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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像及び音を出力する映像音出力装置であって、
　音を出力する内部スピーカと、
　情報を保持する保持手段と、
　前記映像音出力装置外部から指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付ける音の出力形態を特定する形態特定指示に基づいて、複数の音
出力形態の何れか一つを示す情報を前記保持手段に保持させる管理手段と、
　前記保持手段に保持されている音出力形態を示す情報に基づいて、前記内部スピーカか
らの音の出力を制御する制御手段と、
　前記映像音出力装置の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出する検出手段と、
　前記検出手段が前記電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した場合に、か
つ、前記映像音出力装置外部のスピーカを制御する外部スピーカ制御装置から音出力形態
を示す情報の要求を受けたとき、前記保持手段に保持されている前記音出力形態を示す情
報を、前記外部スピーカ制御装置に出力する出力手段と
　を備え、
　前記映像音出力装置は、電源がオフ状態からオン状態に変化した場合に前記内部スピー
カから音を出力する
　映像音出力装置。
【請求項２】
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　前記管理手段は、前記形態特定指示に基づいて、（ａ）音を前記内部スピーカから出力
させる第１の音出力形態を示す情報と、（ｂ）音を前記外部スピーカから出力させる第２
の音出力形態を示す情報との何れか一つを、前記保持手段に保持させる
　請求項１に記載の映像音出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、（ａ）音を前記内部スピーカから出力させる第１の音出力形態を示す
情報が前記保持手段に保持されている場合、前記内部スピーカから音を出力させ、（ｂ）
音を前記外部スピーカから出力させる第２の音出力形態を示す情報が前記保持手段に保持
されている場合、前記内部スピーカから音を出力させない
　請求項１に記載の映像音出力装置。
【請求項４】
　音の出力形態を特定する指示に基づいて、複数の音出力形態の何れか一つを示す情報を
保持手段に保持させる管理ステップと、
　前記保持手段に保持されている音出力形態を示す情報に基づいて、映像音出力装置の内
部のスピーカからの音の出力を制御する制御ステップと、
　前記映像音出力装置の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出する検出ステップと
、
　前記検出ステップにおいて前記電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した
場合に、かつ、前記映像音出力装置外部のスピーカを制御する外部スピーカ制御装置から
音出力形態を示す情報の要求を受けたとき、前記保持手段に保持されている前記音出力形
態を示す情報を、前記外部スピーカ制御装置に出力する出力ステップと
を含み、
　前記映像音出力装置は、電源がオフ状態からオン状態に変化した場合に前記内部スピー
カから音を出力する
　音出力形態通知方法。
【請求項５】
　音の出力形態を特定する指示に基づいて、複数の音出力形態の何れか一つを示す情報を
保持手段に保持させる管理手段と、
　前記保持手段に保持されている音出力形態を示す情報に基づいて、映像音出力装置内部
のスピーカからの音の出力を制御する制御手段と、
　前記映像音出力装置の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出する検出手段と、
　前記検出手段が前記電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した場合に、前
記映像音出力装置外部のスピーカを制御する外部スピーカ制御装置から音出力形態を示す
情報の要求を受けたとき、前記保持手段に保持されている前記音出力形態を示す情報を、
前記外部スピーカ制御装置に出力する出力手段と
　を備え、
　前記映像音出力装置は、電源がオフ状態からオン状態に変化した場合に前記内部スピー
カから音を出力する
　集積回路。
【請求項６】
　音の出力形態を特定する指示に基づいて、複数の音出力形態の何れか一つを示す情報を
保持手段に保持させる管理ステップと、
　前記保持手段に保持されている音出力形態を示す情報に基づいて、映像音出力装置の内
部のスピーカからの音の出力を制御する制御ステップと、
　前記映像音出力装置の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出する検出ステップと
、
　前記検出ステップにおいて前記電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した
場合に、かつ、前記映像音出力装置外部のスピーカを制御する外部スピーカ制御装置から
音出力形態を示す情報の要求を受けたとき、前記保持手段に保持されている前記音出力形
態を示す情報を、前記外部スピーカ制御装置に出力する出力ステップと
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　をコンピュータに実行させるためのプログラムであり、
　前記映像音出力装置は、電源がオフ状態からオン状態に変化した場合に前記内部スピー
カから音を出力する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像及び音を出力する映像音出力装置と、映像音出力装置外部のスピーカを
制御する外部スピーカ制御装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザは、テレビ等の映像音出力装置に複数のスピーカを接続したＡＶアンプを
接続し、テレビやセットトップボックス（ＳＴＢ）等のチューナにより受信される放送コ
ンテンツの音や、ＤＶＤプレーヤ／ＤＶＤレコーダ等により再生される映像コンテンツの
音を、ＡＶアンプに接続した複数のスピーカから出力させて、一般にサラウンド音と呼ば
れるような臨場感のある音を楽しむことができる。
【０００３】
　ユーザは、サラウンド音を出力させようとする場合、テレビのリモコンボタン又は本体
ボタンを操作してテレビのスピーカ（内部スピーカ）から出力されている音を消し（ミュ
ートし）、ＡＶアンプのリモコンボタン又は本体ボタンを操作して、ＡＶアンプに接続さ
れたスピーカ（外部スピーカ）から、テレビにより表示されるコンテンツを出力している
機器からの入力音を出力させる。この際、ユーザは、まず、テレビのリモコンボタン又は
本体ボタンを操作し、次に、ＡＶアンプのリモコンボタン又は本体ボタンを操作する必要
があり、複数の機器に対してそれぞれ必要な操作を行なわなければならないので、使い勝
手がよくない。
【０００４】
　この問題を解決するために、ＡＶアンプに接続されたスピーカ（外部スピーカ）から音
を出力させる際、テレビに対する操作とＡＶアンプに対する操作とを簡略化するために、
ＡＶアンプの電源スイッチのオン／オフ操作によって、音の出力先を切り換えるＡＶアン
プが実現されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１において、テレビ受信装置と組み合わせてサラウンドシステムを構
成することが可能で、サラウンドシステムを利用するときと、テレビ受信装置のみを利用
するときとの切り換え操作を極めて容易にするためのＡＶアンプが開示されている。
【０００６】
　図５に、特許文献１により開示されているＡＶアンプのブロック図を示す。
　図５において、サラウンドシステムの利用時は、ＡＶアンプ４０の電源スイッチ４１が
オンされ、切り換えスイッチ５０がセンタ音増幅回路４８側に切り換えられ、ＶＴＲやＬ
Ｄ等の再生機器から音入力端子４３に供給されている音信号がドルビー・サラウンド・プ
ロセッサ（ＤＳＰ）４５を介し、出力端子４９を経てＡＶアンプ４０に接続されているス
ピーカに供給される。テレビ受信装置のみを利用する時は、ＡＶアンプ４０の電源スイッ
チ４１がオフされ、切り換えスイッチ５０がテレビ音入力端子５１側に切り換えられ、テ
レビ受信装置の増幅回路で処理されたテレビ音が、ＡＶアンプ４０を介してテレビ受信装
置のスピーカ（内部スピーカ）に供給される。
【特許文献１】特開平５－１５３５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように、特許文献１の方法では、ユーザは、ＡＶアンプの電源スイッチをオン状態
とオフ状態との間で切り換えることにより、テレビに内蔵されているスピーカ（内部スピ
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ーカ）から音を出力させることと、テレビ外部のスピーカ（外部スピーカ）から音を出力
させることとの何れかに制御することができる。
【０００８】
　しかしながら、ＡＶアンプの電源スイッチがオフ状態からオン状態に変化した場合であ
っても、その変化後にテレビの電源がオンされると、内部スピーカから音を出力するテレ
ビも存在する。この場合、音は内部スピーカからも外部スピーカからも出力される。また
、ユーザがテレビ本体又はＡＶアンプ本体を直接操作することにより、音が内部スピーカ
からも外部スピーカからも出力されない状態も発生しうる。ユーザは、内部スピーカと外
部スピーカとの何れか一方からのみ音が出力されることを希望する。
【０００９】
　本発明は、映像音出力装置外部のスピーカである外部スピーカを制御する外部スピーカ
制御装置の電源がオフ状態からオン状態に変化した場合、内部スピーカと外部スピーカと
の何れか一方からのみ音を出力させる映像音出力装置と、外部スピーカ制御装置とを提供
することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明は、映像音出力装置の電源がオフ状態からオン状態に変化した場合、内部
スピーカと外部スピーカとの何れか一方からのみ音を出力させるための映像音出力装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題を解決し上記目的を達成するために、本発明の映像音出力装置は、映像及び音
を出力する装置であって、音を出力する内部スピーカと、情報を保持する保持手段と、前
記映像音出力装置外部から指示を受け付ける受付手段と、前記受付手段が受け付ける音の
出力形態を特定する形態特定指示に基づいて、複数の音出力形態の何れか一つを示す情報
を前記保持手段に保持させる管理手段と、前記保持手段に保持されている音出力形態を示
す情報に基づいて、前記内部スピーカからの音の出力を制御する制御手段と、前記映像音
出力装置の電源のオフ状態からオン状態への変化を検出する検出手段と、前記検出手段が
前記電源がオフ状態からオン状態に変化したことを検出した場合、前記保持手段に保持さ
れている前記音出力形態を示す情報を、前記映像音出力装置外部のスピーカを制御する外
部スピーカ制御装置に出力する出力手段とを備え、前記映像音出力装置は、電源がオフ状
態からオン状態に変化した場合に前記内部スピーカから音を出力する。
　本発明の映像音出力装置において、例えば、前記管理手段は、前記形態特定指示に基づ
いて、（ａ）音を前記内部スピーカから出力させる第１の音出力形態を示す情報と、（ｂ
）音を前記外部スピーカから出力させる第２の音出力形態を示す情報との何れか一つを、
前記保持手段に保持させる。
　本発明の映像音出力装置において、例えば、前記制御手段は、（ａ）音を前記内部スピ
ーカから出力させる第１の音出力形態を示す情報が前記保持手段に保持されている場合、
前記内部スピーカから音を出力させ、（ｂ）音を前記外部スピーカから出力させる第２の
音出力形態を示す情報が前記保持手段に保持されている場合、前記内部スピーカから音を
出力させない制御手段を備えてもよい。
【００１８】
　本発明は、本発明の映像音出力装置の特徴的な構成手段をステップとする方法として実
現したり、それらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したり、
上記特徴的な構成手段を含む集積回路として実現することもできる。また、本発明は、本
発明の外部スピーカ制御装置の特徴的な構成手段をステップとする方法として実現したり
、それらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したり、上記特徴
的な構成手段を含む集積回路として実現することもできる。上記のプログラムは、ＣＤ－
ＲＯＭ等の記録媒体や通信ネットワーク等の伝送媒体を介して流通させることもできる。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明は、映像音出力装置外部のスピーカである外部スピーカを制御する外部スピーカ
制御装置の電源がオフ状態からオン状態に変化した場合、内部スピーカと外部スピーカと
の何れか一方からのみ音を出力させる映像音出力装置と、外部スピーカ制御装置とを提供
することができる。
【００２０】
　本発明によれば、映像音出力装置と外部スピーカ制御装置の音の出力状態の切換を、映
像音出力装置に対して操作することのみで行なうことができるので、音の出力状態の切換
操作を簡易化し、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００２１】
　また、映像音出力装置と外部スピーカ制御装置の両方から音が出力されている状態や、
両方が消音されている状態でも、音の出力状態を所望の状態に復帰させることができるの
で、音の出力状態の切換操作を簡易化し、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００２２】
　また、本発明は、映像音出力装置の電源がオフ状態からオン状態に変化した場合、内部
スピーカと外部スピーカとの何れか一方からのみ音を出力させるための映像音出力装置を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、実施の形態におけるシステムの構成を示す図である。本実施の形態のシステム
は、テレビ１と、アンプ２と、外部スピーカ３とで構成されている。テレビ１は、放送波
を受信して映像及び音を出力する装置であって、本発明の映像音出力装置の一例である。
アンプ２は、テレビ１から入力される信号を増幅して外部スピーカ３に出力する装置であ
って、本発明の外部スピーカ制御装置の一例である。外部スピーカ３は、アンプ２からの
音信号に基づく音を出力する機器である。
【００２４】
　テレビ１とアンプ２とは、Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＨＤＭＩ）ケーブルで接続されており、アンプ２から出力される映
像信号及び音信号は、テレビ１へ入力される。
【００２５】
　更に、テレビ１とアンプ２とは、光ケーブルでも接続されており、テレビ１から出力さ
れる音信号はアンプ２へ入力される。
【００２６】
　また、ＨＤＭＩケーブルで接続されたテレビ１とアンプ２とは、相互に、Ｃｏｎｓｕｍ
ｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＣＥＣ）を介して、ＣＥＣコマンドを
送受信することができる。
【００２７】
　図２は実施の形態におけるテレビ１の構成を示すブロック図である。
　図２に示すように、テレビ１は、メモリ１０１と、リモコン受信部１０２と、マイコン
１０３と、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４と、チューナ１０５と、デコーダ１０６と、デ
ィスプレイ１０７と、内部スピーカ１０８と、外部出力部１０９とで構成されている。メ
モリ１０１にはモードフラグ１１０が格納されている。
【００２８】
　テレビ１は、リモートコントロール（以下、「テレビ用リモコン」という）で操作され
る。
【００２９】
　リモコン受信部１０２がテレビ用リモコン（図示せず）からのコマンドを受信すると、
マイコン１０３は受信されたコマンドに応じた処理を行なう。例えば、マイコン１０３は
、チューナ１０５の選局切換や、デコーダ１０６の入出力切換を行なう。デコーダ１０６
は、チューナ１０５やＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４から入力された映像信号及び音信号
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をマイコン１０３の指示に応じて、ディスプレイ１０７と、内部スピーカ１０８又は外部
出力部１０９とに出力する。
【００３０】
　メモリ１０１は本発明の映像音出力装置の保持手段の一例であり、リモコン受信部１０
２は本発明の映像音出力装置の受付手段の一例である。マイコン１０３は本発明の映像音
出力装置の管理手段及び制御手段の一例であり、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４は本発明
の映像音出力装置の受信手段及び出力手段の一例である。
【００３１】
　図３は実施の形態におけるアンプ２の構成を示すブロック図である。
　図３に示すように、アンプ２は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１と、マイコン２０２と
、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０３と、セレクタ２０４と、外部信号入力部２０５と、スピ
ーカ出力部２０６とで構成されている。
【００３２】
　マイコン２０２は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１又はＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０３
により受信されたＣＥＣコマンドに応じた処理を行なう。例えば、マイコン２０２は、セ
レクタ２０４の入出力切換を行なう。セレクタ２０４は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０３
から入力された映像信号及び音信号や、外部信号入力部２０５から入力された音信号をマ
イコン２０２の指示に応じて、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１又はスピーカ出力部２０６
に出力する。
【００３３】
　マイコン２０２は本発明の外部スピーカ制御装置の検出手段及び制御手段の一例であり
、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１は本発明の外部スピーカ制御装置の出力手段及び受信手
段の一例である。
【００３４】
　図１のシステムにおいて、外部スピーカ３は図３におけるスピーカ出力部２０６とスピ
ーカケーブルで接続されている。また、図３におけるＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１は、
図２におけるＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４とＨＤＭＩケーブルで接続されており、図３
における外部信号入力部２０５は、図２における外部出力部１０９と光ケーブルで接続さ
れている。
【００３５】
　図４は実施の形態のテレビ１に表示されるメニュー画面を示す図である。
　図４に示すように、メニュー画面には、ユーザが選択可能で、選択することによりテレ
ビ１の操作が可能な項目が表示される。メニュー画面には、ユーザの選択によってテレビ
モードとシアターモードとを切り換えることが可能な項目（図４では「モード切換」とい
う名称の項目）が表示される。
【００３６】
　（モードの定義）
　テレビ１のマイコン１０３で管理されるテレビモードとシアターモードとについて説明
する。本実施の形態では、テレビ１の内部スピーカ１０８から出力される音の消音状態が
解除され、アンプ２に接続された外部スピーカ３から出力される音が消されている状態を
「テレビモード」と定義する。それに対して、テレビ１の内部スピーカ１０８から出力さ
れる音が消され、アンプ２に接続された外部スピーカ３から出力される音の消音状態が解
除されている状態を「シアターモード」と定義する。
【００３７】
　（モードの切り換え／テレビモードからシアターモードへの切り換え）
　テレビ１のメモリ１０１に格納されているモードフラグ１１０をテレビモードからシア
ターモードへ切り換える際の処理の流れを説明する。
【００３８】
　メモリ１０１に格納されているモードフラグ１１０がテレビモードを示す場合、マイコ
ン１０３は、チューナ１０５により受信された映像信号をディスプレイ１０７に出力し、
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チューナ１０５により受信された音信号を内部スピーカ１０８及び外部出力部１０９に出
力する。よって、テレビ１の内部スピーカ１０８からは音が出力される。
【００３９】
　また、アンプ２は、テレビ１の外部出力部１０９と接続されている外部信号入力部２０
５から入力され、スピーカ出力部２０６に出力される音信号を消している。よって、アン
プ２に接続されている外部スピーカ３からは音は出力されない。
【００４０】
　このような状態で、ユーザが、テレビ用リモコンを用いる等をして、テレビ１のディス
プレイ１０７にメモリ１０１が保持しているメニューを表示させ、テレビ１のメモリ１０
１に記録されているモードフラグ１１０を変更するためのメニュー項目（「モード切換」
）を選択すると、テレビ１のマイコン１０３は、選択されたメニュー項目を解析し、メモ
リ１０１に記録されているモードフラグ１１０を変更する。すなわち、マイコン１０３は
、メモリ１０１に記録されているモードフラグ１１０をテレビモードからシアターモード
へ変更する。
【００４１】
　次に、マイコン１０３は、デコーダ１０６に対して、内部スピーカ１０８からの音を消
すことを指示する。
【００４２】
　デコーダ１０６は、マイコン１０３から内部スピーカ１０８からの音を消すことを指示
されると、内部スピーカ１０８からの音を消す。
【００４３】
　よって、テレビ１の内部スピーカ１０８からは音は出力されなくなる。
　また、マイコン１０３は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４を介して、テレビ１のメモリ
１０１に記録されているモードフラグ１１０がテレビモードからシアターモードに変更さ
れたことを示すＣＥＣコマンドをアンプ２へ送信する。
【００４４】
　アンプ２では、テレビ１のＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４と接続されているＨＤＭＩ／
ＣＥＣ通信部２０１がテレビ１からのＣＥＣコマンドを受信する。
【００４５】
　マイコン２０２は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１により受信されたＣＥＣコマンドを
解析し、そのＣＥＣコマンドがテレビ１のメモリ１０１に記録されているモードフラグ１
１０がテレビモードからシアターモードに変更されたことを示すコマンドであるので、セ
レクタ２０４に対し、外部信号入力部２０５から入力されている音信号をスピーカ出力部
２０６へ出力するように指示する。
【００４６】
　セレクタ２０４は、マイコン２０２から外部信号入力部２０５から入力されている音信
号をスピーカ出力部２０６へ出力することを指示されると、スピーカ出力部２０６へ音信
号を出力する。
【００４７】
　よって、外部スピーカ３から音が出力されるようになる。
【００４８】
　（モードの切り換え／シアターモードからテレビモードへの切り換え）
　次に、テレビ１のメモリ１０１に格納されているモードフラグ１１０をシアターモード
からテレビモードへ切り換える際の処理の流れを説明する。
【００４９】
　メモリ１０１に格納されているモードフラグ１１０がシアターモードを示す場合、マイ
コン１０３は、チューナ１０５により受信された映像信号をディスプレイ１０７に出力し
、チューナ１０５により受信された音信号に基づく音を内部スピーカ１０８からは出力さ
せず、受信された音信号を外部出力部１０９に出力する。よって、テレビ１の内部スピー
カ１０８からは音は出力されない。
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【００５０】
　また、アンプ２は、テレビ１の外部出力部１０９と接続されている外部信号入力部２０
５から入力され、スピーカ出力部２０６に出力される音信号を出力する。よって、アンプ
２に接続されている外部スピーカ３から音が出力される。
【００５１】
　このような状態で、ユーザが、テレビ用リモコンを用いる等をして、テレビ１のディス
プレイ１０７にメモリ１０１が保持しているメニューを表示させ、テレビ１のメモリ１０
１に記録されているモードフラグ１１０を変更するためのメニュー項目（「モード切換」
）を選択すると、テレビ１のマイコン１０３は、選択されたメニュー項目を解析し、メモ
リ１０１に記録されているモードフラグ１１０を変更する。すなわち、マイコン１０３は
、メモリ１０１に記録されているモードフラグ１１０をシアターモードからテレビモード
へ変更する。
【００５２】
　次に、マイコン１０３は、デコーダ１０６に対して、音を出力していない内部スピーカ
１０８から音を出力させることを指示する。
【００５３】
　デコーダ１０６は、マイコン１０３から音を出力していない内部スピーカ１０８から音
を出力させる。
【００５４】
　よって、テレビ１の内部スピーカ１０８から音が出力されるようになる。
　また、マイコン１０３は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４を介して、テレビ１のメモリ
１０１に記録されているモードフラグ１１０がテレビモードからシアターモードに変更さ
れたことを示すＣＥＣコマンドをアンプ２へ送信する。
【００５５】
　アンプ２では、テレビ１のＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４と接続されているＨＤＭＩ／
ＣＥＣ通信部２０１がテレビ１からのＣＥＣコマンドを受信する。
【００５６】
　マイコン２０２は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１により受信されたＣＥＣコマンドを
解析し、そのＣＥＣコマンドがテレビ１のメモリ１０１に記録されているモードフラグ１
１０がシアターモードからテレビモードに変更されたことを示すコマンドであるので、セ
レクタ２０４に対し、外部信号入力部２０５から入力され、スピーカ出力部２０６から出
力されている音信号に基づく音が出力されないように指示する。
【００５７】
　セレクタ２０４は、マイコン２０２から外部信号入力部２０５から入力されている音信
号をスピーカ出力部２０６へ出力しないことを指示されると、スピーカ出力部２０６から
音信号が出力されないようにする。
【００５８】
　よって、外部スピーカ３から音が出力されないようになる。
　次に、テレビ１及び／又はアンプ２の電源が一度オフされた後に再びオンされたり、ユ
ーザがテレビ１及び／又はアンプ２の本体ボタン又はリモコンボタン等を用いて誤った操
作をしたりしたために、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３から音が出力
される状態になった場合や、逆に、内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３のどちらから
も音が出力されない状態になった場合に、ユーザが所望するスピーカのみから音が出力さ
れる状態に復帰させる方法を説明する。
【００５９】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、図１に示すシステムにおいて、ユーザがアンプ２の本体ボタン若し
くはリモコンボタンを用いて電源をオフし、その後、再び電源をオンするか、又は、アン
プ２に供給されている電源が何らかの原因で切断されて電源がオフされ、その後、再び電
源の供給が再開され、アンプ２の電源がオンされるか、又は、その他の原因で、アンプ２
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の電源がオフされ、その後、再びアンプ２の電源がオンされた場合、アンプ２は、電源投
入直後には、外部スピーカ３から音を出力させる仕様になっているときに、外部スピーカ
３から出力されている音の出力状態を変更する処理の流れを説明する。
【００６０】
　まず、アンプ２のマイコン２０２は、電源が投入されると、電源がオフ状態からオン状
態に変化したことを検出し、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１を介して、アンプ２に接続さ
れているテレビ１に対して、テレビ１のメモリ１０１に記録されているモードフラグ１１
０が、テレビモードであるのか、シアターモードであるのかを示す情報を通知することを
要求するＣＥＣコマンドを送信する。
【００６１】
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部１０４がアンプ２のＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１から、メモ
リ１０１に記録されているモードフラグ１１０が示すモード情報を通知ことを要求するＣ
ＥＣコマンドを受信すると、テレビ１のマイコン１０３は、メモリ１０１に記録されてい
るモードフラグ１１０が示すモード情報を送信するＣＥＣコマンドを、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ
通信部１０４を介してアンプ２に送信する。
【００６２】
　アンプ２のマイコン２０２は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部２０１が受信したＣＥＣコマン
ドを解析し、モードフラグ１１０がテレビモードを示す場合、セレクタ２０４に対し、外
部信号入力部２０５から入力され、スピーカ出力部２０６から出力されていた音信号を出
力しないように指示する。
【００６３】
　セレクタ２０４は、マイコン２０２から外部信号入力部２０５から入力されている音信
号をスピーカ出力部２０６へ出力しないことを指示されると、スピーカ出力部２０６へ音
信号を出力しない。
【００６４】
　よって、外部スピーカ３からは音が出力されないようになる。
　また、モードフラグ１１０がシアターモードを示す場合、アンプ２のマイコン２０２は
、セレクタ２０４に対し、外部信号入力部２０５から入力され、スピーカ出力部２０６か
ら出力されていた音信号を出力するように指示する。
【００６５】
　この場合、外部スピーカ３からは、音が出力されているので、音出力状態は変化しない
。
【００６６】
　このように、実施の形態１においては、アンプ２は、自身の電源投入直後に、テレビ１
が記録しているモードフラグ１１０に応じて音の出力形態を確認し、必要であれば音の出
力状態を変更することで、テレビ１の内部スピーカ１０８と、外部スピーカ３との両方が
消音されたり、両方から音が出力されたりするという状態にならないようにすることがで
きる。
【００６７】
　（実施の形態２）
　実施の形態２では、ユーザがテレビ１の本体ボタン若しくはリモコンボタンを用いて電
源をオフし、その後、再び電源をオンするか、又は、テレビ１に供給されている電源が何
らかの原因で切断されて電源がオフされ、その後、再び電源の供給が再開され、テレビ１
の電源がオンされるか、又は、その他の原因で、テレビ１の電源がオフされ、その後、再
びテレビ１の電源がオンされた場合で、テレビ１は電源投入直後には、内部スピーカ１０
８から音を出力する仕様になっているとき、内部スピーカ１０８から出力されている音の
出力状態を変更する処理の流れを説明する。
【００６８】
　まず、テレビ１のマイコン１０３は、電源が投入されると、電源がオフ状態からオン状
態に変化したことを検出し、メモリ１０１に記録されているモードフラグ１１０を解析す
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る。なお、マイコン１０３は、本発明の映像音出力装置の検出手段の一例でもある。
【００６９】
　マイコン１０３は、解析したモードフラグ１１０がテレビモードを示す場合、デコーダ
１０６に対して、内部スピーカ１０８から音を出力することを指示する。
【００７０】
　デコーダ１０６は、マイコン１０３から内部スピーカ１０８から音を出力することを指
示されると、内部スピーカ１０８から音を出力させる。
【００７１】
　よって、テレビ１の内部スピーカ１０８からは音が出力される。
　この場合、内部スピーカ１０８からは音が既に出力されているので、テレビ１の音出力
状態は変化しない。
【００７２】
　また、マイコン１０３は、解析したモードフラグ１１０がシアターモードを示す場合、
デコーダ１０６に対して、内部スピーカ１０８から音を出力させないことを指示する。
【００７３】
　デコーダ１０６は、マイコン１０３から内部スピーカ１０８から音を出力させないこと
を指示されると、内部スピーカ１０８からの音を消す。
【００７４】
　よって、テレビ１の内部スピーカ１０８からは音は出力されない。
　このように、本実施の形態２においては、テレビ１が、自身の電源投入直後に、メモリ
１０１に格納されているモードフラグ１１０に応じて音の出力状態を確認し、必要であれ
ば変更することで、テレビ１の内部スピーカ１０８と外部スピーカ３との両方が消音され
たり、両方から音が出力されたりするという状態にならないようにすることができる。
【００７５】
　なお、実施の形態１及び２では、アンプ２の電源が投入された場合、及びテレビ１の電
源が投入された場合について説明した。テレビ１とアンプ２の電源が同時に投入された場
合、まず、テレビ１が、メモリ１０１に記録されているモードフラグ１１０を基に内部ス
ピーカ１０８から出力される音の状態を確認し、必要に応じて変更し、次に、アンプ２が
、テレビ１より受信したモードフラグ１１０を基に、外部スピーカ３から出力される音の
状態を確認し、必要に応じて変更する。これにより、テレビ１とアンプ２の電源が同時に
投入されて、両方のスピーカから音が出力されている状態になった場合、テレビ１が記録
しているモードフラグ１１０に基づいて音の主力状態を変更し、テレビ１とアンプ２の電
源が切断される以前の状態に簡単に復帰することが可能である。
【００７６】
　また、実施の形態１及び２では、テレビ１及びアンプ２は、自身が電源投入された時に
、テレビ１のメモリに記録されているモードに応じて、自身の音出力の状態を確認し、必
要に応じて変更する。しかしながら、テレビ１及びアンプ２は、電源投入時にかかわらず
、自身の音出力の状態が何らかの原因やユーザの操作によって変更された場合や、適切な
タイミングにおいて、テレビ１のメモリ１０１に記録されているモードに応じて、自身の
音出力の状態を確認し、必要に応じて変更してもよい。
【００７７】
　これにより、ユーザが、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３から音が出
力されないという状態を想定していないのに、モードを変更せずに音の出力形態を変更す
る操作、つまり、消音や消音解除の操作を、テレビ１及び／又はアンプ２の本体ボタン又
はリモコンボタン等を用いて行なった場合、特に、音が出力されている装置の消音操作を
行なった場合で、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３の両方が消音され、
テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３の両方から音が出力されなくなった場
合でも、テレビ１のメモリ１０１に格納されているモードに応じて、音の出力形態を確認
し、必要に応じて変更することにより、ユーザがテレビモード又はシアターモードに簡単
に戻すことが可能である。
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【００７８】
　また、上記のように、ユーザが、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３の
両方から音が出力されないという状態を想定していない場合、テレビ１及び／又はアンプ
２の本体ボタン又はリモコンボタンを用いて、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部ス
ピーカ３の両方から音が出力されないという状態にならないように操作してもよい。更に
、ユーザが、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３の両方から音が出力され
ないという状態を想定していない場合には、音の出力状態を変更する操作、つまり、消音
や消音解除の操作を使用停止に設定できるような機能をテレビ１及びアンプ２に持たせて
もよい。
【００７９】
　消音や消音解除の操作を使用停止に設定できる機能は、図１に示すシステムを構築する
際、つまり、テレビ１とアンプ２とをＨＤＭＩケーブルで接続した時や、テレビ１とアン
プ２とをＨＤＭＩケーブルで接続した後、テレビ１とアンプ２の電源を投入した時等に、
テレビ１が、自身の消音や消音解除の操作を使用停止に設定し、更に、ＨＤＭＩケーブル
で接続されているアンプ２に対して、アンプ２が保持している消音や消音解除の操作を使
用停止に設定してもよいし、ユーザが、テレビ１が保持する設定メニュー等の選択項目を
選択することで設定できるようにしてもよい。
【００８０】
　なお、本実施の形態のシステムにおいて、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピ
ーカ３の両方から音が出力されている状態や、また、テレビ１の内部スピーカ１０８及び
外部スピーカ３の両方が消音されている状態において、ユーザが、テレビ１が保持するメ
ニュー画面を表示させて操作し、「モード切換」を選択することでテレビモード又はシア
ターモードに再設定することにより、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ３
の両方から音が出力されている状態や、テレビ１の内部スピーカ１０８及び外部スピーカ
３の両方が消音されている状態から回避し、所望の音出力状態に復帰できることは自明で
ある。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明の映像音出力装置はテレビ等として有用であり、本発明の外部スピーカ制御装置
はアンプ等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】実施の形態におけるシステムの構成を示す図である。
【図２】実施の形態におけるテレビ１の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態におけるアンプ２の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態のテレビ１に表示されるメニュー画面を示す図である。
【図５】本発明の先行例となるＡＶアンプのブロック図である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　テレビ
　２　アンプ
　３　外部スピーカ
　１０１　メモリ
　１０２　リモコン受信部
　１０３　マイコン
　１０４　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部
　１０５　チューナ
　１０６　デコーダ
　１０７　ディスプレイ
　１０８　内部スピーカ
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　１０９　外部出力部
　１１０　モードフラグ
　２０１　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部
　２０２　マイコン
　２０３　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ通信部
　２０４　セレクタ
　２０５　外部信号入力部
　２０６　スピーカ出力部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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