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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を受信すると共に制御信号を送受信する第１の入力端子及び第２の入力端子と
、
　第１のソース機器から出力される映像信号が流れる第１の映像ストリームを生成するた
めの第１の制御コマンドを前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出力する第１
の制御手段と、
　第２のソース機器から出力される映像信号が流れる第２の映像ストリームを生成するた
めの第２の制御コマンドを前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出力する第２
の制御手段と、
　前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子で受信する前記第１の映像ストリームの映
像信号及び前記第２の映像ストリームの映像信号からそれぞれ生成される第１の映像用の
第１画面及び第２の映像用の第２画面を表示可能な表示手段と、
　前記第１画面及び前記第２画面を出力する設定になっており、前記第１のソース機器及
び前記第２のソース機器が同じ入力端子の上流側に中継機器を介して接続されている場合
、前記中継機器が画面合成処理に対応している場合は画面合成のための制御を行い、対応
していない場合はエラーを報知する画面合成制御手段とを備え、
　前記第２の制御手段は、前記第２の映像ストリームの出力を停止するための第３の制御
コマンドを、前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出力することを特徴とする
通信装置。
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【請求項２】
　前記第２の制御手段は、外部から非表示設定の入力を受けたのが前記第２の映像ストリ
ームである場合、前記第３の制御コマンドを出力することを特徴とする請求項１記載の通
信装置。
【請求項３】
　前記第１の映像ストリームに重畳される音声信号の音声を出力する音声出力手段を有し
、
　前記音声出力手段は、前記第１の映像ストリームに重畳される音声信号の出力時には、
前記第２の映像ストリームに重畳される音声信号の音声は出力しないことを特徴とする請
求項１記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第１の映像ストリームの映像信号を出力する前記第１のソース機器、及び前記第２
の映像ストリームの映像信号を出力する前記第２のソース機器を指定する設定画面を出力
する表示制御手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、指定された前記第１のソース機器及び前記第２のソース機器が双
方とも前記第１の入力端子の上流側に接続されている場合にエラーメッセージを出力する
こと
を特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項５】
　映像信号を送信すると共に制御信号を送受信する出力端子と、
　第１の映像ストリームを生成するための第１の制御コマンド、又は、第２の映像ストリ
ームを生成するための第２の制御コマンドを受信した場合に、前記出力端子から映像信号
を出力する映像出力手段と
を備えることを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項６】
　前記第１の映像ストリームとして映像信号を出力している場合には、別のソース機器を
指定する前記第１の制御コマンドを受信した場合に、前記出力端子からの映像信号の出力
を停止し、
　前記第２の映像ストリームとして映像信号を出力している場合には、別のソース機器を
指定する前記第２の制御コマンドを受信した場合、又は、前記第２の映像ストリームを解
除する第３の制御コマンドを受信した場合に、前記出力端子からの映像信号の出力を停止
すること
を特徴とする請求項５記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像の高精細化が進められており、例えばＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ）の画像を再生可能な光ディスクや、地上デジタル放送等の再生及び表示が可能な光デ
ィスクプレーヤやセットトップボックス、パーソナルコンピュータ等の機器が普及しつつ
ある。通常この種の機器は、高精細映像信号を外部出力する機能を有しており、例えばＨ
ＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）ケーブルにより映像信号を出力する。
【０００３】
　ＨＤＭＩ規格では、ＴＭＤＳラインにより、ソース機器は非圧縮の映像信号をシンク装
置（デジタルテレビ等の再生装置）側へと出力する。ここで、シンク側の装置が受信する
（入力を受ける）ことのできる映像信号のチャネル（ＨＤＭＩトポロジー上の映像ストリ
ームの数）は１チャネルのみである。
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【０００４】
　ＨＤＭＩ規格では、映像信号の他、ＣＥＣラインにより、制御信号（ＣＥＣコマンド）
を双方向に送受信することができる。ＣＥＣコマンドには種々のコマンドが定義されてい
るが、例えば、シンク装置がＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドを送信すると、映
像信号のストリームを切り換えて、該シンク装置が受信する映像信号を出力するソース機
器を変えることができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１０９３４２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、ＨＤＭＩ等の規格では、映像ストリーム１つにしか対応しておらず、例
えば子画面表示等により、２台の装置から出力された映像（複数画面の映像）を表示させ
たい場合等に対応することができなかった。
【０００７】
　特許文献１の実施形態には、テレビ装置が有するＴＶチューナで受信した放送信号の映
像と、ＨＤＭＩで接続された外部機器からの映像とを、メイン画面とサブ画面として、複
数画面表示可能なテレビ装置が開示されている。しかしながら、特許文献１には、複数の
映像ストリームをＨＤＭＩネットワーク上で流すことについては全く考慮されていない。
【０００８】
　そこで本発明は、２台のソース機器から出力された映像信号をシンク装置に表示させる
ことのできる通信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の通信装置は、映像信号を受信すると共に制
御信号を送受信する第１の入力端子及び第２の入力端子と、第１のソース機器から出力さ
れる映像信号が流れる第１の映像ストリームを生成するための第１の制御コマンドを前記
第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出力する第１の制御手段と、第２のソース機
器から出力される映像信号が流れる第２の映像ストリームを生成するための第２の制御コ
マンドを前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出力する第２の制御手段と、前
記第１の入力端子及び前記第２の入力端子で受信する前記第１の映像ストリームの映像信
号及び前記第２の映像ストリームの映像信号からそれぞれ生成される第１の映像用の第１
画面及び第２の映像用の第２画面を表示可能な表示手段と、前記第１画面及び前記第２画
面を出力する設定になっており、前記第１のソース機器及び前記第２のソース機器が同じ
入力端子の上流側に中継機器を介して接続されている場合、前記中継機器が画面合成処理
に対応している場合は画面合成のための制御を行い、対応していない場合はエラーを報知
する画面合成制御手段とを備え、前記第２の制御手段は、前記第２の映像ストリームを解
除するための第３の制御コマンドを、前記第１の入力端子及び前記第２の入力端子から出
力することを特徴とする。
【００１０】
　請求項５記載の通信装置は、請求項１記載の通信装置において、映像信号を送信すると
共に制御信号を送受信する出力端子と、第１の映像ストリームを生成するための第１の制
御コマンド、又は、第２の映像ストリームを生成するための第２の制御コマンドを受信し
た場合に、前記出力端子から映像信号を出力する映像出力手段とを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、２台のソース機器から出力された映像信号の映像をシンク装置に表示
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させることのできる通信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの構成を示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係るシンク機器の構成を示す図。
【図３】本発明の一実施形態に係るソース機器の構成を示す図。
【図４】本発明の一実施形態に係る中継機器の構成を示す図。
【図５】本発明の一実施形態に係るシンク機器の処理の流れを示すフローチャート。
【図６】本発明の一実施形態に係るシンク機器の処理の流れを示すフローチャート。
【図７】本発明の一実施形態に係るソース機器の処理の流れを示すフローチャート。
【図８】本発明の一実施形態に係る中継機器の処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
（システムの構成）
　図１は、本発明の実施形態に関わるＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）システムを示す概略図である。
　ＨＤＭＩシステム１は、図示しないアンテナから地上デジタル放送波を受信し復調して
表示、又は、外部入力から映像信号を受信して表示する電子機器であるデジタルテレビ１
００と、Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（ＢＤ）等の光ディスクを再生するＢＤプレーヤ２０
０と、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）プレーヤ３００と、地
上デジタル放送波を受信して復調し、映像信号を出力するセットトップボックス４００及
び６００と、たとえばＡＶ（Ａｕｄｉｏ　ａｎｄ　Ｖｉｓｕａｌ）アンプなどであって、
ＣＥＣ機器から入力する映像信号の出力先の切換や映像処理を行うＣＥＣスイッチ５００
とを有し、それぞれを、図示するようにＨＤＭＩケーブルで接続することで構成される。
【００１５】
　ＨＤＭＩシステム１において、ＢＤプレーヤ２００、ＤＶＤプレーヤ３００、セットト
ップボックス４００及び６００は映像信号を出力する機器であり、以下ソース機器とも称
する。一方、デジタルテレビ１００は、映像信号を受信し、受信した映像信号に基づく映
像を表示する表示機器であって、以下シンク機器とも称する。また、ソース機器からシン
ク機器であるデジタルテレビ１００へ至る映像信号の流れを、以下映像ストリームと呼ぶ
。
【００１６】
　通常、１つのＨＤＭＩシステム内では、１つの映像ストリームを流すことしか考慮して
いないが、本実施形態のＨＤＭＩシステム１では、メイン画面用の映像ストリームと、サ
ブ画面用の映像ストリームとの２つの映像ストリームを流すことができる。図１の例にお
いて、メイン画面用の映像ストリームを流れる映像信号の映像は、デジタルテレビ１００
の表示パネル１０９の全画面領域１０Ａに表示され、サブ画面用の映像ストリームを流れ
る映像信号の映像は、表示パネルの子画面領域１０Ｂに表示される。以下、全画面領域１
０Ａをメイン画面、子画面領域１０Ｂをサブ画面とも称する。
【００１７】
　尚、図１の例では、メイン画面とサブ画面とをピクチャ・イン・ピクチャ（ＰＩＰ）の
形で表示しているが、これに限られるものではなく、例えば２つの同じ大きさの画面を並
べて表示するようにしても良い。但し、通常、デジタルテレビ１００のスピーカ（図１に
は図示せず）からは、メイン画面に表示される映像の音声のみが出力される。
【００１８】
　ＨＤＭＩケーブルには、映像信号及び音声信号を伝送するためのＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ
）ライン、制御コマンド（ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）コマンド）を伝送するためのＣＥＣライン、ＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄ
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ｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）の伝送等を行なうためのＤＤ
Ｃ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ライン、ソース側機器がシンク側機器
へ接続したことを知らせるための＋５Ｖ電源信号ライン（図示せず）、シンク側機器から
ソース側機器へ接続したことを知らせるためのＨＰＤ（ホットプラグ）ライン（図示せず
）が含まれる。このうち、ＴＭＤＳラインは、ソース側機器からシンク側機器へ一方向に
映像信号が流れるが、ＣＥＣラインやＥＤＩＤラインは双方向に通信が可能である。
【００１９】
　ＤＤＣラインを通じて伝送されるＥＤＩＤには、シンク機器が表示可能な映像形式情報
が含まれる。この映像形式情報には、映像データの形式及び解像度、同期周波数等のディ
スプレイ仕様、音声データの形式、サンプリング周波数（Ｆｓ）およびビット長などの音
声使用データが含まれる。ソース側機器は、シンク側機器が有するＥＤＩＤメモリからＥ
ＤＩＤを読み出すことにより、シンク機器の映像形式情報を知ることができる。
【００２０】
　また、ソース機器はＤＤＣラインを通じてシンク機器との間でＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂ
ａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）認証に必
要なデータをやり取りする。認証に必要なデータとしては、例えばＨＤＣＰ鍵情報がある
が、この例ではシンク機器の記憶領域にＨＤＣＰ鍵情報が格納されているとする。認証と
は、シンク機器が映像信号を受信する権限があることをソース機器が確認することである
。認証が成立すると、ソース機器は共有された秘密鍵で映像を暗号化してシンク機器に送
信する。
【００２１】
　尚、ＤＤＣラインを通じてソース側機器がシンク側機器から読取るＥＤＩＤの中には、
シンク側機器のＨＤＭＩ入力ポートに接続された機器に割り当てるための物理アドレスが
含まれている。この物理アドレスをソース側機器が取得することで、物理アドレスがそれ
ぞれ割り当てられた機器から構成されるＨＤＭＩネットワーク（ＨＤＭＩシステム１）を
構築することができる。通常、ＨＤＭＩネットワークに於いては、各機器にはユニークな
物理アドレスが割り当てられる。物理アドレスは各機器のネットワークトポロジー上の位
置をユニークに識別するための情報であり、シンク機器であるデジタルテレビ１００に映
像信号を出力するための映像ストリームを切り替えるためのルーティング制御等に使用さ
れる。
【００２２】
　ルートデバイスであるシンク機器、デジタルテレビ１００の物理アドレスは「０．０．
０．０」である。シンク機器であるデジタルテレビ１００は、自身の物理アドレスにＨＤ
ＭＩ入力端子の端子番号を付加することによって、そのＨＤＭＩ入力端子に接続された機
器に割り当てるための物理アドレスを生成し、その生成した物理アドレスをＥＤＩＤの中
に設定する。ＥＤＩＤはＨＤＭＩ入力端子毎に用意される。図１の例では、デジタルテレ
ビ１００は３つのＨＤＭＩ入力端子を有しており、１番目の入力端子に対応するＥＤＩＤ
に、物理アドレス「１．０．０．０」を設定する。当該１番目の入力端子に接続されたＢ
Ｄプレーヤ２００は、ＤＤＣラインを通じて当該ＥＤＩＤを読込むことにより、「１．０
．０．０」を自身の物理アドレスとして取得することができる。
【００２３】
　同様に、デジタルテレビ１００は２番目のＨＤＭＩ入力端子のＥＤＩＤに物理アドレス
「２．０．０．０」を、３番目のＨＤＭＩ入力端子のＥＤＩＤに物理アドレス「３．０．
０．０」を設定する。２番目のＨＤＭＩ入力端子に接続されたＣＥＣスイッチ５００、及
び３番目のＨＤＭＩ入力端子に接続されたセットトップボックス６００は、其々ＤＤＣラ
インを通じてＥＤＩＤを読込むことにより、「２．０．０．０」、「３．０．０．０」を
自身の物理アドレスとして取得することができる。
【００２４】
　更に、ＣＥＣスイッチ５００は、ソース側機器を接続するためのＨＤＭＩ入力端子を２
つ持っている。ＣＥＣスイッチ５００は、１番目のＨＤＭＩ入力端子のＥＤＩＤに、自機
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器の物理アドレス「２．０．０．０」を元に生成した物理アドレス「２．１．０．０」を
、２番目のＨＤＭＩ入力端子のＥＤＩＤに物理アドレス「２．２．０．０」を設定する。
１番目のＨＤＭＩ入力端子に接続されたＤＶＤプレーヤ３００、及び２番目のＨＤＭＩ入
力端子に接続されたセットトップボックス４００は、それぞれ当該ＥＤＩＤを読込むこと
により、「２．１．０．０」「２．２．０．０」を自身の物理アドレスとして取得するこ
とができる。
【００２５】
　ＨＤＭＩネットワーク（ＨＤＭＩシステム１）においては、当該物理アドレスを指定し
た映像ストリーム設定用のＣＥＣコマンドを送信することにより、ソース機器からシンク
機器（デジタルテレビ１００）に至る映像ストリームを設定することができる。映像スト
リームを設定する既定のＣＥＣコマンドとしては、シンク機器から送信するＳｅｔ　Ｓｔ
ｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドや、ソース側機器から送信するＡｃｔｉｖｅ　Ｓｏｕｒｃｅ
コマンド等がある。
【００２６】
　本実施例に於いては、映像ストリームを設定するコマンドはシンク機器であるデジタル
テレビ１００から送信するものとし、メイン画面用の映像ストリームをＳｅｔ　Ｓｔｒｅ
ａｍ　Ｐａｔｈコマンドで、サブ画面用の映像ストリームをＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａ
ｍ　Ｐａｔｈコマンドで指定するものとする。尚、これらのＣＥＣコマンドは、デジタル
テレビ１００から、ＨＤＭＩネットワーク（ＨＤＭＩシステム１）上の各機器に対してブ
ロードキャストされる。
【００２７】
（各機器の構成）
　以下、図１乃至図３を参照しながら、ＨＤＭＩシステム１を構成する各機器の構成を説
明する。
　図２はシンク機器であるデジタルテレビ１００の構成を示す図である。デジタルテレビ
１００は複数（ここでは３つ）のＨＤＭＩ入力端子１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃを有し
、メイン画面用の切換部１０４Ａ及びサブ画面用の１０４Ｂで、それぞれメイン画面用に
使用する入力端子及びサブ画面用に使用する入力端子を選択する。尚ここで、サブ画面用
の切換部１０４Ｂは常に動作している必要は無く、サブ画面用の映像ストリーム設定時、
即ち、Ｓｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド送信後、Ｃｌｅａｒ　Ｓｕｂ　
Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド送信までの間、少なくとも動作すればよい。後述するサ
ブ画面用のＴＭＤＳ受信部１０６Ｂについても同様である。
【００２８】
　ＨＤＭＩ入力端子１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃの主なピン配列は、ＴＭＤＳラインと
、＋５Ｖ電源ライン（図示せず）と、ホットプラグ検出（ＨＰＤ）ライン（図示せず）と
、ＤＤＣラインと、ＣＥＣラインとからなる。
【００２９】
　各入力端子のＣＥＣラインは、共通にＣＥＣ通信部１０３に接続される。ＨＤＭＩシス
テム１上で通信される各種ＣＥＣコマンドは、ＣＥＣ通信部１０３により送受信される。
特に、メイン画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈ
コマンドやサブ画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ
　Ｐａｔｈコマンド、サブ画面用の映像ストリームを解除するためのＣｌｅａｒ　Ｓｕｂ
　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド等は、ＣＥＣ通信部１０３による制御の下、ＨＤＭＩ
入力端子１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃから、ＨＤＭＩシステム１を構成する各機器へブ
ロードキャストにより送信される。
【００３０】
　尚ここで、メイン画像用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐ
ａｔｈコマンド、及びサブ画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓ
ｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドでは、其々、映像出力元となるソース機器の物理アドレス
を指定される。ネットワーク上の各機器は当該物理アドレスを参照することにより、自機
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器が映像ストリームを流れる映像信号の出力元であるソース機器として指定されているか
否かや、映像ストリームの中継機器（リピータ機器とも称する）に当たるか否か（自機器
の上流側の機器がソース機器として指定されているか否か）を知ることができる。
【００３１】
　各入力端子のＴＭＤＳラインとＤＤＣラインは、其々３入力・１出力のメイン画面用切
換部１０４Ａとサブ画面用の切換部１０４Ｂの各入力端に接続される。各ＤＤＣラインに
は不揮発性メモリからなるＥＤＩＤメモリ１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃが接続される。
各ＥＤＩＤメモリ１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃは不揮発性であれば良く、フラッシュメ
モリに限らず、ハードディスクやバックアップ電源が接続されているＲＡＭであっても良
い。
【００３２】
　ＥＤＩＤメモリ１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃには、その入力端子に接続されるソース
側機器に割り当てられる物理アドレスが記憶されている。例えば、図１の例であれば、入
力端子１０１Ａに接続されるＥＤＩＤメモリ１０２Ａには「１．０．０．０」が、入力端
子１０１Ｂに接続されるＥＤＩＤメモリ１０２Ｂには「２．０．０．０」が、入力端子１
０１Ｃに接続されるＥＤＩＤメモリ１０２Ｃには「３．０．０．０」が記憶される。
【００３３】
　メイン画面用切換部１０４Ａ及びサブ画面用切換部１０４Ｂで選択されたＨＤＭＩ入力
端子のＴＭＤＳラインは、其々メイン画面用のＴＭＤＳ受信部１０６Ａ及びサブ画面用の
ＴＭＤＳ受信部１０６Ｂに接続され、同じく選択されたＨＤＭＩ入力端子のＤＤＣライン
はＥＤＩＤ送信部＆ＨＤＣＰ認証部１０５に接続される。
【００３４】
　メイン画面用ＴＭＤＳ受信部１０６Ａ及びサブ画面用ＴＭＤＳ受信部１０６Ｂから出力
される映像信号はビデオプロセッサ１０８へ出力され、ビデオプロセッサ１０８による制
御の下、表示パネル１０９に映像が表示される。ここで、メイン画面及びサブ画面の両方
が出力される設定となっている場合には、ビデオプロセッサ１０８でメイン画面及びサブ
画面の合成処理が行われ、該合成後の映像が表示パネル１０９上に表示される。
【００３５】
　また、メニュー画面や出力先切換画面等をユーザに提示する必要がある場合には、ＧＵ
Ｉ処理部１０７が該画面を生成してビデオプロセッサ１０８に出力し、表示パネル１０９
上にメニュー画面等の画像が表示される。
【００３６】
　本実施形態に於いて、音声信号については、メイン画面用の映像ストリームの音声のみ
が出力される。メイン画面用ＴＭＤＳ受信部１０６から出力される音声信号はＤ／Ａ変換
器１１０を解してスピーカ１１１に供給される。
【００３７】
　デジタルテレビ１００全体の制御は制御部１１２により行われる。
　次に、ソース機器の構成について説明する。ここでは、ＢＤプレーヤ２００について図
３を参照しながら説明するが、映像入力方法は異なるものの、ＤＶＤプレーヤ３００、セ
ットトップボックス４００及び６００のいずれであっても、同様の構成を有する。
【００３８】
　ＢＤプレーヤ２００は、ＨＤＭＩ出力端子２０４を有する。ＨＤＭＩ出力端子２０４の
ピン配列は、ＨＤＭＩ入力端子１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃと同じく、ＴＭＤＳライン
と、＋５Ｖ電源ライン（図示せず）と、ホットプラグ検出（ＨＰＤ）ライン（図示せず）
と、ＤＤＣラインと、ＣＥＣラインとを含む。
【００３９】
　ＨＤＭＩ出力端子２０４のＣＥＣラインは、ＣＥＣ通信部２０６に接続される。ＨＤＭ
Ｉシステム１上で通信される各種ＣＥＣコマンドは、ＣＥＣ通信部２０６により送受信さ
れる。特に、メイン画像用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐ
ａｔｈコマンドやサブ画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒ
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ｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドを受信した場合であって、該コマンドに含まれる物理アドレス
が自機器の物理アドレスと一致する場合には、自機器が当該映像ストリームのソース機器
として指定されたこととなるので、映像信号の出力を開始すべく、制御部２０７は制御を
行なう。また、自機器がサブ画面用の映像ストリームのソース機器として映像信号を出力
している場合に、Ｃｌｅａｒ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍコマンドを受信すると、制御部２０
７は映像信号の出力を停止すべく制御を行なう。
【００４０】
　ＨＤＭＩ出力端子２０４のＤＤＣラインはＥＤＩＤ受信部＆ＨＤＣＰ認証部２０５に接
続される。ＥＤＩＤ受信部＆ＨＤＣＰ認証部２０５は、１階層上のシンク側機器であるデ
ジタルテレビ１００のＨＤＭＩポート１０１ＡのＥＤＩＤメモリ１０２ＡからＥＤＩＤを
読込み、デジタルテレビ１００の映像形式情報（上述）や、自機器に割り当てられた物理
アドレス（図１の例では「１．０．０．０」）を取得することができる。更に、ＥＤＩＤ
受信部＆ＨＤＣＰ認証部２０５は、シンク機器の認証処理も行う。
【００４１】
　ＨＤＭＩ出力端子２０４のＴＭＤＳラインには、ＴＭＤＳ送信部２０３から出力された
映像信号及び音声信号が重畳された信号が出力される。ここで、ＴＭＤＳ送信部２０３が
出力する映像信号は、映像データ入力部２０１が読み込んだ映像データを、デコード部２
０２で復号した非圧縮の映像信号である。映像データ入力部２０１は、例えばＢｌｕ－ｒ
ａｙ　Ｄｉｓｃ等の光メディアや、図示しないＴＶチューナで受信した放送信号を復調し
て得られる放送番組データ等を読込む。
【００４２】
　制御部２０７は、図示しないリモコンや操作パネル等からのユーザ操作は、ＣＥＣ通信
部２０６で受信するＣＥＣコマンド等に応じて、機器内の各構成を統括制御する。
【００４３】
　続いて、中継機器（リピータ機器）として機能するＣＥＣスイッチ５００の構成につい
て、図４を参照しながら説明する。図４は、ＣＥＣスイッチ５００の構成を示す図である
。ＣＥＣスイッチ５００は、２入力・１出力のＨＤＭＩ機器であり、ＨＤＭＩ入力端子５
０１Ａ、５０１Ｂから入力された映像信号を、ＨＤＭＩ出力端子５０７から出力可能であ
る。ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ、５０１Ｂ、ＨＤＭＩ出力端子５０７のピン配列は、上述
の端子と同様、ＴＭＤＳラインと、＋５Ｖ電源ライン（図示せず）と、ホットプラグ検出
（ＨＰＤ）ライン（図示せず）と、ＤＤＣラインと、ＣＥＣラインとからなる。
【００４４】
　ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ、５０１Ｂ及びＨＤＭＩ出力端子５０７のＣＥＣラインは、
其々ＣＥＣ通信部５０８に接続される。ＨＤＭＩシステム１上で通信される各種ＣＥＣコ
マンドは、ＣＥＣ通信部５０８により送受信される。ここで送受信されるＣＥＣコマンド
には、たとえば、メイン画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ
　Ｐａｔｈコマンドやサブ画面用の映像ストリームを設定するためのＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓ
ｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド、サブ画面用の映像ストリームを解除するためのＣｌｅａ
ｒ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド等がある。制御部５１０は、特に、Ｓｅｔ
　Ｓｔｒｅａｍ　ＰａｔｈコマンドやＳｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドで設定さ
れるソース機器の物理アドレスを参照することにより、自機器の上流側の機器（図１の例
ではＤＶＤプレーヤ３００及びセットトップボックス４００）が映像ストリームを流れる
映像信号を出力するソース機器として指定されているか否かを知ることができる。自機器
の上流側の機器がシンク機器として設定されている場合には、切換部５０３Ａ及び切換部
５０３Ｂは、ソース機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子へ入力を切り換える。
【００４５】
　もし、自機器のＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ及び５０１Ｂに接続されているＤＶＤプレー
ヤ３００及びセットトップボックス４００が、それぞれメイン画面用の映像ストリームの
ソース機器及びサブ画面用の映像ストリームのソース機器として指定されている場合には
、ＨＤＭＩ出力端子５０７から２チャンネル分の映像ストリームを出力することはできな
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いため、後述するビデオプロセッサ５０５Ａでメイン画面及びサブ画面を合成した映像信
号を生成し、当該合成後の映像信号をＨＤＭＩ出力端子５０７から出力すべく、制御部５
１０は制御を行なう。
【００４６】
　ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ、５０１ＢのＴＭＤＳラインとＤＤＣラインは、其々２入力
・１出力のメイン画面用切換部５０４Ａとサブ画面用の切換部５０４Ｂの各入力端に接続
される。各ＤＤＣラインには不揮発性メモリからなるＥＤＩＤメモリ５０２Ａ、５０２Ｂ
が接続される。ＥＤＩＤメモリ５０２Ａ、５０２Ｂには、その入力端子に接続されるソー
ス側機器に割り当てられる物理アドレスが記憶される。例えば図１の例であれば、入力端
子５０１Ａに接続されるＥＤＩＤメモリ５０２Ａには「２．１．０．０」が、入力端子５
０１Ｂに接続されるＥＤＩＤメモリ５０２Ｂには「２．２．０．０」が記憶される。これ
らのＥＤＩＤメモリ５０２Ａ、５０２Ｂに記憶される物理アドレスは、ＥＤＩＤ通信部５
０９がデジタルテレビ１００から取得した自機器の物理アドレス「２．０．０．０」を元
に設定される。
【００４７】
　メイン画面用切換部５０３Ａ及びサブ画面用切換部５０３Ｂで選択されたＨＤＭＩ入力
端子のＴＭＤＳラインは、其々メイン画面用のＴＭＤＳ受信部５０４Ａ及びサブ画面用の
ＴＭＤＳ受信部５０４Ｂに接続され、同じく選択されたＨＤＭＩ入力端子のＤＤＣライン
はＥＤＩＤ送信部＆ＨＤＣＰ認証部５０９に接続される。
【００４８】
　また、ＥＤＩＤ送信部＆ＨＤＣＰ認証部５０９は、ＨＤＭＩ出力端子５０７のＤＤＣラ
インにも接続される。ＥＤＩＤ受信部＆ＨＤＣＰ認証部５０９は、１階層上のシンク側機
器であるデジタルテレビ１００からＥＤＩＤを読込み、デジタルテレビ１００の映像形式
情報（上述）や、自機器に割り当てられた物理アドレス（図１の例では「２．０．０．０
」）を取得することができる。更に、ＥＤＩＤ受信部＆ＨＤＣＰ認証部５０９は、シンク
機器の認証処理も行う。
【００４９】
　また、ＥＤＩＤ送信部＆ＨＤＣＰ認証部５０９は、上述の通り、取得した自機器のＥＤ
ＩＤを元に、各ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ、５０１ＢのＥＤＩＤメモリ５０２Ａ、５０２
Ｂに物理アドレス（図１の例では「２．１．０．０」、「２．２．０．０」を設定する。
【００５０】
　メイン画面用ＴＭＤＳ受信部５０４Ａ及びサブ画面用ＴＭＤＳ受信部５０４Ｂから出力
される映像信号は、ビデオプロセッサ５０５へ出力され、ビデオプロセッサ５０５による
制御の下、ＨＤＭＩ出力端子５０７のＴＭＤＳラインへと出力される。ここで、メイン画
面用映像ストリーム及びサブ画面用映像ストリームの両方が出力される設定となっている
場合（ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ、５０１Ｂの双方の上流側にあるソース側機器がソース
機器として指定されたＳｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド及びＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓ
ｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドを受信している場合）には、両映像信号の映像を合成して
得られる映像信号（例えば、図１に示すピクチャ・イン・ピクチャ等の形に合成した映像
の映像信号）をＨＤＭＩ出力端子５０７へ出力する。またこのとき、音声信号については
、メイン画面用映像ストリームを流れる音声信号を、ＴＭＤＳ送信部５０６はＴＭＤＳラ
インから出力する。
【００５１】
　制御部５１０は、ＣＥＣ通信部５０８で受信するＣＥＣコマンド等に応じて、機器内の
各構成を統括制御する。
（各機器の動作）
　以下、図５乃至図８を参照しながら、ＨＤＭＩシステム１を構成する各機器の動作につ
いて説明する。
　まず、映像ストリーム設定に関するシンク機器の処理の流れについて説明する。図５は
、映像ストリーム設定に関するデジタルテレビ１００の処理の流れを示すフローチャート
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である。
【００５２】
　まず、ユーザがメイン画面用又はサブ画面用のソース機器を切り換える場合には、機器
選択画面を表示させる。ＧＵＩ処理部１０７は、メイン画面用映像ストリーム又はサブ画
面用映像ストリームを切り換えるための機器選択画面を出力し、ソース機器を設定させる
（Ｓ５０１）。
【００５３】
　ここで、メイン画面のみを出力する設定となっている場合には（Ｓ５０２のＮｏ）、Ｓ
５０６以降の映像ストリーム切換処理に進む。メイン画面及びサブ画面の両方を出力する
設定となっている場合には（Ｓ５０２のＹｅｓ）、制御部１１２は、当該メイン画面用／
サブ画面用映像ストリームのソース機器として選択されている機器の物理アドレスを参照
し、同一のＨＤＭＩ入力端子の上流側に接続されている機器か、若しくはそれぞれ異なる
ＨＤＭＩ入力端子の上流側に接続されている機器かを判別する（Ｓ５０３）。もし、異な
るＨＤＭＩ入力端子の上流側に接続されている２つの機器が、それぞれメイン画面用のソ
ース機器／サブ画面用のソース機器として指定されている場合（例えば、ＢＤプレーヤ２
００をメイン画面用ソース機器、セットトップボックス４００をサブ画面用ソース機器と
して指定された場合）には（Ｓ５０３のＮｏ）、Ｓ５０６以降の映像ストリーム切換処理
に進む。
【００５４】
　もし、指定された２つの機器が同一のＨＤＭＩ端子の上流側にある場合（図１の例であ
れば、例えばＤＶＤプレーヤ３００をメイン画面用ソース機器、セットトップボックス４
００をサブ画面用ソース機器として指定された場合）には、該ＨＤＭＩ端子に接続された
機器（図１の例ではＣＥＣスイッチ５００）が画面合成処理に対応しているか否かを判別
する（Ｓ５０４）。画面合成処理に対応しているか否かは、例えば、機器のＩＤ等から識
別するようにしても良いし、画面合成処理を有しているか否かを確認するためのＣＥＣコ
マンドを定義して、当該コマンドで問合せるようにしても良い。
【００５５】
　もし、指定された２つのソース機器が接続される機器（図１の例ではＣＥＣスイッチ５
００）が画面合成処理に対応していない場合には（Ｓ５０４のＮｏ）、１本のＨＤＭＩケ
ーブルでメイン画面及びサブ画面の２チャンネルの映像ストリームを伝送することはでき
ないため、ＧＵＩ処理部１０７はエラーメッセージを表示し、その旨をユーザに報知する
（Ｓ５０５）。指定された２つのソース機器が接続される機器（図１の例ではＣＥＣスイ
ッチ５００）が画面合成処理に対応している場合には（Ｓ５０４のＹｅｓ）、Ｓ５０６以
降の映像ストリーム切換処理に進む。尚、本実施形態では、特に記載しない限り、ＣＥＣ
スイッチ５００は画面合成処理に対応しているものとして説明を行なう。
【００５６】
　制御部１１２は、Ｓ５０１でユーザによってソース機器の切換を指示されたのが、メイ
ン画面であるのかサブ画面であるのかを判別する（Ｓ５０６）。いずれの場合であっても
、まず制御部１１２は、指定されたソース機器の物理アドレスを記憶すると共に、表示す
る画面のサイズ、大きさ、表示場所を記憶する（Ｓ５０７、Ｓ５０９）。その後、切換を
指示されたのがメイン画面用の映像ストリームである場合には、Ｓｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　
Ｐａｔｈコマンドを、サブ画面用の映像ストリームである場合にはＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔ
ｒｅｍａ　Ｐａｔｈコマンドを、ＨＤＭＩ入力端子１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃからブ
ロードキャストにより送信する（Ｓ５０８、Ｓ５１０）。尚上述の通り、これらのＳｅｔ
　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド及びＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマン
ドは、当該コマンドで設定する映像ストリームのソース機器の物理アドレスを含む。
【００５７】
　映像ストリームの受信を開始準備が整うと、制御部１１２は、受信する映像ストリーム
が２つ（メイン画面用の映像ストリーム及びサブ画面用の映像ストリーム）であるのか、
１つ（メイン画像のみ、もしくはメイン画面及びサブ画面を合成した映像信号の映像スト
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リーム）であるのかを判別する（Ｓ５１１）。受信する映像ストリームが２つである場合
には（Ｓ５１１のＹｅｓ）、ビデオプロセッサ１０８でメイン画面及びサブ画面の合成処
理を行うべく制御し（Ｓ５１２）、受信する映像ストリームが１つである場合には（Ｓ５
１２のＮｏ）、合成処理を行わずに、メイン画面のみをビデオプロセッサ１０８から出力
する設定を行なう（Ｓ５１３）。なおここで、受信する映像ストリームが１つである場合
には、サブ画面用切換部１０４Ｂ及びサブ画面用ＴＭＤＳ受信部１０６Ｂを機能させずと
もよい。
【００５８】
　次に、図６を参照しながら、非表示設定を行なう場合のシンク機器の処理の流れを説明
する。図６は、非表示設定を行なう場合の、デジタルテレビ１００の処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【００５９】
　まず、制御部１１２は、ＧＵＩ処理部１０７に非表示画面選択を出力したり、或いは図
示しないリモコンからの指示を受けたりすることにより、ユーザから非表示設定の入力を
受ける（Ｓ６０１）。
【００６０】
　制御部６０１は、指定された映像ストリームがメイン画面に対する非表示指示であるか
、サブ画面に対する非表示指示であるかを判別する（Ｓ６０２）。メイン画面に対する非
表示指示であれば（Ｓ６０２の「メイン画面」）、ＴＭＤＳ受信部１０６Ａからビデオプ
ロセッサ１０８への映像信号出力を停止し、ビデオプロセッサ１０８は、例えば、図示し
ないＴＶチューナからの映像信号の映像を表示パネル１０９に表示させる（Ｓ６０３）。
【００６１】
　メイン画面用の映像ストリームによる映像表示を停止する場合には、他にサブ画面用の
映像ストリームによる映像表示があるか否かを判別し（Ｓ６０４）、ソース機器からの映
像ストリームがある場合には（Ｓ６０４）、例えばＴＶチューナからの映像信号の映像と
サブ画面用ＴＭＤＳ受信部１０６Ｂから出力される映像信号の映像とを合成して表示パネ
ル１０９へ出力する（Ｓ６０５）。
【００６２】
　ユーザから非表示設定の入力を受けたのがサブ画面用の映像ストリームである場合には
（Ｓ６０２の「サブ画面」）、当該映像ストリームを解除するためのコマンドであるＣｌ
ｅａｒ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドを、ＨＤＭＩ入力端子１０１Ａ、１０
１Ｂ、１０１Ｃからブロードキャストにより送信する（Ｓ６０６）。
【００６３】
　当該コマンド送信により、サブ画面用の映像ストリームの出力が停止されるので、ビデ
オプロセッサ１０８は、メイン画面用の映像ストリームの映像のみを出力する（Ｓ６０７
）。
【００６４】
　続いて、図７を参照して、ソース機器の処理の流れを説明する。ソース機器の処理の流
れについては、ＢＤプレーヤ２００を例にとって説明を行なうが、他のソース機器であっ
ても同様の処理となる。
【００６５】
　まずプレーヤ２００は、ＨＤＭＩ出力端子２０４で映像ストリーム設定用のＣＥＣコマ
ンドである、Ｓｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド、又はＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅ
ａｍ　Ｐａｔｈコマンドを受信したか否かを判別する（Ｓ７０１）。映像ストリーム設定
用のコマンドを受信した場合には（Ｓ７０１のＹｅｓ）、当該コマンドが、自機器の物理
アドレスを指定するものか否かを判別する（Ｓ７０２）。もし、自機器が指定されていれ
ば（Ｓ７０２のＹｅｓ）、メイン画面用又はソース画面用の映像ストリームの映像信号を
出力するソース機器として、ＴＭＤＳ送信部２０３から、ＨＤＭＩ出力端子２０４を介し
た映像信号の出力を開始する（Ｓ７０３）。
【００６６】
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　もし、Ｓ７０１で受信した映像ストリーム設定用のコマンドが自機器を指定したもので
はない場合には（Ｓ７０２のＮｏ）、自機器が、当該映像ストリームの映像出力を行なっ
ているか否か（Ｓｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンドを受信した場合にはメイン画像
用の映像ストリームの映像信号を出力しているか、Ｓｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａ
ｔｈコマンドを受信した場合には、サブ画面用の映像ストリームの映像信号を出力してい
るか）を判別する（Ｓ７０４）。出力を行なっている場合には（Ｓ７０４のＹｅｓ）、他
の機器が映像ストリームの映像出力元であるソース機器として指定され、自機器は出力不
要であると考えられるため、ＴＭＤＳ送信部２０３からの映像信号の出力を停止する（Ｓ
７０５）。
【００６７】
　一方、ＨＤＭＩ出力端子２０４で、サブ画面用の映像ストリーム解除用のＣＥＣコマン
ドであるＣｌｅａｒ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈを受信した場合には（Ｓ７０６の
Ｙｅｓ）、自機器がサブ画面用の映像ストリームの映像信号の出力を行なっているか否か
を判別し（Ｓ７０７）、サブ画面用の映像ストリームの映像信号の出力を行なっている場
合には当該出力を停止する（Ｓ７０５）。
【００６８】
　以下、図８を参照して、画面合成機能を有する中継機器の処理の流れを説明する。図８
は、ＣＥＣスイッチ５００の処理の流れを示すフローチャートである。
　制御部５１０は、ＨＤＭＩ出力端子５０７で、映像ストリーム設定用のＣＥＣコマンド
である、Ｓｅｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐａｔｈコマンド、又はＳｅｔ　Ｓｕｂ　Ｓｔｒｅａｍ
　Ｐａｔｈコマンドを受信したか否かを判別する（Ｓ８０１）。映像ストリーム設定用の
コマンドを受信した場合には（Ｓ８０１のＹｅｓ）、当該コマンドで指定される物理アド
レスが、自機器の上流側機器（図１の例であれば、ＤＶＤプレーヤ３００又はセットトッ
プボックス４００）を指定するものであるか否かを判別する（Ｓ８０２）。
【００６９】
　自機器の上流側機器を指定するものである場合には（Ｓ８０２のＹｅｓ）、メイン画面
用映像ストリーム、及びサブ画面用映像ストリームの双方のソース機器が、ＣＥＣスイッ
チ５００よりも上流であるか否か、即ちＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ及びＨＤＭＩ入力端子
５０１Ｂの双方から映像ストリームの映像信号を受信しているか否かを判別する（Ｓ８０
３）。
【００７０】
　双方の映像ストリームの映像信号のソース機器が自機器の上流側機器である場合には（
Ｓ８０３のＹｅｓ）、ＨＤＭＩ入力端子５０１Ａ及びＨＤＭＩ入力端子５０１Ｂから入力
された映像信号の映像を、ビデオプロセッサ５０５の合成処理部５０５Ａで合成した映像
信号を、ＨＤＭＩ出力端子５０７から出力する。
【００７１】
　Ｓ８０３で、一方の映像ストリームのみのソース機器が自機器の上流側機器である場合
には、合成処理等の加工を行なわずに、指定された映像ストリームの映像信号をＨＤＭＩ
出力端子５０７から出力する。
【００７２】
　以上説明したように、本実施例によれば、メイン画面用の映像ストリームを設定するた
めのコマンドに加え、サブ画面用の映像ストリームを設定するためのコマンドを定義した
ため、シンク機器であるデジタルテレビ１００は、２台のソース機器から出力された映像
信号による映像を表示できる。
【００７３】
　また、映像ストリーム解除用のコマンドも定義している。ソース機器は映像信号の出力
の必要なタイミングを認識することが可能となり、不要な映像ストリーム出力が継続され
る事態を防ぐことができ、処理抑制による消費電力の低減等を図ることが可能となる。
【００７４】
　また、本実施形態では、ＣＥＣスイッチで画面合成処理を行うことができるので、リピ
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可能となる。
【００７５】
　尚、本実施形態においては、映像ストリーム解除のためのＣＥＣコマンドをサブ画面用
の映像ストリームに対してのみ用意しているが、これに限られるものではなく、メイン画
面用の映像ストリームに対しても解除のためのＣＥＣコマンドを定義してもよい。
【符号の説明】
【００７６】
１・・・・ＨＤＭＩシステム
１００・・・デジタルテレビ
１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃ・・・ＨＤＭＩ入力端子
１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃ・・・ＥＤＩＤメモリ
１０３・・・ＣＥＣ通信部
１０４Ａ、１０４Ｂ・・・切換部
１０５・・・ＥＤＩＤ送信部、ＨＤＣＰ認証部
１０６Ａ、１０６Ｂ・・・ＴＭＤＳ受信部
１０７・・・ＧＵＩ処理部
１０８・・・ビデオプロセッサ
１０９・・・表示パネル
１１０・・・Ｄ／Ａ変換器
１１１・・・スピーカ
１１２・・・制御部
２００・・・ＢＤプレーヤ
２０１・・・映像データ入力部
２０２・・・デコード部
２０３・・・ＴＭＤＳ送信部
２０４・・・ＨＤＭＩ出力端子
２０５・・・ＥＤＩＤ受信部、ＨＤＣＰ認証部
２０６・・・ＣＥＣ通信部
２０７・・・制御部
５０１Ａ、５０１Ｂ・・・ＨＤＭＩ入力端子
５０２Ａ、５０２Ｂ・・・ＥＤＩＤメモリ
５０３Ａ、５０３Ｂ・・・切換部
５０４Ａ、５０４Ｂ・・・ＴＭＤＳ受信部
５０５・・・ビデオプロセッサ
５０６・・・ＴＭＤＳ送信部
５０７・・・ＨＤＭＩ出力端子
５０８・・・ＣＥＣ通信部
５０９・・・ＥＤＩＤ通信部、ＨＤＣＰ認証部
５１０・・・制御部
３００・・・ＤＶＤプレーヤ
４００・・・セットトップボックス
５００・・・ＣＥＣスイッチ
６００・・・セットトップボックス
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