、情報処理装置１００とは、通信インタフェ
ース５０、６０、…で接続される。ここで、本発明の実施形態に係る「接続」とは、例え
ば、装置間において通信が可能な状態にある（あるいは、装置間において通信が可能な状
態とする）ことをいう。また、コンテンツ信号送信装置２００と情報処理装置１００とは
、それぞれ無線／有線で接続することができる。
【００３６】
　ここで、上記コンテンツ信号とは、例えば、映像を表す映像信号および音声を表す音声
信号が含まれる信号である。以下では、コンテンツ信号送信装置２００から送信されるコ
ンテンツ信号を「外部コンテンツ信号」とよび、また、外部コンテンツ信号に含まれる映
像信号を「第２映像信号」、外部コンテンツ信号に含まれる音声信号を「第２音声信号」
とよぶ。また、本発明の実施形態にかかる映像信号とは、静止画像を表す信号であっても
よいし、動画像を表す信号であってもよい。なお、本発明の実施形態にかかるコンテンツ
信号が、映像信号、または音声信号のいずれか一方を含む信号とすることができることは
、言うまでもない。
【００３７】
　情報処理システム１０００における通信インタフェース５０、６０、…としては、例え
ば、デジタル映像信号と当該映像信号に付随するデジタル音声信号とを共に伝送可能なＨ
ＤＭＩ（または、無線ＨＤＭＩ）が挙げられるが、上記に限られない。例えば、情報処理
システム１０００は、Ｄ端子を用いた通信インタフェースおよび光デジタル音声端子を用
いた通信インターフェースなど、映像信号と音声信号とをそれぞれ伝送する通信インタフ
ェースによって、装置間を接続することもできる。以下では、通信インタフェース５０、
６０、…として、ＨＤＭＩを主に例に挙げて説明する。なお、本発明の実施形態に係る映
像信号および音声信号は、デジタル信号に限られず、アナログ信号であってもよい。
【００３８】
　通信インタフェース５０、６０、…がＨＤＭＩである場合、情報処理システム１０００
では、コンテンツ信号送信装置２００がＨＤＭＩソース側に相当し、情報処理装置１００
がＨＤＭＩシンク側に相当する。
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【００３９】
　コンテンツ信号送信装置２００は、外部コンテンツ信号を送信する。より具体的には、
コンテンツ信号送信装置２００は、例えば、記憶部（図示せず）や外部記録媒体（図示せ
ず）から読み出された映像データおよび映像データに付随する音声データを、所定の方式
でデコードする。ここで、上記所定の方式としては、例えば、ＭＰＥＧ（Moving　Pictur
e　Experts　Group）方式などが挙げられる。そして、コンテンツ信号送信装置２００は
、例えば、ベースバンドの映像信号（映像データが示す映像に応じた映像信号）および音
声信号（音声データが示す音声に応じた音声信号）を、ＨＤＭＩソース（図示せず）を介
して情報処理装置１００へ送信する。ここで、ＨＤＭＩソース（図示せず）は、ＨＤＭＩ
に準拠した通信により、上記ベースバンドの映像信号と音信号とを複数チャネルの差動信
号で情報処理装置１００へ一方向に送信する。すなわち、ＨＤＭＩソース（図示せず）は
、コンテンツ信号送信装置２００における送信部としての役目を果たす。
【００４０】
　ここで、コンテンツ信号送信装置２００としては、例えば、ＰＣなどのコンピュータ、
Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク再生機（または、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）レコ
ーダ）やＤＶＤレコーダなどのディスク再生装置、プレイステーション（登録商標）シリ
ーズなどのゲーム機などが挙げられるが、上記に限られない。
【００４１】
　情報処理装置１００は、例えば、第１の再生状態と、第２の再生状態と、再生待機状態
という３つの映像信号と音声信号との再生に関する状態（以下、総称して「再生状態」と
いう。）とを切り替える。
【００４２】
　ここで、第１の再生状態とは、実行されているＯＳに基づいて映像信号、または映像信
号および音声信号が再生される再生状態である。第１の再生状態において再生される映像
としては、例えば、ＯＳの実行により表示画面に表示される基本となる操作画面（いわゆ
る「デスクトップ画面」）や、ＯＳ上で動作する応用ソフトウェアにより表示される画面
などが挙げられるが、上記に限られない。また、第１の再生状態において再生される音声
としては、例えば、上記操作画面におけるユーザ操作に応じて出力される音声や、上記応
用ソフトの実行に伴い再生された音声（例えば、映像データの再生に伴う音声）が挙げら
れる。第１の再生状態における映像信号や音声信号としては、例えば、記憶部（後述する
）や外部記録媒体（図示せず）に記録されたコンテンツデータがデコードされた信号が挙
げられるが、上記に限られない。以下、第１の再生状態に係る映像信号を「第１映像信号
」とよび、第１の再生状態に係る音声信号を「第１音声信号」とよぶ。
【００４３】
　また、第２の再生状態とは、入力された外部コンテンツ信号に基づく第２映像信号や第
２音声信号が再生される再生状態である。ここで、情報処理装置１００は、ＯＳが起動（
実行）されているか否かに依存せず、第２の再生状態を実現する（後述する。）。
【００４４】
　また、再生待機状態とは、第１の再生状態、第２の再生状態のいずれにも該当しない再
生状態である。再生待機状態としては、例えば、情報処理装置１００のＯＳが起動してい
ない待機状態であって、外部コンテンツ信号が入力されていない状態が挙げられる。
【００４５】
　情報処理装置１００は、上記のような３つの再生状態を、例えば、以下の（ａ）～（ｄ
）のように選択的に切り替える。なお、以下では、“再生状態の切り替え”を、“再生状
態の遷移（または、単に「遷移」）”とよぶ場合がある。
【００４６】
（ａ）再生待機状態から第１の再生状態への遷移
　情報処理装置１００は、例えば、再生待機状態のときにユーザによる電源ボタンの押下
が検出されると、ＯＳを起動する。ＯＳが起動されることによって、情報処理装置１００
は、再生待機状態から第１の再生状態へと遷移する。
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【００４７】
（ｂ）再生待機状態から第２の再生状態への遷移
　情報処理装置１００は、例えば、再生待機状態のときにコンテンツ信号送信装置２００
から外部コンテンツ信号が送信されてきた場合には、ＯＳを起動させることなく第２の再
生状態に遷移させる。
【００４８】
（ｃ）第１の再生状態と第２の再生状態との間の遷移
　情報処理装置１００は、例えば、ユーザによる切替デバイス（例えば、切替ボタン）の
操作が検出されると、第１の再生状態と第２の再生状態とを切り替える。
【００４９】
（ｄ）第１の再生状態／第２の再生状態から待機状態への遷移
　情報処理装置１００は、例えば、第１の再生状態／第２の再生状態における映像信号の
入力が無くなったときは、所定の待ち時間待機する。そして、上記所定の時間経過後に映
像信号の入力がないときは、再生待機状態へと遷移する。
【００５０】
　情報処理装置１００は、例えば、上記（ａ）～（ｄ）のように再生状態を切り替える。
なお、本発明の実施形態に係る再生状態の切り替えの条件が、上記（ａ）～（ｄ）に例示
したものに限られないことは、言うまでもない。ここで、情報処理装置１００は、上記（
ｂ）に示すように、ＯＳを起動することなく再生待機状態から第２の再生状態に遷移する
。よって、情報処理装置１００のユーザは、外部コンテンツ信号が表す映像や音声を、Ｏ
Ｓが起動されるまで待つことなく楽しむことができる。また、情報処理装置１００は、上
記（ｃ）に示すように、第１の再生状態と第２の再生状態とを再生待機状態を介さずに切
り替えることができるので、例えば、第１映像信号が表す映像と、第２映像信号が表す映
像とを選択的に切り替えることができる。つまり、情報処理装置１００は、ＯＳの実行状
態に依存せずに、コンテンツ信号送信装置２００から出力される外部コンテンツ信号に基
づく映像や音声を再生することができる。したがって、情報処理装置１００は、ユーザの
利便性を向上を図ることができる。
【００５１】
　また、本発明の実施形態に係る再生状態は、上記第１の再生状態、上記第２の再生状態
に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００には、外部装置から
映像信号（第３映像信号）と音声信号（第３音声信号）とがそれぞれ入力され、情報処理
装置１００は、当該第３映像信号、第３音声信号を再生することができる（第３の再生状
態）。
【００５２】
　また、情報処理装置１００は、例えば、第１映像信号と第２映像信号とをそれぞれ独立
に再生させ、第１音声信号または第２音声信号のいずれか一方を再生させることもできる
（第４の再生状態）。さらに、情報処理装置１００は、例えば、第１映像信号、第２映像
信号、および第３映像信号など複数の映像信号のうちの少なくとも２つの映像信号をそれ
ぞれ独立に再生させ、再生されている映像信号に対応するいずれかの音声信号（第１音声
信号／第２音声信号／第３音声信号）を再生させることもできる（第５の再生状態）。
【００５３】
　ここで、上記第４の再生状態、第５の再生状態における複数の映像信号を独立して再生
する方法としては、例えば、ピクチャー・イン・ピクチャー（Picture　in　Picture）を
用いた方法が挙げられる。ピクチャー・イン・ピクチャーとは、メイン画面の一部の領域
にサブ画面が配置され、それぞれ独立に映像（動画像／静止画像）が表示される表示手法
である。なお、本発明の実施形態に係る第４の再生状態、第５の再生状態における複数の
映像信号を独立して再生する方法は、ピクチャー・イン・ピクチャーを用いることに限ら
れない。例えば、情報処理装置１００は、一の表示画面の中に複数の映像を表示する他の
表示手法を用いて、第４の再生状態、第５の再生状態を実現することができる。また、情
報処理装置１００は、複数の映像信号が示す映像を表示画面内の複数の領域にそれぞれ表
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示することもできる。
【００５４】
　また、情報処理装置１００は、例えば、ユーザによる切替デバイス（例えば、切替ボタ
ン）の操作や後述する操作部１１６の操作に基づいて、第１の再生状態、第２の再生状態
（または第３の再生状態）から、第４の再生状態または第５の再生状態へと切り替える。
ここで、情報処理装置１００は、例えばユーザの上記操作が検出されたとき複数の映像信
号が存在しない場合など、第４の再生状態または第５の再生状態が実現できない場合には
、例えば、第４の再生状態または第５の再生状態へと切り替えず復帰処理を行う。なお、
本発明の実施形態に係る第１の再生状態、第２の再生状態（または第３の再生状態）から
、第４の再生状態または第５の再生状態への切り替え方法が、上記に限られないことは、
言うまでもない。
【００５５】
　情報処理システム１０００は、例えば、上記のような構成によって、コンテンツ信号送
信装置２００、３００、…から出力される外部コンテンツ信号に基づく映像や音声を、情
報処理装置１００が連携して再生することができる。
【００５６】
［２］情報処理装置１００におけるユーザの利便性向上アプローチ
　次に、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００におけるユーザの利便性向上アプロ
ーチについて説明する。情報処理装置１００は、上述した（ａ）～（ｄ）のような再生状
態の切り替えを実現し、ユーザの利便性を向上させるために、例えば、以下の（１）、（
２）の処理を行う。なお、以下では、情報処理装置１００が、第１の再生状態と、第２の
再生状態と、再生待機状態という３つの再生状態を切り替える場合を例に挙げて本発明の
実施形態に係る利便性向上アプローチを説明する。
【００５７】
（１）再生状態変化判定処理
　情報処理装置１００は、例えば、現在の再生状態と、起動信号と、外部コンテンツ信号
の入力に基づく検出信号（検出結果）と、第１映像信号と、切替信号とに基づいて、再生
状態の変化を判定する。
【００５８】
　ここで、情報処理装置１００は、例えば、現在の再生状態を示す再生状態情報が示す情
報に基づいて、現在の再生状態を認識する。例えば、情報処理装置１００は、再生状態が
遷移する毎に、再生状態情報を遷移先の再生状態を示す情報へと更新することによって、
現在の再生状態を認識することができる。再生状態情報は、例えば、第１の再生状態、第
２の再生状態、および再生待機状態が２ビットで表された情報とすることができるが、上
記に限られない。なお、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００における現在の再生
状態の認識方法が、上記再生状態情報を用いることに限られないことは、言うまでもない
。
【００５９】
　また、起動信号とは、例えば、ＯＳの実行に基づいて（後述する制御部１０２において
）生成される信号である。起動信号は、例えば、ＯＳの起動時に生成される。なお、本発
明の実施形態に係る起動信号は、上記に限られず、例えば、ＯＳが実行されているときに
常時（あるいは定期的／非定期的に）生成されてもよい。起動信号が検出されることによ
って、情報処理装置１００は、第１の再生状態での再生が可能なことを認識することがで
きる。また、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００は、ＯＳの実行に基づいて起動
信号を生成することに限らない。例えば、情報処理装置１００は、ＢＩＯＳ（Basic　Inp
ut/Output　System）の実行に基づいて、起動信号を生成することもできる。したがって
、本発明の実施形態に係る起動信号は、基本ソフトウェアの実行に基づいて生成される信
号と捉えることができる。
【００６０】
　また、検出信号は、外部コンテンツ信号が検出されたことを示す信号（検出結果）であ
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る。検出信号が検出されることによって、情報処理装置１００は、第２の再生状態での再
生が可能なことを認識することができる。切替信号は、ユーザ入力に基づいて（後述する
切替入力部１１２において）生成される信号である。切替信号が検出されることによって
、情報処理装置１００は、例えばユーザが第１の再生状態と第２の再生状態とを切り替え
ることを所望していることを認識することができる。
【００６１】
　以下、より具体的に情報処理装置１００における再生状態の変化の判定方法の一例につ
いて説明する。
【００６２】
（１－１）再生待機状態からの変化判定
　再生待機状態であるときに、起動信号が検出された場合には、情報処理装置１００は、
再生待機状態から第１の再生状態へと変化したと判定する。また、情報処理装置１００は
、再生待機状態であるときに、検出信号が検出された場合には、再生待機状態から第２の
再生状態へと変化したと判定する。
【００６３】
（１－２）第１の再生状態からの変化判定
　第１の再生状態のときに第１映像信号が検出されなくなった場合には、情報処理装置１
００は、所定の待ち時間待機する。そして、上記所定の待ち時間経過後にも第１映像信号
が検出されない場合には、第１の再生状態から再生状態が変化したと判定する。ここで、
第１映像信号は、上述したように第１の再生状態に係る映像信号である。例えば、ＯＳが
実行されているとき、情報処理装置１００内には、例えば、ＯＳの実行により表示画面に
表示される基本となる操作画面（いわゆる「デスクトップ画面」）を示す第１映像信号が
存在する。つまり、情報処理装置１００は、第１映像信号の有無を検出することによって
、第１の再生状態における映像の表示が可能か否かを判定することができる。したがって
、情報処理装置１００は、第１映像信号の有無を検出することによって、第１の再生状態
から再生状態が変化したと判定することができる。
【００６４】
　なお、情報処理装置１００が、第１の再生状態からの変化判定に用いる信号は、第１映
像信号に限られない。例えば、情報処理装置１００は、ＯＳの実行中に常時（あるいは定
期的／非定期的に）生成される場合には、起動信号に基づいて第１の再生状態からの変化
を判定することもできる。以下では、情報処理装置１００が、第１映像信号に基づいて上
記（１－２）の処理を行うものとして説明する。
【００６５】
（１－３）第２の再生状態からの変化判定
　第２の再生状態のときに検出信号が検出されなくなった場合には、情報処理装置１００
は、所定の待ち時間待機する。そして、上記所定の待ち時間経過後にも検出信号が検出さ
れない場合には、第２の再生状態から変化したと判定する。
【００６６】
（１－４）切替信号に基づく変化判定
　情報処理装置１００は、切替信号が検出されると、再生状態の変化が生じたと判定する
。
【００６７】
（２）再生状態の切替処理
　情報処理装置１００は、上記（１）の処理における判定結果に応じて、例えば、以下の
（２－１）～（２－４）に示すように、選択的に再生状態を遷移させる。
【００６８】
（２－１）再生待機状態からの遷移
　情報処理装置１００は、上記（１－１）の判定において再生待機状態から第１の再生状
態へと変化したと判定された場合には、第１映像信号に基づく映像と、第１音声信号に基
づく音声を再生させる。なお、例えば、第１音声信号が存在しない場合、情報処理装置１
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００は、第１映像信号に基づく映像のみを再生することができることは、言うまでもない
。
【００６９】
　また、情報処理装置１００は、上記（１－１）の判定において再生待機状態から第２の
再生状態へと変化したと判定された場合には、ＯＳを起動させずに第２映像信号に基づく
映像と、第２音声信号に基づく音声を再生させる。情報処理装置１００におけるＯＳを起
動させずに第２の再生状態を実現するための構成例については、後述する。なお、例えば
、第２映像信号または第２音声信号が存在しない場合、情報処理装置１００は、第２映像
信号に基づく映像、または第２音声信号に基づく音声のいずれか一方を再生することがで
きる。
【００７０】
（２－２）第１の再生状態からの遷移
　上記（１－２）の判定において第１の再生状態から変化したと判定された場合、情報処
理装置１００は、例えば、検出信号の検出結果に基づいて遷移する再生状態を決定する。
例えば、上記の場合において検出信号が検出されているときには、情報処理装置１００は
、第２の再生状態へと遷移する（後述する「復帰処理」と同様の処理。）。また、上記の
場合において検出信号が検出されていないときには、情報処理装置１００は、再生待機状
態へと遷移する（タイムアウト）。
【００７１】
（２－３）第２の再生状態からの遷移
　上記（１－３）の判定において第２の再生状態から変化したと判定された場合、情報処
理装置１００は、例えば、第１映像信号の検出結果に基づいて遷移する再生状態を決定す
る。例えば、上記の場合において第１映像信号が検出されているときには、情報処理装置
１００は、第１の再生状態へと遷移する（後述する「復帰処理」と同様の処理。）。また
、上記の場合において第１映像信号が検出されていないときには、情報処理装置１００は
、再生待機状態へと遷移する（タイムアウト）。
【００７２】
（２－４）切替信号の検出に基づく遷移
　上記（１－４）の判定において切替信号が検出されたと判定された場合には、情報処理
装置１００は、現在の再生状態に応じて遷移する再生状態を決定する。例えば、現在の再
生状態が第１の再生状態である場合には、情報処理装置１００は、第２の再生状態へと遷
移させる。また、現在の再生状態が第２の再生状態である場合には、情報処理装置１００
は、第１の再生状態へと遷移させる。現在の再生状態が再生待機状態である場合には、情
報処理装置１００は再生状態を遷移させない。ここで、情報処理装置１００は、例えば、
記憶された再生状態情報に基づいて、現在の再生状態を認識することができるが、上記に
限られない。
【００７３】
　また、切替信号の検出に基づいて第１の再生状態と第２の再生状態との間で遷移させた
とき、遷移先の再生状態による再生が行えない場合には、情報処理装置１００は、元の再
生状態に遷移させる（復帰処理）。上記のように復帰処理が行われることによって、例え
ばユーザが誤って切替操作を行った場合であっても、表示画面には映像が表示されること
となる。よって、情報処理装置１００は、上記のように復帰処理を行うことによって、ユ
ーザの利便性を向上させることができる。
【００７４】
　情報処理装置１００は、上記（２－１）の処理～（２－４）の処理によって、再生状態
を選択的に遷移させる。図２は、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００における再
生状態の遷移の一例を示す説明図である。ここで、図２は、上記（２－１）の処理～（２
－４）の処理それぞれを図示したものである。以下、図２を参照して、上記（２－１）の
処理～（２－４）の処理について簡単に説明する。
【００７５】
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〔Ａ〕（２－１）の処理
　情報処理装置１００は、再生待機状態Ｓｔ０のとき起動信号が検出されると、第１の再
生状態Ｓｔ１に遷移する。また、情報処理装置１００は、再生待機状態Ｓｔ０のとき検出
信号が検出されると、第２の再生状態Ｓｔ２に遷移する。再生待機状態Ｓｔ０のとき、き
起動信号および検出信号が検出されない場合には、情報処理装置１００は、再生待機状態
Ｓｔ０から他の再生状態へと遷移しない。
【００７６】
〔Ｂ〕（２－２）の処理
　情報処理装置１００は、第１の再生状態Ｓｔ１のとき第１映像信号が検出されないとき
は、第１映像信号入力待ち状態Ｓｔ３に遷移する。そして、情報処理装置１００は、所定
の待ち時間待機する。情報処理装置１００は、上記所定の待ち時間中に第１映像信号が再
度検出された場合には、第１映像信号入力待ち状態Ｓｔ３から第１の再生状態Ｓｔ１へ遷
移する。また、上記所定の待ち時間中に第１映像信号が検出されないとき、検出信号（す
なわち、外部コンテンツ信号の入力に基づく信号）が検出されている場合には、情報処理
装置１００は、第１映像信号入力待ち状態Ｓｔ３から第２の再生状態Ｓｔ２へ遷移する。
そして、上記所定の待ち時間中に第１映像信号が検出されないとき、検出信号（すなわち
、外部コンテンツ信号の入力に基づく信号）が検出されない場合には、情報処理装置１０
０は、第１映像信号入力待ち状態Ｓｔ３から再生待機状態Ｓｔ０へと遷移する。
【００７７】
〔Ｃ〕（２－３）の処理
　情報処理装置１００は、第２の再生状態Ｓｔ２のとき検出信号が検出されないときは、
外部コンテンツ信号入力待ち状態Ｓｔ４に遷移する。そして、情報処理装置１００は、所
定の待ち時間待機する。情報処理装置１００は、上記所定の待ち時間中に検出信号が再度
検出された場合、すなわち外部コンテンツ信号が再度検出された場合には、外部コンテン
ツ信号入力待ち状態Ｓｔ４から第２の再生状態Ｓｔ２へ遷移する。また、上記所定の待ち
時間中に検出信号が検出されないとき、第１映像信号が検出されている場合には、情報処
理装置１００は、外部コンテンツ信号入力待ち状態Ｓｔ４から第１の再生状態Ｓｔ１へ遷
移する。そして、上記所定の待ち時間中に検出信号が検出されないとき、第１映像信号が
検出されない場合には、情報処理装置１００は、外部コンテンツ信号入力待ち状態Ｓｔ４
から再生待機状態Ｓｔ０へと遷移する。
【００７８】
〔Ｄ〕（２－４）の処理
　情報処理装置１００は、第１の再生状態Ｓｔ１のとき切替信号が検出された場合には、
第２の再生状態Ｓｔ２に遷移する。このとき、第２の再生状態Ｓｔ２における再生が行え
ないときは、外部コンテンツ信号入力待ち状態Ｓｔ４を介して、第１の再生状態Ｓｔ１へ
と遷移する（復帰処理）。
【００７９】
　また、情報処理装置１００は、第２の再生状態Ｓｔ２のとき切替信号が検出された場合
には、第１の再生状態Ｓｔ１に遷移する。このとき、第１の再生状態Ｓｔ１における再生
が行えないときは、第１映像信号入力待ち状態Ｓｔ３を介して、第２の再生状態Ｓｔ２へ
と遷移する（復帰処理）。
【００８０】
　情報処理装置１００は、例えば、起動信号、外部コンテンツ信号の入力に基づく検出信
号（検出結果）、第１映像信号、および切替信号に基づいて、図２に示すように再生状態
を遷移させることができる。
【００８１】
　情報処理装置１００は、例えば、上記（１）の処理（再生状態変化判定処理）、および
（２）の処理（再生状態の切替処理）を行うことによって、再生状態を選択的に切り替え
る。したがって、情報処理装置１００は、ＯＳの実行状態に依存せずに外部コンテンツ信
号が表す映像や音声を再生させることができる（第２の再生状態を実現できる）ので、ユ
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ーザの利便性を向上させることができる。
【００８２】
　また、情報処理装置１００は、上記（１）の処理（再生状態変化判定処理）、および（
２）の処理（再生状態の切替処理）によって再生状態を選択的に切り替えるので、再生状
態の切り替えのためにコンテンツ信号送信装置２００と通信を行う必要はない。つまり、
情報処理装置１００を有する情報処理システム１０００は、従来の情報処理装置を備える
情報処理システムのように、情報処理システムを構成する装置を、例えばＣＥＣラインを
用いた通信など特定の機能を備える装置とする必要はない。したがって、情報処理装置１
００は、従来の技術が適用された従来の情報処理装置よりも、より汎用的に接続された装
置間における連携を図ることができる。
【００８３】
［３］情報処理装置１００における再生状態の切り替えに係る処理の具体例
　次に、上記［２］で示したユーザの利便性向上アプローチに係る情報処理装置１００に
おける処理について、より具体的に説明する。図３は、本発明の実施形態に係る情報処理
装置１００における再生状態の切り替えに係る処理の一例を示す流れ図である。ここで、
図３は、情報処理装置１００の現在の再生状態が、再生待機状態である場合の処理の例を
示している。
【００８４】
　情報処理装置１００は、ＯＳが起動されたか否かを判定する（Ｓ１００）。ここで、情
報処理装置１００は、例えば、ＯＳの実行に基づいて生成する起動信号に基づいてステッ
プＳ１００の判定を行うことができる。ステップＳ１００の処理は、第１の再生状態にお
ける再生が可能であるか否かの判定処理に相当する。
【００８５】
　ステップＳ１００においてＯＳが起動されたと判定されない場合には、情報処理装置１
００は、外部コンテンツ信号が検出されたか否かを判定する（Ｓ１０４）。ここで、情報
処理装置１００は、例えば、外部コンテンツ信号の検出に基づく検出信号（検出結果）に
よりステップＳ１０４の判定を行うことができる。ステップＳ１０４の処理は、第２の再
生状態における再生が可能であるか否かの判定処理に相当する。
【００８６】
　ここで、情報処理装置１００とコンテンツ信号送信装置２００とが、ＨＤＭＩで接続さ
れている場合、情報処理装置１００は、例えば、ＴＭＤＳにおけるクロック信号のクロッ
クの変化に基づいて外部コンテンツ信号の入力を検出する。ここで、ＴＭＤＳでは、赤の
色信号、青の色信号、および緑の色信号という複数の色信号と、当該複数の色信号を同期
させるためのクロック信号とが、リンクとして伝送される。つまり、上記クロック信号の
クロックの変化（外部コンテンツ信号が入力されていない基準状態からの変化）が検出さ
れる場合には、複数の色信号も合わせて検出されたと捉えることができるといえる。よっ
て、情報処理装置１００は、上記クロック信号のクロックの変化を検出することによって
、外部コンテンツ信号を検出することができる。
【００８７】
　なお、本発明の実施形態に係る情報処理装置１００における外部コンテンツ信号の検出
方法は、上記に限られない。例えば、外部コンテンツ信号が、映像信号と音声信号とをそ
れぞれ伝送する通信インタフェースによって伝送される場合には、情報処理装置１００は
、各信号が入力される端子の信号レベルの変化に基づいて、外部コンテンツ信号の検出を
行うこともできる。
【００８８】
　ステップＳ１０４において外部コンテンツ信号が検出されたと判定されない場合には、
情報処理装置１００は、ステップＳ１００からの処理を繰り返す。なお、図３では、ステ
ップＳ１００の処理がステップＳ１０４の前に行われる例を示しているが、上記に限られ
ない。例えば、情報処理装置１００は、ステップＳ１０４の処理をステップＳ１００の前
に行うこともできる。上記の場合には、第２の再生状態における再生の優先度が、第１の
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再生状態における再生よりも高くなることとなる。
【００８９】
〔ＯＳが起動されたと判定された場合〕
　ステップＳ１００においてＯＳが起動されたと判定された場合には、情報処理装置１０
０は、ＯＳの実行に基づく表示／音声出力、すなわち、第１映像信号、第１音声信号の再
生を行う（Ｓ１０２；第１の再生状態への切替処理）。
【００９０】
＜第１の再生状態への切替処理の概要＞
　ここで、ステップＳ１０２の処理、すなわち、第１の再生状態への切替処理の概要につ
いて説明する。図４は、本発明の実施形態に係る第１の再生状態への切替処理の一例を示
す流れ図である。ここで、図４は、後述する図６、図７に示す情報処理装置１００におけ
る切替処理の概要を示しており、後述する再生状態切替制御部１０６が行う処理に相当す
る。
【００９１】
　情報処理装置１００は、表示部１０８へ伝達する映像信号を、制御部１０２から伝達さ
れる第１映像信号に切り替える（Ｓ２００）。よって、情報処理装置１００は、第１映像
信号に応じた映像を、表示部１０８の表示画面に表示させることができる。
【００９２】
　情報処理装置１００は、制御部１０２から伝達される第１発光制御信号を表示部１０８
に伝達させる（Ｓ２０２）。ここで、本発明の実施形態に係る発光制御信号とは、表示部
１０８を構成する表示デバイスの各画素を選択的に発光させるための制御信号である。つ
まり、ステップＳ２０２において表示部１０８に伝達される第１発光制御信号は、第１の
表示状態に係る第１映像信号に応じた映像を表示部１０８の表示画面に表示させるための
ものである。
【００９３】
　情報処理装置１００は、音声出力部１１０に伝達する音声信号を制御部１０２から伝達
される第１音声信号に切り替える（Ｓ２０４）。よって、情報処理装置１００は、第１音
声信号に応じた音声を、音声出力部１１０から出力させることができる。
【００９４】
　ここで、図４では、ステップＳ２００の処理の後にステップＳ２０２、Ｓ２０４の処理
が行われる例を示しているが、ステップＳ２００～Ｓ２０４の処理はそれぞれ独立に行う
ことができる。したがって、情報処理装置１００は、例えば、ステップＳ２００～Ｓ２０
４の各処理を行う順序を任意に入れ替えることができ、また、ステップＳ２００～Ｓ２０
４の処理それぞれを同期して行うこともできる。
【００９５】
　情報処理装置１００は、例えば、図４に示す処理によって、第１の再生状態を実現する
。なお、図４に示す各処理による情報処理装置１００のより詳細な動作、および構成につ
いては、後述する。
【００９６】
　再度図３を参照して、情報処理装置１００における再生状態の切り替えに係る処理につ
いて説明する。
【００９７】
〔外部コンテンツ信号が検出されたと判定された場合〕
　ステップＳ１０４において外部コンテンツ信号が検出されたと判定された場合には、情
報処理装置１００は、外部コンテンツ信号に基づく表示／音声出力、すなわち、第２映像
信号、第２音声信号の再生を行う（Ｓ１０６；第２の再生状態への切替処理）。
【００９８】
＜第２の再生状態への切替処理の概要＞
　ここで、ステップＳ１０６の処理、すなわち、第２の再生状態への切替処理の概要につ
いて説明する。図５は、本発明の実施形態に係る第２の再生状態への切替処理の一例を示
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す流れ図である。ここで、図５は、後述する図６、図７に示す情報処理装置１００におけ
る切替処理の概要を示しており、図４に示す第１の再生状態への切替処理と同様に、後述
する再生状態切替制御部１０６が行う処理に相当する。
【００９９】
　情報処理装置１００は、表示部１０８へ伝達する映像信号を、外部コンテンツ信号に基
づく第２映像信号に切り替える（Ｓ３００）。よって、情報処理装置１００は、第２映像
信号に応じた映像を、表示部１０８の表示画面に表示させることができる。
【０１００】
　情報処理装置１００は、外部コンテンツ信号に基づく第２発光制御信号を表示部１０８
に伝達させる（Ｓ３０２）。ここで、第２発光制御信号は、第２の表示状態に係る第２映
像信号に応じた映像を表示部１０８の表示画面に表示させるためのものである。ここで、
情報処理装置１００では、例えば、外部コンテンツ信号が含む第２映像信号の入力に基づ
いて、再生状態切替制御部１０６が第２発光制御信号を生成する。
【０１０１】
　情報処理装置１００は、音声出力部１１０に伝達する音声信号を外部コンテンツ信号に
基づく第２音声信号に切り替える（Ｓ３０４）。よって、情報処理装置１００は、第２音
声信号に応じた音声を、音声出力部１１０から出力させることができる。
【０１０２】
　情報処理装置１００は、音声出力部１１０が備える増幅器（いわゆる「アンプ」）に対
して電源電圧を供給させる（Ｓ３０６）。ここで、情報処理装置１００では、ＯＳの実行
状態に依存せずに第２の再生状態を実現する。つまり、情報処理装置１００では、第２の
再生状態のときにＯＳが実行されているとは限らない。そこで、情報処理装置１００は、
第２の再生状態により再生を行う場合には、音声出力部１１０が備える増幅器に対して電
源電圧を供給させるための処理を行う。よって、情報処理装置１００は、第２音声信号が
増幅された音声信号に応じた音声を、音声出力部１１０から出力させることができる。な
お、ステップＳ３０６を実現するための情報処理装置１００の構成例については、後述す
る。
【０１０３】
　ここで、図５では、ステップＳ３００の処理の後にステップＳ３０２、Ｓ３０４、Ｓ３
０６の処理が行われる例を示しているが、ステップＳ３００～Ｓ３０６の処理はそれぞれ
独立に行うことができる。したがって、情報処理装置１００は、例えば、ステップＳ３０
０～Ｓ３０６の各処理を行う順序を任意に入れ替えることができ、また、ステップＳ３０
０～Ｓ３０６の処理それぞれを同期して行うこともできる。
【０１０４】
　情報処理装置１００は、例えば、図５に示す処理によって、第２の再生状態を実現する
。なお、図５に示す各処理を実現する情報処理装置１００の構成については、後述する。
【０１０５】
　再度図３を参照して、情報処理装置１００における再生状態の切り替えに係る処理につ
いて説明する。ステップＳ１０２またはステップＳ１０６により再生待機状態から第１の
再生状態または第２の再生状態へと遷移すると、情報処理装置１００は、再生状態を切り
替えるか否かを判定する（Ｓ１０８）。ここで、情報処理装置１００は、例えば、第１の
再生状態または第２の再生状態からの状態変化（上記（１－２）、（１－３）の処理）、
または、切替信号（上記（１－４）の処理）に基づいて、ステップＳ１０８の処理を行う
ことができる。
【０１０６】
　ステップＳ１０８において再生状態を切り替えると判定されない場合には、情報処理装
置１００は、映像や音声の再生を終了するか否かを判定する（Ｓ１１６）。ここで、情報
処理装置１００は、例えば、所定の待ち時間中に、第１映像信号および検出信号が検出さ
れない場合に、映像や音声の再生を終了すると判定することができるが、上記に限られな
い。
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【０１０７】
　ステップＳ１１６において映像や音声の再生を終了すると判定されない場合には、情報
処理装置１００は、ステップＳ１０８からの処理を繰り返す。また、ステップＳ１１６に
おいて映像や音声の再生を終了すると判定された場合には、情報処理装置１００は、映像
や音声の再生を終了する。つまり、情報処理装置１００における再生状態は、再生待機状
態へと遷移する。
【０１０８】
　また、ステップＳ１０８において再生状態を切り替えると判定された場合には、情報処
理装置１００は、再生状態を切り替える（Ｓ１１０）。ここで、情報処理装置１００は、
上述した図４または図５に示す切替処理を行うことによって、第１の再生状態と第２の再
生状態とを切り替えることができる。
【０１０９】
　ステップＳ１１０において再生状態の切り替えが行われると、情報処理装置１００は、
再生状態の切り替えが正常に行われたか否かを判定する（Ｓ１１２）。ここで、情報処理
装置１００は、例えば、再生状態の切り替え後所定の待ち時間中に第１映像信号または検
出信号が検出されない場合に、再生状態の切り替えが正常に行われなかったと判定するこ
とができるが、上記に限られない。
【０１１０】
　ステップＳ１１２において再生状態の切り替えが正常に行われたと判定された場合には
、情報処理装置１００は、映像や音声の再生を終了するか否かを判定する（Ｓ１１６）。
【０１１１】
　また、ステップＳ１１２において再生状態の切り替えが正常に行われたと判定されない
場合には、情報処理装置１００は、再生状態を元の再生状態に切り替える（Ｓ１１４；復
帰処理）。そして、情報処理装置１００は、映像や音声の再生を終了するか否かを判定す
る（Ｓ１１６）。
【０１１２】
　情報処理装置１００は、図３～図５に示す処理を行うことによって、起動信号、外部コ
ンテンツ信号の入力に基づく検出信号（検出結果）、第１映像信号、および切替信号に基
づいて、再生状態を遷移させることができる。したがって、情報処理装置１００は、図３
～図５に示す処理を行うことによって、ＯＳの実行状態に依存せずに外部コンテンツ信号
が表す映像や音声を再生させることができる（第２の再生状態を実現できる）ので、ユー
ザの利便性を向上させることができる。
【０１１３】
（本発明の実施形態に係る情報処理装置）
　本発明の実施形態に係る情報処理装置は、上述した利便性向上アプローチによってユー
ザの利便性を向上させることができる。次に、上述した利便性向上アプローチを実現する
ことが可能な、情報処理装置の構成について説明する。
【０１１４】
　以下では、上述した利便性向上アプローチを実現することが可能な情報処理装置として
、第１の実施形態に係る情報処理装置～第３の実施形態に係る情報処理装置を例に挙げて
説明する。また、以下では、第１の実施形態に係る情報処理装置を「情報処理装置１００
」とよび、第２の実施形態に係る情報処理装置を「情報処理装置４００」、第３の実施形
態に係る情報処理装置を「情報処理装置６００」とよぶ場合がある。
【０１１５】
〔１〕第１の実施形態に係る情報処理装置
　図６は、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００の構成の一例を示す説明図
である。ここで、図６では、情報処理システム１０００を構成するコンテンツ信号送信装
置２００を併せて示している。
【０１１６】
　図６を参照すると、情報処理装置１００は、制御部１０２と、外部入力部１０４と、再
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生状態切替制御部１０６と、表示部１０８と、音声出力部１１０と、切替入力部１１２と
、記憶部１１４と、操作部１１６とを備える。また、情報処理装置１００は、各構成要素
を駆動させるための電源電圧を供給する電源（図６では図示せず）などを備えることがで
きる。
【０１１７】
　また、情報処理装置１００は、ＲＯＭ（Read　Only　Memory；図示せず）や、ＲＡＭ（
Random　Access　Memory；図示せず）、通信部（図示せず）などを備えてもよい。情報処
理装置１００は、例えば、データの伝送路としてのバス（bus）により各構成要素間を接
続することができる。ここで、ＲＯＭは、制御部１０２が使用するプログラムや演算パラ
メータなどの制御用データを記憶する。ＲＡＭは、制御部１０２により実行されるプログ
ラムなどを一次記憶する。通信部（図示せず）は、ネットワークを介して（あるいは、直
接的に）外部装置と有線／無線で通信を行う役目を果たす。ここで、ネットワークとして
は、例えば、ＬＡＮ（Local　Area　Network）やＷＡＮ（Wide　Area　Network）などの
有線ネットワーク、基地局を介した無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ；Wireless　Wide　Area　Netw
ork）や無線ＭＡＮ（ＷＭＡＮ；Wireless　Metropolitan　Area　Network）などの無線ネ
ットワーク、あるいは、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission　Control　Protocol/Internet　Pr
otocol）などの通信プロトコルを用いたインターネットなどが挙げられるが、上記に限ら
れない。また、通信部（図示せず）としては、例えば、通信アンテナおよびＲＦ回路（無
線通信）や、ＩＥＥＥ８０２．１５．１ポートおよび送受信回路（無線通信）、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｂポートおよび送受信回路（無線通信）、あるいはＬＡＮ端子および送受信
回路（有線通信）などが挙げられるが、上記に限られない。
【０１１８】
　制御部１０２は、例えば、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）やチップセットなどで
構成され、情報処理装置１００全体を制御する。また、制御部１０２は、例えば、ＯＳや
ＢＩＯＳなどの基本ソフトウェアを実行し、さらにＯＳ上で各種アプリケーション（応用
プログラム）を実行する。よって、制御部１０２は、情報処理装置１００において、ＯＳ
などの基本ソフトウェアの実行に基づく第１映像信号、第１音声信号を出力する役目を果
たすことができる。また、制御部１０２は、例えば、ＯＳの起動時に起動信号を生成し、
再生状態切替制御部１０６に伝達する。
【０１１９】
　また、制御部１０２は、第１映像信号を再生状態切替制御部１０６へ伝達し、第１音声
信号を音声出力部１１０へと伝達する。また、制御部１０２は、第１映像信号の出力と同
期して、第１発光制御信号を出力する。なお、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装
置１００は、上記に限られず、制御部１０２が、第１映像信号および第１音声信号を再生
状態切替制御部１０６に伝達し、再生状態切替制御部１０６が第１音声信号を音声出力部
１１０に伝達することもできる。
【０１２０】
　外部入力部１０４は、コンテンツ信号送信装置２００などの外部装置と接続され、外部
入力部１０４には、当該外部装置から送信される外部コンテンツ信号が入力される。ここ
で、外部入力部１０４としては、例えば、ＨＤＭＩ端子が挙げられるが、上記に限られな
い。外部入力部１０４に入力された外部コンテンツ信号は、再生状態切替制御部１０６へ
と伝達される。
【０１２１】
　再生状態切替制御部１０６は、上述した（１）の処理（再生状態変化判定処理）、およ
び（２）の処理（再生状態の切替処理）を行うことによって、再生状態を選択的に切り替
える役目を果たす。
【０１２２】
　より具体的には、再生状態切替制御部１０６は、制御部１０２から伝達される第１映像
信号、または外部入力部１０４から伝達される外部コンテンツ信号に基づく第２映像信号
を表示部１０８へ選択的に出力する。また、再生状態切替制御部１０６は、第２映像信号
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を表示部１０８へ出力する場合には、第２映像信号の出力と同期して第２発光制御信号を
出力する。さらに、再生状態切替制御部１０６は、例えば、第１発光制御信号または第２
発光制御信号を選択的に出力するセレクタ（例えば、後述するセレクタＳＥＬ２）に対し
て、出力する信号を選択させるための発光選択制御信号を出力する。よって、再生状態切
替制御部１０６は、第１発光制御信号、または第２発光制御信号を、表示部１０８に伝達
する映像信号に応じて選択的に伝達させることができる。
【０１２３】
　また、再生状態切替制御部１０６は、外部コンテンツ信号に基づく第２音声信号、およ
び音声切替制御信号を音声出力部１１０へ伝達する。ここで、上記音声切替制御信号とは
、音声出力部１１０において再生される音声信号を切り替えるための信号である。再生状
態切替制御部１０６は、例えば、第２音声信号と同期して上記音声切替制御信号を音声出
力部１１０に伝達することによって、音声出力部１１０から出力される音声の切り替えを
制御することができる。
【０１２４】
　なお、図６では、制御部１０２が第１音声信号を音声出力部１１０へと伝達する構成を
示しているが、上記に限られない。例えば、制御部１０２が、第１映像信号および第１音
声信号を再生状態切替制御部１０６に伝達する構成である場合には、再生状態切替制御部
１０６は、第１音声信号、または第２音声信号のいずれかを選択的に音声出力部１１０に
伝達することもできる。上記の構成であっても、再生状態切替制御部１０６は、音声出力
部１１０から出力される音声の切り替えを制御することができる。
【０１２５】
　表示部１０８は、情報処理装置１００が備える表示手段である。表示部１０８には、映
像信号（第１映像信号／第２映像信号）および発光制御信号（第１発光制御信号／第２発
光制御信号）が伝達され、伝達される映像信号に応じた映像を表示画面に表示する。
【０１２６】
　ここで、表示部１０８としては、例えば、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display。液晶デ
ィスプレイ）や有機ＥＬディスプレイ（organic　ElectroLuminescence　display。また
は、ＯＬＥＤディスプレイ（Organic　Light　Emitting　Diode　display）ともよばれる
。）などの表示デバイスが挙げられるが、上記に限られない。なお、本発明の第１の実施
形態に係る情報処理装置１００は、装置内に表示部１０８を備える構成（表示デバイスが
一体化された構成）とすることができるが、上記に限られない。例えば、情報処理装置１
００は、表示デバイスを装置内に備えず、外部装置としての表示デバイスに第１映像信号
または第２映像信号を選択的に出力することもできる。
【０１２７】
　音声出力部１１０は、伝達される第１音声信号または第２音声信号に応じた音声を出力
する。ここで、音声出力部１１０は、例えば、オーディオコーデックや、ＤＳＰ（Digita
l　Signal　Processor）、増幅器（アンプ）やスピーカなどから構成される音声出力デバ
イスが挙げられるが、上記に限られない。
【０１２８】
　切替入力部１１２は、切替信号を生成し、当該切替信号を再生状態切替制御部１０６に
伝達する役目を果たす。切替入力部１１２としては、例えば、ボタンやスイッチなどの、
ユーザが操作可能な操作デバイスが挙げられるが、上記に限られない。例えば、切替入力
部１１２は、情報の表示と操作とが可能なタッチスクリーン（touch　screen）で構成す
ることもできる。
【０１２９】
　記憶部１１４は、情報処理装置１００が備える情報の記憶手段である。情報処理装置１
００は、記憶部１１４を備えることによって、ＯＳ（基本ソフトウェア）やアプリケーシ
ョン（応用ソフトウェア）、映像や音声を表すコンテンツデータ、現在の再生状態を示す
再生状態情報など様々なデータ（情報）を記憶することができる。ここで、図６では、記
憶部１１４が、コンテンツデータＡ１２０、コンテンツデータＢ１２２、アプリケーショ
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ン１２４、ＯＳ１２６、…が記憶されている例を示している。
【０１３０】
　ここで、記憶部１１４としては、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）などの磁気記
録媒体や、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programmable　Read　Only　M
emory）、フラッシュメモリ（flash　memory）、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Random　
Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）、ＰＲＡＭ
（Phase　change　Random　Access　Memory）などの不揮発性メモリ（nonvolatile　memo
ry）が挙げられるが、上記に限られない。
【０１３１】
　操作部１１６は、ユーザによる操作を可能とする情報処理装置１００が備える操作手段
である。情報処理装置１００は、操作部１１６を備えることによって、情報処理装置１０
０のユーザが所望する処理を情報処理装置１００に行わせることができる。ここで、操作
部１１６としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや、ボタン、方
向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクタ、あるいは、これらの組み合わせなどが挙
げられるが、上記に限られない。
【０１３２】
　情報処理装置１００は、上記の構成によって、上述したアプローチを実現し、ユーザの
利便性を向上させることができる。以下、情報処理装置１００のハードウェア構成の一例
を参照しながら、より具体的に上述したアプローチを実現することが可能な情報処理装置
１００の構成について説明する。
【０１３３】
［情報処理装置１００のハードウェア構成例］
　図７は、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェア構成の一例
を示す説明図である。なお、図７では、説明の簡単化のために、図６に示す記憶部１１４
、操作部１１６を省略している。また、図７では、各構成要素を駆動させるための電源電
圧を供給する電源１３４を示しているが、構成要素それぞれに電源電圧を供給する電源電
圧線は、一部を除き省略している。
【０１３４】
　図７を参照すると、情報処理装置１００は、大きく分けると、マザーボード１３０と、
アドオンボード１３２と、表示部１０８の役目を果たす表示デバイス１５４とを備える。
【０１３５】
　ここで、図７では、図６に示す構成要素の内、制御部１０２、音声出力部１１０がマザ
ーボード１３０に備えられる構成を示している。また、図７では、図６に示す構成要素の
内、外部コンテンツ信号の入力および再生状態の切替処理に係る、外部入力部１０４、再
生状態切替制御部１０６、切替入力部１１２がアドオンボード１３２に備えられる構成を
示している。上記のように、外部コンテンツ信号の入力および再生状態の切替処理に係る
構成要素をアドオンボード（add-on　board）の形で備えることによって、情報処理装置
１００は、外部コンテンツ信号の再生に係る機能の有効化／無効化が容易となる。例えば
、アドオンボード１３２を備えない情報処理装置は、図７に示すグラフィックチップ１４
４から第１映像信号が信号線ＬＧ１により直接表示デバイス１５４に伝達される。また、
アドオンボード１３２を備えない情報処理装置は、グラフィックチップ１４４から出力さ
れる第１発光制御信号は、信号線ＬＥ１、および信号線ＬＥ１側が選択されたセレクタＳ
ＥＬ２を介して、表示デバイス１５４に伝達される。
【０１３６】
　また、外部コンテンツ信号の入力および再生状態の切替処理に係る構成要素をアドオン
ボード１３２で実現することによって、外部コンテンツ信号の再生に係る機能を有する情
報処理装置１００と、当該機能を有さない情報処理装置との設計の共通化を図ることがで
きる。なお、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００が、外部コンテンツ信号
の入力および再生状態の切替処理に係る構成要素をマザーボードに備えることができるこ
とは、言うまでもない。
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【０１３７】
〔マザーボード１３０〕
　マザーボード１３０は、制御部１０２と、音声出力部１１０と、電源１３４と、スイッ
チング部１３６と、発光制御信号選択部１３８とを備える。
【０１３８】
　制御部１０２は、ＭＰＵ１４０と、チップセット１４２と、グラフィックチップ１４４
とから構成される。
【０１３９】
　チップセット１４２は、例えば、ＭＰＵ１４０の処理結果やチップセット１４２が備え
る処理回路の処理結果に基づいて、第１映像信号および第１発光制御信号をグラフィック
チップ１４４に出力させ、また第１音声信号をオーディオコーデック１５６に出力させる
。グラフィックチップ１４４は、チップセット１４２から伝達される命令に基づいて、例
えば、記憶部１１４に記憶された各種データをデコードすることによって第１映像信号を
出力し、第１映像信号と同期して第１発光制御信号を出力する。なお、図７では、音声出
力部１１０がオーディオコーデック１５６を有する構成を示しているが、上記に限られず
、制御部１０２がオーディオコーデック１５６を有してもよい。
【０１４０】
　また、チップセット１４２は、第１音声信号をオーディオコーデック１５６に出力させ
る場合には、信号線ＬＳ５を介してスイッチング部１３６に第２電源供給信号を伝達する
。ここで、第２電源供給信号は、電源１３４から供給される電源電圧ＰＯＷＥＲ２を音声
出力デバイス１６０の増幅器（アンプ）へ伝達させるための信号である。
【０１４１】
　また、チップセット１４２は、例えばＭＰＵ１４０によりＯＳの起動時に生成された起
動信号を、信号線Ｌ１を介して再生状態切替制御部１０６の切替制御部１５０へ伝達する
。
【０１４２】
　上記の構成によって、制御部１０２は、第１映像信号、第１音声信号を選択的に出力す
る（出力させる）ことができる。
【０１４３】
　音声出力部１１０は、オーディオコーデック１５６と、ＤＳＰ１５８と、音声出力デバ
イス１６０とから構成される。
【０１４４】
　オーディオコーデック１５６は、チップセット１４２から伝達される命令に基づいて、
例えば、記憶部１１４に記憶された第１映像信号に対応するデータのデコードやデータ形
式の変換などを行い、第１音声信号を出力する。ここで、オーディオコーデック１５６は
、ハードウェアで実現することができ、またソフトウェアで実現することもできる。オー
ディオコーデック１５６がソフトウェアで実現される場合には、例えば、ＭＰＵ１４０や
ＤＳＰ１５８によって実行される。
【０１４５】
　ＤＳＰ１５８は、信号線ＬＳ２から伝達される音声切替制御信号に基づいて、伝達され
る第１音声信号、第２音声信号を選択的に音声出力デバイスに伝達する。また、ＤＳＰ１
５８は、出力する音声信号に対して、例えばエフェクト処理やノイズ除去処理など様々な
処理を施すことができる。
【０１４６】
　音声出力デバイス１６０は、ＤＳＰ１５８からの音声信号の伝達に応じて、音声信号に
基づく音声を出力する。音声出力デバイス１６０は、増幅器（アンプ）やスピーカ、ある
いは、外部装置としてのイヤホンが接続可能なイヤホンジャックなどを備える。ここで、
図７では、音声出力デバイス１６０に電源１３４から出力される電源電圧ＰＯＷＥＲ２が
入力されているが、これは、増幅器への電源電圧の供給を示している。なお、上述したよ
うに、図７では、その他の構成要素に対する電源電圧の供給は省略している。
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【０１４７】
　電源１３４は、情報処理装置１００が備える電源供給手段であり、各構成要素を駆動さ
せるための駆動電圧を供給する役目を果たす。なお、図７では、情報処理装置１００がマ
ザーボード１３０上に電源１３４を備える構成を示しているが、上記に限られないことは
、言うまでもない。
【０１４８】
　スイッチング部１３６は、第２の再生状態において、音声出力デバイス１６０の増幅器
へ伝達する電源電圧ＰＯＷＥＲ２をＯＳの実行状態に依存せずに供給するために設けられ
る。スイッチング部１３６は、論理和演算回路とスイッチング素子ＳＷ１とを備える。論
理和演算回路は、信号線ＬＳ５から伝達される第２電源供給信号と信号線ＬＳ４から伝達
される第１電源供給信号との少なくとも一方が入力されると、電源電圧ＰＯＷＥＲ２を選
択的に音声出力デバイス１６０の増幅器に伝達させるための電源供給信号を出力する。ス
イッチング素子ＳＷ１は、論理和演算回路から出力される電源供給信号に基づいて、電源
電圧ＰＯＷＥＲ２を選択的に音声出力デバイス１６０の増幅器に伝達させる。スイッチン
グ素子ＳＷ１としては、例えば、ｎチャネル型のＭＯＳＦＥＴ（Metal　Oxide　Semicond
uctor　Field　effect　transistor）が挙げられるが、上記に限られない。上記の場合、
論理和演算回路から出力される電源電圧ＰＯＷＥＲ２を音声出力デバイス１６０の増幅器
に伝達させるための電源供給信号の信号レベルはハイレベルとなる。また、上記の場合、
スイッチング部１３６は、信号線ＬＳ５から伝達される第２電源供給信号、または信号線
ＬＳ４から伝達される第１電源供給信号のいずれか一方がハイレベルのとき、電源電圧Ｐ
ＯＷＥＲ２が音声出力デバイス１６０の増幅器に伝達される。
【０１４９】
　上記の構成をとることによって、スイッチング部１３６は、第２の再生状態において、
音声出力デバイス１６０の増幅器へ伝達する電源電圧ＰＯＷＥＲ２をＯＳの実行状態に依
存せずに供給することができる。よって、情報処理装置１００は、第２の再生状態におい
て、ＯＳの実行状態に依存せずに第２音声信号に基づく音声を音声出力部１１０から出力
することができる。
【０１５０】
　発光制御信号選択部１３８は、セレクタＳＥＬ２を備え、信号線ＬＳ３から伝達される
発光選択制御信号に基づいて、信号線ＬＥ１から伝達される第１発光制御信号、または信
号線ＬＥ２から伝達される第２発光制御信号を選択的に表示デバイス１５４へ出力する。
【０１５１】
〔アドオンボード１３２〕
　アドオンボード１３２は、外部入力部１０４の役目を果たす外部入力端子１４６と、再
生状態切替制御部１０６と、切替入力部１１２の役目を果たす切替スイッチ１６２とを備
える。
【０１５２】
　外部入力端子１４６は、コンテンツ信号送信装置２００などの外部装置から送信される
外部コンテンツ信号を受信する。ここで、外部入力端子１４６としては、例えば、ＨＤＭ
Ｉ端子が挙げられるが、上記に限られない。例えば、外部入力端子１４６は、映像信号（
第３映像信号）が入力されるＤ端子、および音声信号（第３音声信号）が入力される光デ
ジタル音声端子で構成することもできる。また、外部入力端子１４６は、アナログ信号の
映像信号（第３映像信号の一例）が入力されるコンポジット端子、およびアナログ信号の
音声信号（第３音声信号の一例）が入力されるアナログ音声端子で構成することもできる
。なお、上記の場合、第３映像信号、第３音声信号が再生される再生状態は、第２の再生
状態に対応する第３の再生状態と捉えることができる。図７では、情報処理装置１００が
、外部入力端子１４６としてＨＤＭＩ端子を備える場合を例に挙げて説明する。
【０１５３】
　また、図７では、情報処理装置１００が、１つの外部入力端子１４６を備える構成を示
しているが、上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る情報処理装置は、複数
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の外部入力端子を備えることもできる。
【０１５４】
　再生状態切替制御部１０６は、レシーバ１４８（外部コンテンツ信号検出部）と、切替
制御部１５０と、映像信号選択部１５２とを備える。なお、再生状態切替制御部１０６は
、信号線ＬＧ１から伝達される第１映像信号を検出して検出結果を切替制御部１５０へ伝
達する第１映像信号検出部（図示せず）をさらに備えることができる。
【０１５５】
　レシーバ１４８は、外部入力端子１４６が受信した外部コンテンツ信号に基づく第２映
像信号を信号線ＬＧ２から出力し、外部コンテンツ信号に基づく第２音声信号を信号線Ｌ
Ａ１から出力する。
【０１５６】
　また、レシーバ１４８は、外部コンテンツ信号の入力を検出し、外部コンテンツ信号の
入力に基づく検出信号（検出結果）を信号線Ｌ２を介して切替制御部１５０に伝達する。
ここで、レシーバ１４８は、例えば、ＴＭＤＳにおけるクロック信号のクロックの変化に
基づいて外部コンテンツ信号の入力を検出することができるが、上記に限られない。また
、レシーバ１４８は、例えば、外部コンテンツ信号が入力されたか否かを示す１ビットの
信号を検出信号として出力するが、上記に限られない。例えば、レシーバ１４８は、外部
コンテンツ信号に基づく第２映像信号そのものを検出信号として出力することもできる。
レシーバ１４８としては、例えば、ＨＤＭＩレシーバが挙げられるが、上記に限られない
。
【０１５７】
　切替制御部１５０は、例えば、現在の再生状態を表す再生状態情報と、各信号線から伝
達される各種信号に基づいて、例えば、以下の〔ａ〕～〔ｄ〕の処理によって再生状態を
遷移させる。また、切替制御部１５０は、再生状態が遷移されると、例えば再生状態情報
を更新させる。ここで、上記各種信号としては、例えば、信号線Ｌ１から伝達される起動
信号、信号線Ｌ２から伝達される検出信号、信号線Ｌ３から伝達される切替信号、信号線
ＬＧ１に伝達された第１映像信号の検出信号（図示せず）が挙げられる。
【０１５８】
〔ａ〕再生待機状態から第１の再生状態への遷移
　再生待機状態のとき起動信号が伝達されると、切替制御部１５０は、信号線ＬＳ１を介
して、映像信号選択部１５２が備えるセレクタＳＥＬ１に第１映像信号を選択的に出力さ
せるための映像信号切替制御信号を伝達する。上記映像信号切替制御信号が伝達されるこ
とによって、セレクタＳＥＬ１からは、信号線ＬＧ１から伝達される第１映像信号が出力
される。
【０１５９】
　また、切替制御部１５０は、信号線ＬＳ２を介して、音声出力部１１０が備えるＤＳＰ
１５８に第１音声信号を選択的に出力させるための音声切替制御信号を伝達する。上記音
声切替制御信号が伝達されることによって、ＤＳＰ１５８からは、オーディオコーデック
１５６から伝達される第１音声信号が出力される。
【０１６０】
　さらに、切替制御部１５０は、信号線ＬＳ３を介して、発光制御信号選択部１３８が備
えるセレクタＳＥＬ２に第１発光制御信号を選択的に出力させるための発光選択制御信号
を伝達する。上記発光選択制御信号が伝達されることによって、発光制御信号選択部１３
８からは、信号線ＬＥ１から伝達される第１発光制御信号が出力される。
【０１６１】
　切替制御部１５０が上記の処理を行うことによって、表示デバイス１５４には第１映像
信号および第１発光制御信号が伝達されて第１映像信号に基づく映像が表示され、また、
音声出力部１１０からは第１音声信号に基づく音声が出力される。したがって、情報処理
装置１００の再生状態は、再生待機状態から第１の再生状態へと遷移される。
【０１６２】
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〔ｂ〕再生待機状態から第２の再生状態への遷移
　再生待機状態のとき検出信号が伝達されると、切替制御部１５０は、信号線ＬＳ１を介
して、映像信号選択部１５２が備えるセレクタＳＥＬ１に第２映像信号を選択的に出力さ
せるための映像信号切替制御信号を伝達する。上記映像信号切替制御信号が伝達されるこ
とによって、セレクタＳＥＬ１からは、信号線ＬＧ２から伝達される第２映像信号が出力
される。
【０１６３】
　また、切替制御部１５０は、信号線ＬＳ２を介して、音声出力部１１０が備えるＤＳＰ
１５８に第２音声信号を選択的に出力させるための音声切替制御信号を伝達する。上記音
声切替制御信号が伝達されることによって、ＤＳＰ１５８からは、信号線ＬＡ２から伝達
される第２音声信号が出力される。
【０１６４】
　また、切替制御部１５０は、信号線ＬＥ２を介して、第２発光制御信号を発光制御信号
選択部１３８が備えるセレクタＳＥＬ２に伝達する。そして、切替制御部１５０は、信号
線ＬＳ３を介して、発光制御信号選択部１３８が備えるセレクタＳＥＬ２に第２発光制御
信号を選択的に出力させるための発光選択制御信号を伝達する。上記発光選択制御信号が
伝達されることによって、発光制御信号選択部１３８からは、信号線ＬＥ２から伝達され
る第２発光制御信号が出力される。
【０１６５】
　さらに、切替制御部１５０は、電源電圧ＰＯＷＥＲ２を選択的に音声出力デバイス１６
０の増幅器に伝達させるために、信号線ＬＳ４を介して、第１電源供給信号をスイッチン
グ部１３６の論理和演算回路に伝達する。上記第１電源供給信号が伝達されることによっ
て、スイッチング部１３６からは、ＯＳの実行状態に依存せずに電源電圧ＰＯＷＥＲ２が
音声出力デバイス１６０の増幅器に伝達される。
【０１６６】
　切替制御部１５０が上記の処理を行うことによって、表示デバイス１５４には第２映像
信号および第２発光制御信号が伝達されて第２映像信号に基づく映像が表示され、また、
音声出力部１１０からは第２音声信号に基づく音声が出力される。また、切替制御部１５
０が上記の処理を行うことによって、情報処理装置１００は、ＯＳの実行状態に依存せず
に第２の再生状態が実現される。したがって、情報処理装置１００は、ＯＳの実行状態に
依存せずに、再生待機状態から第２の再生状態へと遷移させることができるので、ユーザ
の利便性を向上させることができる。
【０１６７】
〔ｃ〕第１の再生状態と第２の再生状態との間の遷移
　第１の再生状態、または第２の再生状態のとき切替信号が検出されると、切替制御部１
５０は、現在の再生状態および遷移先の再生状態に応じて、映像信号切替制御信号、音声
切替制御信号、第２発光制御信号、第１電源供給信号を対応する信号線に出力する。切替
制御部１５０が上記の処理を行うことにより、情報処理装置１００は、上記〔ａ〕、〔ｂ
〕と同様の動作によって、第１の再生状態、または第２の再生状態を実現することができ
る。したがって、情報処理装置１００は、第１の再生状態と第２の再生状態との間で再生
状態を遷移させることができる。
【０１６８】
〔ｄ〕第１の再生状態／第２の再生状態から待機状態への遷移
　第１の再生状態、または第２の再生状態のとき、映像信号（第１の映像信号、または第
２映像信号）の入力が検出されなくなったときは、切替制御部１５０は、所定の待ち時間
待機する。そして、上記所定の時間経過後に映像信号の入力が検出されないときは、切替
制御部１５０は、再生待機状態へと移行する処理を行う。ここで、切替制御部１５０にお
ける上記再生待機状態へと移行する処理としては、例えば、セレクタＳＥＬ１、セレクタ
ＳＥＬ２の選択位置を予め定められた待機位置とさせることなどが挙げられるが、上記に
限られない。
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【０１６９】
　切替制御部１５０が上記〔ａ〕の処理～〔ｄ〕の処理を行うことによって、図２に示す
再生状態の遷移が実現される。したがって、切替制御部１５０は、再生状態切替制御部１
０６において、上記（１）の処理（再生状態変化判定処理）、および（２）の処理（再生
状態の切替処理）を実質的に行う役目を果たす。つまり、切替制御部１５０は、再生状態
の変化を判定する状態変化判定部と、第１の再生状態と第２の再生状態とを選択的に切り
替える再生処理切替部として機能する。
【０１７０】
　映像信号選択部１５２は、セレクタＳＥＬ１を備え、切替制御部１５０から信号線ＬＳ
１介して伝達される映像信号切替制御信号に基づいて、第１映像信号または第２映像信号
を選択的に出力する。
【０１７１】
　再生状態切替制御部１０６は、上記のような構成によって、上記（１）の処理（再生状
態変化判定処理）、および（２）の処理（再生状態の切替処理）を実現させることができ
る。
【０１７２】
　切替スイッチ１６２は、ユーザが操作可能な操作入力デバイスであり、操作入力に応じ
て、切替信号を信号線Ｌ３を介して切替制御部１５０で伝達する。ここで、切替スイッチ
１６２としては、例えば、押しボタン式のスイッチや、タッチセンサなどが挙げられるが
、上記に限られない。
【０１７３】
　情報処理装置１００は、例えば、図７に示すハードウェア構成によって、上述した利便
性向上アプローチを実現する。なお、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００
のハードウェア構成が、図７に示す構成に限られないことは、言うまでもない。
【０１７４】
　以上のように、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００は、再生状態切替制
御部１０６を備え、上記（１）の処理（再生状態変化判定処理）、および（２）の処理（
再生状態の切替処理）を行うことによって、再生状態を選択的に切り替える。例えば、情
報処理装置１００は、再生待機状態から第２の再生状態に遷移させるときには、表示部１
０８の表示画面に表示される映像、音声出力部１１０から出力される音声を、外部コンテ
ンツ信号に基づく第２映像信号、第２音声信号に切り替える。ここで、情報処理装置１０
０における第２の再生状態への切り替え処理は、外部コンテンツ信号の入力に応じて再生
状態切替制御部１０６がＯＳの実行状態に依存せずに行う。よって、情報処理装置１００
のユーザは、コンテンツ信号送信装置２００などの外部装置から外部コンテンツ信号を送
信させれば、外部コンテンツ信号に応じた映像、音声を情報処理装置１００を用いて楽し
むことができる。したがって、情報処理装置１００は、ＯＳの実行状態に依存せずに外部
コンテンツ信号が表す映像や音声を再生させることができる（第２の再生状態を実現でき
る）ので、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０１７５】
　また、情報処理装置１００は、再生状態切替制御部１０６が再生状態の切り替えを制御
するので、例えば、表示デバイス１５４用の電源スイッチを備えなくても、外部コンテン
ツ信号の入力に応じて外部コンテンツ信号に応じた映像を表示させることができる。よっ
て、情報処理装置１００は、ＯＳを起動させるためのスイッチ（例えば、ＰＣの電源スイ
ッチ）と、表示デバイス１５４用の電源スイッチとの双方を備える必要はないので、複数
の電源ボタンを備えることによるユーザの利便性の低下を防止することができる。また、
上記構成により、情報処理装置１００は、消費電力の低減を図ることができる。
【０１７６】
　さらに、情報処理装置１００は、上記（１）の処理（再生状態変化判定処理）、および
（２）の処理（再生状態の切替処理）によって再生状態を選択的に切り替えるので、再生
状態の切り替えのためにコンテンツ信号送信装置２００と通信を行う必要はない。つまり
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、情報処理装置１００を有する情報処理システム１０００は、従来の情報処理装置を備え
る情報処理システムのように、情報処理システムを構成する装置を、例えばＣＥＣライン
を用いた通信など特定の機能を備える装置とする必要はない。したがって、情報処理装置
１００は、従来の技術が適用された従来の情報処理装置よりも、より汎用的に接続された
装置間における連携を図ることができる。
【０１７７】
〔２〕第２の実施形態に係る情報処理装置
　本発明の実施形態に係る情報処理装置は、例えば図６に示す構成によって、再生状態の
選択的な切り替えを実現し、ユーザの利便性を向上させることができる。しかしながら、
本発明の実施形態に係る情報処理装置の構成は、例えば図６に示す第１の実施形態に係る
情報処理装置１００の構成に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る情報処理装置
は、選択的に切り替えられる再生状態に応じた処理を行うことによって、ユーザの利便性
をさらに向上させることができる。
【０１７８】
　例えば、リモートコントローラ（remote　controller）などの外部装置から送信された
音量の調整に関する音量調整情報が受信されたとき、情報処理装置が再生状態によらず第
１音声信号、および第２音声信号（または第３音声信号）の双方の再生音量が調整する場
合を想定する。このとき、情報処理装置は、ユーザが音量の調整を所望した音声信号以外
の音声信号の再生音量も調整してしまうので、再生状態の切り替えが行われたときに再生
される音声信号の再生音量がユーザの意図しない状態となることが起こりうる。また、上
記の場合、ユーザは、再生音量の調整を再度行わなければならないため、ユーザの利便性
を損ねる恐れがある。
【０１７９】
　そこで、次に、本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置として、受信した音量調整
情報と再生状態とに基づいて再生音量を調整する対象（例えば、第１音声信号、第２音声
信号など）を選択的に切り替えることによりユーザの利便性をさらに向上させることが可
能な、情報処理装置４００について説明する。
【０１８０】
　ここで、本発明の実施形態に係る音声調整情報は、例えば、再生音量を上げる、または
下げるレベルを規定する情報とすることができるが、上記に限られない。例えば、本発明
の実施形態に係る音声調整情報は、最大音量に対する割合など、再生音量を直接的に規定
する情報であってもよい。また、本発明の実施形態に係る音声調整情報は、例えば、消音
の状態（いわゆる、ミュート状態）とさせる情報を含むことができる。
【０１８１】
［第２の実施形態に係る利便性向上アプローチの概要］
　図６を参照して説明したように、第１の実施形態に係る情報処理装置１００では、制御
部１０２が第１音声信号を音声出力部１１０へ伝達する。ここで、制御部１０２は、再生
状態切替制御部１０６のように再生状態を選択的に切り替える機能を有さないので、任意
の時点における再生状態を直接的に把握することはできない。つまり、仮に制御部１０２
に音声調整情報が伝達された場合、制御部１０２は、第１音声信号の再生音量を音声調整
情報に応じて調整すべきか否かを直接的に認識することはできない。
【０１８２】
　また、情報処理装置１００では、再生状態切替制御部１０６が外部から入力された音声
信号（例えば第２音声信号、第３音声信号）を音声出力部１１０へ伝達する。ここで、再
生状態切替制御部１０６は、再生状態を選択的に切り替える機能を有するので、任意の時
点における再生状態を把握することができる。つまり、仮に再生状態切替制御部１０６に
音声調整情報が伝達された場合には、再生状態切替制御部１０６は、外部から入力された
音声信号の再生音量を音声調整情報に応じて調整すべきか否かを直接的に認識することが
可能である。
【０１８３】
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　第２の実施形態では上記に着目し、情報処理装置４００が、再生状態に基づいて外部装
置から受信した音声調整情報を選択的に制御部に伝達し、選択的に第１音声信号の再生音
量を調整することによって、上記のようなユーザの利便性の低下の防止を図る。
【０１８４】
　より具体的には、情報処理装置４００は、外部装置から送信される音声調整情報を受信
する受信部をさらに備える。そして、上記受信部は、図６に示す再生状態切替制御部１０
６と同様に再生状態を選択的に切り替える機能を有する再生状態切替制御部から伝達され
る伝達制御信号に基づいて、受信した音量調整情報を制御部へ選択的に伝達する。
【０１８５】
　ここで、本発明の実施形態に係る伝達制御信号とは、音量調整情報を制御部へ伝達する
か否かを規定する信号であり、例えば信号レベル（ハイレベル／ローレベル）により制御
部へ伝達するか否かが規定される。また、本発明の実施形態に係る伝達制御信号は、第２
の実施形態に係る再生状態切替制御部が再生状態に応じて生成し、受信部に伝達される。
本発明の実施形態に係る伝達制御信号の一例については、後述する。
【０１８６】
　第２の実施形態では、上記のように、再生状態に応じて生成される伝達制御信号に基づ
いて、受信部が受信した音量調整情報を制御部へ選択的に伝達することによって、再生音
量を調整する対象を選択的に切り替え、ユーザの利便性をさらに向上させる。
【０１８７】
　なお、再生音量を調整する対象を選択的に切り替える他の方法としては、例えば、リモ
ートコントローラなどの外部装置が、再生音量を調整する対象ごとの音量調整情報を送信
し、情報処理装置が当該対象ごとの音量調整情報に基づいて再生音量を調整することが挙
げられる。しかしながら、上記の方法を用いる場合には、リモートコントローラなどの外
部装置は、再生音量を調整する対象ごとに異なる音量調整情報を送信する機能を有する必
要がある。また、上記の方法を用いる場合には、上記再生音量を調整する対象ごとに異な
る音量調整情報を送信する機能を有することに起因して、音量調整情報を送信するために
より複雑な操作をユーザに要求しなければならないことが起こりうる。よって、上記他の
方法を用いたとしてもユーザの利便性を向上できるとは限らない。
【０１８８】
　これに対して、上記第２の実施形態に係る利便性向上アプローチを用いる場合には、外
部装置は、再生音量を調整する対象によらず１つの音量調整情報を送信すればよい。よっ
て、上記第２の実施形態に係る利便性向上アプローチを用いる場合には、外部装置が再生
音量を調整する対象ごとに異なる音量調整情報を送信する機能を有する必要はない。また
、上記第２の実施形態に係る利便性向上アプローチを用いる場合には、上記の方法を用い
る場合のようにより複雑な操作をユーザに要求しなくても、ユーザが音量の調整を所望し
た音声信号の再生音量を調整することができる。
【０１８９】
［情報処理装置４００の構成の一例］
　次に、上記第２の実施形態に係る利便性向上アプローチを実現することが可能な、本発
明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００の構成例について説明する。図８は、本発
明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００の構成の一例を示す説明図である。ここで
、図８では、情報処理システム１０００を構成するコンテンツ信号送信装置２００と、音
量調整情報を選択的に送信することが可能な外部装置５００とを併せて示している。また
、図８では、外部装置５００として、ユーザが操作可能なリモートコントローラを示して
いるが、上記に限られない。
【０１９０】
　図８を参照すると、情報処理装置４００は、受信部４０２と、制御部４０４と、外部入
力部１０４と、再生状態切替制御部４０６と、表示部１０８と、音声出力部１１０と、切
替入力部１１２と、記憶部１１４と、操作部１１６とを備える。また、情報処理装置４０
０は、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様に、各構成要素を駆動
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させるための電源電圧を供給する電源（図８では図示せず）などを備えることができる。
【０１９１】
　また、情報処理装置４００は、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と
同様に、ＲＯＭ（図示せず）や、ＲＡＭ（図示せず）、通信部（図示せず）などを備えて
もよい。
【０１９２】
　ここで、情報処理装置４００は、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００
と同様の機能を有する。以下では、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００
と同様の機能の実現に係る構成については、説明を省略（または簡略化）する。
【０１９３】
　情報処理装置４００が備える外部入力部１０４、表示部１０８、音声出力部１１０、切
替入力部１１２、記憶部１１４、および操作部１１６それぞれは、図６に示す第１の実施
形態に係る情報処理装置１００の対応する構成要素と同様の機能、構成を有することがで
きる。
【０１９４】
　受信部４０２は、外部装置５００から送信される音量調整情報を受信する。ここで、受
信部４０２は、例えば赤外線通信によって、外部装置５００から送信された音量調整情報
を受信するが、上記に限られない。例えば、受信部４０２は、ＩＥＥＥ８０２．１５．１
やＩＥＥＥ８０２．１１ｂなどを用いた外部装置５００との無線通信や、ＬＡＮなどを用
いた外部装置５００との有線通信によって、音量調整情報を受信することもできる。
【０１９５】
　また、受信部４０２は、受信した音量調整情報を再生状態切替制御部４０６に伝達し、
再生状態切替制御部４０６から伝達される伝達制御信号に基づいて当該音量調整情報を制
御部４０４へ選択的に伝達する。ここで、本発明の実施形態に係る伝達制御信号は、再生
状態切替制御部４０６が再生状態に応じて生成し、再生状態切替制御部４０６から受信部
４０２に伝達される。
【０１９６】
　ここで、制御部４０４は、伝達される音量調整情報に基づいて第１音声信号の再生音量
を調整する音量調整信号を音声出力部１１０へ伝達する。または、制御部４０４は、伝達
される音量調整情報に基づいて、再生音量が調整された第１音声信号を音声出力部１１０
へ伝達する。つまり、情報処理装置４００では、受信部４０２が受信した音量調整情報を
制御部４０４へ伝達しなければ、たとえ音量調整情報が受信された場合であっても第１音
声信号の再生音量の調整はされない。
【０１９７】
　また、再生状態切替制御部４０６は、図６に示す再生状態切替制御部１０６と同様に、
再生状態を選択的に切り替える機能を有する。つまり、再生状態切替制御部４０６は、音
量調整情報が伝達されたときの再生状態を把握することができる。よって、再生状態切替
制御部４０６は、例えば第２の再生状態、第３の再生状態など、外部から入力された音声
信号（例えば第２音声信号、第３音声信号）を音声出力部１１０へ伝達する場合、選択的
に当該音声信号の音量を調整する音量調整信号を音声出力部１１０へ伝達することができ
る。または、再生状態切替制御部４０６は、伝達される音量調整情報に基づいて、再生音
量が調整された上記音声信号を選択的に音声出力部１１０へ伝達することができる。
【０１９８】
　したがって、受信部４０２が再生状態に応じて生成された伝達制御信号に基づいて選択
的に制御部４０４に音量調整情報を伝達することにより、情報処理装置４００は、受信し
た音量調整情報と再生状態とに基づいて、音量を調整する対象を選択的に切り替えること
ができる。
【０１９９】
　制御部４０４は、図６に示す制御部１０２と同様の機能を有する。また、制御部４０４
は、音量調整情報が伝達された場合には、当該音量調整情報に基づいて、第１音声信号の
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再生音量を調整する音量調整情報に応じた音量調整信号、または、音量調整情報に応じて
再生音量が調整された第１音声信号を音声出力部１１０へ伝達する。
【０２００】
　再生状態切替制御部４０６は、図６に示す再生状態切替制御部１０６と同様の機能を有
する。また、再生状態切替制御部４０６は、再生状態に応じた伝達制御信号を生成し、当
該伝達制御信号を受信部４０２へ伝達する。
【０２０１】
　より具体的には、再生状態切替制御部４０６は、第１音声信号を再生させる再生状態で
ある場合に、音量調整情報を制御部４０４へ伝達させる伝達制御信号を受信部４０２へ伝
達する。また、再生状態切替制御部４０６は、第１音声信号を再生させる再生状態ではな
い場合には、音量調整情報を制御部４０４へ伝達させないための伝達制御信号を受信部４
０２へ伝達する。
【０２０２】
　ここで、本発明の実施形態に係る第１音声信号を再生させる再生状態としては、例えば
、下記の（Ｉ）～（ＩＩＩ）の再生状態が挙げられるが、本発明の実施形態に係る第１音
声信号を再生させる再生状態は、下記に限られない。
　（Ｉ）第１の再生状態である場合
　（ＩＩ）第４の再生状態である場合において、再生させる音声信号が第１音声信号であ
るとき
　（ＩＩＩ）第５の再生状態である場合において、再生させる音声信号が第１音声信号で
あるとき
【０２０３】
〔本発明の実施形態に係る伝達制御信号の一例〕
　図９は、本発明の第２の実施形態に係る再生状態切替制御部４０６が受信部４０２へ伝
達する伝達制御信号の第１の例を示す説明図である。ここで、図９は、音量調整情報を受
信部４０２へ伝達させる伝達制御信号がハイレベルの信号（図９の「Ｈ」）で表され、音
量調整情報を受信部４０２へ伝達させないための伝達制御信号がローレベルの信号（図９
の「Ｌ」）で表される場合を示している。
【０２０４】
　また、図９では、第１映像信号に対応する映像（動画像／静止画像）として「ＰＣ」の
画面が表示画面に表示される場合（第１の再生状態の一例）を示している。また、図９は
、第２映像信号が例えばＨＤＭＩ端子を介して外部から入力された映像信号であり、当該
映像信号に対応する映像として「ＨＤＭＩ」の画面が表示画面に表示される場合（第２の
再生状態の一例）を示している。同様に、図９は、第３映像信号が例えばコンポジット端
子を介して外部から入力された映像信号であり、当該映像信号に対応する映像として「Ｖ
ＩＤＥＯ」の画面が表示画面に表示される場合（第３の再生状態の一例）を示している。
【０２０５】
　図９に示すように、再生状態切替制御部４０６は、第１の再生状態の場合にハイレベル
の伝達制御信号を受信部４０２へ伝達し（上記（Ｉ）の場合）、その他の場合にはローレ
ベルの伝達制御信号を受信部４０２へ伝達する。
【０２０６】
　なお、再生状態切替制御部４０６が受信部４０２へ伝達する伝達制御信号は、図９に示
す第１の再生状態～第３の再生状態に対応する伝達制御信号に限られない。例えば、再生
状態切替制御部４０６は、さらに第４の再生状態、第５の再生状態に対応する伝達制御信
号を受信部４０２へ伝達することもできる。
【０２０７】
　図１０は、本発明の第２の実施形態に係る再生状態切替制御部４０６が受信部４０２へ
伝達する伝達制御信号の第２の例を示す説明図である。ここで、図１０は、図９に示す第
１の例と同様に、音量調整情報を受信部４０２へ伝達させる伝達制御信号がハイレベルの
信号（図１０の「Ｈ」）で表され、音量調整情報を受信部４０２へ伝達させないための伝
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達制御信号がローレベルの信号（図１０の「Ｌ」）で表される場合を示している。
【０２０８】
　また、図１０では、情報処理装置４００が、ピクチャー・イン・ピクチャーにより第４
の再生状態、第５の再生状態を実現する場合を例に挙げて示している。ここで、図１０に
示す「親画面」はメイン画面に対応し、図１０に示す「子画面」は、メイン画面の一部の
領域に配置されるサブ画面に対応する。
【０２０９】
　また、図１０に示す「音声選択」とは、ピクチャー・イン・ピクチャーにおけるメイン
画面とサブ画面とのどちらの音声を出力するかを規定しており、当該「音声選択」は、例
えばユーザによる切替デバイスの操作や操作部１１６の操作に基づいて決定される。また
、情報処理装置４００は、ユーザの上記操作に基づく決定に対応する音声信号を音声出力
部１１０から出力させる。ここで、図１０の「音声出力」に示す「ＰＣ」とは第１音声信
号が出力されることを示し、また、図１０の「音声出力」に示す「ＨＤＭＩ」、「ＶＩＤ
ＥＯ」はそれぞれ第２音声信号、第３音声信号が出力されることを示している。
【０２１０】
　また、図１０では、図９に示す第１の例と同様に、「ＰＣ」が第１映像信号に対応する
映像、「ＨＤＭＩ」が第２映像信号に対応する映像、「ＶＩＤＥＯ」が第３映像信号に対
応する映像が表示画面に表示される場合をそれぞれ示している。
【０２１１】
　図１０に示すように、再生状態切替制御部４０６は、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）の場合、
すなわち第１音声信号を再生させる再生状態の場合に、ハイレベルの伝達制御信号を受信
部４０２へ伝達し、その他の場合にはローレベルの伝達制御信号を受信部４０２へ伝達す
る。
【０２１２】
　再生状態切替制御部４０６は、例えば、図９、図１０に示すように、第１音声信号を再
生させる再生状態の場合に、ハイレベルの伝達制御信号を受信部４０２へ選択的に伝達す
る。なお、再生状態切替制御部４０６が受信部４０２へ伝達する伝達制御信号が、図９、
図１０に示す例に限られないことは、言うまでもない。
【０２１３】
　なお、図８では、制御部４０４が第１音声信号を音声出力部１１０へと伝達する構成を
示しているが、上記に限られない。例えば、制御部４０４が、第１映像信号および第１音
声信号を再生状態切替制御部４０６に伝達する構成である場合には、再生状態切替制御部
４０６は、第１音声信号、第２音声信号、または第３音声信号のいずれかを選択的に音声
出力部１１０に伝達することもできる。上記の構成であっても、再生状態切替制御部４０
６は、音量調整情報が伝達されたときの再生状態を把握することができるので、伝達され
る音量調整情報に基づいて、音声出力部１１０に伝達する上記音声信号の音量を調整する
音量調整信号を音声出力部１１０へ伝達することができる。または、再生状態切替制御部
４０６は、伝達される音量調整情報に基づいて、再生音量が調整された上記音声信号を選
択的に音声出力部１１０へ伝達することができる。
【０２１４】
　情報処理装置４００は、上記の構成によって、第１の実施形態に係る情報処理装置１０
０と同様の機能に加え、受信した音量調整情報と再生状態とに基づいて再生音量を調整す
る対象を選択的に切り替えることができる。したがって、情報処理装置４００は、ユーザ
の利便性をさらに向上させることができる。
【０２１５】
〔情報処理装置４００のハードウェア構成例〕
　図１１は、本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００のハードウェア構成の一
例を示す説明図である。なお、図１１では、説明の簡単化のために、図８に示す記憶部１
１４、操作部１１６を省略している。また、図１１では、各構成要素を駆動させるための
電源電圧を供給する電源１３４を示しているが、図７と同様に、構成要素それぞれに電源
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電圧を供給する電源電圧線は、一部を除き省略している。
【０２１６】
　また、情報処理装置４００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様の機能
を有する。以下では、図７に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様のハー
ドウェア構成については、説明を省略（または簡略化）する。
【０２１７】
　図１１を参照すると、情報処理装置４００は、大きく分けると、マザーボード４２０と
、アドオンボード４２２と、表示デバイス１５４とを備える。ここで、図１１では、図８
に示す構成要素の内、受信部４０２、制御部４０４、音声出力部１１０がマザーボード４
２０に備えられる構成を示している。また、図１１では、図８に示す構成要素の内、外部
入力部１０４、再生状態切替制御部４０６、切替入力部１１２がアドオンボード４２２に
備えられる構成を示している。なお、本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００
が、外部コンテンツ信号の入力および再生状態の切替処理に係る構成要素をマザーボード
に備えることができることは、言うまでもない。
【０２１８】
＜マザーボード４２０＞
　マザーボード４２０は、赤外線受光部４２４と、制御部４０４と、音声出力部１１０と
、電源１３４と、スイッチング部１３６と、発光制御信号選択部１３８とを備える。
【０２１９】
　赤外線受光部４２４は、受信部４０２として機能し、外部装置５００から送信される音
量調整情報を受信する。ここで、図１１では、赤外線受光部４２４が外部装置５００と赤
外線通信を行う機能を有する場合を例に挙げているが、上記に限られない。
【０２２０】
　また、赤外線受光部４２４は、受信した音量調整情報を信号線ＬＳ６を介して切替制御
部４３４に伝達し、信号線ＬＳ７を介して切替制御部４３４から伝達される伝達制御信号
に基づいて、受信した音量調整情報を選択的にチップセット４２６へ伝達する。
【０２２１】
　ここで、赤外線受光部４２４と切替制御部４３４とを接続する信号線ＬＳ６としては、
例えば、ＵＡＲＴ（Universal　Asynchronous　Receiver　Transmitter）が挙げられるが
、上記に限られない。例えば、赤外線受光部４２４と切替制御部４３４とは、ＵＳＢ（Un
iversal　Serial　Bus）やＩ２Ｃ（Inter-Integrated　Circuit）など、情報（データ）
の送受信が可能な様々な手段で接続することができる。また、赤外線受光部４２４と切替
制御部４３４とは、様々な信号方式で情報の送受信を行うことができる。
【０２２２】
　また、図１１では、赤外線受光部４２４とチップセット４２６とがＵＳＢで接続される
構成を示しているが、上記に限られない。例えば、赤外線受光部４２４とチップセット４
２６とは、ＵＡＲＴやＩ２Ｃなど情報の送受信が可能な様々な手段で接続することができ
る。
【０２２３】
　また、赤外線受光部４２４からチップセット４２６へと選択的に伝達される情報は、音
量調整情報に限られない。例えば、赤外線受光部４２４は、任意のコマンドや情報を、任
意の条件にて選択的にチップセット４２６へ伝達することもできる。また、赤外線受光部
４２４は、受信した音量調整情報を選択的にチップセット４２６へ伝達するだけでなく、
例えば、チップセット４２６へ伝達するコマンドや情報を条件に応じて変換もしくは他の
ものに置き換えることもできる。さらに、赤外線受光部４２４は、例えば、切替制御部４
３４から伝達される信号をトリガとして、リモートコントローラなどの外部装置５００か
らの音量調整情報が受信されない場合であっても、チップセット４２６へ任意のコマンド
や情報を伝達することもできる。
【０２２４】
　赤外線受光部４２４は、例えば、外部装置５００との通信機能を実現する通信デバイス
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や、受信した音量調整情報などの情報の選択的な伝達機能などの各種機能を実現する各種
処理回路により構成されるが、上記に限られない。
【０２２５】
　制御部４０４は、ＭＰＵ１４０と、チップセット４２６と、グラフィックチップ１４４
とから構成される。
【０２２６】
　チップセット４２６は、図７に示すチップセット１４２が有する機能を有する。また、
チップセット４２６は、伝達される音量調整情報に基づいて第１音声信号の音量を調整す
る音量調整信号をオーディオコーデック１５６に伝達するが、上記に限られない。例えば
、チップセット４２６は、伝達される音量調整情報に基づいて、第１音声信号をデジタル
信号処理することにより、再生音量が調整された第１音声信号をオーディオコーデック１
５６に伝達する機能を有していてもよい。また、チップセット４２６は、第１音声信号の
音量を調整する音量調整信号を、例えばＤＳＰ１５８や音声出力デバイス１６０など音声
出力部１１０を構成する他の構成要素に伝達することもできる。
【０２２７】
＜アドオンボード４２２＞
　アドオンボード４２２は、外部入力部１０４の役目を果たす外部入力端子１４６、４２
８、および４３０と、再生状態切替制御部４０６と、切替入力部１１２の役目を果たす切
替スイッチ１６２とを備える。
【０２２８】
　外部入力端子４２８は、外部装置から送信されるアナログ信号の映像信号（第３映像信
号の一例）を受信する。ここで、外部入力端子４２８としては、例えば、コンポジット端
子が挙げられるが、上記に限られない。また、外部入力端子４３０は、外部装置から送信
されるアナログ信号の音声信号（第３音声信号の一例）を受信し、受信した音声信号をＤ
ＳＰ１５８へ伝達する。ここで、外部入力端子４３０としては、例えば、アナログ音声端
子が挙げられるが、上記に限られない。
【０２２９】
　再生状態切替制御部４０６は、レシーバ１４８と、ビデオデコーダ４３２と、切替制御
部４３４と、映像信号選択部４３６と、ＰｉｎＰ処理部４３８（図１１では、ＰｉｎＰと
表している。）とを備える。
【０２３０】
　ビデオデコーダ４３２は、外部入力端子４２８から伝達されるアナログ信号の映像信号
をデジタル信号にデコードし、映像信号選択部４３６へ出力する。また、ビデオデコーダ
４３２は、外部入力端子４２８から伝達されるアナログ信号の映像信号を検出し、検出信
号（検出結果）を切替制御部４３４に伝達する。
【０２３１】
　切替制御部４３４は、図７に示す第１の実施形態に係る切替制御部１５０と同様に、現
在の再生状態を表す再生状態情報と、各信号線から伝達される各種信号に基づいて再生状
態を遷移させる。
【０２３２】
　また、切替制御部４３４は、現在の再生状態に応じた伝達制御信号を生成し、伝達制御
信号を信号線ＬＳ７を介して赤外線受光部４２４へ伝達する。ここで、切替制御部４３４
は、例えば、所定の時間が経過するごとに、現在の再生状態に応じた伝達制御信号を生成
して伝達制御信号を赤外線受光部４２４へ伝達するが、上記に限られない。
【０２３３】
　また、切替制御部４３４は、例えば第２の再生状態、第３の再生状態など、外部から入
力された音声信号（例えば第２音声信号、第３音声信号）がＤＳＰ１５８へ伝達される場
合、選択的に当該音声信号の音量を調整する音量調整信号をＤＳＰ１５８へ伝達する。
【０２３４】
　なお、図１１では示していないが、レシーバ１４８や外部入力端子４３０から音声信号
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が切替制御部４３４に伝達される構成である場合には、切替制御部４３４が、伝達される
音量調整情報に基づいて音声信号を処理する機能を有していてもよい。上記の場合には、
切替制御部４３４は、伝達される音量調整情報に基づいて再生音量が調整された音声信号
を選択的にＤＳＰ１５８へ伝達することができる。
【０２３５】
　また、切替制御部４３４は、例えば、ユーザが第４の再生状態、第５の再生状態への切
り替えを要求した場合には、映像信号選択部４３６が備えるセレクタＳＥＬ１に複数の映
像信号を選択的に出力させるための映像信号切替制御信号を伝達する。ここで、切替制御
部４３４は、例えば、切替スイッチ１６２から伝達される切替信号や、操作部１１６から
伝達される操作信号（図示せず）に基づいて、映像信号切替制御信号を選択的にセレクタ
ＳＥＬ１に伝達する。
【０２３６】
　さらに、切替制御部４３４は、例えば、ユーザが第４の再生状態、第５の再生状態への
切り替えを要求した場合には、ピクチャー・イン・ピクチャー表示をさせるための処理制
御信号をＰｉｎＰ処理部４３８に伝達する。ここで、切替制御部４３４は、例えば、切替
スイッチ１６２から伝達される切替信号や、操作部１１６から伝達される操作信号（図示
せず）に基づいて、切替信号や操作信号に応じた処理制御信号を選択的にＰｉｎＰ処理部
４３８に伝達する。
【０２３７】
　映像信号選択部４３６は、セレクタＳＥＬ１を備え、切替制御部４３４から伝達される
映像信号切替制御信号に基づいて、第１映像信号、第２映像信号、第３映像信号の少なく
とも１つの映像信号を選択的に出力する。
【０２３８】
　ＰｉｎＰ処理部４３８は、切替制御部４３４から伝達される処理制御信号に基づいて、
セレクタＳＥＬ１から伝達される映像信号を処理し、処理した映像信号を表示デバイス１
５４へ伝達する。情報処理装置４００は、ＰｉｎＰ処理部４３８が処理制御信号に基づい
て選択的に映像信号を処理することによって、ピクチャー・イン・ピクチャー表示を実現
する。なお、本発明の実施形態に係るピクチャー・イン・ピクチャー表示を実現するため
の構成が、図１１に示す構成例に限られないことは、言うまでもない。
【０２３９】
　情報処理装置４００は、例えば、図１１に示すハードウェア構成によって、上述した第
２の実施形態に係る利便性向上アプローチを実現する。なお、本発明の第２の実施形態に
係る情報処理装置４００のハードウェア構成が、図１１に示す構成に限られないことは、
言うまでもない。
【０２４０】
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００は、上述した第１の
実施形態に係る情報処理装置１００と同様の機能、構成を有する。したがって、情報処理
装置４００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様の効果を奏する。
【０２４１】
　また、情報処理装置４００は、再生状態に応じて生成される伝達制御信号に基づいて、
受信部４０２が受信した音量調整情報を制御部４０４へ選択的に伝達することによって、
再生音量を調整する対象を選択的に切り替える。よって、情報処理装置４００では、ユー
ザが音量の調整を所望した音声信号以外の音声信号の再生音量が併せて調整されることが
防止されるので、ユーザの利便性の低下を防止することができる。したがって、情報処理
装置４００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００が奏する効果に加え、さらに再
生状態に応じて再生音量を調整する対象を選択的に切り替えることによって、ユーザの利
便性をさらに向上させることができる。
【０２４２】
〔３〕第３の実施形態に係る情報処理装置
　本発明の実施形態に係る情報処理装置は、第２の実施形態に係る情報処理装置４００の



(37) JP 5532751 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ように、選択的に切り替えられる再生状態に応じた処理を行うことによって、ユーザの利
便性をさらに向上させることができる。しかしながら、本発明の実施形態に係る選択的に
切り替えられる再生状態に応じた処理を行うことが可能な情報処理装置は、第２の実施形
態に係る情報処理装置４００に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る情報処理装
置が、表示画面に対するユーザ操作を検出することが可能なタッチスクリーンを備える場
合、再生状態に応じてタッチスクリーンに対するユーザ操作を選択的に無効とすることも
できる。ここで、表示画面に対するユーザ操作としては、例えば、ユーザが表示画面に触
れるユーザ操作（ユーザの接触操作）や、ユーザの近接操作などが挙げられるが、上記に
限られない。以下では、例えば、表示画面に対するユーザの接触操作や近接操作などを、
総称して「ユーザ操作」とよぶ場合がある。
【０２４３】
　例えば、第１の再生状態のときにはＯＳの実行に基づく第１映像信号が示す映像が表示
画面に表示されるため、タッチスクリーンに対するユーザ操作を有効にすれば、ユーザは
、当該ユーザ操作により所望する様々な処理を情報処理装置にさせることができる。ここ
で、情報処理装置がタッチスクリーンを備える場合には、例えばユーザが表示画面に不意
に触れることなどによる誤操作が生じる恐れがある。しかしながら、情報処理装置が第１
の再生状態である場合、当該再生状態はユーザによる操作がなされることが前提とされて
いるため、仮に誤操作が生じたとしても、ユーザの利便性を大きく損ねる可能性は低い。
よって、上記の場合には、情報処理装置がタッチスクリーンを備え、当該タッチスクリー
ンに対するユーザ操作を有効とすることによって、ユーザの利便性を向上できる可能性が
ある。
【０２４４】
　一方、例えば第２の再生状態など、外部装置から入力された映像信号が示す映像が表示
画面に表示される場合には、タッチスクリーンに対するユーザ操作を有効とすることが、
却ってユーザの利便性を損ねる可能性がある。例えば、外部装置から入力された映像信号
が、例えば映画などストーリー性を有するコンテンツを示す映像信号である場合には、上
記誤操作により当該映像信号の再生が中断される、異なるシーンが再生されるなど、ユー
ザの視聴を阻害する事態が生じうる。よって、本発明の実施形態に係る情報処理装置がタ
ッチスクリーンを備える場合、再生状態に起因してユーザの利便性を損ねる可能性がある
ことから、ユーザの利便性を向上できるとは限らない。
【０２４５】
　そこで、次に、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置として、再生状態に基づい
て表示画面に対するユーザ操作を選択的に無効化することによりユーザの利便性をさらに
向上させることが可能な、情報処理装置６００について説明する。
【０２４６】
［第３の実施形態に係る利便性向上アプローチの概要］
　上述したように、第１の実施形態に係る情報処理装置１００の制御部１０２は、ＯＳや
ＢＩＯＳなどの基本ソフトウェアを実行し、さらにＯＳ上で各種アプリケーション（応用
プログラム）を実行する。よって、情報処理装置１００の表示部１０８を、タッチスクリ
ーンなどの操作制御部で構成する場合には、タッチスクリーンが検出する、例えば、ユー
ザの接触操作や近接操作などのユーザ操作に応じた検出信号を制御部１０２が処理するこ
とにより、ユーザ操作に応じた処理を実現することが可能である。ここで、本発明の実施
形態に係る操作制御部とは、表示画面に対するユーザ操作に応じて変化する検出情報を検
出（生成）する機能を有する構成要素である。また、本発明の実施形態に係る操作制御部
は、例えば、表示デバイスとタッチパネルなどのタッチデバイスとが一体となった構成を
とることができ、また、表示デバイスとタッチパネルなどのタッチデバイスとが別体の構
成（例えば、表示デバイスに外付けのタッチパネルが設けられる場合）をとることもでき
る。なお、本発明の実施形態に係る情報処理装置が、例えば表示デバイスとタッチデバイ
スとを別体に備える構成を有する場合には、本発明の実施形態に係る情報処理装置は、図
６に示す表示部１０８と、本発明の実施形態に係る操作制御部とをそれぞれ備えていると
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捉えることもできる。
【０２４７】
　上述したように、制御部１０２は、再生状態切替制御部１０６のように再生状態を選択
的に切り替える機能を有さないので、任意の時点における再生状態を直接的に把握するこ
とはできない。よって、再生状態に基づいて表示画面に対するユーザ操作を選択的に無効
化するためには、制御部１０２に現在の再生状態を把握させる必要がある。
【０２４８】
　第３の実施形態では、情報処理装置６００の再生状態切替制御部が現在の再生状態を制
御部に通知することにより、制御部に現在の再生状態を把握させて表示画面に対するユー
ザ操作の選択的な無効化を実現し、ユーザの利便性のさらなる向上を図る。
【０２４９】
　より具体的には、情報処理装置６００は、図６に示す再生状態切替制御部１０６と同様
に再生状態を選択的に切り替える機能を有し、さらに再生状態に応じた操作制御信号を制
御部へ伝達する再生状態切替制御部を備える。ここで、本発明の実施形態に係る操作制御
信号とは、操作制御部におけるユーザ操作を有効とするか否かを規定する信号であり、例
えば信号レベル（ハイレベル／ローレベル）によりユーザ操作の有効化／無効化が規定さ
れる。本発明の実施形態に係る操作制御信号の一例については、後述する。
【０２５０】
　そして、制御部は、再生状態切替制御部から伝達される操作制御信号に基づいて、操作
制御部から伝達される検出情報を選択的に処理し、表示画面に対するユーザ操作を選択的
に無効化する。
【０２５１】
　第３の実施形態では、上記のように、再生状態切替制御部が再生状態に応じた操作制御
信号を制御部へ伝達し、制御部は、当該操作制御信号に応じて操作制御部から伝達される
検出情報を選択的に処理する。したがって、情報処理装置６００は、再生状態に基づいて
表示画面に対するユーザ操作を選択的に無効化することにより、ユーザの利便性をさらに
向上させることができる。
【０２５２】
［情報処理装置６００の構成の一例］
　次に、上記第３の実施形態に係る利便性向上アプローチを実現することが可能な、本発
明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００の構成例について説明する。図１２は、本
発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００の構成の一例を示す説明図である。ここ
で、図１２では、情報処理システム１０００を構成するコンテンツ信号送信装置２００を
併せて示している。
【０２５３】
　図１２を参照すると、情報処理装置６００は、操作制御部６０２と、制御部６０４と、
外部入力部１０４と、再生状態切替制御部６０６と、音声出力部１１０と、切替入力部１
１２と、記憶部１１４と、操作部１１６とを備える。また、情報処理装置６００は、図６
に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様に、各構成要素を駆動させるため
の電源電圧を供給する電源（図１２では図示せず）などを備えることができる。
【０２５４】
　また、情報処理装置６００は、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と
同様に、ＲＯＭ（図示せず）や、ＲＡＭ（図示せず）、通信部（図示せず）などを備えて
もよい。
【０２５５】
　ここで、情報処理装置６００は、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００
と同様の機能を有する。以下では、図６に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００
と同様の機能、構成については、説明を省略（または簡略化）する。
【０２５６】
　情報処理装置６００が備える外部入力部１０４、音声出力部１１０、切替入力部１１２
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、記憶部１１４、および操作部１１６それぞれは、図６に示す第１の実施形態に係る情報
処理装置１００の対応する構成要素と同様の機能、構成を有することができる。
【０２５７】
　操作制御部６０２は、表示画面に対するユーザ操作（例えば、ユーザの接触操作または
近接操作）に基づく検出情報を検出する。そして、操作制御部６０２は、検出した検出情
報を制御部６０４へ伝達する。ここで、本発明の実施形態に係る検出情報としては、例え
ば、静電容量の変化に応じた値（例えば、操作制御部６０２が静電式タッチパネルで構成
される場合）や、検出された位置を示す座標の情報が含まれるが、検出情報に含まれる情
報（データ）は上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る検出情報は、操作制
御部６０２を構成するタッチデバイスの種類に応じた検出値を含むことができる。
【０２５８】
　制御部６０４は、図６に示す制御部１０２と同様の機能を有する。また、制御部６０４
は、操作制御部６０２から検出信号が伝達された場合には、再生状態切替制御部６０６か
ら伝達される操作制御信号に応じて当該検出情報を選択的に処理し、表示画面に対するユ
ーザ操作（操作制御部６０２を用いた操作）を選択的に無効化する。
【０２５９】
　ここで、制御部６０４は、例えば、ＢＩＯＳや、ＯＳ上で実行される表示画面に対する
ユーザ操作の有効化／無効化の制御アプリケーション（例えば、常駐型のアプリケーショ
ン）などを実行させることによって、操作制御部６０２から伝達される検出情報を選択的
に処理する。
【０２６０】
　より具体的には、例えば、制御部６０４により実行されるＢＩＯＳは、操作制御信号の
信号レベル（または、値）が変化するごとに、制御アプリケーションに操作制御信号の信
号レベルを通知する。また、例えば、ＯＳの起動時やサスペンド／レジューム時には、制
御アプリケーションがＢＩＯＳを介さずに操作制御信号の信号レベルを取得する。そして
、制御部６０４により実行される制御アプリケーションは、操作制御信号の信号レベルに
応じて、検出信号を処理するためのＡＰＩ（Application　Programming　Interface）を
呼び出すことにより、検出情報を選択的に処理する（または他のアプリケーションに処理
させる）。
【０２６１】
　上記のように検出情報を選択的に処理することによって、制御部６０４は、表示画面に
対するユーザ操作の有効化／無効化を制御することができる。なお、本発明の実施形態に
係る制御部６０４における検出情報の選択的な処理方法が、上記に限られないことは、言
うまでもない。
【０２６２】
　再生状態切替制御部６０６は、図６に示す再生状態切替制御部１０６と同様の機能を有
する。また、再生状態切替制御部６０６は、再生状態に応じた操作制御信号を生成し、当
該操作制御信号を制御部６０４へ伝達する。
【０２６３】
　より具体的には、再生状態切替制御部６０６は、第１映像信号を主体的に再生させる再
生状態である場合に、操作制御部６０２におけるユーザ操作を有効とするための操作制御
信号を制御部６０４へ伝達する。また、再生状態切替制御部６０６は、第１映像信号を主
体的に再生させる再生状態ではない場合には、操作制御部６０２におけるユーザ操作を無
効とするための操作制御信号を制御部６０４へ伝達する。
【０２６４】
　ここで、本発明の実施形態に係る第１映像信号を主体的に再生させる再生状態としては
、例えば、下記の（ｉ）～（ｉｉｉ）の再生状態が挙げられるが、本発明の実施形態に係
る第１映像信号を主体的に再生させる再生状態は、下記に限られない。例えば、再生状態
切替制御部６０６は、第２の実施形態に係る再生状態切替制御部４０６と同様に、第４の
再生状態、第５の再生状態の場合であって再生させる音声信号が第１音声信号であるとき
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に、第１映像信号を主体的に再生させる再生状態であると判定することもできる。
　（ｉ）第１の再生状態である場合
　（ｉｉ）第４の再生状態である場合
　（ｉｉｉ）第５の再生状態である場合において、第１映像信号が再生されるとき
【０２６５】
〔本発明の実施形態に係る操作制御信号の一例〕
　図１３は、本発明の第３の実施形態に係る再生状態切替制御部６０６が制御部６０４へ
伝達する操作制御信号の一例を示す説明図である。ここで、図１３は、操作制御部６０２
におけるユーザ操作を有効とするための操作制御信号がローレベルの信号（図１３の「Ｌ
」）で表され、操作制御部６０２におけるユーザ操作を無効とするための操作制御信号が
ハイレベルの信号（図１３の「Ｈ」）で表される場合を示している。
【０２６６】
　また、図１３では、図９と同様に、「ＰＣ」が第１映像信号に対応する映像、「ＨＤＭ
Ｉ」が第２映像信号に対応する映像、「ＶＩＤＥＯ」が第３映像信号に対応する映像が表
示画面に表示される場合をそれぞれ示している。また、図１３では、情報処理装置６００
が、ピクチャー・イン・ピクチャーにより第４の再生状態を実現する場合を例に挙げて示
している。
【０２６７】
　図１３に示すように、再生状態切替制御部６０６は、第１映像信号を主体的に再生させ
る再生状態の場合に、ローレベルの操作制御信号を制御部６０４へ選択的に伝達する（図
１３では、上記（ｉ）、（ｉｉ）の場合を示している。）。なお、再生状態切替制御部６
０６が制御部６０４へ伝達する操作制御信号は、図１３に示す操作制御信号に限られない
ことは、言うまでもない。
【０２６８】
　情報処理装置６００は、上記の構成によって、第１の実施形態に係る情報処理装置１０
０と同様の機能に加え、さらに再生状態に基づいて表示画面に対するユーザ操作を選択的
に無効化することができる。したがって、情報処理装置６００は、ユーザの利便性をさら
に向上させることができる。
【０２６９】
〔情報処理装置６００のハードウェア構成例〕
　図１４は、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００のハードウェア構成の一
例を示す説明図である。なお、図１４では、説明の簡単化のために、図８に示す記憶部１
１４、操作部１１６を省略している。また、図１４では、各構成要素を駆動させるための
電源電圧を供給する電源１３４を示しているが、図７と同様に、構成要素それぞれに電源
電圧を供給する電源電圧線は、一部を除き省略している。
【０２７０】
　また、情報処理装置６００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様の機能
を有する。以下では、図７に示す第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様のハー
ドウェア構成については、説明を省略（または簡略化）する。
【０２７１】
　図１４を参照すると、情報処理装置６００は、大きく分けると、操作制御部６０２とし
て機能する表示デバイス１５４およびタッチデバイス６１０と、マザーボード６１２と、
アドオンボード６１４とを備える。ここで、図１４では、図１２に示す構成要素の内、制
御部６０４、音声出力部１１０がマザーボード６１２に備えられる構成を示している。ま
た、図１４では、図１２に示す構成要素の内、外部入力部１０４、再生状態切替制御部６
０６、切替入力部１１２がアドオンボード６１４に備えられる構成を示している。なお、
本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００が、外部コンテンツ信号の入力および
再生状態の切替処理に係る構成要素をマザーボードに備えることができることは、言うま
でもない。また、上述したように、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００で
は、表示デバイス１５４が表示部１０６として機能し、タッチデバイス６１０が操作制御
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部６０２として機能すると捉えることもできる。
【０２７２】
　タッチデバイス６１０は、表示デバイス１５４上に設けられ、表示画面に対する１また
は２以上のユーザの操作（例えば、ユーザの接触操作）を検出する。そして、タッチデバ
イス６１０は、検出結果に応じた検出情報をチップセット６１６へ伝達する。
【０２７３】
　ここで、タッチデバイス６１０としては、例えば、静電式のタッチパネルや、感圧式の
タッチパネル、光学式のタッチパネルなどが挙げられるが、上記に限られない。
【０２７４】
＜マザーボード６１２＞
　マザーボード６１２は、制御部６０４と、音声出力部１１０と、電源１３４と、スイッ
チング部１３６と、発光制御信号選択部１３８とを備える。
【０２７５】
　制御部６０４は、ＭＰＵ１４０と、チップセット６１６と、グラフィックチップ１４４
とから構成される。
【０２７６】
　チップセット６１６は、図７に示すチップセット１４２が有する機能を有する。また、
チップセット６１６には、検出信号がタッチデバイス６１０から伝達され、操作制御信号
が信号線ＬＳ８を介して切替制御部６１８から伝達される。ここで、図１４では、タッチ
デバイス６１０とチップセット６１６とがＵＳＢで接続される構成を示しているが、上記
に限られない。例えば、タッチデバイス６１０とチップセット６１６とは、ＵＡＲＴやＩ
２Ｃなど情報の送受信が可能な様々な手段で接続することができる。また、図１４では、
操作制御信号が信号線ＬＳ８を介して伝達される構成を示しているが、上記に限られない
。例えば、操作制御信号は、ＵＳＢなど切替制御部６１８とチップセット６１６との間で
情報の送受信が可能な様々な手段により、チップセット６１６に伝達されてもよい。
【０２７７】
　また、チップセット６１６は、ＭＰＵ１４０により実行される（またはチップセット６
１６が実行する）例えばＢＩＯＳなどの各種アプリケーションと連携して、検出情報を選
択的に処理する。
【０２７８】
　制御部６０４は、上記構成によって、操作制御信号に応じて検出情報を選択的に処理し
、表示画面に対するユーザ操作（操作制御部６０２を用いた操作）を選択的に無効化する
。
【０２７９】
＜アドオンボード６１４＞
　アドオンボード６１４は、外部入力部１０４の役目を果たす外部入力端子１４６と、再
生状態切替制御部６０６と、切替入力部１１２の役目を果たす切替スイッチ１６２とを備
える。
【０２８０】
　再生状態切替制御部６０６は、レシーバ１４８と、切替制御部６１８と、映像信号選択
部１５２とを備える。なお、図１４では、第４の再生状態、第５の再生状態の実現に係る
構成（例えば、図１１に示す第２の実施形態に係る映像信号選択部４３６、ＰｉｎＰ処理
部４３８など）を示していないが、第３の実施形態に係るアドオンボードは、当該構成を
備えることもできる。
【０２８１】
　切替制御部６１８は、図７に示す第１の実施形態に係る切替制御部１５０と同様に、現
在の再生状態を表す再生状態情報と、各信号線から伝達される各種信号に基づいて再生状
態を遷移させる。
【０２８２】
　また、切替制御部６１８は、現在の再生状態に応じた操作制御信号を生成し、操作制御
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信号を信号線ＬＳ８を介してチップセット６１６へ伝達する。ここで、切替制御部６１８
は、例えば、所定の時間が経過するごとに、現在の再生状態に応じた操作制御信号を生成
して操作制御信号をチップセット６１６へ伝達するが、上記に限られない。
【０２８３】
　また、切替制御部６１８は、図１１に示す切替制御部４３４と同様に、第４の再生状態
、第５の再生状態への切り替えに係る処理を行うこともできる。
【０２８４】
　情報処理装置６００は、例えば、図１４に示すハードウェア構成によって、上述した第
３の実施形態に係る利便性向上アプローチを実現する。なお、本発明の第３の実施形態に
係る情報処理装置６００のハードウェア構成が、図１４に示す構成に限られないことは、
言うまでもない。例えば、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００は、図１４
に示す表示デバイス１５４とタッチデバイス６１０とを一体のデバイスとして備えること
もできる。
【０２８５】
　以上のように、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００は、上述した第１の
実施形態に係る情報処理装置１００と同様の機能、構成を有する。したがって、情報処理
装置６００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００と同様の効果を奏する。
【０２８６】
　また、情報処理装置６００は、再生状態に応じて生成される操作制御信号に基づいて、
制御部６０４が操作制御部６０２から伝達される検出情報を選択的に処理し、表示画面に
対するユーザ操作（操作制御部６０２を用いた操作）を選択的に無効化する。情報処理装
置６００では、再生状態に応じて選択的に表示画面に対するユーザ操作を有効化／無効化
することができるので、操作制御部６０２を用いた操作が誤操作であった場合における利
便性の低下を緩和することが可能となる。よって、情報処理装置６００は、操作制御部６
０２を備える場合におけるユーザの利便性の向上を図ることができる。したがって、情報
処理装置６００は、第１の実施形態に係る情報処理装置１００が奏する効果に加え、さら
に再生状態に基づいて表示画面に対するユーザ操作を選択的に無効化することによって、
ユーザの利便性をさらに向上させることができる。
【０２８７】
［第３の実施形態に係る情報処理装置の変形例］
　本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置の構成は、図１２に示す構成に限られない
。例えば、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置は、さらに、上述した第２の実施
形態に係る情報処理装置４００に係る機能、構成を有することもできる。
【０２８８】
　上記の構成により、第３の実施形態の変形例に係る情報処理装置は、上記第３の実施形
態に係る情報処理装置６００が奏する効果に加え、さらに再生状態に応じて再生音量を調
整する対象を選択的に切り替えることによって、ユーザの利便性をさらに向上させること
ができる。
【０２８９】
　以上、本発明の実施形態に係る情報処理システム１０００を構成する構成要素として、
第１の実施形態に係る情報処理装置１００、第２の実施形態に係る情報処理装置４００、
第３の実施形態に係る情報処理装置６００を挙げて説明したが、本発明の実施形態は、か
かる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、ＰＣや表示デバイスを備える一体
型ＰＣ、ノート型ＰＣなどのコンピュータ、携帯電話やＰＨＳ（Personal　Handyphone　
System）などの携帯型通信装置、ＷＡＬＫ　ＭＡＮ（登録商標）などの映像／音楽再生装
置（または、映像／音楽記録再生装置）、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ（
登録商標）などの携帯型ゲーム機、カー・ナビゲーション装置などのナビゲーション装置
、など様々な機器に適用することができる。
【０２９０】
（本発明の実施形態の情報処理装置に係るプログラム）
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　コンピュータを、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置１００として機能させる
ためのプログラムによって、ＯＳの実行状態に依存せずに外部装置から送信された信号が
表す映像や音声を再生させ、ユーザの利便性の向上させることができる。
【０２９１】
　また、コンピュータを、本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置４００として機能
させるためのプログラムによって、第１の実施形態に係る情報処理装置１００として機能
させるためのプログラムが奏する効果に加え、さらに音量調整情報と再生状態とに基づい
て音量を調整する対象を選択的に切り替え、ユーザの利便性をさらに向上させることがで
きる。
【０２９２】
　また、コンピュータを、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置６００として機能
させるためのプログラムによって、第１の実施形態に係る情報処理装置１００として機能
させるためのプログラムが奏する効果に加え、さらに再生状態とに基づいて表示画面に対
するユーザ操作を選択的に無効化し、ユーザの利便性をさらに向上させることができる。
【０２９３】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０２９４】
　例えば、上記では、コンピュータを、本発明の第１～第３の実施形態に係る情報処理装
置１００、情報処理装置４００、情報処理装置６００として機能させるためのプログラム
（コンピュータプログラム）が提供されることを示したが、本発明の実施形態は、さらに
、上記各プログラムを記憶させた記憶媒体も併せて提供することができる。
【０２９５】
　上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的
範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０２９６】
　１００、４００、６００　　情報処理装置
　１０２、４０４、６０４　　制御部
　１０４　　外部入力部
　１０６、４０６、６０６　　再生状態切替制御部
　１０８　　表示部
　１１０　　音声出力部
　１１２　　切替入力部
　１３４　　電源
　１３６　　スイッチング部
　１４８　　レシーバ
　１５０、４３４、６１８　　切替制御部
　４０２　　受信部
　６０２　　操作制御部
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