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(57)【要約】
【課題】第１のネットワークで接続されている外部機器
が第２のネットワークでも接続され、かつ通信可能状態
にあるかを検出し、また、その外部機器の第２のネット
ワーク上における識別子を検出する。
【解決手段】テレビ受信機（ＴＶ）１００はビデオレコ
ーダ（ＶＲ）２００（２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｄ）
に、ＣＥＣ経由で、応答要求を送信する。応答要求を受
信したＶＲ２００はＴＶ１００に、イーサネット４００
経由で、応答を送信する。ＴＶ１００は、各ＨＤＭＩ端
子に接続されているＶＲ２００にイーサネット４００で
も接続されていれば、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを
通じて、このＶＲ２００に応答要求を送信することで、
このＶＲ２００からイーサネット４００を通じて応答を
受信できる。また、この応答の送信元アドレスは、この
ＶＲ２００のイーサネット４００上における識別子であ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器に、第１のネットワークを通じて、第２のネットワーク上における自身の識別
子を含む応答要求を送信する応答要求送信部と、
　上記外部機器から、上記応答要求に応じて上記第２のネットワークを通じて送られてく
る、上記第１のネットワーク上における上記外部機器の識別子を含む応答を受信する応答
受信部と
　を備える電子機器。
【請求項２】
　上記第１のネットワークはＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークであり、
　上記第２のネットワークはイーサネットである
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　上記外部機器から上記第１のネットワークを通じてコンテンツデータを受信するコンテ
ンツデータ受信部と、
　上記応答受信部で受信される上記外部機器からの応答に基づいて、上記外部機器から上
記第２のネットワークを通じてコンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部をさらに
備える
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　複数のＨＤＭＩ端子を有し、
　上記応答受信部で受信される上記外部機器からの応答に基づいて、上記複数のＨＤＭＩ
端子と、該ＨＤＭＩ端子に接続された上記外部機器の上記第２のネットワーク上の識別子
に対応付けられた情報とを対応させて表示する表示制御部をさらに備える
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　上記第１のネットワークはイーサネットであり、
　上記第２のネットワークはＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークである
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　上記外部機器から上記第１のネットワークを通じて送られてくるコンテンツデータを受
信する第１のコンテンツデータ受信部と、
　上記外部機器から上記第２のネットワークを通じて送られてくるコンテンツデータを受
信する第２のコンテンツデータ受信部と、
　上記応答受信部で受信される上記外部機器からの応答に基づいて、上記第１のコンテン
ツデータ受信部で上記コンテンツデータを受信する状態から上記第２のコンテンツデータ
受信部で上記コンテンツデータを受信する状態に切り替える伝送路切り替え制御部をさら
に備える
　請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　外部機器から第１のネットワークを通じて送られてくる、第２のネットワーク上の上記
外部機器の識別子を含む応答要求を受信する応答要求受信部と、
　上記応答要求受信部で受信された上記応答要求に応じて、上記第１のネットワーク上に
おける自身の識別子を含む応答を、上記第２のネットワークを通じて上記外部機器に送信
する応答送信部と
　を備える電子機器。
【請求項８】
　上記第１のネットワークはＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークであり、
　上記第２のネットワークはイーサネットである
　請求項７に記載の電子機器。
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【請求項９】
　上記外部機器に、上記第１のネットワークを通じてコンテンツデータを送信するコンテ
ンツデータ送信部と、
　上記外部機器に上記第２のネットワークを通じてコンテンツ情報を送信するコンテンツ
情報送信部をさらに備える
　請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　上記第１のネットワークはイーサネットであり、
　上記第２のネットワークはＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークである
　請求項７に記載の電子機器。
【請求項１１】
　上記外部機器に上記第１のネットワークを通じてコンテンツデータを送信する第１のコ
ンテンツデータ送信部と、
　上記外部機器に上記第２のネットワークを通じてコンテンツデータを送信する第２のコ
ンテンツデータ送信部と、
　上記第１のコンテンツデータ送信部で上記コンテンツデータを送信する状態から上記第
２のコンテンツデータ送信部で上記コンテンツデータを送信する状態に切り替える伝送路
切り替え制御部をさらに備える
　請求項１０に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電子機器に関し、特に、外部機器からコンテンツデータを受信する、ある
いは外部機器にコンテンツデータを送信する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、
その他のＡＶソース（Audio Visual source）から、テレビ受信機、プロジェクタ、その
他のディスプレイに対して、デジタル映像信号と、その映像信号に付随するデジタル音声
信号とを、高速に伝送する通信インタフェースとして、ＨＤＭＩ(High Definition Multi
media Interface)が普及しつつある（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、近年、ＤＬＮＡ(Digital Living NetworkAlliance)対応の電子機器が提案されて
いる。ＤＬＮＡは、家電、モバイル、パーソナルコンピュータ産業における異メーカ間の
機器の相互接続を容易にするために結成された業界団体である。例えば、ＤＬＮＡのクラ
イアント（ＤＭＰ：Digital Media Player）機能を有するテレビ受信機は、イーサネット
（登録商標）を介して接続されているＤＬＮＡのサーバ（ＤＭＳ：Digital Media Server
）機能を有するビデオレコーダからコンテンツを受信して視聴できる。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークにおける機器接続状態を表示
する表示装置が記載されている。また、例えば、特許文献２には、プラグアンドプレイ処
理と、イーサネット上のＵＰｎＰＡＶアクションとを相互に変換するゲートウェイ装置が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－０３５１９２号公報
【特許文献２】特開２００７－２３５５８４号公報
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】High-Definition MultimediaInterface Specification Version 1.3a,N
ovember 10 2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　（１）ＨＤＭＩ／ＣＥＣのネットワークで機器固有の識別子がない。
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣのネットワークに接続した順に割り振られるＣＥＣ物理アドレスは、
ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークにおいてそれぞれの機器を識別するための唯一の識別子で
ある。しかしながら、このＣＥＣ物理アドレスは、他の機器との接続状態や、機器の起動
する順序によってしばしば変化してしまうことがある。
【０００８】
　例えば、ＨＤＭＩのシンク（Sink）機器であるデジタルテレビが、ソース（Source）機
器であるＤＶＤ（Digital Versatile Disc）プレーヤを、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク
上で認識する場合を考える。デジタルテレビに直接ＤＶＤプレーヤを接続した場合と、デ
ジタルテレビにＨＤＭＩのリピータ機能が付いたＡＶアンプを介してＤＶＤプレーヤを接
続した場合とでは、同じＤＶＤプレーヤであるにもかかわらず、割り当てられるＣＥＣ物
理アドレスは異なるものとなる。そのため、デジタルテレビは、このＤＶＤプレーヤを同
じ機器と認識することができない。
【０００９】
　また、機器のＣＥＣ論理アドレスを参照しても、機器に備わる機能や種別を取得できる
ものの、その機器のユニークな識別子を取得できない。例えば、デジタルテレビに複数台
の同一メーカ製ＤＶＤプレーヤを接続した場合、デジタルテレビは各々のＤＶＤプレーヤ
を厳密に区別することはできなかった。
【００１０】
　一方、デジタルテレビに各機器をイーサネットで接続した場合、デジタルテレビは、各
機器固有の識別子であるＭＡＣアドレスやＩＰアドレスによって、接続されている機器を
ユニークな個体として識別することができる。この識別子をＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワー
クの中でもやり取りすることで、接続されている各機器を正しく見分けることができるよ
うになる。
【００１１】
　（２）ＨＤＭＩで接続された機器のイーサネット接続状態の検出手段がない。
　ＨＤＭＩで相互に接続されている機器が、それぞれイーサネットでも接続されていて、
かつ相互にイーサネットを通して通信可能な状態にあるか否かを検出する手段がなかった
。ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでは番組名や、録画日時、チャンネル、出演者などとい
った、コンテンツを修飾するためのメタ情報をやり取りする仕組みがない。
【００１２】
　代わりに、これらの情報は、イーサネットを経てやり取りする方法が一般的である。Ｈ
ＤＭＩ／ＣＥＣのネットワークで相互に通信している機器同士が、イーサネットを介して
通信をする場合には、ＨＤＭＩ上での機器の識別子と、イーサネット上での機器の識別子
とを互いに紐付ける仕組みが必要となるが、従来の技術ではその手段がない。
【００１３】
　（３）ＨＤＭＩで接続された機器のイーサネット上での識別子の検出手段がない。
　ＨＤＭＩで接続されている機器がイーサネットでも接続されている場合、その機器のＭ
ＡＣアドレスやＩＰアドレス等のイーサネット上での識別子を検出する手段がなかった。
【００１４】
　（４）イーサネットで認識された機器のＨＤＭＩ接続状態の検出手段がない。
　イーサネット上で互いに通信している機器同士が、ＨＤＭＩでも接続されているかどう
かを検出する手段が存在しなかった。従来、動画コンテンツを再生することができるプレ
ーヤが、イーサネットを介して動画コンテンツを保存しているサーバと通信を行い、サー
バの保存する動画コンテンツのメタ情報を取得し、イーサネットを介して動画コンテンツ
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のストリームを受信して再生を行っていた。しかしながら、イーサネットの通信路容量は
動画コンテンツのビットレートと比べて十分に大きいとは言えない。もしも複数台のプレ
ーヤがイーサネットを介しての動画コンテンツストリームを再生した場合、イーサネット
の通信路容量が不足し、再生開始まで時間を要したり、動画再生が途切れたりしてしまう
。
【００１５】
　サーバとプレーヤがＨＤＭＩで接続されていることが検出できれば、イーサネットでは
なくＨＤＭＩを介してより安定した非圧縮動画を送受信することができる。しかし、従来
の技術ではイーサネット上の機器がＨＤＭＩで接続されているかを検出する手段はない。
【００１６】
　（５）イーサネットで認識された機器のＨＤＭＩ／ＣＥＣ物理アドレス検出手段が無い
。
　イーサネットで認識されたＨＤＭＩのソース（Source）機器が、ＨＤＭＩで接続されて
いる場合に、ソース（Source）機器のＨＤＭＩ／ＣＥＣの物理アドレスは何か、つまり、
ＨＤＭＩのシンク（Sink）機器のどのＨＤＭＩ入力端子に接続されているかを知る方法が
存在しなかった。
【００１７】
　この発明の目的は、以上の問題点を解決することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この発明の概念は、
　外部機器に、第１のネットワークを通じて、第２のネットワーク上における自身の識別
子を含む応答要求を送信する応答要求送信部と、
　上記外部機器から、上記応答要求に応じて上記第２のネットワークを通じて送られてく
る、上記第１のネットワーク上における上記外部機器の識別子を含む応答を受信する応答
受信部と
　を備える電子機器にある。
【００１９】
　また、この発明の概念は、
　外部機器から第１のネットワークを通じて送られてくる、第２のネットワーク上におけ
る上記外部機器の応答要求を受信する応答要求受信部と、
　上記応答要求受信部で受信された上記応答要求に応じて、上記第１のネットワーク上に
おける自身の識別子を含む応答を、上記第２のネットワークを通じて上記外部機器に送信
する応答送信部と
　を備える電子機器にある。
【００２０】
　この発明において、第１の電子機器の応答要求送信部により、第１のネットワークを通
じて、応答要求が外部機器（第２の電子機器）に送信される。この応答要求には、第２の
ネットワーク上における第１の電子機器の識別子が含まれている。第２の電子機器の応答
要求受信部により、外部機器（第１の電子機器）から第１のネットワークを通じて送られ
てくる応答要求が受信される。
【００２１】
　そして、第２の電子機器の応答送信部により、応答要求受信部で受信された応答要求に
応じて、上述の第１のネットワークとは異なる第２のネットワークを通じて、外部機器（
第１の電子機器）に応答が送信される。この応答には、第１のネットワーク上における第
２の電子機器の識別子が含まれている。第１の電子機器の応答受信部により、外部機器（
第２の電子機器）から第２のネットワークを通じて送られてくる応答が受信される。
【００２２】
　そのため、第１の電子機器は、第１のネットワークで接続されている第２の電子機器に
第２のネットワークでも接続されていれば、第１のネットワークを通じてこの第２の電子



(6) JP 2011-35797 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

機器に応答要求を送信することで、この第２の電子機器から第２のネットワークを通じて
送られてくる応答を受信できる。この応答には、この第２の電子機器の第１のネットワー
ク上における識別子が含まれているので、第１の電子機器は、応答要求を送信した第２の
電子機器からの応答であることを確認できる。
【００２３】
　したがって、第１の電子機器は、この応答により、この第２の電子機器に第２のネット
ワークでも接続され、通信可能状態にあることを検出できる。また、第１の電子機器は、
この応答の送信元アドレスにより、この第２の電子機器の第２のネットワーク上における
識別子を検出できる。
【００２４】
　例えば、第１のネットワークはＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークとされ、第２のネットワ
ークはイーサネットとされる。この場合、第１の電子機器は、第２の電子機器のイーサネ
ット上における識別子、例えばＭＡＣアドレスあるいはＩＰアドレスを検出でき、機器固
有の識別子を得ることができる。
【００２５】
　この発明において、例えば、第１の電子機器は、外部機器（第２の電子機器）から第１
のネットワーク（ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク）を通じてコンテンツデータを受信する
コンテンツデータ受信部と、応答受信部で受信される外部機器（第２の電子機器）からの
応答に基づいて、外部機器（第２の電子機器）から第２のネットワーク（イーサネット）
を通じてコンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部をさらに備える、ようにされる
。
【００２６】
　また、この発明において、例えば、第２の電子機器は、外部機器（第１の電子機器）に
、第１のネットワークを通じてコンテンツデータを送信するコンテンツデータ送信部と、
外部機器（第１の電子機器）に第２のネットワークを通じてコンテンツ情報を送信するコ
ンテンツ情報送信部をさらに備える、ようにされる。
【００２７】
　この場合、第１の電子機器（ＨＤＭＩのシンク機器）は、第２の電子機器（ＨＤＭＩの
ソース機器）から、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じてコンテンツデータを受信でき
ると共に、イーサネットを通じて、番組名、録画日時、チャネル、出演者などといった、
コンテンツを修飾するためのコンテンツ情報を取得できる。
【００２８】
　また、この発明において、例えば、第１の電子機器は、複数のＨＤＭＩ端子を有し、応
答受信部で受信される外部機器（第２の電子機器）からの応答に基づいて、複数のＨＤＭ
Ｉ端子と、このＨＤＭＩ端子に接続された外部機器（第２の電子機器）の第２のネットワ
ーク上の識別子に対応付けられた情報とを対応させて表示する表示制御部をさらに備える
、ようにされる。
【００２９】
　第１の電子機器は、応答の送信元アドレスにより、この第２の電子機器のイーサネット
上における識別子（機器固有の識別子）を検出できる。そのため、複数のＨＤＭＩ端子と
、このＨＤＭＩ端子に接続された外部機器（第２の電子機器）のイーサネット上の識別子
に対応付けられた情報、例えば機器名等とを対応させて表示できる。
【００３０】
　例えば、第１のネットワークはイーサネットとされ、第２のネットワークはＨＤＭＩ／
ＣＥＣネットワークとされる。
【００３１】
　この発明において、例えば、第１の電子機器は、外部機器（第２の電子機器）から第１
のネットワーク（イーサネット）を通じて送られてくるコンテンツデータを受信する第１
のコンテンツデータ受信部と、外部機器（第２の電子機器）から第２のネットワーク（Ｈ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク）を通じて送られてくるコンテンツデータを受信する第２の
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コンテンツデータ受信部と、応答受信部で受信される外部機器（第２の電子機器）からの
応答に基づいて、第１のコンテンツデータ受信部でコンテンツデータを受信する状態から
第２のコンテンツデータ受信部でコンテンツデータを受信する状態に切り替える伝送路切
り替え制御部をさらに備える、ようにされる。
【００３２】
　また、この発明において、例えば、第２の電子機器は、外部機器（第１の電子機器）に
第１のネットワークを通じてコンテンツデータを送信する第１のコンテンツデータ送信部
と、外部機器（第１の電子機器）に第２のネットワークを通じてコンテンツデータを送信
する第２のコンテンツデータ送信部と、第１のコンテンツデータ送信部でコンテンツデー
タを送信する状態から第２のコンテンツデータ送信部でコンテンツデータを送信する状態
に切り替える伝送路切り替え制御部をさらに備える、ようにされる。
【００３３】
　この場合、第１の電子機器（ＨＤＭＩのシンク機器）は、第２の電子機器（ＨＤＭＩの
ソース機器）に、イーサネットの他にＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されている
場合には、イーサネットを通じてコンテンツデータを受信する状態から、ＨＤＭＩ／ＣＥ
Ｃネットワークを通じてコンテンツデータを受信する状態に切り替えることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　この発明によれば、第１の電子機器は第２の電子機器に第１のネットワークを通じて応
答要求を送信し、第２の電子機器はその応答要求に応じて第２のネットワークを通じて第
１の電子機器に応答を送信するものであり、第１の電子機器は、第２の電子機器に第２の
ネットワークでも接続され、通信可能状態にあることを検出でき、また、この第２の電子
機器の第２のネットワーク上における識別子を検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明の第１の実施の形態としてのＡＶシステムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】ＡＶシステムを構成するテレビ受信機（ＤＭＰ機器、シンク機器）の構成例を示
すブロック図である。
【図３】ＡＶシステムを構成するビデオレコーダ（ＤＭＳ機器、ソース機器）の構成例を
示すブロック図である。
【図４】ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）とＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）の構成
例を示すブロック図である。
【図５】ＨＤＭＩトランスミッタとＨＤＭＩレシーバの構成例を示すブロック図である。
【図６】ＴＭＤＳ伝送データ構造の一例を示す図である。
【図７】ＨＤＭＩ端子のピン配列（タイプＡ）を示す図である。
【図８】ＣＥＣのデータ構造を示す図である。
【図９】ＣＥＣのヘッダブロックのデータ構造を示す図である。
【図１０】各機器の種類に応じて設定される論理アドレスの例を示す図である。
【図１１】イーサネットフレームの構成例を示す図である。
【図１２】テレビ受信機のＨＤＭＩ端子にＨＤＭＩケーブルで接続されている各機器（ソ
ース機器）についての、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレスが対応付けられた管理情報を含む
管理情報テーブルの一例を示す図である。
【図１３】テレビ受信機から各ビデオレコーダへのＣＥＣ経由の応答要求と、各ビデオレ
コーダからテレビ受信機へのイーサネット経由の応答の通信シーケンスの一例を示す図で
ある。
【図１４】ユーザが「外部入力」のカテゴリを選択した場合におけるテレビ受信機の表示
パネルの表示例を示す図である。
【図１５】テレビ受信機から各ビデオレコーダへのイーサネット経由の応答要求と、各ビ
デオレコーダからテレビ受信機へのＣＥＣ経由の応答の通信シーケンスの一例を示す図で
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ある。
【図１６】ユーザが「ネットワーク」のカテゴリを選択した場合におけるテレビ受信機の
表示パネルの表示例と、イーサネットを介して接続されているＤＬＮＡ機器（ＤＭＳ機器
）からユーザ操作により選択された所定のＤＬＮＡ機器（ユーザ選択ＤＬＮＡ機器）がＨ
ＤＭＩケーブルで接続されている場合における表示パネルの表示例を示す図である。
【図１７】この発明の第２の実施の形態としてのＡＶシステムの構成例を示すブロック図
である。
【図１８】ＡＶシステムを構成するテレビ受信機（ＤＭＰ機器、シンク機器）の構成例を
示すブロック図である。
【図１９】ＡＶシステムを構成するビデオレコーダ（ＤＭＳ機器、ソース機器）の構成例
を示すブロック図である。
【図２０】ソース機器およびシンク機器の高速データラインインタフェースの構成例を示
す接続図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．変形例
【００３７】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［ＡＶシステムの構成］
　図１は、第１の実施の形態としてのＡＶ（Audio and Visual）システム１０の構成例を
示している。このＡＶシステム１０は、コンテンツ受信装置を構成するテレビ受信機１０
０と、コンテンツ送信装置を構成するビデオレコーダ２００Ａ～２００Ｄを有している。
ここで、テレビ受信機１００は、ＤＬＮＡのクライアント（ＤＭＰ）機能を有していると
共に、ＨＤＭＩのシンク機器を構成している。また、ビデオレコーダ２００Ａ～２００Ｄ
は、ＤＬＮＡのサーバ（ＤＭＳ）機能を有していると共に、ＨＤＭＩのソース機器を構成
している。
【００３８】
　テレビ受信機１００は、３個のＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）１０１～１０３と、１
個のネットワーク端子１２５を備えている。また、ビデオレコーダ２００Ａ～２００Ｄは
、１個のＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）２０１と、１個のネットワーク端子２１５を備
えている。ＨＤＭＩ端子１０１～１０３，２０１は、ＨＤＭＩケーブルを接続するための
端子である。ネットワーク端子１２５，２１５は、イーサネットケーブルを接続するため
の端子である。
【００３９】
　テレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子１０１は、ＨＤＭＩケーブル３０１を介して、ビデ
オレコーダ２００ＡのＨＤＭＩ端子２０１に接続されている。テレビ受信機１００のＨＤ
ＭＩ端子１０２は、ＨＤＭＩケーブル３０２を介して、ビデオレコーダ２００ＢのＨＤＭ
Ｉ端子２０１に接続されている。テレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子１０３は、ＨＤＭＩ
ケーブル３０３を介して、ビデオレコーダ２００ＤのＨＤＭＩ端子２０１に接続されてい
る。
【００４０】
　テレビ受信機１００のネットワーク端子１２５は、イーサネットケーブル４０１を介し
て、イーサネット４００に接続されている。ビデオレコーダ２００Ａのネットワーク端子
２１５は、イーサネットケーブル４０２を介して、イーサネット４００に接続されている
。ビデオレコーダ２００Ｂのネットワーク端子２１５は、イーサネットケーブル４０３を
介して、イーサネット４００に接続されている。ビデオレコーダ２００Ｃのネットワーク
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端子２１５は、イーサネットケーブル４０４を介して、イーサネット４００に接続されて
いる。ここで、ＨＤＭＩケーブル３０１～３０３はＴＭＤＳの伝送路を構成しており、イ
ーサネット４００は、ＤＬＮＡの伝送路を構成している。
【００４１】
　［テレビ受信機の構成例］
　図２は、テレビ受信機１００の構成例を示している。このテレビ受信機１００は、ＨＤ
ＭＩ端子１０１～１０３と、ＨＤＭＩスイッチャ１０４と、ＨＤＭＩ受信部１０５を有し
ている。また、テレビ受信機１００は、アンテナ端子１０７と、デジタルチューナ１０８
と、デマルチプレクサ１０９と、ＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Group）デコーダ１
１０を有している。
【００４２】
　また、テレビ受信機１００は、映像・グラフィック処理回路１１１と、パネル駆動回路
１１２と、表示パネル１１３を有している。また、テレビ受信機１００は、音声処理回路
１１４と、音声増幅回路１１５と、スピーカ１１６と、ＤＴＣＰ（Digital Transmission
 Content Protection）回路１１７を有している。
【００４３】
　また、テレビ受信機１００は、内部バス１２０と、ＣＰＵ１２１と、フラッシュＲＯＭ
１２２と、ＤＲＡＭ１２３を有している。また、テレビ受信機１００は、イーサネットイ
ンタフェース（Ethernet I/F）１２４と、ネットワーク端子１２５と、リモコン受信部１
２６と、リモコン送信機１２７を有している。なお、「イーサネット」および「Ｅｔｈｅ
ｒｎｅｔ」は登録商標である。
【００４４】
　アンテナ端子１０７は、受信アンテナ（図示しない）で受信されたテレビ放送信号を入
力する端子である。デジタルチューナ１０８は、アンテナ端子１０７に入力されるテレビ
放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリーム
を出力する。デマルチプレクサ１０９は、デジタルチューナ１０８で得られたトランスポ
ートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport St
ream）を抽出する。このパーシャルＴＳには、映像データのＴＳパケットおよび音声デー
タのＴＳパケットが含まれている。
【００４５】
　また、デマルチプレクサ１０９は、デジタルチューナ１０８で得られたトランスポート
ストリームから、ＰＳＩ／ＳＩ（Program Specific Information/Service Information）
を取り出し、ＣＰＵ１２１に出力する。デジタルチューナ１０８で得られたトランスポー
トストリームには、複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ１０９で当該
トランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルＴＳを抽出する処理は、ＰＳ
Ｉ／ＳＩ（ＰＡＴ／ＰＭＴ）から当該任意のチャネルのパケットＩＤ（ＰＩＤ）の情報を
得ることで可能となる。
【００４６】
　ＭＰＥＧデコーダ１１０は、デマルチプレクサ１０９で得られる映像データのＴＳパケ
ットにより構成される映像ＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）パケットに対してデ
コード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ１１０は、デマルチプレ
クサ１０９で得られる音声データのＴＳパケットにより構成される音声ＰＥＳパケットに
対してデコード処理を行って音声データを得る。なお、このＭＰＥＧデコーダ１１０は、
必要に応じて、ＤＴＣＰ回路１１７で復号化されて得られた映像および音声のＰＥＳパケ
ットに対してデコード処理を行って映像データおよび音声データを得る。
【００４７】
　映像・グラフィック処理回路１１１は、ＭＰＥＧデコーダ１１０で得られた映像データ
に対して、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等を行う。パ
ネル駆動回路１１２は、映像・グラフィック処理回路１１１から出力される映像データに
基づいて、表示パネル１１３を駆動する。表示パネル１１３は、例えば、ＬＣＤ（Liquid



(10) JP 2011-35797 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

 Crystal Display）、ＰＤＰ（Plasma DisplayPanel）等で構成されている。音声処理回
路１１４はＭＰＥＧデコーダ１１０で得られた音声データに対してＤ／Ａ変換等の必要な
処理を行う。音声増幅回路１１５は、音声処理回路１１４から出力される音声信号を増幅
してスピーカ１１６に供給する。
【００４８】
　ＤＴＣＰ回路１１７は、デマルチプレクサ１０９で抽出されたパーシャルＴＳを、必要
に応じて暗号化する。また、ＤＴＣＰ回路１１７は、ネットワーク端子１２５からイーサ
ネットインタフェース１２４に供給される暗号化データを復号する。
【００４９】
　ＣＰＵ１２１は、テレビ受信機１００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ１２
２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ１２３は、ＣＰＵ１
２１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ１２１は、フラッシュＲＯＭ１２２から読み出し
たソフトウェアやデータをＤＲＡＭ１２３上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ
受信機１００の各部を制御する。
【００５０】
　リモコン受信部１２６は、リモコン送信機１２７から送信されたリモーコントロール信
号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ１２１に供給する。ＣＰＵ１２１、フラッシュＲ
ＯＭ１２２、ＤＲＡＭ１２３およびイーサネットインタフェース１２４は、内部バス１２
０に接続されている。
【００５１】
　ＨＤＭＩスイッチャ１０４は、ＨＤＭＩ端子１０１～１０３をＨＤＭＩ受信部１０５に
選択的に接続する。ＨＤＭＩ受信部１０５は、ＨＤＭＩスイッチャ１０４を介して、ＨＤ
ＭＩ端子１０１～１０３のいずれかに選択的に接続されている。ＨＤＭＩ受信部１０５は
、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭＩ端子１０１～１０３に接続されている外部機
器（ソース機器）から一方向に送信されてくるベースバンド（非圧縮）の映像（画像）と
音声のデータを受信する。このＨＤＭＩ受信部１０５の詳細は後述する。
【００５２】
　図２に示すテレビ受信機１００の動作を簡単に説明する。アンテナ端子１０７に入力さ
れるテレビ放送信号はデジタルチューナ１０８に供給される。このデジタルチューナ１０
８では、テレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポ
ートストリームが出力され、この所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ１
０９に供給される。このデマルチプレクサ１０９では、トランスポートストリームから、
ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（映像データのＴＳパケット、音声デ
ータのＴＳパケット）が抽出され、このパーシャルＴＳはＭＰＥＧデコーダ１１０に供給
される。
【００５３】
　ＭＰＥＧデコーダ１１０では、映像データのＴＳパケットにより構成される映像ＰＥＳ
パケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、映
像・グラフィック処理回路１１１において、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィック
スデータの重畳処理等が行われた後に、パネル駆動回路１１２に供給される。そのため、
表示パネル１１３には、ユーザの選択チャネルに対応した画像が表示される。
【００５４】
　また、ＭＰＥＧデコーダ１１０では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声
ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データ
は、音声処理回路１１４でＤ／Ａ変換等の必要な処理が行われ、さらに、音声増幅回路１
１５で増幅された後に、スピーカ１１６に供給される。そのため、スピーカ１１６から、
ユーザの選択チャネルに対応した音声が出力される。
【００５５】
　上述したテレビ放送信号の受信時において、デマルチプレクサ１０９で抽出されたパー
シャルＴＳをネットワークに送出できる。この場合、このパーシャルＴＳはＤＴＣＰ回路
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１１７で暗号化された後、イーサネットインタフェース１２４を介してネットワーク端子
１２５に出力される。
【００５６】
　なお、ネットワーク端子１２５からイーサネットインタフェース１２４に供給される、
暗号化されているパーシャルＴＳは、ＤＴＣＰ回路１１７で復号化された後に、ＭＰＥＧ
デコーダ１１０に供給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作と
なり、表示パネル１１３に画像が表示され、スピーカ１１６から音声が出力される。
【００５７】
　また、ＨＤＭＩ受信部１０５では、ＨＤＭＩケーブルを通じてＨＤＭＩ端子１０１～１
０３に入力される映像（画像）および音声のデータが取得される。この映像および音声の
データは、それぞれ、映像・グラフィック処理回路１１１および音声処理回路１１４に供
給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル１
１３に画像が表示され、スピーカ１１６から音声が出力される。
【００５８】
　［ビデオレコーダの構成例］
　図３は、ビデオレコーダ２００（ビデオレコーダ２００Ａ～２００Ｄ）の構成例を示し
ている。このビデオレコーダ２００は、ＨＤＭＩ端子２０１と、ＨＤＭＩ送信部２０２を
有している。また、ビデオレコーダ２００は、アンテナ端子２０４と、デジタルチューナ
２０５と、デマルチプレクサ２０６と、内部バス２０７を有している。また、ビデオレコ
ーダ２００は、記録部インタフェース２０８と、ＤＶＤ／ＢＤ（Digital Versatile Disc
/Blu-ray Disc）ドライブ２０９と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）２１０を有している。
【００５９】
　また、ビデオレコーダ２００は、ＣＰＵ２１１と、フラッシュＲＯＭ２１２と、ＤＲＡ
Ｍ２１３と、イーサネットインタフェース（Ethernet I/F）２１４と、ネットワーク端子
２１５を有している。また、ビデオレコーダ２００は、ＤＴＣＰ回路２１６と、ＭＰＥＧ
デコーダ２１７と、グラフィック生成回路２１８と、映像出力端子２１９と、音声出力端
子２２０を有している。
【００６０】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２０２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベース
バンドの映像（画像）と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子２０１から送出する。このＨＤＭ
Ｉ送信部２０２の詳細は後述する。
【００６１】
　アンテナ端子２０４は、受信アンテナ（図示しない）で受信されたテレビ放送信号を入
力する端子である。デジタルチューナ２０５は、アンテナ端子２０４に入力されるテレビ
放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ２
０６は、デジタルチューナ２０５で得られたトランスポートストリームから、所定の選択
チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport Stream）を抽出する。このパーシャル
ＴＳには、映像データのＴＳパケットおよび音声データのＴＳパケットが含まれている。
【００６２】
　また、デマルチプレクサ２０６は、デジタルチューナ２０５で得られたトランスポート
ストリームから、ＰＳＩ／ＳＩ（Program Specific Information/Service Information）
を取り出し、ＣＰＵ２１１に出力する。デジタルチューナ２０５で得られたトランスポー
トストリームには複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ２０６で当該ト
ランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルＴＳを抽出する処理は、ＰＳＩ
／ＳＩ（ＰＡＴ／ＰＭＴ）から当該任意のチャネルのパケットＩＤ（ＰＩＤ）の情報を得
ることで可能となる。
【００６３】
　ＣＰＵ２１１、フラッシュＲＯＭ２１２、ＤＲＡＭ２１３、デマルチプレクサ２０６、
イーサネットインタフェース２１４、および記録部インタフェース２０８は、内部バス２
０７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ２０９およびＨＤＤ２１０は、記録部イン
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タフェース２０８を介して内部バス２０７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ２０
９およびＨＤＤ２１０は、デマルチプレクサ２０６で抽出されたパーシャルＴＳを記録す
る。また、ＤＶＤ／ＢＤドライブ２０９およびＨＤＤ２１０は、それぞれ、記録媒体に記
録されているパーシャルＴＳを再生する。
【００６４】
　ＭＰＥＧデコーダ２１７は、デマルチプレクサ２０６で抽出された、あるいは、ＤＶＤ
／ＢＤドライブ２０９またはＨＤＤ２１０で再生されたパーシャルＴＳを構成する映像Ｐ
ＥＳパケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ
２１７は、当該パーシャルＴＳを構成する音声ＰＥＳパケットに対してデコード処理を行
って音声データを得る。
【００６５】
　グラフィック生成回路２１８は、ＭＰＥＧデコーダ２１７で得られた映像データに対し
て、必要に応じてグラフィックスデータの重畳処理等を行う。映像出力端子２１９は、グ
ラフィック生成回路２１８から出力される映像データを出力する。音声出力端子２２０は
、ＭＰＥＧデコーダ２１７で得られた音声データを出力する。ＤＴＣＰ回路２１６は、デ
マルチプレクサ２０６で抽出されたパーシャルＴＳ、あるいはＤＶＤ／ＢＤドライブ２０
９またはＨＤＤ２１０で再生されたパーシャルＴＳを、必要に応じて暗号化する。また、
ＤＴＣＰ回路２０６は、ネットワーク端子２１５からイーサネットインタフェース２１４
に供給される暗号化データを復号する。
【００６６】
　ＣＰＵ２１１は、ディスクレコーダ２００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ
２１２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２１３は、ＣＰ
Ｕ２１１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２１１は、フラッシュＲＯＭ２１２から読み
出したソフトウェアやデータをＤＲＡＭ２１３上に展開してソフトウェアを起動させ、デ
ィスクレコーダ２００の各部を制御する。
【００６７】
　図３に示すディスクレコーダ２００の動作を簡単に説明する。アンテナ端子２０４に入
力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ２０５に供給される。このデジタルチューナ
２０５では、テレビ放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームが取り出され
、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ２０６に供給される。このデ
マルチプレクサ２０６では、トランスポートストリームから、所定のチャネルに対応した
、パーシャルＴＳ（映像データのＴＳパケット、音声データのＴＳパケット）が抽出され
る。このパーシャルＴＳは、記録部インタフェース２０８を介してＤＶＤ／ＢＤドライブ
２０９、あるいはＨＤＤ２１０に供給され、ＣＰＵ２１１からの記録指示に基づいて記録
される。
【００６８】
　また、上述したようにデマルチプレクサ２０６で抽出されるパーシャルＴＳ、または、
ＤＶＤ／ＢＤドライブ２０９、あるいはＨＤＤ２１０で再生されるパーシャルＴＳは、Ｍ
ＰＥＧデコーダ２１７に供給される。このＭＰＥＧデコーダ２１７では、映像データのＴ
Ｓパケットにより構成される映像ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて映像デ
ータが得られる。この映像データは、グラフィック生成回路２１８でグラフィックスデー
タの重畳処理等が行われた後に、映像出力端子２１９に出力される。また、ＭＰＥＧデコ
ーダ２１７では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声ＰＥＳパケットに対し
てデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声出力端子２２
０に出力される。
【００６９】
　ＤＶＤ／ＢＤドライブ２０９、またはＨＤＤ２１０で再生されたパーシャルＴＳに対応
してＭＰＥＧデコーダ２１７で得られた映像（画像）と音声のデータは、ＨＤＭＩ送信部
２０２に供給され、ＨＤＭＩ端子２０１に接続されたＨＤＭＩケーブルに送出される。
【００７０】
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　また、デマルチプレクサ２０６で抽出されたパーシャルＴＳ、または、ＤＶＤ／ＢＤド
ライブ２０９、あるいはＨＤＤ２１０で再生されたパーシャルＴＳをネットワークに送出
する際には、以下のようにされる。すなわち、このパーシャルＴＳは、ＤＴＣＰ回路２１
６で暗号化され、その後に、イーサネットインタフェース２１４を介してネットワーク端
子２１５に出力される。
【００７１】
　［ＨＤＭＩ送信部とＨＤＭＩ受信部の構成例］
　図４は、ソース機器（ビデオレコーダ２００）のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）と
、シンク機器（テレビ受信機１００）のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）の構成例を示
している。
【００７２】
　ＨＤＭＩ送信部は、有効画像区間（以下、適宜、［アクティブビデオ区間］ともいう）
において、非圧縮の１画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネル
で、ＨＤＭＩ受信部に一方向に送信する。ここで、有効画像区間は、一の垂直同期信号か
ら次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間であ
る。また、ＨＤＭＩ送信部は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、少なくとも画
像に付随する音声データや制御データ、その他の補助データ等に対応する差動信号を、複
数のチャネルで、ＨＤＭＩ受信部に一方向に送信する。
【００７３】
　すなわち、ＨＤＭＩ送信部は、ＨＤＭＩトランスミッタ８１を有する。このＨＤＭＩト
ランスミッタ８１は、例えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換する
。そして、このＨＤＭＩトランスミッタ８１は、その差動信号を、複数のチャネルである
３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブルを介して接続されている
ＨＤＭＩ受信部に、一方向にシリアル伝送する。
【００７４】
　また、ＨＤＭＩトランスミッタ８１は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには
、必要な制御データその他の補助データ等を、対応する差動信号に変換する。そして、こ
のＨＤＭＩトランスミッタ８１は、その差動信号を、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１
，＃２で、ＨＤＭＩケーブルを介して接続されているＨＤＭＩ受信部に、一方向にシリア
ル伝送する。
【００７５】
　さらに、トランスミッタ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で送信する
画素データに同期したピクセルクロックを、ＴＭＤＳクロックチャネルで、ＨＤＭＩケー
ブルを介して接続されているＨＤＭＩ受信部に送信する。ここで、１つのＴＭＤＳチャネ
ル＃ｉ（ｉ＝０，１，２）では、ピクセルクロックの１クロックの間に、１０ビットの画
素データが送信される。
【００７６】
　ＨＤＭＩ受信部は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ送信
部から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信する。また、この
ＨＤＭＩ受信部は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数のチャネルで、ＨＤ
ＭＩ送信部から一方向に送信されてくる、音声データや制御データに対応する差動信号を
受信する。
【００７７】
　すなわち、ＨＤＭＩ受信部は、ＨＤＭＩレシーバ８２を有する。ＨＤＭＩレシーバ８２
は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブルを介して接続されているＨ
ＤＭＩ送信部から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声デー
タや制御データに対応する差動信号を、受信する。この場合、ＨＤＭＩレシーバ８２は、
同じくＨＤＭＩ送信部からＴＭＤＳクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロック
に同期して、画素データに対応する差動信号と、音声データや制御データに対応する差動
信号を、受信する。
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【００７８】
　ＨＤＭＩ送信部とＨＤＭＩ受信部とからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャネルには、上
述したＴＭＤＳチャネル＃０乃至＃２およびＴＭＤＳクロックチャネルの他にも、以下の
伝送チャネルがある。すなわち、ＨＤＭＩシステムの伝送チャネルには、ＤＤＣ（Displa
y Data Channel）８３やＣＥＣライン８４と呼ばれる伝送チャネルがある。ＣＥＣライン
８４は、ＨＤＭＩケーブルに含まれる図示せぬ１本の信号線からなり、ＨＤＭＩ送信部と
ＨＤＭＩ受信部との間で、制御用のデータの双方向通信を行うのに用いられる。ＤＤＣ８
３は、ＨＤＭＩケーブルに含まれる図示せぬ２本の信号線からなり、ＨＤＭＩ送信部が、
ＨＤＭＩケーブルを介して接続されたＨＤＭＩ受信部から、Ｅ－ＥＤＩＤを読み出すため
に使用される。
【００７９】
　すなわち、ＨＤＭＩ受信部は、ＨＤＭＩレシーバ８２の他に、自身の性能（Configurat
ion/capability）に関する性能情報であるＥ－ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩＤ　ＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）８５を有している。ＨＤＭＩ送信部は、ＨＤＭＩケーブルを介し
て接続されているＨＤＭＩ受信部から、当該ＨＤＭＩ受信部のＥ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８
３を介して読み出す。そして、ＨＤＭＩ送信部は、そのＥ－ＥＤＩＤに基づき、例えば、
ＨＤＭＩ受信部を有する電子機器が対応している画像のフォーマット（プロファイル）、
例えば、ＲＧＢ、ＹＣbＣr４：４：４、ＹＣbＣr４：２：２等を認識する。
【００８０】
　また、ＨＤＭＩケーブルには、ＨＰＤ（Hot Plug Detect）と呼ばれるピンに接続され
るＨＰＤライン８６が含まれている。ソース機器は、当該ライン８６を利用して、シンク
機器の接続を検出することができる。また、ＨＤＭＩケーブルには、ソース機器からシン
ク機器に電源を供給するために用いられる電源ライン８７が含まれている。さらに、ＨＤ
ＭＩケーブルには、リザーブライン８８が含まれている。
【００８１】
　図５は、図４のＨＤＭＩトランスミッタ８１とＨＤＭＩレシーバ８２の構成例を示して
いる。
【００８２】
　ＨＤＭＩトランスミッタ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ
対応する３つのエンコーダ／シリアライザ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃを有する。エンコーダ
／シリアライザ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃのそれぞれは、そこに供給される画像データ、補
助データ、制御データをエンコードし、パラレルデータからシリアルデータに変換して、
差動信号により送信する。例えば、画像データがＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３成分
を有する場合、Ｂ成分（Ｂ component）、Ｇ成分（Ｇ component）、Ｒ成分（Ｒ compone
nt）は、エンコーダ／シリアライザ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃに供給される。
【００８３】
　また、補助データとしては、例えば、音声データや制御パケットがあり、制御パケット
は、例えば、エンコーダ／シリアライザ８１Ａに供給され、音声データは、エンコーダ／
シリアライザ８１Ｂ，８１Ｃに供給される。さらに、制御データとしては、１ビットの垂
直同期信号（VSYNC）、１ビットの水平同期信号（HSYNC）、および、それぞれ１ビットの
制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１，ＣＴＬ２，ＣＴＬ３がある。垂直同期信号および水平同
期信号は、エンコーダ／シリアライザ８１Ａに供給される。制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ
１はエンコーダ／シリアライザ８１Ｂに供給され、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３はエン
コーダ／シリアライザ８１Ｃに供給される。
【００８４】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分、垂直同期
信号および水平同期信号、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコー
ダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分を、固定のビット数で
ある８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは
、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃
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０で送信する。
【００８５】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される垂直同期信号および水平
同期信号の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給
される補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリア
ライザ８１Ａは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。
【００８６】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分、制御ビッ
トＣＴＬ０，ＣＴＬ１、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃１
で送信する。
【００８７】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ０，Ｃ
ＴＬ１の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ８１Ｂは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。
【００８８】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分、制御ビッ
トＣＴＬ２，ＣＴＬ３、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃２
で送信する。
【００８９】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ２，Ｃ
ＴＬ３の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ８１Ｃは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。
【００９０】
　ＨＤＭＩレシーバ８２は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ対応す
る３つのリカバリ／デコーダ８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃを有する。そして、リカバリ／デコ
ーダ８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃのそれぞれは、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で差動信
号により送信されてくる画像データ、補助データ、制御データを受信する。さらに、リカ
バリ／デコーダ８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃのそれぞれは、画像データ、補助データ、制御デ
ータを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、さらにデコードして出力する。
【００９１】
　すなわち、リカバリ／デコーダ８２Ａは、ＴＭＤＳチャネル＃０で差動信号により送信
されてくる画像データのＢ成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを受信す
る。そして、リカバリ／デコーダ８２Ａは、その画像データのＢ成分、垂直同期信号およ
び水平同期信号、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコード
して出力する。
【００９２】
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　リカバリ／デコーダ８２Ｂは、ＴＭＤＳチャネル＃１で差動信号により送信されてくる
画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８２Ｂは、その画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
【００９３】
　リカバリ／デコーダ８２Ｃは、ＴＭＤＳチャネル＃２で差動信号により送信されてくる
画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８２Ｃは、その画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
【００９４】
　図６は、ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で各種の伝送データが伝
送される伝送区間（期間）の例を示している。なお、図６は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃
１，＃２において、横×縦が７２０×４８０画素のプログレッシブの画像が伝送される場
合の、各種の伝送データの区間を示している。
【００９５】
　ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で伝送データが伝送されるビデオ
フィールド（Video Field）には、伝送データの種類に応じて、３種類の区間が存在する
。この３種類の区間は、ビデオデータ区間（Video Data period）、データアイランド区
間（Data Islandperiod）、およびコントロール区間（Control period）である。
【００９６】
　ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ（activeedge
）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間である。このビデオフィールド区
間は、水平ブランキング期間（horizontal blanking）、垂直ブランキング期間（vertica
lblanking）、並びに、アクティブビデオ区間（Active Video）に分けられる。アクティ
ブビデオ区間は、ビデオフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキ
ング期間を除いた区間である
【００９７】
　ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間
では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する７２０画素×４８０ライン分の有効画素
（Active pixel）のデータが伝送される。データアイランド区間およびコントロール区間
は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間に割り当てられる。このデータア
イランド区間およびコントロール区間では、補助データ（Auxiliary data）が伝送される
。
【００９８】
　すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の
一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。コントロー
ル区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り当てられてい
る。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例
えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
【００９９】
　ここで、現行のＨＤＭＩでは、ＴＭＤＳクロックチャネルで伝送されるピクセルクロッ
クの周波数は、例えば１６５ＭＨｚであり、この場合、データアイランド区間の伝送レー
トは約５００Ｍbps程度である。
【０１００】
　図７は、ＨＤＭＩ端子のピン配列を示している。このピン配列は、タイプＡ（type-A）
の例である。ＴＭＤＳチャネル＃ｉの差動信号であるＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ＋とＴＭＤ
Ｓ　Ｄａｔａ＃ｉ－が伝送される２本のラインは、ＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ＋が割り当て
られているピンと、ＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ－が割り当てられているピンに接続される。
【０１０１】
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　また、制御用のデータであるＣＥＣ信号が伝送されるＣＥＣライン８４は、ピン番号が
１３であるピンに接続され、ピン番号が１４のピンは空き（Reserved）ピンとなっている
。また、Ｅ－ＥＤＩＤ等のＳＤＡ（SerialData）信号が伝送されるラインは、ピン番号が
１６であるピンに接続される。また、ＳＤＡ信号の送受信時の同期に用いられるクロック
信号であるＳＣＬ（Serial Clock）信号が伝送されるラインは、ピン番号が１５であるピ
ンに接続される。上述のＤＤＣ８３は、ＳＤＡ信号が伝送されるラインおよびＳＣＬ信号
が伝送されるラインにより構成される。
【０１０２】
　また、上述したようにソース機器がシンク機器の接続を検出するためのＨＰＤライン８
６は、ピン番号が１９であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給するた
めの電源ライン８７は、ピン番号が１８であるピンに接続される。
【０１０３】
　［応答要求と応答］
　図１に示すＡＶシステム１０において、テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ２００
Ａ，２００Ｂ，２００ＤにＨＤＭＩケーブル３０１，３０２，３０３を介して接続されて
いる。そのため、テレビ受信機１００Ａは、ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００
ＤからＨＤＭＩケーブル３０１，３０２，３０３を介して非圧縮のコンテンツデータ（画
像データ、音声データ）を受信できる。この場合、テレビ受信機１００はＨＤＭＩのシン
ク機器として機能し、ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００ＤはＨＤＭＩのソース
機器として機能する。
【０１０４】
　また、テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃにイーサ
ネット４００を介して接続されている。そのため、テレビ受信機１００は、ビデオレコー
ダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃからイーサネット４００を介して、コンテンツデータ（
画像データ、音声データ）を受信できる。この場合、テレビ受信機１００はＤＬＮＡのク
ライアント（ＤＭＰ）として機能し、ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００ＣはＤ
ＬＮＡのサーバ（ＤＭＳ）として機能する。
【０１０５】
　図１に示すＡＶシステム１０において、テレビ受信機１００にあっては、ＨＤＭＩ端子
１０１，１０２，１０３にそれぞれＨＤＭＩケーブル３０１，３０２，３０３を介してビ
デオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｄが接続されている。そのため、ユーザが例え
ば「外部入力」のカテゴリを選択した場合、表示パネル１１３にはＨＤＭＩ端子１０１，
１０２，１０３に対応したＨＤＭＩポート番号「HDMI 1」、「HDMI 2」、「HDMI3」が表
示される。このように表示されたＨＤＭＩポート番号「HDMI 1」、「HDMI 2」、「HDMI 3
」のいずれかがユーザ操作により選択されることで、テレビ受信機１００はＨＤＭＩケー
ブルを介してコンテンツデータを受信する外部入力状態となる。
【０１０６】
　テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコーダ２００に、イ
ーサネットでも接続されて通信可能状態にあるかの検出を行うことができる。また、テレ
ビ受信機１００は、イーサネットでも接続されているビデオレコーダのイーサネット上の
識別子（例えば、ＭＡＣアドレス）の検出を行うことができる。
【０１０７】
　この場合、テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコーダ２
００に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、応答要求を送信する。この応答要求に
は、イーサネット４００上におけるテレビ受信機１００の識別子（例えば、ＩＰアドレス
、またはＭＡＣアドレス）が含まれるようにする。この識別子は、応答あて先として使用
される。
【０１０８】
　図８は、ＣＥＣチャネルで伝送されるデータのブロック構成を示している。ＣＥＣチャ
ネルでは、１ブロックが４．５ｍ秒で伝送される構成とされている。データ伝送開始時に
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は、スタートビットが配置され、それに続いて、ヘッダブロックが配置され、その後に、
実際に伝送したいデータが含まれる任意の個数（ｎ個）のデータブロックが配置される。
図９は、ヘッダブロックのデータ構造例を示している。ヘッダブロックには、送信元（In
itiator）の論理アドレスと、あて先（Destination）の論理アドレスとが配置される。そ
れぞれのアドレスは、各機器の種類に応じて設定される。
【０１０９】
　なお、ビデオレコーダ２００は、ＨＤＭＩケーブルを介してテレビ受信機１００に接続
されるとき、ＨＤＭＩ制御プロトコルを使用して、テレビ受信機１００から物理アドレス
を取得する。また、ＣＥＣ対応機器は、ＨＤＭＩ接続時に、論理アドレスを取得するよう
に規定されている。ＣＥＣ対応機器は、この論理アドレスを用いて、メッセージの送受信
を行う。
【０１１０】
　図１０は、デバイスとＣＥＣ論理アドレスの対応関係を示すＣＥＣテーブルを示してい
る。デバイスの「ＴＶ」はテレビ、プロジェクタ等である。デバイスの「Recording Devi
ce」はＨＤＤレコーダ等である。デバイスの「Tuner」はＳＴＢ（Set Top Box）等である
。デバイスの「Playback Device」はＤＶＤプレーヤ、カムコーダ等である。デバイスの
「Audio System」はＡＶアンプ等である。このＣＥＣテーブルから明らかなように、一度
に接続できる各デバイスの数は決まっている。規定以上の機器が接続された場合には、そ
れらの機器の論理アドレスは｛１５｝となる。
【０１１１】
　ビデオレコーダ２００は、自身が記録機器であることから、図１０のＣＥＣテーブルに
基づいて、ＣＥＣ制御機器のRecording Deviceとしての論理アドレスを選択する。そして
、ビデオレコーダ２００は、ＣＥＣ制御プロトコルのPolling Messageで他の機器に同じ
論理アドレスを持つ機器が存在しないことを確認した後に、その論理アドレスを自身の論
理アドレスとして決定する。そして、ビデオレコーダ２００は、ＣＥＣ制御プロトコルの
Report Physical Addressにより、自身の物理アドレスと決定した論理アドレスとを対応
付けて、テレビ受信機１００に通知する。
【０１１２】
　また、テレビ受信機１００から上述の応答要求を受信したビデオレコーダ２００は、こ
の応答要求に応じて、テレビ受信機１００に、イーサネット４００を通じて、応答を送信
する。この応答には、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上におけるビデオレコーダ２００の
識別子（例えば、ＣＥＣ物理アドレスまたはＣＥＣ論理アドレス）が含まれるようにする
。
【０１１３】
　図１１は、イーサネットフレームの構成例（ＤＩＸ仕様）を示している。イーサネット
フレームは、８バイトのビットパターンであるプリアンブルに続けて送られる。このイー
サネットフレームは、イーサネットヘッダ、データ、ＦＣＳの３部分で構成されている。
イーサネットヘッダは、バイト長が１４バイトであり、６バイトのあて先ＭＡＣアドレス
と、６バイトの送信元ＭＡＣアドレスと、２バイトのイーサタイプを含んでいる。イーサ
タイプは、データ部分にどの上位層プロトコルのパケットが入っているかを示す。
【０１１４】
　テレビ受信機１００（ＣＰＵ１２１）は、イーサネット４００を介して接続されている
ＤＬＮＡ機器（ビデオレコーダ２００）のＭＡＣアドレスを、以下の処理過程を経ること
で、予め取得している。
【０１１５】
　すなわち、ネットワークに参加するテレビ受信機１００、ビデオレコーダ２００におい
ては、最初にアドレス設定が行われる。このアドレス設定は、ユーザが手動で固定ＩＰア
ドレスを割り当ててもよいし、あるいは、ＤＬＮＡ機器であるため、Auto IP、またはDHC
P client によってＩＰアドレスの割り当てを行ってもよい。
【０１１６】
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　次に、テレビ受信機１００およびビデオレコーダ２００は、例えば、ＵＰｎＰ（Univer
salPlug & Play）の機器発見によりネットワークに接続されたＤＬＮＡ機器の発見を行う
。この機器発見は、従来周知のように、ＳＳＤＰ（Simple Service Discovery Protocol
）と呼ばれるプロトコルを使用して行われる。
【０１１７】
　その後、テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデオレ
コーダ２００のＭＡＣアドレスを取得する。テレビ受信機１００は、ブロードキャストア
ドレスをあて先ＭＡＣアドレスとしたイーサネットフレームにより問い合わせを行うこと
で、上述したＵＰｎＰの機器発見で発見されたビデオレコーダ２００（機器名、ＩＰアド
レスで特定）のサーチを行う。
【０１１８】
　この問い合わせに対して、上述したＵＰｎＰの機器発見で発見されたビデオレコーダ２
００は、テレビ受信機１００のＭＡＣアドレスをあて先アドレスとし、自身のＭＡＣアド
レスを送信元アドレスとしたイーサネットフレームをサーチレスポンスとして送信する。
テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ２００からのサーチレスポンスにより、そのビデ
オレコーダ２００のＭＡＣアドレスを知ることができる。
【０１１９】
　テレビ受信機１００（ＣＰＵ１２１）は、上述したようにビデオレコーダ２００のＭＡ
Ｃアドレスを取得した後、図１２に示すように、ビデオレコーダ２００のＤＬＮＡ機器名
、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレスを対応付けて、管理する。図１２は、例えば、ビデオレ
コーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００ＣのＤＬＮＡ機器名が、それぞれ、「Video ABCD」、
「AABD Video」、「Video 1234」である場合の例示である。
【０１２０】
　上述したように、テレビ受信機１００から各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコ
ーダ２００に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、イーサネット４００上における
テレビ受信機１００の識別子が含まれた応答要求が送信される。そして、応答要求を受信
したビデオレコーダ２００からテレビ受信機１００に、イーサネット４００を通じて、Ｈ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上におけるビデオレコーダ２００の識別子が含まれた応答が
送信される。
【０１２１】
　そのため、テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコーダ２
００にイーサネット４００でも接続されていれば、ＣＥＣ経由で応答要求を送信すること
で、このビデオレコーダ２００からイーサネット４００を通じて応答を受信できる。この
応答には、このビデオレコーダ２００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上における識別子
が含まれているので、テレビ受信機１００は、応答要求を送信したビデオレコーダ２００
からの応答であることを確認できる。
【０１２２】
　したがって、テレビ受信機１００は、この応答により、このビデオレコーダ２００にイ
ーサネット４００でも接続され、通信可能状態にあることを検出できる。また、テレビ受
信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＭＡＣアドレス）により、このビデオレコー
ダ２００のイーサネット４００上における識別子を検出できる。このイーサネット４００
上における識別子は機器固有の識別子であるので、テレビ受信機１００は、その応答に係
るビデオレコーダ２００を一意に特定できる。
【０１２３】
　図１３は、テレビ受信機１００から各ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｄへ
の応答要求と、各ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｄからテレビ受信機１００
への応答の通信シーケンスの一例を示している。
【０１２４】
　（ａ）テレビ受信機（ＴＶ）１００は、ＨＤＭＩ端子１０１に接続されているビデオレ
コーダ（ＶＲ１）２００Ａに、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、応答要求を送信
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する。この応答要求には、テレビ受信機１００のイーサネット４００上の識別子である、
例えばＩＰアドレスが含まれている。
【０１２５】
　（ｂ）また、テレビ受信機１００は、ＨＤＭＩ端子１０２に接続されているビデオレコ
ーダ（ＶＲ２）２００Ｂに、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、応答要求を送信す
る。この応答要求には、テレビ受信機１００のイーサネット４００上の識別子である、例
えばＩＰアドレスが含まれている。
【０１２６】
　（ｃ）また、テレビ受信機１００は、ＨＤＭＩ端子１０２に接続されているビデオレコ
ーダ（ＶＲ４）２００Ｄに、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、応答要求を送信す
る。この応答要求には、テレビ受信機１００のイーサネット４００上の識別子である、例
えばＩＰアドレスが含まれている。
【０１２７】
　（ｄ）ビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａは、テレビ受信機１００に、イーサネット４
００を通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ１）２００ＡのＨ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子である、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれてい
る。テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａにイーサネット４００で
接続されているので、この応答を受信できる。
【０１２８】
　そのため、テレビ受信機１００は、この応答により、ＨＤＭＩ端子１０１に接続されて
いるビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａにイーサネット４００でも接続されていることを
検出できる。また、テレビ受信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＭＡＣアドレス
）により、このビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａのイーサネット上の識別子を検出でき
る。
【０１２９】
　（ｅ）ビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂは、テレビ受信機１００に、イーサネット４
００を通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ２）２００ＢのＨ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子である、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれてい
る。テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂにイーサネット４００で
接続されているので、この応答を受信できる。
【０１３０】
　そのため、テレビ受信機１００は、この応答により、ＨＤＭＩ端子１０２に接続されて
いるビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂにイーサネット４００でも接続されていることを
検出できる。また、テレビ受信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＭＡＣアドレス
）により、このビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂのイーサネット４００上の識別子を検
出できる。
【０１３１】
　（ｆ）ビデオレコーダ（ＶＲ４）２００Ｄは、テレビ受信機１００に、イーサネット４
００を通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ４）２００ＤのＨ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子である、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれてい
る。テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ（ＶＲ４）２００Ｄにイーサネット４００で
接続されていないので、この応答を受信できない。テレビ受信機１００は、ビデオレコー
ダ（ＶＲ４）２００Ｄからの応答を受信できないので、このビデオレコーダ（ＶＲ４）２
００Ｄにイーサネット４００では接続されていないか、あるいは接続されていても通信が
できない状態にあると認識できる。
【０１３２】
　テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコーダ２００がイー
サネット４００でも接続されている場合、イーサネット４００を通じて、各種情報を取得
できる。例えば、テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコー
ダ２００が保持する各コンテンツの情報、例えば、番組名、録画日時、チャネル、出演者
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などといった、コンテンツを修飾するための情報を取得できる。また、例えば、テレビ受
信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデオレコーダ２００の型番、メーカ名
、ユーザが独自に付与した機器名（ＤＬＮＡ機器名）などの機器に付随する情報を取得で
きる。
【０１３３】
　また、テレビ受信機１００は、上述したように、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビデ
オレコーダ２００のイーサネット４００上における識別子を検出できる。そのため、テレ
ビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子と、このＨＤＭＩ端子に接続されたビデオレコーダ２
００のイーサネット４００上の識別子に対応付けられた情報、例えば機器名等とを対応さ
せて表示できる。
【０１３４】
　図１４は、ユーザが例えば「外部入力」のカテゴリを選択した場合における表示パネル
１１３上の表示例を示している。この表示例では、ＨＤＭＩ端子１０１，１０２，１０３
に対応したＨＤＭＩポート番号「HDMI 1」、「HDMI 2」、「HDMI3」が表示されている。
また、この表示例では、ＨＤＭＩ端子１０１，１０２に対応したＨＤＭＩポート番号「HD
MI1」、「HDMI 2」に対応付けて、さらに、ＤＬＮＡ機器名「VideoABCD」、「AABD Video
」が表示されている。
【０１３５】
　また、テレビ受信機１００にあっては、ネットワーク端子１２５にイーサネット４００
を介してビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃが接続されている。そのため、ユ
ーザが例えば「ネットワーク」のカテゴリを選択した場合、表示パネル１１３には、ビデ
オレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃに対応した機器名（ＤＬＮＡ機器名）が表示さ
れる。このように表示パネル１１３に表示された機器名のいずれかがユーザ操作により選
択されることで、テレビ受信機１００はＤＬＮＡのクライアントとして機能し、イーサネ
ット４００を介してコンテンツデータを受信する状態となる。
【０１３６】
　テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデオレコーダ２
００に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されて通信可能状態にあるかの検出を行
うことができる。また、テレビ受信機１００は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続
されているビデオレコーダのＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別信号（例えば、ＣＥ
Ｃ物理アドレス）の検出を行うことができる。
【０１３７】
　この場合、テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデオ
レコーダ２００に、イーサネット４００を通じて、応答要求を送信する。この応答要求に
は、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上におけるテレビ受信機１００の識別子（例えば、Ｃ
ＥＣ物理アドレスまたはＣＥＣ論理アドレス）が含まれるようにする。この識別子は、応
答あて先として使用される。
【０１３８】
　また、テレビ受信機１００から上述の応答要求を受信したビデオレコーダ２００は、こ
の応答要求に応じて、テレビ受信機１００に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じて、
応答を送信する。この応答には、イーサネット４００上におけるビデオレコーダ２００の
識別子（例えば、ＩＰアドレスまたはＭＡＣアドレス）が含まれるようにする。
【０１３９】
　上述したように、テレビ受信機１００から、イーサネット４００を介して接続されてい
るビデオレコーダ２００に、イーサネット４００を通じて、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワー
ク上におけるテレビ受信機１００の識別子が含まれた応答要求が送信される。そして、応
答要求を受信したビデオレコーダ２００からテレビ受信機に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワ
ークを通じて、イーサネット４００上におけるビデオレコーダ２００の識別子が含まれた
応答が送信される。
【０１４０】
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　そのため、テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデオ
レコーダ２００にＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されていれば、イーサネット４
００経由で応答要求を送信し、ＣＥＣ経由で応答を受信できる。この応答には、このビデ
オレコーダ２００のイーサネット４００上における識別子が含まれているので、テレビ受
信機１００は、応答要求を送信したビデオレコーダ２００からの応答であることを確認で
きる。
【０１４１】
　したがって、テレビ受信機１００は、この応答により、このビデオレコーダ２００にＨ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続され、通信可能状態にあることを検出できる。また
、テレビ受信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＣＥＣ論理アドレス）により、こ
のビデオレコーダ２００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上における識別子を検出できる
。
【０１４２】
　図１５は、テレビ受信機１００から各ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃへ
の応答要求と、各ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃからテレビ受信機１００
への応答の通信シーケンスの一例を示している。
【０１４３】
　（ａ）テレビ受信機（ＴＶ）１００は、イーサネット４００を介して接続されているビ
デオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａに、イーサネット４００を通じて、応答要求を送信する
。この応答要求には、テレビ受信機１００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子で
ある、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれている。
【０１４４】
　（ｂ）また、テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデ
オレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂに、イーサネット４００を通じて、応答要求を送信する。
この応答要求には、テレビ受信機１００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子であ
る、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれている。
【０１４５】
　（ｃ）また、テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデ
オレコーダ（ＶＲ３）２００Ｃに、イーサネット４００を通じて、応答要求を送信する。
この応答要求には、テレビ受信機１００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子であ
る、例えばＣＥＣ物理アドレスが含まれている。
【０１４６】
　（ｄ）ビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａは、テレビ受信機１００に、ＨＤＭＩ／ＣＥ
Ｃネットワークを通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ１）２
００Ａのイーサネット４００上の識別子である、例えばＩＰアドレスが含まれている。ビ
デオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａはテレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子１０１に接続され
ているので、テレビ受信機１００はこの応答を受信できる。
【０１４７】
　そのため、テレビ受信機１００は、この応答により、イーサネット４００を介して接続
されているビデオレコーダ（ＶＲ１）２００ＡにＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続
され、通信可能状態にあることを検出できる。また、テレビ受信機１００は、この応答の
送信元アドレス（ＣＥＣ論理アドレス）により、このビデオレコーダ（ＶＲ１）２００Ａ
のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子を検出できる。これにより、テレビ受信機１
００は、この応答に係るビデオレコーダ（ＶＲ１）２００ＡがＨＤＭＩ端子１０１に接続
されていることを認識できる。
【０１４８】
　（ｅ）ビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂは、テレビ受信機１００に、ＨＤＭＩ／ＣＥ
Ｃネットワークを通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ２）２
００Ｂのイーサネット４００上の識別子である、例えばＩＰアドレスが含まれている。ビ
デオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂはテレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子１０２に接続され
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ているので、テレビ受信機１００はこの応答を受信できる。
【０１４９】
　そのため、テレビ受信機１００は、この応答により、イーサネット４００を介して接続
されているビデオレコーダ（ＶＲ２）２００ＢにＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続
され、通信可能状態にあることを検出できる。また、テレビ受信機１００は、この応答の
送信元アドレス（ＣＥＣ論理アドレス）により、このビデオレコーダ（ＶＲ２）２００Ｂ
のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上の識別子を検出できる。これにより、テレビ受信機１
００は、この応答に係るビデオレコーダ（ＶＲ２）２００ＢがＨＤＭＩ端子１０２に接続
されていることを認識できる。
【０１５０】
　（ｆ）ビデオレコーダ（ＶＲ３）２００Ｃは、テレビ受信機１００に、ＨＤＭＩ／ＣＥ
Ｃネットワークを通じて、応答を送信する。この応答には、ビデオレコーダ（ＶＲ３）２
００Ｃのイーサネット４００上の識別子である、例えばＩＰアドレスが含まれている。ビ
デオレコーダ（ＶＲ３）２００Ｃはテレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子に接続されていな
いので、テレビ受信機１００はこの応答を受信できない。テレビ受信機１００は応答を受
信できないので、このビデオレコーダ（ＶＲ３）２００ＣにＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワー
クでは接続されていないか、あるいは接続されていても通信ができない状態にあると認識
できる。
【０１５１】
　テレビ受信機１００は、イーサネット４００を介して接続されているビデオレコーダ２
００がＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されている場合、以下の切り替えをおこな
うことができる。すなわち、テレビ受信機１００は、このビデオレコーダ２００からのコ
ンテンツデータの受信状態を、イーサネット４００を通じた受信状態から、ＨＤＭＩ／Ｃ
ＥＣネットワークを通じた受信状態に切り替えることができる。この受信状態の切り替え
は、自動的に、あるいは、ユーザの切り替え操作に基づいて、行われる。
【０１５２】
　図１６（ａ）は、ユーザが例えば「ネットワーク」のカテゴリを選択した場合における
表示パネル１１３上の表示例を示している。この表示例では、ビデオレコーダ２００Ａ，
２００Ｂ，２００Ｃに対応した機器名、例えば「Video ABCD」、「AABD Video」、「Vide
o 1234」が表示されている。また、この表示例では、ＤＬＮＡ機器名「VideoABCD」、「A
ABD Video」に対応付けて、各機器が接続されているＨＤＭＩポート番号「HDMI 1」、「H
DMI 2」が表示されている。
【０１５３】
　テレビ受信機１００は、上述のイーサネット４００を通じての応答要求の送信およびＨ
ＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じての応答の受信により、以下のことがわかる。すなわ
ち、テレビ受信機１００は、ビデオレコーダ２００Ａ，２００Ｂに関しては、イーサネッ
ト４００を介して接続されている共に、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されてい
ることがわかる。
【０１５４】
　テレビ受信機１００Ａでは、ユーザが、上述したように表示パネルに表示された機器名
から、例えばビデオレコーダ２００Ａに対応した機器名「Video ABCD」を選択した場合、
表示パネル１１３の表示は、図１６（ｂ）に示すようになる。
【０１５５】
　すなわち、表示パネル１１３には、ＨＤＭＩケーブルで接続されている旨のメッセージ
が表示される。さらに、表示パネル１１３には、ＨＤＭＩ入力に切り替えるか否かをユー
ザに問い合わせるための表示がなされる。例えば、「ＨＤＭＩ入力に切り替えますか？」
という問い合わせ表示がなされ、ユーザは「ＹＥＳ」または「ＮＯ」のいずれかを選択可
能とされる。図１６（ｂ）の表示例は、「ＹＥＳ」が選択された状態を示している。
【０１５６】
　このようにユーザがＨＤＭＩ入力に切り替えることを選択した場合、テレビ受信機１０
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０は、ビデオレコーダ２００Ａからのコンテンツデータの受信状態を、イーサネット４０
０を通じた受信状態から、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じた受信状態に切り替える
。なお、この場合、イーサネット４００経由、あるいはＣＥＣ経由で、テレビ受信機１０
０からビデオレコーダ２００Ａに制御信号が送信される。そして、このビデオレコーダ２
００Ａにおけるコンテンツデータの送信状態は、イーサネット４００を通じた送信状態か
ら、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを通じた送信状態に切り替えられる。
【０１５７】
　図１に示すＡＶシステム１０のテレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子に接続されてい
るビデオレコーダ２００からのイーサネット４００経由の応答により、このビデオレコー
ダ２００にイーサネット４００でも接続され、通信可能な状態にあることを検出できる。
【０１５８】
　また、テレビ受信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＭＡＣアドレス）により、
このビデオレコーダ２００のイーサネット４００上における識別子を検出できる。このイ
ーサネット４００上における識別子は機器固有の識別子であるので、テレビ受信機１００
は、その応答に係るビデオレコーダ２００を一意に特定できる。
【０１５９】
　また、テレビ受信機１００は、このビデオレコーダ２００のイーサネット４００上にお
ける識別子を用いて、イーサネット４００を通じて、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビ
デオレコーダ２００が保持する各コンテンツの情報を取得できる。このコンテンツの情報
には、例えば、番組名、録画日時、チャネル、出演者などといった、コンテンツを修飾す
るための情報が含まれる。
【０１６０】
　また、テレビ受信機１００は、各ＨＤＭＩ端子と、このＨＤＭＩ端子に接続されたビデ
オレコーダ２００のイーサネット４００上の識別子に対応付けられた情報、例えば機器名
等とを対応させて表示できる。この場合、ユーザは、各ＨＤＭＩ端子に接続されているビ
デオレコーダの区別を容易に行うことができる。
【０１６１】
　また、テレビ受信機１００は、イーサネット４００で接続されているビデオレコーダ２
００からのＣＥＣ経由の応答により、このビデオレコーダ２００にＨＤＭＩ／ＣＥＣネッ
トワークでも接続されて通信可能状態にあることを検出できる。
【０１６２】
　また、テレビ受信機１００は、この応答の送信元アドレス（ＣＥＣ論理アドレス）によ
り、このビデオレコーダ２００のＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上における識別子を検出
できる。この場合、テレビ受信機１００は、この応答に係るビデオレコーダ２００が接続
されているＨＤＭＩ端子を認識できる。
【０１６３】
　また、テレビ受信機１００は、イーサネット４００で接続されているビデオレコーダ２
００がＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークでも接続されている場合、このビデオレコーダ２０
０からのコンテンツデータの受信状態を切り替えることができる。つまり、テレビ受信機
１００は、イーサネット４００を通じた受信状態から、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワークを
通じた受信状態に切り替えることができる。これにより、テレビ受信機１００は、ビデオ
レコーダ２００から非圧縮の高品質のコンテンツデータを安定して受信できるようになる
。
【０１６４】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［ＡＶシステムの構成］
　図１７は、第２の実施の形態としてのＡＶ（Audio and Visual）システム１０Ａの構成
例を示している。この図１７において、図１と対応する部分には同一符号を付し、その詳
細説明は省略する。
【０１６５】



(25) JP 2011-35797 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

　このＡＶシステム１０Ａは、コンテンツ受信装置を構成するテレビ受信機１００ａと、
コンテンツ送信装置を構成するビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａ、２００Ｃ，２０
０Ｄを有している。ここで、テレビ受信機１００ａは、ＤＬＮＡのクライアント（ＤＭＰ
）機能を有していると共に、ＨＤＭＩのシンク機器を構成している。また、ビデオレコー
ダ２００Ａａ，２００Ｂａ、２００Ｃ，２００Ｄは、ＤＬＮＡのサーバ（ＤＭＳ）機能を
有していると共に、ＨＤＭＩのソース機器を構成している。
【０１６６】
　テレビ受信機１００ａは、３個のＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）１０１～１０３と、
１個のネットワーク端子１２５を備えている。また、ビデオレコーダ２００Ａａ，２００
Ｂａ、２００Ｃ，２００Ｄは、１個のＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）２０１と、１個の
ネットワーク端子２１５を備えている。ＨＤＭＩ端子１０１～１０３，２０１は、ＨＤＭ
Ｉケーブルを接続するための端子である。ネットワーク端子１２５，２１５は、イーサネ
ットケーブルを接続するための端子である。
【０１６７】
　テレビ受信機１００ａのＨＤＭＩ端子１０１は、ＨＤＭＩケーブル３０１を介して、ビ
デオレコーダ２００ＡａのＨＤＭＩ端子２０１に接続されている。テレビ受信機１００ａ
のＨＤＭＩ端子１０２は、ＨＤＭＩケーブル３０２を介して、ビデオレコーダ２００Ｂａ
のＨＤＭＩ端子２０１に接続されている。テレビ受信機１００ａのＨＤＭＩ端子１０３は
、ＨＤＭＩケーブル３０３を介して、ビデオレコーダ２００ＤのＨＤＭＩ端子２０１に接
続されている。
【０１６８】
　テレビ受信機１００ａのネットワーク端子１２５は、イーサネットケーブル４０１を介
して、イーサネット４００に接続されている。ビデオレコーダ２００Ｃのネットワーク端
子２１５は、イーサネットケーブル４０４を介して、イーサネット４００に接続されてい
る。ここで、ＨＤＭＩケーブル３０１～３０３はＴＭＤＳの伝送路を構成しており、イー
サネット４００は、ＤＬＮＡの伝送路を構成している。
【０１６９】
　また、テレビ受信機１００ａおよびビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａは、ｅＨＤ
ＭＩ対応機器である。そのため、ビデオレコーダ２００Ａａは、ＨＤＭＩケーブル３０１
、テレビ受信機１００Ａａおよびイーサネットケーブル４０１を介して、イーサネット４
００に接続されている。同様に、ビデオレコーダ２００Ｂａは、ＨＤＭＩケーブル３０２
、テレビ受信機１００Ａａおよびイーサネットケーブル４０１を介して、イーサネット４
００に接続されている。
【０１７０】
　［テレビ受信機の構成例］
　図１８は、テレビ受信機１００ａの構成例を示している。この図１８において、図２と
対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。このテレビ受信機１００ａ
は、図２に示すテレビ受信機１００に対して、高速データラインインタフェース（高速Ｄ
ＬＩ／Ｆ）１０６-1～１０６-3が付加されている。
【０１７１】
　高速データラインインタフェース１０６-1～１０６-3は、ＨＤＭＩ端子１０１～１０３
に接続されるＨＤＭＩケーブルの所定ライン（この実施の形態においては、リザーブライ
ンおよびＨＰＤライン）により構成された双方向通信路のインタフェースである。この高
速データラインインタフェース１０６-1～１０６-3は、イーサネットインタフェース１２
４とＨＤＭＩ端子１０１～１０３との間に挿入されている。高速データラインインタフェ
ース１０６-1～１０６の詳細は後述する。
【０１７２】
　テレビ受信機１００ａは、上述の高速データラインインタフェース１０６-1～１０６-3
を有していることで、ＨＤＭＩ端子１０１～１０３に接続されるＨＤＭＩケーブルを介し
て、イーサネット通信（ＬＡＮ通信）を行うことが可能とされている。詳細説明は省略す
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るが、このテレビ受信機１００ａのその他は、図２に示すテレビ受信機１００と同様に構
成されており、同様の動作をする。
【０１７３】
　［ビデオレコーダの構成例］
　図１９は、ビデオレコーダ２００ａ（ビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａ）の構成
例を示している。この図１９において、図３と対応する部分には同一符号を付し、その詳
細説明は省略する。このビデオレコーダ２００ａは、図３に示すビデオレコーダ２００に
対して、高速データラインインタフェース（高速ＤＬＩ／Ｆ）２０３が付加されている。
【０１７４】
　高速データラインインタフェース２０３は、ＨＤＭＩケーブルを構成する所定ライン（
この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いた双方向通信のイン
タフェースである。この高速データラインインタフェース２０３は、イーサネットインタ
フェース２１４とＨＤＭＩ端子２０１との間に挿入されている。この高速データラインイ
ンタフェース２０３の詳細は後述する。
【０１７５】
　ビデオレコーダ２００ａは、上述の高速データラインインタフェース２０３を有してい
ることで、ＨＤＭＩ端子１０１～１０３に接続されるＨＤＭＩケーブルを介して、イーサ
ネット通信（ＬＡＮ通信）を行うことが可能とされている。詳細説明は省略するが、この
ビデオレコーダ２００ａのその他は、図３に示すビデオレコーダ２００と同様に構成され
ており、同様の動作をする。
【０１７６】
　［高速データラインインタフェースの構成例］
　図２０は、ソース機器およびシンク機器の高速データラインインタフェースの構成例を
示している。この高速データラインインタフェースは、ＬＡＮ(Local Area Network)通信
を行う通信部を構成する。この通信部は、ＨＤＭＩケーブルを構成する複数のラインのう
ち、１対の差動ラインにより構成された双方向通信路を用いて、通信を行う。この実施の
形態においては、１対の差動ラインは、空き（Reserve）ピン（１４ピン）に対応したリ
ザーブライン（Ether＋ライン）、およびＨＰＤピン（１９ピン）に対応したＨＰＤライ
ン（Ether－ライン）により構成される。
【０１７７】
　ソース機器は、ＬＡＮ信号送信回路１１、終端抵抗１２、ＡＣ結合容量１３，１４、Ｌ
ＡＮ信号受信回路１５、減算回路１６、プルアップ抵抗２１、ローパスフィルタを構成す
る抵抗２２および容量２３を有している。また、ソース機器は、比較器２４、プルダウン
抵抗３１、ローパスフィルタを形成する抵抗３２および容量３３、並びに比較器３４を有
している。ここで、高速データラインインタフェース（高速データラインＩ／Ｆ）は、Ｌ
ＡＮ信号送信回路１１、終端抵抗１２、ＡＣ結合容量１３，１４、ＬＡＮ信号受信回路１
５、減算回路１６により構成されている。
【０１７８】
　電源線（＋５．０Ｖ）と接地線との間には、プルアップ抵抗２１、ＡＣ結合容量１３、
終端抵抗１２、ＡＣ結合容量１４およびプルダウン抵抗３１の直列回路が接続される。Ａ
Ｃ結合容量１３と終端抵抗１２の互いの接続点Ｐ１は、ＬＡＮ信号送信回路１１の正出力
側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路１５の正入力側に接続される。また、ＡＣ結
合容量１４と終端抵抗１２の互いの接続点Ｐ２は、ＬＡＮ信号送信回路１１の負出力側に
接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路１５の負入力側に接続される。ＬＡＮ信号送信回
路１１の入力側には、送信信号（送信データ）ＳＧ11が供給される。
【０１７９】
　また、減算回路１６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路１５の出力信号ＳＧ12が供給
され、この減算回路１６の負側端子には、送信信号（送信データ）ＳＧ11が供給される。
この減算回路１６では、ＬＡＮ信号受信回路１５の出力信号ＳＧ12から送信信号ＳＧ11が
減算され、受信信号（受信データ）ＳＧ13が得られる。
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【０１８０】
　また、プルアップ抵抗２１およびＡＣ結合容量１３の互いの接続点Ｑ１は、抵抗２２お
よび容量２３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗２２および容量２３
の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器２４の一方の入力端子に
供給される。この比較器２４では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給
される基準電圧Ｖref1（＋３．７５Ｖ）と比較される。この比較器２４の出力信号ＳＧ14
は、ソース機器の制御部（ＣＰＵ）に供給される。
【０１８１】
　また、ＡＣ結合容量１４およびプルダウン抵抗３１の互いの接続点Ｑ２は、抵抗３２お
よび容量３３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗３２および容量３３
の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器３４の一方の入力端子に
供給される。この比較器３４では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給
される基準電圧Ｖref2（＋１．４Ｖ）と比較される。この比較器３４の出力信号ＳＧ15は
、ソース機器の制御部（ＣＰＵ）に供給される。
【０１８２】
　シンク機器は、ＬＡＮ信号送信回路４１、終端抵抗４２、ＡＣ結合容量４３，４４、Ｌ
ＡＮ信号受信回路４５、減算回路４６、プルダウン抵抗５１を有している。また、シンク
機器は、ローパスフィルタを構成する抵抗５２および容量５３、比較器５４、チョークコ
イル６１、抵抗６２、並びに抵抗６３を有している。ここで、高速データラインインタフ
ェース（高速データラインＩ／Ｆ）は、ＬＡＮ信号送信回路４１、終端抵抗４２、ＡＣ結
合容量４３，４４、ＬＡＮ信号受信回路４５、減算回路４６により構成されている。
【０１８３】
　電源線（＋５．０Ｖ）と接地線との間には、抵抗６２および抵抗６３の直列回路が接続
される。そして、この抵抗６２と抵抗６３の互いの接続点と、接地線との間には、チョー
クコイル６１、ＡＣ結合容量４４、終端抵抗４２、ＡＣ結合容量４３およびプルダウン抵
抗５１の直列回路が接続される。
【０１８４】
　ＡＣ結合容量４３と終端抵抗４２の互いの接続点Ｐ３は、ＬＡＮ信号送信回路４１の正
出力側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４５の正入力側に接続される。また、Ａ
Ｃ結合容量４４と終端抵抗４２の互いの接続点Ｐ４は、ＬＡＮ信号送信回路４１の負出力
側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４５の負入力側に接続される。ＬＡＮ信号送
信回路４１の入力側には、送信信号（送信データ）ＳＧ17が供給される。
【０１８５】
　また、減算回路４６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路４５の出力信号ＳＧ18が供給
され、この減算回路４６の負側端子には、送信信号ＳＧ17が供給される。この減算回路４
６では、ＬＡＮ信号受信回路４５の出力信号ＳＧ18から送信信号ＳＧ17が減算され、受信
信号（受信データ）ＳＧ19が得られる。
【０１８６】
　また、プルダウン抵抗５１およびＡＣ結合容量４３の互いの接続点Ｑ３は、抵抗５２お
よび容量５３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗５２および容量５３
の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器５４の一方の入力端子に
供給される。この比較器５４では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給
される基準電圧Ｖref3（＋１．２５Ｖ）と比較される。この比較器５４の出力信号ＳＧ16
は、シンク機器の制御部（ＣＰＵ）に供給される。
【０１８７】
　ＨＤＭＩケーブルに含まれるリザーブライン７１およびＨＰＤライン７２は、差動ツイ
ストペアを構成している。リザーブライン７１のソース側端７３は、ソース機器のＨＤＭ
Ｉ端子の１４ピンに接続され、当該リザーブライン７１のシンク側端７５はシンク機器の
ＨＤＭＩ端子の１４ピンに接続される。また、ＨＰＤライン７２のソース側端７４はソー
ス機器のＨＤＭＩ端子の１９ピンに接続され、当該ＨＰＤライン７２のシンク側端７６は
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シンク機器のＨＤＭＩ端子の１９ピンに接続される。
【０１８８】
　ソース機器において、上述したプルアップ抵抗２１とＡＣ結合容量１３の互いの接続点
Ｑ１は、ＨＤＭＩ端子の１４ピンに接続され、また、上述したプルダウン抵抗３１とＡＣ
結合容量１４の互いの接続点Ｑ２はＨＤＭＩ端子の１９ピンに接続される。一方、シンク
機器において、上述したプルダウン抵抗５１とＡＣ結合容量４３の互いの接続点Ｑ３はＨ
ＤＭＩ端子の１４ピンに接続され、また、上述したチョークコイル６１とＡＣ結合容量４
４の互いの接続点Ｑ４はＨＤＭＩ端子の１９ピンに接続される。
【０１８９】
　次に、上述したように構成された、高速データラインインタフェースによるＬＡＮ通信
の動作を説明する。
【０１９０】
　ソース機器において、送信信号（送信データ）ＳＧ11はＬＡＮ信号送信回路１１の入力
側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路１１から送信信号ＳＧ11に対応した差動信号（正
出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡＮ信号送信回路１１から出力される
差動信号は、接続点Ｐ１，Ｐ２に供給され、ＨＤＭＩケーブルの１対のライン（リザーブ
ライン７１、ＨＰＤライン７２）を通じて、シンク機器に送信される。
【０１９１】
　また、シンク機器において、送信信号（送信データ）ＳＧ17はＬＡＮ信号送信回路４１
の入力側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路４１から送信信号ＳＧ17に対応した差動信
号（正出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡＮ信号送信回路４１から出力
される差動信号は、接続点Ｐ３，Ｐ４に供給され、ＨＤＭＩケーブルの１対のライン（リ
ザーブライン７１、ＨＰＤライン７２）を通じて、ソース機器に送信される。
【０１９２】
　また、ソース機器において、ＬＡＮ信号受信回路１５の入力側は、接続点Ｐ１，Ｐ２に
接続されている。そのため、当該ＬＡＮ信号受信回路１５の出力信号ＳＧ12として、ＬＡ
Ｎ信号送信回路１１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送信信号と、上述し
たようにシンク機器から送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得ら
れる。減算回路１６では、ＬＡＮ信号受信回路１５の出力信号ＳＧ12から送信信号ＳＧ11
が減算される。そのため、この減算回路１６の出力信号ＳＧ13は、シンク機器の送信信号
（送信データ）ＳＧ17に対応したものとなる。
【０１９３】
　また、シンク機器において、ＬＡＮ信号受信回路４５の入力側は、接続点Ｐ３，Ｐ４に
接続されている。そのため、当該ＬＡＮ信号受信回路４５の出力信号ＳＧ18として、ＬＡ
Ｎ信号送信回路４１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送信信号と、上述し
たようにソース機器から送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得ら
れる。減算回路４６では、ＬＡＮ信号受信回路４５の出力信号ＳＧ18から送信信号ＳＧ17
が減算される。そのため、この減算回路４６の出力信号ＳＧ19は、ソース機器の送信信号
（送信データ）ＳＧ11に対応したものとなる。
【０１９４】
　このように、ソース機器の高速データラインインタフェースと、シンク機器の高速デー
タラインインタフェースとの間では、双方向のＬＡＮ通信を行うことができる。
【０１９５】
　なお、図２０において、ＨＰＤライン７２は、上述のＬＡＮ通信の他に、ＤＣバイアス
レベルで、ＨＤＭＩケーブルがシンク機器に接続されたことをソース機器に伝達する。す
なわち、シンク機器内の抵抗６２，６３とチョークコイル６１は、ＨＤＭＩケーブルがシ
ンク機器に接続されるとき、ＨＰＤライン７２を、ＨＤＭＩ端子の１９ピンを介して、約
４Ｖにバイアスする。ソース機器は、ＨＰＤライン７２のＤＣバイアスを、抵抗３２と容
量３３からなるローパスフィルタで抽出し、比較器３４で基準電圧Vref2（例えば、１．
４Ｖ）と比較する。
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【０１９６】
　ソース機器のＨＤＭＩ端子の１９ピンの電圧は、ＨＤＭＩケーブルがシンク機器に接続
されていなければ、プルダウン抵抗３１が存在するために基準電圧Ｖref2より低く、逆に
、ＨＤＭＩケーブルがシンク機器に接続されていれば基準電圧Ｖref2より高い。したがっ
て、比較器３４の出力信号ＳＧ15は、ＨＤＭＩケーブルがシンク機器に接続されていると
きは高レベルとなり、そうでないときは低レベルとなる。これにより、ソース機器の制御
部（ＣＰＵ）は、比較器３４の出力信号ＳＧ15に基づいて、ＨＤＭＩケーブルがシンク機
器に接続されたか否かを認識できる。
【０１９７】
　また、図２０において、リザーブライン７１のＤＣバイアス電位で、ＨＤＭＩケーブル
の両端に接続された機器が、ＬＡＮ通信が可能な機器（ｅＨＤＭＩ対応機器）か、ＬＡＮ
通信が不可能な機器（ｅＨＤＭＩ非対応機器）かを、相互に認識する機能を有している。
【０１９８】
　上述したように、ソース機器はリザーブライン７１を抵抗２１でプルアップ（＋５Ｖ）
し、シンク機器はリザーブライン７１を抵抗５１でプルダウンする。抵抗２１，５１は、
ｅＨＤＭＩ非対応機器には存在しない。
【０１９９】
　ソース機器は、上述したように、比較器２４で、抵抗２２および容量２３からなるロー
パスフィルタを通過したリザーブライン７１のＤＣ電位を基準電圧Ｖref1と比較する。シ
ンク機器が、ｅＨＤＭＩ対応機器でプルダウン抵抗５１があるときには、リザーブライン
７１の電圧が２．５Ｖとなる。しかし、シンク機器が、ｅＨＤＭＩ非対応機器でプルダウ
ン抵抗５１がないときには、リザーブライン７１の電圧がプルアップ抵抗２１の存在によ
り５Ｖとなる。
【０２００】
　そのため、基準電圧Ｖref1が例えば３．７５Ｖとされることで、比較器２４の出力信号
ＳＧ14は、シンク機器がｅＨＤＭＩ対応機器であるときは低レベルとなり、そうでないと
きは高レベルとなる。これにより、ソース機器の制御部（ＣＰＵ）は、比較器２４の出力
信号ＳＧ14に基づいて、シンク機器がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かを認識できる。
【０２０１】
　同様に、シンク機器は、上述したように、比較器５４で、抵抗５２および容量５３から
なるローパスフィルタを通過したリザーブライン７１のＤＣ電位を基準電圧Ｖref3と比較
する。ソース機器が、ｅＨＤＭＩ対応機器でプルアップ抵抗２１があるときには、リザー
ブライン７１の電圧が２．５Ｖとなる。しかし、ソース機器が、ｅＨＤＭＩ非対応機器で
プルアップ抵抗２１がないときには、リザーブライン７１の電圧がプルダウン抵抗５１の
存在により０Ｖとなる。
【０２０２】
　そのため、基準電圧Ｖref3が例えば１．２５Ｖとされることで、比較器５４の出力信号
ＳＧ16は、ソース機器がｅ－ＨＤＭＩ対応機器であるときは高レベルとなり、そうでない
ときは低レベルとなる。これにより、シンク機器の制御部（ＣＰＵ）は、比較器５４の出
力信号ＳＧ16に基づいて、ソース機器がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かを認識できる。
【０２０３】
　図２０に示す構成例によれば、１本のＨＤＭＩケーブルで映像と音声のデータ伝送と接
続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信とＬＡＮ通信を行うインタフェース
において、ＬＡＮ通信が１対の差動伝送路を介した双方向通信で行われる。また、このイ
ンタフェースにおいて、伝送路のうちの少なくとも片方のＤＣ（直流）バイアス電位によ
ってインタフェースの接続状態が通知される。そのため、物理的にＳＣＬライン、ＳＤＡ
ラインをＬＡＮ通信につかわない空間的分離を行うことが可能となる。その結果、ＤＤＣ
に関して規定された電気的仕様と無関係にＬＡＮ通信のための回路を形成することができ
、安定で確実なＬＡＮ通信が安価に実現できる。
【０２０４】
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　なお、図２０に示したプルアップ抵抗２１が、ソース機器内ではなく、ＨＤＭＩケーブ
ル内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルアップ抵抗２１の端子の
それぞれは、ＨＤＭＩケーブル内に設けられたラインのうち、リザーブライン７１、およ
び電源（電源電位）に接続されるライン（信号線）のそれぞれに接続される。
【０２０５】
　さらに、図２０に示したプルダウン抵抗５１および抵抗６３がシンク機器内ではなく、
ＨＤＭＩケーブル内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルダウン抵
抗５１の端子のそれぞれは、ＨＤＭＩケーブル内に設けられたラインのうち、リザーブラ
イン７１、およびグランド（基準電位）に接続されるライン（グランド線）のそれぞれに
接続される。また、抵抗６３の端子のそれぞれは、ＨＤＭＩケーブル内に設けられたライ
ンのうち、ＨＰＤライン７２、およびグランド（基準電位）に接続されるライン（グラン
ド線）のそれぞれに接続される。
【０２０６】
　以上説明したように、図１７に示すＡＶシステム１０Ａにおいて、ビデオレコーダ２０
０Ａａ，２００Ｂａのネットワーク端子２１５，２１５はイーサネット４００に接続され
ていない。しかし、テレビ受信機１００ａおよびビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａ
はｅＨＤＭＩ対応機器である。そして、ビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａは、ＨＤ
ＭＩケーブル３０１，３０２、テレビ受信機１００Ａａおよびイーサネットケーブル４０
１を介して、イーサネット４００に接続されている。
【０２０７】
　したがって、このＡＶシステム１０Ａは、上述の図１に示すＡＶシステム１０Ａと実質
的に同じ接続構成となっている。そのため、このＡＶシステム１０Ａのテレビ受信機１０
０ａおよびビデオレコーダ２００Ａａ，２００Ｂａ，２００Ｃ，２００Ｄは、図１に示す
ＡＶシステム１０の各機器と同様に動作し、同様の作用効果を得ることができる。
【０２０８】
　＜３．変形例＞
　なお、上述実施の形態においては、テレビ受信機１００から、ＣＥＣ経由でビデオレコ
ーダ２００に送信される応答要求には、イーサネット４００上におけるテレビ受信機１０
０の識別子としてＩＰアドレスが含まれるように説明した。しかし、このＩＰアドレスの
代わりに、ＭＡＣアドレスが含まれるようにしてもよい。また、ビデオレコーダ２００か
ら、イーサネット４００経由でテレビ受信機１００に送信される応答には、ＨＤＭＩ／Ｃ
ＥＣネットワーク上におけるビデオレコーダ２００の識別子としてＣＥＣ物理アドレスが
含まれるように説明した。しかし、このＣＥＣ物理アドレスの代わりに、ＣＥＣ論理アド
レスが含まれるようにしてもよい。
【０２０９】
　また、上述実施の形態においては、テレビ受信機１００から、イーサネット４００経由
でビデオレコーダ２００に送信される応答要求には、ＨＤＭＩ／ＣＥＣネットワーク上に
おけるテレビ受信機１００の識別子としてＣＥＣ物理アドレスが含まれるように説明した
。しかし、このＣＥＣ物理アドレスの代わりに、ＣＥＣ論理アドレスが含まれるようにし
てもよい。また、ビデオレコーダ２００から、ＣＥＣ経由でテレビ受信機１００に送信さ
れる応答には、イーサネット上におけるビデオレコーダ２００の識別子としてＩＰアドレ
スが含まれるように説明した。しかし、このＩＰアドレスの代わりに、ＭＡＣアドレスが
含まれるようにしてもよい。
【０２１０】
　また、上述実施の形態においては、コンテンツ受信装置として、ＤＬＮＡのクライアン
ト（ＤＭＰ）機能を有し、ＨＤＭＩのシンク機器であるテレビ受信機１００，１００ａを
示した。また、コンテンツ送信装置として、ＤＬＮＡのサーバ（ＤＭＳ）機能を有し、Ｈ
ＤＭＩのソース機器であるビデオレコーダ２００，２００ａを示した。しかし、この発明
が適用されるコンテンツ受信装置、コンテンツ送信装置は、これらに限定されない。
【０２１１】
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　また、上述実施の形態においては、テレビ受信機１００，１００ａとビデオレコーダ２
００，２００ａとがＨＤＭＩケーブルで接続される例を示した。しかし、ＨＤＭＩ／ＣＥ
Ｃネットワークは、有線伝送路で実現されるものに限定されるものではなく、無線伝送路
で実現されるものであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　この発明は、ＤＬＮＡのクライアント機能を有するテレビ受信機等のコンテンツ受信装
置と、ＤＬＮＡのサーバ機能を有するビデオレコーダ等のコンテンツ送信装置とがイーサ
ネット、ＨＤＭＩケーブル等で接続されてなるＡＶシステム等に適用できる。
【符号の説明】
【０２１３】
　１０，１０Ａ・・・ＡＶシステム、８１・・・ＨＤＭＩトランスミッタ、８２・・・Ｈ
ＤＭＩレシーバ、８３・・・ＤＤＣ、８４・・・ＣＥＣライン、８５・・・ＥＤＩＤＲＯ
Ｍ、８６・・・ＨＰＤライン、８７・・・電源ライン、８８・・・リザーブライン、１０
０，１００ａ・・・テレビ受信機、１０１～１０３・・・ＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート
）、１０４・・・ＨＤＭＩスイッチャ、１０５・・・ＨＤＭＩ受信部、１０６-1～１０６
-3・・・高速データラインインタフェース、１０７・・・アンテナ端子、１０８・・・デ
ジタルチューナ、１０９・・・デマルチプレクサ、１１０・・・ＭＰＥＧデコーダ、１１
１・・・映像・グラフィック処理回路、１１２・・・パネル駆動回路、１１３・・・表示
パネル、１１４・・・音声処理回路、１１５・・・音声増幅回路、１１７・・・ＤＴＣＰ
回路、１２０・・・内部バス、１２１・・・ＣＰＵ、１２２・・・フラッシュＲＯＭ、１
２３・・・ＤＲＡＭ、１２４・・・イーサネットインタフェース、１２５・・・ネットワ
ーク端子、１２６・・・リモコン受信部、１２７・・・リモコン送信機、２００，２００
ａ，２００Ａ～２００Ｄ，２００Ａａ，２００Ｂａ・・・ビデオレコーダ、２０１・・・
ＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）、２０２・・・ＨＤＭＩ送信部、２０３・・・高速デー
タラインインタフェース、２０４・・・アンテナ端子、２０５・・・デジタルチューナ、
２０６・・・デマルチプレクサ、２０７・・・内部バス、２０８・・・２０８・・・記録
部インタフェース、２０９・・・ＤＶＤ／ＢＤドライバ、２１０・・・ハードディスクド
ライブ、２１１・・・ＣＰＵ、２１２・・・フラッシュＲＯＭ、２１３・・・ＤＲＡＭ、
２１４・・・イーサネットインタフェース、２１５・・・ネットワーク端子、２１６・・
・ＤＴＣＰ回路、２１７・・・ＭＰＥＧデコーダ、２１８・・・グラフィック生成回路、
２１９・・・映像出力端子、２２０・・・音声出力端子、３０１～３０３・・・ＨＤＭＩ
ケーブル、４００・・・イーサネット、４０１～４０４・・・イーサネットケーブル
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