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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データ及び音声データを含む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定
規格デジタル入力端子と、
　アナログの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、
　前記所定規格デジタルデータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、
　アナログの映像信号を出力する１つ以上のアナログ映像出力端子と、
　前記所定規格デジタル入力端子に入力される所定規格デジタルデータを受信し、所定規
格デジタルデータから映像データおよび／または音声データを生成する受信手段と、
　映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子、又は
、所定規格デジタル入力端子－所定規格デジタル出力端子に切り換える切換手段と、
　前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されているか否かを判
断する入力判断手段と、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であるか否かを判断
する経路判断手段とを備え、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であり、かつ、前記
所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合、前記受信手
段が、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成する、映像音声処理装置。
【請求項２】
　映像データ及び音声データを含む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定
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規格デジタル入力端子と、
　アナログの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、
　前記所定規格デジタルデータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、
　アナログの映像信号を出力する１つ以上のアナログ映像出力端子と、
　前記所定規格デジタル入力端子に入力される所定規格デジタルデータを受信し、所定規
格デジタルデータから映像データおよび／または音声データを生成する受信手段と、
　映像データに画像処理を実行する画像処理部と、
　映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出
力端子、又は、所定規格デジタル入力端子－画像処理部－所定規格デジタル出力端子に切
り換える切換手段と、
　前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されているか否かを判
断する入力判断手段と、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子である
か否かを判断する経路判断手段とを備え、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子であり
、かつ、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合
、前記受信手段が、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成する、映像音声処
理装置。
【請求項３】
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子であり
、かつ、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されていない場
合、前記受信手段が電源オフ状態になる、請求項２に記載の映像音声処理装置。
【請求項４】
　前記切換手段が、映像入出力経路を、アナログ映像入力端子－画像処理部－所定規格デ
ジタル出力端子にも切換可能であり、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－所定規格デジタル出力端子で
ある場合、前記受信手段が電源オフ状態になる、請求項２または３に記載の映像音声処理
装置。
【請求項５】
　前記所定規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受信可能
な状態であるか否かを判断する状態判断手段をさらに備え、
　前記所定規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受信可能
な状態である場合、前記切換手段が、映像出力先を、前記所定規格デジタル出力端子に切
り換え、
　前記所定規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受信不可
能な状態である場合、前記切換手段が、映像出力先を、前記アナログ映像出力端子に切り
換える、請求項１～４のいずれかに記載の映像音声処理装置。
【請求項６】
　映像データ及び音声データを含む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定
規格デジタル入力端子と、
　アナログの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、
　前記所定規格デジタルデータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、
　アナログの映像信号を出力する１つ以上のアナログ映像出力端子と、
　前記所定規格デジタル入力端子に入力される所定規格デジタルデータを受信し、所定規
格デジタルデータから映像データおよび／または音声データを生成する受信手段と、
　映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子、又は
、所定規格デジタル入力端子－所定規格デジタル出力端子に切り換える切換手段とを備え
る映像音声処理装置のプログラムであって、
　前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されているか否かを判
断するステップと、
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　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であるか否かを判断
するステップと、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であり、かつ、前記
所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合、前記受信手
段に、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成させるステップとを前記映像音
声処理装置が備える制御部に実行させる、映像音声処理プログラム。
 
【請求項７】
　映像データ及び音声データを含む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定
規格デジタル入力端子と、
　アナログの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、
　前記所定規格デジタルデータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、
　アナログの映像信号を出力する１つ以上のアナログ映像出力端子と、
　前記所定規格デジタル入力端子に入力される所定規格デジタルデータを受信し、所定規
格デジタルデータから映像データおよび／または音声データを生成する受信手段と、
　映像データに画像処理を実行する画像処理部と、
　映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出
力端子、又は、所定規格デジタル入力端子－画像処理部－所定規格デジタル出力端子に切
り換える切換手段とを備える映像音声処理装置のプログラムであって、
　前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されているか否かを判
断するステップと、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子である
か否かを判断するステップと、
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子であり
、かつ、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合
、前記受信手段に、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成させるステップと
を前記映像音声処理装置が備える制御部に実行させる、映像音声処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定規格デジタル入力端子と、アナログ映像入力端子と、所定規格デジタル
出力端子と、アナログ映像出力端子とを備える、映像音声処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＶアンプは、映像出力端子として、ＨＤＭＩ出力端子、及び、アナログ映像出力端子
（コンポーネント、Ｓビデオ、ＣＶＢＳ等）を備えているが、画像処理部（以下、ＶＳＰ
という。）を経由した映像データを、ＨＤＭＩ出力端子又はアナログ映像出力端子のどち
らか一方からしか出力することができない。そのため、ユーザ操作によって、映像出力先
をＨＤＭＩ出力端子又はアナログ映像出力端子に設定する必要があり、この設定を誤ると
、ＶＳＰを経由した映像をディスプレイ装置に出力できない。例えば、ＨＤＭＩ出力端子
とアナログ映像出力端子に共にディスプレイ装置が接続されている状態で、ＨＤＭＩ出力
端子に接続されているディスプレイ装置の電源をオフ状態にし、アナログ映像出力端子に
接続されているディスプレイ装置の電源をオン状態にし、当該ディスプレイ装置に映像を
表示する場合には、ユーザ操作によって、映像出力先をアナログ映像出力端子に設定する
必要がある。
【０００３】
　この問題を解決するために、映像出力先を自動的に設定することが考えられる。例えば
、ＨＤＭＩ出力端子に接続されているディスプレイ装置からのホットプラグ信号を検出し
、ホットプラグ信号がハイレベルであれば、映像出力先をＨＤＭＩ出力端子に設定し、ホ
ットプラグ信号がローレベルであれば、映像出力先をアナログ映像出力端子に設定するこ
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とが考えられる。
【０００４】
　ここで、ＨＤＭＩは映像データと音声データとを含む所定規格デジタルデータであるが
、ＡＶアンプは、ＨＤＭＩデータを、ＨＤＣＰ認証に成功した機器にしか出力することが
許可されていない。映像出力先がアナログ映像出力端子に設定された場合、ＡＶアンプは
、アナログ映像出力端子に接続されるディスプレイ装置とＨＤＣＰ認証に成功しない。従
って、ＡＶアンプは、映像入力元をＨＤＭＩ入力端子に設定することができない。つまり
、ＡＶアンプは、映像入力元をアナログ映像入力端子に設定し、アナログ映像入力端子か
ら入力された映像信号を、アナログ映像出力端子から出力するようになる。これに伴い、
ＡＶアンプは、音声入力元も、アナログ音声入力端子又はデジタル音声入力端子に設定し
、アナログ音声入力端子又はデジタル音声入力端子から入力された音声信号を増幅してス
ピーカーに出力する。その結果、ＡＶアンプは、ＨＤＭＩデータに含まれている音声デー
タを増幅してスピーカーに出力することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１００３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　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り、その目的は、映像出力
先がアナログ映像出力端子に設定される場合にも、所定規格デジタルデータから音声デー
タを生成し出力することができる映像音声処理装置およびそのプログラムを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態による映像音声処理装置は、映像データ及び音声データを含
む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定規格デジタル入力端子と、アナロ
グの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、前記所定規格デジタルデ
ータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、アナログの映像信号を出力する
１つ以上のアナログ映像出力端子と、前記所定規格デジタル入力端子に入力される所定規
格デジタルデータを受信し、所定規格デジタルデータから映像データおよび／または音声
データを生成する受信手段と、映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－
アナログ映像出力端子、又は、所定規格デジタル入力端子－所定規格デジタル出力端子に
切り換える切換手段と、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力
されているか否かを判断する入力判断手段と、映像入出力経路が、アナログ映像入力端子
－アナログ映像出力端子であるか否かを判断する経路判断手段とを備え、映像入出力経路
が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であり、かつ、前記所定規格デジタル
入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合、前記受信手段が、所定規格デ
ジタルデータから音声データのみを生成する。
【０００８】
　映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子であるにもかかわら
ず、所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合には、受
信手段は、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成する。従って、映像音声処
理装置は、映像出力先がアナログ映像出力端子に設定される場合にも、所定規格デジタル
データから音声データを生成し出力することができる。
【０００９】
　本発明の別の好ましい実施形態による映像音声処理装置は、映像データ及び音声データ
を含む所定規格デジタルデータが入力される１つ以上の所定規格デジタル入力端子と、ア
ナログの映像信号が入力される１つ以上のアナログ映像入力端子と、前記所定規格デジタ
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ルデータを出力する１つ以上の所定規格デジタル出力端子と、アナログの映像信号を出力
する１つ以上のアナログ映像出力端子と、前記所定規格デジタル入力端子に入力される所
定規格デジタルデータを受信し、所定規格デジタルデータから映像データおよび／または
音声データを生成する受信手段と、映像データに画像処理を実行する画像処理部と、映像
入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子
、又は、所定規格デジタル入力端子－画像処理部－所定規格デジタル出力端子に切り換え
る切換手段と、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されてい
るか否かを判断する入力判断手段と、映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処
理部－アナログ映像出力端子であるか否かを判断する経路判断手段とを備え、映像入出力
経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子であり、かつ、前記
所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力されている場合、前記受信手
段が、所定規格デジタルデータから音声データのみを生成する。
【００１０】
　アナログ映像入力端子から入力される映像信号を画像処理部で画像処理して、アナログ
映像出力端子から出力することができる。また、映像入出力経路が、アナログ映像入力端
子－画像処理部－アナログ映像出力端子であるにもかかわらず、所定規格デジタル入力端
子に所定規格デジタルデータが入力されている場合には、受信手段は、所定規格デジタル
データから音声データのみを生成する。従って、映像音声処理装置は、映像出力先がアナ
ログ映像出力端子に設定される場合にも、所定規格デジタルデータから音声データを生成
し出力することができる。
【００１１】
　好ましくは、映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出
力端子であり、かつ、前記所定規格デジタル入力端子に所定規格デジタルデータが入力さ
れていない場合、前記受信手段が電源オフ状態になる。
【００１２】
　好ましくは、映像入出力経路が、所定規格デジタル入力端子－画像処理部－所定規格デ
ジタル出力端子である場合、前記受信手段が、所定規格デジタルデータから映像データお
よび／または音声データを生成する。
【００１３】
　好ましくは、前記切換手段が、映像入出力経路を、アナログ映像入力端子－画像処理部
－所定規格デジタル出力端子にも切換可能であり、映像入出力経路が、アナログ映像入力
端子－画像処理部－所定規格デジタル出力端子である場合、前記受信手段が電源オフ状態
になる。
【００１４】
　好ましくは、前記所定規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデー
タを受信可能な状態であるか否かを判断する状態判断手段をさらに備え、前記所定規格デ
ジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受信可能な状態である場合
、前記切換手段が、映像出力先を、前記所定規格デジタル出力端子に切り換え、前記所定
規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受信不可能な状態で
ある場合、前記切換手段が、映像出力先を、前記アナログ映像出力端子に切り換える。
【００１５】
　この場合、所定規格デジタル出力端子に接続される機器が所定規格デジタルデータを受
信可能か否かに基づいて、映像出力先を所定規格デジタル出力端子に接続される機器とア
ナログ映像出力端子に接続される機器との間で自動的に切り換えることができる。従って
、ユーザ操作に基づく映像出力先の設定が誤っており、映像が表示されないという問題を
解決できる。
【発明の効果】
【００１６】
　映像出力先がアナログ映像出力端子に設定される場合にも、所定規格デジタルデータか
ら音声データを生成し出力することができる。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好ましい実施形態による映像音声処理装置であるＡＶアンプ１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。
【００１８】
　図１Ａは、ＡＶアンプ１を示す概略図である。ＡＶアンプ１は、１又は複数のＨＤＭＩ
入力端子（所定規格デジタル入力端子）ＩＮ１と、１又は複数のアナログ映像入力端子（
例えばコンポーネント入力端子ＩＮ２、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ
４）と、１又は複数の音声（アナログ又はデジタル）入力端子ＩＮ５、ＩＮ６とを有する
。ＨＤＭＩ（所定規格デジタルデータ）はデジタルの映像データとデジタルの音声データ
とを送信することができる規格である。各入力端子には、ＤＶＤプレーヤ、ＶＴＲ、ＣＤ
プレーヤ等のコンテンツ再生装置が接続可能である。ここでは、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１
、コンポーネント入力端子ＩＮ２及び音声入力端子ＩＮ５にＤＶＤプレーヤ５０Ａが接続
されている。
【００１９】
　ＡＶアンプ１は、１又は複数のＨＤＭＩ出力端子（所定規格デジタル出力端子）ＯＵＴ
１と、１又は複数のアナログ映像出力端子（例えばコンポーネント出力端子ＯＵＴ２、Ｓ
ビデオ出力端子ＯＵＴ３、ＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４）とを有する。本例では、ＨＤＭＩ
出力端子ＯＵＴ１にＨＤＭＩ規格に準拠したディスプレイ装置６０Ａが接続され、コンポ
ーネント出力端子ＯＵＴ２にＨＤＭＩ規格に準拠しないディスプレイ装置６０Ｂが接続さ
れている。
【００２０】
　ＡＶアンプ１は、ＨＤＭＩ受信部（以下、ＲＸという。）２と、スイッチ部３と、ビデ
オエンコーダ４と、画像処理部（以下、ＶＳＰという。）５と、ＨＤＭＩ送信部（以下、
ＴＸという。）６と、音声処理部７と、ビデオエンコーダ８と、スイッチ部９と、マイコ
ン等の制御部１０と、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のメモリ１１と、操作表示部１２と、スイッチ
部１３とを備える。
【００２１】
　ＲＸ２は、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に（ＤＶＤプレーヤ５０Ａから）入力されるＨＤＭ
Ｉ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、ＶＳＰ５に供給する。また、ＲＸ２は、受信したＨＤＭＩデータか
ら元の音声データ（ＨＤＭＩ変換前の音声データ）を生成し、スイッチ部１３を介して音
声処理部７に供給する。
【００２２】
　スイッチ部３は、アナログ映像入力端子ＩＮ２～ＩＮ４に入力される映像信号の中から
ビデオデコーダ４に供給する映像信号（つまりビデオデコーダ４に供給する映像信号が入
力されるアナログ映像入力端子）を１つ選択する。また、スイッチ部３は、アナログ映像
入力端子ＩＮ２～ＩＮ４に入力される映像信号の中からスイッチ部９に供給すべき映像信
号（つまりスイッチ部９に供給する映像信号が入力されるアナログ映像入力端子）を１又
は複数選択する。つまり、スイッチ部３は、アナログ映像信号の入出力経路を切り換える
手段の一部として機能する。スイッチ部３は、ユーザ操作によってセレクタ（ＤＶＤセレ
クタ、ＶＴＲセレクタ等）が変更された際や、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されてい
る機器がＨＤＭＩデータを受信可能な状態か否かに基づいて、映像入出力経路を切り換え
る。
【００２３】
　ビデオデコーダ４は、スイッチ部３から供給された映像信号をデジタルの映像データに
変換し、ＶＳＰ５に供給する。
【００２４】
　ＶＳＰ５は、ＲＸ２から供給される映像データ及びビデオデコーダ４から供給される映
像データの中から、画像処理すべき１つの映像データを選択する。ＶＳＰ５は、画像処理
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した映像データの出力先として、ＴＸ６及びビデオエンコーダ８の一方を選択する。ＶＳ
Ｐ５は、選択して入力された映像データについて、画像処理（例えば、解像度変換および
画質調整）を実行し、ＴＸ６およびビデオエンコーダ８のうち選択された方に出力する。
【００２５】
　ＴＸ６は、ＶＳＰ５から供給された映像データをＨＤＭＩデータに変換する。ＴＸ６は
、変換したＨＤＭＩデータを、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１を介して、ディスプレイ装置６
０Ａに供給する。ＴＸ６は、ディスプレイ装置６０ＡのＲＸとＨＤＭＩケーブルを介して
接続されている。ＨＤＭＩケーブルにはホットプラグラインが設けられているので、ＴＸ
６は、ディスプレイ装置６０Ａからのホットプラグ信号を受信する。ＴＸ６は、ホットプ
ラグ信号がハイレベルのとき、ディスプレイ装置６０ＡがＨＤＭＩデータを受信可能な状
態であることを判断でき、ホットプラグ信号がローレベルのとき、ディスプレイ装置６０
Ａが未接続又は電源オフ状態である等の理由で、ディスプレイ装置６０ＡがＨＤＭＩデー
タを受信不可能な状態であることを判断できる。
【００２６】
　スイッチ部１３は、音声入力端子ＩＮ５、ＩＮ６に入力される音声信号およびＲＸ２か
ら供給される音声データの中から音声処理部７に供給する音声信号（つまり音声処理部７
に供給する音声信号が入力される入力端子）を１つ選択する。スイッチ部１３は、音声信
号の入力経路を切り換える手段として機能する。スイッチ部１３は、ユーザ操作によって
セレクタ（ＤＶＤセレクタ、ＶＴＲセレクタ等）が変更された際や、ＨＤＭＩ出力端子Ｏ
ＵＴ１に接続されている機器がＨＤＭＩデータを受信可能な状態か否かに基づいて、音声
入力経路を切り換える。
【００２７】
　音声処理部７は、ＲＸ２からスイッチ部１３を介して供給された音声データをデコード
し、遅延処理、イコライザ処理、Ｄ／Ａ変換処理、音量調整処理、増幅処理等の各処理を
実行し、外部に接続されたスピーカー７０に音声信号を供給する。音声処理部７は、音声
入力端子ＩＮ５、ＩＮ６からスイッチ部１３を介して入力された音声信号に、上記の各処
理を実行し、外部に接続されたスピーカー７０に音声信号を供給する。
【００２８】
　ビデオエンコーダ８は、ＶＳＰ５から供給される映像データをアナログの映像信号に変
換し、スイッチ部９に供給する。
【００２９】
　スイッチ部９は、スイッチ部３及びビデオエンコーダ８から供給される映像信号の中か
らアナログ映像出力端子ＯＵＴ２～ＯＵＴ４に出力する映像信号を選択する。つまり、ス
イッチ部９は、アナログ映像信号の入出力経路を切り換える手段の一部として機能する。
スイッチ部９は、ユーザ操作によってセレクタ（ＤＶＤセレクタ、ＶＴＲセレクタ等）が
変更された際や、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されている機器がＨＤＭＩデータを受
信可能な状態か否かに基づいて、映像入出力経路を切り換える。
【００３０】
　制御部１０は、ＡＶアンプ１の各部を制御するものであり、メモリ１１に格納されてい
る映像音声処理プログラムを実行することにより、後述する各処理を実行する。例えば、
制御部１０は、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されているディスプレイ装置６０Ａから
出力されるホットプラグ信号を検出し、ホットプラグ信号がハイレベルの場合、映像出力
先をＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に設定し、ローレベルの場合、映像出力先をアナログ映像
出力端子（コンポーネント出力端子ＯＵＴ２）に設定する。制御部１０は、映像出力先を
コンポーネント出力端子ＯＵＴ２に設定する場合、映像入力元をアナログ映像入力端子Ｉ
Ｎ２～ＩＮ４に設定する。従って、ユーザ操作によって映像出力先がＨＤＭＩ出力端子Ｏ
ＵＴ１に設定されている場合でも、ディスプレイ装置６０Ａの電源がオフ状態にされると
、自動的に映像出力先がコンポーネント出力端子ＯＵＴ２に変更され、ディスプレイ装置
６０Ｂに映像信号を出力することができる。
【００３１】
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　制御部１０は、映像入出力経路が「アナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－アナログ映像出
力端子」に設定される場合に、ＨＤＭＩデータがＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力されてい
るか否かを判断する。入力されている場合には、制御部１０は、音声入力元のみをＨＤＭ
Ｉ入力端子ＩＮ１に設定し、ＲＸ２に、ＨＤＭＩデータから音声データのみを生成させ、
音声データを音声処理部７に供給させる。このように、映像入力元がアナログ映像入力端
子ＩＮ２～ＩＮ４に設定される場合でも、音声入力元はＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に設定さ
れるので、音声入力端子ＩＮ５、ＩＮ６から入力される音声信号よりも高音質であるＨＤ
ＭＩデータから生成された音声信号を、増幅してスピーカー７０に出力することができる
。
【００３２】
　以下、本発明の動作を説明する。図２～図１０は、制御部１０の処理を示すフローチャ
ートである。
［メインルーチン］
　図２は、制御部１０のメインルーチンを示す。制御部１０は、ユーザ操作による設定変
更を確認する（Ｓ１０２）。例えば、セレクタが変更された、又は、出力解像度が変更さ
れたか等が確認される。次に、制御部１０は、各映像入力端子ＩＮ１～ＩＮ４に信号が入
力されているか否かを確認する（Ｓ１０３）。次に、制御部１０は、ＨＤＭＩ出力端子Ｏ
ＵＴ１にディスプレイ装置６０Ａが接続され、かつ、ディスプレイ装置６０ＡがＨＤＭＩ
データを受信可能であるか否かを確認する（Ｓ１０４）。次に、制御部１０は、現在選択
されている映像入力端子ＩＮ１～ＩＮ４に入力されている映像信号の解像度情報を取得す
る（Ｓ１０５）。次に、制御部１０は、Ｓ１０２～Ｓ１０５の結果に基づいて、映像入出
力経路を判定する（Ｓ１０６）。次に、制御部１０は、Ｓ１０２～Ｓ１０６の結果、現在
の状態から変更すべき設定があるか否かを判断する（Ｓ１０７）。変更すべき設定がある
場合（Ｓ１０７でＹＥＳ）、制御部１０は、信号入出力経路等の切り換え処理を実行する
（Ｓ１０８）。以下、各処理の詳細を説明する。
【００３３】
［入力映像信号検出処理］
　図３はＳ１０３の詳細を示す。メモリ１１には映像信号検出結果を記憶するためのフラ
グ（ＣＶＢＳＤＥＴ、ＳＤＥＴ、ＣＭＰＤＥＴ、ＨＤＭＩＤＥＴ）が格納されている。制
御部１０は、各フラグを全てクリアする（Ｓ２０１）。次に、制御部１０は、コンポーネ
ント入力端子ＩＮ２に映像信号が入力されているか否かを判断する（Ｓ２０２）。入力さ
れている場合（Ｓ２０２でＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＭＰＤＥＴをセットする（Ｓ２０
３）。次に、制御部１０は、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３に映像信号が入力されているか否か
を判断する（Ｓ２０４）。入力されている場合（Ｓ２０４でＹＥＳ）、制御部１０は、Ｓ
ＤＥＴをセットする（Ｓ２０５）。次に、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４に映像
信号が入力されているか否かを判断する（Ｓ２０６）。入力されている場合（Ｓ２０６で
ＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＶＢＳＤＥＴをセットする（Ｓ２０７）。次に、制御部１０
は、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１にＨＤＭＩデータが入力されているか否かを判断する（Ｓ２
０８）。入力されている場合（Ｓ２０８でＹＥＳ）、制御部１０は、ＨＤＭＩＤＥＴをセ
ットする（Ｓ２０９）。
【００３４】
［ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されている機器がＨＤＭＩデータを受信可能な状態か
否かの判断処理］
　図４はＳ１０４の詳細を示す。制御部１０は、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されて
いるディスプレイ装置６０Ａから出力されるホットプラグ信号を検出する（Ｓ４０１）。
制御部１０は、ハイレベルのホットプラグ信号を検出できたか否かを判断する（Ｓ４０２
）。ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１にディスプレイ装置６０Ａが接続されており、かつ、ＨＤ
ＭＩデータを受信可能である場合、ハイレベルのホットプラグ信号が検出される（Ｓ４０
２でＹＥＳ）。このとき、制御部１０は、映像出力先（Monitor Out）をＨＤＭＩ出力端
子ＯＵＴ１に設定する（つまり、Monitor Out=HDMIをメモリ１１に記憶する）。一方、Ｈ
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ＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１にディスプレイ装置６０Ａが接続されていない、又は、ディスプ
レイ装置６０Ａが電源オフ状態である等の場合、ローレベルのホットプラグ信号が検出さ
れる（Ｓ４０２でＮＯ）。このとき、制御部１０は、映像出力先（Monitor Out）を所定
のアナログ映像出力端子ＯＵＴ２～ＯＵＴ４（ここではコンポーネント出力端子ＯＵＴ２
）に設定する（つまり、Monitor Out=Analogをメモリ１１に記憶する）。
【００３５】
［解像度情報取得］
　図５はＳ１０５の詳細を示す。制御部１０は、ＶＳＰ５への映像入力がＲＸ２からに設
定されているか否かを判断する（Ｓ３０１）。ＶＳＰ５への映像入力がＲＸ２からに設定
されている場合（Ｓ３０１でＹＥＳ）、制御部１０は、入力されている映像データの解像
度情報をＲＸ２から取得する（Ｓ３０２）。一方、ＶＳＰ５への映像入力がビデオデコー
ダ４からに設定されている場合（Ｓ３０１でＮＯ）、制御部１０は、入力されている映像
データの解像度情報をビデオデコーダ４から取得する（Ｓ３０３）。
【００３６】
［映像入出力経路の判定］
　図６はＳ１０６の詳細を示す。メモリ１１には、映像入出力経路におけるアナログ映像
入力端子を特定するための変数であるAnalog Video変数が格納されている。Ｓ５０１～Ｓ
５０７では、図３における入力信号検出処理の結果に基づいて、Analog Video変数が書き
込まれる。Analog
Video変数の優先順位は、コンポーネント入力端子ＩＮ２、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３、Ｃ
ＶＢＳ入力端子ＩＮ４の順番になっている。制御部１０は、Analog Video変数をNONEに設
定する（Ｓ５０１）。次に、制御部１０は、CVBSDETがセットされているか否かを判断す
る（Ｓ５０２）。CVBSDETがセットされている場合（Ｓ５０２でＹＥＳ）、ＣＶＢＳ入力
端子ＩＮ４に映像信号が入力されているので、制御部１０は、Analog Video変数にCVBSを
書き込む（Ｓ５０３）。次に、制御部１０は、SDETがセットされているか否かを判断する
（Ｓ５０４）。SDETがセットされている場合（Ｓ５０４でＹＥＳ）、Ｓビデオ入力端子Ｉ
Ｎ３に映像信号が入力されているので、制御部１０は、Analog Video変数にSVIDEOを書き
込む（Ｓ５０５）。次に、制御部１０は、CMPDETがセットされているか否かを判断する（
Ｓ５０６）。CMPDETがセットされている場合（Ｓ５０６でＹＥＳ）、コンポーネント入力
端子ＩＮ２に映像信号が入力されているので、制御部１０は、Analog Video変数にCMPを
書き込む（Ｓ５０７）。
【００３７】
　制御部１０は、図４において設定した映像出力先Monitor OutがＨＤＭＩ出力端子ＯＵ
Ｔ１であるか否かを判断する（Ｓ５０８）。Monitor OutがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１で
はなく、アナログ映像出力端子ＯＵＴ２である場合（Ｓ５０８でＮＯ）、制御部１０は、
映像入出力経路を、「アナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２
」に設定する。ここで、アナログ映像入力端子は、Ｓ５０１～Ｓ５０７で設定したAnalog
 Video変数に書き込まれているアナログ映像入力端子ＩＮ２～ＩＮ４である。つまり、An
alog Video変数にCMPが書き込まれている場合には、アナログ映像入力端子は、コンポー
ネント入力端子ＩＮ２となる。
【００３８】
　Monitor OutがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１である場合（Ｓ５０８でＹＥＳ）、制御部１
０は、図３のＳ２０９でＨＤＭＩＤＥＴがセットされているか否かを判断する（Ｓ５１０
）。ＨＤＭＩＤＥＴがセットされていない場合（Ｓ５１０でＮＯ）、ＨＤＭＩ入力端子Ｉ
Ｎ１にＨＤＭＩデータが入力されていないので、制御部１０は、映像入出力経路を、「ア
ナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」に設定する（Ｓ５１１）。
ＨＤＭＩＤＥＴがセットされている場合（Ｓ５１０でＹＥＳ）、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１
にＨＤＭＩデータが入力されているので、制御部１０は、映像入出力経路を、「ＨＤＭＩ
入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」に設定する（Ｓ５１２）。
【００３９】
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［信号切り換え処理］
　図７はＳ１０８の詳細を示す。制御部１０は、映像入出力経路を切り換える際に、乱れ
た映像がディスプレイ装置に出力されないように、映像信号をミュート処理する（Ｓ６０
１）。次に、制御部１０は、スイッチ部３等を制御し、アナログ映像信号の入力経路を設
定する（Ｓ６０２）。次に、制御部１０は、ＲＸ２の各設定を実行する（詳細後述）（Ｓ
６０３）。例えば、制御部１０は、複数のＨＤＭＩ入力端子が設けられている場合に、１
つのＨＤＭＩ入力端子を選択するようにＲＸ２を制御する（Ｓ６０３）。
【００４０】
　次に、制御部１０は、Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に設定されているか否
かを判断する（Ｓ６０４）。Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１ではなく、アナロ
グ映像出力端子である場合（Ｓ６０４でＮＯ）、Ｓ６０９に進む。Monitor OUTがＨＤＭ
Ｉ出力端子ＯＵＴ１である場合（Ｓ６０４でＹＥＳ）、制御部１０は、ＨＤＭＩ出力端子
ＯＵＴ１に接続されているディスプレイ装置６０Ａから解像度情報を取得済であるか否か
を判断し（Ｓ６０５）、未取得である場合（Ｓ６０５でＮＯ）、解像度情報を取得し終え
るまで待機する（Ｓ６０６）。次に、制御部１０は、ＶＳＰ５への映像信号の入力元がＲ
Ｘ２であるか否かを判断する（Ｓ６０７）。ＶＳＰ５への映像信号の入力元がＲＸ２であ
る場合（Ｓ６０７でＹＥＳ）、制御部１０は、入力される映像データの解像度情報をＲＸ
２から取得する（Ｓ６０８）。一方、ＶＳＰ５への映像信号の入力元がビデオデコーダ４
である場合（Ｓ６０７でＮＯ）、制御部１０は、入力される映像データの解像度情報をビ
デオデコーダ４から取得する（Ｓ６０９）。次に、制御部１０は、解像度情報を取得済で
あるか否かを判断し（Ｓ６１１）、未取得であれば（Ｓ６１１でＮＯ）、解像度情報を取
得し終えるまで待機する（Ｓ６１０）。
【００４１】
　次に、制御部１０は、ＶＳＰ５の設定を実行する（詳細は後述する）（Ｓ６１２）。次
に、制御部１０は、Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に設定されているか否かを
判断する（Ｓ６１３）。Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１である場合（Ｓ６１３
でＹＥＳ）、制御部１０は、ＴＸ６の解像度設定などの設定を実行する（Ｓ６１４）。Mo
nitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１ではなく、アナログ映像出力端子である場合（Ｓ
６１３でＮＯ）、制御部１０は、ビデオエンコーダ８の解像度設定などの設定を実行する
（Ｓ６１５）。次に、制御部１０は、スイッチ部９等を制御し、アナログ映像信号の出力
経路を設定する（Ｓ６１６）。次に、制御部１０は、映像のミュート処理を解除する。
【００４２】
［ＶＳＰ５の設定処理］
　図８は図７のＳ６１２の詳細を示す。制御部１０は、Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子
ＯＵＴ１に設定されているか否かを判断する（Ｓ７０１）。Monitor OUTがＨＤＭＩ出力
端子ＯＵＴ１ではなく、アナログ映像出力端子である場合（Ｓ７０１でＮＯ）、制御部１
０は、ＶＳＰ５の出力先としてビデオエンコーダ８を選択する（Ｓ７０２）。次に、制御
部１０は、ＶＳＰ５に入力される映像の周波数が５０Ｈｚであるか否かを判断する（Ｓ７
０４）。制御部１０は、周波数が５０Ｈｚでなければ（Ｓ７０４でＮＯ）、ＶＳＰ５のＯ
ＳＤ出力用の解像度を４８０ｐに設定し（Ｓ７０５）、周波数が５０Ｈｚであれば（Ｓ７
０４でＹＥＳ）、ＶＳＰ５のＯＳＤ出力用の解像度を５７６ｐに設定する（Ｓ７０６）。
【００４３】
　Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１である場合（Ｓ７０１でＹＥＳ）、制御部１
０は、ＶＳＰ５の出力先としてＴＸ６を選択する（Ｓ７０３）。次に、制御部１０は、Ｖ
ＳＰ５に入力される映像の周波数が５０Ｈｚであるか否かを判断する（Ｓ７０７）。制御
部１０は、周波数が５０Ｈｚでなければ（Ｓ７０７でＮＯ）、ＶＳＰ５のＯＳＤ出力用の
解像度を４８０ｉに設定し（Ｓ７０８）、周波数が５０Ｈｚであれば（Ｓ７０７でＹＥＳ
）、ＶＳＰ５のＯＳＤ出力用の解像度を５７６ｉに設定する（Ｓ７０９）。
【００４４】
　次に、制御部１０は、図６で設定された映像入出力経路に基づいて、ＶＳＰ５への入力
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元を設定する（Ｓ７１０）。つまり、制御部１０は、映像入出力経路が「アナログ映像入
力端子－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２」又は「アナログ映像入力端子－ＶＳ
Ｐ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」である場合、ＶＳＰ５への入力元としてビデオデコー
ダ４を選択し、「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」であ
る場合、ＶＳＰ５への入力元としてＲＸ２を選択する。
【００４５】
　次に、制御部１０は、ＶＳＰ５の出力解像度設定および画質調整設定を実行する（Ｓ７
１１、Ｓ７１２）。制御部１０は、ＶＳＰ５が指定の映像データを出力し、安定したか否
かを判断する（Ｓ７１３）。安定していない場合（Ｓ７１３でＮＯ）、安定するまで待機
し（Ｓ７１４）。安定後、ＶＳＰ５の設定処理を終了する。
【００４６】
［アナログ映像信号の入出力切換処理］
　図９は、Ｓ６０２，Ｓ６１６の詳細を示し、アナログの映像信号についてスイッチ部３
及び９の切り換え処理を示す。制御部１０は、Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１
に設定されているか否かを判断する（Ｓ８０１）。Monitor OUTがアナログ映像出力端子
である場合（Ｓ８０１でＮＯ）、制御部１０は、Analog Video変数がCMPであるか否かを
判断する（Ｓ８０２）。Analog Video変数がCMPであれば（Ｓ８０２でＹＥＳ）、制御部
１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４から出力し
、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの映像信号をＳビデオ出力端子ＯＵＴ３から出力し、コン
ポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号をＶＳＰ５経由でコンポーネント出力端子ＯＵ
Ｔ２から出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８０３）。
【００４７】
　Analog Video変数がCMPでなければ（Ｓ８０２でＮＯ）、制御部１０は、Analog Video
変数がSVIDEOであるか否かを判断する（Ｓ８０４）。Analog Video変数がSVIDEOであれば
（Ｓ８０４でＹＥＳ）、制御部１０は、出力解像度設定が「Through」に設定されている
か否かを判断する（Ｓ８０５）。出力解像度設定が「Through」であれば（Ｓ８０５でＹ
ＥＳ）、制御部１０は、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの映像信号をＶＳＰ５経由で、ＣＶ
ＢＳ出力端子ＯＵＴ４とＳビデオ出力端子ＯＵＴ３とコンポーネント出力端子ＯＵＴ２と
から出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８０６）。出力解像
度設定が「Through」でなければ（Ｓ８０５でＮＯ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子
ＩＮ４からの映像信号をＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３
からの映像信号をＳビデオ出力端子ＯＵＴ３から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの
映像信号をＶＳＰ５経由でコンポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力するように、スイッ
チ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８０７）。
【００４８】
　Analog Video変数がSVIDEOでなければ（Ｓ８０４でＮＯ）、制御部１０は、Analog Vid
eo変数がCVBSであるか否かを判断する（Ｓ８０８）。Analog Video変数がCVBSであれば（
Ｓ８０８でＹＥＳ）、制御部１０は、出力解像度設定が「Through」に設定されているか
否かを判断する（Ｓ８０９）。出力解像度設定が「Through」であれば（Ｓ８０９でＹＥ
Ｓ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＶＳＰ５経由で、ＣＶＢ
Ｓ出力端子ＯＵＴ４とＳビデオ出力端子ＯＵＴ３とコンポーネント出力端子ＯＵＴ２とか
ら出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８１０）。出力解像度
設定が「Through」でなければ（Ｓ８０９でＮＯ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子Ｉ
Ｎ４からの映像信号をＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３か
らの映像信号をＳビデオ出力端子ＯＵＴ３から出力し、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映
像信号をＶＳＰ５経由でコンポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力するように、スイッチ
部３および９を切り換え制御する（Ｓ８１１）。
【００４９】
　Analog Video変数がCVBSでなければ（Ｓ８０８でＮＯ）、制御部１０は、ＶＳＰ５から
の映像信号（例えばブルーバック）を、ＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４とＳビデオ出力端子Ｏ
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ＵＴ３とコンポーネント出力端子ＯＵＴ２とから出力するように、スイッチ部３および９
を切り換え制御する（Ｓ８１２）。
【００５０】
　Monitor OUTがＨＤＭＩ出力端子である場合（Ｓ８０１でＹＥＳ）、制御部１０は、HDM
IDETがセットされているか否かを判断する（Ｓ８１２）。HDMIDETがセットされている場
合（Ｓ８１２でＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＣＶ
ＢＳ出力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの映像信号をＳビデオ出
力端子ＯＵＴ３から出力し、コンポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号をコンポーネ
ント出力端子ＯＵＴ２から出力し、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１からの映像データをＶＳＰ５
経由でＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制
御する（Ｓ８１３）。
【００５１】
　HDMIDETがセットされていない場合（Ｓ８１２でＮＯ）、制御部１０は、Analog Video
変数がCMPであるか否かを判断する（Ｓ８１４）。Analog Video変数がCMPである場合（Ｓ
８１４でＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＣＶＢＳ出
力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの映像信号をＳビデオ出力端子
ＯＵＴ３から出力し、コンポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号をコンポーネント出
力端子ＯＵＴ２から出力し、コンポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号をＶＳＰ５経
由でＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１から出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制
御する（Ｓ８１５）。
【００５２】
　Analog Video変数がCMPでない場合（Ｓ８１４でＮＯ）、制御部１０は、Analog Video
変数がSVIＤＥOであるか否かを判断する（Ｓ８１６）。Analog
Video変数がSVIＤＥOである場合（Ｓ８１６でＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端
子ＩＮ４からの映像信号をＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ
３からの映像信号をＳビデオ出力端子ＯＵＴ３から出力し、コンポーネント入力端子ＩＮ
２からの映像信号をコンポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ
３からの映像信号をＶＳＰ５経由でＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１から出力するように、スイ
ッチ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８１７）。
【００５３】
　Analog Video変数がSVIDEOでない場合（Ｓ８１６でＮＯ）、制御部１０は、Analog Vid
eo変数がCVBSであるか否かを判断する（Ｓ８１８）。Analog Video変数がCVBSである場合
（Ｓ８１８でＹＥＳ）、制御部１０は、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＣＶＢ
Ｓ出力端子ＯＵＴ４から出力し、Ｓビデオ入力端子ＩＮ３からの映像信号をＳビデオ出力
端子ＯＵＴ３から出力し、コンポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号をコンポーネン
ト出力端子ＯＵＴ２から出力し、ＣＶＢＳ入力端子ＩＮ４からの映像信号をＶＳＰ５経由
でＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１から出力するように、スイッチ部３および９を切り換え制御
する（Ｓ８１９）。
【００５４】
　Analog Video変数がCVBSでない場合（Ｓ８１８でＮＯ）、制御部１０は、ＶＳＰ５から
の映像信号（ブルーバック）を、ＣＶＢＳ出力端子ＯＵＴ４とＳビデオ出力端子ＯＵＴ３
とコンポーネント出力端子ＯＵＴ２とＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１とから出力するように、
スイッチ部３および９を切り換え制御する（Ｓ８２０）。
【００５５】
［ＲＸ２の設定処理］
　図１０は図７のＳ６０３の詳細を示す。制御部１０は、図６における映像入出力経路の
判断結果に基づいて、映像入出力経路が、「アナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－アナログ
映像出力端子ＯＵＴ２」であるか否かを判断する（Ｓ９０１）。映像入出力経路が、「ア
ナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２」であれば（Ｓ９０１で
ＹＥＳ）、制御部１０は、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１にＨＤＭＩデータが入力されているか
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否かを判断する（Ｓ９０２）。ＨＤＭＩデータが入力されている場合（Ｓ９０２でＹＥＳ
）、制御部１０は、スイッチ部１３にＲＸ２を選択させ、ＲＸ２を電源オフ状態にせずに
、ＲＸ２に対して、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力されるＨＤＭＩデータを受信させ、Ｈ
ＤＭＩデータから音声データのみを生成させ、スイッチ部１３を介して音声処理部７に供
給させる（Ｓ９０３）。制御部１０は、ＲＸ２に対して、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力
されるＨＤＭＩデータから、映像データを生成させず、映像データをＶＳＰ５に供給させ
ない。
【００５６】
　一方、ＨＤＭＩデータが入力されていない場合（Ｓ９０２でＮＯ）、制御部１０は、Ｒ
Ｘ２を電源オフ状態に制御する（Ｓ９０４）。制御部１０は、スイッチ部１３に、音声入
力端子ＩＮ５又はＩＮ６を選択させる。
【００５７】
　映像入出力経路が、「アナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ
２」ではない場合（Ｓ９０１でＮＯ）、制御部１０は、映像出力経路が、「ＨＤＭＩ入力
端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」であるか否かを判断する（Ｓ９０５
）。映像出力経路が、「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１
」であれば（Ｓ９０５でＹＥＳ）、制御部１０は、スイッチ部１３にＲＸ２を選択させ、
ＲＸ２に対して、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力されるＨＤＭＩデータを受信させ、ＨＤ
ＭＩデータから映像データを生成させＶＳＰ５に供給させると共に、ＨＤＭＩデータから
音声データを生成させ、スイッチ部１３を介して音声処理部７に供給させる（Ｓ９０６）
。
【００５８】
　映像出力経路が、「アナログ映像入力端子－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」で
あれば（Ｓ９０５でＮＯ）、制御部１０は、ＲＸ２を電源オフ状態に制御する（Ｓ９０４
）。制御部１０は、スイッチ部１３に、音声入力端子ＩＮ５又はＩＮ６を選択させる。
【００５９】
　図１０の処理による作用効果について説明する。
［ケース１］
　図１Ａに示すようにＤＶＤプレーヤ５０ＡがＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１と、コンポーネン
ト入力端子ＩＮ２と、音声入力端子ＩＮ５に接続されており、各入力端子ＩＮ１、ＩＮ２
、ＩＮ５にＨＤＭＩデータ、アナログ映像信号及び音声信号がそれぞれ入力されている。
ディスプレイ装置６０ＡがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続され、ディスプレイ装置６０
Ｂがコンポーネント出力端子ＯＵＴ２に接続されている。ディスプレイ装置６０Ａが電源
オン状態で、ディスプレイ装置６０Ｂが電源オフ状態である。このとき、ＤＶＤプレーヤ
５０ＡからＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力されるＨＤＭＩデータが、ＲＸ２に供給される
。ＲＸ２は、ＨＤＭＩデータから映像データを生成し、ＶＳＰ５に供給し、ＨＤＭＩデー
タから音声データを生成し、スイッチ部１３を介して音声処理部７に供給する。映像デー
タは、ＶＳＰ５を介してＴＸ６に供給され、ＴＸ６においてＨＤＭＩデータに変換され、
ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１を介してディスプレイ装置６０Ａに供給される。従って、ディ
スプレイ装置６０Ａにおいて、映像データが表示される。音声データは音声処理部７にお
いて増幅され、スピーカー７０に出力され、音声が再生される。
【００６０】
　この状況において、ディスプレイ装置６０Ａの電源がオフ状態にされ、ディスプレイ装
置６０Ｂの電源がオン状態にされる。図４において、ディスプレイ装置６０Ａの電源がオ
フ状態にされることにより、ホットプラグ信号がローレベルになるので（Ｓ４０２でＮＯ
）、Monitor OUTがAnalog（コンポーネント出力端子ＯＵＴ２）に設定される。図９にお
いて、Monitor OUTがAnalogであり（Ｓ８０１でＮＯ）、Analog Video変数がCMPであるの
で（Ｓ８０２でＹＥＳ）、コンポーネント入力端子ＩＮ２からの映像信号がＶＳＰ５を経
由してコンポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力されるようにスイッチ部３および９が切
り換え制御される。図８において、ＶＳＰ５への入力元としてビデオデコーダ４が選択さ
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れ、ＶＳＰ５からの出力先としてビデオエンコーダ８が選択される。その結果、ＤＶＤプ
レーヤ５０Ａからコンポーネント入力端子ＩＮ２に入力される映像信号が、ＶＳＰ５にお
いて画像処理されて、コンポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力されるように自動的に設
定される。従って、コンポーネント入力端子ＩＮ２に入力される映像信号を画像処理した
後、ディスプレイ装置６０Ｂに出力し、表示させることができる。
【００６１】
　映像入出力経路が「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」
から「アナログ映像入力端子ＩＮ２－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２」に変更
されるので、一般的にはＲＸ２の電源がオフ状態にされ、ＲＸ２の処理が全く実行されな
くなり、スイッチ部１３は音声入力端子ＩＮ５を選択する。そのため、音声入力端子ＩＮ
５に入力される音声信号が音声処理部７で増幅され、スピーカー７０に出力される。その
結果、ＨＤＭＩデータに含まれる音声データを再生できなくなる。もしくは、ＤＶＤプレ
ーヤ５０Ａが音声入力端子ＩＮ５に接続されていない場合には、音声を再生できなくなる
。しかし、本発明では、映像入出力経路を「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭ
Ｉ出力端子ＯＵＴ１」から「アナログ映像入力端子ＩＮ２－ＶＳＰ５－アナログ映像出力
端子ＯＵＴ２」に変更すると、ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１にＨＤＭＩデータが入力されてい
るか否かが判断され、ＨＤＭＩデータが入力されている場合には、ＲＸ２を電源オフ状態
にせず、ＲＸ２にＨＤＭＩデータから音声データのみを生成させる。従って、ＲＸ２は、
ＨＤＭＩデータから音声データを生成し、スイッチ部１３を介して音声処理部７に音声デ
ータを供給するので、ＨＤＭＩデータに含まれる音声データを増幅してスピーカーに出力
することができる。
【００６２】
　以上のように、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されているディスプレイ装置６０Ａが
ＨＤＭＩデータを受信できない状態になると、映像入出力経路が、コンポーネント入力端
子ＩＮ２からＶＳＰ５を経由してコンポーネント出力端子ＯＵＴ２に出力するように設定
されるにもかかわらず、音声についてはＨＤＭＩデータに含まれる音声データを再生する
ことができる。
【００６３】
［ケース２］
　図１Ｂに示すようにＤＶＤプレーヤ５０ＡがＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に接続されている
。ＤＶＤプレーヤ５０Ａは音楽ＣＤを再生しているので、音声データのみを含むＨＤＭＩ
データがＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力される。ＤＶＤプレーヤ５０Ｂがコンポーネント
入力端子ＩＮ２に接続され、コンポーネント入力端子ＩＮ２に映像信号が入力されている
。ディスプレイ装置６０ＡがＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続され、ディスプレイ装置６
０Ｂがコンポーネント出力端子ＯＵＴ２に接続されている。ディスプレイ装置６０Ａが電
源オン状態で、ディスプレイ装置６０Ｂが電源オフ状態である。このとき、ＤＶＤプレー
ヤ５０ＡからＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１に入力されるＨＤＭＩデータが、ＲＸ２に供給され
る。ＲＸ２は、ＨＤＭＩデータから音声データを生成し、スイッチ部１３を介して音声処
理部７に供給する。音声データは音声処理部７において増幅され、スピーカー７０に出力
され、音声が再生される。
【００６４】
　この状況において、ディスプレイ装置６０Ａの電源がオフ状態にされ、ディスプレイ装
置６０Ｂの電源がオン状態にされる。上記と同様に、ＤＶＤプレーヤ５０Ｂからコンポー
ネント入力端子ＩＮ２に入力される映像信号が、ＶＳＰ５において画像処理されて、コン
ポーネント出力端子ＯＵＴ２から出力されるように自動的に設定される。従って、コンポ
ーネント入力端子ＩＮ２に入力される映像信号を画像処理した後、ディスプレイ装置６０
Ｂに出力して、表示させることができる。
【００６５】
　ここで、映像入出力経路を「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子Ｏ
ＵＴ１」から「アナログ映像入力端子ＩＮ２－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２



(15) JP 4506898 B1 2010.7.21

10

20

30

40

50

」に変更すると、一般的にはＲＸ２の電源がオフ状態にされ、ＲＸ２の処理が全く実行さ
れなくなり、スイッチ部１３は音声入力端子ＩＮ５又はＩＮ６を選択する。その結果、Ｈ
ＤＭＩデータに含まれる音声データを再生できなくなる。しかし、本発明では、映像入出
力経路を「ＨＤＭＩ入力端子ＩＮ１－ＶＳＰ５－ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１」から「アナ
ログ映像入力端子ＩＮ２－ＶＳＰ５－アナログ映像出力端子ＯＵＴ２」に変更すると、Ｈ
ＤＭＩ入力端子ＩＮ１にＨＤＭＩデータが入力されているか否かが判断され、ＨＤＭＩデ
ータが入力されている場合には、ＲＸ２を電源オフ状態にせず、ＲＸ２にＨＤＭＩデータ
から音声データのみを生成させる。従って、ＲＸ２は、ＨＤＭＩデータから音声データを
生成し、スイッチ部１３を介して音声処理部７に供給するので、ＨＤＭＩデータに含まれ
る音声データ（音楽ＣＤの音声データ）を再生することができる。
【００６６】
　以上のように、ＨＤＭＩ出力端子ＯＵＴ１に接続されているディスプレイ装置６０Ａが
ＨＤＭＩデータを受信できない状態になると、映像信号の入出力経路が、コンポーネント
入力端子ＩＮ２からＶＳＰ５を経由してコンポーネント出力端子ＯＵＴ２に出力するよう
に設定されるにもかかわらず、音声については、ＨＤＭＩデータに含まれる音声データを
再生することができる。
【００６７】
　なお、図６の処理において、Ｓ５０９で映像入出力経路が「アナログ映像入力端子－ア
ナログ映像出力端子」に設定され、Ｓ５１１で映像入出力経路が「アナログ映像入力端子
－ＨＤＭＩ出力端子」に設定され、Ｓ５１２で映像入出力経路が「ＨＤＭＩ入力端子－Ｈ
ＤＭＩ出力端子」に設定されてもよい。また、図１０の処理において、Ｓ９０１で映像入
出力経路が「アナログ映像入力端子－アナログ映像出力端子」であるかが判断され、Ｓ９
０５で映像入出力経路が「ＨＤＭＩ入力端子－ＨＤＭＩ出力端子」であるかが判断されて
もよい。
【００６８】
　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。ＡＶアンプ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およびこれ
を記録した記録媒体という形態で提供されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、ＡＶアンプ等に好適に採用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１Ａ】本発明のＡＶアンプ１を示すブロック図である。
【図１Ｂ】本発明のＡＶアンプ１を示すブロック図である。
【図２】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図３】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図４】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図５】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図６】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図７】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図８】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図９】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【図１０】制御部１０の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７１】
　１　　　　　　　ＡＶアンプ
　２　　　　　　　ＨＤＭＩ受信部
　３　　　　　　　スイッチ部
　４　　　　　　　ビデオデコーダ
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　５　　　　　　　画像処理部
　６　　　　　　　ＨＤＭＩ送信部
　７　　　　　　　音声処理部
　８　　　　　　　ビデオエンコーダ
　９　　　　　　　スイッチ部
　１０　　　　　　制御部
　１１　　　　　　メモリ
　１２　　　　　　操作表示部
　１３　　　　　　スイッチ部
　ＩＮ１　　　　　ＨＤＭＩ入力端子
　ＩＮ２　　　　　コンポーネント入力端子
　ＩＮ３　　　　　Ｓビデオ入力端子
　ＩＮ４　　　　　ＣＶＢＳ入力端子
　ＩＮ５　　　　　音声入力端子
　ＩＮ６　　　　　音声入力端子
　ＯＵＴ１　　　　ＨＤＭＩ出力端子
　ＯＵＴ２　　　　コンポーネント出力端子
　ＯＵＴ３　　　　Ｓビデオ出力端子
　ＯＵＴ４　　　　ＣＶＢＳ出力端子
【要約】
【課題】　映像出力先がアナログ映像出力端子に設定される場合にも、ＨＤＭＩデータか
ら音声データを生成し出力すること。
【解決手段】　ＡＶアンプは、映像入出力経路を、少なくとも、アナログ映像入力端子－
画像処理部－アナログ映像出力端子、又は、ＨＤＭＩ入力端子－画像処理部－ＨＤＭＩ出
力端子に切り換える切換手段と、ＨＤＭＩ入力端子にＨＤＭＩデータが入力されているか
否かを判断する入力判断手段と、映像入出力経路が、アナログ映像入力端子－画像処理部
－アナログ映像出力端子であるか否かを判断する経路判断手段とを備え、映像入出力経路
が、アナログ映像入力端子－画像処理部－アナログ映像出力端子であり、かつ、ＨＤＭＩ
入力端子にＨＤＭＩデータが入力されている場合、ＨＤＭＩ受信部が、ＨＤＭＩデータか
ら音声データのみを生成する。
【選択図】図１０
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【図２】 【図３】



(18) JP 4506898 B1 2010.7.21

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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