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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
音声信号を発生し出力可能な音声信号発生装置からの出力を受けて、前記受信した音声信
号をスピーカ又は自装置に接続され音声信号を出力可能な音声出力装置に対して出力可能
な音響再生装置であって、
前記音響再生装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で
音声信号を発生させる際に用いる情報を保存する記憶手段と、
前記音声出力装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で
音声信号を発生させる際に用いる情報を、前記音声出力装置から取得する取得手段と、
前記音声信号発生装置で発生した音声信号を前記スピーカーに出力する場合、前記記憶手
段で保存された再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力し、前記音声信号発生
装置で発生した音声信号を前記音声出力装置に出力する場合、前記取得手段で取得された
再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力して、前記音声信号発生装置で発生し
た音声信号の出力先を切替える情報出力手段と、を備え、
前記情報出力手段は、自装置に電源が投入された電源オン状態のときには、前記音声信号
発生装置で発生した音声信号を前記スピーカーに出力するものとし、電源が遮断されてい
る電源スタンバイ状態のときには、前記音声信号発生装置で発生した音声信号を前記音声
出力装置に出力するものとすることを特徴とする音響再生装置。
【請求項２】
音声信号を発生し出力可能な音声信号発生装置と、
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前記音声信号発生装置からの出力を受けて、前記受信した音声信号をスピーカー又は他の
接続機器に対して出力可能な音響再生装置と、
前記音響再生装置から入力された音声信号を出力可能な音声出力装置と、を少なくとも備
えた音声出力システムであって、
前記音響再生装置は、
前記音響再生装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で
音声信号を発生させる際に用いる情報を保存する記憶手段と、
前記音声出力装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で
音声信号を発生させる際に用いる情報を、前記音声出力装置から取得する取得手段と、
前記音声信号発生装置で発生した音声信号を前記スピーカーに出力する場合、前記記憶手
段で保存された再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力し、前記音声信号発生
装置で発生した音声信号を前記音声出力装置に出力する場合、前記取得手段で取得された
再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力して、前記音声信号発生装置で発生し
た音声信号の出力先を切替える情報出力手段と、を備え、
前記音声信号発生装置は、
前記音響再生装置から受信した再生能力情報に基づいて音声信号を生成し、
前記情報出力手段は、自装置に電源が投入された電源オン状態のときには、前記音声信号
発生装置で発生した音声信号を前記スピーカーに出力するものとし、電源が遮断されてい
る電源スタンバイ状態のときには、前記音声信号発生装置で発生した音声信号を前記音声
出力装置に出力するものとすることを特徴とする音声出力システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像及び音声信号の受信・送信あるいは再生を行う音響再生装置及び当該装
置に接続された映像音声信号発生装置と映像音声信号出力装置を含む映像音声視聴システ
ムに関するものであ。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のシステム構成としては、ソース機器としてのプレーヤやレコーダ等、リ
ピータ機器としてのＡＶアンプ等、シンク機器としてのテレビジョン受像器（以下テレビ
という）等による組み合わせの映像音声視聴システムが提供されている。そして、このよ
うなシステムで映像及び音声を再生して視聴するには、例えばＤＶＤプレーヤによる映像
及び音声信号の再生出力を、映像はテレビで出力しながら、音声はＡＶアンプ接続された
外部スピーカによりサラウンドによる出力を行う場合や、音声もテレビに内蔵のスピーカ
による出力を行う場合があり、環境に応じて使用方法は様々である。
【０００３】
　このような視聴システムとして、例えば、特許文献１に開示されるように、モニタ受像
器１、ＤＶＤレコーダ２、ＡＶアンプ３の各装置間をＩＥＥＥ１３９４ケーブル、Ｄ端子
映像ケーブル、アナログ音声ケーブル、ＨＤＭＩケーブルで接続して、各装置間における
映像及び音声信号の伝送と、制御信号の伝送を行うようにしているものがある。この特許
文献１において、インタフェースがＨＤＭＩである場合、ＤＶＤレコーダ２は、ユーザの
操作入力に応じ、接続されているモニタ受像器１やＡＶアンプ３に対応するフォーマット
情報を取得し、そのフォーマットに対応した出力を行うようにしている。ここで、フォー
マット情報を取得するには、モニタ受像器１やＡＶアンプ３がそれぞれ接続されて電源が
入っている必要があり、その接続に応じたそれぞれの機能については、この特許文献１に
開示されたとおりである。
【特許文献１】特開２００５－５１５４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　このような視聴システムでは、従来、各使用形態に必要な機器については、再生信号を
伝送する経路にある全ての機器の電源が入っている必要があった。そして、モニタ受像器
により映像出力とＡＶアンプに接続された外部スピーカによる迫力あるマルチチャンネル
サウンドにより視聴することが可能である。ところで、外部スピーカによる大出力で聞け
ない夜の場合等には、ＡＶアンプで再生チャンネル数を減らすダウンミックス処理や、モ
ニタ受像器の内蔵スピーカによる再生又はヘッドホン再生に切り換えるなどを行う必要が
あった。
【０００５】
　また、このように外部スピーカによる大出力で視聴できない場合、本来のＡＶアンプと
しての機能は必要ではなく、レコーダやプレーヤ等のソース機器とテレビのみ動作してい
れば十分な場合が多い。しかしながら、信号が伝送される経路の途中にあるＡＶアンプの
電源を切ってしまうと、ソース機器からテレビへの信号が途切れてしまうことになる。こ
れを避けるためには、ソース機器とテレビを直接接続するような結線の変更をしなければ
ならないがあまり現実的とは言えない。
【０００６】
　そこで、機器間の結線状態を変更しなくてもよいようにする方法として、ＡＶアンプの
電源が切られた時に入力端子からの信号をＡＶアンプ内部の回路から切り離し、直接出力
端子に出力できるような切り換えスイッチを設けることが考えられる。これは、機器間の
結線の変更を伴わず、ソース機器の信号がそのままテレビに伝送されることになるが、ソ
ース機器側から見るとＡＶアンプで出力して再生する時の信号とテレビで再生可能な信号
は必ずしも一致しないため、信号を再生させる機器に応じてユーザがソース機器を最適状
態に設定し直すという操作が必要であった。
【０００７】
　本発明は、このような種々の課題に対して、プレーヤやレコーダ等のソース機器と、テ
レビ等のシンク機器との間に有するＡＶアンプ等の音響再生装置を有する組み合わせの映
像音声視聴システムにおいて、ＡＶアンプ等の音響再生装置が電源オン状態で外部スピー
カによる視聴状態と、当該音響再生装置が電源オフ状態でテレビ内蔵のスピーカによる視
聴状態とを、ユーザによる複雑な設定や切換を必要とすることなく簡単に行いうる装置を
提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため本発明の音響再生装置は、音声信号を発生し出力可能な音声信
号発生装置からの出力を受けて、前記受信した音声信号をスピーカ又は自装置に接続され
音声信号を出力可能な音声出力装置に対して出力可能な音響再生装置であって、前記音響
再生装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で音声信号
を発生させる際に用いる情報を保存する記憶手段と、前記音声出力装置の音声再生能力を
示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で音声信号を発生させる際に用いる情
報を、前記音声出力装置から取得する取得手段と、前記音声信号発生装置で発生した音声
信号を前記スピーカーに出力しようとする場合、前記記憶手段で保存された再生能力情報
を前記音声信号発生装置に対して出力する一方、前記音声信号発生装置で発生した音声信
号を前記音声出力装置に出力しようとする場合、前記取得手段で取得された再生能力情報
を前記音声信号発生装置に対して出力する情報出力手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の映像音声視聴システムは、音声信号を発生し出力可能な音声信号発生装
置と、前記音声信号発生装置からの出力を受けて、前記受信した音声信号をスピーカー又
は他の接続機器に対して出力可能な音響再生装置と、前記音響再生装置から入力された音
声信号を出力可能な音声出力装置と、を少なくとも備えた音声出力システムであって、前
記音響再生装置は、前記音響再生装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記
音声信号発生装置で音声信号を発生させる際に用いる情報を保存する記憶手段と、前記音
声出力装置の音声再生能力を示す再生能力情報であって、前記音声信号発生装置で音声信
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号を発生させる際に用いる情報を、前記音声出力装置から取得する取得手段と、前記音声
信号発生装置で発生した音声信号を前記スピーカーに出力しようとする場合、前記記憶手
段で保存された再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力する一方、前記音声信
号発生装置で発生した音声信号を前記音声出力装置に出力しようとする場合、前記取得手
段で取得された再生能力情報を前記音声信号発生装置に対して出力する情報出力手段と、
を備え、前記音声信号発生装置は、前記音響再生装置から受信した再生能力情報に基づい
て音声信号を生成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明による音響再生装置では、自装置に電源が投入された電源オン状態のときには、
音声信号発生装置で発生した音声信号をスピーカーに出力し、電源が遮断されている電源
スタンバイ状態のときには、音声信号発生装置で発生した音声信号を音声出力装置に出力
することができる。このことにより、信号伝送途中に存在する音響再生装置が電源スタン
バイになった時、音声信号発生装置と音声出力装置とが直結されたのと等価な状態になる
。
【００１１】
　したがって、映像音声視聴システムの結線状態を変更する必要が無いと共に、映像音声
信号出力機器に合わせて映像音声信号発生機器の信号出力設定を調整し直す必要も無く、
ユーザにとって便利な映像音声視聴システムを提供できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面に基づいて詳細に説明する。
【００１３】
　　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１におけるシステム構成を示す図であり、１はＤＶＤプレー
ヤやＤＶＤレコーダ等のソース機器、２は音声信号出力する音響再生装置としてのＡＶア
ンプ、３はＡＶアンプ２に接続された外部スピーカ、４は内蔵スピーカを有するテレビで
ある。ソース機器１とＡＶアンプ２およびＡＶアンプ２とテレビ４はＨＤＭＩ(High Defi
nition Multimedia Interface)ケーブルで接続されている。このＨＤＭＩケーブルには、
映像及び音声信号、各種情報を伝達するデータライン、双方向の機器間制御ラインなどを
含んでいる。プレーヤ１から送出される映像及び音声信号の内、映像信号は基本的にＡＶ
アンプ２からテレビ４へ再送出されてテレビ４により映像として出力される。また、音声
信号はＡＶアンプ２内部で処理されて外部スピーカ３で音声出力される場合と、時によっ
てはテレビ４に再送出されてテレビ４の内蔵スピーカにより音声出力される。ここで、外
部スピーカ３は、６台のスピーカよりなる５．１チャンネルサラウンドスピーカシステム
や２台のスピーカよりなる２チャンネルスピーカ装置等を含むスピーカ装置であり、ＡＶ
アンプ２はこのスピーカ装置に対応する音声信号出力手段を有している。ここで、ソース
機器１は、ＤＶＤプレーヤやＤＶＤレコーダ等、映像及び音声信号を発生し出力可能な映
像音声信号発生装置となるソース機器であり、その他の映像音声信号発生装置、例えばビ
デオテープレコーダ等であっても良い。また、テレビ４は、チューナを有して自身が映像
及び音声信号を発生し出力し得るものの他、チューナを有することなく入力された映像及
び音声信号を出力可能な映像音声出力装置を含むものである。
【００１４】
　図２は本発明の実施の形態１におけるＡＶアンプ２の内部構成を示す図であり、１０１
は映像及び音声信号を発生し出力するソース機器と接続する入力端子、１０２はテレビ４
に信号を出力する出力端子、１０３は入力された信号から映像及び音声信号その他の信号
を取り出す入力インタフェース部、１０４は映像及び音声信号その他の信号を出力端子１
０２に接続された機器に必要な信号に変換して出力する出力インタフェース部、１０５は
入力された音声信号を内部の音声処理部１１０に送るか出力端子１０２に接続された外部
機器であるテレビ４に送るかを切り換える音声切換部、１０６は入力端子１０１に接続さ
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れたソース機器１に対しＡＶアンプ２の信号再生能力（後述で詳細に説明する）を示すた
めのデータを保存するためのデータテーブル、１０７はＡＶアンプ２固有の信号再生能力
を定義した再生能力データ部、１０８は信号の入力／出力及び伝送、再生能力を示すデー
タの保存等を制御する制御部、１０９は制御部１０８によって制御されるＨＤＭＩブロッ
クである。ここで、１２１は映像信号が伝送されているライン、１２２は音声信号が伝送
されているラインであり、音声信号ライン１２２には前述の音声切換部１０５があって、
ソース機器１から入力した音声信号をＡＶアンプ２内部に取り込むことができるが、この
ＡＶアンプ２においては映像信号の出力機能がないためテレビ４側に出力するのみとなっ
ている。
【００１５】
　１１０はＡＶアンプ２によって音声を再生させるための音声処理部であり、ソース機器
１の音声信号をＡＶアンプ２で再生出力する場合に音声切換部１０５の切換に応じて供給
されるものである。音声信号はＡＶアンプ２の再生能力とユーザの選択に応じて、５．１
チャンネルや２チャンネルあるいはサラウンド音声出力、Ｄ／Ａ変換等の音声処理が行わ
れて、スピーカ３を駆動するためのスピーカ出力部１１１に出力され、更に音声信号が増
幅されて出力されるようになっている。ここで、音声処理部１１０とスピーカ出力部１１
１とによって、ＡＶアンプ２における音声信号出力手段を構成している。１１２はＡＶア
ンプ２内部のアンプブロック部を示し、このアンプブロック１１２は、その電源が前述の
ＨＤＭＩブロック１０９とは別途制御可能に構成してある。１１３はＡＶアンプ全体に電
源を供給する電源部であり、この電源部１１３は例えば商用電源に接続された状態では常
時電源が供給されるようになっているものである。１１４はアンプブロック１１２に供給
される電源を制御する制御スイッチであり、このスイッチ１１４が閉じられている状態を
「電源オン状態」とし、電源部１１３には電源が供給されスイッチ１１４が開放されてア
ンプブロック１１２に電源が供給されていない状態を「電源スタンバイ状態」とする。す
なわち、「電源スタンバイ状態」では、アンプブロック１１２には電源供給がないものの
、ＨＤＭＩブロック１０９には電源が供給状態に有る状態である。
【００１６】
　ここで、ＡＶアンプ２の詳細な動作説明の前に、入力端子１０１と出力端子１０２に接
続されたソース機器１と、テレビ４の内部構成例について説明する。
【００１７】
　図３は、プレーヤやレコーダ等ソース機器１の内部構成例の一部を抜き出したブロック
図で、２００は例えばＤＶＤに記録された映像及び音声信号を再生する光ディスク再生手
段等の映像音声発生部、２０１はＡＶアンプ２やテレビ４などに映像及び音声信号を出力
する出力端子、２０２は映像及び音声その他の信号を出力端子２０１に接続された機器に
必要な信号に変換する出力インタフェース部、２０３は出力端子２０１に接続された映像
出力機器（テレビ４）が必要とするフォーマットの映像信号を作る映像制御部、２０４は
出力端子２０１に接続された音声出力機器（ＡＶアンプ２、テレビ４）が必要とする音声
信号を作る音声制御部、２０５はこれらを制御する制御部である。また、２２１は映像信
号が伝送されているラインであり、２２２は音声信号が伝送されているラインである。
【００１８】
　図３におけるソース機器１の構成例の主要な機能は、まず、映像及び音声信号を発生す
ると共に、出力端子２０１に接続された機器（ＡＶアンプ２）が有する映像又は音声信号
再生能力を示すデータテーブルに保存されたデータの情報により、映像制御部２０３と音
声制御部２０４を制御し、出力端子２０１に接続された機器が必要とする再生能力の映像
又は音声信号を作り出す、または変換を行って出力することである。
【００１９】
　図４は、テレビ４の内部構成例の一部を抜き出したブロック図で、３００は映像モニタ
への映像信号出力及び内蔵スピーカへの音声信号出力を行う映像音声再生処理部、３０１
は前述のＡＶアンプ２を接続する入力端子、３０２は入力された信号から映像及び音声そ
の他の信号を取り出す入力インタフェース部、３０３は入力端子３０１に接続された機器
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（ＡＶアンプ２）に対しテレビ４の映像及び音声信号再生能力を示すためのデータテーブ
ル、３０４はこれらを制御する制御部であり、入力インタフェース部３０２に入力された
映像及び音声信号は映像音声再生処理部３００において信号処理されて映像モニタ及び内
蔵スピーカへそれぞれ出力されるようになっている。
【００２０】
　データテーブル１０６に保存される再生能力を示すデータの内容について、図５にその
内部構成の一例を示す。同図に示すデータの内容としては、機種識別データ、映像再生能
力データ、音声再生能力データそれぞれの再生能力を示すデータ部があり、必要に応じて
機器独自の情報や機種を識別するためのデータ部を設けることも可能である。映像信号の
再生能力を示すデータとしては、アスペクト比、アナログ、デジタル、デジタルハイビジ
ョン等々、テレビ４の再生能力を示すデータが保存されるようになっている。また、音声
信号の再生能力を示すデータとしては、２チャンネル、５．１チャンネル、ＰＣＭ、ドル
ビー、ＡＡＣ再生等々、ＡＶアンプ２とスピーカ３の再生能力を示すデータが保存される
ようになっている。
【００２１】
　次に、図２に示したＡＶアンプ２の動作について説明する。電源の制御スイッチ１１４
が投入されて電源１１３がアンプブロック１１２に供給されている「電源オン状態」の時
は、制御部１０８による制御により、ＡＶアンプ２自身が有する固有の再生能力を定義し
ている再生能力データ部１０７の再生能力を示すデータと、図４に示したテレビ４側のデ
ータテーブル３０３が保存するテレビ４の再生能力を示すデータに基づき、ＡＶアンプ２
のデータテーブル１０６に保存すべき再生能力を示すデータの内容が決定されて書き込ま
れる。このＡＶアンプ２の電源オン状態では、音声信号出力は、ＡＶアンプ２に接続され
た外部スピーカ３による出力が設定され、音声切換部１０５はアンプブロック１１２の音
声処理部１１０側に切り換えられており、ソース機器１の音声はテレビ４側には出力され
ないようになっている。一方、映像信号出力は、音声信号出力がＡＶアンプ２の外部スピ
ーカ３による出力にもかかわらず、映像信号が伝送されるライン１２１を介してソース機
器１の映像信号はテレビ４に伝送されるようになっている。このため、データテーブル１
０６における再生能力を示すデータは、より具体的には、ＡＶアンプ２が外部スピーカ３
に対して再生出力可能な音声信号の再生能力を示すデータと、テレビ４が映像モニタに出
力できる映像信号の再生能力を示すデータが保存されるものである。
【００２２】
　そこで、この「電源オン状態」において、ソース機器１は、データテーブル１０６に保
存された再生能力を示すデータの情報に対応して、制御部２０５により、映像制御部２０
３と音声制御部２０４を制御し、映像音声発生部２００で発生した映像及び音声信号から
、ＡＶアンプ２およびテレビ４での再生に必要な映像及び音声信号をフォーマットを設定
し、その出力端子２０１を介して出力する。そして、ＡＶアンプ２の入力端子１０１に入
力された映像及び音声信号は、入力インタフェース部１０３から取り出される信号の内、
映像信号は出力インタフェース部１０４からテレビ４へと再出力され、音声信号は音声切
換部１０５によりアンプブロック１１２へと送られ、音声処理部１１０及びスピーカ出力
部１１１を介してスピーカ３により再生されることとなる。
【００２３】
　一方、ＡＶアンプ２の電源の制御スイッチ１１４の開放への切り換えにより、電源１１
３からアンプブロック１１２への電源供給が断たれた「電源スタンバイ状態」では、ＡＶ
アンプ２としては電源オフの状態で外部スピーカ３による出力を遮断した状態であり、こ
のため、この状態において、音声切換部１０５は音声処理部１１０への出力ではなく、出
力インタフェース部１０４側に切り換えられ、ソース機器１の音声信号は出力端子１０２
を介してテレビ４側に出力されることとなる。この「電源スタンバイ状態」では、アンプ
ブロック１１２への電源供給が断たれ状態であるが、ＨＤＭＩブロック１０９には電源１
１３の電源が供給されている状態であり、この時、制御部１０８の制御により、ＡＶアン
プ２のデータテーブル１０６では、再生能力データ部１０７のデータは無視され、テレビ
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４側のデータテーブル３０３の再生能力を示すデータだけに基づいてその保存されるデー
タが書き換えられる。このため、ソース機器１の制御部２０５では、データテーブル１０
６に保存されたテレビ４側のデータテーブル３０３の再生能力を示すデータに基づいて、
映像及び音声信号の再生出力信号のフォーマットを設定するような制御が行われ、出力さ
れることとなる。ここで、ソース機器１が確認するＡＶアンプ２のデータテーブル１０６
における再生能力を示すデータが、テレビ４で再生するのに必要な再生能力のデータとな
っているので、ソース機器１側からみるとＡＶアンプ２ではなくテレビ４が直接接続され
ているのと等価な状態となる。
【００２４】
　ここで、前記電源スタンバイ状態において、データテーブル１０６に保存される再生能
力を示すデータを、前記出力端子１０２に接続されたテレビ４の映像音声信号再生能力を
示すデータに書き換える時、書き換える映像信号の再生能力を示すデータの内容が、ＡＶ
アンプ２において、入力インタフェース１０３より出力インタフェース１０４を介して映
像信号を伝送する際のＡＶアンプ２自身が有する映像信号伝送能力を越えないように書き
換えるようにしている。
【００２５】
　図６はデータテーブル１０６へのデータ設定の処理フローを示したものであり、同図の
処理フローにおいて、まずステップＳ１においてＡＶアンプ２の電源がオン状態かどうか
を判断し、オン状態（すなわち「電源オン状態」）であると判断された時は、ステップＳ
２においてＡＶアンプ２自身の信号再生能力を示すデータとその出力端子１０２に接続さ
れたテレビ４の信号再生能力を示すデータを合成し、ステップＳ３でそのデータがデータ
テーブル１０６に書き込まれる。一方、ステップＳ１で電源がオン状態ではなくオフ状態
（すなわち「電源スタンバイ状態」）と判断された時は、ステップＳ４においてテレビ４
自身の信号再生能力を示すデータが読み出され、ステップＳ５でそのデータの内容がＡＶ
アンプ２自身が有する映像信号伝送能力を越えていないかを判断し、超えていなければス
テップＳ６に進んでそのデータがそのままデータテーブル１０６へと書き込まれる。ステ
ップＳ５で、もし、テレビ４側の信号再生能力データの内容がＡＶアンプ２自身が有する
映像信号伝送能力を越えている場合は、ステップＳ７においてテレビ４から読み出された
データにＡＶアンプ２自身の信号再生能力を越えない範囲で修正を行い、その修正したデ
ータが、次のステップＳ８においてデータテーブルへと書き込まれる。
【００２６】
　このようにして、データテーブル１０６に書き込まれた再生能力を示すデータに基づい
て、ソース機器１の再生フォーマットが設定されて、映像及び音声信号出力が行われ、そ
の映像及び音声信号をＡＶアンプ２へ入力すると共に、当該ＡＶアンプ2の電源オン／オ
フ（スタンバイ）状態に応じて、音声信号をＡＶアンプ２に接続された外部スピーカ３よ
り出力するか、テレビ４内蔵のスピーカより出力するかが設定されるものであり、映像信
号はいずれの場合でもテレビ４から出力されるようになっている。
【００２７】
　以上のように構成された映像音声視聴システムでは、夜間の視聴時等のように、ＡＶア
ンプと外部スピーカによる大出力での音声信号再生を必要とせず、テレビの内蔵スピーカ
による音声出力を行うような場合においても、機器間の結線状態を変更したり、信号を再
生する機器の再生能力に合わせてソース機器側の設定フォーマット等を変更する必要がな
く、ＡＶアンプで聞きたい時はそれに相応しい信号が再生され、ＡＶアンプを必要としな
い時はＡＶアンプを電源スタンバイ状態にすることにより、ソース機器とテレビを直結に
したのと等価な状態になるので、あたかもソース機器とテレビだけが結線されたシステム
と同様な動作を行わせることができ、ユーザにとって面倒な操作を省くことができるＡＶ
システムを提供することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明による音響再生装置及び映像音声視聴システムでは、ＡＶアンプ等の音声出力装
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置を介して接続されたプレーヤ等のソース機器としての映像音声信号発生装置とテレビな
どの受信機器としての映像音声出力装置とにより構成された映像音声視聴システムにおい
て、特にＨＤＭＩ規格に基づいてお互いの装置が結線されているシステムにおいて、その
ＡＶアンプでの信号再生を行うか否かに応じて、音声信号を再生させる機器にとって最適
な信号となるよう制御する際に、ＡＶアンプによる迫力ある音声を楽しみたい時や、夜間
のようにテレビだけで音声信号も再生したいような様々な場面で応じた映像音声視聴シス
テムに利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の映像音声視聴システムの実施の形態１におけるシステム構成を示すブロ
ック図
【図２】同実施の形態１におけるＡＶアンプの内部構成を示すブロック図
【図３】同実施の形態１におけるソース機器の内部構成例の一部を示すブロック図
【図４】同実施の形態１におけるテレビの内部構成例の一部を示すブロック図
【図５】同実施の形態１におけるデータテーブルの内部構成の一例を示す説明図
【図６】同実施の形態１におけるＡＶアンプのデータテーブルへのデータ設定の処理フロ
ー図
【符号の説明】
【００３０】
　１　ソース機器
　２　ＡＶアンプ
　３　スピーカ
　４　テレビ
　１０１　入力端子
　１０２　出力端子
　１０３　入力インタフェース部
　１０４　出力インタフェース部
　１０５　音声切換部
　１０６　データテーブル
　１０７　再生能力データ部
　１０８　制御部
　１０９　ＨＤＭＩブロック
　１１０　音声処理部
　１１１　スピーカー出力部
　１１２　アンプブロック
　１１３　電源部
　１１４　電源制御スイッチ
　１２１　映像信号ライン
　１２２　音声信号ライン
　２００　映像音声信号発生部
　２０１　出力端子
　２０２　出力インタフェース部
　２０３　映像制御部
　２０４　音声制御部
　２０５　制御部
　２２１　映像信号ライン
　２２２　音声信号ライン
　３００　映像音声信号再生処理部
　３０１　入力端子
　３０２　入力インタフェース部
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　３０３　データテーブル
　３０４　制御部
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【図１】
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【図２】
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【図３】



(13) JP 5145633 B2 2013.2.20

【図４】
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【図５】
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【図６】
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