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(57)【要約】
【課題】本発明はＨＤＭＩ規格のケーブルを用いて複数
のソース機器とシンク機器を接続するシステムにおいて
、データ送信装置が適切に物理アドレスを読み取ること
。
【解決手段】シンク機器（１０）の切替器（３６）の選
択・非選択状態に関わらず、ソース機器（１２ａ）がＨ
ＤＭＩ入力ポート（３２ａ）に接続されるとＨＤＰ端子
をＨｉｇｈレベル（検出状態）にする。これにより、ソ
ース機器はシンク機器の物理アドレスを読み取ることが
できる。切替器（３６）によりＨＤＭＩ入力ポートが非
選択から選択に変化すると当該入力ポートの、あるいは
シンク機器がスタンバイ状態からオン状態に変化すると
選択状態にある入力ポートのＨＰＤ端子を一瞬Ｌｏｗレ
ベルに落とす。これにより、ＨＰＤ端子のＬｏｗからＨ
ｉｇｈへの立ち上がりが実現され、ソース機器はＨＤＣ
Ｐ認証を行うことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のデジタルインターフェース規格に準拠する複数の入力ポートと、
　前記複数の入力ポートのいずれかを選択する切替器と、
　を具備するデータ受信装置において、
　前記複数の入力ポートの各々は、データ送信装置から送信される所定電圧信号を入力す
る電圧信号端子と、前記データ送信装置へ接続検出信号を出力する検出端子と、前記デー
タ送信装置から送信されるデータ信号を受信するデータ入力端子と、前記データ送信装置
へ物理アドレスを送信するアドレス端子とを具備し、
　前記切替器は前記複数の入力ポートのデータ入力端子からのデータ信号を選択し、
　前記複数の入力ポートのアドレス端子と前記切替器の間に其々接続され、ポートに応じ
た物理アドレスを記憶する複数の不揮発性記憶手段と、
　前記複数の入力ポートの検出端子から出力される接続検出信号を、該入力ポートのデー
タ入力端子が前記切替器により選択されているか否かによらずに、検出状態の電圧に設定
する手段と、
　をさらに具備するデータ受信装置。
【請求項２】
　前記設定手段は前記入力ポートにデータ送信装置が接続されると前記接続検出信号を検
出状態の電圧に設定し、前記切替器により前記入力ポートが非選択状態から選択状態にさ
れると、当該入力ポートの検出端子から出力される接続検出信号を一定期間非検出状態の
電圧に設定した後、再度検出状態の電圧に設定する請求項１記載のデータ受信装置。
【請求項３】
　前記設定手段は前記入力ポートにデータ送信装置が接続されると前記接続検出信号を検
出状態の電圧に設定し、前記データ受信装置がスタンバイ状態からオン状態にされると、
切替器により選択されている入力ポートの検出端子から出力される接続検出信号を一定期
間非検出状態の電圧に設定した後、再度検出状態の電圧に設定する請求項１記載のデータ
受信装置。
【請求項４】
　前記設定手段により設定される接続検出信号の検出状態の電圧は前記所定電圧信号の電
圧である請求項１乃至請求項３のいずれか一項記載のデータ受信装置。
【請求項５】
　前記電圧信号端子は前記検出端子に接続され、両端子の接続点は抵抗を介して基準電位
に接続されている請求項４記載のデータ受信装置。
【請求項６】
　前記切替器により選択された入力ポートからの入力信号を出力する前記所定のデジタル
インターフェース規格に準拠する出力ポートをさらに具備する請求項１乃至請求項５のい
ずれか一項記載のデータ受信装置。
【請求項７】
　前記所定の規格はＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）である請求項１
乃至請求項６のいずれか一項記載のデータ受信装置。
【請求項８】
　所定のデジタルインターフェース規格に準拠する出力ポートを有する複数のデータ送信
装置と、前記デジタルインターフェース規格に準拠する複数の入力ポート、該複数の入力
ポートのそれぞれに接続される物理アドレスメモリ、該複数の入力ポートのいずれかから
の入力信号を選択する切替器を含むデータ受信装置と、を具備するシステムのデータ送受
信方法は、
　データ送信装置から所定電圧信号をデータ受信装置へ送信し、
　データ受信装置は接続検出信号をデータ送信装置へ送信し、
　データ送信装置は接続検出信号が接続検出電位であれば、前記物理アドレスメモリから
物理アドレスを読取り、接続検出信号が非接続検出電位から接続検出電位に変化した際に
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、データ送信装置はデータ入力端子の接続を検出し、接続を確認できた場合に認証を行い
、認証が正しい場合、データ受信装置へデータを所定の暗号化を施して送信し、
　前記接続検出信号はデータ送信装置が前記入力ポートに接続されると接続検出電位に設
定されるデータ送受信方法。
【請求項９】
　前記切替器により入力ポートが非選択状態から選択状態にされると、当該入力ポートの
検出端子から出力される接続検出信号は一定期間非接続検出電位に設定される請求項８記
載のデータ送受信方法。
【請求項１０】
　前記データ受信装置がスタンバイ状態からオン状態にされると、切替器により選択され
ている入力ポートの検出端子から出力される接続検出信号は一定期間非接続検出電位に設
定される請求項８記載のデータ送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルインターフェースを介して映像データを受信するデータ受信装置及び
データ送受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤプレーヤ、デジタルチューナ、セットトップボックス等の映像送信装置とＴＶ受
像機、モニタ等の映像受信装置との間のマルチメディアインターフェースの一例としてＨ
ＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）規格（非特許文献１参照）がある。Ｈ
ＤＭＩ出力端子を有する機器をソース機器と称し、ＨＤＭＩ入力端子を有する機器をシン
ク機器と称する。映像送信装置はソース機器であり、映像受信装置はシンク機器である。
ＨＤＭＩ入力端子とＨＤＭＩ出力端子とを有し、ソース機器とシンク機器の両者の機能を
有する機器をリピータ機器と称する。
【０００３】
　ソース機器がシンク機器に接続されると、ソース機器からシンク機器へ接続したことを
知らせるために＋５Ｖ電源信号が送信される。＋５Ｖ電源信号はソースレディを示す信号
でもある。
【０００４】
　シンク機器は＋５Ｖ電源信号を受信すると映像信号の受信の準備を始め、準備が整うと
ホットプラグ検出（ＨＰＤ）信号（Ｈｉｇｈ信号）をソース機器へ送信する。ＨＰＤ（Ho
t Plug Detect）信号はシンクレディを示す信号でもある。
【０００５】
　シンク機器は自身の表示可能な映像形式情報を格納するＥＤＩＤ（Extended Display I
dentification Data）を記憶するＥＤＩＤメモリを有する。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およびビット長等の音声仕様データが含まれる。
【０００６】
　ソース機器はＨｉｇｈレベルのＨＰＤ信号を受信すると、ＤＤＣ（Display Data Chann
el）ラインを利用してシンク機器のＥＤＩＤメモリからＥＤＩＤを読み込み、ＥＤＩＤ内
に書かれているシンク機器の表示可能な映像形式情報を読取る。
【０００７】
　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-bandwid
th 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ＨＤ
ＣＰ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。
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【０００８】
　ＥＤＩＤ読込み・認証後、ソース機器はシンク機器の形式に合った映像、音声、ＡＵＸ
情報をＴＭＤＳ（Transmission Minimized Differential Signaling）方式でシンク機器
へ送信する。
【０００９】
　ＨＤＭＩ規格にはＣＥＣ（Consumer Electronics Control）という機器間の相互制御に
関する任意の規格も規定されている。ＨＤＭＩ機器はリピータを介してツリー状に接続さ
れる。ＣＥＣは単線式低速シリアルバスを利用する。ＣＥＣにより実現される機能の一例
としてはソース機器からシンク機器を制御するワンタッチプレイがある。ＤＶＤ等のソー
ス機器を再生モードにする（再生ボタンを押す）と、ソース機器からＴＶ受像機等のシン
ク機器を制御して、必要に応じてシンク機器を自動的にオンして、信号パスを自動的に自
機（ＤＶＤ）側に設定し、再生映像をシンク機器で表示可能状態とする。
【００１０】
　ある機器を特定して切替器を制御し信号パスを設定するためには、全ての機器は物理ア
ドレスを持たなければならない。ソース機器の物理アドレスはシンク機器あるいはリピー
タ機器のＥＤＩＤ内に書かれている。機器が相互接続ツリーに新たに接続され、あるいは
取り外され、ツリーの構成が変化したとき、物理アドレスの検出が行われる。全てのシン
ク機器とリピータ機器は物理アドレスの検出、伝播を行う。ツリー構造が最大５段とする
と、アドレスは４桁でｎ．ｎ．ｎ．ｎと表される。ルートとなるシンク機器あるいはリピ
ータ機器は自身の物理アドレスとして０．０．０．０を発生する。ソース機器あるいはリ
ピータ機器は接続されているシンク機器のＥＤＩＤメモリから自機の物理アドレスを読み
取る。
【００１１】
　ソース機器あるいはリピータ機器が自機の物理アドレスを読み取るタイミングは、送信
した＋５Ｖ電源信号に応答してシンク機器あるいはリピータ機器から送信されたＨｉｇｈ
レベルのＨＰＤ信号を受信した時である。また、シンク機器には複数のＨＤＭＩポートが
設けられるが、ＥＤＩＤメモリは１つしか設けられていない。そのため、各機器の電源投
入／未投入、切替器の選択状態に応じてはソース機器あるいはリピータ機器が自機の物理
アドレスを正しく読み取ることができない事態が生じることがある。
【００１２】
　例えば、シンク機器のポート１（ポート１が選択状態）にソース機器１が接続され、Ｈ
ＰＤ信号がＨｉｇｈになると、ソース１は物理アドレス１．０．０．０を取得する。ソー
ス１はＨＰＤ信号がその後Ｌｏｗに戻っても物理アドレスを保持し続ける。ＨＰＤがＬｏ
ｗなので、ポート１からソース１が抜き取られてもシンク機器はそれを検出できない。そ
のため、その後ソース１をポート２に接続しても、ポート２が非選択であるのでＨＰＤ信
号はＬｏｗであり、ソース１はポート１の物理アドレスを保持し、正しい物理アドレス（
２．０．０．０）を取得することができない。このため、正しいＣＥＣ制御ができないお
それがある。
【非特許文献１】High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　このように従来のデジタルインターフェース、例えばＨＤＭＩを介して映像データを受
信するデータ受信装置には、機器間の相互制御のためにデータ送信装置との間で物理アド
レスをやり取りすることが必要であるが、機器の電源状態や機器を選択する切替器の選択
状態によってはデータ送信装置がデータ受信装置の物理アドレスを読み取ることができな
いという課題がある。
【００１４】
　本発明の目的は所定のデジタルインターフェース規格に準拠する複数の入力ポートと、
複数の入力ポートのいずれかからの入力信号を選択する切替器とを具備するデータ受信装
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置において、複数の入力ポートに接続されるデータ送信装置に適切に物理アドレスを読み
取らせることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の実施態様によるデータ受信装置は、所定のデジタルインターフェース規格に準
拠する複数の入力ポートと、前記複数の入力ポートのいずれかを選択する切替器とを具備
するデータ受信装置において、
　前記複数の入力ポートの各々は、データ送信装置から送信される所定電圧信号を入力す
る電圧信号端子と、前記データ送信装置へ接続検出信号を出力する検出端子と、前記デー
タ送信装置から送信されるデータ信号を受信するデータ入力端子と、前記データ送信装置
へ物理アドレスを送信するアドレス端子とを具備し、
　前記切替器は前記複数の入力ポートのデータ入力端子からのデータ信号を選択し、
　前記複数の入力ポートのアドレス端子と前記切替器の間に其々接続され、ポートに応じ
た物理アドレスを記憶する複数の不揮発性記憶手段と、
　前記複数の入力ポートの検出端子から出力される接続検出信号を、該入力ポートのデー
タ入力端子が前記切替器により選択されているか否かによらずに、検出状態の電圧に設定
する手段と、
　をさらに具備するものである。
【００１６】
　本発明の実施態様によるデータ送受信方法は、所定のデジタルインターフェース規格に
準拠する出力ポートを有する複数のデータ送信装置と、前記デジタルインターフェース規
格に準拠する複数の入力ポート、該複数の入力ポートのそれぞれに接続される物理アドレ
スメモリ、該複数の入力ポートのいずれかからの入力信号を選択する切替器を含むデータ
受信装置と、を具備するシステムのデータ送受信方法において、
　データ送信装置から所定電圧信号をデータ受信装置へ送信し、
　データ受信装置は接続検出信号をデータ送信装置へ送信し、
　データ送信装置は接続検出信号が接続検出電位であれば、前記物理アドレスメモリから
物理アドレスを読取り、接続検出信号が非接続検出電位から接続検出電位に変化した際に
、データ送信装置はデータ入力端子の接続を検出し、接続を確認できた場合に認証を行い
、認証が正しい場合、データ受信装置へデータを所定の暗号化を施して送信し、
　前記接続検出信号はデータ送信装置が前記入力ポートに接続されると接続検出電位に設
定されるものである。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、データ受信装置の各入力ポートのアドレス端子と
切替器の間に不揮発性の物理アドレス記憶手段をそれぞれ接続し、入力ポートの検出端子
からデータ送信装置へ出力される接続検出信号を検出状態の電圧にアサートすることによ
り、データ受信装置の電源状態や切替器の選択状態に関わらず、データ送信装置がデータ
受信装置から物理アドレスを適切に読み取ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明によるデータ受信装置の実施の形態を説明する。
【００１９】
　第１の実施の形態
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る映像システム全体の構成を示す図である。
【００２０】
　ＨＤＭＩ規格に準拠するＨＤＭＩ出力ポートを有する複数（ここでは、３つ）の映像送
信装置（ソース機器）１２ａ，１２ｂ，１２ｃがＨＤＭＩケーブル１４ａ，１４ｂ，１４
ｃを介して複数のＨＤＭＩ入力端子を有する映像受信装置（シンク機器）１０に接続され
る。映像送信装置１２ａ，１２ｂ，１２ｃは一例としてＤＶＤ（Digital Versatile Disc
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）プレーヤ、ストリーミング映像送信装置、チューナ、セットトップボックス、ゲーム機
等を含む。映像受信装置１０は一例としてテレビ受像機、ＰＣ（Personal Computer）用
のモニタ装置等を含む。
【００２１】
　図２は映像送信装置１２ａの構成の一例を示す。映像送信装置１２ａは再生時間等を表
示する表示部２０と、各種操作が可能な入力部２１と、映像データ２２０等を記憶する記
憶部２２と、これらを総括的に制御する制御部２３と、ＨＤＭＩケーブル１４ａと接続さ
れるＨＤＭＩ出力ポート２４とからなる。ＨＤＭポートの主なピン配列は、ＴＭＤＳ（Tr
ansmission Minimized Differential Signaling）と、＋５Ｖ電源と、ホットプラグ検出
（ＨＰＤ：Hot Plug Detect）と、上述のＤＤＣ（Digital Data Channel）と、機器間の
相互制御に関するＣＥＣ（Consumer Electronics Control）とからなる。ＤＤＣラインは
Ｉ２Ｃ（Inter-Integrated Circuit）バスとほぼ同じ仕様である。
【００２２】
　ＨＤＭＩ出力ポート２４は、映像、音声、補助情報を送信するＴＭＤＳ送信部２５と、
本機をシンク機器あるいはリピータ機器に接続した場合、接続したことをシンク機器ある
いはリピータ機器に知らせるための＋５Ｖ電源信号（ソースレディを示す信号）出力部２
６と、シンク機器あるいはリピータ機器が映像情報の受信準備が整ったことを示す（シン
クレディを示す）ＨＰＤ信号を受信するＨＰＤ信号受信部２７と、接続されたシンク機器
の製品情報や適合する映像フォーマット等のデータであるＥＤＩＤを受信したり、シンク
機器の認証を行うＥＤＩＤ受信部＆ＨＤＣＰ認証部２８と、装置制御信号と制御プロトコ
ルであるＣＥＣを送受信するＣＥＣ送受信部２９とを有する。
【００２３】
　図３は映像受信装置１０の構成の一例を示す。映像受信装置１０は複数（ここでは、３
つ）のＨＤＭＩ入力ポート３２ａ，３２ｂ，３２ｃを有し、切替器３６でいずれか一つの
ポートを選択する。
【００２４】
　ＨＤＭＩ入力ポート３２ａ，３２ｂ，３２ｃのピン配列はＨＤＭＩ出力ポート２４のピ
ン配列と同じである。
【００２５】
　各ポートのＣＥＣラインは共通にＣＥＣ送受信部３４に接続される。
【００２６】
　各ポートのＴＭＤＳラインとＤＤＣラインは３入力・１出力の切替器３６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３８ａ，３８ｂ
，３８ｃが接続される。ＥＤＩＤメモリ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でも良い。ＥＤＩＤメ
モリ３８ａ，３８ｂ，３８ｃにはそのポートに接続されるソース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、シンク機器の物理アドレスが１．０．０．０であ
る場合は、ＥＤＩＤメモリ３８ａには１．１．０．０が、３８ｂには１．２．０．０が、
３８ｃには１．３．０．０が記憶される。
【００２７】
　各ポートの＋５ＶラインはＥＤＩＤメモリ３８ａ，３８ｂ，３８ｃに接続される。各ポ
ートのＨＰＤラインはスイッチ４２ａ，４２ｂ，４２ｃを介して＋５Ｖラインに接続され
る。スイッチ４２ａ，４２ｂ，４２ｃとＥＤＩＤメモリ３８ａ，３８ｂ，３８ｃとの接続
点はプルダウン抵抗４０ａ，４０ｂ，４０ｃを介してグランド電位に接続される。スイッ
チ４２ａ，４２ｂ，４２ｃは常時はオンであり、切替器３６の切替え及びシンク機器の状
態の変化に連動して僅かな一定期間オフとされる。
【００２８】
　切替器３６で選択されたＨＤＭＩ入力ポートのＴＭＤＳラインはＴＭＤＳ受信部４６に
接続され、選択されたＨＤＭＩ入力ポートのＤＤＣラインはＥＤＩＤ送信部＆ＨＤＣＰ認
証部５８に接続される。
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【００２９】
　ＴＭＤＳ受信部４６から出力される映像信号はビデオプロセッサ５２を介して表示パネ
ル５４に供給され、音声信号はＤ／Ａ変換器４８を介してスピーカ５０に供給される。
【００３０】
　シンク機器の全体の制御は制御部６６により行われる。
【００３１】
　図４はシンク機器の各状態に応じた各端子の電位と各部の動作の可否とを示す。
【００３２】
　スタンバイ状態とは電源は入っているが表示は消えている状態であり、この状態では切
替器３６の選択・非選択状態に関わらずＨＰＤ信号はＨｉｇｈ、ＥＤＩＤ読み込みは許可
（ＯＫ）、ＨＤＣＰ認証はＮＧ、ＴＭＤＳ電位はＬｏｗである。
【００３３】
　上述したように、ソース機器からの＋５Ｖラインがシンク機器１０内でＨＰＤラインに
接続され、さらにＨＰＤラインはプルダウン抵抗を介してグランド電位に接続されている
ので、ソース機器がＨＤＭＩ入力ポートに接続されている限りＨＰＤラインは＋５Ｖ（Ｈ
ｉｇｈ）である。ＨＰＤラインが＋５Ｖであるので、ソース機器はＥＤＩＤメモリ３８ａ
，３８ｂ，３８ｃの読み込みが可能（ＯＫ）である。
【００３４】
　しかし、スタンバイ状態ではソース機器はＨＤＣＰ認証をする必要がないので、ＨＤＣ
Ｐ認証は不可（ＮＧ）としている。同様に、スタンバイ状態ではソース機器からシンク機
器に映像情報が送信されないので、ＴＭＤＳ電位はＬｏｗである。
【００３５】
　シンク機器がオン状態（ＴＶ受像機の場合は表示部がオン状態）では、切替器３６がポ
ートを選択しているか否かに応じて状態が異なる端子がある。
【００３６】
　上述したように、ソース機器からの＋５Ｖラインがシンク機器１０内でＨＰＤラインに
接続され、さらにＨＰＤラインはプルダウン抵抗を介してグランド電位に接続されている
ので、ソース機器がＨＤＭＩ入力ポートに接続されている限りポートの選択・非選択に関
わらずＨＰＤラインは＋５Ｖ（Ｈｉｇｈ）である。ＨＰＤラインが＋５Ｖであるので、ソ
ース機器はポートの選択・非選択に関わらずＥＤＩＤメモリ３８ａ，３８ｂ，３８ｃの読
み込みが可能（ＯＫ）である。
【００３７】
　しかし、ＤＤＣラインを利用するＨＤＣＰ認証は切替器３６により選択されているＨＤ
ＭＩ入力ポートに接続されているソース機器とのみ行えばよいので、非選択のポートに関
するＨＤＣＰ認証は不可（ＮＧ）とし、選択されたポートに関するＨＤＣＰ認証は許可（
ＯＫ）としている。同様に、切替器３６により選択されているソース機器のみからシンク
機器に映像情報が送信されるので、ＴＭＤＳ電位は選択されているポートに関してのみＨ
ｉｇｈレベルとされ、非選択のポートに関するＴＭＤＳ電位はＬｏｗレベルである。ただ
し、非選択のポートに関するＴＭＤＳ電位はＬｏｗレベルに限らず、Ｈｉｇｈレベルにし
てもよい。
【００３８】
　ソース機器がシンク機器の入力ポートのいずれかに接続されると、ソース機器から＋５
Ｖ電源信号が送信される。＋５Ｖ電源信号はシンク機器内で折り返され、ＨＰＤ信号とし
てソース機器へ送信される。図４に示すように、ＨＰＤ信号は切替器３６の選択状態、あ
るいはシンク機器の動作状態に関わらず常にＨｉｇｈレベル（接続検出状態）である。
【００３９】
　ソース機器はＨｉｇｈレベルのＨＰＤ信号を受信すると、ＤＤＣラインを利用してシン
ク機器のＥＤＩＤメモリからＥＤＩＤを読み込み、ＥＤＩＤ内に書かれている物理アドレ
スと、シンク機器の表示可能な映像形式情報を読取る。また、ソース機器はＨＰＤ信号が
ＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに変化すると、ＤＤＣラインを通じてシンク機器との間
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でＨＤＣＰ認証に必要なＨＤＣＰ鍵情報をやり取りする。ＨＤＣＰ鍵情報もシンク機器の
ＥＤＩＤメモリに格納されている。認証が成立すると、ソース機器は共有している秘密鍵
で映像データ２２０を暗号化し、シンク機器の形式に合ったＴＭＤＳ方式でシンク機器へ
送信する。
【００４０】
　このように、複数のＨＤＭＩ入力ポートに物理アドレスを記憶するＥＤＩＤメモリをそ
れぞれ接続するとともに、ＨＤＭＩ入力ポートにソース機器が接続されると、切替器３６
により選択されていなくても、＋５Ｖ電源信号に応答してＨｉｇｈレベルのＨＰＤ信号を
ソース機器に送信するので、ソース機器は非選択状態でも自身の物理アドレスを読み取る
ことができる。さらに、シンク機器がスタンバイ状態でもソース機器は自身の物理アドレ
スを読み取ることができる。このため、ＣＥＣ制御に必要な物理アドレスを確実に得るこ
とができる。
【００４１】
　また、切替器３６で選択されたＨＤＭＩ入力ポートのみが接続されるＨＤＣＰ認証部５
８はシンク機器がスタンバイの場合は認証不可としているので、無駄な認証を行うことが
防止される。
【００４２】
　認証ＮＧの場合、ソース機器が認証エラー等のアラートを表示するように構成されてい
る場合は、ＴＭＤＳの電位のＨｉｇｈ／Ｌｏｗをチェックして、ＨＰＤ＝Ｈｉｇｈ，ＴＭ
ＤＳ＝Ｌｏｗの場合はＨＤＣＰ＝ＮＧでもアラート表示は行わない。
【００４３】
　図４に示したように、ＨＰＤ端子は常にＨｉｇｈであるが、ＨＤＭＩ規格ではＨＰＤ信
号のＬｏｗからＨｉｇｈレベルへの変化に応答してＨＤＣＰ認証を開始することになって
いる。そのため、図４の状態のままでは、ＨＤＭＩポートの切替時や、シンク機器の状態
変化（スタンバイからオン）時に認証が実施されないことになる。
【００４４】
　これを解消するために、図５に示すように、切替器３６の切替（ポートを非選択から選
択に変更）に応じて、非選択から選択に変化したポートに関連するＨＰＤラインを一瞬（
例えば、５００ミリ秒）Ｌｏｗレベルにして、再びＨｉｇｈレベルに戻すようにしている
。これは、制御部６６の制御の元で切替器３６が切り替わると、それに連動してスイッチ
４２を一瞬オフにすることにより実現される。スイッチ４２ａ，４２ｂ，４２ｃは常時は
オンであり、ポートが非選択から選択に切り替わると、一瞬オフされる。また、シンク機
器がスタンバイ状態からオン状態に変化したときも、制御部６６の制御の元で選択状態に
あるＨＤＭＩポートに接続されているスイッチ４２を一瞬オフにする。
【００４５】
　これにより、ＨＰＤ端子が常にＨｉｇｈレベルであるが、ＨＤＭＩポートの切替時や、
シンク機器の状態変化時に認証が実施され、不正を防止すると共に、正しい暗号化・復号
鍵が得られる。
【００４６】
　以上説明したように、第１の実施の形態によれば、全てのＨＤＭＩ入力ポートに接続さ
れているソース機器に物理アドレスを適切に通知することができる。
【００４７】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、Ｈｉｇｈレベルの
ＨＰＤ信号の送信方法は図３の例に限らず種々変更可能である。例えば、シンク機器の電
源から＋５Ｖの信号を作り、シンク機器が動作状態になるとソース機器からの＋５Ｖ電源
信号の受信の有無によらず、あるいは＋５Ｖ電源信号の受信を確認してから＋５Ｖの信号
をソース機器に送信してもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発
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てもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００４９】
　また、本発明は、コンピュータに所定の手段を実行させるための（あるいはコンピュー
タを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現させ
るための）プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても実施するこ
ともできる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態に係る映像システム全体を示す概略図。
【図２】本発明の実施形態に係るソース機器の回路構成を示す図。
【図３】本発明の実施形態に係るシンク機器の回路構成を示す図。
【図４】本発明の実施形態におけるシンク機器の状態に応じた端子の電位を示す図。
【図５】本発明の実施形態におけるＨＤＭＩポートのＨＰＤ端子の電位を示す信号波形図
。
【符号の説明】
【００５１】
　１０…シンク機器（表示装置）、１２ａ，１２ｂ，１２ｃ…ソース機器（映像送信装置
）、１４ａ，１４ｂ，１４ｃ…ＨＤＭＩケーブル、３２ａ，３２ｂ，３２ｃ…ＨＭＤＩポ
ート、３４…ＣＥＣ送受信部、３６…切替器、３８ａ、３８ｂ、３８ｃ…ＥＤＩＤメモリ
、４０ａ，４０ｂ，４０ｃ…プルダウン抵抗、４２ａ，４２ｂ，４２ｃ…スイッチ、４６
…ＴＭＤＳ受信部、６０…＋５Ｖ電源信号受信部、６２…ＨＰＤ信号送信部＆ＨＤＣＰ認
証部、６４…ＥＤＩＤ送信部。

【図１】 【図２】
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