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(57)【要約】
使用場所が特定されず、かつ、ケーブルの挿抜が多いム
ービーなどの携帯機器において、常時、端子の５Ｖ端子
に５Ｖを印加しておくと、金属片などが端子に入り込み
、５Ｖ端子と他の端子が短絡した場合に、機器が破壊さ
れるという致命的な問題が発生する可能性がある。映像
音声出力装置において、５Ｖ電源（４０５）と５Ｖ端子
（４０２）との間にＳＷ回路（１０２）を設けて、ＴＭ
ＤＳ信号にバイアスがあるときはＳＷ回路（１０２）を
短絡し、ＴＭＤＳ信号にバイアスがないときはＳＷ回路
（１０２）を開放することによって、ケーブルが接続さ
れていないときは、５Ｖ端子（４０２）における５Ｖ電
源供給を停止させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段と、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断手段と、
　前記接続判断手段による判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供給手段
からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることにより制御
する制御手段とを備えた
　映像音声出力装置。
【請求項２】
　前記接続判断手段は、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により前記第１の端
子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項１記載の映像音声出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記接続判断手段において前記第１の端子に印加されるバイアスが有
ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行うように、前記スイ
ッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断手段において前記第１の端
子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の
印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるように制御する
　請求項２記載の映像音声出力装置。
【請求項４】
　前記電圧供給手段は、５Ｖの電圧を供給する
　請求項１記載の映像音声出力装置。
【請求項５】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段とを備えた映
像音声出力装置に用いる映像音声出力方法であって、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断ステップと、
　前記接続判断ステップにおける判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供
給手段からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることによ
り制御する制御ステップとを含む
　映像音声出力方法。
【請求項６】
　前記接続判断ステップにおいては、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により
前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項５記載の映像音声出力方法。
【請求項７】
　前記制御ステップにおいては、前記接続判断ステップにおいて前記第１の端子に印加さ
れるバイアスが有ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行う
ように、前記スイッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断ステップ
において前記第１の端子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給
手段からの前記電圧の印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるよ
うに制御する
　請求項６記載の映像音声出力方法。
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【請求項８】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段とを備えた映
像音声出力装置に用いるプログラムであって、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断ステップと、
　前記接続判断ステップにおける判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供
給手段からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることによ
り制御する制御ステップとをコンピュータに実行させる
　プログラム。
【請求項９】
　前記接続判断ステップにおいては、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により
前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項８記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記制御ステップにおいては、前記接続判断ステップにおいて前記第１の端子に印加さ
れるバイアスが有ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行う
ように、前記スイッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断ステップ
において前記第１の端子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給
手段からの前記電圧の印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるよ
うに制御する
　請求項９記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像データと音声データを伝送するための映像音声出力装置に関するもので
ある。特に、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）の規格に基づき、映像及び音声データを伝送する映像音声出力装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、映像データをデジタルデータとして伝送する規格として、ＤＶＩ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格がある。これは、原色信号ＲＧＢの画
素データをピクセル単位でデジタル化し、映像を非圧縮のままのベースバンドでデジタル
伝送するものである。
【０００３】
　一方、近年、ＤＶＤレコーダなどの映像音声出力装置と、ＴＶなどの映像音声再生装置
とを１本のケーブルで接続し、映像音声出力装置から出力されたデジタルデータを映像音
声再生装置に伝送させるＨＤＭＩ規格が規格化されている。この技術によれば、音声デー
タは、映像信号のブランキング期間に圧縮多重化および重畳され、映像信号と同時に伝送
されるため、従来のように音声出力端子を映像出力端子とは別にＴＶなどに接続する必要
がなく、ユーザの利便性が高いため、今後さらに普及が進むものと考えられる。
【０００４】
　ＨＤＭＩを用いたデータ伝送について、非特許文献１にあげるＨＤＭＩ規格に基づき、
以下図面を用いて説明する。従来の映像音声出力装置のブロック図を図５に示す。
【０００５】
　デジタルデータ化された映像データ及び音声データは、送信側のトランスミッタ４０７
から受信側のレシーバ４０８へ伝送される。トランスミッタ４０７は、ＤＶＤレコーダな
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どの映像音声信号源となる映像音声出力装置４１０が備えるもので、レシーバ４０８は、
ＴＶなど映像や音声を表示・出力する映像音声再生装置４１２が備えるものである。トラ
ンスミッタ４０７で、映像信号とオーディオ信号をエンコードして、レシーバ４０８に向
けて出力する。トランスミッタ４０７では、映像データについては、パラレル８ビット×
３チャネルの映像データをシリアル１０ビット×３チャネルに変換し、音声データについ
ては、パラレル４ビットの音声データをシリアル１０ビットに変換するエンコードが行わ
れる。レシーバ４０８では、トランスミッタ４０７から送られてきた映像データ、音声デ
ータについて、シリアル１０ビットの映像データをパラレル８ビットに、シリアル１０ビ
ットの音声データをパラレル４ビットにそれぞれ変換するデコードを行い、ベースバンド
の映像データ、音声データを再生する。
【０００６】
　トランスミッタ４０７とレシーバ４０８は、ＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎ
ｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｄｄｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）で接続される。ＴＭＤ
Ｓは、シリアル型高速ディジタル伝送方式で、三対のデータ信号線と一対のクロック信号
線を使い、一つの信号を二本の信号線の電位差で判定する平衡（差動）型シリアル伝送方
式である。
【０００７】
　また、ＨＤＭＩケーブルは、ＴＭＤＳ信号線の他に、ＣＥＣ信号線、ＤＤＣ信号線、Ｈ
ＰＤ信号線、５Ｖ線を有している。ＣＥＣ４１５は機器制御ラインＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍ
ｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）で、民生機器用の制御信号を伝送する
ものである。ＤＤＣ４１６はＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）であ
り、ＴＶなどの映像音声再生装置のＥＤＩＤ情報を取得するための制御信号を伝送するも
のである。ＨＰＤ４１７はＨＰＤ（Ｈｏｔ　Ｐｌｕｇ　Ｄｅｔｅｃｔ）であり、映像音声
再生装置４１２でＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子と１ＫΩの抵抗を介して接続されている。ＨＰ
Ｄは、映像音声出力装置４１０が映像音声再生装置４１２のＥＤＩＤ情報を、上記ＤＤＣ
通信を用いて取得する際の取得可能タイミングを知らせる信号である。このＥＤＩＤ取得
可能タイミングの制御は、映像音声再生装置４１２のＨＰＤ制御手段（例えば、マイクロ
コンピュータ４１８）が行うのが一般的である。５Ｖ４１４は５Ｖラインであり、映像音
声再生装置４１２に５Ｖの電圧を供給する。
【非特許文献１】「Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．１」（２００４年５月
２０日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、映像音声出力装置４１０は、室内に固定されて使用する据え置き型タイプの
ＤＶＤレコーダやＡＶアンプなどが主流であるが、近年、ムービーなどの携帯機器におい
ても高画質化が進み、高画質画像データや高音質データを記録し再生した画像データ及び
音声データを、ＨＤＭＩにて伝送し、ＴＶで視聴したいという要求が出てきている。
【０００９】
　しかしながら、使用場所が特定されず、かつ、ＨＤＭＩケーブルの挿抜が多いムービー
などの携帯機器において、常時、ＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子に５Ｖを印加しておくと、金属
片などがＨＤＭＩ端子に入り込み、５Ｖ端子と他の端子が短絡した場合に、機器が破壊さ
れるという致命的な問題が発生する可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するもので、ＨＤＭＩ機能を有した映像音声出力装置におい
て、ＨＤＭＩケーブルを介して映像音声再生装置と非接続の時にはＨＤＭＩ端子の５Ｖ端
子から５Ｖ出力を停止する映像音声出力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】
【００１１】



(5) JP WO2007/049556 A1 2007.5.3

10

20

30

40

50

　上記課題を解決するために、本発明の映像音声出力装置は、第１の信号線を介して外部
装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、第２の信号線を介して前記外部装置に電圧
を供給する第２の端子と、前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、前記第
２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２の端子へ
の電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段と、前記第１の端子と
前記外部装置との接続状態を判断する接続判断手段と、前記接続判断手段による判断結果
に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を前記スイッ
チ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることにより制御する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の映像音声出力装置によれば、映像音声再生装置と非接続時には、電圧端子に電
圧を印加しないので、金属片などコネクタに入りこんで、コネクタの電圧端子と他の端子
が短絡しても、機器の損傷を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置の実行手順を示すフロ
ーチャート図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態におけるＯＮ／ＯＦＦ設定手段のアルゴリズムを
示した図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１における映像音声出力装置のタイミングチャート
図である。
【図５】図５は、従来の映像音声出力装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００１４】
　１０１　ＯＮ／ＯＦＦ制御信号
　１０２　ＳＷ
　１０３　出力ポート
　４０１　抵抗
　４０２　５Ｖ端子
　４０３　ＨＰＤ端子
　４０４　１ＫΩ抵抗
　４０５　５Ｖ電源
　４０６　マイクロコンピュータ
　４０７　ＨＤＭＩトランスミッタ
　４０８　ＨＤＭＩレシーバ
　４１０　映像音声出力装置
　４１１　ＨＤＭＩケーブル
　４１２　映像音声再生装置
　４１３　ＴＭＤＳバイアス検出信号
　４１４　５Ｖ
　４１５　ＣＥＣ信号
　４１６　ＤＤＣ信号
　４１７　ＨＰＤ信号
　４１８　マイクロコンピュータ
　４１９　バイアス検出回路
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
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【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置のブロック図である。図１に
おいて、図５の従来例のブロック図と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省
略する。
【００１７】
　図１において、バイアス検出回路４１９は、ＴＭＤＳ信号のバイアスのレベルを検出す
る。ＳＷ手段１０２は、５Ｖ電源４０５とＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子を短絡及び開放するＳ
Ｗ回路である。ＯＮ／ＯＦＦ制御信号１０１は、マイクロコンピュータの出力ポート１０
３から出力される信号であり、この信号を用いてＳＷ手段１０２を制御する。
【００１８】
　次に、本発明の映像音声出力装置４１０の動作について、図２に示すフローチャートを
用いて説明する。
【００１９】
　映像音声出力装置４１０は、ＨＤＭＩケーブル４１１を介して映像音声再生装置４１２
と接続されたかどうかを確認する（ステップ１００）。接続されたかどうかを確認する方
法として、ＴＭＤＳ信号のバイアスのレベルを確認する方法、あるいはＨＰＤの信号線を
確認する方法がある。ここでは、ＴＭＤＳ信号のバイアスのレベルを確認する方法につい
て説明する。ＴＭＤＳ信号線は、トランスミッタ側がオープン・ドレインの電流源で、レ
シーバ側は差動レシーバとなり、レシーバ側で差動の＋側と－側がそれぞれ５０Ω、３．
３Ｖにオフセット終端されている。レシーバ４０８側がＴＭＤＳ用の電源３．３Ｖが供給
されていれば、トランスミッタ側ではＴＭＤＳ信号をコンパレータ等で比較するバイアス
検出回路４１９により、容易にバイアスがかかっているかどうかを判断することが可能で
ある。バイアス検出回路４１９から得た検出有無の情報は、マイクロコンピュータ４０６
の入力ポート４１４に入力され、映像音声出力装置４１０は、ＨＤＭＩケーブル４１１を
介して映像音声再生装置４１２と接続されたことを確認することができる。
【００２０】
　次に、映像音声出力装置４１０は、マイクロコンピュータ４０６上でＴＭＤＳバイアス
検知プログラムを動作し、スイッチ切替え設定を実行する（ステップ２００）。図３はＯ
Ｎ／ＯＦＦ設定手段のアルゴリズムを示した図である。ステップ２０２は、判断処理であ
り、マイクロコンピュータ４０６の入力ポート４１４のレベルを監視する処理である。入
力ポート４１４がＨｉｇｈならば、ＴＭＤＳバイアス有りと判断し、ステップ２０３に進
み、また、入力ポート４１４がＬｏｗならば、ＴＭＤＳバイアス無しと判断し、ステップ
２０４に進む。ステップ２０３はマイクロコンピュータ４０６の出力ポート１０３がＯＮ
／ＯＦＦ制御信号１０１をＨｉｇｈにする処理である。ステップ２０４はマイクロコンピ
ュータ４０６の出力ポート１０３がＯＮ／ＯＦＦ制御信号１０１をＬｏｗにする処理であ
る。
【００２１】
　次に、ＳＷ手段１０２は、入力されたＯＮ／ＯＦＦ制御信号１０１に基づき、５Ｖ電源
４０５から電圧供給を制御する（ステップ３００）。ＳＷ手段１０２は、ＯＮ／ＯＦＦ制
御信号１０１がＨｉｇｈレベルの時は短絡状態にし、５Ｖ電源４０５から供給される５Ｖ
をＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子４０２に供給する。また、ＳＷ手段１０２は、ＯＮ／ＯＦＦ制
御信号１０１がＬｏｗレベルの時は、開放状態になり、５Ｖ電源４０５から供給される５
ＶがＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子４０２に供給されず、５Ｖ端子４０２はハイインピーダンス
状態になる。
【００２２】
　次に、映像音声出力装置４１０における各信号の状態を、図４に示すタイミングチャー
ト図を用いて説明する。ＨＤＭＩケーブル４１１を介して映像音声出力装置４１０と映像
音声再生装置４１２が接続されると、ＴＭＤＳ信号にバイアスがかかり、バイアス検出回
路４１９はＴＭＤＳバイアス検出信号４１３のレベルをＨｉｇｈにする。映像音声出力装
置４１０がＨＤＭＩケーブル４１１を介して映像音声再生装置４１２と接続されていなか
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ったり、映像音声再生装置４１２の主電源がＯＦＦなどにより映像音声再生装置４１２が
ＨＤＭＩ入力可能状態になっていないときは、ＴＭＤＳ信号にバイアスがかからず、バイ
アス検出回４１９路はＴＭＤＳバイアス検出信号４１３のレベルをＬｏｗにする。バイア
ス検出信号４１３はマイクロコンピュータ４０６の入力ポートに入力され、マイクロコン
ピュータ４０６は、図３に示すＯＮ／ＯＦＦ設定手段のアルゴリズムを実行し、ＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御信号１０１を出力ポート１０３より出力する。ＯＮ／ＯＦＦ制御信号１０１はマ
イクロコンピュータの出力ポートから、ＳＷ手段１０２を制御する信号であり、ＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御信号１０１がＨｉｇｈレベルの時は、ＳＷ手段１０２を短絡状態にし、５Ｖ電源
４０５から供給される５ＶをＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子４０２に供給する。また、ＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御信号１０１がＬｏｗレベルの時は、ＳＷ手段１０２は開放状態になり、５Ｖ電源
４０５から供給される５ＶがＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子４０２に供給されず、５Ｖ端子４０
２はハイインピーダンス状態になる。
【００２３】
　以上のように、ＴＭＤＳ信号のバイアス有無を検出し、ＴＭＤＳ信号のバイアス有無の
検出結果に応じて、ＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子に５Ｖ供給を制御することで、ＨＤＭＩケー
ブルを介して映像音声再生装置４１２と非接続の時には、ＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子に５Ｖ
供給を停止させることができ、金属片などがＨＤＭＩ端子に入りこんで、ＨＤＭＩ端子の
５Ｖ端子と他の端子が短絡しても、機器の損傷を抑えることができる。
【００２４】
　さらに、５Ｖ供給を停止することにより、映像音声再生装置４１２の電力消費を抑える
ことができ、映像音声再生装置としてムービー等に適用した際に、バッテリの消費を抑え
、駆動時間を延ばすことができる。
【００２５】
　なお、前記の実施形態では、マイクロコンピュータを用いて、図３のアルゴリズムを実
行する方法を説明したが、直接バイアス検出信号４１３をＳＷ手段１０２のＯＮ／ＯＦＦ
信号として使用してもよい。
【００２６】
　また、映像音声出力装置としてＤＶＤレコーダやムービー、任意のＡＶ機器に適用可能
である。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明にかかる映像音声出力装置は、ＨＤＭＩケーブルと非接続のときには、ＨＤＭＩ
端子に５Ｖを印加しないようにすることができ、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の規格に基づいて映像データと音声
データを伝送するための映像音声出力装置、特に、使用場所が特定されず、かつ、ＨＤＭ
Ｉケーブルの挿抜が多いムービーなどの携帯機器などに有用である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月7日(2007.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段と、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断手段と、
　前記接続判断手段による判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供給手段
からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることにより制御
する制御手段とを備えた
　映像音声出力装置。
【請求項２】
　前記接続判断手段は、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により前記第１の端
子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項１記載の映像音声出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記接続判断手段において前記第１の端子に印加されるバイアスが有
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ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行うように、前記スイ
ッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断手段において前記第１の端
子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の
印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるように制御する
　請求項２記載の映像音声出力装置。
【請求項４】
　前記電圧供給手段は、５Ｖの電圧を供給する
　請求項１記載の映像音声出力装置。
【請求項５】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段とを備えた映
像音声出力装置に用いる映像音声出力方法であって、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断ステップと、
　前記接続判断ステップにおける判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供
給手段からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることによ
り制御する制御ステップとを含む
　映像音声出力方法。
【請求項６】
　前記接続判断ステップにおいては、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により
前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項５記載の映像音声出力方法。
【請求項７】
　前記制御ステップにおいては、前記接続判断ステップにおいて前記第１の端子に印加さ
れるバイアスが有ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行う
ように、前記スイッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断ステップ
において前記第１の端子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給
手段からの前記電圧の印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるよ
うに制御する
　請求項６記載の映像音声出力方法。
【請求項８】
　第１の信号線を介して外部装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、
　第２の信号線を介して前記外部装置に電圧を供給する第２の端子と、
　前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、
　前記第２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２
の端子への電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段とを備えた映
像音声出力装置に用いるプログラムであって、
　前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する接続判断ステップと、
　前記接続判断ステップにおける判断結果に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供
給手段からの前記電圧の印加を前記スイッチ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることによ
り制御する制御ステップとをコンピュータに実行させる
　プログラム。
【請求項９】
　前記接続判断ステップにおいては、前記第１の端子に印加されるバイアスの有無により
前記第１の端子と前記外部装置との接続状態を判断する
　請求項８記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記制御ステップにおいては、前記接続判断ステップにおいて前記第１の端子に印加さ
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れるバイアスが有ると判断する場合には、前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を行う
ように、前記スイッチ手段をＯＮ状態に切り替えるように制御し、前記接続判断ステップ
において前記第１の端子に印加されるバイアスが無いと判断する場合には、前記電圧供給
手段からの前記電圧の印加を行わないように、前記スイッチをＯＦＦ状態に切り替えるよ
うに制御する
　請求項９記載のプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像データと音声データを伝送するための映像音声出力装置に関するもので
ある。特に、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface)の規格に基づき、映像及
び音声データを伝送する映像音声出力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、映像データをデジタルデータとして伝送する規格として、ＤＶＩ（Digital 
Visual Interface）規格がある。これは、原色信号ＲＧＢの画素データをピクセル単位で
デジタル化し、映像を非圧縮のままのベースバンドでデジタル伝送するものである。
【０００３】
　一方、近年、DVDレコーダなどの映像音声出力装置と、ＴＶなどの映像音声再生装置と
を１本のケーブルで接続し、映像音声出力装置から出力されたデジタルデータを映像音声
再生装置に伝送させるＨＤＭＩ規格が規格化されている。この技術によれば、音声データ
は、映像信号のブランキング期間に圧縮多重化および重畳され、映像信号と同時に伝送さ
れるため、従来のように音声出力端子を映像出力端子とは別にＴＶなどに接続する必要が
なく、ユーザの利便性が高いため、今後さらに普及が進むものと考えられる。
【０００４】
　ＨＤＭＩを用いたデータ伝送について、非特許文献１にあげるＨＤＭＩ規格に基づき、
以下図面を用いて説明する。従来の映像音声出力装置のブロック図を図５に示す。
【０００５】
　デジタルデータ化された映像データ及び音声データは、送信側のHDMIトランスミッタ４
０７から受信側のHDMIレシーバ４０８へ伝送される。HDMIトランスミッタ４０７は、DVD
レコーダなどの映像音声信号源となる映像音声出力装置４１０が備えるもので、HDMIレシ
ーバ４０８は、TVなど映像や音声を表示・出力する映像音声再生装置４１２が備えるもの
である。HDMIトランスミッタ４０７で、映像信号とオーディオ信号をエンコードして、HD
MIレシーバ４０８に向けて出力する。HDMIトランスミッタ４０７では、映像データについ
ては、パラレル８ビット×３チャネルの映像データをシリアル１０ビット×３チャネルに
変換し、音声データについては、パラレル４ビットの音声データをシリアル１０ビットに
変換するエンコードが行われる。HDMIレシーバ４０８では、HDMIトランスミッタ４０７か
ら送られてきた映像データ、音声データについて、シリアル１０ビットの映像データをパ
ラレル８ビットに、シリアル１０ビットの音声データをパラレル４ビットにそれぞれ変換
するデコードを行い、ベースバンドの映像データ、音声データを再生する。
【０００６】
　HDMIトランスミッタ４０７とHDMIレシーバ４０８は、ＴＭＤＳ（Transition Minimized
 Didderential Signaling）で接続される。ＴＭＤＳは、シリアル型高速デジタル伝送方
式で、三対のデータ信号線と一対のクロック信号線を使い、一つの信号を二本の信号線の
電位差で判定する平衡(差動)型シリアル伝送方式である。
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【０００７】
　また、ＨＤＭＩケーブルは、ＴＭＤＳ信号線の他に、ＣＥＣ信号線、ＤＤＣ信号線、Ｈ
ＰＤ信号線、５Ｖ線を有している。CEC４１５は機器制御ラインＣＥＣ（Consumer Electr
onics Control）で、民生機器用の制御信号を伝送するものである。DDC４１６はＤＤＣ（
Display Data Channel）であり、ＴＶなどの映像音声再生装置のEDID情報を取得するため
の制御信号を伝送するものである。ＨＰＤ４１７はＨＰＤ（Hot Plug Detect）であり、
映像音声再生装置４１２でＨＤＭＩ端子の５Ｖ端子と１ＫΩの抵抗を介して接続されてい
る。ＨＰＤは、映像音声出力装置４１０が映像音声再生装置４１２のEDID情報を、上記Ｄ
ＤＣ通信を用いて取得する際の取得可能タイミングを知らせる信号である。このＥＤＩＤ
取得可能タイミングの制御は、映像音声再生装置４１２のＨＰＤ制御手段（例えば、マイ
クロコンピュータ４１８）が行うのが一般的である。入力ポート４１４は５Ｖラインであ
り、映像音声再生装置４１２に５Ｖの電圧を供給する。
【非特許文献１】「High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.1
」 (2004年５月２０日)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、映像音声出力装置４１０は、室内に固定されて使用する据え置き型タイプの
DVDレコーダやAVアンプなどが主流であるが、近年、ムービーなどの携帯機器においても
高画質化が進み、高画質画像データや高音質データを記録し再生した画像データ及び音声
データを、HDMIにて伝送し、TVで視聴したいという要求が出てきている。
【０００９】
　しかしながら、使用場所が特定されず、かつ、ＨＤＭＩケーブルの挿抜が多いムービー
などの携帯機器において、常時、HDMI端子の５V端子に５Vを印加しておくと、金属片など
がHDMI端子に入り込み、５V端子と他の端子が短絡した場合に、機器が破壊されるという
致命的な問題が発生する可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するもので、HDMI機能を有した映像音声出力装置において、
HDMIケーブルを介して映像音声再生装置と非接続の時にはHDMI端子の５Ｖ端子から５V出
力を停止する映像音声出力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】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の映像音声出力装置は、第１の信号線を介して外部
装置に映像音声信号を出力する第１の端子と、第２の信号線を介して前記外部装置に電圧
を供給する第２の端子と、前記第２の端子に前記電圧を印加する電圧供給手段と、前記第
２の端子と前記電圧供給手段との間に配置され、前記電圧供給手段から前記第２の端子へ
の電圧の印加のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替えるためのスイッチ手段と、前記第１の端子と
前記外部装置との接続状態を判断する接続判断手段と、前記接続判断手段による判断結果
に基づき、前記第２の端子に対する前記電圧供給手段からの前記電圧の印加を前記スイッ
チ手段のＯＮ／ＯＦＦ状態を切替えることにより制御する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の映像音声出力装置によれば、映像音声再生装置と非接続時には、電圧端子に電
圧を印加しないので、金属片などコネクタに入りこんで、コネクタの電圧端子と他の端子
が短絡しても、機器の損傷を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置のブロック図である。図１に
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おいて、図５の従来例のブロック図と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省
略する。
【００１５】
　図１において、バイアス検出回路４１９は、TMDS信号のバイアスのレベルを検出する。
SW１０２は、５Ｖ電源４０５とＨＤＭＩ端子の５V端子を短絡及び開放するSW回路である
。ON／OFF制御信号１０１は、マイクロコンピュータの出力ポート１０３から出力される
信号であり、この信号を用いてSW１０２を制御する。
【００１６】
　次に、本発明の映像音声出力装置４１０の動作について、図2に示すフローチャートを
用いて説明する。
【００１７】
　映像音声出力装置４１０は、HDMIケーブル４１１を介して映像音声再生装置４１２と接
続されたかどうかを確認する（ステップ１００）。接続されたかどうかを確認する方法と
して、TMDS信号のバイアスのレベルを確認する方法、あるいはＨＰＤの信号線を確認する
方法がある。ここでは、TMDS信号のバイアスのレベルを確認する方法について説明する。
TMDS信号線は、トランスミッタ側がオープン・ドレインの電流源で、レシーバ側は差動レ
シーバとなり、レシーバ側で差動の＋側と-側がそれぞれ５０Ω、３．３Ｖにオフセット
終端されている。HDMIレシーバ４０８側がTMDS用の電源３．３Vが供給されていれば、ト
ランスミッタ側ではTMDS信号をコンパレータ等で比較するバイアス検出回路４１９により
、容易にバイアスがかかっているかどうかを判断することが可能である。バイアス検出回
路４１９から得た検出有無の情報は、マイクロコンピュータ４０６の入力ポート４１４に
入力され、映像音声出力装置４１０は、HDMIケーブル４１１を介して映像音声再生装置４
１２と接続されたことを確認することができる。
【００１８】
　次に、映像音声出力装置４１０は、マイクロコンピュータ４０６上でTMDSバイアス検知
プログラムを動作し、スイッチ切替え設定を実行する（ステップ２００）。図３はON／OF
F設定手段のアルゴリズムを示した図である。ステップ２０２は、判断処理であり、マイ
クロコンピュータ４０６の入力ポート４１４のレベルを監視する処理である。入力ポート
４１４がＨｉｇｈならば、ＴＭＤＳバイアス有りと判断し、ステップ２０３に進み、また
、入力ポート４１４がＬｏｗならば、ＴＭＤＳバイアス無しと判断し、ステップ２０４に
進む。ステップ２０３はマイクロコンピュータ４０６の出力ポート１０３がON／OFF制御
信号１０１をＨｉｇｈにする処理である。ステップ２０４はマイクロコンピュータ４０６
の出力ポート１０３がON／OFF制御信号１０１をＬｏｗにする処理である。
【００１９】
　次に、SW１０２は、入力されたON/OFF制御信号１０１に基づき、５V電源４０５から電
圧供給を制御する（ステップ３００）。SW１０２は、ON／OFF制御信号１０１がHighレベ
ルの時は短絡状態にし、５V電源４０５から供給される５VをHDMI端子の５V端子４０２に
供給する。また、SW１０２は、ON／OFF制御信号１０１がLｏｗレベルの時は、開放状態に
なり、５V電源４０５から供給される５VがHDMI端子の５V端子４０２に供給されず、５V端
子４０２はハイインピーダンス状態になる。
【００２０】
　次に、映像音声出力装置４１０における各信号の状態を、図４に示すタイミングチャー
ト図を用いて説明する。HDMIケーブル４１１を介して映像音声出力装置４１０と映像音声
再生装置４１２が接続されると、TMDS信号にバイアスがかかり、バイアス検出回路４１９
はTMDSバイアス検出信号４１３のレベルをHighにする。映像音声出力装置４１０がHDMIケ
ーブル４１１を介して映像音声再生装置４１２と接続されていなかったり、映像音声再生
装置４１２の主電源がOFFなどにより映像音声再生装置４１２がHDMI入力可能状態になっ
ていないときは、TMDS信号にバイアスがかからず、バイアス検出回路４１９はTMDSバイア
ス検出信号４１３のレベルをLowにする。TMDSバイアス検出信号４１３はマイクロコンピ
ュータ４０６の入力ポートに入力され、マイクロコンピュータ４０６は、図３に示すON／
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OFF設定手段のアルゴリズムを実行し、ON／OFF制御信号１０１を出力ポート１０３より出
力する。ON／OFF制御信号１０１はマイクロコンピュータの出力ポートから、SW１０２を
制御する信号であり、ON／OFF制御信号１０１がHighレベルの時は、SW１０２を短絡状態
にし、５V電源４０５から供給される５VをHDMI端子の５V端子４０２に供給する。また、O
N／OFF制御信号１０１がLｏｗレベルの時は、SW１０２は開放状態になり、５V電源４０５
から供給される５VがHDMI端子の５V端子４０２に供給されず、５V端子４０２はハイイン
ピーダンス状態になる。
【００２１】
　以上のように、ＴＭＤＳ信号のバイアス有無を検出し、ＴＭＤＳ信号のバイアス有無の
検出結果に応じて、HDMI端子の５V端子に５V供給を制御することで、HDMIケーブルを介し
て映像音声再生装置４１２と非接続の時には、HDMI端子の５V端子に５V供給を停止させる
ことができ、金属片などがHDMI端子に入りこんで、HDMI端子の５V端子と他の端子が短絡
しても、機器の損傷を抑えることができる。
【００２２】
　さらに、５V供給を停止することにより、映像音声再生装置４１２の電力消費を抑える
ことができ、映像音声再生装置としてムービー等に適用した際に、バッテリの消費を抑え
、駆動時間を延ばすことができる。
【００２３】
　なお、前記の実施形態では、マイクロコンピュータを用いて、図３のアルゴリズムを実
行する方法を説明したが、直接TMDSバイアス検出信号４１３をSW１０２のＯＮ／ＯＦＦ信
号として使用してもよい。
【００２４】
　また、映像音声出力装置としてＤＶＤ レコーダやムービー、任意のＡＶ機器に適用可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　本発明にかかる映像音声出力装置は、HDMIケーブルと非接続のときには、HDMI端子に５
Vを印加しないようにすることができ、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface
)の規格に基づいて映像データと音声データを伝送するための映像音声出力装置、特に、
使用場所が特定されず、かつ、ＨＤＭＩケーブルの挿抜が多いムービーなどの携帯機器な
どに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態における映像音声出力装置の実行手順を示すフロ
ーチャート図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態におけるON／OFF設定手段のアルゴリズムを示し
た図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１における映像音声出力装置のタイミングチャート
図である。
【図５】図５は、従来の映像音声出力装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１０１　ON／OFF制御信号
　１０２　SW
　１０３　出力ポート
　４０１　抵抗
　４０２　５V端子
　４０３　HPD端子
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　４０４　１KΩ抵抗
　４０５　５V電源
　４０６　マイクロコンピュータ
　４０７　HDMIトランスミッタ
　４０８　HDMIレシーバ
　４１０　映像音声出力装置
　４１１　HDMIケーブル
　４１２　映像音声再生装置
　４１３　TMDSバイアス検出信号
　４１４　入力ポート
　４１５　CEC信号
　４１６　DDC信号
　４１７　HPD信号
　４１８　マイクロコンピュータ
　４１９　バイアス検出回路
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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