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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＳＤ表示が可能な外部ＡＶ機器にＨＤＭＩ規格に準じて接続する接続手段と、外部表
示機器又は内部表示機器にＯＳＤ表示を行うＯＳＤ表示手段とを備えたＡＶ機器であって
、
　前記ＯＳＤ表示手段における表示設定を受け付ける表示設定手段と、該表示設定手段で
受け付けた表示設定から、前記ＯＳＤ表示手段で適用するためのＯＳＤ表示設定データを
生成して記憶する設定データ生成手段と、該設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機
器用のＯＳＤ表示設定データから、該ＯＳＤ表示設定データとは表示設定内容が異なる、
前記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを生成する外部用設定データ生成手段と、該
外部用設定データ生成手段で生成されたＯＳＤ表示設定データを、ＣＥＣコマンドとして
前記接続手段を介して前記外部ＡＶ機器に送信する設定データ送信手段とを備えたことを
特徴とすることを特徴とするＡＶ機器。
【請求項２】
　前記外部用設定データ生成手段は、前記設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器
用のＯＳＤ表示設定データから、該ＯＳＤ表示設定データとは表示設定内容が異なり、且
つ外部ＡＶ機器の種類毎に共通の表示設定内容をもつ、前記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示
設定データを種類別に生成し、前記設定データ送信手段は、前記外部用設定データ生成手
段で生成された種類別のＯＳＤ表示設定データを、対応する種類の外部ＡＶ機器に対して
それぞれ送信することを特徴とする請求項１に記載のＡＶ機器。
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【請求項３】
　前記外部用設定データ生成手段は、前記設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器
用のＯＳＤ表示設定データから、該ＯＳＤ表示設定データとは表示設定内容が異なる、前
記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを前記外部ＡＶ機器別に生成し、前記設定デー
タ送信手段は、前記外部用設定データ生成手段で生成された外部ＡＶ機器別のＯＳＤ表示
設定データを、対応する外部ＡＶ機器に対してそれぞれ送信することを特徴とする請求項
１に記載のＡＶ機器。
【請求項４】
　前記設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データが更新さ
れた場合、前記外部用設定データ生成手段が、前記更新された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表
示設定データから、前記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データの生成を実行し、前記設
定データ送信手段が、送信対象のＯＳＤ表示設定データの送信を実行することを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項５】
　前記接続手段を介して、外部ＡＶ機器から当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを受
信する設定データ受信手段と、該設定データ受信手段で受信したＯＳＤ表示設定データを
、前記ＯＳＤ表示手段で適用するために記憶する設定データ記憶手段とを備えたことを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項６】
　前記表示設定は、ＯＳＤ表示時の文字、図形、記号に対する、色の設定、種類の設定、
サイズの設定のうち一部又は全部の設定を含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載のＡＶ機器。
【請求項７】
　前記表示設定は、ＯＳＤ表示時の文字、図形、記号、枠、言語のうちの一部又は全部の
設定であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項８】
　映像・音声再生時の再生設定を受け付ける再生設定手段と、該再生設定手段で受け付け
た再生設定から、映像・音声再生時に適用するための再生設定データを生成して記憶する
再生設定データ生成手段とを備え、
　前記設定データ送信手段は、送信対象のＯＳＤ表示設定データと共に、前記再生設定デ
ータ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用の再生設定データを、前記接続手段を介して前
記外部ＡＶ機器に送信することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のＡＶ
機器。
【請求項９】
　当該ＡＶ機器は、前記内部表示機器を備えたテレビジョン受像器であり、前記外部ＡＶ
機器は、映像・音声を再生する再生装置、映像・音声を録画する録画装置、映像・音声を
録画及び再生する録画再生装置、ＡＶアンプ、セットトップボックスのいずれかであるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項１０】
　前記接続手段にて前記外部ＡＶ機器を繋いだときに、該繋がれた外部ＡＶ機器に対して
前記設定データ送信手段での送信がなされる前に、表示設定が変わる旨の警告を発する警
告手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項１１】
　前記接続手段にて前記外部ＡＶ機器を繋いだときに、該繋がれた外部ＡＶ機器に対して
前記設定データ送信手段での送信がなされる前に、表示設定を変えてよいかの確認を行う
確認手段を備え、前記設定データ送信手段は、前記確認手段で表示設定の変更を許可しな
い場合に前記設定データ送信手段での送信を実行しないことを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【請求項１２】
　当該ＡＶ機器は、前記外部ＡＶ機器の機器名、論理アドレス、物理アドレス、入出力端
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子名、状態、設定情報のうち、一部又は全てを、ＣＥＣコマンドを用いて取得する手段を
備えたことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のＡＶ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＶ（Audio Visual）機器に関し、より詳細には、ＨＤＭＩ（High Definit
ion Multimedia Interface）等のデジタルインタフェースにより他のＡＶ機器と接続可能
な、ＴＶ（テレビジョン）受像機、コンテンツ再生装置、コンテンツ録画装置、コンテン
ツ録画再生装置、ＡＶアンプ、ＳＴＢ（Set Top Box）等のＡＶ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像・音声の伝送技術としては、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic
s Engineers）１３９４規格によるＭＰＥＧ圧縮データを用いた映像・音声伝送方式、コ
ンポーネント端子、Ｄ映像端子を用いたＹ（輝度信号）／Ｐｂ（青色色差信号）／Ｐｒ（
赤色色差信号）のコンポーネント映像伝送方式、ＩＥＣ（International Electrotechnic
al Commission）６０９５８規格、ＩＥＣ６１９３７規格によるデジタルオーディオフォ
ーマットでの光デジタル音声伝送方式等が存在する。
【０００３】
　また、コンピュータ本体とディスプレイとの間で、デジタル化された映像信号を高速に
伝送するためのインタフェースとして、ＤＶＩ（Digital Visual Interface）規格が知ら
れている。
【０００４】
　ＨＤＭＩ規格は、このＤＶＩ規格をさらに発展させたデジタル接続規格であり、ＴＶ放
送デジタル化、表示デバイスの平面パネルへの切り替えといった変化に対応して、家庭内
においてＳＴＢ等の出力機器とディスプレイ間をデジタル接続することを目的としている
。ＨＤＭＩ規格に準じた映像・音声の伝送については、例えば特許文献１に開示されてい
る。
【０００５】
　このＨＤＭＩにおいては、オーディオ信号及びコントロール信号を伝送する機能が追加
され、ＴＶ用途の要求を満足するようになっている。従来の機器間の接続には、ビデオ、
オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを用いていたが、ＨＤＭＩ規格で
はＨＤＭＩケーブル１本で済み、コントロール信号は双方向の伝送に対応しているため、
例えばモニタからＨＤＭＩで接続されたＳＴＢやＤＶＤプレーヤ等の出力機器にコントロ
ール信号を中継することによって、一つのリモコンでＡＶシステム（ホームシアタなど）
全体を操作することも可能となる。
【０００６】
　また、ＤＶＩ規格を発展させた規格として、ＨＤＭＩ規格の他に、ＤｉｓｐｌａｙＰｏ
ｒｔ規格やＵＤＩ（Unified Display Interface）規格がある。ＵＤＩ規格は音声信号に
対応していない点がＨＤＭＩ規格と異なり、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ規格及びＵＤＩ規格
は機器間だけでなく機器内での接続も想定している点がＨＤＭＩ規格と異なる。
【０００７】
　ところで、ＴＶのＯＳＤ（On Screen Display）表示の文字色やフォント等の表示設定
だけでなく、そのＴＶに接続したＡＶ機器におけるＯＳＤ表示の文字色やフォント等の表
示設定を行いたい場合がある。このような表示設定は、ユーザが現在、どのＡＶ機器のＯ
ＳＤ操作を行っているのかが設定中に分からなくなってしまうといったことを防ぐのに有
効である。
【０００８】
　このような場合、上述のごとき従来の映像・音声伝送技術では、ＴＶの入力を、対象と
なるＡＶ機器に切り換えて、画面上にそのＡＶ機器の表示設定画面を表示し、そのＡＶ機
器に付属のリモートコントローラ（リモコン）で操作することで表示設定を行うこととな
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る。
【０００９】
　なお、特許文献２には、選局に関するデータを一律に相手方機器にコピーする技術が記
載されており、特許文献３には、プロジェクタ間で各種の調整値を一律にコピーする技術
が記載されている。
【特許文献１】特開２００５－５１５４７号公報
【特許文献２】特許第２７５８１７４号公報
【特許文献３】特許第３７０７４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のごとく、ＴＶに接続された外部ＡＶ機器のＯＳＤ表示設定は、対象となる外部Ａ
Ｖ機器毎に入力を切り換えて実行する必要がある。従って、ＴＶやこれらの外部ＡＶ機器
の文字フォントや色などのＯＳＤ表示設定を共通に合わせたい場合、逆に外部ＡＶ機器の
ＯＳＤ表示設定をＴＶのＯＳＤ表示設定を正反対のものにする場合などには、ＴＶや外部
ＡＶ機器毎の入力に切換を行って、それぞれ設定する必要がある。
【００１１】
　このように、従来技術においては、個々のＡＶ機器に対してＯＳＤ表示設定を実行せね
ばならず、ＴＶ及び外部ＡＶ機器のうちの１つのＡＶ機器に対するＯＳＤ表示設定を行っ
ても、他のＡＶ機器に反映することができない。
【００１２】
　なお、上述の特許文献２に記載の技術では、選局データというコピー対象のデータが同
じデータであることを前提とした技術であり、例えば外部ＡＶ機器のＯＳＤ表示設定をＴ
ＶのＯＳＤ表示設定を正反対のものにしたい場合などには当然対応できない。また、特許
文献３に記載の技術では、プロジェクタという同じ種類の機器間での調整値をコピーする
ものであり、異なる種類のＡＶ機器間でＯＳＤ表示設定を行うことはできない。
【００１３】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、複数のＡＶ機器が接続され
ている場合にも、自機のＯＳＤ表示設定に基づいて他のＡＶ機器のＯＳＤ表示設定を自動
的に一度で行うことが可能な、ＡＶ機器を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述のごとき課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、ＯＳＤ表示が可能な
外部ＡＶ機器にＨＤＭＩ規格に準じて接続する接続手段と、外部表示機器又は内部表示機
器にＯＳＤ表示を行うＯＳＤ表示手段とを備えたＡＶ機器であって、前記ＯＳＤ表示手段
における表示設定を受け付ける表示設定手段と、該表示設定手段で受け付けた表示設定か
ら、前記ＯＳＤ表示手段で適用するためのＯＳＤ表示設定データを生成して記憶する設定
データ生成手段と、該設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定
データから、該ＯＳＤ表示設定データとは表示設定内容が異なる、前記外部ＡＶ機器用の
ＯＳＤ表示設定データを生成する外部用設定データ生成手段と、該外部用設定データ生成
手段で生成されたＯＳＤ表示設定データを、ＣＥＣコマンドとして前記接続手段を介して
前記外部ＡＶ機器に送信する設定データ送信手段とを備えたことを特徴としたものである
。
【００１７】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記外部用設定データ生成手段は、前記
設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データから、該ＯＳＤ
表示設定データとは表示設定内容が異なり、且つ外部ＡＶ機器の種類毎に共通の表示設定
内容をもつ、前記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを種類別に生成し、前記設定デ
ータ送信手段は、前記外部用設定データ生成手段で生成された種類別のＯＳＤ表示設定デ
ータを、対応する種類の外部ＡＶ機器に対してそれぞれ送信することを特徴としたもので
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ある。
【００１８】
　第３の技術手段は、第１の技術手段において、前記外部用設定データ生成手段は、前記
設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データから、該ＯＳＤ
表示設定データとは表示設定内容が異なる、前記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データ
を前記外部ＡＶ機器別に生成し、前記設定データ送信手段は、前記外部用設定データ生成
手段で生成された外部ＡＶ機器別のＯＳＤ表示設定データを、対応する外部ＡＶ機器に対
してそれぞれ送信することを特徴としたものである。
【００１９】
　第４の技術手段は、第１乃至第３のいずれかの技術手段において、前記設定データ生成
手段で記憶された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データが更新された場合、前記外部用
設定データ生成手段が、前記更新された当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データから、前
記外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データの生成を実行し、前記設定データ送信手段が、
送信対象のＯＳＤ表示設定データの送信を実行することを特徴としたものである。
【００２３】
　第５の技術手段は、第１乃至第４のいずれかの技術手段において、前記接続手段を介し
て、外部ＡＶ機器から当該ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを受信する設定データ受信
手段と、該設定データ受信手段で受信したＯＳＤ表示設定データを、前記ＯＳＤ表示手段
で適用するために記憶する設定データ記憶手段とを備えたことを特徴としたものである。
【００２５】
　第６の技術手段は、第１乃至第５のいずれかの技術手段において、前記表示設定は、Ｏ
ＳＤ表示時の文字、図形、記号に対する、色の設定、種類の設定、サイズの設定のうち一
部又は全部の設定を含むことを特徴としたものである。
【００２６】
　第７の技術手段は、第１乃至第５のいずれかの技術手段において、前記表示設定は、Ｏ
ＳＤ表示時の文字、図形、記号、枠、言語のうちの一部又は全部の設定であることを特徴
としたものである。
【００２８】
　第８の技術手段は、第１乃至第７のいずれかの技術手段において、映像・音声再生時の
再生設定を受け付ける再生設定手段と、該再生設定手段で受け付けた再生設定から、映像
・音声再生時に適用するための再生設定データを生成して記憶する再生設定データ生成手
段とを備え、前記設定データ送信手段は、送信対象のＯＳＤ表示設定データと共に、前記
再生設定データ生成手段で記憶された当該ＡＶ機器用の再生設定データを、前記接続手段
を介して前記外部ＡＶ機器に送信することを特徴としたものである。
【００３０】
　第９の技術手段は、第１乃至第８のいずれかの技術手段において、当該ＡＶ機器は、前
記内部表示機器を備えたテレビジョン受像器であり、前記外部ＡＶ機器は、映像・音声を
再生する再生装置、映像・音声を録画する録画装置、映像・音声を録画又は再生する録画
再生装置、ＡＶアンプ、セットトップボックスのいずれかであることを特徴としたもので
ある。
【００３１】
　第１０の技術手段は、第１乃至第９のいずれかの技術手段において、前記接続手段にて
前記外部ＡＶ機器を繋いだときに、該繋がれた外部ＡＶ機器に対して前記設定データ送信
手段での送信がなされる前に、表示設定が変わる旨の警告を発する警告手段を備えたこと
を特徴としたものである。
【００３２】
　第１１の技術手段は、第１乃至第９のいずれかの技術手段において、前記接続手段にて
前記外部ＡＶ機器を繋いだときに、該繋がれた外部ＡＶ機器に対して前記設定データ送信
手段での送信がなされる前に、表示設定を変えてよいかの確認を行う確認手段を備え、前
記設定データ送信手段は、前記確認手段で表示設定の変更を許可しない場合に前記設定デ
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ータ送信手段での送信を実行しないことを特徴としたものである。
【００３３】
　第１２の技術手段は、第１乃至第１１のいずれかの技術手段において、当該ＡＶ機器は
、前記外部ＡＶ機器の機器名、論理アドレス、物理アドレス、入出力端子名、状態、設定
情報のうち、一部又は全てを、ＣＥＣコマンドを用いて取得する手段を備えたことを特徴
としたものである。
 
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、ＡＶ機器において、複数のＡＶ機器が接続されている場合にも、自機
のＯＳＤ表示設定に基づいて他のＡＶ機器のＯＳＤ表示設定を自動的に一度で行うことが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態に係るＡＶ機器（ＴＶ）を含むシステム構成例を示す図であ
る。
【図２】図１のＡＶ機器（ＴＶ）の構成例を示す内部ブロック図である。
【図３】図２のＡＶ機器（ＴＶ）におけるメニュー画面（ＯＳＤ表示設定画面）の一例を
示す図である。
【図４】図３のＯＳＤ表示設定画面における表示設定並びにその転送処理の一例を説明す
るためのフロー図である。
【図５】図４に続くフロー図である。
【符号の説明】
【００３６】
１…ＴＶ、２…リモコン（Ｒ／Ｃ）、３…ＡＶアンプＩ、４…レコーダＩ、５…ＳＴＢＩ
、６…プレーヤＩ、７…プレーヤＩＩ、８…ＳＴＢＩＩ、９…レコーダＩＩ、１０…チュ
ーナ及び復調部、１１…ＴＳ－Ｄｅｍｕｘ、１２…Ａ／Ｖデコーダ、１３…Ａ／Ｖ出力制
御部、１４…音声信号処理部、１５…スピーカ、１６…映像信号処理部、１７…ディスプ
レイ、１８…機器選択テーブル、１９…リモコン受信部、２０…システムコントローラ、
２１，２２，３１，４１…ＨＤＭＩコネクタ、２３，３３，４３…ＯＳＤ処理部、２３ａ
，３３ａ，４３ａ…ＯＳＤ表示設定データ、３０，４０…ＣＰＵ、３２，４２…ＡＶ信号
処理部。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るＡＶ機器（ＴＶ）を含むシステム構成例を示す図で
、図２は、図１のＡＶ機器（ＴＶ）の構成例を示す内部ブロック図である。また、図３は
、図２のＡＶ機器（ＴＶ）におけるメニュー画面（ＯＳＤ表示設定画面）の一例を示す図
である。
【００３８】
　本発明に係るＡＶ機器は、ネットワークに接続された外部ＡＶ機器の自動ＯＳＤ表示設
定処理を可能としたものであり、図１及び図２で例示するようにＴＶ（ＴＶ受像機）１を
例に挙げて説明する。
【００３９】
　また、図１では、外部ＡＶ機器として、映像・音声を再生する再生装置（プレーヤ）６
，７と、映像・音声を録画する録画装置（レコーダ）４，９と、映像信号の入出力も可能
でセレクタとしての機能もち、フロント左右、サラウンド左右、センタ、ウーハ等のチャ
ンネルの音声信号を取り扱うＡＶアンプ（ホームシアタ用のＡＶセンタ）３と、並びに、
ＴＶ１に接続して様々なサービスを受けられるようにするＳＴＢ５，８とが、多段で接続
されたシステムを例示している。
【００４０】
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　図１で例示するＴＶ１は、アンテナで受信したデジタル放送の受信信号をチューニング
（選局）し、チューニングされたデジタル放送のデータを復調するチューナ及び復調部１
０と、チューナ及び復調部１０から出力されたデジタル放送データであるＴＳ（Transpor
t Stream）データを分離し、ビデオデータとオーディオデータとにするＴＳ－Ｄｅｍｕｘ
（ＴＳ分離器）１１と、ＴＳ分離器１１で出力されたビデオデータ、オーディオデータの
それぞれを復号するＡ／Ｖデコーダ１２とを備える。
【００４１】
　また、ＴＳ分離器１１では、デジタル放送データからＥＰＧ（電子番組表）データの分
離（抽出）も行い、後述のシステムコントローラ２０へ出力し、後述のＯＳＤ処理部２３
での処理等を経て、ディスプレイ１７にＥＰＧを表示可能となっている。なお、アナログ
放送や衛星放送等の他の放送を受信するには、同様にアンテナ、チューナ、及び復調部な
どをＴＶ１に設ければよい。
【００４２】
　また、ＴＶ１は、Ａ／Ｖ出力制御部１３、音声信号処理部１４、スピーカ１５、映像信
号処理部１６、及びディスプレイ１７を備える。Ａ／Ｖ出力制御部１３は、Ａ／Ｖデコー
ダ１２から入力された復号後のビデオデータ、オーディオデータ、後述するＨＤＭＩコネ
クタ２１やＨＤＭＩコネクタ２２から入力されたビデオデータ、オーディオデータ、或い
は図示しないコネクタから入力されたビデオ・オーディオデータや放送受信し復号したビ
デオ・オーディオデータなどの中から、後述のシステムコントローラ２０からの選択制御
によって出力を切り換える制御を行う。なお、ＨＤＭＩ規格の場合、ＡＶ信号処理部３２
やＡＶ信号処理部４２から送信されるビデオデータ（映像信号）は、Ａ／Ｖ出力制御部１
３に対し、ＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signaling）と呼ばれる方式
で伝送される。
【００４３】
　音声信号処理部１４は、Ａ／Ｖ出力制御部１３によって選択されたオーディオデータ及
びビデオデータのうち、オーディオデータに対して増幅やイコライジング等の処理を施し
、スピーカ１５は、音声信号処理部１４から出力されたオーディオデータを音声として出
力する。
【００４４】
　映像信号処理部１６は、Ａ／Ｖ出力制御部１３によって選択されたオーディオデータ及
びビデオデータのうち、ビデオデータに対してスケーリング、動き補正、γ処理等の各種
映像処理を施し、ディスプレイ１７は、映像信号処理部１６から出力されたビデオデータ
を映像として出力する。ＴＶ１に具備されるディスプレイ１７としては、液晶表示装置や
プラズマパネルディスプレイ等、いずれの方式の表示装置であってもよい。
【００４５】
　また、ＴＶ１は、各種ユーザ操作をＴＶ１の本体側に送信するＴＶリモコン２と、ＴＶ
リモコン２から送信された操作信号を受信するリモコン受信部１９と、リモコン受信部１
９で受信した操作信号を受け付け、その操作に対応する処理を実行するシステムコントロ
ーラ２０とを備える。なお、ＴＶリモコン２及びリモコン受信部１９の代わりに、或いは
併設により、ＴＶ１の本体側に各種ユーザ操作を受け付ける操作ボタンなどを設けておい
てもよい。また、ＴＶリモコン２及びリモコン受信部１９では、チャンネル選択などのＴ
Ｖとしての他の一般的な操作も可能とする。
【００４６】
　システムコントローラ２０は、このような操作に応答する処理だけでなく、本発明の主
たる特徴部分である自動ＯＳＤ表示設定処理をはじめとする全体の処理を、ＴＶ１内部の
各部を制御することで実行させる。システムコントローラ２０は、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）、ＣＰＵの作業領域となって後述の不揮発性メモリに格納されたプログラ
ムを読み出したり、処理中のデータを一時的に格納したりするＲＡＭ（Random Access Me
mory）と、本発明の自動ＯＳＤ表示設定処理を含む各種処理を制御する制御プログラム、
ＥＰＧデータやユーザデータなどの各種データが格納される書換え可能な不揮発性メモリ
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等を備える。勿論、この制御プログラムの代わりに同様の制御を行うハードウエアをシス
テムコントローラ２０に組み込んでおいてもよい。
【００４７】
　また、ＴＶ１は、内部の表示機器（ディスプレイ１７）にＯＳＤ表示を行うＯＳＤ表示
手段を備えてなり、この手段を図２では主としてＯＳＤ処理部２３、及びその制御を行う
システムコントローラ２０で例示している。
【００４８】
　ＯＳＤ処理部２３は、ＴＶリモコン２等によるユーザ操作に起因したシステムコントロ
ーラ２０からの制御により、また内部の記憶領域或いはシステムコントローラ２０内部に
記憶されたＯＳＤ表示時のＯＳＤ表示設定データ２３ａに基づき、同じく予め記憶された
或いは放送受信時に受信したＯＳＤデータ（ＥＰＧデータを含む場合も有り）を表示する
処理を行う。ＯＳＤ処理部２３で処理されたＯＳＤデータは、映像信号処理部１６の前段
（或いは後段）でビデオデータに重畳する処理を行うことで、重畳後のビデオデータがデ
ィスプレイ１７で出力可能となっている。ＯＳＤ処理部２３は、システムコントローラ２
０で実行できるＯＳＤ処理プログラムで構成してもよいし、ハードウエアで構成してもよ
い。
【００４９】
　ＯＳＤ処理部２３から出力されるＯＳＤデータとしては、ビットマップ等が採用でき、
例えば図３のメニュー画面６０自身や、単なる音量調整画面、輝度調整画面、タイマー設
定画面等も含まれる。図３で例示するメニュー画面６０には、映像調整項目、音声調整項
目、省エネルギー設定項目、本体設定項目、機能切換項目、デジタル設定項目、及びお知
らせといった各項目が、プルダウンによりその項目の設定に移行可能に表示されている。
【００５０】
　ＴＶ１は、ＯＳＤ表示が可能な外部ＡＶ機器３～９に接続する接続手段（通信インター
フェース）を備える。この接続手段の好適な例として、ＨＤＭＩコネクタ２１及びＨＤＭ
Ｉコネクタ２２を例示している。ＨＤＭＩコネクタ２１、ＨＤＭＩコネクタ２２は、外部
ＡＶ機器３～９が何段目（何階層目）に接続されているかといった接続状態を容易に得る
ことが可能であるＨＤＭＩ規格に準じた接続を行う手段であるが、接続手段としてはこれ
に限ったものではない。例えば、ＩＥＥＥ１３９４規格、ＵＤＩ規格に準じたものを採用
してもよい。但し、ＵＤＩ規格を採用した場合には音声信号の送信線は別途設け、ＩＥＥ
Ｅ１３９４規格を採用した場合には別途、本発明に係る後述のＯＳＤ表示設定データを送
信する際に必要となる接続状態の把握処理や送信処理を付加するなど、規格に応じた対応
が必要となる。
【００５１】
　なお、ここで説明する自動ＯＳＤ表示設定処理は、図１のシステム構成における他のＡ
Ｖ機器で実行してもよく、従って本発明に係るＡＶ機器はＴＶであることに限定されるも
のではない。但し、ＴＶ１以外の種類のＡＶ機器に本発明を適用する場合には、ＯＳＤ表
示手段が外部表示機器（例えばＴＶ１）にＯＳＤ表示を行う手段となる点で異なる。そし
て、その外部表示機器は、外部ＡＶ機器の一つとなる。但し、図２のシステム構成例のよ
うに、本発明に係るＡＶ機器は、ＴＶ１のごとく各外部ＡＶ機器の上流に設けるなど、外
部ＡＶ機器との接続状態の把握や外部ＡＶ機器の特定をできるような環境に設けておくと
よい。なお、後述するＣＥＣ接続では、上流及び下流の区別は問わず、接続状態の把握や
機器特定が可能である。
【００５２】
　また、ＴＶ１は、ＯＳＤ表示手段における表示設定をユーザから受け付ける表示設定手
段を備える。この表示設定手段としては、ＴＶリモコン２において表示設定操作を行える
ようにしておき、リモコン受信部１９で受信した表示設定操作信号を受け付けるか、或い
はＴＶ１本体側に具備した表示設定操作ボタンからの表示設定操作信号を受け付け、受け
付けた信号に応じた表示設定処理をシステムコントローラ２０で実行できるよう構成して
おけばよい。また、表示設定手段は、ＴＶリモコン２での操作を補助するために、操作画
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面を表示するＯＳＤデータを生成するＯＳＤ処理部２３、そのＯＳＤデータを表示するデ
ィスプレイ１７などもその構成要素として含むこととなる。
【００５３】
　図３のメニュー画面６０の各設定項目のうち、本体設定項目をユーザがＴＶリモコン２
等により選択すると、地域設定、チャンネル設定等の設定項目一覧６１が表示される。図
３の例では、この設定項目一覧６１の中にＯＳＤ表示設定項目６２も表示しており、表示
設定手段は、このようにＴＶリモコン２等のユーザ操作部と、ＯＳＤ表示設定項目６２よ
り下層の画面を表示しながらユーザ操作を受け付けるグラフィカルユーザインターフェー
ス（ＧＵＩ）として構成できる。
【００５４】
　ＯＳＤ表示設定項目６２では、ＯＳＤ表示設定項目一覧６３として、言語設定、ＯＳＤ
表示時の枠の大きさ・色、文字、図形、記号の種類・大きさ・色、並びに「外部機器への
反映」６４の各項目が表示される。ここで、文字、記号の種類とはフォントを指す。また
、図形の種類の設定とは、同じ傾向で作成された図形群のうちどの種類の図形群でＯＳＤ
表示を行うかの設定を指す。なお、図３では文字、図形、記号のうち文字に対する設定の
みを図示している。これら各項目は選択することでその設定値を選択入力又は入力可能と
なっている。
【００５５】
　「外部機器への反映」６４は、本発明に係る自動ＯＳＤ表示設定処理を実行して、ＴＶ
１で設定したその他の表示設定項目を外部ＡＶ機器３～９に適用するか否かを設定する項
目となる。まず、この設定が反映するようになっていることを前提にして説明する。
【００５６】
　このように、表示設定としては、ＯＳＤ表示時（ＯＳＤメニュー表示時）の文字に対す
る、色の設定、文字の種類であるフォントの設定、フォントサイズの設定のうち一部又は
全部の設定を含むようにすることが好ましい。ここで、文字設定の代わりに或いは文字設
定に加えて、ＯＳＤ表示時の図形及び／又は記号に対しても、色、種類、サイズの設定の
うち一部又は全部の設定を含むようにするとよい。また、表示設定は、ＯＳＤ表示時の文
字、図形、記号、枠、言語のうちの一部又は全部の設定であるようにしてもよい。後述す
るが、この表示設定を反映することによって、ＯＳＤメニューを文字、図形、記号の色や
大きさや種類、枠の色や形状などを、共通にすることで統一感が得られ、また別の実施形
態では変えることで外部ＡＶ機器の識別を容易にすることが可能となる。
【００５７】
　ＴＶ１は、本発明の主たる特徴部分として、設定データ生成手段及び設定データ送信手
段を備える。設定データ生成手段は、システムコントローラ２０で受け付けた表示設定か
ら、ＯＳＤ表示手段でのＯＳＤ表示時に適用するためのＯＳＤ表示設定データ（設定デー
タ）２３ａを生成して、ＯＳＤ処理部２３内部の記憶領域、或いはシステムコントローラ
２０内部（上述した不揮発性メモリ等）に記憶する。
【００５８】
　設定データ送信手段は、システムコントローラ２０、ＨＤＭＩコネクタ２１、及びＨＤ
ＭＩコネクタ２２でなり、システムコントローラ２０が設定データ生成手段で記憶された
ＴＶ１用のＯＳＤ表示設定データ２３ａを読み出し、ＨＤＭＩコネクタ２１、ＨＤＭＩコ
ネクタ２２を介してそれぞれＡＶアンプＩ（３）、レコーダＩ（４）に送信する。
【００５９】
　例えば、ＡＶアンプＩ（３）に対しては、システムコントローラ２０がＣＥＣ（Consum
er Electronics Control）ネットワーク経由でＡＶアンプＩ（３）内のＨＤＭＩコネクタ
からＡＶアンプＩ（３）及びその下段に接続される外部ＡＶ機器（ここではＳＴＢＩ（５
））の接続状態を得て機器の特定を行い、同じくシステムコントローラ２０が、ＣＥＣネ
ットワーク経由でＣＰＵ３０に対してＯＳＤ表示設定データ２３ａを送信する。なお、シ
ステムコントローラ２０とＣＰＵ３０等との間でＣＥＣコマンド（メッセージ）の送受を
行うように図示しているが、実際にはそれらに内蔵又は外設されたＣＥＣコントローラの
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間でＣＥＣコマンドの送受がなされることとなる。
【００６０】
　外部ＡＶ機器３～９の接続状態は、その都度取得してもよいし、適時取得して機器選択
テーブル１８に機器情報として格納しておき、機器選択テーブル１８から取得するように
してもよい。また、システムコントローラ２０が、機器選択テーブル１８を参照して送信
対象の機器を外部ＡＶ機器３～９の中から選択し、送信を実行すればよい。
【００６１】
　機器の特定を行うために、ＴＶ１は、各外部ＡＶ機器の機器名、機器の種別を示す論理
アドレス、機器の位置を示す物理アドレス、入出力端子名、状態、設定情報のうち一部又
は全ての情報を、ＣＥＣコマンド（ＣＥＣベンダーコマンドとして規定したものも含む）
を用いて取得する手段を備えておくとよい。ＴＶ１がこれらの情報を取得する場合には、
ＣＥＣコマンド（ベンダーコマンドで規定したものも含む）を用いて、論理アドレス毎に
問い合わせを行い、該当する論理アドレスを持つ外部ＡＶ機器は、コマンド内容に従って
、機器名、論理アドレス（機器の種類）、物理アドレス（機器の位置）、入出力端子名、
機器の状態、機器の設定情報、これらの全て又は一部の情報をＴＶ１に対して送信を返す
。また、ＴＶ１がこれらの情報を取得する場合には、ＣＥＣのブロードキャストコマンド
を用いて論理アドレスを持つ全ての外部ＡＶ機器に対して一斉に問い合わせを行い上述の
情報取得を行うことも可能である。また、ＴＶ１が問い合わせを行わなくとも、論理アド
レスを取得した外部ＡＶ機器が、上述の情報をＣＥＣコマンド（ベンダーコマンドで規定
したものも含む）を用いてＴＶに通知することも可能である。
【００６２】
　送信対象のＯＳＤ表示設定データ２３ａは、記憶する段階或いは送信する段階で、ＴＶ
１用のＯＳＤ表示設定データ２３ａが示す設定内容と同じ設定内容のコマンド（ＣＥＣコ
マンド）への変換を行ってから、ＣＥＣコマンドとして送信することが好ましい。但し、
このようなＯＳＤ表示設定データ２３ａは通常のＣＥＣコマンドとしては規定されていな
いため、ここでいうＣＥＣコマンドとは、ＣＥＣベンダーコマンドとして規定したもので
対応するとよい。
【００６３】
　本実施形態は、例えば図３の「外部機器への反映」６４に関する設定項目一覧６５とし
て表示された「しない」、「する（同設定）」、「する（全機器共通で異設定）」、「す
る（種類毎に共通で異設定）」６６、「する（機器別に異設定）」の各項目のうち、「す
る（同設定）」に設定されている場合に、実行するようにするとよい。「する（同設定）
」に対する詳細を設定するためには、設定項目一覧６７を表示させてユーザ操作を受け付
けるとよい。設定項目一覧６７では、「全設定（全ての表示設定項目）を対象」として、
全ての外部ＡＶ機器３～９での表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの表示内
容と同じくするのか、「次の設定を除いた設定を対象」として、全ての外部ＡＶ機器３～
９での表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの設定内容（表示内容）のうち一
部を除いた表示内容と同じくするのかが設定可能に表示されている。一部を除いた表示内
容とするためには、設定対象となった表示内容に該当する項目だけでＣＥＣコマンドを構
成することで、対応可能である。
【００６４】
　ＯＳＤ表示設定データ２３ａを受信したＡＶアンプＩ（３）は内部のＯＳＤ処理部３３
のＯＳＤ表示設定データ３３ａを書き換える。これにより、ＯＳＤ処理部３３は、ＡＶ信
号処理部３２（実際には映像信号処理部）に対し、ＯＳＤ表示設定データ３３ａに基づい
てＯＳＤデータを出力する。ＴＶ１において、ＡＶアンプＩ（３）のＯＳＤ表示を行う場
合には、このようにしてＯＳＤ処理部３３がＯＳＤデータ（例えばビットマップデータ）
を生成してＡＶ信号処理部３２に出力し、ＣＰＵ３０の制御によってＨＤＭＩコネクタ３
１を介して、ＨＤＭＩコネクタ２１経由でＡ／Ｖ出力制御部１３へビデオデータとして出
力し、システムコントローラ２０が出力切換をＡＶアンプＩ（３）にすることで、ディス
プレイ１７で表示させる。
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【００６５】
　このように、本発明に係るＡＶ機器（ＴＶ１）に接続される外部ＡＶ機器３～９は、そ
れぞれ、次の設定データ受信手段及び設定データ記憶手段を備えておく。この設定データ
受信手段は、上述の接続手段を介して、ＴＶ１からＴＶ１用のＯＳＤ表示設定データ２３
ａを受信する手段であり、ＣＰＵ３０及びその制御対象プログラム等でなる。また、設定
データ記憶手段は、設定データ受信手段で受信したＯＳＤ表示設定データ２３ａを、ＯＳ
Ｄ処理部３３でのＯＳＤ表示時に適用するためにＯＳＤ表示設定データ３３ａとして記憶
する手段である。ここで、設定データ記憶手段は、最終的に、受信したＯＳＤ表示設定デ
ータ２３ａが示す表示設定内容そのままが、ＯＳＤ表示時に適用できるようなＯＳＤ表示
設定データ３３ａを記憶する。また、外部ＡＶ機器３～９に対して説明したが、ＴＶ１自
身が外部ＡＶ機器として機能する場合のために、同様の設定データ受信手段及び設定デー
タ記憶手段を備えておくとよい。
【００６６】
　また、接続状態を取得する処理及びＯＳＤ表示設定データ２３ａを受信した場合の処理
は、ＣＰＵ４０、ＯＳＤ表示設定データ４３ａを格納したＯＳＤ処理部４３、ＡＶ信号処
理部４２、及びＨＤＭＩコネクタ４１を備えたレコーダＩ（４）についても同様である。
【００６７】
　設定データ送信手段では、このＯＳＤ表示設定データ２３ａを、さらにＡＶアンプＩ（
３）を介して下段の外部ＡＶ機器であるＳＴＢＩ（５）に送信し、レコーダＩ（４）を介
して下段の外部ＡＶ機器であるプレーヤＩ（６）及びプレーヤＩＩ（７）に送信し、プレ
ーヤＩ（６）を介して下段の外部ＡＶ機器であるＳＴＢＩＩ（８）に送信し、プレーヤＩ
Ｉ（７）を介して下段の外部ＡＶ機器であるレコーダＩＩ（９）に送信する。このように
設定データ送信手段は、各外部ＡＶ機器３～９に対して、ＴＶ１用のＯＳＤ表示設定デー
タ２３ａをそのまま送信する。また、接続状態を取得する処理及びＯＳＤ表示設定データ
２３ａを受信した場合の処理は、ＡＶアンプＩ（３）やレコーダＩ（４）と同様の構成を
少なくとも備えた下段の外部ＡＶ機器についても同様である。
【００６８】
　このようにして、各外部ＡＶ機器３～９は、設定データ送信手段によって送信されたＯ
ＳＤ表示設定データ２３ａを受信し、受信したＯＳＤ表示設定データ２３ａでＯＳＤ表示
設定を行う。このように、ＴＶ１では、ＣＥＣネットワークを利用し、１つの機器（ＴＶ
１）のＯＳＤ設定情報を他機器（外部ＡＶ機器３～９）にも送信し、他機器（外部ＡＶ機
器３～９）の設定を１度で自動的に行うことができる。すなわち、図１で例示したシステ
ム内の各ＡＶ機器は、お互い認識し合うことができ、これによって、ＴＶ１側（マスタ側
）でＴＶ１に対して一度設定した表示設定を、外部ＡＶ機器３～９にも反映することがで
き、各外部ＡＶ機器３～９それぞれに行う設定作業が省略できる。
【００６９】
　なお、例えばＡＶアンプＩ（３）がＯＳＤ表示が不可能な機器であり、従ってＯＳＤ表
示設定を必要としない場合など、ＯＳＤ表示設定を必要としない外部ＡＶ機器がＴＶ１に
直接又は間接的に接続されていた場合、設定データ送信手段はその外部ＡＶ機器を送信対
象から外しておけばよい。
【００７０】
　また、設定データ送信手段は、送信対象のＯＳＤ表示設定データ２３ａが更新された場
合、その更新されたＯＳＤ表示設定データ２３ａの送信を実行するようにすることが好ま
しい。これにより、ＴＶ１側（マスタ側）でＴＶ１に対して切り換えた表示設定を、外部
ＡＶ機器３～９にもリアルタイムに反映し、外部ＡＶ機器３～９でもＯＳＤ表示設定の切
換が可能となり、各外部ＡＶ機器３～９それぞれに行う設定作業が省略できる。
【００７１】
　また、上述した形態においては、外部ＡＶ機器３～９が、ＴＶ１から送信されたＯＳＤ
表示設定データ２３ａを受信し、そのままの表示設定を反映させるものとして説明したが
、本発明の他の実施形態として、外部ＡＶ機器３～９側が、受信したＯＳＤ表示設定デー
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タ２３ａとは異なる表示設定を敢えて記憶し、反映させるようにしてもよい。
【００７２】
　この形態の場合、ＴＶ１に接続される外部ＡＶ機器３～９は、それぞれ、上述の設定デ
ータ受信手段を備えると共に、次の設定データ再生成手段及び設定データ記憶手段を備え
ておく。ＡＶアンプＩ（３）を例に説明すると、この設定データ再生成手段は、設定デー
タ受信手段で受信したＯＳＤ表示設定データ２３ａから、そのＯＳＤ表示設定データ２３
ａとは表示設定内容が異なるＯＳＤ表示設定データ３３ａを生成し直す手段であり、ＣＰ
Ｕ３０及びその制御対象プログラム等でなる。設定データ再生成手段は、例えばシステム
コントローラ２０やＯＳＤ処理部３３に組み込んで構成してもよい。
【００７３】
　本実施形態における設定データ記憶手段は、設定データ再生成手段で再生成されたＯＳ
Ｄ表示設定データ３３ａを、ＯＳＤ処理部３３でのＯＳＤ表示時に適用するために記憶す
る手段である。ここで、設定データ記憶手段は、最終的に、受信したＯＳＤ表示設定デー
タ２３ａが示す表示設定内容とは異なる表示設定内容が、ＯＳＤ表示時に適用できるよう
なＯＳＤ表示設定データ３３ａを記憶する。
【００７４】
　例えば、ＴＶ１で白色を基調としたＯＳＤ色／フォントでの表示を行うような設定であ
っても、レコーダ機器では、白色から色のデータとして所定だけ離れた赤を基調としたＯ
ＳＤ色／フォントでの表示をにしたり、プレーヤは別の所定分だけ離れた緑を基調とした
ＯＳＤ色／フォントでの表示にすることもできる。また、外部ＡＶ機器３～９に対して説
明したが、ＴＶ１自身が外部ＡＶ機器として機能する場合のために、同様の設定データ受
信手段及び設定データ記憶手段を備えておくとよい。
【００７５】
　上述した各実施形態においては、ＴＶ１から外部ＡＶ機器３～９に対してＴＶ１自身の
ＯＳＤ表示設定データ２３ａを送信する形態を採用したが、代替方法として、本発明の他
の実施形態として、ＴＶ１からＴＶ１自身のＯＳＤ表示設定データとは表示設定内容が異
なる、外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データを送信するようにしてもよい。ここで、送
信される外部ＡＶ機器３～９用のＯＳＤ表示設定データを、ＴＶ１用のＯＳＤ表示設定デ
ータ２３ａと区別するため、ＯＳＤ表示設定データ２３ｂ（図示せず）と呼ぶ。
【００７６】
　この実施形態においては、例えば図３の「する（全機器共通で異設定）」、「する（種
類毎に共通で異設定）」６６、「する（機器別に異設定）」のいずれかの項目に設定され
ている場合に、実行するようにしておくとよい。これらの項目のうち、別途後述しない「
する（全機器共通で異設定）」が設定されている場合について説明する。「する（全機器
共通で異設定）」に対する詳細を設定するためには、設定項目一覧６７を表示させてユー
ザ操作を受け付けるとよい。設定項目一覧６７では、「全設定（全ての表示設定項目）を
対象」として、全ての外部ＡＶ機器３～９での共通の表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定
データ２３ａの表示内容と異ならせるのか、「次の設定を除いた設定を対象」として、全
ての外部ＡＶ機器３～９での共通の表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの表
示内容のうち一部を除いた表示内容と異ならせるのかが設定可能に表示されている。
【００７７】
　本実施形態におけるＴＶ１は、次の外部用設定データ生成手段を備えるものとする。こ
の外部用設定データ生成手段は、設定データ生成手段で記憶（一時記憶の段階でもよい）
されたＴＶ１用のＯＳＤ表示設定データ２３ａから、そのＯＳＤ表示設定データ２３ａと
は表示設定内容が異なる、外部ＡＶ機器３～９用のＯＳＤ表示設定データ２３ｂを生成す
る手段であり、例えばシステムコントローラ２０やＯＳＤ処理部２３に組み込むことで構
成できる。そして、本実施形態における設定データ送信手段は、外部ＡＶ機器３～９に対
して、ＴＶ１用のＯＳＤ表示設定データ２３ａの代わりに、外部用設定データ生成手段で
生成されたＯＳＤ表示設定データ２３ｂを送信する。
【００７８】
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　図１で例示したシステム内の各ＡＶ機器は、上述したようにお互い認識し合うことがで
き、従ってＴＶ１側（マスタ側）で送信したＯＳＤ表示設定データ２３ｂを外部ＡＶ機器
３～９に送信し、各外部ＡＶ機器３～９でＯＳＤ表示設定データ２３ｂが示す表示設定内
容のままの表示設定、すなわちＴＶ１の表示設定とは異なる表示設定を行うことができる
。
【００７９】
　また、本実施形態においても、設定データ生成手段で記憶されたＴＶ１用のＯＳＤ表示
設定データ２３ａが更新された場合にリアルタイムに外部ＡＶ機器３～９に反映させるこ
とが好ましい。すなわち、そのような更新がなされた場合、外部用設定データ生成手段が
、更新されたＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａから、外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設
定データ２３ｂの生成を実行し、設定データ送信手段が、送信対象のＯＳＤ表示設定デー
タ２３ｂの送信を実行するようにする。
【００８０】
　また、外部用設定データ生成手段で生成する外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データ２
３ｂは、ＯＳＤ表示設定データ２３ａとは表示設定内容が異なるだけでなく、外部ＡＶ機
器３～９の種類（レコーダ／プレーヤ／ＡＶアンプ／ＳＴＢ等）毎に共通の表示設定内容
をもつ種類別のデータとして生成するようにしてもよい。
【００８１】
　この例では、図３の「する（種類毎に共通で異設定）」６６の項目に設定されている場
合に、実行するようにするとよい。「する（種類毎に共通で異設定）」６６に対する詳細
を設定するためには、上述したような設定項目一覧６７を表示させてユーザ操作を受け付
けるとよい。設定項目一覧６７では、「全設定（全ての表示設定項目）を対象」として、
外部ＡＶ機器３～９の種類毎の共通の表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの
表示内容と異ならせるのか、「次の設定を除いた設定を対象」として、外部ＡＶ機器３～
９の種類毎の共通の表示設定をＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの表示内容のうち一
部を除いた表示内容と異ならせるのかが設定可能に表示されている。
【００８２】
　そして、設定データ送信手段は、外部用設定データ生成手段で生成された種類別のＯＳ
Ｄ表示設定データ２３ｂを、対応する種類の外部ＡＶ機器に対してそれぞれ送信する。
【００８３】
　ＣＥＣ接続では、各機器が、レコーダ／ＳＴＢ／プレーヤというようにどのような種類
の機器として接続されているかＴＶ１側（マスタ側）で認識することができ、また、各接
続機器もＴＶ１を認識することができる。なお、ＣＥＣネットワーク以外を利用した場合
、例えばＩＥＥＥ１３９４規格などでは基本的に外部ＡＶ機器を種類で分類することはで
きず、接続手段としてそのような手段を採用する場合には種別を判別するようなプログラ
ムなどを組み込む必要がある。
【００８４】
　図１で例示したシステム内の各ＡＶ機器は、上述したようにお互い認識し合うことがで
き、従ってＴＶ１側（マスタ側）で送信したＯＳＤ表示設定データ２３ｂを外部ＡＶ機器
３～９の種類に応じてカスタマイズして送信することができる。そして、受信側の各外部
ＡＶ機器３～９では、それぞれ、ＯＳＤ表示設定データ２３ｂが示す表示設定内容のまま
表示設定（種類毎にカスタマイズされた表示設定）を行うことができる。例えば、ＴＶ１
で白色を基調としたＯＳＤ色／フォントでの表示を行うような設定であっても、ＴＶ１側
で、レコーダ機器で白色から色のデータとして所定だけ離れた赤を基調としたＯＳＤ色／
フォントでの表示にしたり、プレーヤで別の所定分だけ離れた緑を基調としたＯＳＤ色／
フォントでの表示にするようなＯＳＤ表示設定データ２３ｂを送信することもできる。
【００８５】
　また、外部用設定データ生成手段で生成する外部ＡＶ機器用のＯＳＤ表示設定データ２
３ｂは、ＯＳＤ表示設定データ２３ａとは表示設定内容が異なるだけでなく、各外部ＡＶ
機器３～９別のデータとして生成するようにしてもよい。
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【００８６】
　この例では、図３の「する（機器別に異設定）」の項目に設定されている場合に、実行
するようにするとよい。「する（機器別に異設定）」に対する詳細を設定するためには、
上述したような設定項目一覧６７を表示させてユーザ操作を受け付けるとよい。設定項目
一覧６７では、「全設定（全ての表示設定項目）を対象」として、外部ＡＶ機器３～９の
それぞれの表示設定をお互いに異ならせ且つＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの表示
内容と異ならせるのか、「次の設定を除いた設定を対象」として、外部ＡＶ機器３～９の
それぞれの表示設定をお互いに異ならせ且つＴＶ１のＯＳＤ表示設定データ２３ａの表示
内容のうち一部を除いた表示内容と異ならせるのかが設定可能に表示されている。
【００８７】
　そして、設定データ送信手段は、外部用設定データ生成手段で生成された外部ＡＶ機器
３～９別のＯＳＤ表示設定データ２３ｂを、対応する外部ＡＶ機器３～９に対してそれぞ
れ送信する。この形態においては、種類別の表示設定よりさらに細かな外部ＡＶ機器３～
９別の表示設定が可能となる。
【００８８】
　上述した各実施形態においては、ＴＶ１でＴＶ１自身のＯＳＤ表示設定データ２３ａに
基づき、ＯＳＤ表示設定データ２３ａをそのまま、或いはＯＳＤ表示設定データ２３ｂを
送信する形態を採用したが、本発明の他の実施形態として、ＴＶ１において各外部ＡＶ機
器３～９専用のＯＳＤ表示設定データをユーザ操作で設定した後に、設定したＯＳＤ表示
設定データを対応する外部ＡＶ機器３～９にそれぞれ送信するようにしてもよい。ここで
、設定され送信される外部ＡＶ機器３～９用のＯＳＤ表示設定データを、ＴＶ１用のＯＳ
Ｄ表示設定データ２３ａやそれから生成した外部ＡＶ機器３～９用のＯＳＤ表示設定デー
タ２３ｂと区別するため、ＯＳＤ表示設定データ２３ｃ（図示せず）と呼ぶ。
【００８９】
　このような設定画面例は図示しないが、図３のＯＳＤ表示設定項目６２に対する詳細設
定項目一覧としてＴＶ１自身及び現在接続されている外部ＡＶ機器３～９でなる一覧項目
を表示し、それに続く詳細設定項目一覧としてＯＳＤ表示設定項目一覧６３を表示するよ
うにすればよい。
【００９０】
　本実施形態におけるＴＶ１は、次の外部機器表示設定手段及び外部用設定データ生成手
段を備えるものとする。この外部機器表示設定手段は、外部ＡＶ機器３～９におけるＯＳ
Ｄの表示設定を受け付ける手段であり、上述した表示設定手段と同様に構成できる。
【００９１】
　本実施形態における外部用設定データ生成手段は、外部機器表示設定手段で受け付けた
表示設定から、外部ＡＶ機器３～９でのＯＳＤ表示時に適用するための外部用ＯＳＤ表示
設定データ２３ｃを生成して記憶する手段であり、例えばシステムコントローラ２０やＯ
ＳＤ処理部２３に組み込むことで構成できる。そして、本実施形態における設定データ送
信手段は、ＴＶ１用のＯＳＤ表示設定データ２３ａの代わりに、外部用設定データ生成手
段で記憶された外部用ＯＳＤ表示設定データ２３ｃを、対応する外部ＡＶ機器３～９に対
してそれぞれ送信する。なお、ここで送信される外部用ＯＳＤ表示設定データ２３ｃは、
結果的に、外部ＡＶ機器３～９別のＯＳＤ表示設定データ２３ｂと同等となる。
【００９２】
　ここで、外部機器表示設定手段は、他の外部ＡＶ機器に対して記憶した外部用ＯＳＤ表
示設定データとＴＶ１に対して記憶したＯＳＤ表示設定データ２３ａとを表示させながら
、対象となる外部ＡＶ機器におけるＯＳＤの表示設定を受け付けるようにすることが好ま
しい。このような表示設定の受け付けは、他の外部ＡＶ機器に対するＯＳＤ表示設定デー
タ２３ｃも設定し記憶しているために可能となる。また、本実施形態においても、データ
の更新はリアルタイムに反映させることが好ましい。すなわち、設定データ送信手段は、
送信対象の外部用ＯＳＤ表示設定データ２３ｃが更新された場合、その更新された外部用
ＯＳＤ表示設定データの送信を実行するようにする。
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【００９３】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、ＴＶ１における様々な自動ＯＳＤ表示
設定処理を含んだ処理例を、図４及び図５を主として参照しながら説明する。図４は、図
３のＯＳＤ表示設定画面における表示設定並びにその転送処理の一例を説明するためのフ
ロー図で、図５は、図４に続く処理を説明するためのフロー図である。
【００９４】
　ＯＳＤ表示設定処理は、まず、システムコントローラ２０がＴＶ１本体のみの表示設定
となっているかを判定し（ステップＳ１）、外部ＡＶ機器３～９の個別の表示設定がなさ
れる場合にはステップＳ２へ進む。ステップＳ２から続く処理については図５を参照して
後述する。
【００９５】
　ステップＳ１でＹＥＳの場合、システムコントローラ２０が、図３のごときメニュー画
面６０のＯＳＤ表示設定項目一覧６３及び一覧中の各項目を表示しながら、言語、枠の大
きさ／色や、文字、図形、記号の種類／大きさ／色の表示設定をＴＶリモコン２からリモ
コン受信部１９を介して受け付け（ステップＳ３）、この設定データ（ＯＳＤ表示設定デ
ータ２３ａ）をＯＳＤ処理部２３の記憶領域、例えば内蔵又は外付けのＲＡＭやＲＯＭ（
不揮発性を含む）に記憶する（ステップＳ４）。ＯＳＤ表示時（ＥＰＧ表示時も含む）の
設定としては、例えばＯＳＤフォントを明朝体、文字の大きさを大にするなどの設定がな
される。
【００９６】
　次に、システムコントローラ２０は、「外部機器への反映」６４に対する設定項目一覧
６５の項目を表示してユーザ操作で受け付けた設定がいずれに該当するかを判定し（ステ
ップＳ５，Ｓ６，Ｓ８，Ｓ１１）、判定結果に応じた処理を実行する。例として、まずス
テップＳ５で外部ＡＶ機器に反映するか否かを判定し、反映しないのであれば処理を終了
する。反映するのであれば、ステップＳ６でＴＶ１と全て同じ設定であるか否かを判定し
、ＹＥＳの場合、全ての外部ＡＶ機器に記憶したＯＳＤ表示設定データ２３ａを送信し（
ステップＳ７）、処理を終了する。ＯＳＤ表示設定データ２３ａを受信した外部ＡＶ機器
３～９は、機器内部の設定に基づき、そのままの表示内容に設定するか或いは表示内容を
変更して設定することとなる。
【００９７】
　ステップＳ６でＮＯの場合、全外部ＡＶ機器３～９が共通の異設定であるか否かを判定
し（ステップＳ８）、ＹＥＳの場合、記憶したＯＳＤ表示設定データ２３ａから外部ＡＶ
機器用の共通のＯＳＤ表示設定データ２３ｂを生成し（ステップＳ９）、生成したＯＳＤ
表示設定データ２３ｂを全ての外部ＡＶ機器３～９へ送信し（ステップＳ１０）、処理を
終了する。この場合、ＯＳＤ表示設定データ２３ｂを受信した外部ＡＶ機器３～９は、機
器内部の設定に基づき、そのままの表示内容に設定するか或いは表示内容を変更して設定
することとなる。
【００９８】
　ステップＳ８でＮＯの場合、種類毎に共通の異設定であるか否かを判定し（ステップＳ
１１）、ＹＥＳの場合、記憶したＯＳＤ表示設定データ２３ａから外部ＡＶ機器用の種類
別のＯＳＤ表示設定データ２３ｂを生成し（ステップＳ１２）、生成した種類別のＯＳＤ
表示設定データ２３ｂを対応する外部ＡＶ機器３～９のそれぞれへ送信し（ステップＳ１
３）、処理を終了する。
【００９９】
　ＯＳＤ表示時（ＥＰＧ表示時も含む）の設定としては、例えばＯＳＤフォントを明朝体
、文字の大きさを大にするなどの設定がなされ、ＯＳＤ表示設定データ２３ａとして記憶
される。一方、種類別のＯＳＤ表示設定データ２３ｂとしては、例えば、レコーダＩ（４
）及びレコーダＩＩ（９）に対する設定内容がＯＳＤ色を赤等のＴＶ１で指定した階調色
にするようなデータを生成・送信し、プレーヤＩ（６）及びプレーヤＩＩ（７）に対する
設定内容がＯＳＤ色を緑等のＴＶ１で指定した階調色にするようなデータを生成送信する
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こととなる。この場合、ＯＳＤ表示設定データ２３ｂを受信した外部ＡＶ機器３～９は、
機器内部の設定に基づき、そのままの表示内容に設定する（か或いは表示内容を変更して
設定する）こととなる。
【０１００】
　ステップＳ１１でＮＯの場合、外部ＡＶ機器３～９毎に異なり且つＴＶ１とは異なる設
定であるので、記憶したＯＳＤ表示設定データ２３ａから外部ＡＶ機器用の個別のＯＳＤ
表示設定データ２３ｂを生成し（ステップＳ１４）、生成した個別のＯＳＤ表示設定デー
タ２３ｂを対応する外部ＡＶ機器３～９のそれぞれへ送信し（ステップＳ１５）、処理を
終了する。この場合、ＯＳＤ表示設定データ２３ｂを受信した外部ＡＶ機器３～９は、機
器内部の設定に基づき、そのままの表示内容に設定する（か或いは表示内容を変更して設
定する）こととなる。
【０１０１】
　ステップＳ２では、まずシステムコントローラ２０が、ＴＶ１本体、外部ＡＶ機器３～
９のうちから表示設定を変更する対象の機器をユーザ操作に基づき選択し（ステップＳ２
１）、対象機器に対して、言語、枠の大きさ／色、文字、図形、記号の種類／大きさ／色
の表示設定のユーザ操作を受け付け（ステップＳ２２）、この設定データ（ＴＶ１用のＯ
ＳＤ表示設定データ２３ａ或いは外部機器用のＯＳＤ表示設定データ２３ｃ）をＯＳＤ処
理部２３の記憶領域に記憶する（ステップＳ２３）。続いて、システムコントローラ２０
が、設定対象の機器が未だ存在するか否かを判定し（ステップＳ２４）、存在するのであ
ればステップＳ２１～Ｓ２３の処理を繰り返す。一方、存在しなくなった場合、システム
コントローラ２０が、記憶した個別のＯＳＤ表示設定データ２３ｃを対応する外部ＡＶ機
器３～９のそれぞれへ送信し（ステップＳ２５）、処理を終了する。この場合、ＯＳＤ表
示設定データ２３ｃを受信した外部ＡＶ機器３～９は、機器内部の設定に基づき、そのま
まの表示内容に設定するか或いは表示内容を変更して設定することとなる。
【０１０２】
　以上、本発明の主たる特徴として自動ＯＳＤ表示設定処理について説明したが、本発明
の他の実施形態として、ＯＳＤ表示設定データだけでなく、コンテンツの再生設定データ
も外部ＡＶ機器３～９に送信するようにしてもよい。
【０１０３】
　本実施形態に係るＴＶ１は、例えばＤＶＤ再生時の設定（字幕、音声など）の映像・音
声再生時の再生設定を受け付ける再生設定手段を備えるものとする。この再生設定手段は
、表示設定手段と同様に設定対象を変えるだけで構成できる。また、本実施形態に係るＴ
Ｖ１は、再生設定手段で受け付けた再生設定から、映像・音声再生時に適用するための再
生設定データを生成して記憶する再生設定データ生成手段を備えるものとする。この再生
設定データ生成手段は、設定データ生成手段と同様に設定対象を変えるだけで構成できる
。
【０１０４】
　そして、本実施形態における設定データ送信手段は、送信対象のＯＳＤ表示設定データ
と共に或いは別途、再生設定データ生成手段で記憶されたＴＶ１用の再生設定データ（が
示す設定内容と同じ設定内容のコマンド）を、接続手段を介して外部ＡＶ機器３～９に送
信するよう構成する。ここで、設定データ送信手段は、再生設定データもＯＳＤ表示設定
データと同様にＣＥＣコマンドとして送信するよう構成しておくとよい。本実施形態によ
り、ＯＳＤの表示設定以外の設定も一度に設定することができる。また、再生設定データ
に対しても、ＯＳＤ表示設定データと同様の外部ＡＶ機器３～９への反映方法のバリエー
ションが適用できる。
【０１０５】
　また、上述した各実施形態では、接続手段にて外部ＡＶ機器３～９のいずれかが繋がれ
たときに、自動的にその外部ＡＶ機器の表示設定や再生設定も変更されることとなる場合
がある。
【０１０６】
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　このときユーザはいきなり表示設定が変更されていることとなり気づかずに混乱を招く
こともある。これを防ぐために、本発明の他の実施形態として、ＴＶ１に外部ＡＶ機器３
～９のいずれかを繋いだときに、繋がれたことをプラグアンドプレイ機能によって検出す
るなどして、繋がれた外部ＡＶ機器に対して設定データ送信手段での送信がなされる前に
、表示設定が変わる旨の警告をＯＳＤ表示や警告音声により発する警告手段を、ＴＶ１に
具備するとよい。
【０１０７】
　なお、ＨＤＭＩ規格では、プラグアンドプレイ機能が実現されており、使用する表示パ
ネルの解像度に合わせて映像信号の伝送を行う。このプラグアンドプレイを実現するため
に、伝送路には低速バスも設けられている。低速バスは、ＤＤＣ（Display Data Channel
）と呼ばれ、双方向バスであるＩ２Ｃバスなどが採用される。この低速バスを介して、受
信側情報（ＥＤＩＤ：Extended Display Identification Data）を送信側が取得し、プラ
グアンドプレイ機能を実現する。このＥＤＩＤは、表示装置が処理可能な信号の種類につ
いての情報や、表示パネルの解像度などの情報、ピクセルクロック、水平有効期間、垂直
有効期間などの情報を含むものとする。
【０１０８】
　また、ユーザはいきなり表示設定が変更されると困ると感じる場合がある。これを防ぐ
ために、上述の警告手段の代替の実施形態として、ＴＶ１に外部ＡＶ機器３～９のいずれ
かを繋いだときに、繋がれたことをプラグアンドプレイ機能によって検出するなどして、
繋がれた外部ＡＶ機器に対して設定データ送信手段での送信がなされる前に、表示設定を
変えてよいか否かの確認を、ＯＳＤ表示や音声により実行する確認手段を、ＴＶ１に具備
するとよい。そして、本実施形態における設定データ送信手段は、確認手段で表示設定の
変更を許可しない場合に設定データ送信手段での送信を実行しないよう構成しておくとよ
い。外部機器用にデータ２３ｂ，２３ｃ等を生成する形態に適用する場合には、送信を実
行しないだけでなく、その生成も実行しないようにしてもよく、また、生成した後に元に
戻すようにしてもよい。
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