
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　音声データ及び映像データを再生する再生手段と、
　 映像音声受信装置に音声データ及び映像データを送信する送信手段と、
　所定の優先度を有する複数の事象に対応付けて、所定のメッセージを予め記憶するメッ
セージ記憶手段と、
　該優先度が高い事象から順番に、事象が該当するか否かを判断する事象判断手段と、
　該事象判断手段が該当する事象を発見した場合に、該該当する事象に対応付けられた所
定のメッセージを該メッセージ記憶手段から読み出して表示する表示手段とを備
　該

　
映像音声再生装置。

【請求項２】
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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、

該

え、
複数の事象が、該映像音声再生装置の音声データ及び映像データの送信に関する第１

の事象と、該第１の事象よりも優先度の低い該映像音声受信装置の音声データ及び映像デ
ータの受信に関する第２の事象とを含み、
　該事象判断手段が、該映像音声再生装置の現在のステータスに基づいて、該第１の事象
および該第２の事象が該当するか否かを判断し、
　該第１の事象に該当する場合に、該表示手段が、該映像音声再生装置の設定変更を促す
メッセージを表示し、

該第２の事象に該当する場合に、該表示手段が、該映像音声受信装置の設定変更を促す
メッセージを表示する、



　前記第１の事象が、前記映像音声再生装置の音声データの送信に関する第３の事象と、
該第３の事象よりも優先度の低い該映像音声再生装置の映像データの送信に関する第４の
事象とを含み、
　前記第２の事象が、前記映像音声受信装置の音声データの受信に関する第５の事象と、
該第５の事象よりも優先度の低い該映像音声受信装置の映像データの受信に関する第６の
事象とを含む、請求項 に記載の映像音声再生装置。
【請求項３】
　前記複数の事象が、前記映像音声再生装置と前記映像音声受信装置との接続に関し、前
記第１の事象及び前記第２の事象よりも優先度の高い第７の事象をさらに含む、請求項

に記載の映像音声再生装置。
【請求項４】
　前記再生手段が再生した映像データの解像度を変換する解像度変換手段をさらに備え、
　前記第４の事象又は前記第６の事象が、該解像度変換手段が変換する解像度に関する事
象である、請求項 に記載の映像音声再生装置。
【請求項５】
　前記映像音声再生装置及び前記映像音声受信装置がＨＤＭＩ規格に準拠しており、
　前記送信手段が、前記再生手段が再生した音声データ及び映像データをＨＤＭＩ規格の
ＨＤＭＩデータに変換して該映像音声受信装置に送信し、
　前記第３の事象が、該送信手段がＨＤＭＩの音声データを出力しているという事象を含
み、
　該送信手段がＨＤＭＩの音声データを出力しているという事象に該当する場合には、前
記事象判断手段が、該第３の事象の判断を終了し、前記第４の事象を判断する、請求項

に記載の映像音声再生装置。
【請求項６】
　前記第３の事象が、前記送信手段がデジタルの音声データを出力していないという事象
と、前記再生手段が再生している音声データに関する事象とをさらに含み、
　該送信手段がＨＤＭＩデータを出力しているという事象に該当せず、かつ、該送信手段
がデジタルの音声データを出力していないという事象に該当する場合、前記事象判断手段
が、該再生手段が再生している音声データに関する事象について判断する、請求項 に記
載の映像音声再生装置。
【請求項７】
　前記第３の事象が、前記送信手段が出力する音声データのフォーマットがＰＣＭである
という事象と、該送信手段が出力するＰＣＭ音声データのサンプリング周波数が所定の周
波数でないという事象とをさらに含み、
　該送信手段がＨＤＭＩデータを出力しているという事象と、該送信手段がデジタルの音
声データを出力していないという事象とに該当せず、かつ、該送信手段が出力する音声デ
ータのフォーマットがＰＣＭであるという事象に該当する場合、前記事象判断手段が、該
送信手段が出力するＰＣＭ音声データのサンプリング周波数が所定の周波数でないという
事象を判断する、請求項 に記載の映像音声再生装置。
【請求項８】
　前記第５の事象が、前記送信手段が出力するＨＤＭＩデータの音声データのフォーマッ
トが所定のフォーマットであるという事象を含む、請求項 のいずれかに記載の映像
音声再生装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現在の状態に該当する事象を判断し、該当する事象に対応するメッセージを
表示する事象判断装置及び映像音声再生装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近、ＨＤＭＩ規格に準拠したＤＶＤプレーヤ、ＡＶアンプ及びディスプレイ装置が利
用されており、ＤＶＤプレーヤはＨＤＭＩケーブルを介してＡＶアンプに接続され、ＡＶ
アンプはＨＤＭＩケーブルを介してディスプレイ装置に接続される。ＤＶＤプレーヤは、
ＤＶＤディスクから音声データ及び映像データを読み出して、これらのデータをＨＤＭＩ
データに変換し、ＨＤＭＩケーブルを介してＡＶアンプに送信する。ＡＶアンプは、受信
したＨＤＭＩデータを元の映像データ及び音声データに変換し、音声データをスピーカー
に供給し、映像データをＨＤＭＩデータに再び変換しディスプレイ装置に送信する。ディ
スプレイ装置は、受信したＨＤＭＩデータを元の映像データに変換して、映像を表示する
。また、ＤＶＤプレーヤがＨＤＭＩケーブルを介して直接ディスプレイ装置に接続される
場合もある。
【０００３】
　このようなシステムにおいて、ユーザによるＤＶＤプレーヤの設定（例えば、ＨＤＭＩ
接続、出力音声フォーマットや出力セレクタの設定、解像度設定等）がユーザにとって非
常に難しく、誤った設定を行うと、スピーカーから音声が再生されない、又は、ディスプ
レイ装置で映像が表示されないという問題が生じる。このような問題が生じた場合には、
ユーザはＤＶＤプレーヤに付属の説明書を熟読し対応方法を検討するか、又は、サービス
センターに問い合わせる方法によって解決するしかなく、これらの処理が非常に煩雑であ
る。
【０００４】
　また、下記特許文献１は、以下の技術を記載する。へルプ要求が発生すると、選択部２
により、表示用のヘルプファイル１ -1～１ -nのうちの１つが、その時点のシステム状態に
応じて選択され、その選択されたヘルプファイルの中から、音声出力の対象となる文字列
部分が、音声出力対象部分抽出部６によって行を単位に抽出される。この抽出された文字
列部分は、音声データ変換部７により音声変換ライブラリ８を用いて音声データに変換さ
れ、音声出力制御部９の制御により、音声出力装置１０から音声にて出力される。これと
並行して、上記選択されたヘルプファイルから表示出力対象部分が表示出力対象部分抽出
部３によって抽出され、表示装置５から表示出力される。
【０００５】
　しかし、特許文献１は、システム状態に応じたヘルプファイルの選択方法について具体
的に記載していない。また、ＨＤＭＩデータ送信におけるヘルプファイルの選択方法を記
載していない。さらに、この技術によれば、単に１つのヘルプファイルを選択するので、
ＤＶＤプレーヤに適用すると、システム状態に応じたヘルプファイルが複数存在する場合
に、好ましくないヘルプファイルを選択してしまい、問題を解決できない場合がある。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－２７４０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、現在
の状態に該当する事象を自動的に判断して、該当する事象に対応する好ましいメッセージ
を表示する映像音声再生装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、ＨＤＭＩ規格に準拠した映像音声再生装置において、現在の状態
に該当する事象を判断し、対応するメッセージを表示する映像音声再生装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態による映像音声再生装置は、

音声データ及び映像データを再生する再生手段と、 映像音
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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、 該



声受信装置に音声データ及び映像データを送信する送信手段と、所定の優先度を有する複
数の事象に対応付けて、所定のメッセージを予め記憶するメッセージ記憶手段と、該優先
度が高い事象から順番に、事象が該当するか否かを判断する事象判断手段と、該事象判断
手段が該当する事象を発見した場合に、該該当する事象に対応付けられた所定のメッセー
ジを該メッセージ記憶手段から読み出して表示する表示手段とを備 該

。
 
【００１０】
　事象判断手段が現在の状態（映像音声再生装置及び／又は映像音声受信装置における状
態、状況）が事象に該当するかを自動的に判断し、該当する事象が発見されると、発見さ
れた事象に対応するメッセージを表示するので、ユーザはメッセージの内容を参考にし、
映像音声再生装置又は映像音声受信装置に正しい設定を行うことができる。複数の事象に
は優先度が設けられており、事象判断手段は優先度の高い事象から順番に事象が該当する
か否かを判断していく。従って、現在の状態から判断して最も適切であると考えられメッ
セージを１つ選択して表示することができ、該当する事象が複数存在する場合でも、従来
のように適切でないメッセージが表示されることを防止できる。なお、メッセージは、メ
ッセージ自体又はメッセージの内容を示すメッセージＩＤ（識別番号）である。
【００１２】
　映像音声再生装置が事象を判断するので、映像音声再生装置自身に関する事象は映像音
声受信装置に関する事象よりも詳細にかつ正確に判断することができる。従って、映像音
声再生装置に関する事象の優先度を高くすることにより、先に映像音声再生装置に関する
事象が判断されるので、より正確なメッセージを表示することができる。
【００１３】
　好ましくは、前記第１の事象が、前記映像音声再生装置の音声データの送信に関する第
３の事象と、該第３の事象よりも優先度の低い該映像音声再生装置の映像データの送信に
関する第４の事象とを含み、前記第２の事象が、前記映像音声受信装置の音声データの受
信に関する第５の事象と、該第５の事象よりも優先度の低い該映像音声受信装置の映像デ
ータの受信に関する第６の事象とを含む。
【００１４】
　音声データの設定の方が映像データの設定よりも設定項目が多く、かつ、ユーザにとっ
て難解であるので、誤設定の可能性が高い。従って、音声データに関する事象の優先度を
映像データの受信に関する事象の優先度よりも高くすることにより、音声データに関する
事象が先に判断され、より正確なメッセージを表示することができる。
【００１５】
　好ましくは、前記複数の事象が、前記映像音声再生装置と前記映像音声受信装置との接
続に関し、前記第１の事象及び前記第２の事象よりも優先度の高い第７の事象をさらに含
む。
【００１６】
　映像音声再生装置と映像音声受信装置との接続に関する事象の優先度を最も高く設定す
るのは、この事象が解決されないと、他の事象についてメッセージを表示してもそのメッ
セージは全く無意味なメッセージとなるからである。
【００１７】
　好ましくは、前記映像音声再生装置は、前記再生手段が再生した映像データの解像度を
変換する解像度変換手段をさらに備え、前記第４の事象又は前記第６の事象が、該解像度
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え、 複数の事象が、
該映像音声再生装置の音声データ及び映像データの送信に関する第１の事象と、該第１の
事象よりも優先度の低い該映像音声受信装置の音声データ及び映像データの受信に関する
第２の事象とを含み、該事象判断手段が、該映像音声再生装置の現在のステータスに基づ
いて、該第１の事象および該第２の事象が該当するか否かを判断し、該第１の事象に該当
する場合に、該表示手段が、該映像音声再生装置の設定変更を促すメッセージを表示し、
該第２の事象に該当する場合に、該表示手段が、該映像音声受信装置の設定変更を促すメ
ッセージを表示する



変換手段が変換する解像度に関する事象である。
【００１８】
　好ましくは、前記映像音声再生装置及び前記映像音声受信装置がＨＤＭＩ規格に準拠し
ており、前記送信手段が、前記再生手段が再生した音声データ及び映像データをＨＤＭＩ
規格のＨＤＭＩデータに変換して該映像音声受信装置に送信する。前記第３の事象は、該
送信手段がＨＤＭＩデータを出力しているという事象を含む。該送信手段がＨＤＭＩデー
タを出力しているという事象に該当する場合には、前記事象判断手段が、該第３の事象の
判断を終了し、前記第４の事象を判断する。
【００１９】
　送信部がＨＤＭＩデータを出力しているという事象が第３の事象の中で最初に判断され
、当該事象に該当する場合には、第３の事象については判断処理を終了し、第４の事象へ
と判断処理を進める。ＨＤＭＩデータを出力できているので、問題はないからである。な
お、当該事象の優先度を高くすることにより、他の事象を判断する必要がなくなり、判断
処理にかかる時間を短縮できる。
【００２０】
　好ましくは、前記第３の事象が、前記送信手段がデジタルの音声データを出力していな
いという事象と、前記再生手段が再生している音声データに関する事象とをさらに含む。
該送信手段がＨＤＭＩデータを出力しているという事象に該当せず、かつ、該送信手段が
デジタルの音声データを出力していないという事象に該当する場合、前記事象判断手段が
、該再生手段が再生している音声データに関する事象について判断する。
【００２１】
　送信手段がデジタル音声データを出力していない場合には、再生手段が再生している音
声データ自体に問題があると考えられるので、再生手段が再生している音声データに関す
る事象を判断することにより、好ましいメッセージを表示できる。
【００２２】
　好ましくは、前記第３の事象が、前記送信手段が出力する音声データのフォーマットが
ＰＣＭであるという事象と、該送信手段が出力するＰＣＭ音声データのサンプリング周波
数が所定の周波数でないという事象とをさらに含む。該送信手段がＨＤＭＩデータを出力
しているという事象と、該送信手段がデジタルの音声データを出力していないという事象
とに該当せず、かつ、該送信手段が出力する音声データのフォーマットがＰＣＭであると
いう事象に該当する場合、前記事象判断手段が、該送信手段が出力するＰＣＭ音声データ
のサンプリング周波数が所定の周波数でないという事象を判断する。
【００２３】
　送信手段がデジタルの音声データを出力しており、かつ、ＰＣＭの音声データを出力し
ている場合には、ＰＣＭ音声データのサンプリング周波数に問題があると考えられる。従
って、ＰＣＭ音声データのサンプリング周波数に関する事象を判断することにより、好ま
しいメッセージを表示できる。
【００２４】
　好ましくは、前記第５の事象が、前記送信手段が出力するＨＤＭＩデータの音声データ
のフォーマットが所定のフォーマットであるという事象を含む。
【００２５】
　送信手段が出力するＨＤＭＩデータの音声データのフォーマットが所定のフォーマット
であると、映像音声受信装置が所定のフォーマットに対応しておらず、処理できないこと
が考えられる。従って、当該事象に該当するかを判断することにより、好ましいメッセー
ジを表示できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の事象判断装置は、優先度の高い事象から順番に事象が該当するか否かを判断し
、該当する事象に対応するメッセージを表示するので、好ましいメッセージを自動的に選
択して表示することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の好ましい実施形態によるＤＶＤプレーヤ（事象判断装置、映像音声再生
装置）、及びＡＶアンプ（映像音声受信装置）について、図面を参照して具体的に説明す
るが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。
【００３２】
　図１は、ＤＶＤプレーヤ１０及びＡＶアンプ２０の構成を示す概略ブロック図である。
ＤＶＤプレーヤ１０及びＡＶアンプ２０は、ＨＤＭＩ（ High Definition Multimedia Int
erface）規格に準拠しており、ＨＤＭＩケーブルを介して接続されている。また、ＤＶＤ
プレーヤ１０及びＡＶアンプ２０は、ＨＤＭＩケーブル以外のデジタルケーブル（オプテ
ィカル、コンポジット、コアキシャル、コンポーネント等）を介して接続される。
【００３３】
　［ＤＶＤプレーヤ１０の構成］
　ＤＶＤプレーヤ１０について説明する。ＤＶＤプレーヤ１０は、再生部１１と、解像度
変換部１２と、ＨＤＭＩ送信部１３と、システム制御部１４と、操作表示部１５と、メモ
リ１６と、コネクタ部１７とを有する。再生部１１、解像度変換部１２及びＨＤＭＩ送信
部１３がバックエンド部１８を構成する。
【００３４】
　再生部１１は、ＤＶＤディスク（以下、単にディスクという）に記録されている映像デ
ータをディスクから読み出して、デコードし、解像度変換部１２に供給する。また、再生
部１１は、ディスクに記録されている音声データをディスクから読み出して、デコードし
、ＨＤＭＩ送信部１３に供給する。再生部１１は、図示しない光ピックアップ、サーボ回
路、ＭＰＥＧデコーダ等を含む。
【００３５】
　解像度変換部１２は、再生部１１から供給された映像データの解像度を判別する。また
、解像度変換部１２は、判別した映像データの解像度を、システム制御部１４からのコマ
ンドにより、ユーザによって設定された解像度に変換する。解像度変換部１２によって解
像度が変換された映像データは、ＨＤＭＩ送信部１３に供給される。
【００３６】
　ＨＤＭＩ送信部１３は、解像度変換部１２から供給された映像データ、及び、再生部１
１から供給された音声データを、システム制御部１４からのコマンドにより、ＨＤＭＩ規
格のデータ（以下、ＨＤＭＩデータという）に変換する。ＨＤＭＩ送信部１３は、変換し
たＨＤＭＩデータを、コネクタ部１７を介して、ＡＶアンプ２０に送信する。
【００３７】
　ＨＤＭＩ送信部１３は、ＨＤＭＩデータを送受信するＴＭＤＳライン（通常は複数存在
するが簡単のため１本のラインのみを記載している）、及び、接続の有無を判断するため
のホットプラグを介して、ＡＶレシーバ２０のＨＤＭＩ受信部２１に接続される。
【００３８】
　ＨＤＭＩ送信部１３は、映像データ及び音声データを、ＨＤＭＩケーブル（ＴＭＤＳラ
イン）を介してＡＶアンプ２０に送信するか、デジタルケーブルを介してＡＶアンプ２０
に送信するかを選択する選択部１３ａを有している。選択部１３ａはユーザの設定操作に
基づいてシステム制御部１４からの指示に応じて切り換えられる。なお、選択部１３ａや
データラインは、簡単のため映像と音声を共通して記載している。
【００３９】
　システム制御部１４は、再生部１１、解像度変換部１２、ＨＤＭＩ送信部１３、操作表
示部１５、メモリ１６等を制御するものであり、例えば、マイクロコンピュータである。
システム制御部１４は、操作表示部１５からの操作入力又は各部からの制御信号及びデー
タに基づいて各種処理を実行する。
【００４０】
　システム制御部１４は、ＣＥＣラインを介してＡＶアンプ２０のシステム制御部２３に
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接続され、システム制御部２３とコマンド及び／又はデータを送受信する。また、システ
ム制御部１４は、ＨＤＭＩ送信部１３及びＤＤＣラインを介して、ＡＶアンプ２０のＰＲ
ＯＭ２５に接続され、ＰＲＯＭ２５に記憶されたＥＤＩＤを読み出し、解像度の種類を読
み出す。
【００４１】
　システム制御部１４は、操作表示部１５に、ユーザ設定を行うためのセットアップメニ
ューを表示させる。セットアップメニューは、出力する映像データの解像度をユーザの操
作によって設定する解像度設定画面や、選択部１３ａの選択画面等を含む。
【００４２】
　メモリ１６（例えば、ＲＯＭ）は、ＤＶＤプレーヤ１０がＡＶアンプ２０に出力可能な
解像度の種類が予め記憶されている。
【００４３】
　システム制御部１４は、ＡＶアンプ２０のＰＲＯＭ２５に記憶されている解像度の種類
を、ＤＤＣラインを介して読み出し、メモリ１６に予め記憶されている解像度の種類と照
合する。システム制御部１４は、メモリ１６に予め記憶されている解像度の種類の中から
、ＡＶアンプ２０のＰＲＯＭ２５から読み出したＥＤＩＤに含まれている解像度の種類と
一致する解像度の種類を解像度選択画面に表示する。
【００４４】
　また、メモリ１６は、図２に示すメッセージテーブルをさらに格納している。メッセー
ジテーブルは、各事象に対応する操作表示部１５に表示するメッセージＩＤ及びメッセー
ジ内容が予め記憶されている。
【００４５】
　システム制御部１４は、事象判断部１４ａ及びメッセージ表示制御部１４ｂを含む。事
象判断部１４ａは、優先度を有する複数の事象について、優先度の高い事象から順番に現
在のＤＶＤプレーヤ１１又はＡＶアンプ２０の状況が各事象に該当するか否かを判断して
いく。事象判断部１４ａは、該当する事象を発見すると、事象が該当するか否かの判断処
理を終了する。そして、メッセージ表示制御部１４ｂは、事象判断部１４ａが該当する事
象を発見すると、その事象に予め対応付けられたメッセージ（メッセージＩＤ及びメッセ
ージ自体のうちの少なくとも一方）を図２のメッセージテーブルから読み出して、操作表
示部１５に表示させる。
【００４６】
　ユーザはＤＶＤプレーヤ１０又はＡＶアンプ２０の操作について疑問が生じた場合に、
操作表示部１５に設けられたメッセージ表示ボタン（ヘルプボタン）を押下する。メッセ
ージ表示ボタンの押下に応じて、事象判断部１４ａが現在の状況に該当する事象を自動的
に発見し、メッセージ表示制御部１４ｂが操作表示部１５にメッセージを表示させる。そ
のため、ユーザは、操作表示部１５に表示されたメッセージを参考にしてＤＶＤプレーヤ
１０又はＡＶアンプ２０の設定を行うことができる。
【００４７】
　ここで、事象とは、ＤＶＤプレーヤ１０又はＡＶアンプ２０において生じている現象、
状況又は状態を意味し、例えば、接続状態、各種の設定状態（解像度設定等）、各種デー
タの送受信状態、各種データのフォーマット等が挙げられる。すなわち、事象は、後述す
るフローチャートにおける各判断処理項目のことを指す。
【００４８】
　複数の事象には優先度が設けられており、優先度の高い順番に該当の有無が判断される
。優先度を設ける理由は以下の通りである。ＤＶＤプレーヤ１０又はＡＶアンプ２０の現
在の状況に該当する事象は１つとは限らず複数存在する場合があり、その中には、問題と
は無関係であり、その事象だけに対応するメッセージ内容をユーザが実行しても問題を解
決できないものがある。すなわち、事象判断部１４ａが、事象に該当するかをランダムに
判断していき、該当する事象についてメッセージを表示するだけでは問題を解決できない
。そこで、問題を解決できる可能性の高い、つまり、関係性の高いと考えられる事象の優
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先度をより高く設定し、先に判断することにより、より好ましメッセージを表示し、迅速
にユーザが正確な設定をできるようにしている。
【００４９】
　優先度の決定方法は次の通りである。図３に示すとおり、ＤＶＤプレーヤ１０とＡＶア
ンプ２０との接続、起動及び認証に関する事象（Ｓ１１）を最も優先度が高く設定する。
接続、起動及び認証に関する事象とは、接続のエラー、起動のエラー、認証のエラー又は
ＨＤＭＩ設定（ＨＤＭＩ出力のオン／オフ）の誤設定等である。接続、起動、認証及びＨ
ＤＭＩ設定の誤設定に関する事象は最も基本的な問題点であり、これを解決していない限
りＤＶＤプレーヤ１０及びＡＶアンプ２０は動作を行うことは不可能であるので、優先度
が最高に設定されている。ここで、ＤＶＤプレーヤ１０とＡＶアンプ２０との接続、起動
、認証及びＨＤＭＩ設定に関する事象に該当する場合には、メッセージ表示制御部１４ｂ
は、接続又は認証に関するエラー、あるいは、ＨＤＭＩ設定の誤設定に関するメッセージ
を表示する。
【００５０】
　次に、ＤＶＤプレーヤ１０側に関係のある事象（Ｓ１２、Ｓ１３）が、ＡＶアンプ２０
側に関係のある事象（Ｓ１４、Ｓ１５）よりも優先度が高く設定されている。ＤＶＤ側に
関係のある事象とは、ＤＶＤの現在のステータス（出力している映像データ及び／又は音
声データの種類や解像度等）に関するものである。ＤＶＤプレーヤ１０側の事象に該当す
る場合、メッセージ表示制御部１４ｂは、ＤＶＤプレーヤ１０のステータスに基づいてＤ
ＶＤプレーヤ１０の設定変更をユーザに促すメッセージを表示させる。ＡＶアンプ２０側
に関係のある事象とは、ＤＶＤの現在のステータス（出力している映像データ及び／又は
音声データの種類や解像度等）に基づいて推測されるＡＶアンプ２０側の設定等である。
すなわち、本例では、ＡＶアンプ２０の事象を直接的に判別しているのではなく、ＤＶＤ
プレーヤ側１０のステータスから間接的に推測している。ＡＶアンプ２０側の事象に該当
する場合、メッセージ表示制御部１４ｂは、ＤＶＤプレーヤ１０のステータスに基づいて
ＡＶアンプ２０の設定変更をユーザに促すメッセージを表示させる。
【００５１】
　ＤＶＤプレーヤ１０側に関係のある事象の優先度の方が高いのは、ＤＶＤプレーヤ１０
内の事象判断部１４ａにおいて事象を判断するのであるから、ＤＶＤプレーヤ１０側に関
係のある事象は、その原因をより直接的に判断することができるからである。従って、Ｄ
ＶＤプレーヤ側に関係のある事象を先に判断することで、より好ましいメッセージを表示
して、問題点を直ぐに解決できる可能性が高くなる。
【００５２】
　さらに、音声データ送信に関する事象（Ｓ１２）が映像データ送信に関する事象（Ｓ１
３）よりも優先度が高く設定されている。この理由としては、音声データ送信に関するユ
ーザ設定項目が多くかつ難解であり、誤設定される可能性が高いことが挙げられる。また
、映像データ送信に関する設定には解像度設定が挙げられ、事象としては所定の解像度に
設定されていることが挙げられるが、この事象の優先度を高くしてしまうと、ユーザが所
定の解像度に設定していると解像度設定に問題がなくても、ユーザがメッセージ表示ボタ
ンを押下すると解像度を変更すべき旨のメッセージが表示されてしまうからである。
【００５３】
　ＡＶアンプ２０側に関係のある事象（Ｓ１４、１５）は上記の理由により、最も優先度
が低く設定されている。また、上記の理由により、音声データ送信に関する事象（Ｓ１４
）が映像データ送信に関する事象（Ｓ１５）よりも優先度が高く設定されている。
【００５４】
　さらに、上記のように優先度が決定されていることにより、多くの種類のメッセージを
操作表示部１５に表示することができる。すなわち、ＡＶアンプ２０側の事象を優先して
判断して当該事象に該当するメッセージを表示させた場合、ユーザはＡＶアンプ２０の設
定を変更するしかなく、ＤＶＤプレーヤ１０側の問題点は表示されずにＤＶＤプレーヤ１
０の設定を変更することができなくなる。ＡＶアンプ２０の設定を変更したとしても、Ｄ
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ＶＤプレーヤ１０から出力される音声データ又は映像データ自体は変更されないので、再
び、ユーザがメッセージを表示する指示を入力したとしても、再度同じＡＶアンプ２０に
関する事象のメッセージが表示されてしまう。本例では、ＤＶＤプレーヤ１０側の事象を
先に判断し当該事象に該当するメッセージを表示させることで、ユーザはまずＤＶＤプレ
ーヤ１０の設定を変更することができる。この場合、ＤＶＤプレーヤ１０から出力される
音声データ又は映像データに問題がなくなれば、次にＡＶアンプ２０側の事象に関するメ
ッセージを表示できる。映像と音声の関係も同様であり、映像の優先度を高くしてしまう
と解像度設定を変更しない限り解像度に関するメッセージのみが表示されるが、音声の優
先度を高くすることでまず音声設定に関するメッセージが表示され、音声設定の問題が解
決されると次に解像度に関するメッセージを表示できるようになる。
【００５５】
　次に、ＡＶアンプ２０の構成を説明する。ＡＶアンプ２０は、ＨＤＭＩ受信部２１と、
ＨＤＭＩ送信部２２と、システム制御部２３と、操作表示部２４と、メモリ（ＥＤＩＤ　
ＰＲＯＭ、以下、ＰＲＯＭとする）２５と、音声処理部２６と、コネクタ部２７、２８と
を有している。
【００５６】
　ＨＤＭＩ受信部２１は、ＤＶＤプレーヤ１０から送信されたＨＤＭＩデータを受信して
、受信したＨＤＭＩデータから元の映像データ（ＨＤＭＩ変換前の映像データ）を生成し
て、ＨＤＭＩ送信部２２に供給する。また、ＨＤＭＩ受信部２１は、受信したＨＤＭＩデ
ータから元の音声データ生成して、音声処理部２６に供給する。
【００５７】
　また、ＨＤＭＩ受信部２１は、ＨＤＭＩケーブルを介して受信する映像データ及び音声
データと、デジタルケーブルを介して受信する映像データ及び音声データとの中から、一
の映像データ及び音声データを選択する選択部２１ａを有する。
【００５８】
　ＨＤＭＩ送信部２２は、ＨＤＭＩ受信部２１から供給された映像データ、及び、必要に
応じて音声処理部２６から供給された音声データを、ＨＤＭＩデータに変換して、コネク
タ部２８を介して、ディスプレイ装置（図示せず）に送信する。ＨＤＭＩ送信部２２は、
ＴＭＤＳライン及びホットプラグを介して、ディスプレイ装置のＨＤＭＩ受信部に接続さ
れている。
【００５９】
　音声処理部２６は、ＨＤＭＩ受信部２１から供給された音声データに対して、信号処理
、増幅処理、Ｄ／Ａ変換等の処理を実行し、外部に接続されたスピーカー６０に音声信号
を供給する。また、必要に応じて、音声処理部２６は、音声データをＨＤＭＩ送信部２２
に供給する。
【００６０】
　システム制御部２３は、ＨＤＭＩ受信部２１、ＨＤＭＩ送信部２２、操作表示部２４、
ＰＲＯＭ２５、音声処理部２６等を制御するものであり、例えば、マイクロコンピュータ
である。システム制御部２３は、操作表示部２４からの操作入力又は各部からの制御信号
及びデータに基づいて各種処理を実行する。
【００６１】
　システム制御部２３には、ＲＯＭ等のメモリ２３ａが内蔵（又は接続）されており、Ｒ
ＯＭ２３ａ内にＡＶアンプ２０が出力する解像度の種類が予め記憶されている。通常、Ｒ
ＯＭ２３ａには、ＨＤＭＩ規格に対応する複数の解像度の種類が記憶されている。
【００６２】
　ＰＲＯＭ２５は、ＤＤＣライン及びＨＤＭＩ送信部１３を介してＤＶＤプレーヤ１０の
システム制御部１４に接続されている。ＰＲＯＭ２５にはシステム制御部２３によって解
像度の種類を含むＥＤＩＤが登録され、登録されたＥＤＩＤは、ＤＶＤプレーヤ１０のシ
ステム制御部１４によってＤＤＣライン及びＨＤＭＩ送信部１３を介して読み出される。
【００６３】
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　以上の構成を有するシステムについて、図３～図８を参照してその動作及び作用を説明
する。
【００６４】
　［動作概要］
　図３は、ＤＶＤプレーヤ１０の処理の概要を示すフロー図である。例えば、スピーカー
６０から音声が再生しない又はディスプレイ装置に映像が表示されない等の理由で、ユー
ザが操作表示部１５のメッセージ表示ボタンを押下した場合、システム制御部１４は、優
先順位が高い順番に、（１）ＨＤＭＩの接続判断処理（Ｓ１１）、（２）ＤＶＤプレーヤ
１０側の音声データ送信可否判断処理（Ｓ１２）、（３）ＤＶＤプレーヤ１０側の映像デ
ータ送信可否判断処理（Ｓ１３）、（４）ＡＶアンプ２０側の音声データ受信可否判断処
理（Ｓ１４）、（５）ＡＶアンプ２０側の映像データ受信可否判断処理（Ｓ１５）を実行
する。システム制御部１４は、事象に該当すると判断した時点で、当該事象に対応付けら
れたメッセージ又はメッセージＩＤを操作表示部１５に表示し、事象の判断処理を終了す
る。各処理の詳細を以下に説明する。
【００６５】
　［ＨＤＭＩ接続判断処理］
　図４は、Ｓ１１のＨＤＭＩ接続判断処理を示す図である。ＨＤＭＩ接続判断処理は、優
先度が最も高く、メッセージ表示ボタンが押下されたとき、最初に各事象（Ｓ２１～Ｓ２
７）が判断される処理である。まず、システム制御部１４は、ＤＶＤプレーヤ１０の電源
がオフ状態になっている、又は、バックエンド部１８とシステム制御部１４との間で通信
不能であるという基本的な事象について該当するか否かを判断する（Ｓ２１）。ＤＶＤプ
レーヤ１１の電源がオフ状態である、又は、バックエンド部１８とシステム制御部１４と
の間で通信不能である場合には（Ｓ２１：ＹＥＳ）、電源オフ又はシステム制御部１４と
バックエンド部１８との通信不能によりスピーカー６０から音声が出力されないと判断さ
れるので、システム制御部１４は、メッセージＩＤが００１のメッセージ「セットの動作
不良の可能性があります。再起動して下さい。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ２８）
。
【００６６】
　次に、ＤＶＤプレーヤ１１の電源がオン状態であり、かつ、バックエンド部１８とシス
テム制御部１４との間で通信可能である場合には（Ｓ２１：ＮＯ）、システム制御部１４
は、ＨＤＭＩ設定がオフであるという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ２２）。ＨＤ
ＭＩ設定は、ＨＤＭＩ出力のオンオフ設定である。つまり、ＤＶＤプレーヤ１０がＨＤＭ
Ｉケーブルを介して音声データ及び映像データを出力するか否かの設定である。ＨＤＭＩ
設定がオフであれば（Ｓ２２：ＹＥＳ）、ＨＤＭＩ設定がオフであるのでスピーカー６０
から音声が出力されないと判断されるので、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０
０２であるメッセージ「 HDMIの出力設定を ONにしてください。」を操作表示部１５に表示
する（Ｓ２９）。
【００６７】
　ＨＤＭＩ設定がオンである場合（Ｓ２２：ＮＯ）、システム制御部１４は、ＤＶＤプレ
ーヤ１１がＡＶアンプ２０にＨＤＭＩ接続されていない（つまり、システム制御部１４が
ホットプラグ信号を検出していない）という事象に該当するか否かを判断する（Ｓ２３）
。システム制御部１４がホットプラグ信号を検出していない場合（Ｓ２３：ＹＥＳ）、Ｈ
ＤＭＩ接続の確認が必要であると判断されるので、システム制御部１４は、メッセージＩ
Ｄが００３であるメッセージ「ケーブルを正しく接続して、接続した HDMI機器の Powerを O
Nにしてください。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ３０）。
【００６８】
　次に、システム制御部１４は、ＤＶＤプレーヤ１１がＡＶアンプ２０にＨＤＭＩ接続さ
れていない（つまり、バックエンド部１８がホットプラグ信号を検出していない）という
事象に該当するか否かを判断する（Ｓ２４）。バックエンド部１８がホットプラグ信号を
検出したか否かの情報は、バックエンド部１８からシステム制御部１４に通知される。バ
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ックエンド部１８がホットプラグ信号を検出していない場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）、ＨＤＭ
Ｉ接続の確認が必要であると判断されるので、システム制御部１４は、メッセージＩＤが
００４であるメッセージ「セットの動作不良の問題があります。（ HotPlugの認識ができ
ない）」を操作表示部１５に表示する（Ｓ３１）。
【００６９】
　バックエンド部１８がホットプラグ信号を検出している場合（Ｓ２４：ＮＯ）、ＨＤＭ
Ｉ接続には問題ないと判断されるので、システム制御部１４は、ＨＤＣＰ認証が完了して
いないという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ２５）。ＨＤＣＰ認証が完了していな
い場合（Ｓ２５：ＹＥＳ）、認証中であるか、又は、ＨＤＣＰに対応していない例えばＤ
ＶＩ規格に準拠したＡＶアンプやディスプレイ装置が接続されていると判断されるので、
システム制御部１４は、メッセージＩＤが００５であるメッセージ「 HDCP認証中です。し
ばらくお待ち下さい。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ３２）。
【００７０】
　ＨＤＣＰ認証が完了している場合（Ｓ２５：ＮＯ）、システム制御部１４は、ＨＤＣＰ
認証にエラーが生じているという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ２６）。ＨＤＣＰ
認証にエラーが生じている場合（Ｓ２６：ＹＥＳ）、ＨＤＣＰに対応していない例えばＤ
ＶＩ規格に準拠したＡＶアンプ又はディスプレイ装置が接続されていると判断されるので
、システム制御部１４は、メッセージＩＤが００６であるメッセージ「 HDCPの認証に失敗
しました。接続機器が HDCP非対応で無いか確認してください。」を操作表示部１５に表示
する（Ｓ３３）。
【００７１】
　ＨＤＣＰ認証にエラーが生じていない場合（Ｓ２６：ＮＯ）、システム制御部１４はＨ
ＤＣＰ認証開始しない、又は、バックエンド部１８側で認証エラーが生じているという事
象に該当するか否かを判断する（Ｓ２７）。ＨＤＣＰ認証開始しない、又は、バックエン
ド部１８側で認証エラーが生じている場合（Ｓ２７：ＹＥＳ）、システム制御部１４は、
メッセージＩＤが００７であるメッセージ「セットの動作不良の問題があります。（認証
開始しない）」を操作表示部１５に表示する（Ｓ３４）。一方、ＨＤＣＰ認証開始してお
り、かつ、バックエンド部１８側で認証エラーが生じていない場合（Ｓ２７：ＮＯ）、優
先度が最も高いＨＤＭＩ接続判断処理を終了し、次に、ＤＶＤプレーヤ１０側の音声デー
タ送信可否処理へと進む（Ｓ１２）。
【００７２】
　［ＤＶＤプレーヤ側の音声データ送信可否判断処理］
　図５Ａは、Ｓ１２のＤＶＤプレーヤ側の音声データ送信可否判断処理を示す図である。
ＤＶＤプレーヤ側の音声データ送信可否判断処理は、優先度が２番目に高く、ＨＤＭＩ接
続判断処理（Ｓ１１）の各事象が全て問題なかった場合に、各事象が判断される。なお、
図５Ａの各事象は、ＨＤＭＩ送信部１３から送信される音声データに関する事象である。
【００７３】
　まず、システム制御部１４は、ＨＤＭＩ音声出力フォーマットは確定であるという事象
に該当するか否かを判断する（Ｓ４１）。この事象は、ＨＤＭＩ送信部１３からＨＤＭＩ
ケーブルのＴＭＤＳラインにＨＤＭＩデータ（音声データ）が出力できているという事象
である。ＴＭＤＳラインに音声データが出力されていれば（Ｓ４１：ＹＥＳ）、ＨＤＭＩ
ケーブルを介して音声データが出力できており、Ｓ１２の事象については何ら問題ないと
判断されるので、Ｓ１３のＤＶＤプレーヤ側の映像データの送信可否判断処理へと進む（
図６で詳細後述）。
【００７４】
　ＴＭＤＳラインに音声データが出力されていなければ（Ｓ４１：ＮＯ）、システム制御
部１４は、ＨＤＭＩ送信部１３からデジタル音声出力（デジタルケーブルからのデジタル
音声出力）がないという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ４２）。ＨＤＭＩ送信部１
３からデジタル音声出力がない場合（Ｓ４２：ＹＥＳ）、ＨＤＭＩ送信部１３は音声デー
タを出力しておらず、再生部１１が再生している音声データ自体に問題があると考えられ
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るので、音声出力判断処理（Ｓ４６、図５Ｂで詳細後述）へと進む。
【００７５】
　ＨＤＭＩ送信部１３からデジタル音声出力がある場合（Ｓ４２：ＮＯ）、デジタルケー
ブルを介してデジタル音声データが出力されているので、システム制御部１４は、デジタ
ル音声データのフォーマットがＰＣＭ（又はＬＰＣＭ、以下同様）であるという事象に該
当するか否かを判断する（Ｓ４３）。デジタル音声データのフォーマットがＰＣＭである
場合（Ｓ４３：ＹＥＳ）、ＰＣＭであればＡＶアンプ２０は必ず対応可能であるが、ＰＣ
Ｍの音声データのサンプリング周波数がＡＶアンプ２０側で対応していない可能性がある
と考えられる。従って、システム制御部１４は、ＰＣＭ周波数確認処理を実行する（Ｓ４
７、図５Ｃで詳細後述）。
【００７６】
　デジタル音声データのフォーマットがＰＣＭでなければ（Ｓ４３：ＮＯ）、システム制
御部１４は、フォーマットがＤＴＳ（又はＤＴＳＣＤ、以下同様）であるという事象に該
当するか否かを判断する（Ｓ４４）。フォーマットがＤＴＳである場合（Ｓ４４：ＹＥＳ
）、ＡＶアンプ２０がＤＴＳに対応していないと考えられるので、システム制御部１４は
、メッセージＩＤが０１６であるメッセージ「 HDMI接続機器が DTSに対応していないため
、 DTS音声を出力することができません。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ４８）。一
方、フォーマットがＤＴＳでなければ場合（Ｓ４４：ＮＯ）、フォーマットは Dolby Digi
tal等であり、ＡＶアンプ２０が Dolby
Digitalに対応していないと考えられるので、システム制御部１４は、メッセージＩＤが
０１２であるメッセージ「接続機器が、ビットストリーム音声 (DolbyDigtal etc)に対応
してないため、音声を出力することができません。 HDMI出力設定を、 PCM出力にしてくだ
さい。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ４９）。
【００７７】
　ここで、Ｓ４６の音声出力確認処理について図５Ｂを参照して説明する。図５Ｂの各事
象は、再生部１１が再生する音声データに関する事象である。まず、システム制御部１４
は、再生部１１がディスクから再生しているデータの中に音声データが含まれていないと
いう事象に該当するか否かを判断する（Ｓ５１）。例えば、再生部１１がＤＶＤのメニュ
ー画面を再生している等により、再生中のデータに音声データが含まれない場合（Ｓ５１
：ＹＥＳ）、システム制御部１４は、メッセージＩＤが１０１であるメッセージ「現在再
生している Discに音声が正しく入っていることを確認して下さい。」を操作表示部１５に
表示する（Ｓ５６）。
【００７８】
　再生中のデータに音声データが含まれる場合（Ｓ５１：ＮＯ）、システム制御部１４は
、再生中の音声データのフォーマットがＤＴＳであるか否かを判断する（Ｓ５２）。 HDMI
音声出力設定がＰＣＭに設定されている場合、再生中の音声データがＰＣＭでなければ、
再生部１１は音声データを出力しないようになっている。従って、システム制御部１４は
、メッセージＩＤが０１６ｂであるメッセージ「本機の HDMI音声出力設定を ALL設定にし
てください。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ５７）。ＡＬＬ設定であれば、再生部１
１はあらゆるフォーマットの音声データを出力するからである。
【００７９】
　再生中の音声データのフォーマットがＤＴＳでなければ（Ｓ５２：ＮＯ）、システム制
御部１４は、再生中の音声データのフォーマットがＭＰＥＧデータ（ＭＰＥＧ１、ＭＰＥ
Ｇ２又はＭＰＥＧＥＸ、以下同様）であるという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ５
３）。 HDMI音声出力設定がＰＣＭに設定されている場合、再生中の音声データがＰＣＭで
なければ、再生部１１は音声データを出力しないようになっている。従って、システム制
御部１４は、メッセージＩＤが０１８であるメッセージ「本機の HDMI音声出力設定を ALL
設定にしてください。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ５８）。
【００８０】
　再生中の音声データがＭＰＥＧデータでなければ（Ｓ５３：ＮＯ）、システム制御部１
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４は、再生中の音声データのフォーマットがＤＳＤであるという事象に該当するか否かを
判断する（Ｓ５４）。 HDMI音声出力設定がＰＣＭに設定されている場合、再生中の音声デ
ータがＰＣＭでなければ、再生部１１は音声データを出力しないようになっている。従っ
て、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０２０であるメッセージ「 SACD音声を HDMI
出力することはできません。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ５９）。
【００８１】
　再生中の音声データのフォーマットがＤＳＤでなければ（Ｓ５４：ＮＯ）、フォーマッ
トはＰＣＭであり、ＰＣＭの音声データの周波数に問題がある可能性が考えられるので、
システム制御部１４は、ＰＣＭ周波数確認処理を実行する（Ｓ４７）。
【００８２】
　ここで、Ｓ４７のＰＣＭ周波数確認処理について図５Ｃを参照して説明する。システム
制御部１４は、ＰＣＭの音声データのサンプリング周波数が所定の周波数（例えば、４４
．１ｋＨｚ又は４８ｋＨｚ）でないという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ５５）。
ＰＣＭの音声データのサンプリング周波数が４４．１ｋＨｚ又は４８ｋＨｚでない場合（
Ｓ５５：ＹＥＳ）、ＰＣＭの音声データのサンプリング周波数が８８．２ｋＨｚ以上であ
り、ＡＶアンプ２０がこのような高いサンプリング周波数に対応していないと考えられる
ので、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０１１であるメッセージ「 DownSampling
設定を ONにしてください。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ６０）。ダウンサンプリン
グすることにより、ＡＶアンプ２０が対応可能な周波数にすることができるからである。
【００８３】
　一方、ＰＣＭの音声データのサンプリング周波数が４４．１ｋＨｚ又は４８ｋＨｚであ
れば（Ｓ５５：ＮＯ）、Ｓ１２の事象については何ら問題ないと判断されるので、Ｓ１３
のＤＶＤプレーヤ側の映像データの送信可否判断処理へと進む（Ｓ１３）。
【００８４】
　［ＤＶＤプレーヤ側の映像データ送信可否判断処理］
　図６は、Ｓ１３のＤＶＤプレーヤ側の映像データ送信可否判断処理を示す図である。Ｄ
ＶＤプレーヤ側の映像データ送信可否判断処理は、優先度が３番目に高く、ＤＶＤプレー
ヤ側の音声データ送信可否判断処理の各事象の判断後に、各事象が判断される。
【００８５】
　システム制御部１４は、ＤＶＤプレーヤ１０で設定されている解像度が所定の解像度（
例えば、７２０Ｐ又は１０８０ｉ）であるという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ６
１）。解像度が７２０Ｐ又は１０８０ｉである場合（Ｓ６１：ＹＥＳ）、ＨＤＭＩ送信部
１３がＡＶアンプ２０で処理可能でない解像度で映像データを出力しており、解像度の変
更が必要であると考えられる。その結果、システム制御部１４は、メッセージＩＤが００
８であるメッセージ「 HDMI設定を AUTOにしてください。」を操作表示部１５に表示する（
Ｓ６２）。ＡＵＴＯに設定すると、ＡＶアンプ２０で対応可能な解像度が自動的に設定さ
れるからである。
【００８６】
　設定されている解像度が７２０Ｐ又は１０８０ｉでなければ（Ｓ６１：ＮＯ）、解像度
設定には問題がないと考えられる。その結果、Ｓ１３の事象については何ら問題ないと判
断されるので、Ｓ１４のＡＶアンプ２０側の音声データの受信可否判断処理へと進む。
【００８７】
　［ＡＶアンプ２０側の音声データの受信可否判断処理］
　図７Ａ及び図７Ｂは、ＡＶアンプ２０側の音声データの受信可否判断処理を示す図であ
る。この処理は優先度が４番目に高く、Ｓ１２及びＳ１３でＤＶＤプレーヤ１０側の事象
については問題がないと判断された後に、各事象（Ｓ７１～Ｓ７３）が判断される。これ
らの事象は、ＨＤＭＩ送信部１３から送信されるＨＤＭＩデータ（音声データ）に関する
事象に基づいて、ＡＶアンプ２０側の設定等に問題があると推測するものである。
【００８８】
　図７Ａは、ＨＤＭＩ送信部１３からＴＭＤＳラインを介して出力される音声データを確
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認し、接続されているＡＶアンプ２０が当該音声データを処理可能であるか否かを判断す
る処理である。まず、システム制御部１４は、ＨＤＭＩ送信部１３がＨＤＭＩの音声デー
タを出力しているか否かを判断する（Ｓ７０）。ＨＤＭＩの音声データを出力していない
場合（Ｓ７０：ＮＯ）、メッセージＩＤが０２１であるメッセージ「 HDMI音声出力設定が
ONか確認して下さい。 HDMI接続した機器は Audio出力対応していますか？」を表示させる
（Ｓ７８）。ＨＤＭＩの音声データを出力している場合（Ｓ７０：ＹＥＳ）、システム制
御部１４は、ＴＭＤＳラインを介して出力される音声データのフォーマットがＰＣＭであ
るという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ７１）。音声データのフォーマットがＰＣ
Ｍであれば（Ｓ７１：ＹＥＳ）、ＰＣＭの音声データ自体はＡＶアンプ２０で対応可能で
あるので、この場合は、ＰＣＭの音声データのサンプリング周波数がＡＶアンプ２０で対
応していないと考えられる。従って、システム制御部１４は、ＨＤＭＩのＰＣＭデータの
サンプリング周波数判断処理を実行する（Ｓ７４）。
【００８９】
　ＨＤＭＩのＰＣＭデータのサンプリング周波数判断処理を図７Ｂに示す。システム制御
部１４は、ＨＤＭＩのＰＣＭデータのサンプリング周波数が所定値（例えば、４４．１ｋ
Ｈｚ又は４８ｋＨｚ）以上であるという事象に該当するか否かを判断する（Ｓ７８）。サ
ンプリング周波数が、４４．１ｋＨｚ又は４８ｋＨｚ以上であれば（Ｓ７８：ＹＥＳ）、
ＡＶアンプ２０がこれらの周波数に対応していないと考えられるので、システム制御部１
４は、メッセージＩＤが０１４であるメッセージ「ＰＣＭ音声４８ｋＨｚ以上の音声を出
力中です。接続した機器の音量設定、入力設定を確認して下さい。ダウンサンプリングを
ＯＮにして出力できるか確認して下さい。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ７９）。
【００９０】
　サンプリング周波数が、４４．１ｋＨｚ又は４８ｋＨｚ未満であれば（Ｓ７８：ＮＯ）
、Ｓ１４のＡＶアンプ側の音声データの受信可否については問題がないので、Ｓ１５のＡ
Ｖアンプ側の映像データの受信可否判断処理に進む（図８で詳細後述）。
【００９１】
　図７Ａに戻り、音声データのフォーマットがＰＣＭでなければ（Ｓ７１：ＮＯ）、シス
テム制御部１４は、音声データのフォーマットがＤＴＳであるという事象に該当するか否
かを判断する（Ｓ７２）。音声データのフォーマットがＤＴＳであれば（Ｓ７２：ＹＥＳ
）、ＡＶアンプ２０がＤＴＳに対応していないことが考えられる。従って、システム制御
部１４は、メッセージＩＤが０１７であるメッセージ「接続した機器の音量設定、入力設
定を確認して下さい。ＤＴＳ音声出力中です。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ７５）
。
【００９２】
　音声データのフォーマットがＤＴＳでなければ（Ｓ７２：ＮＯ）、システム制御部１４
は、音声データのフォーマットがＭＰＥＧデータであるという事象に該当するか否かを判
断する（Ｓ７３）。音声データがＭＰＥＧデータであれば（Ｓ７３：ＹＥＳ）、ＡＶアン
プ２０がＭＰＥＧデータに対応していないことが考えられる。従って、システム制御部１
４は、メッセージＩＤが０１９であるメッセージ「接続した機器の音量設定、入力設定を
確認して下さい。ＭＰＥＧ音声出力中です。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ７６）。
【００９３】
　音声データのフォーマットがＭＰＥＧデータでなければ（Ｓ７３：ＮＯ）、音声データ
のフォーマットは Dolby Digitalであり、ＡＶアンプ２０が Dolby
Digitalに対応していないことが考えられる。従って、システム制御部１４は、メッセー
ジＩＤが０１３であるメッセージ「接続した機器の音量設定、入力設定を確認して下さい
。 Dolby Digital音声出力中です。」を操作表示部１５に表示する（Ｓ７７）。
【００９４】
　［ＡＶアンプ側の映像データ受信可否判断処理］
　図８は、ＡＶアンプ側の映像データ受信可否判断処理を示す図である。この処理は、最
も優先度が低く、Ｓ１１～Ｓ１４において問題がないと判断された時に、各事象が判断さ
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れる。これらの事象は、ＨＤＭＩ送信部１３から送信されるＨＤＭＩデータ（映像データ
）に関する事象に基づいて、ＡＶアンプ２０側の設定等に問題があると推測するものであ
る。
【００９５】
　システム制御部１４は、ＤＶＤプレーヤ１０の解像度設定が自動になっているという事
象に該当するか否かを判断する（Ｓ８１）。解像設定が自動とは、ＡＶアンプ２０のＰＲ
ＯＭ２５から取得したＥＤＩＤに含まれる解像度を基にしてＡＶアンプ２０が処理可能で
ある解像度を自動的に設定することである。解像度設定が自動であれば（Ｓ８１：ＹＥＳ
）、ＡＶアンプ２０のＰＲＯＭ２５に登録されている解像度に誤りがある、すなわち、Ｐ
ＲＯＭ２５にＡＶアンプ２０が処理可能でない解像度が登録されており、その解像度をＤ
ＶＤプレーヤ１０が自動的に設定してしまったことが考えられる。この場合、解像度設定
を自動から例えば４８０ｐに変更すれば問題を解決できる。従って、システム制御部１４
は、メッセージＩＤが００８ｂであるメッセージ「受信機の受信可能な解像度で出力中で
す。接続したＨＤＭＩ機器の映像入力設定を確認して下さい。ＨＤＭＩ解像度が自動で映
像出力中です。問題が有る場合は、４８０ｐに設定して下さい。」を操作表示部１５に表
示する（Ｓ８２）。
【００９６】
　解像度設定が自動でなければ（Ｓ８１：ＮＯ）、これ以上確認する事象が存在しないの
で、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０１５であるメッセージ「正常なＨＤＭＩ
機器を接続している場合は、この設定で問題ありません」を操作表示部１５に表示する（
Ｓ８３）。
【００９７】
　以上の処理により、ユーザによってメッセージ表示ボタンが押下されたとき、システム
制御部１４は該当する事象を自動的に発見し、最も適切なメッセージを操作表示部１５に
表示することができる。
【００９８】
　次に、本発明の別の実施形態を説明する。本例では、システム制御部１４が該当する事
象を発見し、操作表示部１５にメッセージを表示している間に、ユーザの設定操作により
当該事象が該当しなくなった場合には、システム制御部１４は次の該当する事象について
判断処理を継続する。例えば、図９に示すように（図９は図５Ｂの変形例である）、発見
された事象に対応するメッセージを表示しながら、システム制御部１４は同じ事象が該当
しなくなったか否かをチェックしており、該当しなくなった時、次の事象のチェックを行
うようにしている。これにより、全ての事象が該当しなくなるまで、ユーザはメッセージ
を見ながら設定を実行することができる。なお、その他の事象につても同様である。
【００９９】
［ＡＶアンプのＥＤＩＤを用いた、ＡＶアンプ側の音声データ受信可否判断処理］
　次に、本発明のさらに別の実施形態を説明する。本例では、システム制御部１４は、Ａ
Ｖアンプ２０のＰＲＯＭ２５に記憶されているＥＤＩＤ（設定情報に該当）を読み出して
、図１０に示す通り、Ｓ１３の処理とＳ１４の処理との間に、ＥＤＩＤに含まれる内容と
現在のＤＶＤプレーヤ１４の設定状況やステータスとに基づいて、「ＥＤＩＤに基づくＡ
Ｖアンプ側の音声データの受信可否判断処理」を実行する（Ｓ１６）。Ｓ１４では、ＨＤ
ＭＩ送信部１３から送信されるＨＤＭＩデータ（音声データ）に関する事象に基づいて、
ＡＶアンプ２０側の設定等に問題があるか否かを推測していたが、Ｓ１６ではＡＶアンプ
２０から取得したＥＤＩＤに基づいて、ＡＶアンプ２０側の設定等に問題があるか否かを
判断するので、Ｓ１６の方がＳ１４に比べて問題を解決できる可能性が高い。従って、Ｓ
１６の優先順位の方が、Ｓ１４の優先順位よりも高く設定されている。ここで使用するＥ
ＤＩＤ内の情報は、ＡＶアンプ２０で再生可能な音声データのフォーマットや、再生可能
な音声データのフォーマットのサンプリング周波数である。
【０１００】
　Ｓ１６の処理について、図１１を参照して説明する。システム制御部１４は、ＡＶアン
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プ２０からＥＤＩＤを取得済であるか否かを判断する（Ｓ９１）。ＥＤＩＤを取得してい
なければ（Ｓ９１：ＮＯ）、Ｓ１６の処理を終了して、Ｓ１４の処理に進み、ＥＤＩＤを
取得していれば（Ｓ９１：ＹＥＳ）、ＥＤＩＤ確認処理を実行する（Ｓ９２）。Ｓ９２の
詳細を図１２に示す。
【０１０１】
　システム制御部１４は、再生中の音声データのフォーマットがＥＤＩＤ内の再生可能フ
ォーマットに含まれているか否かを判断する（Ｓ９３）。含まれていなければ（Ｓ９３：
ＮＯ）、システム制御部１４は、デジタル音声データのフォーマットがＰＣＭであるか否
かを判断する（Ｓ９４）。ＰＣＭである場合（Ｓ９４：ＹＥＳ）、ＰＣＭであればＡＶア
ンプ２０は必ず対応可能であり問題はないので、Ｓ１４の処理に進む。一方、ＰＣＭでな
い場合（Ｓ９４：ＮＯ）、ＡＶアンプ２０が再生中のフォーマットに対応していないこと
が判明するので、メッセージＩＤが０３０であるメッセージ「接続されたＨＤＭＩ機器は
この Formatに対応していません。 Digital
Out設定を PCM設定に変更して下さい。」を操作表示部１５に表示する。
【０１０２】
　再生中の音声データのフォーマットがＥＤＩＤ内の再生可能フォーマットに含まれてい
る場合（Ｓ９３：ＹＥＳ）、システム制御部１４は、再生中の音声データのフォーマット
のサンプリング周波数がＥＤＩＤ内の再生可能なサンプリング周波数に含まれているか否
かを判断する（Ｓ９５）。含まれていれば（Ｓ９５：ＹＥＳ）、問題ないのでＳ１４の処
理に進む。一方、含まれていなければ（Ｓ９５：ＮＯ）、システム制御部１４は、デジタ
ル音声データのフォーマットがＰＣＭであるか否かを判断する（Ｓ９６）。ＰＣＭでない
場合（Ｓ９６：ＮＯ）、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０３１であるメッセー
ジ「 HDMI接続機器がこの再生フォーマットに対応していません。 Digital接続又は Analog
接続にして下さい。」を操作表示部１５に表示する。
【０１０３】
　一方、ＰＣＭである場合（Ｓ９６：ＹＥＳ）、システム制御部１４は、ダウンサンプリ
ング設定がオンになっているか否かを判断する（Ｓ９７）。ダウンサンプリング設定がオ
フであれば（Ｓ９７：ＮＯ）、システム制御部１４は、メッセージＩＤが０３２であるメ
ッセージ「ダウンサンプリング設定を ONにして下さい。」を操作表示部１５に表示する。
一方、ダウンサンプリング設定がオンであれば（Ｓ９７：ＹＥＳ）、システム制御部１４
は、メッセージＩＤが０３３であるメッセージ「 HDMI機器がこの周波数に対応していませ
ん。 Digital接続又は Analog接続にして下さい。」を操作表示部１５に表示する。
【０１０４】
　以上のように、本例では、ＡＶアンプ２０から取得したＥＤＩＤに基づいて、各事象に
該当するか否かを判断して、該当する場合に対応するメッセージを表示することで、より
確実に問題点を解決することができる。なお、本例で使用するＥＤＩＤ内の情報はスピー
カー設定や、オーディオ設定等を含んでいてもよい。また、ＥＤＩＤに基づいてＡＶアン
プ２０の映像データの事象に関する判断処理を実行してもよい。
【０１０５】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態には限定さ
れない。メッセージ表示ボタンは、ＤＶＤプレーヤ１０本体上のボタンでも、リモコン上
のボタンでもよい。メッセージを表示する時間は所定時間（例えば、５秒間）でもよく、
ユーザが表示解除するまでの間でもよい。上記の事象判断部１４ａ、メッセージ表示制御
部１４ｂ及びメッセージテーブルをＡＶアンプ２０又はディスプレイ装置内に設けるよう
にし、ＡＶアンプやディスプレイ装置が上記の事象判断及びメッセージ表示処理を実行す
るようにしてもよい。また、映像音声受信装置がＡＶアンプの代わりにディスプレイ装置
であってもよい。また、上記の各事象の逆の事象（例えば、図５ＡのＳ４２においては、
ＨＤＭＩ送信部１３からデジタル音声データ（デジタルケーブルからのデジタル音声デー
タ）が出力されているという事象）について判断し、フロー図のＹＥＳ／ＮＯを逆転させ
てもいいのは当然である。また、上記のメッセージを表示するだけでなく、設定変更に関
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する問合せ（設定変更ボタン）を表示して、設定変更ボタンを選択した場合、直ぐにユー
ザが設定変更できるようにしてもよい。また、ＤＶＤプレーヤの上記動作をコンピュータ
に実行させるためのプログラム及びこれを記録した記録媒体という形態で提供されてもよ
い。なお、ＨＤＭＩ、ＤＴＳ、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌは登録商標である。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、設定操作が難解であるＨＤＭＩ規格に準拠したＤＶＤプレーヤに特に好適に
採用され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の好ましい実施形態によるＤＶＤプレーヤ１０及びＡＶアンプ２０の構成
を示すブロック図である。
【図２】メッセージテーブルを示す図である。
【図３】ＤＶＤプレーヤの動作の概要を示す図である。
【図４】ＨＤＭＩ接続判断処理を示すフローチャートである。
【図５Ａ】ＤＶＤプレーヤ側の音声データ送信可否判断処理を示すフローチャートである
。
【図５Ｂ】再生部１１からの音声出力確認処理を示すフローチャートである。
【図５Ｃ】ＰＣＭ周波数確認処理を示すフローチャートである。
【図６】ＤＶＤプレーヤ側の映像データ送信可否判断処理を示すフローチャートである。
【図７Ａ】ＡＶアンプ側への音声データ送信種別及び可否の判断を示すフローチャートで
ある。
【図７Ｂ】ＨＤＭＩデータのＰＣＭ周波数確認処理を示すフローチャートである。
【図８】ＡＶアンプ側への映像データ送信種別及び可否の判断を示すフローチャートであ
る。
【図９】別の実施形態を示すフローチャートである。
【図１０】ＤＶＤプレーヤの別の動作の概要を示す図である。
【図１１】ＥＤＩＤに基づく判断処理を示すフローチャートである。
【図１２】ＥＤＩＤ確認処理の詳細を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　　　　　　ＤＶＤプレーヤ（映像音声再生装置、事象判断装置）
　１１　　　　　　再生部
　１３　　　　　　ＨＤＭＩ送信部
　１４　　　　　　システム制御部
　１４ａ　　　　　事象判断部
　１４ｂ　　　　　メッセージ表示制御部
　１５　　　　　　操作表示部
　１６　　　　　　メモリ、メッセージテーブル
【要約】
【課題】　現在の状態に該当する事象を自動的に判断して、該当する事象に対応する好ま
しいメッセージを表示する映像音声再生装置を提供すること。
【解決手段】　ＤＶＤプレーヤ１０は、所定の優先度を有する複数の事象に対応付けて、
所定のメッセージを予め記憶するメッセージテーブル１６と、優先度が高い事象から順番
に、現在の状態が事象に該当するか否かを判断する事象判断部１４ａと、事象判断部１４
ａが該当する事象を発見した場合に、該当する事象に対応付けられた所定のメッセージを
メッセージテーブル１６から読み出して表示するメッセージ表示制御部１４ｂとを備える
。
【選択図】図１
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ５ Ｃ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ Ａ 】
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【 図 ７ Ｂ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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