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(57)【要約】
【課題】再生装置が再生可能なすべてのコンテンツリス
トを表示装置に一覧表示する。
【解決手段】第１の再生装置３０と第１の表示装置１０
とがＬＡＮ５０を介して通信可能な伝送システム１００
であって、第１の再生装置３０は、ＨＤＭＩケーブル６
０を用いて通信可能な表示装置の識別情報を記憶部３９
に記憶し、第１の再生装置３０から提供されるコンテン
ツリストを記憶部４０に記憶する。第１の表示装置１０
は、ＨＤＭＩケーブル６０を用いて通信可能な再生装置
の識別情報を記憶部２３に記憶する。第１の再生装置３
０は、コンテンツリストを表示する表示装置が、記憶部
２３又は記憶部３９に記憶されている再生装置及び表示
装置の識別情報の少なくともいずれかからＨＤＭＩを用
いて通信可能な装置であると判定された場合、コンテン
ツリスト記憶部４０に記憶されたコンテンツリストを第
１の表示装置１０に送信する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを再生する再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介
して互いに送受信可能な伝送システムであって、
　前記再生装置は、
　前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な
表示装置の識別情報を記憶する表示装置記憶部と、
　前記再生装置から提供されるコンテンツリストを記憶するコンテンツリスト記憶部と、
を有し、
　前記表示装置は、
　前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生装置の識別情報を
記憶する再生装置記憶部を有し、
　前記再生装置は、
　ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶
されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別
情報の少なくともいずれかの情報から、前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると
判定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示
装置に送信する伝送システム。
【請求項２】
　前記通信手段は、ハイディフィニション　マルチメディア　インタフェースＨＤＭＩ規
格に基づき前記ネットワークとは別のＨＤＭＩケーブルを用いて信号を送受信する請求項
１に記載の伝送システム。
【請求項３】
　前記再生装置は、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示
装置記憶部に記憶されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されてい
る表示装置の識別情報の少なくともいずれかの情報から、前記通信手段を用いて送受信可
能な装置でないと判定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツ
リストのうち前記ネットワークに送出可能なコンテンツリストのみを抽出して前記表示装
置に送信する請求項１に記載の伝送システム。
【請求項４】
　前記再生装置は、
　ユーザが選択したコンテンツを表示する表示装置が、前記通信手段を用いて送受信可能
な装置であると判定された場合、前記表示装置の入力を自動的に切り替えて前記選択され
たコンテンツを再生し、前記通信手段を用いてそのコンテンツを前記表示装置に表示させ
る請求項１に記載の伝送システム。
【請求項５】
　前記再生装置は、
　ユーザが選択したコンテンツを表示する表示装置が、前記通信手段を用いて送受信可能
な装置でないと判定された場合、前記選択されたコンテンツを前記ネットワークに送出す
る請求項４に記載の伝送システム。
【請求項６】
　前記表示装置は、
　ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、前記通信手段を用いて送受信可能
な装置であると判定された場合、前記表示装置の入力を自動的に切り替えて前記選択され
たコンテンツの再生を前記再生装置に要求する請求項１に記載の伝送システム。
【請求項７】
　前記表示装置は、
　ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、前記通信手段を用いて送受信可能
な装置でないと判定された場合、前記選択されたコンテンツの再生要求を前記ネットワー
クに送出する請求項６に記載の伝送システム。
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【請求項８】
　前記再生装置は、前記コンテンツの再生要求に応じて前記選択されたコンテンツを出力
し、
　前記表示装置は、前記再生装置が前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定
された場合、前記出力されたコンテンツを前記通信手段を介して入力しながら表示し、前
記再生装置が前記通信手段を用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、前記出力
されたコンテンツを前記ネットワークを介して入力し、所定のデータ変換後に表示する請
求項７に記載の伝送システム。
【請求項９】
　コンテンツを表示する表示装置とネットワークを介して送受信可能な、コンテンツを再
生する再生装置であって、
　前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な
表示装置の識別情報を記憶する表示装置記憶部と、
　前記再生装置から提供されるコンテンツリストを記憶するコンテンツリスト記憶部と、
を備え、
　ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶
されている再生装置の識別情報から前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定
された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装置
に送信する再生装置。
【請求項１０】
　コンテンツを再生する再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介
して互いに送受信する伝送方法であって、
　前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な
表示装置の識別情報を表示装置記憶部に記憶するステップと、
　前記再生装置から提供されるコンテンツリストをコンテンツリスト記憶部に記憶するス
テップと、
　前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生装置の識別情報を
再生装置記憶部に記憶するステップと、
　ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶
されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別
情報の少なくともいずれかの情報から前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判
定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装
置に送信するステップと、を含む伝送方法。
【請求項１１】
　コンテンツを再生する再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介
して互いに送受信する伝送方法であって、
　前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な
表示装置の識別情報を表示装置記憶部に記憶する処理と、
　前記再生装置から提供されるコンテンツリストをコンテンツリスト記憶部に記憶する処
理と、
　前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生装置の識別情報を
再生装置記憶部に記憶する処理と、
　ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶
されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別
情報の少なくともいずれかの情報から前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判
定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装
置に送信する処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、伝送システム、再生装置、伝送方法及びプログラムに関する。特に、２系統
の通信手段を用いた伝送システム、再生装置、伝送方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ
）の技術仕様に基づき、特に家庭内ＬＡＮ（ホームネットワーク）を用いた機器間通信が
規格化されている。また、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）に基づく通信が規格化されている。これら２系統の通信手
段を用いた伝送システムも開発されている（たとえば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　ＤＬＮＡの技術仕様では、ＤＭＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）機能
を有する表示装置とＤＭＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｓｅｒｖｅｒ）機能を有する
再生装置とが、例えば家庭内ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などに接
続されている。
【０００４】
　これに加えて、表示装置と再生装置とは、ＨＤＭＩケーブルを用いて接続されている。
表示装置と再生装置とは、前記家庭内ネットワークとは別の伝送ラインであるＨＤＭＩケ
ーブルを用いて映像・音声・制御信号を１本のケーブルを経由して送受信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３０６０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、この伝送システムでは、表示装置にＨＤＭＩ接続された再生装置のコン
テンツリストを表示するには、表示装置の本体操作やリモコン操作により入力をＨＤＭＩ
接続に切り替えた上で、再生装置の本体操作やリモコン操作により再生装置のコンテンツ
リストを表示させる必要があった。
【０００７】
　また、ＤＬＮＡの技術仕様に基づき再生装置（ＤＭＳ）にて再生可能なコンテンツリス
トを表示装置（ＤＭＰ）に表示するには、表示装置の本体操作やリモコン操作により表示
装置のＤＬＮＡコンテンツリスト画面を表示させる必要があった。
【０００８】
　したがって、ユーザはＨＤＭＩ接続された再生装置のコンテンツリストとネットワーク
接続された再生装置（ＤＭＳ）のコンテンツリストとを表示装置（ＤＭＰ）に同時に一覧
表示することはできなかった。このため、表示装置に接続された全ての再生装置のコンテ
ンツリストを確認するために、ユーザは入力切り替えやリスト表示等の煩雑な操作を繰り
返さなければならなかった。
【０００９】
　これに対して、ＨＤＭＩ接続された再生機器からＨＤＭＩ上でコンテンツリスト情報を
伝送して、表示装置上でＤＬＮＡのコンテンツリストと統合して表示させることが考えら
れる。しかし、ＨＤＭＩ規格に基づく機器制御に使用されるＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）は低速インターフェースであるため、コンテ
ンツ数が数百個ある場合を考えるとコンテンツリストの伝送に相当の時間がかかり現実的
でない。
【００１０】
　また、ＨＤＭＩ接続された再生装置がＤＭＳ機能を持っていれば、ＨＤＭＩ接続された
再生装置もネットワーク接続することでＤＬＮＡの技術仕様に基づきＤＬＮＡコンテンツ
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リストとして他のＤＭＳ機能を持つ再生装置のコンテンツリストと統合して一覧表示する
ことも考えられる。しかしながら、この場合、ＤＬＮＡの技術仕様に基づきネットワーク
に送出できないコンテンツが存在すると、表示装置（ＤＭＰ）からのコンテンツリスト取
得要求に対してそれらのコンテンツをコンテンツリストに加えない再生装置（ＤＭＳ）も
ある。例えば、現在市販されているブルーレイ　ディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）
レコーダには光学ディスクに記録されたコンテンツや音楽コンテンツをＤＬＮＡの技術仕
様に基づきネットワークに送出しない場合があり、そのようなレコーダは送出しないコン
テンツをリストに加えない。
【００１１】
　さらに、送出できないコンテンツをコンテンツリストに加えたとしても、そのコンテン
ツを再生する段階で、結局、表示装置の入力先をＨＤＭＩ接続に切り替えてから再生装置
に記憶されたコンテンツを再生操作する必要があった。
【００１２】
　ＤＬＮＡの技術仕様に基づきネットワークに送出できるコンテンツであっても、表示装
置（ＤＭＰ）の再生能力や再生機能の制限によりコンテンツを表示できない場合がある。
例えば、ＤＭＰである表示装置がＤＴＣＰ－ＩＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）に対応していない場合、著作権保護されたデジタル放送コンテンツを表示で
きない。このため、コンテンツリストを表示する際にはそれらのコンテンツをリストに表
示しないか不活性表示にする。また、Ｈ．２６４／ＡＶＣ方式のストリームをデコードで
きない場合、Ｈ．２６４／ＡＶＣ方式でエンコードされた放送コンテンツやＡＶＣＨＤコ
ンテンツを表示することはできない。このような場合も、表示装置の入力先をＨＤＭＩ接
続に切り替えてから再生装置に記憶されたコンテンツの再生操作を行う必要があった。
【００１３】
　上記問題に鑑み、本発明は、コンテンツの伝送経路に拘わらず、再生装置が再生可能な
すべてのコンテンツリストを表示装置に一覧表示することが可能な、伝送システム、再生
装置、伝送方法及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、コンテンツを再生する再生装
置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介して互いに送受信可能な伝送シ
ステムであって、前記再生装置は、前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信
手段を用いて信号を送受信可能な表示装置の識別情報を記憶する表示装置記憶部と、前記
再生装置から提供されるコンテンツリストを記憶するコンテンツリスト記憶部と、を有し
、前記表示装置は、前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生
装置の識別情報を記憶する再生装置記憶部を有し、前記再生装置は、ユーザが要求したコ
ンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶されている再生装置の
識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別情報の少なくともいず
れかの情報から、前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記
コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装置に送信する伝送シ
ステムが提供される。
【００１５】
　これによれば、所定の記憶領域に記憶されている表示装置の識別情報及び再生装置の識
別情報の紐付けによって、ＨＤＭＩ等の通信手段を利用できると判定された場合、再生装
置のコンテンツリスト記憶領域に記憶されたすべてのコンテンツリストを一覧表示するこ
とができる。これにより、ユーザは再生を要求するコンテンツを容易に選択することがで
きる。
【００１６】
　前記通信手段は、ハイディフィニション　マルチメディア　インタフェースＨＤＭＩの
規格に基づき前記ネットワークとは別のＨＤＭＩケーブルを用いて信号を送受信してもよ
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い。
【００１７】
　前記再生装置は、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示
装置記憶部に記憶されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されてい
る表示装置の識別情報の少なくともいずれかの情報から、前記通信手段を用いて送受信可
能な装置でないと判定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツ
リストのうち前記ネットワークに送出可能なコンテンツリストのみを抽出してもよい。
【００１８】
　前記再生装置は、ユーザが選択したコンテンツを表示する表示装置が、前記通信手段を
用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記表示装置の入力を自動的に切り替
えて前記選択されたコンテンツを再生し、前記通信手段を用いてそのコンテンツを前記表
示装置に表示させてもよい。
【００１９】
　前記再生装置は、ユーザが選択したコンテンツを表示する表示装置が、前記通信手段を
用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、前記選択されたコンテンツを前記ネッ
トワークに送出してもよい。
【００２０】
　前記表示装置は、ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、前記通信手段を
用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記表示装置の入力を自動的に切り替
えて前記選択されたコンテンツの再生を前記再生装置に要求してもよい。
【００２１】
　前記表示装置は、ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、前記通信手段を
用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、前記選択されたコンテンツの再生要求
を前記ネットワークに送出してもよい。
【００２２】
　前記再生装置は、前記コンテンツの再生要求に応じて前記選択されたコンテンツを出力
し、前記表示装置は、前記再生装置が前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判
定された場合、前記出力されたコンテンツを前記通信手段を介して入力しながら表示し、
前記再生装置が前記通信手段を用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、前記出
力されたコンテンツを前記ネットワークを介して入力し、所定のデータ変換後に表示して
もよい。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンテンツを表示する
表示装置とネットワークを介して送受信可能な、コンテンツを再生する再生装置であって
、前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な
表示装置の識別情報を記憶する表示装置記憶部と、前記再生装置から提供されるコンテン
ツリストを記憶するコンテンツリスト記憶部と、を備え、ユーザが要求したコンテンツリ
ストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶されている再生装置の識別情報か
ら前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記コンテンツリス
ト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装置に送信する再生装置が提供される
。
【００２４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンテンツを再生する
再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介して互いに送受信する伝
送方法であって、前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号
を送受信可能な表示装置の識別情報を表示装置記憶部に記憶するステップと、前記再生装
置から提供されるコンテンツリストをコンテンツリスト記憶部に記憶するステップと、前
記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生装置の識別情報を再生
装置記憶部に記憶するステップと、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装
置が、前記表示装置記憶部に記憶されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部
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に記憶されている表示装置の識別情報の少なくともいずれかの情報から前記通信手段を用
いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶され
たコンテンツリストを前記表示装置に送信するステップと、を含む伝送方法が提供される
。
【００２５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンテンツを再生する
再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネットワークを介して互いに送受信する伝
送方法であって、前記表示装置のうち、前記ネットワークとは別の通信手段を用いて信号
を送受信可能な表示装置の識別情報を表示装置記憶部に記憶する処理と、前記再生装置か
ら提供されるコンテンツリストをコンテンツリスト記憶部に記憶する処理と、前記再生装
置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受信可能な再生装置の識別情報を再生装置記憶
部に記憶する処理と、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表
示装置記憶部に記憶されている再生装置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されて
いる表示装置の識別情報の少なくともいずれかの情報から前記通信手段を用いて送受信可
能な装置であると判定された場合、前記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツ
リストを前記表示装置に送信する処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラム
が提供される。
【発明の効果】
【００２６】
　以上説明したように本発明によれば、コンテンツの伝送経路に拘わらず、再生装置が再
生可能なすべてのコンテンツリストを表示装置に一覧表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる伝送システムの全体構成図である。
【図２】第１実施形態にかかる表示装置（ＤＭＰ）の内部構成図である。
【図３】第１実施形態にかかる表示装置に記憶された情報の一例を説明するための図であ
る。
【図４】第１実施形態にかかる再生装置（ＤＭＳ）の内部構成図である。
【図５】第１実施形態にかかる再生装置に記憶された情報の一例を説明するための図であ
る。
【図６】第１実施形態にかかる再生装置の処理を示したフローチャートである。
【図７】第１実施形態にかかる表示装置の処理を示したフローチャートである。
【図８】第１実施形態にかかる伝送システムを用いたコンテンツリストの取得を説明する
ための図である。
【図９】第１実施形態にかかる伝送システムを用いたコンテンツの再生を説明するための
図である。
【図１０】第２実施形態にかかる表示装置の処理を示したフローチャートである。
【図１１】第２実施形態にかかる再生装置の処理を示したフローチャートである。
【図１２】従来の伝送システムを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の内部構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　　［伝送システムの全体構成］
　　　（ＤＬＮＡ）
　　　（ＨＤＭＩ）
　　［コンテンツ一覧表示及び入力切り替え］
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　　［表示装置（ＤＭＰ）の内部構成］
　　［再生装置（ＤＭＳ）の内部構成］
　　［再生装置（ＤＭＳ）の動作］
　　［表示装置（ＤＭＰ）の動作］
　＜第２実施形態＞
　　［表示装置（ＤＭＰ）の内部構成］
　　［表示装置（ＤＭＰ）の動作］
　　［再生装置（ＤＭＳ）の動作］
【００３０】
　＜第１実施形態＞
　　［伝送システムの全体構成］
　まず、本発明の第１実施形態に係る伝送システムの全体構成について図１を参照しなが
ら説明する。第１実施形態に係る伝送システム１００は、複数の表示装置と複数の再生装
置とがＬＡＮ５０（家庭内ネットワーク）の伝送ライン及びケーブル（ＨＤＭＩケーブル
６０、ＡＶケーブル）の伝送ラインの２系統の通信手段により接続可能である。
【００３１】
　具体的には、第１の表示装置１０、第２の表示装置２８、第１の再生装置３０及び第２
の再生装置４８が、ＬＡＮ５０を用いて相互に接続されている。また、第１の表示装置１
０及び第１の再生装置３０は、ＬＡＮ５０とは別にＨＤＭＩケーブル６０を用いて接続さ
れている。なお、第２の表示装置２８と第２の再生装置４８とは、ＬＡＮ５０とは別にＡ
Ｖケーブル（ＨＤＭＩケーブルを含む。）を用いて接続されている。
【００３２】
　　　（ＤＬＮＡ）
　第１の表示装置１０、第２の表示装置２８、第１の再生装置３０及び第２の再生装置４
８は、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）
の技術仕様に基づきＬＡＮ５０を用いてコンテンツを送受信することが可能である。ＤＬ
ＮＡの技術仕様では、コンテンツを記録及び再生するＤＭＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉ
ａ　Ｓｅｒｖｅｒ）機能を有する再生装置と、再生装置で再生されたコンテンツを表示す
るＤＭＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）機能を有する表示装置とが規定
されている。再生装置（ＤＭＳ）及び表示装置（ＤＭＰ）のいずれもＬＡＮ５０に接続す
るだけで利用可能になり、表示装置（ＤＭＰ）は、ＬＡＮ５０により接続された再生装置
（ＤＭＳ）を探し出し、利用可能なコンテンツリストの一覧を自動的に取得することがで
きる。ユーザは表示装置（ＤＭＰ）に表示されたコンテンツリストの一覧の中から再生し
たいものを選択する。これにより、選択されたコンテンツが自動的に再生装置（ＤＭＳ）
から表示装置（ＤＭＰ）に提供される。
【００３３】
　　　（ＨＤＭＩ）
　第１の表示装置１０及び第１の再生装置３０は、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格に基づきＨＤＭＩケーブル６
０を用いてコンテンツを送受信することも可能である。ＨＤＭＩ規格は、主に家電やＡＶ
機器向けのデジタル映像信号や音声信号の入出力インターフェース規格の一つである。Ｈ
ＤＭＩケーブル６０では、１本のケーブルで映像信号及び制御信号を含む信号を合わせて
送受信することができる。
【００３４】
　ＨＤＭＩ－ＣＥＣ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ－Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）による再
生装置及び表示装置の機器連携の一つとして、ワンタッチプレイ（ＯＴＰ：Ｏｎｅ　Ｔｏ
ｕｃｈ　Ｐｌａｙ）のコマンドがある。ワンタッチプレイは、たとえば、再生装置の再生
ボタンに連動して、接続されている表示装置が電源オフ状態であれば自動的に電源オンし
、入力が自動的に再生装置に切り替わる動作を実現する機能である。これにより、ユーザ
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は、再生装置にディスクを挿入し、再生ボタンを押すというワンタッチの操作だけで、表
示装置側の電源をオンしたり、表示装置側の入力を切り替えたりする操作が不要となる。
【００３５】
　ＬＡＮ５０では、映像データや音声データが例えばＭＰＥＧ２方式で圧縮されて伝送さ
れる。一方、ＨＤＭＩケーブル６０では、非圧縮の映像データがピクセル単位で伝送され
、その際、音声データ及び制御データも同時に伝送される。
【００３６】
　第１の表示装置１０及び第２の表示装置２８は、コンテンツを表示する表示装置に相当
する。第１の表示装置１０及び第２の表示装置２８としては、たとえば、テレビジョン、
ＡＶ機器、パーソナルコンピュータ等が挙げられる。
【００３７】
　第１の再生装置３０及び第２の再生装置４８は、コンテンツを再生する再生装置に相当
する。第１の再生装置３０及び第２の再生装置４８としては、たとえば、ＨＤＤ内蔵のＤ
ＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）プレーヤ、Ｂｌｕ－ｒａｙレコ
ーダ、ホームサーバ、パーソナルコンピュータ等が挙げられる。
【００３８】
　ＬＡＮ５０は、ＤＬＮＡの仕様に基づき表示装置と再生装置との間でコンテンツを送受
信するネットワークの一例であり、たとえば、イーサネット（登録商標）であってもよい
。また、ＬＡＮ５０は、有線であっても無線であってもよい。
【００３９】
　　［コンテンツ一覧表示及び入力切り替え］
　以上に説明した伝送システム１００を構成する各装置の内部構成及び動作を説明する前
に、従来の２系統の伝送システムにおけるコンテンツ一覧表示及び入力切り替えについて
図１２を参照しながら簡単に説明する。
【００４０】
　図１２に示したように、従来の伝送システム９００では、ＤＭＳ９０に記憶されている
コンテンツリストと、たとえばテレビジョン等のＤＭＰ９２にＨＤＭＩ接続されているレ
コーダ９４のコンテンツリストとを同時に表示することができなかった。このため、まず
、ユーザは、テレビジョン（表示装置）の入力切り替え操作を行う必要があった。たとえ
ば、入力をＨＤＭＩの伝送ラインに切り替えた場合、ＤＭＰ９２には、ＨＤＭＩ経由で入
力したレコーダ９４のコンテンツリストＬ１が表示される。入力をＤＬＮＡの伝送ライン
に切り替えた場合、ＤＭＰ９２には、家庭内ＬＡＮ５０経由で入力したＤＭＳ９０のコン
テンツリストＬ２が表示される。このように、従来の伝送システム９００では、ユーザは
すべてのコンテンツリストＬ１、Ｌ２を同時に閲覧することはできなかった。また、双方
のコンテンツリストを閲覧するためにテレビ等の表示装置の入力の切り替え操作が必要で
あった。
【００４１】
　一方、第１実施形態及び第２実施形態に係る伝送システム１００では、従来必要であっ
た入力の切り替え操作をすることなく、表示装置側で視聴可能なすべてのコンテンツリス
トの一覧を同時に表示することができる。それらを実現するために伝送システム１００を
構成する各装置の内部構成について以下に説明し、その後各装置の動作について説明する
。
【００４２】
　　［表示装置（ＤＭＰ）の内部構成］
　まず、第１実施形態に係る表示装置（ＤＭＰ）として第１の表示装置１０の内部構成に
ついて図２を参照しながら説明する。
【００４３】
　第１の表示装置１０は、ＨＤＭＩ端子１１、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１２、ＨＤＭＩ／
ＣＥＣ制御部１３、ネットワーク端子１４、ネットワーク処理部１５、ネットワーク制御
部１６、制御部１７、コンテンツ再生部１８、映像表示処理部１９、表示パネル２０、音
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声処理部２１、スピーカ２２、ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３を有して
いる。
【００４４】
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１２、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部１３、ネットワーク処理部１５
、ネットワーク制御部１６、制御部１７、コンテンツ再生部１８、映像表示処理部１９、
音声処理部２１、ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３はバス４５で接続され
ている。
【００４５】
　ＨＤＭＩ端子１１及びＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１２は、ＨＤＭＩケーブル６０で接続さ
れている。ＨＤＭＩ端子１１は、映像データ、音声データ及び制御データを入力するため
の端子である。ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１２は、ＨＤＭＩ端子１１から入力された映像デ
ータや音声データの入力処理を行う。
【００４６】
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部１３は、ＨＤＭＩ規格に準拠するようにＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理
部１２にて実行される処理を制御する。たとえば、ワンタッチプレイでは、ＨＤＭＩ／Ｃ
ＥＣ制御部１３は、再生装置の再生ボタンに連動して、第１の表示装置１０の電源がオフ
状態であれば自動的に電源オンとなるように制御するとともに、入力が自動的にＨＤＭＩ
ケーブル６０側に切り替わるように制御する。これに応じて、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１
２は、ＨＤＭＩ端子１１から入力された映像データや音声データの入力処理を行う。
【００４７】
　ネットワーク端子１４及びネットワーク処理部１５は、ＬＡＮ５０で接続されている。
ネットワーク端子１４は、ＬＡＮ５０を接続するための端子である。ネットワーク処理部
１５は、ネットワーク端子１４で受信した映像データ等を受信して所望の処理を行う。ネ
ットワーク制御部１６は、ＤＬＮＡ仕様に準拠するようにネットワーク処理部１５の処理
を制御する。制御部１７は、ＨＤＭＩ端子１１を使用した伝送ラインの通信と、ネットワ
ーク端子１４を使用した伝送ラインの通信等、第１の表示装置１０全体の動作を制御する
。
【００４８】
　コンテンツ再生部１８は、ネットワーク端子１４から入力され、ネットワーク処理部１
５にて処理された映像データや音声データを第１の表示装置１０にて再生可能なデータに
変換する。
【００４９】
　映像表示処理部１９は、コンテンツ再生部１８にて変換された映像データを表示用に処
理し、表示パネル２０に表示させる。また、映像表示処理部１９は、ＨＤＭＩ端子１１で
入力された圧縮されていない映像データを表示用に処理し、表示パネル２０に表示させる
。なお、表示パネル２０としては、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等を使用することができる。
【００５０】
　音声処理部２１は、コンテンツ再生部１８にて変換された音声データを音声処理してア
ナログ変換し、増幅後、スピーカ２２から出力させる。また、音声処理部２１は、ＨＤＭ
Ｉ端子１１で入力された圧縮されていない音声データを音声処理してアナログ変換し、増
幅後、スピーカ２２から出力させる。
【００５１】
　ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３は、図３に示したように、ＬＡＮ上で
利用可能なＤＭＳの一覧表示２３ａ、各ＤＭＳから取得したコンテンツリスト２３ｂ、ど
のＤＭＳが第１の表示装置１０とＨＤＭＩ接続されているかの接続状況２３ｃを有してい
る。たとえば、ＬＡＮ上で利用可能なＤＭＳのうちＤＭＳ１は、ＢＤ－ＲＯＭ、ビデオ３
、音楽１、写真１のコンテンツリストを有し、第１の表示装置１０とＨＤＭＩ接続されて
いる。一方、ＤＭＳ２は、ビデオ１、ビデオ２のコンテンツリストを有し、第１の表示装
置１０とＨＤＭＩ接続されていない。
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【００５２】
　このように、本実施形態に係る表示装置には、ＨＤＭＩを用いて映像データ等の信号を
送受信可能なＤＭＳ（再生装置）の識別情報が記憶されている。たとえば、第１の表示装
置１０の表示パネル２０にＤＭＳを一覧表示させて、その中からＨＤＭＩ接続機器を選択
させることにより、ＤＭＳ（再生装置）とＨＤＭＩ接続されたＤＭＰ（表示装置）とを紐
付けてもよい。
【００５３】
　或いは、第１の再生装置３０がＬＡＮ５０に接続されたとき、第１の再生装置３０がＬ
ＡＮ５０上で自機を特定できるネットワーク情報をＣＥＣのベンダースペシフィックコマ
ンド等で第１の表示装置１０に送信する。これにより、ＨＤＭＩ接続している再生装置が
第１の再生装置３０であることを第１の表示装置１０に通知して第１の表示装置１０と第
１の再生装置３０とを紐付けてもよい。
【００５４】
　なお、ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３は、伝送システム１００に接続
された再生装置のうち、ＬＡＮ５０とは別の通信手段であるＨＤＭＩケーブル６０を用い
て映像信号を含む信号を送受信可能な再生装置の識別情報を記憶する再生装置記憶部の一
例である。再生装置記憶部は、第１の表示装置１０にＨＤＭＩ接続が可能なＤＭＳの識別
情報を有していればよく、必ずしもコンテンツリストを記憶しておく必要はない。
【００５５】
　　［再生装置（ＤＭＳ）の内部構成］
　次に、第１実施形態に係る再生装置（ＤＭＳ）として第１の再生装置３０の内部構成に
ついて図４を参照しながら説明する。
【００５６】
　第１の再生装置３０は、ＨＤＭＩ端子３１、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２、ＨＤＭＩ／
ＣＥＣ制御部３３、ネットワーク端子３４、ネットワーク処理部３５、ネットワーク制御
部３６、制御部３７、コンテンツ再生部３８、利用可能ＤＭＰ記憶部３９、コンテンツリ
スト記憶部４０、コンテンツ記憶部４１を有している。
【００５７】
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部３３、ネットワーク処理部３５
、ネットワーク制御部３６、制御部３７、コンテンツ再生部３８、利用可能ＤＭＰ記憶部
３９、コンテンツリスト記憶部４０、コンテンツ記憶部４１はバス４５で接続されている
。
【００５８】
　ＨＤＭＩ端子３１とＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２とはＨＤＭＩケーブル６０で接続され
ている。ＨＤＭＩ端子３１は、映像データ、音声データ及び制御データを出力するための
端子である。ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２は、ＨＤＭＩ端子３１に出力する映像データや
音声データの出力処理を行う。
【００５９】
　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部３３は、ＨＤＭＩ規格に準拠するようにＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理
部３２を制御する。たとえば、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部３３は、再生装置の再生ボタンに
連動して、第１の表示装置１０にＯＴＰ（ワンタッチプレイ）のコマンドを送信するよう
にＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２を制御する。
【００６０】
　ネットワーク端子３４とネットワーク処理部３５とはＬＡＮ５０で接続されている。ネ
ットワーク端子３４は、ＬＡＮ５０と接続するための端子である。ネットワーク処理部３
５は、ネットワーク端子１４から送信する映像データ等を処理する。ネットワーク制御部
３６は、ＤＬＮＡ仕様に準拠するようにネットワーク処理部３５の処理を制御する。
【００６１】
　制御部３７は、ＨＤＭＩ端子３１を使用した伝送ラインの通信と、ネットワーク端子３
４を使用した伝送ラインの通信等、第１の再生装置３０全体の動作を制御する。たとえば
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、制御部３７は、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する第１の表示装置１０が、
ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３に記憶されている再生装置の識別情報（
図３に示したＨＤＭＩ接続可能ＤＭＳ）又は利用可能ＤＭＰ記憶部３９に記憶されている
表示装置の識別情報（図５に示したＨＤＭＩ接続可能ＤＭＰ）の少なくともいずれかの情
報から、ＨＤＭＩケーブル６０を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、コン
テンツリスト記憶部４０に記憶されたコンテンツリストを第１の表示装置１０に送信する
。
【００６２】
　また、制御部３７は、ユーザが選択したコンテンツを表示する第１の表示装置１０が、
同様にしてＨＤＭＩケーブル６０を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、第
１の表示装置１０の入力を自動的に切り替えて、ユーザにより選択されたコンテンツを再
生し、ＨＤＭＩケーブル６０を用いてそのコンテンツを第１の表示装置１０に表示させる
。
【００６３】
　一方、制御部３７は、ユーザが要求したコンテンツリストを表示する第１の表示装置１
０が、ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部２３に記憶されている再生装置の識別
情報又は利用可能ＤＭＰ記憶部３９に記憶されている表示装置の識別情報の少なくともい
ずれかの情報から、ＨＤＭＩケーブル６０を用いて送受信可能な装置でないと判定された
場合、コンテンツリスト記憶部４０に記憶されたコンテンツリストのうちＬＡＮ５０に送
出可能なコンテンツリストのみを抽出して第１の表示装置１０に送信する。
【００６４】
　また、制御部３７は、ユーザが選択したコンテンツを表示する第１の表示装置１０が、
同様にしてＨＤＭＩケーブル６０を用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、ユ
ーザにより選択されたコンテンツをＬＡＮ５０に送出する。
【００６５】
　コンテンツ再生部３８は、コンテンツ記憶部４１に記憶されたコンテンツをＨＤＭＩ端
子３１からＨＤＭＩケーブル６０に送出可能なようにデータ処理する。
【００６６】
　利用可能ＤＭＰ記憶部３９は、図５に示したように、ＬＡＮ上で利用可能なＤＭＰの一
覧表示３９ａ、どのＤＭＰが第１の再生装置３０とＨＤＭＩ接続されているかの接続状況
３９ｂを有している。たとえば、ＬＡＮ上で利用可能なＤＭＰのうちＤＭＰ１は第１の再
生装置３０とＨＤＭＩ接続されている。一方、ＤＭＰ２は第１の再生装置３０とＨＤＭＩ
接続されていない。なお、利用可能ＤＭＰ記憶部３９は、表示装置のうちＨＤＭＩケーブ
ル６０を用いて信号を送受信可能な表示装置の識別情報を記憶する表示装置記憶部に相当
する。
【００６７】
　コンテンツリスト記憶部４０は、第１の再生装置３０から提供されるコンテンツリスト
を記憶する。ここでは、第１の再生装置３０から提供されるコンテンツリストは、図３に
示したとおりＢＤ－ＲＯＭ、ビデオ３、音楽１、写真１である。
【００６８】
　コンテンツ記憶部４１は、第１の再生装置３０から提供されるコンテンツを記憶する。
ここでは、第１の再生装置３０から提供されるコンテンツは、ＢＤ－ＲＯＭ、ビデオ３、
音楽１、写真１の内容である。
【００６９】
　このように、本実施形態に係る再生装置には、ＨＤＭＩを用いて映像データ等の信号を
送受信可能なＤＭＰ（表示装置）の識別情報が記憶されている。たとえば、第１の再生装
置３０が利用できるＤＭＰを一覧表示させて、その中からＨＤＭＩ接続機器を選択させる
ことにより、ＤＭＰ（表示装置）とＨＤＭＩ接続されたＤＭＳ（再生装置）とを紐付ける
ことができる。
【００７０】
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　或いは、第１の表示装置１０がＬＡＮ５０に接続されたとき、第１の表示装置１０がＬ
ＡＮ５０上で自機を特定できるネットワーク情報をＣＥＣのベンダースペシフィックコマ
ンド等で第１の再生装置３０に送信する。これにより、ＨＤＭＩ接続している表示装置が
第１の表示装置１０であることを第１の再生装置３０に通知することによって第１の表示
装置１０と第１の再生装置３０とを紐付けてもよい。
【００７１】
　なお、第１の表示装置１０の制御部１７及び第１の再生装置３０の制御部３７の機能は
、実際には専用の制御デバイスあるいはプログラムを実行する図示しないＣＰＵにより実
行される。ＣＰＵにより実行されるプログラムは、所望のメモリに記憶されている。ＣＰ
Ｕがこれらのメモリから各プログラムを読み出し実行することにより各部の機能が実現さ
れる。
【００７２】
　　［再生装置（ＤＭＳ）の動作］
　次に、第１実施形態に係る再生装置（ＤＭＳ）として第１の再生装置３０の動作につい
て、図６に示したフローチャートを参照しながら説明する。第１の再生装置３０の動作は
ステップＳ６００から開始され、ステップＳ６０５に進んで、第１の再生装置３０は、第
１の再生装置３０に接続されたネットワーク（ＬＡＮ５０）からコンテンツリスト取得要
求があったかを判定する。取得要求があった場合、第１の再生装置３０はステップＳ６１
０にて取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器かを判定する。
【００７３】
　取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器かどうかは、第１の再生装置３０の利用可能
ＤＭＰ記憶部３９に記憶された各ＤＭＰ１のＨＤＭＩ接続状況（図５参照）により判断す
る。また、第１の再生装置３０から各表示装置に問い合わせてＨＤＭＩ接続状況（図３参
照）を通知してもらうことにより判断することもできる。
【００７４】
　取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器である場合、第１の再生装置３０はステップ
Ｓ６１５に進んで全コンテンツリストを送信する。一方、取得要求元の表示装置がＨＤＭ
Ｉ接続機器でない場合、第１の再生装置３０はステップＳ６２０に進んでネットワーク（
ＬＡＮ５０）に送出可能なコンテンツリストのみを送信する。
【００７５】
　ステップＳ６０５でネットワーク（ＬＡＮ５０）からコンテンツリスト取得要求がなか
ったと判定した場合、第１の再生装置３０はステップＳ６２５にてネットワークからのコ
ンテンツ再生要求があったかを判定する。コンテンツ再生要求があった場合、第１の再生
装置３０はステップＳ６３０にて取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器かを判定する
。
　取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器であると判定された場合、第１の再生装置３
０は、ステップＳ６３５にてＨＤＭＩ接続機器（ＨＤＭＩ／ＣＥＣ）にワンタッチプレイ
（ＯＴＰ）のコマンドを送信し、ステップＳ６４０にて再生要求されたコンテンツを再生
し、ＨＤＭＩ接続機器である取得要求元の表示装置に出力する。一方、ステップＳ６３０
にて取得要求元の表示装置がＨＤＭＩ接続機器でないと判定された場合、第１の再生装置
３０はステップＳ６４５にて再生要求されたコンテンツをネットワーク（ＬＡＮ５０）に
出力する。
【００７６】
　　［表示装置（ＤＭＰ）の動作］
　次に、第１実施形態に係る表示装置（ＤＭＰ）として第１の表示装置１０の動作につい
て、図７に示したフローチャートを参照しながら説明する。
【００７７】
　第１の表示装置１０の動作はステップＳ７００から開始され、ステップＳ７０５に進ん
で、第１の表示装置１０は、コンテンツリストを受信したかを判定する。受信したと判定
された場合、第１の表示装置１０はステップＳ７１０にて表示パネル２０にコンテンツリ
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ストを表示する。
【００７８】
　ステップＳ７０５にてコンテンツリストを受信していないと判定された場合、第１の表
示装置１０はステップＳ７１５に進んでユーザの操作によりコンテンツリストからいずれ
かのコンテンツが選択されたかを判定する。選択されたと判定された場合、第１の表示装
置１０は、ステップＳ７２０にて選択されたコンテンツの再生要求を出力する。
【００７９】
　ステップＳ７１５にてコンテンツが選択されていないと判定された場合、第１の表示装
置１０は、ステップＳ７２５にて再生要求したコンテンツを受信したかを判定する。受信
したと判定された場合、第１の表示装置１０は、ステップＳ７３０に進み、受信したコン
テンツを再生する。
【００８０】
　以上に説明したように、本実施形態に係る再生装置及び表示装置によれば、図６のステ
ップＳ６０５～６２０の処理を実行することにより、ＨＤＭＩ接続及びネットワーク（Ｌ
ＡＮ）接続された再生装置により再生可能な全てコンテンツリストを簡単な操作で一覧表
示することができる。つまり、図８を参照すると、第１の表示装置１０（ＤＭＰ１）がコ
ンテンツリストを表示するためにＬＡＮ５０に接続されているすべての再生装置（ＤＭＳ
１、ＤＭＳ２）にコンテンツリスト取得要求をしたとき、第１の再生装置３０（ＤＭＳ１
）では、第１の表示装置（ＤＭＰ１）がＨＤＭＩ接続機器であるため、ＤＬＮＡ仕様で送
出できないコンテンツも含めて第１の再生装置３０（ＤＭＳ１）が蓄積している全コンテ
ンツリストを送信する。一方、第２の再生装置４８（ＤＭＳ２）では、第１の表示装置（
ＤＭＰ１）がＨＤＭＩ接続機器でないため、ＤＭＳ２が蓄積しているコンテンツのうちＤ
ＬＮＡ仕様で送出可能なコンテンツリストのみを送信する。
【００８１】
　また、本実施形態に係る再生装置及び表示装置によれば、図６のステップＳ６２５～６
４５の処理を実行することにより、特別な入力切り替え操作や再生装置の操作を必要とせ
ずにコンテンツを再生することができる（図９参照）。
【００８２】
　第１の再生装置３０により再生要求されたコンテンツの再生が開始される際、ＨＤＭＩ
ケーブル６０を用いたＨＤＭＩ伝送では、第１の再生装置３０は、コンテンツを図４のコ
ンテンツ記憶部４１からコンテンツ再生部３８、ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部３２を経てＨＤ
ＭＩ端子３１に送る。第１の表示装置１０は、送られたコンテンツを図２のＨＤＭＩ端子
１１から入力する。入力データのうち、映像データはＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部１２、映像
表示処理部１９を経て表示パネル２０に表示され、音声データは音声処理部２１を経てス
ピーカ２２に出力される。
【００８３】
　一方、ＬＡＮ５０を用いたＤＬＮＡ伝送では、第１の再生装置３０は、コンテンツを図
４のコンテンツ記憶部４１からネットワーク処理部３５を経てネットワーク端子３４に送
る。第１の表示装置１０は、送られたコンテンツを図２のネットワーク端子１４から入力
する。入力データはコンテンツ再生部１８にて再生可能なデータに変換される。変換され
たデータのうち、映像データは映像表示処理部１９を経て表示パネル２０に表示され、音
声データは音声処理部２１を経てスピーカ２２に出力される。
【００８４】
　なお、第１の再生装置３０は、ＨＤＭＩ接続装置である第１の表示装置１０から再生要
求されたコンテンツの再生中は、第１の表示装置１０からのＤＬＮＡによる再生制御を受
ける。或いは、第１の表示装置１０からＨＤＭＩ／ＣＥＣによるパススルーコマンドによ
る再生制御を受ける。
【００８５】
　また、表示装置側及び再生装置側のいずれかの記憶部に紐付けられているＨＤＭＩ接続
機器がなければ、本実施形態は機能しない。
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【００８６】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係る伝送システムについて説明する。第１実施形態に係る伝送シ
ステム１００では、再生装置側でＨＤＭＩ接続処理が行われた。これに対して、第２実施
形態に係る伝送システム１００では、表示装置側でＨＤＭＩ接続処理が行われる。伝送シ
ステムの構成、再生装置の構成については第１実施形態の場合と同様であるため説明を省
略し、ここでは表示装置の構成及び各装置の動作について説明する。
【００８７】
　　［表示装置（ＤＭＰ）の内部構成］
　本実施形態では、図２に示した第１の表示装置１０の内部構成のうち、制御部１７の機
能が一部異なる。
【００８８】
　制御部１７は、ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、ＨＤＭＩケーブル
６０を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、第１の表示装置１０の入力を自
動的に切り替えて、ユーザにより選択されたコンテンツの再生を第１の再生装置３０に要
求する。
【００８９】
　制御部１７は、ユーザが選択したコンテンツを再生する再生装置が、ＨＤＭＩケーブル
６０を用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、ユーザにより選択されたコンテ
ンツの再生要求をＬＡＮ５０に送出する。
【００９０】
　コンテンツの再生要求に応じてユーザにより選択されたコンテンツが第１の再生装置３
０から出力されると、制御部１７は、第１の再生装置３０がＨＤＭＩケーブル６０を用い
て送受信可能な装置であるかを判定する。可能であると判定された場合、制御部１７は、
ＨＤＭＩケーブル６０を用いて前記出力されたコンテンツを入力、表示する。第１の再生
装置３０がＨＤＭＩケーブル６０を用いて送受信可能な装置でないと判定された場合、制
御部１７は、出力されたコンテンツをＬＡＮ５０を介して入力し、所定のデータ変換後に
表示する。
【００９１】
　　［表示装置（ＤＭＰ）の動作］
　次に、第２実施形態に係る表示装置（ＤＭＰ）として第１の表示装置１０の動作につい
て、図１０に示したフローチャートを参照しながら説明する。
【００９２】
　第１の表示装置１０の動作はステップＳ１０００から開始され、ステップＳ１００５に
進んで、第１の表示装置１０は、コンテンツリストを受信したかを判定する。受信したと
判定された場合、第１の表示装置１０はステップＳ１０１０にて表示パネル２０にコンテ
ンツリストを表示する。
【００９３】
　ステップＳ１００５にてコンテンツリストを受信していないと判定された場合、第１の
表示装置１０はステップＳ１０１５に進んでユーザの操作によりコンテンツリストからい
ずれかのコンテンツが選択されたかを判定する。選択されたと判定された場合、第１の表
示装置１０は、ステップＳ１０２０にて要求先の再生装置がＨＤＭＩ接続機器かを判定す
る。要求先の再生装置がＨＤＭＩ接続機器である場合、ステップＳ１０２５にてＨＤＭＩ
接続に自動的に切り替えて、選択されたコンテンツの再生要求をＨＤＭＩケーブル６０に
出力する。一方、ステップＳ１０２０にて取得要求先の再生装置がＨＤＭＩ接続機器でな
い場合、第１の再生装置３０はステップＳ１０３０にて再生要求されたコンテンツをネッ
トワーク（ＬＡＮ５０）に出力する。
【００９４】
　ステップＳ１０１５にてコンテンツが選択されていないと判定された場合、第１の表示
装置１０は、ステップＳ１０３５にて再生要求したコンテンツを受信したかを判定する。
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受信したと判定された場合、第１の表示装置１０は、ステップＳ１０４０に進み、受信し
たコンテンツを再生する。
【００９５】
　　［再生装置（ＤＭＳ）の動作］
　次に、第２実施形態に係る再生装置（ＤＭＳ）として第１の再生装置３０の動作につい
て、図１１に示したフローチャートを参照しながら説明する。
【００９６】
　第１の再生装置３０の動作はステップＳ１１００から開始される。第１の再生装置３０
が実行するステップＳ１１０５～Ｓ１１２０の処理は、同様に第１の再生装置３０が実行
する図６のステップＳ６０５～Ｓ６２０の処理と同じため、説明を省略する・
【００９７】
　第１の再生装置３０は、ステップＳ１１２５にてネットワークからコンテンツ再生要求
されたかを判定する。コンテンツ再生要求された場合、ステップＳ１１３０に進んで第１
の再生装置３０は、再生要求されたコンテンツを出力する。
【００９８】
　以上に説明したように、第２実施形態に係る伝送システム１００では、コンテンツの伝
送経路に拘わらず、再生装置が再生可能なすべてのコンテンツリストを表示装置に一覧表
示することができる。また、第２実施形態に係る伝送システム１００では、特別な入力切
り替え操作や再生装置の操作を必要とせずにコンテンツを再生することができる。
【００９９】
　なお、表示装置側及び再生装置側のいずれかの記憶部に紐付けられているＨＤＭＩ接続
機器がなければ、本実施形態は機能しない。
【０１００】
　以上、第１及び第２実施形態に係る伝送システム１００によれば、ＤＬＮＡとＨＤＭＩ
－ＣＥＣの２系統の通信手段を用いることにより、ネットワーク（ＤＬＮＡ）経由だけで
は表示できないコンテンツリストの表示及びコンテンツの再生を、コンテンツの伝送経路
を気にすることなく表示装置からの操作で実現できる。また、ＣＥＣパススルーコマンド
を使用できることから、ネットワーク（ＤＬＮＡ）では操作できない再生制御も可能にな
る。これらにより、ＴＶ等の表示装置側のリモコン一つですべての操作を行うことができ
、ユーザは再生装置のリモコンに持ち替えて操作する必要がなくなる。
【０１０１】
　上記第１～第３の実施形態において、各部の動作は互いに関連しており、互いの関連を
考慮しながら、一連の動作及び一連の処理として置き換えることができる。これにより、
伝送システムの実施形態を、伝送方法の実施形態及び伝送システムが有する機能をコンピ
ュータに実現させるためのプログラムの実施形態とすることができる。
【０１０２】
　これにより、コンテンツを再生する再生装置とコンテンツを表示する表示装置とがネッ
トワークを介して互いに送受信する伝送方法であって、前記表示装置のうち、前記ネット
ワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な表示装置の識別情報を表示装置記憶
部に記憶するステップと、前記再生装置から提供されるコンテンツリストをコンテンツリ
スト記憶部に記憶するステップと、前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送
受信可能な再生装置の識別情報を再生装置記憶部に記憶するステップと、ユーザが要求し
たコンテンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶されている再生装
置の識別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別情報の少なくとも
いずれかの情報から前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前
記コンテンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装置に送信するステ
ップと、を含む伝送方法を提供することができる。
【０１０３】
　また、これにより、コンテンツを再生する再生装置とコンテンツを表示する表示装置と
がネットワークを介して互いに送受信する伝送方法であって、前記表示装置のうち、前記
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ネットワークとは別の通信手段を用いて信号を送受信可能な表示装置の識別情報を表示装
置記憶部に記憶する処理と、前記再生装置から提供されるコンテンツリストをコンテンツ
リスト記憶部に記憶する処理と、前記再生装置のうち、前記通信手段を用いて信号を送受
信可能な再生装置の識別情報を再生装置記憶部に記憶する処理と、ユーザが要求したコン
テンツリストを表示する表示装置が、前記表示装置記憶部に記憶されている再生装置の識
別情報又は前記再生装置記憶部に記憶されている表示装置の識別情報の少なくともいずれ
かの情報から前記通信手段を用いて送受信可能な装置であると判定された場合、前記コン
テンツリスト記憶部に記憶されたコンテンツリストを前記表示装置に送信する処理と、を
コンピュータに実行させるためのプログラムを提供することができる。
【０１０４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１０５】
　例えば、上記実施形態では、ＤＭＳを再生装置としたが、本発明はかかる例に限定され
ない。例えば、再生装置には、放送受信装置が含まれていてもよい。放送受信装置がコン
テンツリストとして受信チャンネル一覧を送ることにより、表示装置側では表示装置の受
信チャンネルと放送受信装置の受信チャンネルを同時に一覧表示することができる。そし
て、放送受信装置の受信チャンネルが選局された場合、表示装置の入力が自動的に放送受
信装置に切り替わる。ネットワーク（ＤＬＮＡ仕様）やＨＤＭＩケーブル（ＨＤＭＩ規格
）により表示装置のリモコンで操作できることから、表示装置の受信チャンネル視聴時と
同等の操作性を得ることができる。
【０１０６】
　本発明に係る表示装置は、ＨＤＭＩ接続機器であるＤＭＳ（再生装置）から取得したコ
ンテンツリストの中に表示装置で表示することができないコンテンツが含まれていても、
全てのコンテンツをコンテンツリストに表示する。その際、本発明に係る表示装置は、Ｄ
ＭＳから取得したコンテンツリスト中に表示装置で表示することができない（つまり、図
２のコンテンツ再生部で対応できない）コンテンツがあれば、そのコンテンツをコンテン
ツリストに表示しないか、そのコンテンツが表示できないこと明示する（例えば、グレー
アウト等）ようにしてもよい。
【０１０７】
　尚、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿
って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
に又は個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場合
によっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　　　　第１の表示装置
　１１、３１　ＨＤＭＩ端子
　１２、３２　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ処理部
　１３、３３　ＨＤＭＩ／ＣＥＣ制御部
　１５、３５　ネットワーク処理部
　１６、３６　ネットワーク制御部
　１４、３４　ネットワーク端子
　１７、３７　制御部
　１８、３８　コンテンツ再生部
　１９　　　　映像表示処理部
　２１　　　　音声処理部
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　２３　　　　ＤＭＳおよびネットワークコンテンツ記憶部
　２８　　　　第２の表示装置
　３０　　　　第１の再生装置
　３９　　　　利用可能ＤＭＰ記憶部
　４０　　　　コンテンツリスト記憶部
　４１　　　　コンテンツ記憶部
　４８　　　　第２の再生装置
　５０　　　ＬＡＮ
　６０　　　ＨＤＭＩケーブル
　１００　　伝送システム
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