
JP 4929177 B2 2012.5.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する映像表示装置であって、
　前記映像表示装置のメニュー画面を表示する表示手段と、
　映像の入力元となる機器との間で、コマンドの入出力を行うコマンド入出力手段と、
　当該映像表示装置の映像と前記入力元となる機器からの映像との間で入力を切り替える
切替手段と、
　前記コマンド入出力手段と前記表示手段と前記切替手段とを制御する制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、
　前記表示手段の前記メニュー画面を通じて、前記入力元となる機器の選択を受け付ける
と、前記コマンド入出力手段を通じて、前記入力元となる機器に対して電源状態を確認す
るコマンドを送信し、
　前記電源状態を確認するコマンドの応答が、前記入力元となる機器が電源オンとなって
いることを示すコマンドであると判断すると、前記コマンド入出力手段を通じて、前記入
力元となる機器に対して映像の出力開始を指示するコマンドを送信し、
　前記映像の出力開始を指示するコマンドの応答として、前記入力元となる機器から映像
の出力開始を通知するコマンドを受け付けると、
　前記切替手段に対して、前記入力元となる機器からの映像に入力を切り替えさせ、
　前記表示手段は、前記切替手段によって前記入力元となる機器からの映像に入力が切り
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替えられると、前記入力元となる機器が生成した画面を表示する
　ことを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　前記制御手段が前記入力元となる機器から映像の出力開始を通知するコマンドを受け付
け、前記切替手段が前記入力元となる機器に入力が切り替えられた後に、前記表示手段に
より表示される画面は、前記入力元となる機器が生成した画面のみである
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記電源状態を確認するコマンドの応答が、前記入力元となる機器の電源がオンとなっ
ていることを示すコマンドでない場合は、前記コマンド入出力手段を通じて、電源をオン
するように要求するコマンドを前記入力元となる機器に出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記電源状態を確認するコマンドの応答が、前記入力元となる機器が電源オンとなって
いることを示すコマンドであると判断すると、前記コマンド入出力手段を通じて、前記入
力元となる機器のメニュー画面を表示するように要求するコマンドを、前記入力元となる
機器に出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項５】
　前記映像表示装置はさらに、
　ユーザからの指示を入力するユーザ入力手段を備え、
　前記制御手段は、前記ユーザ入力手段によって入力された指示を所定の形式に変換し、
前記入力元となる機器に転送するように、前記コマンド入出力手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記映像表示装置はさらに、
　前記切替手段が前記入力元となる機器に入力を切り替えた旨の音声ガイドデータを生成
する音声ガイド生成手段と、
　前記音声ガイド生成手段によって生成された音声ガイドデータを出力する音声出力手段
とを備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記映像表示装置はさらに、
　前記入力元となる機器に関する情報である機器情報を前記入力元となる機器から獲得す
る機器情報獲得手段と、
　前記機器情報獲得手段によって獲得された機器情報を用いて前記映像表示装置のメニュ
ー画面を生成する画面生成手段とを備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　映像を表示する映像表示装置に接続される、映像を再生する再生装置であって、
　前記再生装置のメニュー画面を生成する画面生成手段と、
　前記映像表示装置が前記再生装置に入力を切り替えた旨または前記再生装置のメニュー
画面に切り替えた旨の音声ガイドデータを生成する音声ガイド生成手段と、
　前記映像表示装置から当該再生装置の電源の状態を確認するコマンドを入力すると、当
該再生装置が電源オンとなっていることを示すコマンドを前記映像表示装置に出力すると
ともに、映像の出力開始を指示するコマンドを前記映像表示装置から入力すると、映像の
出力開始を通知するコマンドを前記映像表示装置に出力するコマンド入出力手段と、
　前記映像の出力開始を通知するコマンドを受け付けた前記映像表示装置が当該再生装置
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からの映像が表示されるように当該再生装置に入力を切り替えた場合に、当該再生装置の
メニュー画面を前記映像表示装置に出力し、前記音声ガイド生成手段によって生成された
音声ガイドデータを前記映像表示装置に出力するデータ出力手段と
　を備えることを特徴とする再生装置。
【請求項９】
　前記データ出力手段は、前記再生装置のメニュー画面を前記映像表示装置に出力した時
点から所定の時間が経過すると、前記音声ガイド生成手段によって生成された音声ガイド
データを前記映像表示装置に出力する
　ことを特徴とする請求項８に記載の再生装置。
【請求項１０】
　前記データ出力手段は、入力切替が完了した旨のコマンドを前記映像表示装置から受け
ると、前記音声ガイド生成手段によって生成された音声ガイドデータを前記映像表示装置
に出力する
　ことを特徴とする請求項８に記載の再生装置。
【請求項１１】
　前記再生装置はさらに、
　入力切替が完了した旨のコマンドを前記映像表示装置から受けると、前記再生装置が発
する音声をミュートする制御手段を備える
　ことを特徴とする請求項８に記載の再生装置。
【請求項１２】
　映像を表示する映像表示装置における映像表示方法であって、
　前記映像表示装置のメニュー画面を表示する第１の表示ステップと、
　映像の入力元となる機器との間で、コマンドの入出力を行うコマンド入出力ステップと
、
　当該映像表示装置の映像と前記入力元となる機器からの映像との間で入力を切り替える
切替ステップとを含み、
　前記コマンド入出力ステップでは、前記第１の表示ステップにおいて表示された前記映
像表示装置のメニュー画面を介して、前記入力元となる機器の選択を受け付けると、前記
入力元となる機器に対して電源の状態を確認するコマンドを送信し、前記電源状態を確認
するコマンドの応答として、前記入力元となる機器が電源オンとなっていることを示すコ
マンドが前記入力元となる機器から入力されると、映像の出力開始を指示するコマンドを
前記入力元となる機器に送信し、
　前記切替ステップでは、前記コマンド入出力ステップにおいて出力されたコマンドを受
け付けた前記入力元となる機器から、前記映像の出力開始を指示するコマンドの応答とし
て、映像の出力開始を通知するコマンドを受け付けると、前記入力元となる機器からの映
像に入力を切り替え、
　前記映像表示方法は、さらに、
　前記切替ステップにおいて前記入力元となる機器からの映像に入力が切り替えられると
、前記入力元となる機器が生成した画面を表示する第２の表示ステップを含む
　ことを特徴とする映像表示方法。
【請求項１３】
　映像表示システムであって、
　再生装置と、
　映像表示装置とを備え、
　前記再生装置は、
　記録媒体からの映像を再生する再生手段と、
　前記再生装置の画面を生成する画面生成手段と、
　前記画面生成手段によって作成された画面を出力するデータ出力手段とを備え、
　前記映像表示装置は、
　前記再生装置の前記データ出力手段によって出力された画面を入力するデータ入力手段
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と、
　前記映像表示装置のメニュー画面を表示する表示手段と、
　前記再生装置との間で、コマンドの入出力を行うコマンド入出力手段と、
　当該映像表示装置の映像と前記再生装置からの映像との間で入力を切り替える切替手段
と、
　前記コマンド入出力手段と前記表示手段と前記切替手段とを制御する制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、
　前記表示手段の前記メニュー画面を通じて、前記再生装置の選択を受け付けると、前記
コマンド入出力手段を通じて、前記再生装置に対して電源状態を確認するコマンドを送信
し、
　前記電源状態を確認するコマンドの応答が、前記再生装置が電源オンとなっていること
を示すコマンドであると判断すると、前記コマンド入出力手段を通じて、前記再生装置に
対して映像の出力開始を指示するコマンドを送信し、
　前記映像の出力開始を指示するコマンドの応答として、前記再生装置から映像の出力開
始を通知するコマンドを受け付けると、
　前記切替手段に対して、前記再生装置からの映像に入力を切り替えさせ、
　前記表示手段は、前記切替手段によって前記再生装置からの映像に入力が切り替えられ
ると、前記データ入力手段が入力した前記再生装置の画面を表示する
　ことを特徴とする映像表示システム。
【請求項１４】
　前記映像表示装置はさらに、
　前記再生装置に関する情報である機器情報を前記再生装置から獲得する機器情報獲得手
段と、
　前記機器情報獲得手段によって獲得された機器情報を用いて前記映像表示装置のメニュ
ー画面を生成する画面生成手段と
　を備えることを特徴とする請求項１３に記載の映像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生装置もしくは記録再生装置（以下再生装置）とテレビジョン（以下ＴＶ
）などの映像表示装置とから構成されるＡＶシステムに関し、特に、このようなＡＶシス
テムおいて、ＴＶのリモコンのみを用いて再生装置の操作を可能とする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＶには、ＴＶ放送を受信して視聴することだけでなく、様々な用途がある。例
えば、ＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔａｐｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）やＤＶＤレコーダのようなＤ
ＶＲ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）を接続すれば、これらの外部機
器で再生したコンテンツを視聴することができる。そのため、ＴＶには、ＴＶ放送を受信
するためのアンテナ端子に加えて、一個もしくは複数個の外部入力端子が備えられている
ことが多い。ユーザは、リモコンや本体上のボタンなどを操作することによって、これら
の入力を切り換えることができる。
【０００３】
　多くの外部入力端子が備えられているＴＶ（特にハイエンド機種に多い）には、ＤＶＲ
や家庭用ゲーム機など多数の外部機器を同時に接続することができるという利点がある。
その反面、手動で入力切り替えをする必要が生じるため、操作が煩わしくなるという欠点
がある。また、入力切り替えを行った後、それぞれの外部機器のリモコンに持ち替えて操
作を行うことも煩わしい。
【０００４】
　そこで、ＴＶとＶＴＲなどの外部機器との間のコマンド伝送を用いて自動的にＴＶの入
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力を切り替える技術や、このようなコマンド伝送を用いてリモコンキー内容を転送する技
術が提案または規格化されている。
【０００５】
　例えば、下記特許文献１に開示されている再生装置は、再生を開始すると、赤外線信号
などの指示信号をＴＶに送信する。この指示信号は、再生装置の出力端子が接続されてい
るＴＶの入力端子にＴＶの入力を切り替えることを指示する信号である。また、この再生
装置は、電源オフ状態になるときに、ＴＶの入力をアンテナもしくはチューナに切り替え
ることを指示する信号をＴＶに送信する。これにより、再生装置用のリモコンから再生装
置に向けてメニュー画面を表示させるための指示を送信すると同時に、再生装置用のリモ
コンから直接ＴＶに向けて赤外線信号でリモコンキーコードを送信することができる。そ
の結果、再生装置が接続された入力端子にＴＶを入力切替させ、ＴＶ画面に再生装置のメ
ニュー画面を表示させることが可能となる。
【０００６】
　また、ＡＶ．ｌｉｎｋ規格（下記非特許文献１）では、ＴＶやＶＴＲなどが連携して動
作するためのコマンドが規定されている。この規格によると、ＶＴＲが再生を開始した時
や、ＶＴＲがメニュー画面を表示した時、ＶＴＲはＴＶに所定のコマンドを発行する。こ
れにより、再生装置用のリモコンから再生装置に向けてメニュー画面を表示させるための
指示を送信すると同時に、再生装置からＴＶに向けてＡＶ．ｌｉｎｋ線を介して所定の画
面切り替え要求コマンドを送信することができる。その結果、再生装置が接続された入力
端子からの信号にＴＶを入力切替させ、ＴＶ画面に再生装置のメニュー画面を表示させる
ことが可能となる。
【０００７】
　メニュー画面を表示させた以降は、通常の使い方と同じく、再生装置用のリモコンから
再生装置に向けて赤外線信号でリモコンキーコードを送信することにより、再生装置を操
作することができる。これにより、ＴＶリモコンに持ち替えてＴＶの入力切り替え操作を
行った後に再生装置用のリモコンに持ち替えて再生装置を操作するという手間を削減する
ことができる。また、再生装置用のリモコンにＴＶ入力切替キーがある場合には、ＴＶリ
モコンに持ち替えることは不要となる。この場合も、ＴＶ入力切替キーを複数回押すこと
により、再生装置に接続された入力端子からの信号にＴＶを入力切替させる手間を削減す
ることができる。下記非特許文献２に開示されているＨＤＭＩインターフェース中のＣＥ
Ｃ線でも同様の機能を実現することができる。
【０００８】
　また、下記非特許文献３には、ＩＥＥＥ１３９４で接続されている機器間でリモコンキ
ーコードを転送するためのコマンドが規定されている。この規定によると、例えばＴＶ画
面にメニューを表示している機器に対してＴＶリモコンの「上」「下」「左」「右」「決
定」などのキーコードを所定のコマンドを用いて転送することにより、当該機器をＴＶリ
モコンで操作することができる。
【特許文献１】特開２０００－３５０１３１号公報
【非特許文献１】ＣＥＮＥＬＥＣ　ＡＶ．ｌｉｎｋ（ＥＮ５０１５７－１、ＥＮ５０１５
７－２－１、ＥＮ５０１５７－２－２、ＥＮ５０１５７－２－３）
【非特許文献２】ＨＤＭＩ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　１．１　（ＣＥＣ　Ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔ部）
【非特許文献３】ＩＥＥＥ１３９４　Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ＴＡ　Ｄｏ
ｃｕｍｅｎｔ　２００１００１ＡＶ／Ｃ　Ｐａｎｅｌ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　１．１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１、非特許文献１、又は非特許文献２に開示されている技術に
よると、再生装置用のリモコンのみを用いてＴＶを操作することは可能であるが、逆にＴ
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Ｖリモコンのみを用いて再生装置を操作することは不可能であるか、非常に煩雑になると
いう問題点があった。
【００１０】
　まず、再生機器の電源がＳｔａｎｄｂｙ状態であれば、ＴＶリモコンには再生装置の電
源キーがない場合がほとんどなので、ＴＶリモコンからＳｔａｎｄｂｙ状態の再生装置を
起こすこともままならない。仮に、非特許文献３に開示されているリモコンキーコード内
容転送機能がＴＶに備えられていたとしても、ＴＶの電源キーはＴＶに対して働く必要が
あり、再生装置に転送させるのは困難である。再生装置用のリモコンがＴＶの電源キーを
備えている場合が多いのと対照的に、再生装置の電源キーを備えたＴＶリモコンはほとん
ど見かけられない。ＴＶリモコンに再生装置の電源キーを備えていたとしても、ＴＶに繋
がる再生装置のうちどの再生装置に効くのか識別が困難であり、またその設定が煩雑とな
るためである。
【００１１】
　仮に、再生装置が電源ＯＮ状態であったとしても、ＴＶリモコンを用いて、再生機器に
メニュー画面を表示させることができない。仮に、非特許文献３に開示されているリモコ
ンキー内容転送機能がＴＶに備えられていたとしても、ＴＶの「メニュー」キーが押され
た場合はＴＶのメニュー画面が表示されるように働き、再生装置に「メニュー」キー内容
を転送させるのは困難である。
【００１２】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであって、再生装置とＴＶとが接続
されたＡＶシステムにおいて、ＴＶのリモコンのみを用いて再生装置を操作することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するために、本発明に係る映像表示装置は、映像を表示する映像表示装
置であって、前記映像表示装置のメニュー画面を表示する第１の表示手段と、前記第１の
表示手段によって表示されたメニュー画面を通じて、映像の入力元となる機器が指示され
ると、その入力元となる機器に入力を切り替える切替手段と、前記切替手段によって入力
が切り替えられると、その入力元となる機器のメニュー画面を表示する第２の表示手段と
を備える。これにより、映像の入力元となる機器がメニュー画面を通じて指示されると、
その入力元となる機器に入力が切り替わり、前記映像表示装置（ＴＶ）のリモコンのみを
用いて、前記入力元となる機器（再生装置）を操作することが可能となる。
【００１４】
　ここで、前記映像表示装置はさらに、電源状態を確認するためのコマンドを前記入力元
となる機器に出力するとともに、電源がオンでない場合は電源をオンするように要求する
コマンドを前記入力元となる機器に出力するコマンド入出力手段を備えてもよい。これに
より、前記映像表示装置から前記入力元となる機器の電源をオンにすることが可能となる
。
【００１５】
　また、前記映像表示装置はさらに、映像の出力開始を指示するコマンドを前記入力元と
なる機器に出力するコマンド入出力手段を備え、前記切替手段は、映像の出力開始を通知
するコマンドを前記入力元となる機器から受けると、その入力元となる機器に入力を切り
替えてもよい。これにより、前記入力元となる機器からのコマンドにより入力切替が行な
われるので、前記映像表示装置と前記入力元となる機器との間に切替装置などが存在した
場合にも正しく入力切替を行うことが可能となる。
【００１６】
　また、前記映像表示装置はさらに、前記入力元となる機器が電源オンとなっていること
を確認すると、映像の出力開始を指示するコマンドを前記入力元となる機器に出力するコ
マンド入出力手段を備え、前記切替手段は、映像の出力開始を通知するコマンドを前記入
力元となる機器から受けると、その入力元となる機器に入力を切り替えてもよい。これに
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より、前記入力元となる機器からのコマンドにより入力切替が行なわれるので、前記映像
表示装置と前記入力元となる機器との間に切替装置などが存在した場合にも正しく入力切
替を行うことが可能となる。
【００１７】
　また、前記映像表示装置はさらに、前記入力元となる機器のメニュー画面を表示するよ
うに要求するコマンドを前記入力元となる機器に出力するコマンド入出力手段を備えても
よい。これにより、前記映像表示装置の第２の表示手段は、前記入力元となる機器のメニ
ュー画面を表示することが可能となる。
【００１８】
　また、前記映像表示装置はさらに、ユーザからの指示を入力するユーザ入力手段と、前
記ユーザ入力手段によって入力された指示を所定の形式に変換し、前記入力元となる機器
に転送するコマンド入出力手段とを備えてもよい。これにより、例えば前記映像表示装置
のリモコンから入力された情報によって、前記入力元となる機器を操作することが可能と
なる。
【００１９】
　また、前記映像表示装置はさらに、前記入力元となる機器に入力を切り替えた旨の音声
ガイドデータを生成する音声ガイド生成手段と、前記音声ガイド生成手段によって生成さ
れた音声ガイドデータを出力する音声出力手段とを備えてもよい。これにより、入力を切
り替えた旨の音声がユーザに通知されるので、ユーザはその状況を確実に認識することが
できる。
【００２０】
　また、前記映像表示装置はさらに、前記入力元となる機器に関する情報である機器情報
を獲得する機器情報獲得手段と、前記機器情報獲得手段によって獲得された機器情報を用
いて前記映像表示装置のメニュー画面を生成する画面生成手段とを備えてもよい。これに
より、前記入力元となる機器に関する情報を用いて前記メニュー画面が生成されるので、
接続されている機器に依存したメニュー画面を表示することが可能となる。
【００２１】
　また、本発明に係る再生装置は、映像を再生する再生装置であって、前記再生装置のメ
ニュー画面を生成する画面生成手段と、前記再生装置に入力を切り替えた旨または前記再
生装置のメニュー画面に切り替えた旨の音声ガイドデータを生成する音声ガイド生成手段
と、前記再生装置のメニュー画面を映像表示装置に出力し、前記音声ガイド生成手段によ
って生成された音声ガイドデータを前記映像表示装置に出力するデータ出力手段とを備え
る。これにより、入力を切り替えた旨の音声がユーザに通知されるので、ユーザはその状
況を確実に認識することができる。
【００２２】
　ここで、前記データ出力手段は、前記再生装置のメニュー画面を前記映像表示装置に出
力した時点から所定の時間が経過すると、前記音声ガイド生成手段によって生成された音
声ガイドデータを前記映像表示装置に出力してもよい。これにより、所定の時間が経過す
るまで音声通知を待つようにしているので、音声通知されなかったり、音声通知の頭の部
分が切れたりすることを防止することができる。
【００２３】
　また、前記データ出力手段は、入力切替が完了した旨のコマンドを前記映像表示装置か
ら受けると、前記音声ガイド生成手段によって生成された音声ガイドデータを前記映像表
示装置に出力してもよい。これにより、前記映像表示装置の入力切替が完了するまで音声
通知を待つようにしているので、音声通知されなかったり、音声通知の頭の部分が切れた
りすることを防止することができる。
【００２４】
　また、前記再生装置はさらに、入力切替が完了した旨のコマンドを前記映像表示装置か
ら受けると音声をミュートする制御手段を備えてもよい。これにより、入力が切り替わる
と音声がミュートされるので、音声通知が聞き取りにくくなることを防止することができ



(8) JP 4929177 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

る。
【００２５】
　なお、本発明は、このような映像表示装置として実現することができるだけでなく、こ
のような映像表示装置が備える特徴的な手段をステップとする映像表示方法として実現す
ることもできる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上の説明から明らかなように、本発明に係る映像表示装置によれば、映像の入力元と
なる機器がメニュー画面を通じて指示されると、その入力元となる機器に入力が切り替わ
る。さらにこの後、従来ならば前記入力元となる機器のリモコンに持ち替えて操作しなけ
ればならなかった操作が、同じ映像表示装置のリモコンを継続して操作し続けることによ
っても可能となる。すなわち、本発明によれば、前記映像表示装置のリモコンのみを用い
て、前記入力元となる機器を操作することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２８】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明の第１の実施の形態について、図１から図４を用いて説明する。
【００２９】
　図１は、ＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図である。
【００３０】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、映像又は音声を再生する再生装置であって、制御部１０２、
チューナ１０３、記録再生部１０４、エンコーダ１０５、デコーダ１０６、ユーザ操作部
１０７、スイッチ１０８、データ出力Ｉ／Ｆ１０９、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭディスク１１１、データ処理部１１２、アンテナ１２１を備えている。制御部
１０２は、ＤＶＤレコーダ１０１の各構成部の動作を制御する。チューナ１０３は、アン
テナ１２１で受信したＴＶ放送から特定のチャンネルの映像音声データを取り出す。記録
再生部１０４は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１に対してデータを読み書きする。エンコ
ーダ１０５は、チューナ１０３から受け取った映像音声データをＤＶＤ－ＲＡＭディスク
１１１の記録に適した形式に変換する。デコーダ１０６は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１
１に記録されているデータをデコードする。ユーザ操作部１０７は、ＤＶＤレコーダ１０
１の本体上の操作ボタンや、ユーザが操作するリモコンから赤外線信号などの指示信号を
受け取る受光器等である。スイッチ１０８は、チューナ１０３とデコーダ１０６のいずれ
かを選択する。データ出力Ｉ／Ｆ１０９は、データ用ケーブル４０１を通して映像音声デ
ータをＴＶ２０１に出力する。コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０は、コマンド用ケーブル４０
２を通じてコマンドをＴＶ２０１との間で入出力する。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１は
、データを記録することが可能な記録媒体である。データ処理部１１２は、必要に応じて
映像音声データを加工してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。アンテナ１２１は、ＴＶ
放送を受信してチューナ１０３に出力する。
【００３１】
　ＴＶ２０１は、映像を表示する映像表示装置であって、画面２０２、スピーカ２０３、
制御部２０４、データ処理部２０５、チューナ２０６、スイッチ２０７、ユーザ操作部２
０８、データ入力Ｉ／Ｆ２０９及び２１１、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０及び２１２、ア
ンテナ１２１を備えている。制御部２０４は、ＴＶ２０１の各構成部の動作を制御する。
データ処理部２０５は、必要に応じて映像音声データを加工して画面２０２またはスピー
カ２０３に出力する。チューナ２０６は、アンテナ１２１で受信したＴＶ放送から特定の
チャンネルの映像音声データを取り出す。スイッチ２０７は、データ入力Ｉ／Ｆ２０９と
データ入力Ｉ／Ｆ２１１とチューナ２０６のいずれかを選択する。ユーザ操作部２０８は
、ＴＶ２０１の本体上の操作ボタンや、ユーザが操作するリモコンから赤外線信号などの
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指示信号を受け取る受光器等である。データ入力Ｉ／Ｆ２０９は、データ用ケーブル４０
１を通して映像音声データをＤＶＤレコーダ１０１から入力する。データ入力Ｉ／Ｆ２１
１は、データ用ケーブル４０３を通して映像音声データをＳＴＢ３０１から入力する。コ
マンド入出力Ｉ／Ｆ２１０は、コマンド用ケーブル４０２を通じてコマンドをＤＶＤレコ
ーダ１０１との間で入出力する。コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１２は、コマンド用ケーブル４
０４を通じてコマンドをＳＴＢ３０１との間で入出力する。アンテナ１２１は、ＴＶ放送
を受信してチューナ２０６に出力する。
【００３２】
　なお、ＴＶ２０１において、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０とコマンド入出力Ｉ／Ｆ２１
２とは接続されている。これにより、ＤＶＤレコーダ１０１から出力されたＳＴＢ３０１
宛のコマンドはＳＴＢ３０１に、ＳＴＢ３０１から出力されたＤＶＤレコーダ１０１宛の
コマンドはＤＶＤレコーダ１０１に、それぞれ伝送されるようになっているものとする。
【００３３】
　図２は、ＤＶＤレコーダ１０１とＴＶ２０１間のコマンドシーケンスの例である。
【００３４】
（１）ＴＶ２０１の動作
　まず、ＴＶ２０１の動作について説明する。
【００３５】
　ユーザは、「入力切替」「選局」「メニュー表示」「メニュー閉じる」など、様々な指
示をユーザ操作部２０８に入力することができる。ユーザ操作部２０８は、ユーザからの
指示を受け取ると、その指示を制御部２０４に出力する。制御部２０４は、ユーザからの
指示の内容に応じて、ＴＶ２０１の各部分の動作を制御する。
【００３６】
　以下、ＴＶ放送視聴動作、手動入力切替動作、外部機器視聴動作、メニュー画面表示動
作、自動入力切替動作について説明する。
【００３７】
［ＴＶ放送視聴動作］
　ＴＶ放送が視聴されるのは、スイッチ２０７の入力がチューナ２０６に設定されている
場合である。チューナ２０６は、アンテナ１２１で受信したＴＶ放送から、指定されたチ
ャンネルの映像音声データを取り出してスイッチ２０７に出力する。スイッチ２０７は、
チューナ２０７から受け取った映像音声データをデータ処理部２０５に出力する。
【００３８】
　データ処理部２０５は、スイッチ２０７から受け取った映像音声データのうち、映像デ
ータを画面２０２に出力し、音声データをスピーカ２０３に出力する。このとき、制御部
２０４からの指示に応じて、例えば受信チャンネル番号表示を追加するなど、出力する映
像データに加工を加えることもある。
【００３９】
［手動入力切替動作］
　制御部２０４は、ユーザ操作部２０８を通してユーザから入力切替指示を受け取ると、
入力を切り替えるようにスイッチ２０７に指示する。例えば、スイッチ２０７は、チュー
ナ２０６からの入力をデータ処理部２０５に出力しているときに、データ入力Ｉ／Ｆ２０
９への入力に切り替えるように制御部２０４から指示されると、データ入力Ｉ／Ｆ２０９
から受け取った映像音声データをデータ処理部２０５に出力するように変更する。
【００４０】
［外部機器視聴動作］
　外部機器からの映像が視聴されるのは、スイッチ２０７の入力がデータ入力Ｉ／Ｆ２０
９もしくはデータ入力Ｉ／Ｆ２１１に設定されている場合である。ここでは、スイッチ２
０７の入力がデータ入力Ｉ／Ｆ２０９に設定されている場合の動作を説明する。
【００４１】
　データ入力Ｉ／Ｆ２０９は、データ用ケーブル４０１を通してＤＶＤレコーダ１０１か
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ら映像音声データを受け取ってスイッチ２０７に出力する。スイッチ２０７は、データ入
力Ｉ／Ｆ２０９から受け取った映像音声データをデータ処理部２０５に出力する。
【００４２】
　以下、ＴＶ放送視聴動作と同様の動作である。また、スイッチ２０７の入力がデータ入
力Ｉ／Ｆ２１１に設定されている場合の動作も同様の動作である。
【００４３】
［メニュー画面表示動作］
　ここでいうメニュー画面とは、ＴＶ２０１の設定を行う画面、番組表（ＥＰＧ）、接続
機器操作画面などである。
【００４４】
　制御部２０４は、ユーザ操作部２０８を通してユーザから「メニュー表示」指示を受け
取ると、メニュー画面の生成および出力をデータ処理部２０５に指示する。データ処理部
２０５は、指示されたメニュー画面のデータを生成して画面２０２に出力する。また、必
要に応じて音声データをスピーカ２０３に出力する。このとき、メニュー画面の一部にス
イッチ２０７から受け取る映像音声データを含めることもある。
【００４５】
　その後、制御部２０４は、ユーザ操作部２０８を通してユーザから「メニュー閉じる」
指示を受け取るなど、メニュー画面を閉じる必要が生じた場合には、メニュー終了をデー
タ処理部２０５に指示する。データ処理部２０５は、メニュー終了指示を受け取ると、メ
ニュー画面の生成および出力を終了し、スイッチ２０７から受け取った映像音声データを
画面２０２およびスピーカ２０３に出力する。
【００４６】
［メニューからの自動入力切替動作］
（接続機器情報獲得）
　図３は、ＴＶメニューの一例を示す図である。前記メニュー画面表示動作によって、デ
ータ処理部２０５は、図３に示されるような操作メニューを画面２０２に表示させる。
【００４７】
　ＴＶ２０１のコマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０は、コマンド用ケーブル４０２を通して接続
されている外部機器（図１ではＤＶＤレコーダ１０１もしくはＳＴＢ３０１）から、前記
外部機器が電源オンになるタイミングで、前記外部機器から送られるコマンド（図２のｓ
ｔｅｐ１００３）により機器ごとの情報を受け取る。そして、所定の条件に合致する機器
（ここではＤＶＤレコーダ１０１）が存在した場合には、その機器に関する情報をその機
器の接続位置情報（ここではＤＶＤレコーダ１０１がデータ入力Ｉ／Ｆ２０９およびコマ
ンド入出力Ｉ／Ｆ２１０に接続されていることを示す情報）とともに、制御部２０４に出
力する。また、このコマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０が非特許文献２におけるＨＤＭＩケーブ
ル中のＣＥＣ線である場合には、ＤＶＤレコーダ１０１の物理アドレスの情報がコマンド
入出力Ｉ／Ｆ２１０への接続位置情報に該当する。これらの情報は、後述する自動入力切
替の際にＤＶＤレコーダ１０１の電源がＳｔａｎｄｂｙ状態でも、入力切替と連動してＤ
ＶＤレコーダ１０１を電源オンさせるために、制御部２０４に保持される（図２のｓｔｅ
ｐ２００４）。
【００４８】
（自動入力切替）
　制御部２０４は、ユーザ操作部２０８により「メニュー」キーが押されると、メニュー
画面を表示する。また、その時点で前記所定の条件に合致した外部機器が存在する場合に
は、図３に示すような「レコーダを操作する」というＧＵＩボタンをデータ処理部２０５
に表示させる（図２のＳｔｅｐ２００１）。
【００４９】
　ここで、ユーザ操作部２０８により「レコーダを操作する」ＧＵＩボタンが選択・押下
されると、制御部２０４は、ＧＵＩボタンが押下された状態の表示に変更するようにデー
タ処理部２０５に指示するとともに、あらかじめ該ＧＵＩボタンと関連付けられたＤＶＤ
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レコーダ１０１を操作する状態に遷移する。
【００５０】
　具体的には、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０は、まずコマンド用ケーブル４０２を通して
ＤＶＤレコーダ１０１の電源状態を問い合わせるコマンドを発行する（図２のＳｔｅｐ２
００２）。電源がＳｔａｎｄｂｙ状態であると応答された場合には（図２のＳｔｅｐ１０
０１）、コマンド用ケーブル４０２を通して、ＤＶＤレコーダ１０１の電源がオンとなる
よう要求するコマンドを発行する（図２のＳｔｅｐ２００３）。このコマンド発行後は、
コマンド用ケーブル４０２を通して、ＤＶＤレコーダ１０１の電源状態を問い合わせるコ
マンドを電源オンが確認されるまで定期的に発行する（図２のＳｔｅｐ２００５、２００
５'）。これらのシーケンスによって、切替と連動してＤＶＤレコーダ１０１の電源をオ
ンさせることができる。
【００５１】
　コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０は、電源オンとなっていることを確認すると、コマンド用
ケーブル４０２を通して出力開始指示コマンドをＤＶＤレコーダ１０１に送信する（図２
のＳｔｅｐ２００７）。その時点でＤＶＤレコーダ１０１がもしメニューを出していたら
、そのメニューを一旦クリヤするために、コマンド用ケーブル４０２を通してメニュー停
止指示コマンドをＤＶＤレコーダ１０１に送信する（図２のＳｔｅｐ２００６）。
【００５２】
　出力開始指示コマンドを受け取ったＤＶＤレコーダ１０１は、出力を開始するとともに
出力開始通知コマンドを送信する（図２のＳｔｅｐ１００８　後述）。さらに、自分がリ
モコンキー転送を受け付ける状態であることを示すリモコンキー受信状態コマンドを送信
する（図２のＳｔｅｐ１００９）。
【００５３】
　制御部２０４は、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０から受け取ったコマンドが出力開始通知
コマンドであった場合には、出力開始通知コマンドの送信元機器が接続されているデータ
入力Ｉ／Ｆからの入力に切り替えるようにスイッチ２０７に指示する（図２のＳｔｅｐ２
００８）。例えば、出力開始通知コマンドの送信元機器がＤＶＤレコーダ１０１であった
場合には、スイッチ２０７の入力をデータ入力Ｉ／Ｆ２０９に切り替える。このとき、制
御部２０４は、ユーザから「メニュー閉じる」指示を受け取らずとも、自動的にデータ処
理部２０５にメニュー終了を指示する。データ処理部２０５は、メニュー終了指示を受け
取ると、ＴＶメニュー画面の生成および出力を終了し、スイッチ２０７から受け取った映
像音声データを画面２０２およびスピーカ２０３に出力する。ここで、直接ＴＶ２０１内
部で入力切替せず、Ｓｔｅｐ２００７→Ｓｔｅｐ２００８のようにＤＶＤレコーダ１０１
からのコマンドにより入力切替を行うのは、ＤＶＤレコーダ１０１とＴＶ２０１との間に
切替装置などが存在した場合にも正しく入力切替が行われるようにするためである（後述
）。
【００５４】
　次に、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０は、コマンド用ケーブル４０２を通して、レコーダ
メニュー画面を表示するよう要求するメニュー出力要求コマンドをＤＶＤレコーダ１０１
に発行する（図２のＳｔｅｐ２００９）。メニュー出力要求コマンドを受け取ったＤＶＤ
レコーダ１０１は、レコーダメニュー画面出力を開始し、ＴＶ２０１のデータ入力Ｉ／Ｆ
２０９を通じてレコーダメニュー画面を画面２０２およびスピーカ２０３に出力する。こ
のように、特許文献１や非特許文献１に開示されているように再生装置側から機器を切り
替えるのではなく、ＴＶ側から機器を選択して切り替える。
【００５５】
（機器操作）
　ユーザは、ＴＶ２０１に表示されたＤＶＤレコーダ１０１のレコーダメニュー画面を見
ながら、ＴＶ２０１のユーザ操作部２０８によってＤＶＤレコーダ１０１を操作する。
【００５６】
　図４は、レコーダメニューの一例を示す図である。この図に示されるようなレコーダメ
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ニューが表示された場合、ユーザは、ユーザ操作部２０８を用いて、「上」「下」「右」
「左」の方向キー、「決定」キー、「戻る」キーなどのリモコンキー（「基本キー」）に
よる操作を行う（図２のＳｔｅｐ２０１０）。制御部２０４は、ユーザ操作部２０８から
受け取った基本キー入力を所定の形式に変換し、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０からコマン
ド用ケーブル４０２を通して接続されているＤＶＤレコーダ１０１に対し、変換された基
本キー入力をキーコード転送コマンドを用いて送信する。
【００５７】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、コマンド用ケーブル４０２からキーコード転送コマンドを受
け取ると、操作されたキー入力を復元し、自身のユーザ操作部１０７から受け取ったキー
入力と同様に動作する（図２のＳｔｅｐ１０１１）。
【００５８】
　なお、この操作中にＴＶリモコンで「メニュー」キーを押下すると、ＤＶＤレコーダ１
０１からの入力を表示している状態で、ＴＶメニューをオーバーレイして表示することに
なる。制御部２０４は、ＴＶメニュー表示中である場合には、ユーザ操作部２０８から入
力された基本キー内容をＤＶＤレコーダ１０１に転送せず、［メニュー画面表示動作］で
記述したのと同様にＴＶメニューに対して働かせる。すなわち、方向キーや「決定」キー
、「戻る」キーなどは、レコーダメニューに対して働かず、ＴＶメニューに対して働く。
【００５９】
　また、基本キー以外のキー入力、例えばＴＶ用の「電源」キーや「ＣＨ番号」キー、「
音量」キーなどに関しては、制御部２０４は、ユーザ操作部２０８から入力されたキー内
容をＤＶＤレコーダに転送せず、直接ＴＶに対して働かせる。今から押すキーがＴＶと再
生装置のどちらに効くのかということをユーザにその都度判断させるのは、リモコンの持
ち替えを減らし使いやすくしようとする当初の意図と反するので、以上説明したように、
キーがＴＶと再生装置のどちらに効くのかを制御部２０４が所定のルールに従って自動的
に割り振る。前述したもの以外に基本キーとして何を割り当てるかなどのルールは機器の
実装に依存する。
【００６０】
（２）ＤＶＤレコーダ１０１の動作
　次に、ＤＶＤレコーダ１０１の動作について説明する。
【００６１】
　ユーザは、「再生開始」「再生停止」「メニュー表示」「メニュー閉じる」など、様々
な指示をユーザ操作部１０７に入力することができる。ユーザ操作部１０７は、ユーザか
らの指示を受け取ると、その指示を制御部１０２に出力する。制御部１０２は、ユーザか
らの指示の内容に応じて、ＤＶＤレコーダ１０１の各部分の動作を制御する。
【００６２】
　以下、記録動作、再生動作、メニュー画面表示動作、記録も再生も行っていない場合の
動作、コマンド送受信動作について説明する。
【００６３】
［記録も再生も行っていない場合の動作］
　チューナ１０３は、アンテナ１２１で受信したＴＶ放送から、指定されたチャンネルの
映像音声データを取り出してエンコーダ１０５とスイッチ１０８に出力する。スイッチ１
０８は、記録動作もしくは再生動作を行っていない場合には、チューナ１０３から受け取
った映像音声データをデータ処理部１１２に出力する。
【００６４】
　データ処理部１１２は、スイッチ１０８から受け取った映像音声データをデータ出力Ｉ
／Ｆ１０９に出力する。このとき、制御部１０２からの指示に応じて、例えば受信チャン
ネル番号表示を追加するなど、出力する映像音声データに加工を加えることもある。デー
タ出力Ｉ／Ｆ１０９は、受け取った映像音声データを、データ用ケーブル４０１を通して
ＴＶ２０１に出力する。
【００６５】
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　ユーザは、受信するチャンネルを変更する場合には、ユーザ操作部１０７に選局指示を
入力する。制御部１０２は、ユーザ操作部１０７を通して選局指示を受け取ると、チュー
ナ１０３に取り出すチャンネルを指示する。チューナ１０３は、指示されたチャンネルの
映像音声データをスイッチ１０８に出力する。なお、チューナで受信した映像音声データ
をそのまま出力した画面のことを、以降、ＥＥ画面と呼ぶことにする。
【００６６】
［メニュー画面表示動作］
　ここでいうメニュー画面とは、ＤＶＤレコーダ１０１の設定を行う画面、番組表（ＥＰ
Ｇ）、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の記録内容一覧画面などである。
【００６７】
　制御部１０２は、ユーザ操作部１０７を通してユーザから「メニュー表示」指示を受け
取ると、データ処理部１１２にメニュー画面の生成および出力を指示する。データ処理部
１１２は、指示されたメニュー画面のデータを生成し、スイッチ１０８から受け取る映像
音声データの代わりに、生成したメニュー画面のデータをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力
する（図２のＳｔｅｐ１０１０）。このとき、スイッチ１０８から受け取る映像音声デー
タをメニュー画面の一部に含めることもある。
【００６８】
　その後、制御部１０２は、ユーザ操作部１０７を通してユーザから「メニュー閉じる」
指示を受け取るなど、メニュー画面を閉じる必要が生じた場合には、データ処理部１１２
にメニュー終了を指示する。データ処理部１１２は、メニュー終了指示を受け取ると、メ
ニュー画面の生成および出力を終了し、スイッチ１０８から受け取った映像音声データを
データ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。
【００６９】
［コマンド送受信動作］
　制御部１０２は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生データもしくはメニュー画面の
データをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９から出力し始めた時点で、出力開始通知コマンドの送信
をコマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０に指示する。コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０は、コマンド用
ケーブル４０２を通して、ＴＶ２０１などの接続されている機器に出力開始通知コマンド
を送信する。
【００７０】
　また、制御部１０２は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生データもしくはメニュー
画面のデータをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９から出力し終わって、ＥＥ画面のデータをデータ
出力Ｉ／Ｆ１０９から出力し始めた時点で、出力開始指示コマンドの送信をコマンド入出
力Ｉ／Ｆ１１０に指示する。コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０は、コマンド用ケーブル４０２
を通してＴＶ２０１に出力開始指示コマンドを送信するとともに、コマンド用ケーブル４
０４を通してＳＴＢ３０１に出力開始指示コマンドを送信する（図２のＳｔｅｐ１００９
）。
【００７１】
　また、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０が他の機器から受け取ったコマンドが機器通知コマ
ンドの場合には、制御部１０２は、その送信元を確認することで、ＳＴＢ３０１など他の
機器が接続されていることを知ることができる。
【００７２】
また、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０が他の機器から受け取ったコマンドがリモコンキー内
容転送コマンドの場合には、制御部１０２は、ユーザ操作部１０７からの入力の場合と同
様に、指示の内容に応じてＤＶＤレコーダ１０１の各部分の動作を制御する。例えば、Ｅ
Ｅ画面表示中に「再生」キーが転送されてきた場合には、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１
の再生動作を開始し、データ出力Ｉ／Ｆ１０９から再生データを出力する。また、例えば
「上」キーがレコーダメニュー表示中に転送されてきた場合には、メニュー中のカーソル
を上に上げる、あるいはメニュー中の数値を上げる等、所定の画面制御をする（図２のＳ
ｔｅｐ１０１１）。
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【００７３】
　また、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０が他の機器からコマンドを受け取り、受け取ったコ
マンドがメニュー終了コマンドの場合には、制御部１０２は、内部のメニュー終了指示と
同様の指示をデータ処理部１１２に送る。データ処理部１１２は、メニュー終了指示を受
け取ると、メニュー画面の生成および出力を終了し、スイッチ１０８から受け取った映像
音声データをデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する（図２のＳｔｅｐ１０１２）。
【００７４】
　以上のように、第１の実施の形態によれば、ＴＶ２０１のメニュー画面に「レコーダを
操作する」等というＧＵＩボタンを表示し、これを選択するだけで、対応するＤＶＤレコ
ーダ１０１からの出力にＴＶ２０１の入力が自動的に切り替わる。さらにこの後、従来な
らばＤＶＤレコーダ１０１のユーザ操作部１０７に持ち替えて操作しなければならなかっ
たＤＶＤレコーダ１０１に対する操作が、同じＴＶ２０１のユーザ操作部２０８を継続し
て操作し続けることによっても可能となる。
【００７５】
　しかも、ＤＶＤレコーダ１０１自体が生成するレコーダメニュー画面そのものをＴＶ２
０１で見ながら操作するので、非特許文献３などに開示されているように、再生装置を操
作するパネルをＴＶ側で生成してＴＶリモコンの操作内容を再生装置に転送する場合に比
べて、機器の機能に則した柔軟な操作が可能となる。具体的には、再生装置の方がＴＶよ
り世代が新しい場合、ＴＶ側で操作パネルを生成していると、追加された機能に対応する
ことができない。これに対して、再生装置自身が生成するメニュー画面に切り替えてリモ
コン内容だけを変換して転送すれば、まったく新規なキーを必要とする場合を除いて、旧
来のＴＶリモコンを操作することで再生装置の新しい機能を利用することができる。また
、ＴＶ画面に向けてリモコンを操作しても再生装置が正しく動くという副次的な効果も得
られる。
【００７６】
　なお、ＤＶＤレコーダ１０１は、外部機器と接続するための外部入力Ｉ／Ｆを保有し、
外部機器から出力された映像音声データと、チューナ１０３で受信したＴＶ放送とを切り
替えられるようになっていても良い。
【００７７】
　また、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１１１の再生データもしくはメニュー画面のデータを出
力し始めた時点で出力開始通知コマンドの送信を指示するとしたが、出力開始通知コマン
ドの送信を指示する手法はこれに限定されるものではない。例えばＥＥ画面を出力し始め
た時点で出力開始通知コマンドの送信を指示するなど、他の手法で出力開始通知コマンド
の送信を指示するとしても同様の効果が得られる。
【００７８】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１で記録再生する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクでは
なく、ＤＶＤ－Ｒディスクのような他のリムーバブルメディアや、ハードディスクのよう
な固定メディアであっても良いし、一種類もしくは複数種類の記録媒体の記録再生を行え
る記録再生装置であっても良い。また、エンコーダを備えず、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの記録
メディアの再生のみを行うＤＶＤプレーヤなどの再生専用装置をＤＶＤレコーダに代えて
採用しても良い。
【００７９】
　また、チューナを備えず、外部機器からの入力のみを視聴するためのモニターをＴＶ２
０１に代えて採用しても良い。
【００８０】
　また、ＤＶＤレコーダ１０１、ＴＶ２０１およびＳＴＢ３０１で受信可能なＴＶ放送は
同じ種類の放送であっても良いし、異なる種類の放送であっても良い。
【００８１】
　また、ＴＶ２０１は、データ入力Ｉ／Ｆを二つ備えているとしたが、三つ以上備えてい
ても良い。これらのデータ入力Ｉ／Ｆは、同一の種類であっても良いし、異なる種類であ
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っても良い。要するに、コマンド入出力Ｉ／Ｆ２１０で受け取ったコマンドの送信元の機
器が特定でき、かつＴＶ２０１の入力をコマンド送信元機器に切り替えられれば良い。
【００８２】
　また、データ用ケーブルおよびコマンド用ケーブルは、一本のケーブルもしくは複数本
のケーブルであっても良いし、複数本の信号線を束ねて一本のケーブルにしたものでも良
い。また、ケーブルではなく、赤外線などの無線信号で伝送するようになっていても良い
。
【００８３】
　また、外部機器が電源オンになるタイミングで、外部機器から送られるコマンドにより
機器ごとの情報をＴＶ２０１が受け取るとしたが、外部機器からコマンドを送るタイミン
グは、Ｓｔａｎｄｂｙ中や別のタイミングでもかまわない。また、外部機器から機器ごと
の情報を受け取るタイミングをＴＶ２０１が外部機器に問い合わせる方式でも構わない。
【００８４】
　また、図２のシーケンスにおいて、Ｓｔｅｐ１００３、Ｓｔｅｐ２００６の動作順序は
、入れ替わっていても良いし、同時でも良い。同様に、Ｓｔｅｐ２００６、Ｓｔｅｐ２０
０７の動作順序は入れ替わっていても良いし、同時でも良い。さらに、Ｓｔｅｐ２００７
とＳｔｅｐ１００８、１００９の動作は独立のため、順序は入れ替わる可能性がある。こ
の場合も発明の効果に影響は無い。
【００８５】
　また、Ｓｔｅｐ１００３およびＳｔｅｐ１００９の実行タイミングは、前記したタイミ
ングに限定されるものではなく、Ｓｔａｎｄｂｙ中や起動直後など、他のタイミングで実
行されても良い。
【００８６】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態で説明したようにＴＶメニュー画面からレコ
ーダメニュー画面に切り替わる際、その旨がＤＶＤレコーダによって音声通知される。「
ＤＶＤレコーダによって音声通知される」とは、後述するように、ＤＶＤレコーダによっ
て音声通知信号が生成されることを意味する。
【００８７】
　図５は、ＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図である。図５において、５０１は
ＤＶＤレコーダ、５０２は制御部、５０３はデータ処理部、５０４はタイマである。その
他の構成部は、第１の実施の形態と同様である。
【００８８】
　図６は、ＤＶＤレコーダ５０１とＴＶ２０１間のコマンドシーケンスの例である。Ｓｔ
ｅｐ３００１と３００２以外は図２と同様である。ただし、先に述べたようにＳｔｅｐ２
００７とＳｔｅｐ１００８、１００９の動作は独立のため、順序は入れ替わる可能性があ
り、本図では入れ替わった場合のシーケンスを記述している。
【００８９】
　Ｓｔｅｐ２００９のコマンドによってＤＶＤレコーダ５０１がメニュー表示を要求され
、Ｓｔｅｐ３００１(図２のＳｔｅｐ１０１０に相当)において、制御部５０２がメニュー
画面の生成および出力をデータ処理部５０３に指示すると、データ処理部５０３は、指示
されたメニュー画面のデータを生成してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。同時に、制
御部５０２は、タイマ５０４に対してカウント開始を指示する。タイマ５０４は、指示を
受けるとカウントを開始し、所定時間（本実施の形態では仮に３秒とする）が経過すると
その旨をデータ処理部５０３に通知する。この所定時間の長さは、ＴＶ２０１がＤＶＤレ
コーダ５０１のデータ用ケーブル４０１からの入力に切り替え、同期安定などを終え、画
像と音声とが正常に出るまでに要する時間を見越した長さに設定しておく。
【００９０】
　データ処理部５０３は、タイマ５０４から通知を受けると、あらかじめ本体内で記憶し
ている「ＤＶＤレコーダのメニューに切り替わりました」という音声通知信号をメニュー
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画面のデータに加えてデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する（図６のＳｔｅｐ３００２）。
この音声通知信号は、あらかじめ本体内で記憶しておくのではなく、タイマ５０４から通
知を受けたときに生成しても良い。
【００９１】
　ＴＶ２０１は、ＤＶＤレコーダ５０１からの指示に従ってデータ用ケーブル４０１に入
力を切り替えた後、特別な設定や動作なしに、ＤＶＤレコーダ５０１からの入力信号を画
像表示・音声再生する。これにより、ＤＶＤレコーダ５０１からのメニュー画面が表示さ
れ、「ＤＶＤレコーダのメニューに切り替わりました」という音声通知が再生される。
【００９２】
　以上のように、第２の実施の形態によれば、「レコーダを操作する」ＧＵＩボタンが押
されると、ＴＶのメニュー画面からＤＶＤレコーダのメニュー画面に切り替わったことが
画面表示されるとともに音声通知されるので、ユーザは確実にその状況を認識することが
できる。この際、タイマ５０４を用いて所要時間分音声通知を待つようにしているので、
音声通知されなかったり、音声通知の頭の部分が切れたりすることを防止することができ
る。
【００９３】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態でも、第１の実施の形態で説明したようにＴＶメニュー画面からレコ
ーダメニュー画面に切り替わる際、その旨がＤＶＤレコーダによって音声通知される。
【００９４】
　図７は、ＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図である。図７において、６０１は
ＤＶＤレコーダ、６０２は制御部、７０１はＴＶ、７０４は制御部である。その他の構成
部は、第１の実施の形態と同様である。
【００９５】
　図８は、ＤＶＤレコーダ６０１とＴＶ７０１間のコマンドシーケンスの例である。Ｓｔ
ｅｐ３１０１、３１０２、３１０３以外は図２と同様である。ただし、先に述べたように
Ｓｔｅｐ２００７とＳｔｅｐ１００８、１００９の動作は独立のため、順序は入れ替わる
可能性があり、本図では入れ替わった場合のシーケンスを記述している。
【００９６】
　Ｓｔｅｐ２００９のコマンドによってＤＶＤレコーダ６０１がメニュー表示を要求され
、Ｓｔｅｐ１０１０において、制御部６０２がメニュー画面の生成および出力をデータ処
理部１１２に指示すると、データ処理部１１２は、指示されたメニュー画面のデータを生
成してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。また、必要に応じて、入力切替が完了したか
否かを問い合わせるコマンドを生成し、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０を通してＴＶ７０１
に発行する（図８のＳｔｅｐ３１０１）。
【００９７】
　ＴＶ７０１は、ＤＶＤレコーダ６０１からの指示に従ってデータ用ケーブル４０１に入
力を切り替えた後、入力切替が完了した旨の通知コマンドを生成する。コマンド入出力Ｉ
／Ｆ２１０は、コマンド用ケーブル４０２を通してＤＶＤレコーダ６０１に前記通知コマ
ンドを発行する（図８のＳｔｅｐ３１０２）。
【００９８】
　ＤＶＤレコーダ６０１のデータ処理部１１２は、前記通知コマンドをコマンド入出力Ｉ
／Ｆ１１０を通して受け取ると、あらかじめ本体内で記憶している「ＤＶＤレコーダのメ
ニューに切り替わりました」という音声通知信号をメニュー画面のデータに加えてデータ
出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する（図８のＳｔｅｐ３１０３）。この音声通知信号は、あらか
じめ本体内で記憶しておくのではなく、前記通知コマンドを受け取ったときに生成しても
良い。
【００９９】
　ＴＶ７０１は、すでにデータ用ケーブル４０１に切り替え、ＤＶＤレコーダ６０１から
の入力信号を画像表示・音声再生しているので、ＤＶＤレコーダ６０１からのメニュー画
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面を表示するとともに、「ＤＶＤレコーダのメニューに切り替わりました」という音声通
知を再生する。
【０１００】
　以上のように、第３の実施の形態によっても、第２の実施の形態と同様に、「レコーダ
を操作する」ＧＵＩボタンが押されると、ＴＶのメニュー画面からＤＶＤレコーダのメニ
ュー画面に切り替わったことが画面表示されるとともに音声通知されるので、ユーザは確
実にその状況を認識することができる。この際、前記通知コマンドを用いて切り替わった
ことを確認してから音声通知を行うようにしているので、音声通知されなかったり、音声
通知の頭の部分が切れたりすることを防止することができる。
【０１０１】
　なお、図８のＳｔｅｐ３１０２のコマンドは、ＴＶ７０１が入力切替に要する時間によ
っては送信しなくても良いし、複数回繰り返して送信しても良い。
【０１０２】
（第４の実施の形態）
　第２又は第３の実施の形態では、ＴＶメニュー画面からレコーダメニュー画面に切り替
わった旨がＤＶＤレコーダによって音声通知される。それに対して、本実施の形態では、
ＴＶメニュー画面からレコーダメニュー画面に切り替わった旨がＴＶによって音声通知さ
れる。
【０１０３】
　図９は、ＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図である。図９において、９０１は
ＴＶ、９０４は制御部、９０５はデータ処理部である。ＤＶＤレコーダ１０１の構成は第
１の実施の形態と同じである。
【０１０４】
　図１０は、ＤＶＤレコーダ１０１とＴＶ９０１間のコマンドシーケンスの例である。Ｓ
ｔｅｐ３２０１、３２０２、３２０３以外は図１と同様である。
【０１０５】
　Ｓｔｅｐ２００９のコマンドによってＤＶＤレコーダ１０１がメニュー表示を要求され
、Ｓｔｅｐ１０１０において、制御部１０２がメニュー画面の生成および出力をデータ処
理部１１２に指示すると、データ処理部１１２は、指示されたメニュー画面のデータを生
成してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。
【０１０６】
　ＴＶ９０１は、ＤＶＤレコーダ１０１からの指示に従ってデータ用ケーブル４０１に入
力を切り替える。ＴＶ９０１のデータ処理部９０５は、入力を切り替えると、制御部９０
４からの指示を受け、あらかじめ本体内で記憶している「入力１に切り替わりました」と
いう音声通知信号をデータ入力Ｉ／Ｆ２０９からのデータに加えてスピーカ２０３に出力
する（図１０のＳｔｅｐ３２０３）。この音声通知信号は、あらかじめ本体内で記憶して
おくのではなく、制御部９０４からの指示を受けたときに生成しても良い。
【０１０７】
　前記メッセージの内容は「入力１に切り替わりました」に限らず他のものでも良い。例
えば、コマンド用ケーブル４０２（データ用ケーブル４０１）に接続された機器の種類を
事前に制御部９０４が問い合わせるシーケンス（図１０のＳｔｅｐ３２０１、３２０２）
により、入力１に接続されている機器の種類がＤＶＤレコーダであることがわかった場合
は、「ＤＶＤレコーダのメニューに切り替わりました」という音声通知信号を生成しても
良い。
【０１０８】
　以上のように、第４の実施の形態によっても、第２の実施の形態や第３の実施の形態と
同様に、「レコーダを操作する」ＧＵＩボタンが押されると、ＴＶのメニュー画面からＤ
ＶＤレコーダのメニュー画面に切り替わったことが画面表示されるとともに音声通知され
るので、ユーザは確実にその状況を認識することができる。
【０１０９】
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　なお、図１０のＳｔｅｐ３２０１、３２０２のコマンドは、生成するメッセージによっ
ては送信しなくても良いし、複数回繰り返して送信しても良い。また、図１０のＳｔｅｐ
３２０１、３２０２のコマンドの発行タイミングは、ＤＶＤレコーダの起動後（Ｓｔｅｐ
１００８の後）など、他のタイミングでも構わない。
【０１１０】
（第５の実施の形態）
　第５の実施の形態でも、第４の実施の形態で説明したようにＴＶメニュー画面からレコ
ーダメニュー画面に切り替わる際、その旨がＴＶによって音声通知される。
【０１１１】
　図１１は、ＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図である。図１１において、１０
０１はＤＶＤレコーダ、１００２は制御部、１１０１はＴＶ、１１０４は制御部である。
【０１１２】
　図１２は、ＤＶＤレコーダ１００１とＴＶ１１０１間のコマンドシーケンスの例である
。Ｓｔｅｐ３３０１、３３０２、３３０３、３３０４以外は図１０と同様である。
【０１１３】
　Ｓｔｅｐ２００９のコマンドによってＤＶＤレコーダ１００１がメニュー表示を要求さ
れ、Ｓｔｅｐ１０１０において、制御部１００２がメニュー画面の生成および出力をデー
タ処理部１０１２に指示すると、データ処理部１０１２は、指示されたメニュー画面のデ
ータを生成してデータ出力Ｉ／Ｆ１０９に出力する。また、必要に応じて、入力切替が完
了したか否かを問い合わせるコマンドを生成し、コマンド入出力Ｉ／Ｆ１１０を通してＴ
Ｖ１１０１に発行する（図１０のＳｔｅｐ３３０１）。
【０１１４】
　ＴＶ１１０１は、ＤＶＤレコーダ１００１からの指示に従ってデータ用ケーブル４０１
に入力を切り替えた後、入力切替が完了した旨の通知コマンドを生成する。コマンド入出
力Ｉ／Ｆ２１０は、コマンド用ケーブル４０２を通してＤＶＤレコーダ１００１に前記通
知コマンドを発行する（図１２のＳｔｅｐ３３０２）。
【０１１５】
　ＤＶＤレコーダ１００１の制御部１００２は、入力切替が完了した旨の通知コマンドを
コマンド出力Ｉ／Ｆ１１０を通じて受け取ると、メニューでの音声をミュートするように
データ処理部１０１２に指示する。この指示がない場合には、データ処理部１０１２は、
レコーダメニュー中に表示しているＴＶ信号の音声をデコードして出力している。
【０１１６】
　ＴＶ１１０１のデータ処理部９０５は、入力を切り替えると、第４の実施の形態と同様
に、制御部１１０４からの指示を受け、あらかじめ本体内で記憶している「入力１に切り
替わりました」という音声通知信号をデータ入力Ｉ／Ｆ２０９からのデータに加えてスピ
ーカ２０３に出力する（図１２のＳｔｅｐ３２０３）。この音声通知信号は、あらかじめ
本体内で記憶しておくのではなく、制御部１１０４からの指示を受けたときに生成しても
良い。
【０１１７】
　ＤＶＤレコーダ１００１の制御部１００２は、タイマ５０４を用いて所定の時間をカウ
ントし、所定の時間が経過すると、音声ミュートを解除するようにデータ処理部１０１２
に指示する。または、図１２のＳｔｅｐ３３０４に記述したように、前記音声通知信号の
再生が終わったことを通知するコマンドをＴＶ１１０１から受け取ると、音声ミュートを
解除するようにデータ処理部１０１２に指示する。
【０１１８】
　以上のように、第５の実施の形態によっても、第４の実施の形態と同様に、「レコーダ
を操作する」ＧＵＩボタンが押されると、ＴＶのメニュー画面からＤＶＤレコーダのメニ
ュー画面に切り替わったことが画面表示されるとともに音声通知されるので、ユーザは確
実にその状況を認識することができる。この際、音声通知に要する時間をカウントしなが
らミュートしたり、前記通知コマンドを用いて入力が切り替わったことを確認してから音
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声ミュートを解除したりするようにしているので、音声通知が聞き取りにくくなることを
防止することができる。
【０１１９】
　なお、図１２のＳｔｅｐ３３０４のコマンドは、ＴＶ１１０１が入力切り替えに要する
時間によっては送信しなくても良いし、複数回繰り返して送信しても良い。
【０１２０】
　また、図１２のＳｔｅｐ３３０１、３３０２のコマンドは、ＴＶ１１０１が入力切り替
えに要する時間によっては送信しなくても良いし、複数回繰り返して送信しても良い。
【０１２１】
　また、第１から第５の実施の形態でいうユーザ操作部は、本発明に係るユーザ入力手段
の一例である。第１から第５の実施の形態でいう制御部は、本発明に係る画面生成手段・
音声ガイド生成手段・機器情報獲得手段の一例である。第１から第５の実施の形態でいう
スイッチは、本発明に係る切替手段の一例である。第１から第５の実施の形態でいう画面
は、本発明に係る第１の表示手段および第２の表示手段の一例である。第１から第５の実
施の形態でいうスピーカは、本発明に係る音声出力手段の一例である。
【０１２２】
（第６の実施の形態）
　本実施の形態では、ＴＶの画面に表示されるメニューの内容やメニューの遷移について
、更に詳しく説明する。以下、第１の実施の形態と異なる点を中心に説明する。
【０１２３】
　図１３は、本実施の形態におけるＡＶシステムの外観図である。このＡＶシステムには
、ＴＶ２０１と、ＤＶＤレコーダ１０１と、ＡＶアンプ１５１と、外部スピーカ１５２と
が含まれる。ＡＶアンプ１５１は、外部スピーカ１５２を制御する装置であり、ＨＤＭＩ
ケーブル等を介してＴＶ２０１及びＤＶＤレコーダ１０１と接続されている。すなわち、
ＴＶ２０１、ＡＶアンプ１５１、及びＤＶＤレコーダ１０１は、コマンド用ケーブル（Ｈ
ＤＭＩケーブル中のＣＥＣ線）を介して、相互にコマンドを通信することができる。
【０１２４】
　図１４は、本実施の形態におけるＴＶメニューの一例を示す図である。ここでは、ＴＶ
２０１にＤＶＤレコーダ１０１とＡＶアンプ１５１とが接続されている状況を想定してい
る。したがって、ＴＶ２０１の制御部１０２は、ＤＶＤレコーダ１０１に関する機器情報
と、ＡＶアンプ１５１に関する機器情報とを獲得し、これら機器情報を用いてＴＶメニュ
ーを生成することになる。その結果、ＴＶメニューには、「レコーダを操作する」という
項目に加えて、「音声をＡＶアンプから出す」という項目が含まれる。「音声をＡＶアン
プから出す」という項目が選択されていない場合は、ＴＶ２０１のスピーカ２０３から音
声が出力される。他方、「音声をＡＶアンプから出す」という項目が選択されている場合
は、ＡＶアンプ１５１に接続されている外部スピーカ１５２から音声が出力される。
【０１２５】
　図１５は、本実施の形態における別のＴＶメニューの一例を示す図である。ここでは、
ＴＶ２０１にＤＶＤレコーダ１０１もＡＶアンプ１５１も接続されていない状況を想定し
ている。したがって、ＴＶ２０１の制御部１０２は、ＤＶＤレコーダ１０１に関する機器
情報も、ＡＶアンプ１５１に関する機器情報も獲得しないことになる。その結果、ＴＶメ
ニューには、「レコーダを操作する」という項目も、「音声をＡＶアンプから出す」とい
う項目も含まれない。
【０１２６】
　このように、ＴＶメニューの内容は、接続されている機器に依存した内容となる。すな
わち、ＴＶ２０１にＤＶＤレコーダ１０１やＡＶアンプ１５１などを接続するだけで、こ
れら機器に依存したメニューをユーザに提示することが可能である。言い換えると、ＴＶ
２０１にＤＶＤレコーダ１０１やＡＶアンプ１５１などを接続していない状況では、これ
ら機器に依存したメニューはユーザに提示されないので、いずれの機器を操作しているか
ユーザが混乱することもない。
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【０１２７】
　図１６は、ＴＶ２０１のリモコン１０７Ａの外観図である。このリモコン１０７Ａは、
４色のカラーキーＫ１～Ｋ４、「上」「下」「右」「左」の方向キーＫ５、決定キーＫ６
、サブメニューキーＫ７、戻るキーＫ８などの基本キーを備えている。基本キー以外のキ
ーとしては、ＴＶ２０１用の電源キーＫ１１、ＣＨ番号キーＫ１２、音量キーＫ１３など
を備えている。このリモコン１０７Ａは、第１から第５の実施の形態におけるＴＶのリモ
コンとしても使用することができる。
【０１２８】
　図１７は、ＴＶ２０１の画面２０２に表示されるメニューの遷移を示す図である。ここ
では、ＴＶ２０１にＤＶＤレコーダ１０１が接続されているものと仮定して説明する。
【０１２９】
　まず、ＴＶ２０１の画面２０２には、図１７（Ａ）に示されるように、ＴＶメニューが
表示される。このＴＶメニューには、「レコーダを操作する」「番組を探す」「予約する
」等の項目が含まれる。ユーザは、リモコン１０７Ａの方向キーＫ５を操作することによ
って、ＴＶメニューの中から所望の項目を選択することができる。そして、所望の項目を
選択した状態でリモコン１０７Ａの決定キーＫ６を押下すると、その項目を決定すること
ができる。ここでは、「レコーダを操作する」という項目が選択された状態でリモコン１
０７Ａの決定キーＫ６が押下されたものと仮定する。
【０１３０】
　これによって、ＴＶ２０１の画面２０２には、図１７（Ｂ）に示されるように、レコー
ダメニューが表示される。このレコーダメニューには、「録る」「見る」「消す」等の項
目が含まれる。「録る」という項目が選択されると、「今すぐ録画」「ＥＰＧから録画予
約」「録画予約」等のサブメニューが表示される。ここでは、「録る」という項目が選択
された状態でリモコン１０７Ａの決定キーＫ６が押下されたものと仮定する。
【０１３１】
　これによって、図１７（Ｃ）に示されるように、「今すぐ録画」「ＥＰＧから録画予約
」「録画予約」等の項目を選択することができる状態になる。ここでは、「今すぐ録画」
という項目が選択されている状態を示している。
【０１３２】
　このように、リモコン１０７Ａの基本キー（この例では方向キーＫ５及び決定キーＫ６
）を操作することによって、ＴＶメニューからレコーダメニューに遷移させることができ
る。レコーダメニューからＴＶメニューに戻したい場合は、リモコン１０７Ａの戻るキー
Ｋ８を押下すればよい。すなわち、リモコン１０７Ａの戻るキーＫ８を１回押下すると、
１つ前のメニューに戻るようになっている。
【０１３３】
　例えば、「今すぐ録画」という項目を選択している状態でリモコン１０７Ａの戻るキー
Ｋ８を押下した場合は、図１７（Ｄ）に示されるように、「録る」という項目を選択して
いる状態になる。すなわち、１つ前のレコーダメニューに戻ったことになる。
【０１３４】
　さらに、この状態でリモコン１０７Ａの戻るキーＫ８を押下した場合は、図１７（Ｅ）
に示されるように、「レコーダを操作する」という項目を選択している状態になる。すな
わち、ＴＶメニューに戻ったことになる。
【０１３５】
　このとき、「テレビのメニューに切り替わりました」という音声通知が再生されるよう
にするのが好ましい。そのためには、第２から第５の実施の形態において説明した通り、
ＴＶ２０１側またはＤＶＤレコーダ１０１側で「テレビのメニューに切り替わりました」
という音声通知信号を生成する必要がある。この音声通知が再生されるタイミングは、Ｔ
Ｖ２０１の画面２０２にＴＶメニューが表示された直後とするのが好ましい。ＴＶメニュ
ーが表示されるタイミングは、ＴＶ２０１の制御部１０２によって検知することができる
。
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【０１３６】
　このように、リモコン１０７Ａの戻るキーＫ８を押下すれば、その押下回数に応じた分
だけ前のメニューに戻すことができる。したがって、ＴＶ２０１の画面２０２にレコーダ
メニューを表示させた場合でも、必要に応じてＴＶメニューに戻すことが可能である。し
かも、ＴＶメニューに戻ったときには、「テレビのメニューに切り替わりました」という
音声通知がされる。そのため、ユーザは、ＴＶメニューとレコーダメニューのいずれにつ
いて操作しているか即座に把握することができる。
【０１３７】
　なお、ＴＶ２０１の画面２０２にレコーダメニューが表示されている状態でリモコン１
０７Ａの基本キー以外のキーが押下された場合は、そのキーに割り当てられている機能が
実行される。例えば、ＴＶ２０１の画面２０２にレコーダメニューが表示されている状態
でリモコン１０７ＡのＣＨ番号キーＫ１２が押下された場合は、そのチャンネルの映像音
声データがＴＶ２０１のチューナ２０６によって取り出されることになる。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　本発明は、ＴＶのリモコンのみを用いて再生装置を操作することができるという効果を
有し、ＴＶやＤＶＲ等の用途に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】図１は、第１の実施の形態におけるＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図
である。
【図２】図２は、第１の実施の形態におけるＤＶＤレコーダとＴＶ間のコマンドシーケン
スの例である。
【図３】図３は、第１の実施の形態におけるＴＶメニューの一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施の形態におけるレコーダメニューの一例を示す図である。
【図５】図５は、第２の実施の形態におけるＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図
である。
【図６】図６は、第２の実施の形態におけるＤＶＤレコーダとＴＶ間のコマンドシーケン
スの例である。
【図７】図７は、第３の実施の形態におけるＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図
である。
【図８】図８は、第３の実施の形態におけるＤＶＤレコーダとＴＶ間のコマンドシーケン
スの例である。
【図９】図９は、第４の実施の形態におけるＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示す図
である。
【図１０】図１０は、第４の実施の形態におけるＤＶＤレコーダとＴＶ間のコマンドシー
ケンスの例である。
【図１１】図１１は、第５の実施の形態におけるＴＶとＤＶＤレコーダの構成の一例を示
す図である。
【図１２】図１２は、第５の実施の形態におけるＤＶＤレコーダとＴＶ間のコマンドシー
ケンスの例である。
【図１３】図１３は、第６の実施の形態におけるＡＶシステムの外観図である。
【図１４】図１４は、第６の実施の形態におけるＴＶメニューの一例を示す図である。
【図１５】図１５は、第６の実施の形態における別のＴＶメニューの一例を示す図である
。
【図１６】図１６は、第６の実施の形態におけるＴＶのリモコンの外観図である。
【図１７】図１７は、第６の実施の形態におけるメニューの遷移を示す図である。
【符号の説明】
【０１４０】
１０１、５０１、６０１、８０１、１００１　ＤＶＤレコーダ
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１０２、５０２、６０２、８０２、１００２　制御部
１０３　チューナ
１０４　記録再生部
１０５　エンコーダ
１０６　デコーダ
１０７　ユーザ操作部
１０８　スイッチ
１０９　データ出力Ｉ／Ｆ
１１０　コマンド入出力Ｉ／Ｆ
１１１　ＤＶＤ－ＲＡＭディスク
１１２、５０３、１０１２　データ処理部
１２１　アンテナ
２０１、７０１、９０１、１１０１　ＴＶ
２０２　画面
２０３　スピーカ
２０４、７０４、９０４、１１０４　制御部
２０５、９０５　データ処理部
２０６　チューナ
２０７　スイッチ
２０８　ユーザ操作部
２０９、２１１　データ入力Ｉ／Ｆ
２１０、２１２　コマンド入出力Ｉ／Ｆ
３０１　ＳＴＢ
４０１、４０３　データ用ケーブル
４０２、４０４　コマンド用ケーブル
５０４　タイマ
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