
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第２のステレオ音声機器
並びに第１の映像機器を有する第１のステレオ音声・映像装置に対し、上記第１のインピ
ーダンスと略等しいインピーダンスを有する第３のステレオ音声機器と、上記第２のイン
ピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第４のステレオ音声機器及び第２の映像機
器を有する第２のステレオ音声・映像装置とを、選択的に接続する上記第１のステレオ音
声・映像装置に設けられた共通ジャックと、該共通ジャックに結合可能な、上記第３のス
テレオ音声機器に設けられた第１のプラグ及び上記第２のステレオ音声・映像装置に設け
られた第２のプラグとを有し、
　上記第１のプラグには、上記第３のステレオ音声機器の左右音声信号端子が接続される
ようになされ、
　上記第２のプラグには、上記第４のステレオ音声機器の左右音声信号端子及び上記第２
の映像機器の映像信号端子が接続されるようになされ、
　上記第１のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、右（又は左）
音声信号接点及びグランド接点を備え、
　上記第２のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、映像信号接点
、グランド接点及び右（又は左）音声信号接点を備え、
　上記共通ジャックに上記第１、又は、第２のプラグが結合されたとき、上記第１、又は
、第２のプラグの先端部から第１番目の接点及びグランド接点間のインピーダンスが、上
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記第１及び第２のインピーダンスのいずれであるかを判別することによって、上記共通ジ
ャックに結合されたプラグが上記第１及び第２のプラグのいずれであるかを判別し、上記
共通ジャックに結合されたプラグが上記第１のプラグであると判別されたときは、上記第
１のステレオ音声機器を動作状態にし、上記共通ジャックに結合されたプラグが上記第２
のプラグであると判別されたときは、上記第２のステレオ音声機器及び上記第１の映像機
器を動作状態にするように制御するプラグ判別手段を上記共通ジャック側に設けたことを
特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項２】
　互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第２のステレオ音声機器
並びに第２のインピーダンスを有する第１の映像機器を有する第１のステレオ音声・映像
装置に対し、上記第１のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第３のステレ
オ音声機器と、上記第２のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第４のステ
レオ音声機器及び上記第２のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第２の映
像機器を有する第２のステレオ音声・映像装置とを、選択的に接続する上記第１のステレ
オ音声・映像装置に設けられた共通ジャックと、該共通ジャックに結合可能な、上記第３
のステレオ音声機器に設けられた第１のプラグ及び上記第２のステレオ音声・映像装置に
設けられた第２のプラグとを有し、
　上記第１のプラグには、上記第３のステレオ音声機器の左右音声信号端子が接続される
ようになされ、
　上記第２のプラグには、上記第４のステレオ音声機器の左右音声信号端子及び上記第２
の映像機器の映像信号端子が接続されるようになされ、
　上記第１のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、右（又は左）
音声信号接点及びグランド接点を備え、
　上記第２のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、映像信号接点
、グランド接点及び右（又は左）音声信号接点を備え、
　上記共通ジャックに上記第１、又は、第２のプラグが結合されたとき、上記第１、又は
、第２のプラグの先端部から第２番目の接点及びグランド接点間のインピーダンスが、上
記第１及び第２のインピーダンスのいずれであるかを判別することによって、上記共通ジ
ャックに結合されたプラグが上記第１及び第２のプラグのいずれであるかを判別し、上記
共通ジャックに結合されたプラグが上記第１のプラグであると判別されたときは、上記第
１のステレオ音声機器を動作状態にし、上記共通ジャックに結合されたプラグが上記第２
のプラグであると判別されたときは、上記第２のステレオ音声機器及び上記第１の映像機
器を動作状態にするように制御するプラグ判別手段を上記共通ジャック側に設けたことを
特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項３】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記プラグ判別手段は、上記共通ジャックを通じて、上記第１、又は、第２のプラグの
先端部から第１番目の接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、該第１番
目の接点の電圧に応じて、上記第１、又は、第２のプラグの先端部から第１番目の接点及
びグランド接点間のインピーダンスが、上記第１及び第２のインピーダンスのいずれであ
るかを判別するように構成され、
　上記所定電圧の立ち上がりを緩慢にする立ち上がり電圧緩慢手段を設けたことを特徴と
する
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項４】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記プラグ判別手段は、上記共通ジャックを通じて、上記第１、又は、第２のプラグの
先端部から第２番目の接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、該第２番
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目の接点の電圧に応じて、上記第１、又は、第２のプラグの先端部から第 番目の接点及
びグランド接点間のインピーダンスが、上記第１及び第２のインピーダンスのいずれであ
るかを判別するように構成され、
　上記所定電圧の立ち上がりを緩慢にする立ち上がり電圧緩慢手段を設けたことを特徴と
する
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項５】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記 映像機器の信号路にそれぞれミ
ュート回路を設け、
上記プラグ判別手段によって、上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記 映
像機器の動作時には、その動作開始時の前後に亘って、上記対応するミュート回路が動作
状態になるように制御するようにしたことを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項６】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記 映像機器の信号路にそれぞれミ
ュート回路を設け、
　上記プラグ判別手段によって、上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記
映像機器の動作時には、その動作開始時の前後に亘って、上記対応するミュート回路が動
作状態になるように制御するようにしたことを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項７】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記 映像機器は、それぞれ増幅器で
あることを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項８】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第１及び第２のステレオ音声機器並びに上記 映像機器は、それぞれ増幅器で
あることを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項９】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第３のステレオ音声機器は、ヘッドフォンであることを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【請求項１０】
　請求項 に記載のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
　上記第３のステレオ音声機器は、ヘッドフォンであることを特徴とする
　ステレオ音声／映像装置の接続装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はジャック及びプラグを有する、情報機器の接続装置及びステレオ音声／映像装置
の接続装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
以下に、従来のステレオ音声／映像装置の接続装置について説明する。従来、図７Ａ、Ｂ
に示す如く、外径が共に３．５ mmのステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈと、ステレオ
ＡＶ（音声・映像）ミニプラグＰ－ＡＶとがある。ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－
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Ｈは、絶縁部（黒塗りの部分）を介して、先端部から順に、左音声信号接点Ｌ、右音声信
号接点Ｒ及びグランド接点Ｇを有する。又、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶは、絶縁部
（黒塗りの部分）を介して、先端部から順に、左音声信号接点Ｌ、映像信号接点Ｖ、グラ
ンド接点Ｇ及び右音声信号接点Ｒを有している。又、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ
－Ｈ及びステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶのそれぞれの先端部側の第１の接点の形状及び
長さは同じであり、それぞれの先端部側の第２の接点の形状（円柱）の長さも同じである
。プラグＰ－ＡＶのグランド接点Ｇの長さは、映像信号接点Ｖの長さと同じである。ステ
レオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ及びステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶそれぞれの絶縁
部の長さは互いに等しい。尚、プラグＰ－Ｈ、Ｐ－ＡＶの先端部とは反対側の絶縁体から
なる太い柱状部分の図示を省略するが、それぞれの柱状部分の端部から先端部までの長さ
は互いに等しい。
【０００３】
ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈの接点Ｌ、Ｒ及びＧには、それぞれヘッドフォン
ＨＰを構成する左及び右スピーカＳＰ L  、ＳＰ R  が接続される。又、ステレオＡＶミニプ
ラグＰ－ＡＶの接点Ｌ、Ｖ、Ｇ及びＲには、ＶＴＲ、モニタ受像機等のＡＶ装置（ステレ
オ音声／映像装置）１２のそれぞれ対応する端子が接続される。この場合、ヘッドフォン
ＨＰの入力インピーダンスは、数１０～数１００Ω程度であり、ＡＶ（音声・映像）装置
１２の音声及び映像入力インピーダンスは略２．２ｋΩに規定されている。
【０００４】
そして、左及び右音声信号をそれぞれ増幅するヘッドフォン用音声増幅器及びライン出力
用音声増幅器並びに映像信号を増幅する映像増幅器を備えるＡＶ（音声・映像）増幅装置
（第１のＡＶ装置）のヘッドフォン用増幅器の出力側に、ステレオヘッドフォンミニプラ
グＰ－Ｈに対応するジャックを設けると共に、ライン出力用音声増幅器及び映像増幅器の
出力側に、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶに対応するジャックを設け、それぞれのジャ
ックに対応するプラグを接続することにより、ヘッドフォン用音声増幅器からの左及び右
音声信号をヘッドフォンに供給し、又、ライン出力用音声増幅器及び映像増幅器よりの左
及び右音声信号及び映像信号を、ＡＶ装置（第２のＡＶ装置）１２に供給するようにして
いた。この場合、ヘッドフォン用音声増幅器の出力インピーダンスは、ヘッドフォンＨＰ
の入力インピーダンスに略等しく、ライン出力用音声増幅器及び映像増幅器の各出力イン
ピーダンスは、ＡＶ装置１２の音声及び映像入力インピーダンスに略等しく設定される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来装置において、第１のＡＶ装置を第１の情報機器とし、ヘッドフォン及び第２
のＡＶ装置を、互いにインピーダンスを異にする複数の第２の情報機器とした場合、第１
の情報機器に、ジャック及びプラグからなる接続手段を介して、複数の第２の情報機器を
、選択的に、又は、同時に接続しようとした場合、第１の情報機器側にジャックを２つも
設けなければならないので、第１の情報機器内の接続手段のためのスペースが大きくなる
という欠点がある。
【０００６】
又、従来のステレオ音声／映像装置の接続装置では、第１のＡＶ装置側にジャックを２つ
も設けるので、第１のＡＶ装置内の接続手段のためのスペースが大きくなるという欠点が
ある。
【０００７】
かかる点に鑑み、本発明は、第１の情報機器に、接続手段としてのジャック及びプラグを
介して、互いに異なるインピーダンスを有する複数の第２の情報機器を接続するようにし
た情報機器の接続装置において、第１の情報機器内の接続手段のためのスペースを小さく
することのできるものを提案しようとするものである。
【０００８】
又、本発明は、互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第２のステ
レオ音声機器並びに第１の映像機器を有する第１のステレオ音声・映像装置に対し、第１
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のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第３のステレオ音声機器と、第２の
インピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第４のステレオ音声機器及び第２の映
像機器を有する第２のステレオ音声・映像装置とを、接続手段であるジャック及びプラグ
を介して、接続するようにしたステレオ音声／映像装置の接続装置において、第１のステ
レオ音声・映像装置における接続手段のためのスペースを小さくすることのできるものを
提案しようとするのである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明による情報機器の接続装置は、第１の情報機器に接続された共通ジャックと、異な
るインピーダンスを有する複数の第２の情報機器にそれぞれ接続され、共通ジャックと結
合可能な複数種類のプラグと、共通ジャックに複数種類のプラグの内の任意のプラグが接
続されたとき、プラグの所定接点にインピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、プラ
グの所定接点とグランド接点との間の電圧を検出し、その電圧に応じて所定接点及びグラ
ンド接点間のインピーダンスを検出し、そのインピーダンスの値に応じて、プラグの種類
、又は、第２の情報機器の種類を判別する判別手段とを有するものである。
【００１０】
かかる本発明によれば、判別手段によって、共通ジャックに複数種類のプラグの内の任意
のプラグが接続されたとき、プラグの所定接点にインピーダンス素子を通じて所定電圧を
印加し、プラグの所定接点とグランド接点との間の電圧を検出し、その電圧に応じて所定
接点及びグランド接点間のインピーダンスを検出し、そのインピーダンスの値に応じて、
プラグの種類、又は、第２の情報機器の種類を判別することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態１を詳細に説明する。先ず、図１の実施の
形態の回路構成を説明する。この実施の形態では、図１に示すように、第１の情報機器、
又は、第１のステレオ音声・映像装置としてのＡＶ（音声・映像）増幅装置１１にジャッ
クＪを接続し、そのジャックＪに、図７Ａの第２の情報機器、又は、第３のステレオ音声
機器としてのヘッドフォンＨＰの接続されたステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ及び
図７Ｂの第２の情報機器、又は、第２の情報機器、又は、第２のステレオ音声・映像装置
としてのステレオＡＶ（音声・映像）装置１２が接続されたステレオＡＶ（音声・映像）
ミニプラグＰ－ＡＶを選択的に結合（挿入）するようにした場合である。
【００１２】
先ず、図７についてプラグＰ－Ｈ、Ｐ－ＡＶ及びこれらプラグに接続された機器／装置の
構成を説明する。図７Ａ、Ｂに示す如く、外径が共に３．５ mmのステレオヘッドフォンミ
ニプラグＰ－Ｈと、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶとがある。ステレオヘッドフォンミ
ニプラグＰ－Ｈは、絶縁部（黒塗りの部分）を介して、先端部から順に、左音声信号接点
Ｌ、右音声信号接点Ｒ及びグランド接点Ｇを有する。又、ステレオＡＶミニプラグＰ－Ａ
Ｖは、絶縁部（黒塗りの部分）を介して、先端部から順に、左音声信号接点Ｌ、映像信号
接点Ｖ、グランド接点Ｇ及び右音声信号接点Ｒを有している。又、ステレオヘッドフォン
ミニプラグＰ－Ｈ及びステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶのそれぞれの先端部側の第１の接
点の形状及び長さは同じであり、それぞれの先端部側の第２の接点の形状（円柱）の長さ
も同じである。プラグＰ－ＡＶのグランド接点Ｇの長さは、映像信号接点Ｖの長さと同じ
である。ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ及びステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶそ
れぞれの絶縁部の長さは互いに等しい。尚、プラグＰ－Ｈ、Ｐ－ＡＶの先端部とは反対側
の絶縁体からなる太い柱状部分の図示を省略するが、それぞれの柱状部分の端部から先端
部までの長さは互いに等しい。
【００１３】
そして、図７Ａに示す如く、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈの左音声信号接点Ｌ
及びグランド接点Ｇが、ステレオヘッドフォンＨＰを構成する左スピーカＳＰ L  に接続さ
れ、右音声信号接点Ｒ及びグランド接点ＧがステレオヘッドフォンＨＰを構成する右スピ
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ーカＳＰ R  に接続される。
【００１４】
又、図７Ｂに示す如く、ステレオＡＶ（音声・映像）ミニプラグＰ－ＡＶの左音声信号接
点Ｌ、右音声信号接点Ｒ、映像信号接点Ｖ及びグランド接点Ｇが、ＶＴＲ、モニタ受像機
等のＡＶ（音声・映像）装置１２のそれぞれ左及び右音声信号端子並びに映像信号端子に
それぞれ接続される。
【００１５】
次に、図１を参照して、上述のミニプラグＰ－Ｈ、Ｐ－ＡＶと結合可能な（挿入可能な）
ジャックＪの構成を説明する。ジャックＪのａ、ｂ、ｃ及びｄは、ジャックＪに挿入され
たステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈの接点Ｌ、Ｒ、Ｇ及びジャックＪに挿入された
ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶの接点Ｌ、Ｖ、Ｇ、Ｒと接触可能な接点である。ジャッ
クＪの接点ａ、ｂは、プラグが挿入されないときは、互いに接触しており、プラグが挿入
されると、そのプラグの対応する接点に接続される。又、ジャックＪの接点ｅ及びｇは、
プラグが挿入されないときは、互いに接触しているが、ジャックＪにプラグ挿入されると
、接点ｂが絶縁片ｆを介して、接点ｆを押し下げ、接点ｅ及びｇ間は非接触となる。又、
接点ｃ及びｇは接地されている。
【００１６】
次に、ステレオ音声・映像増幅器（ＡＶ増幅器）１１の構成を説明する。１は、第１のス
テレオ音声機器であるヘッドフォン用音声増幅器で、入力端子Ｔ－ＡＬ、Ｔ－ＡＲからの
左及び右音声信号をそれぞれ増幅する左及び右増幅器１Ｌ、１Ｒから構成されている。３
は、第１の映像機器である映像出力用増幅器で、入力端子端子Ｔ－Ｖからの映像信号を増
幅する。２は、第２のステレオ音声機器であるライン出力用音声増幅器で、入力端子Ｔ－
ＡＬ、Ｔ－ＡＲからの左及び右音声信号（入力端子Ｔ－Ｖからの映像信号に関連した音声
信号）をそれぞれ増幅する左及び右増幅器２Ｌ、２Ｒから構成されている。
【００１７】
ヘッドフォン用音声増幅器１の左増幅器１Ｌの出力側と、ライン出力用音声増幅器２の左
増幅器２Ｌの出力側とが、ジャックＪの接点ａに接続される。ヘッドフォン用音声増幅器
１の右増幅器１Ｒの出力側と、映像出力用増幅器３の出力側とが、ジャックＪの接点ｂに
接続される。ライン出力用音声増幅器２の右増幅器２Ｒの出力側がジャックＪの接点ｄに
接続される。
【００１８】
電源＋Ｂよりの電圧＋Ｖ cc（例えば、０．５Ｖ）が、オンオフスイッチＳ１及び抵抗器（
抵抗値ｒが例えば、１００Ω）７の直列回路を通じてジャックＪの接点ａに接続される。
尚、抵抗器７とジャックＪの接点ａとの接続中点をＱとする。
【００１９】
８は判別回路（プラグ判別手段）で、ジャックＪの接点ａ及びｅに接続される。プラグ判
別回路８からのスイッチＳ１制御信号によって、スイッチＳ１のオンオフが制御される。
プラグ判別回路８からの増幅器の制御信号によって、各増幅器１、２及び３の動作及び非
動作が制御される。
【００２０】
次に、図２のタイミングチャート及び図３のプラグ判別回路８のアルゴリズムを示すフロ
ーチャートを参照して、図１の実施の形態１の動作を説明する。ジャックＪに、ステレオ
ヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶが挿入されると
、ジャックＪの互いに接触状態であった接点ａ及びｂ間が離間すると共に、接点ｂが絶縁
片ｆを介して接点ｇ押し下げ、互いに接触状態にあった接点ｅ及びｇが離間せしめられる
。予め電源が投入されている状態で、ジャックＪに、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ
－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶが挿入された時点、又は、ジャックＪに、
既に、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶ
が挿入された状態で、電源が投入された時点（論理０から論理１に変化した時点）を、図
２Ａに示す如くｔ１とする。ジャックＪの接地状態にあった接点ｅが、遊接点となり、こ
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れによって、プラグ判別回路８によって、時点ｔ１で、ジャックＪにプラグＰ－Ｈ、又は
、Ｐ－ＡＶが挿入されたことが検出される。
【００２１】
プラグ判別回路８は、時点ｔ１の所定時間後の時点ｔ２で、スイッチＳ１をオンにする制
御信号（時点ｔ２で論理０から論理１に変化する制御信号）をスイッチＳ１に供給し、ス
イッチＳ１は、時点ｔ２の所定時間後の時点ｔ３でオンになって電源＋Ｂからの所定の直
流電圧＋Ｖ ccが抵抗器７を通じてＱ点に印加され（ステップＳＴ－１）、Ｑ点の電圧は０
（Ｖ）から直ちにある電圧Ｘ（Ｖ）に変化し、この電圧Ｘ（Ｖ）がプラグ判別回路８に供
給される。Ｑ点の電圧Ｘ（Ｖ）は、次式で表される。
【００２２】
【数１】
Ｘ＝Ｖ cc×Ｒ／（ｒ＋Ｒ）
【００２３】
ここで、ＲはジャックＪの接点ａ及び接点ｄ（接点ｃ）間の抵抗（インピーダンス）、即
ち、プラグＰ－Ｈ、Ｐ－ＡＶの左音声信号接点Ｌ及びグランド接点Ｇ間のインピーダンス
、ｒは抵抗器７の抵抗（インピーダンス）（例えば、１００Ω）である。
【００２４】
ところで、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈに接続される第２の情報機器、又は、
第３の音声機器としてのステレオヘッドフォンＨＰのスピーカＳＰ L  、ＳＰ R  のインピー
ダンスは数１０～数１００Ωであるので、これを仮に最大値が６００Ωとすると、ステレ
オヘッドフォンミニプラグＰ－ＨがジャックＪに挿入されているときのＱ点及び接地間の
電圧Ｘ（Ｖ）は、数１の式から、
【００２５】
【数２】
０．５×６００／（１００＋６００）＝３００／７００＝０．４３（Ｖ）
【００２６】
となる。
【００２７】
ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶに接続される第２の情報機器、又は、第２のステレオ音
声・映像装置としてのＡＶ（音声・映像）装置１２の抵抗（インピーダンス）は、規格で
２．２ｋΩと規定されているので、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶがジャックＪに挿入
されているときのＱ点及び接地間の電圧Ｘ（Ｖ）は、数１の式から、
【００２８】
【数３】
　
　
　
【００２９】
となる。
【００３０】
そこで、基準電圧を０．４６（Ｖ）に設定し、プラグ判別回路８において、Ｑ点の電圧を
、この基準電圧と比較し（ステップＳＴ－２）、Ｑ点の電圧が、基準電圧より低ければ、
ジャックＪにステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈが挿入されたことが判別されるので
、全て非動作状態にある増幅器１、２、３の内、時点ｔ３後の時点ｔ４で、ヘッドフォン
用音声増幅器１を動作状態にする（ステップＳＴ－３）。
【００３１】
又、Ｑ点の電圧が基準電圧より高ければ、ジャックＪにステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶ
が挿入されたことが判別されるので、全て非動作状態にある増幅器１、２、３の内、時点
ｔ３後の時点ｔ４で、ライン出力用音声増幅器２及び映像出力用増幅機３を動作状態にす
る（ステップＳＴ－４）。
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【００３２】
次に、図面を参照して、本発明の実施の形態２を詳細に説明する。先ず、図４の実施の形
態の回路構成を説明するも、図１と同じ部分には同一符号を付して、重複説明を省略する
。図４の実施の形態２の特徴は、スイッチＳ１がオンになって、Ｑ点の電圧が急速に立ち
上がることによるボツ音を低減するボツ低減回路９と、増幅器１、２及び３が非動作状態
から動作状態になったときに発生するボツ音を低減するために、増幅器１、２及び３の出
力側にミュート回路４、５及び６を設けた点である。
【００３３】
ボツ音低減回路９は、Ｑ点と接地との間に接続されたコンデンサ（例えば、０．１μＦ）
１０及びそのコンデンサ１０の両端を開放及び短絡させる（この短絡時に、コンデンサ１
０に対し、抵抗器が挿入されるようにしても良い。）切り換えスイッチＳ２から構成され
る。このスイッチＳ２は、プラグ判別回路８からの制御信号によって切換え制御される。
【００３４】
ヘッドフォン用音声増幅器１の左及び右増幅器１Ｌ、１Ｒの次段にそれぞれミュート回路
４Ｌ、４Ｒを挿入する。これらミュート回路４Ｌ、４Ｒをまとめて符号４を付す。ライン
出力用音声増幅器２の左及び右増幅器２Ｌ、２Ｒの次段にそれぞれミュート回路５Ｌ、５
Ｒを挿入する。これらミュート回路５Ｌ、５Ｒをまとめて符号５を付す。映像出力用増幅
器３の次段にミュート回路６を接続する。
【００３５】
　次に、図５のタイミングチャート及び図６のプラグ判別回路８のアルゴリズムを示すフ
ローチャートを参照して、図４の実施の形態 の動作を説明する。ジャックＪに、ステレ
オヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶが挿入される
と、ジャックＪの互いに接触状態であった接点ａ及びｂ間が離間すると共に、接点ｂが絶
縁片ｆを介して接点ｇ押し下げ、互いに接触状態にあった接点ｅ及びｇが離間せしめられ
る。予め電源が投入されている状態で、ジャックＪに、ステレオヘッドフォンミニプラグ
Ｐ－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－ＡＶが挿入された時点、又は、ジャックＪに
、既に、ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈ、又は、ステレオＡＶミニプラグＰ－Ａ
Ｖが挿入された状態で、電源が投入された時点（論理０から論理１に変化した時点）を、
図５Ａに示す如くｔ１とする。このため、ジャックＪの接地状態にあった接点ｅが遊接点
となり、プラグ判別回路８によって、時点ｔ１で、ジャックＪにプラグＰ－Ｈ、又は、Ｐ
－ＡＶが挿入されたことが、検出される。
【００３６】
プラグ判別回路８は、今まで「０」であり、時点ｔ１の所定時間後の時点ｔ２で、制御信
号（論理０から論理１に変化する制御信号）をスイッチＳ２に供給して、時点ｔ２の所定
時間後の時点ｔ３以降に、スイッチＳ２の可動接点を接地側（オフ）からＱ点側（オン）
に切換え、ボツ音低減回路８を動作状態にする（ステップＳＴ－１）。
【００３７】
プラグ判別回路８は、時点ｔ３の所定時間後の時点ｔ４に、スイッチＳ１をオンにする制
御信号（論理０から論理１に変化する制御信号）をスイッチＳ１に供給して、スイッチＳ
１は、時点ｔ４の所定時間後の時点ｔ５以降オンになり、電源＋Ｂからの所定の直流電圧
＋Ｖ ccが抵抗器７を通じてＱ点に印加され（ステップＳＴ－２）、Ｑ点の電圧は０（Ｖ）
から徐々に立ち上がって、例えば、時点ｔ８で電圧Ｘ（Ｖ）になり、この電圧はプラグ判
別回路８に供給される。Ｑ点の電圧Ｘ（Ｖ）は、上述の数１の式の通りとなる。
【００３８】
そこで、プラグ判別回路８において、Ｑ点の電圧を、基準電圧と比較し（ステップＳＴ－
３）、Ｑ点の電圧が、基準電圧より低ければ、ジャックＪにステレオヘッドフォンミニプ
ラグＰ－Ｈが挿入されたことが判別される。時点ｔ５から所定時間後の時点ｔ６で、スイ
ッチＳ２の可動接点をＱ点側（オン）から接地側（オフ）に切換える制御信号（論理１を
論理０に変化する制御信号）をスイッチＳ２に供給して、その時点ｔ６の所定時間後の時
点ｔ７以降でスイッチＳ２の可動接点をＱ点側（オン）から接地側（オフ）に切り換えて
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、コンデンサ１０をＱ点から切り離すと共に、スイッチＳ２の可動接点によってコンデン
サ１０を短絡して、コンデンサ１０の電荷を放電させる（ステップＳＴ－４）。時点ｔ７
の所定時間後の時点ｔ８で、プラグ判別回路８がミュート回路４をオン（動作状態）にす
る制御信号（時点ｔ８で論理０を論理１に変化する制御信号）をミュート回路４に供給し
てこれを動作状態（オン）にする（ステップＳＴ－５）。しかる後、時点ｔ８の所定時間
後の時点ｔ９以降で、プラグ判別回路８がヘッドフォン用音声増幅器１を動作状態にする
制御信号（論理０から論理１に変化する制御信号）をヘッドフォン用音声増幅器１に供給
してこれを動作状態にする（ステップＳＴ－６）。時点ｔ９の所定時間後の時点ｔ１０で
、プラグ判別回路８がミュート回路４をオフ（非動作状態）にする制御信号（論理１から
論理０に変化する信号）をミュート回路４に供給してこれを非動作状態（オフ）にする（
ステップＳＴ－７）。
【００３９】
　プラグ判別回路８において、Ｑ点の電圧を、基準電圧と比較し（ステップＳＴ－３）、
Ｑ点の電圧が、基準電圧より高ければ、ジャックＪにステレオＡＶミニプラグＰ－Ｈが挿
入されたことが判別される。時点ｔ５から所定時間後の時点ｔ６で、スイッチＳ２の可動
接点を接地側（オフ）に切換える制御信号（論理１から論理０に変化す制御信号）をスイ
ッチＳ２に供給して、その時点ｔ６の所定時間後の時点ｔ７以降で、スイッチＳ２の可動
接点を接地側（オフ）に切り換えて、コンデンサ１０の電荷を放電させる（ステップＳＴ
－８）。時点ｔ７の所定時間後の時点ｔ８で、プラグ判別回路８がミュート回路５、６を
オン（動作状態）にする制御信号（論理０から論理１に変化する制御信号）をミュート回
路４に供給してこれを動作状態（オン）オンにする（ステップＳＴ－９）。しかる後、時
点ｔ８の所定時間後の時点ｔ９で、プラグ判別回路８がライン出力用音声増幅器２及び映
像出力用増幅器３を動作状態にする制御信号（論理０から論理１に変化する制御信号）を
ライン出力用音声増幅器２及び映像出力用増幅器３に供給してこれらを動作状態にする（
ステップＳＴ－１０）。時点ｔ９の所定時間後の時点ｔ１０で、プラグ判別回路８がミュ
ート回路 をオフ（非動作状態）にする制御信号（論理１から論理０に変化する制御
信号）をミュート回路 に供給してこれを非動作状態（オフ）にする（ステップＳＴ
－１１）。
【００４０】
尚、上述の第１及び第２の情報機器は、それぞれ音声機器、映像機器及び音声・映像機器
等が可能である。第１の情報機器に接続された共通のジャックに結合可能で、第２の情報
機器のインピーダンスの違いに応じて判別されるプラグとしては、ステレオプラグ、モノ
ーラルプラグ、マイクプラグ等が可能である。
【００４１】
又、上述のジャックＪに結合されるステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈの先端側から
第２番目の接点Ｒ及びグランド接点Ｇ間のインピーダンス並びにステレオＡＶミニプラグ
Ｐ－ＡＶの先端側から第２番目の接点Ｖ及びグランド接点Ｇ間のインピーダンスの大小を
プラグ判別回路８によって判別する場合は、電源＋Ｂからの電圧＋Ｖ ccを抵抗器７を通じ
て、ジャックＪの接点ｂ（これをＱ点とする）に印加し、そのＱ点の電圧をプラグ判別回
路８に供給するようにすれば良い。
【００４２】
ステレオヘッドフォンミニプラグＰ－Ｈの先端側から第１番目及び第２番目の接点は、規
格によって、それぞれ左及び右音声信号接点Ｌ、Ｒと定められているが、技術的には、そ
の逆も可能である。ステレオＡＶミニプラグＨ－ＡＶの第１番目及び第４番目の接点は、
規格によって、それぞれ左及び右音声信号接点Ｌ、Ｒと定められているが、技術的には、
その逆も可能である。
【００４３】
第１の情報機器に接続された共通ジャックと、互いに異なるインピーダンスを有する複数
の第２の情報機器にそれぞれ接続され、共通ジャックと結合可能な複数種類のプラグと、
共通ジャックに複数種類のプラグの内の任意のプラグが接続される情報機器の接続装置に
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おいて、第１の情報機器からの情報信号が複数の第２の情報機器の内の１つの情報機器に
伝送される場合の他に、複数の第２の情報機器の内の１つの情報機器からの情報信号が、
第１の情報機器に伝送される場合も可能である。
【００４４】
互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第２のステレオ音声機器並
びに第１の映像機器を有する第１のステレオ音声・映像装置に対し、第１のインピーダン
スと略等しいインピーダンスを有する第３のステレオ音声機器と、第２のインピーダンス
と略等しいインピーダンスを有する第４のステレオ音声機器及び第２の映像機器を有する
第２のステレオ音声・映像装置とを、選択的に接続する第１のステレオ音声・映像装置に
設けられた共通ジャックと、この共通ジャックに結合可能な、第３のステレオ音声機器に
設けられた第１のプラグ及び第２のステレオ音声・映像装置に設けられた第２のプラグと
を有し、第１のプラグには、第３のステレオ音声機器の左右音声信号端子が接続されるよ
うになされ、第２のプラグには、第４のステレオ音声機器の左右音声信号端子及び第２の
映像機器の映像信号端子が接続されるようになされたステレオ音声／映像装置の接続装置
において、第１のステレオ音声・映像装置からの音声又は映像信号が、第３のステレオ音
声機器、又は、第２のステレオ音声・映像装置に伝送される場合に他に、第３のステレオ
音声機器、又は、第２のステレオ音声・映像装置からの音声又は映像信号が第１のステレ
オ音声・映像装置に供給される場合も可能である。
【００４５】
このステレオ音声／映像装置の接続装置において、上述の各機器のインピーダンスは、共
通ジャック及びこれに結合可能な第１及び第２のプラグ間での上述の信号の伝送方向に応
じて、入力インピーダンス、又は、出力インピーダンスとなる。
【００４６】
【発明の効果】
第１の本発明は、第１の情報機器に接続された共通ジャックと、互いに異なるインピーダ
ンスを有する複数の第２の情報機器にそれぞれ接続され、共通ジャックと結合可能な複数
種類のプラグと、共通ジャックに複数種類のプラグの内の任意のプラグが接続されたとき
、プラグの所定接点にインピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、プラグの所定接点
とグランド接点との間の電圧を検出し、その電圧に応じて所定接点及びグランド接点間の
インピーダンスを検出し、そのインピーダンスの値に応じて、プラグの種類、又は、第２
の情報機器の種類を判別する判別手段とを有するので、第１の情報機器における接続手段
のためのスペースを小さくすることのできる情報機器の接続装置を得ることができる。
【００４７】
第２の本発明によれば、互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第
２のステレオ音声機器並びに第１の映像機器を有する第１のステレオ音声・映像装置に対
し、第１のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第３のステレオ音声機器と
、第２のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する第４のステレオ音声機器及び
第２の映像機器を有する第２のステレオ音声・映像装置とを、選択的に接続する第１のス
テレオ音声・映像装置に設けられた共通ジャックと、この共通ジャックに結合可能な、第
３のステレオ音声機器に設けられた第１のプラグ及び第２のステレオ音声・映像装置に設
けられた第２のプラグとを有し、第１のプラグには、第３のステレオ音声機器の左右音声
信号端子が接続されるようになされ、第２のプラグには、第４のステレオ音声機器の左右
音声信号端子及び第２の映像機器の映像信号端子が接続されるようになされ、第１のプラ
グは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、右（又は左）音声信号接点及び
グランド接点を備え、第２のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点
、映像信号接点、グランド接点及び右（又は左）音声信号接点を備え、共通ジャックに第
１、又は、第２のプラグが結合されたとき、第１、又は、第２のプラグの先端部から第１
番目の接点及びグランド接点間のインピーダンスが、第１及び第２のインピーダンスのい
ずれであるかを判別することによって、共通ジャックに結合されたプラグが第１及び第２
のプラグのいずれであるかを判別し、共通ジャックに結合されたプラグが第１のプラグで
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あると判別されたときは、第１のステレオ音声機器を動作状態にし、共通ジャックに結合
されたプラグが第２のプラグであると判別されたときは、第２のステレオ音声機器及び第
１の映像機器を動作状態にするように制御するプラグ判別手段を共通ジャック側に設けた
ので、第１のステレオ音声・映像装置における接続手段のためのスペースを小さくするこ
とのできるステレオ音声／映像装置の接続装置を得ることができる。
【００４８】
第３の本発明によれば、互いに異なる第１及び第２のインピーダンスを有する第１及び第
２のステレオ音声機器並びに第２のインピーダンスを有する第１の映像機器を有する第１
のステレオ音声・映像装置に対し、第１のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有
する第３のステレオ音声機器と、第２のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有す
る第４のステレオ音声機器及び第２のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有する
第２の映像機器を有する第２のステレオ音声・映像装置とを、選択的に接続する第１のス
テレオ音声・映像装置に設けられた共通ジャックと、その共通ジャックに結合可能な、第
３のステレオ音声機器に設けられた第１のプラグ及び第２のステレオ音声・映像装置に設
けられた第２のプラグとを有し、第１のプラグには、第３のステレオ音声機器の左右音声
信号端子が接続されるようになされ、第２のプラグには、第４のステレオ音声機器の左右
音声信号端子及び第２の映像機器の映像信号端子が接続されるようになされ、第１のプラ
グは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点、右（又は左）音声信号接点及び
グランド接点を備え、第２のプラグは、その先端部から順に、左（又は右）音声信号接点
、映像信号接点、グランド接点及び右（又は左）音声信号接点を備え、共通ジャックに第
１、又は、第２のプラグが結合されたとき、第１、又は、第２のプラグの先端部から第２
番目の接点及びグランド接点間のインピーダンスが、第１及び第２のインピーダンスのい
ずれであるかを判別することによって、共通ジャックに結合されたプラグが第１及び第２
のプラグのいずれであるかを判別し、共通ジャックに結合されたプラグが第１のプラグで
あると判別されたときは、第１のステレオ音声機器を動作状態にし、共通ジャックに結合
されたプラグが第２のプラグであると判別されたときは、第２のステレオ音声機器及び第
１の映像機器を動作状態にするように制御するプラグ判別手段を共通ジャック側に設けた
ので、第１のステレオ音声・映像装置における接続手段のためのスペースを小さくするこ
とのできるステレオ音声／映像装置の接続装置を得ることができる。
【００４９】
第４の本発明によれば、第２の本願発明のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
プラグ判別手段は、共通ジャックを通じて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第１
番目の接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、該第１番目の接点の電圧
に応じて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第１番目の接点及びグランド接点間の
インピーダンスが、第１及び第２のインピーダンスのいずれであるかを判別するように構
成され、所定電圧の立ち上がりを緩慢にする立ち上がり電圧緩慢手段を設けるようにした
ので、第２の本発明の効果に加えて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第１番目の
接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加しても、ボツ音を低減することので
きるステレオ音声／映像装置の接続装置を得ることができる。
【００５０】
　第５の本発明によれば、第３の本願発明のステレオ音声／映像装置の接続装置において
、プラグ判別手段は、共通ジャックを通じて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第

番目の接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加し、該第 番目の接点の電
圧に応じて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第 番目の接点及びグランド接点間
のインピーダンスが、第１及び第２のインピーダンスのいずれであるかを判別するように
構成され、所定電圧の立ち上がりを緩慢にする立ち上がり電圧緩慢手段を設けるようにし
たので、第３の本発明の効果に加えて、第１、又は、第２のプラグの先端部から第 番目
の接点に、インピーダンス素子を通じて所定電圧を印加しても、ボツ音を低減することの
できるステレオ音声／映像装置の接続装置を得ることができる。
【００５１】
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　第６の本発明によれば、第２の本発明のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
第１及び第２のステレオ音声機器並びに 映像機器の信号路にそれぞれミュート回路
を設け、プラグ判別手段によって、第１及び第２のステレオ音声機器並びに 映像機
器の動作時には、その動作開始時の前後に亘って、対応するミュート回路が動作状態にな
るように制御するようにしたので、第２の本発明の効果に加えて、第１及び第２のステレ
オ音声機器並びに 映像機器が、プラグ判別手段の制御によって、非動作状態から動
作状態になっても、これによって発生するボツ音を低減することのできるステレオ音声／
映像装置の接続装置を得ることができる。
【００５２】
　第７の本発明によれば、第３の本発明のステレオ音声／映像装置の接続装置において、
第１及び第２のステレオ音声機器並びに 映像機器の信号路にそれぞれミュート回路
を設け、プラグ判別手段によって、第１及び第２のステレオ音声機器並びに 映像機
器の動作時には、その動作開始時の前後に亘って、対応するミュート回路が動作状態にな
るように制御するようにしたので、第３の本発明の効果に加えて、第１及び第２のステレ
オ音声機器並びに 映像機器が、プラグ判別手段の制御によって、非動作状態から動
作状態になっても、これによって発生するボツ音を低減することのできるステレオ音声／
映像装置の接続装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１を示すブロック線図である。
【図２】実施の形態１の動作説明のためのフローチャートである。
【図３】　実施の形態 のプラグ判別回路のアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２を示すブロック線図である。
【図５】実施の形態２の動作説明のためのフローチャートである。
【図６】実施の形態２のプラグ判別回路のアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図７】Ａ　実施の形態１及び２並びに従来例におけるステレオヘッドフォンミニプラグ
プラグ及びそれに接続されるヘッドフォンを示す回路図である。
Ｂ　実施の形態１及び２並びに従来例におけるステレオＡＶミニプラグ及びそれに接続さ
れるＡＶ装置を示す回路図である。
【符号の説明】
１　ヘッドフォン用増幅器、２　ライン出力用音声増幅器、３　映像出力用増幅器、４、
５、６　ミュート回路、７　抵抗器、８　プラグ判別手段、９　ボツ音低減回路、１０　
コンデンサ、１１　ＡＶ増幅装置、Ｊ　ジャック、Ｐ－Ｈ　ステレオヘッドフォンミニプ
ラグ、ＨＰ　ヘッドフォン、Ｐ－ＡＶ　ステレオＡＶミニプラグ、Ｓ１、Ｓ２　スイッチ
。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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