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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一または複数の異なる機器種別情報が割り当てられた外部機器が有するＨＤＭＩ出力
端子に接続可能な第１のＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）入力端子と
、
　前記ＨＤＭＩ出力端子に接続可能な第２のＨＤＭＩ入力端子と、
　前記第１のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第１の物理アドレスと、前記第２のＨＤ
ＭＩ入力端子に割り当てられた第２の物理アドレスとを記憶する第１の記憶手段と、
　前記複数の異なる機器種別情報の優先順位を示す優先順位情報を記憶する第２の記憶手
段と、
　前記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器
から前記第１の物理アドレス及び前記機器種別情報を一対一で対応付けて受信し、前記第
２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器から前記
第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を一対一で対応付けて受信する受信手段と、
　前記受信された第１または第２の物理アドレスのうち、複数の同一の第１または第２の
物理アドレスが存在するか否かを判断する判断手段と、
　前記複数の同一の第１または第２の物理アドレスが存在しないと判断された場合に、前
記外部機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力端子識別情報及び前記外部
機器の単一の機器種別情報を対応付けて表示し、前記複数の同一の第１または第２の物理
アドレスが存在すると判断された場合に、前記入力端子識別情報と、前記複数の異なる機
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器種別情報のうち、前記記憶された優先順位情報を基に選択された１つの機器種別情報と
を対応付けて表示する表示手段と
　を具備する電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
　前記表示手段は、前記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場
合に、前記受信された第１の物理アドレスを基に表示した前記入力端子識別情報を、前記
第２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に、前記受信された第
２の物理アドレスを基に更新して表示する
　電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記受信手段は、前記外部機器の型名を示す型名情報を更に受信し、
　前記表示手段は、前記機器種別情報及び入力端子識別情報と共に前記受信された型名情
報を表示する
　電子機器。
【請求項４】
　ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）出力端子を有するソース機器と、
第１のＨＤＭＩ入力端子及び第２のＨＤＭＩ入力端子を有するシンク機器とを具備する表
示システムであって、
　前記ソース機器は、
　当該ソース機器の機器種別を示す単一または複数の異なる機器種別情報を記憶する第１
の記憶手段と、
　前記ＨＤＭＩ出力端子の、前記第１または第２のＨＤＭＩ入力端子への接続を検出する
検出手段と、
　前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第１のＨＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に、前
記第１のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第１の物理アドレスを前記シンク機器から読
み出し、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第２のＨＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合
に、前記第２のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第２の物理アドレスを前記シンク機器
から読み出す読み出し手段と、
　前記読み出された第１または第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を一対一で対応
付けて前記ＨＤＭＩ出力端子を介して前記シンク機器へ送信する送信手段とを有し、
　前記シンク機器は、
　前記第１及び第２の物理アドレスを記憶する第２の記憶手段と、
　前記複数の異なる機器種別情報の優先順位を示す優先順位情報を記憶する第３の記憶手
段と、
　前記送信された前記第１の物理アドレス及び前記機器種別情報を前記第１のＨＤＭＩ入
力端子を介して受信し、前記送信された前記第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を
前記第２のＨＤＭＩ入力端子を介して受信する受信手段と、
　前記受信された第１または第２の物理アドレスのうち、複数の同一の第１または第２の
物理アドレスが存在するか否かを判断する判断手段と、
　前記複数の同一の第１または第２の物理アドレスが存在しないと判断された場合に、前
記ソース機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力端子識別情報及び前記ソ
ース機器の単一の機器種別情報を対応付けて表示し、前記複数の同一の第１または第２の
物理アドレスが存在すると判断された場合に、前記入力端子識別情報と、前記複数の異な
る機器種別情報のうち、前記記憶された優先順位情報を基に選択された１つの機器種別情
報とを対応付けて表示する表示手段とを有する
　表示システム。
【請求項５】
　単一または複数の異なる機器種別情報が割り当てられた外部機器が有するＨＤＭＩ出力
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端子に接続可能な第１のＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）入力端子に
割り当てられた第１の物理アドレスと、前記ＨＤＭＩ出力端子に接続可能な第２のＨＤＭ
Ｉ入力端子に割り当てられた第２の物理アドレスとを記憶し、
　前記複数の異なる機器種別情報の優先順位を示す優先順位情報を記憶し、
　前記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器
から前記第１の物理アドレス及び当該外部機器の機器種別を示す機器種別情報を一対一で
対応付けて受信し、前記第２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場
合に前記外部機器から前記第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を一対一で対応付け
て受信し、
　前記受信された第１または第２の物理アドレスのうち、複数の同一の第１または第２の
物理アドレスが存在するか否かを判断し、
　前記複数の同一の第１または第２の物理アドレスが存在しないと判断された場合に、前
記外部機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力端子識別情報及び前記外部
機器の単一の機器種別情報を対応付けて表示し、前記複数の同一の第１または第２の物理
アドレスが存在すると判断された場合に、前記入力端子識別情報と、前記複数の異なる機
器種別情報のうち、前記記憶された優先順位情報を基に選択された１つの機器種別情報と
を対応付けて表示する
　表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）により他の機器と情報
のやり取りが可能な電子機器、表示システム、送信方法及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電子機器間でＨＤＭＩを用いて通信を行う際には、ＨＤＭＩシンク機器（以
下、単にシンク機器と称する）は、当該シンク機器に接続されているＨＤＭＩソース機器
（以下、単にソース機器と称する）の接続形態を、シンク機器のディスプレイにメニュー
表示することが可能である。
【０００３】
　例えば、シンク機器がＨＤＭＩ１とＨＤＭＩ２の２つのＨＤＭＩ入力端子を有する場合
には、ＨＤＭＩ１とＨＤＭＩ２のそれぞれに接続されているソース機器の機器名情報や機
種情報がディスプレイに一覧表示される。　
　この表示は、各ソース機器が、自身が接続されているシンク機器のＨＤＭＩ入力端子に
割り当てられた物理アドレスを、シンク機器がＨＤＭＩ入力端子毎に有するＥＤＩＤ（Ex
tended Display Identification Data）を読み出すことで取得し、当該取得した物理アド
レスを自身の物理アドレスとしてシンク機器へ通知することで可能となる。
【０００４】
　ＨＤＭＩによる通信が可能な伝送システムについては、下記特許文献１に記載されてい
る。　
【特許文献１】特開２００２－２３２３７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような従来のＨＤＭＩ伝送システムにおいて、ソース機器がシン
ク機器のあるＨＤＭＩ入力端子から別のＨＤＭＩ入力端子へ繋ぎ替えられた場合には、ソ
ース機器は、物理アドレスの再読み出し（再取得）を行うような仕様になっていない。し
たがって、そのような繋ぎ替えの際、更新された最新のソース機器の接続形態（すなわち
、どのソース機器がどのＨＤＭＩ入力端子に接続されているか）は、上記メニュー表示に
は反映されない。そのため、ユーザは、その最新の接続形態を知ることができず、ユーザ
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の誤解や混乱を招く結果となってしまう。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、ＨＤＭＩ対応機器間の最新の接続形態をユ
ーザにリアルタイムで報知することが可能な電子機器、表示システム、送信方法及び表示
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の課題を解決するため、本発明の主たる観点に係る電子機器は、外部機器が有する
、第１の物理アドレスが割り当てられた第１のＨＤＭＩ入力端子または第２の物理アドレ
スが割り当てられた第２のＨＤＭＩ入力端子に接続可能なＨＤＭＩ出力端子と、前記ＨＤ
ＭＩ出力端子の、前記第１または第２のＨＤＭＩ入力端子への接続を検出する検出手段と
、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第１のＨＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に前記
外部機器から前記第１の物理アドレスを読み出し、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第２のＨ
ＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に前記外部機器から前記第２の物理アドレスを
読み出す読み出し手段と、前記読み出された第１または第２の物理アドレスを、前記ＨＤ
ＭＩ出力端子を介して前記外部機器へ送信する送信手段とを具備する。
【０００８】
　ここで、上記電子機器は、ＨＤＭＩソース機器として機能し、上記外部機器は、ＨＤＭ
Ｉシンク機器として機能するものであるが、各機器は、各機能のみを有するものではなく
、電子機器及び外部機器は、シンク機器及びソース機器の両方の機能を有していても構わ
ない（リピータ機器）。また、第１及び第２のＨＤＭＩ入力端子は、映像データや音声デ
ータ等の信号の入力のみではなく、例えば制御信号等の出力も可能である。同様に、ＨＤ
ＭＩ出力端子は、信号の出力のみが可能ではなく、入力も可能である。電子機器としては
、例えばＢＤ（Blu-ray Disc）プレイヤーやＤＶＤプレイヤー等の再生装置、ＨＤＤ（Ha
rd Disk Drive）等の記録媒体を備えた記録再生装置（ＰＶＲ；Personal Video Recorder
）、セットトップボックス、デジタルビデオカメラ、ＡＶアンプ等が挙げられる。外部機
器としては、例えばテレビジョン装置（以下、ＴＶ）やプロジェクタ等が挙げられる。上
記検出手段は、例えばＨＰＤ（Hot Plug Detect）信号に基づいて前記接続を検出する。
上記第１及び第２のＨＤＭＩ入力端子と、ＨＤＭＩ出力端子とは、有線（ＨＤＭＩケーブ
ル）により接続されてもよいし、無線により接続されてもよい。
【０００９】
　この構成によれば、電子機器は、上記検出手段により第１または第２のＨＤＭＩ入力端
子への接続が検出される毎に、外部機器から、各ＨＤＭＩ入力端子（すなわち、当該電子
機器）に割り当てられた第１または第２の物理アドレスを読み出して、外部機器へ送信す
ることができる。したがって、外部機器は、第１または第２のＨＤＭＩ入力端子に電子機
器が接続される毎に、当該接続の通知を受け取ることができる。これにより、外部機器は
、各ＨＤＭＩ入力端子への接続形態を、電子機器の接続毎に、例えば表示する等してリア
ルタイムにユーザに報知することができる。また外部機器は、例えば電子機器が第１のＨ
ＤＭＩ入力端子から第２のＨＤＭＩ入力端子へ繋ぎ替えられた場合でも、その繋ぎ替えを
リアルタイムに更新し、ユーザへ報知できる。
【００１０】
　上記電子機器において、前記第１のＨＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に、前
記読み出された当該第１の物理アドレスを記憶する記憶手段と、前記第２のＨＤＭＩ入力
端子への接続が検出された場合に、前記記憶された第１の物理アドレスを、前記読み出さ
れた第２の物理アドレスへ更新する更新手段とを更に具備していてもよい。
【００１１】
　これにより、当該電子機器が外部機器の第１のＨＤＭＩ入力端子へ一度接続された後に
、第２のＨＤＭＩ入力端子へ繋ぎ替えられた場合には、第２のＨＤＭＩ入力端子への接続
の検出をトリガにして物理アドレスを再取得することで、その繋ぎ替えをリアルタイムに
外部機器へ通知することができる。
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【００１２】
　上記電子機器において、前記送信手段は、当該電子機器の機器種別を示す機器種別情報
を前記第１または第２の物理アドレスと共に前記外部機器へ送信してもよい。
【００１３】
　ここで機器種別情報とは、例えば［Playback Device］、［DVD System］、［Recording
 Device］、［STB］、［Audio System］等の情報である。これにより、第１のＨＤＭＩ入
力端子と第２のＨＤＭＩ入力端子との間で電子機器の繋ぎ替えがあった場合に、その繋ぎ
替えと共に繋ぎ替えられた電子機器の機器種別を外部機器にリアルタイムに通知すること
ができる。
【００１４】
　上記電子機器において、前記送信手段は、当該電子機器の型名を示す型名情報を更に送
信してもよい。
【００１５】
　ここで型名とは、各電子機器に１対１で割り当てられる、数字やアルファベット等から
なる識別子である。この構成により、外部機器の第１のＨＤＭＩ入力端子及び第２のＨＤ
ＭＩ入力端子に同一の機器種別の電子機器が接続された場合でも、外部機器は、上記型名
情報を表示することで、各ＨＤＭＩ入力端子に接続された電子機器をユーザに判別させる
ことができる。また、この型名情報の表示により、第１のＨＤＭＩ入力端子と第２のＨＤ
ＭＩ入力端子との間で電子機器が単に繋ぎ替えられたのか、それとも新たな電子機器が替
わって接続されたのかといった判別を行わせることもできる。
【００１６】
　本発明の他の観点に係る電子機器は、外部機器が有するＨＤＭＩ出力端子に接続可能な
第１のＨＤＭＩ入力端子と、前記ＨＤＭＩ出力端子に接続可能な第２のＨＤＭＩ入力端子
と、前記第１のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第１の物理アドレスと、前記第２のＨ
ＤＭＩ入力端子に割り当てられた第２の物理アドレスとを記憶する第１の記憶手段と、前
記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器から
前記第１の物理アドレス及び当該外部機器の機器種別を示す機器種別情報を受信し、前記
第２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器から前
記第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を受信する受信手段と、前記受信された第１
及び第２の物理アドレスのうち少なくとも一方と、前記機器種別情報とを基に、前記外部
機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力端子識別情報及び前記外部機器の
機器種別情報を表示する表示手段とを具備する。
【００１７】
　ここで電子機器とは例えばＴＶ、ディスプレイ装置、プロジェクタ等のＨＤＭＩシンク
機器であり、外部機器とは例えば再生装置やＡＶアンプ等のＨＤＭＩソース機器（または
リピータ機器）である。
【００１８】
　この構成によれば、第１または第２のＨＤＭＩ入力端子に外部機器が接続される毎に、
当該接続の通知を受け取ることができる。これにより、外部機器は、各ＨＤＭＩ入力端子
への接続形態を、外部機器の接続毎に表示して、リアルタイムにユーザに報知することが
できる。また電子機器は、例えば外部機器が第１のＨＤＭＩ入力端子から第２のＨＤＭＩ
入力端子へ繋ぎ替えられた場合でも、その繋ぎ替えをリアルタイムに知り、ユーザへ報知
できる。
【００１９】
　上記電子機器において、前記表示手段は、前記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ
出力端子が接続された場合に、前記受信された第１の物理アドレスを基に表示した前記入
力端子識別情報を、前記第２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場
合に、前記受信された第２の物理アドレスを基に更新して表示してもよい。
【００２０】
　これにより、外部機器が第１のＨＤＭＩ入力端子から第２のＨＤＭＩ入力端子へ繋ぎ替
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えられた場合に、上記第２の物理アドレスを受信して入力端子識別情報を更新して表示す
ることで、繋ぎ替えをリアルタイムに表示を更新してユーザへ報知することができる。
【００２１】
　上記電子機器は、複数の異なる前記機器種別情報の優先順位を示す優先順位情報を記憶
する第２の記憶手段を更に具備し、前記外部機器には複数の異なる機器種別が割り当てら
れており、前記受信手段は、前記複数の機器種別情報をそれぞれ受信し、前記表示手段は
、前記受信された複数の機器種別情報のうち、前記記憶された優先順位情報を基に選択さ
れた１つの機器種別情報を外部機器毎に表示してもよい。
【００２２】
　ここで、外部機器に異なる複数の機器種別が割り当てられる場合としては、例えば、Ｄ
ＶＤプレイヤーとＡＶアンプとが一体となったＤＶＤ／ＡＶシステムに対して、［Playba
ck Device］と［Audio System］の２つの機器種別情報が割り当てられる場合が挙げられ
る。この構成により、１つの外部機器に複数の異なる機器種別情報が割り当てられている
場合でも、優先順位に従って選択された１つの機器種別情報を表示することができる。し
たがって、１つの外部機器に対して複数の機器種別情報が別個に表示されることによりあ
たかも２台の外部機器が１つのＨＤＭＩ入力端子に接続されているかのような誤解をユー
ザに与えることを防ぐことができる。
【００２３】
　上記電子機器において、前記受信手段は、前記外部機器の型名を示す型名情報を更に受
信し、前記表示手段は、前記機器種別情報及び入力端子識別情報と共に前記受信された型
名情報を表示してもよい。
【００２４】
　これにより、上記型名情報を表示することで、各ＨＤＭＩ入力端子にそれぞれ同一の機
器種別を有する外部機器が接続された場合でも、各外部機器をユーザに判別させることが
できる。また、この型名情報の表示により、第１のＨＤＭＩ入力端子と第２のＨＤＭＩ入
力端子との間で外部機器が単に繋ぎ替えられたのか、それとも新たな外部機器が替わって
接続されたのかといった判別をユーザに行わせることもできる。
【００２５】
　上記電子機器において、前記外部機器には複数の異なる機器種別が割り当てられており
、前記受信手段は、前記複数の機器種別情報をそれぞれ受信し、前記表示手段は、前記受
信された複数の機器種別情報を、１つの前記入力端子識別情報と共に表示してもよい。
【００２６】
　これにより、外部機器が複数の機能を併せ持つ場合でも、それらの機能を全てユーザに
把握させることができる。
【００２７】
　本発明のまた別の観点に係る表示システムは、ＨＤＭＩ出力端子を有するソース機器と
、第１のＨＤＭＩ入力端子及び第２のＨＤＭＩ入力端子を有するシンク機器とを具備する
表示システムであって、前記ソース機器は、当該ソース機器の機器種別を示す機器種別情
報を記憶する第１の記憶手段と、前記ＨＤＭＩ出力端子の、前記第１または第２のＨＤＭ
Ｉ入力端子への接続を検出する検出手段と、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第１のＨＤＭＩ
入力端子への接続が検出された場合に、前記第１のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第
１の物理アドレスを前記シンク機器から読み出し、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第２のＨ
ＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に、前記第２のＨＤＭＩ入力端子に割り当てら
れた第２の物理アドレスを前記シンク機器から読み出す読み出し手段と、前記読み出され
た第１または第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を前記ＨＤＭＩ出力端子を介して
前記シンク機器へ送信する送信手段とを有し、前記シンク機器は、前記第１及び第２の物
理アドレスを記憶する第２の記憶手段と、前記送信された前記第１の物理アドレス及び前
記機器種別情報を前記第１のＨＤＭＩ入力端子を介して受信し、前記送信された前記第２
の物理アドレス及び前記機器種別情報を前記第２のＨＤＭＩ入力端子を介して受信する受
信手段と、前記受信された第１及び第２の物理アドレスのうち少なくとも一方と、前記機
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器種別情報とを基に、前記ソース機器が接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力
端子識別情報及び当該ソース機器の機器種別情報を表示する表示手段とを有する。
【００２８】
　本発明の別の観点に係る送信方法は、外部機器が有する、第１の物理アドレスが割り当
てられた第１のＨＤＭＩ入力端子または第２の物理アドレスが割り当てられた第２のＨＤ
ＭＩ入力端子へ、ＨＤＭＩ出力端子が接続されたことを検出し、前記ＨＤＭＩ出力端子の
前記第１のＨＤＭＩ入力端子への接続が検出された場合に前記外部機器から前記第１の物
理アドレスを読み出し、前記ＨＤＭＩ出力端子の前記第２のＨＤＭＩ入力端子への接続が
検出された場合に前記外部機器から前記第２の物理アドレスを読み出し、前記読み出され
た第１または第２の物理アドレスを前記ＨＤＭＩ出力端子を介して前記外部機器へ送信す
る。
【００２９】
　本発明のまた別の観点に係る表示方法は、外部機器が有するＨＤＭＩ出力端子に接続可
能な第１のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第１の物理アドレスと、前記ＨＤＭＩ出力
端子に接続可能な第２のＨＤＭＩ入力端子に割り当てられた第２の物理アドレスとを記憶
し、前記第１のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機
器から前記第１の物理アドレス及び当該外部機器の機器種別を示す機器種別情報を受信し
、前記第２のＨＤＭＩ入力端子へ前記ＨＤＭＩ出力端子が接続された場合に前記外部機器
から前記第２の物理アドレス及び前記機器種別情報を受信し、前記受信された第１及び第
２の物理アドレスのうち少なくとも一方と、前記機器種別情報とを基に、前記外部機器が
接続されているＨＤＭＩ入力端子を識別する入力端子識別情報及び前記外部機器の機器種
別情報を表示する。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように、本発明によれば、ＨＤＭＩ対応機器間の最新の接続形態をユーザにリア
ルタイムで報知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施形態における伝送システムの構成を示すブロック図である。　
　同図に示すように、伝送システムは、例えば、テレビジョン装置１（以下、ＴＶ１）、
ＤＶＤプレイヤー２、ＤＶＤ／ＡＶシステム３、ＳＴＢ４、ＰＶＲ５、デジタルＶＨＳプ
レイヤー６（以下、ＤＶＨＳプレイヤー６と称する）等の各電子機器により構成される。
【００３３】
　ＴＶ１は、２つのＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂ（ＨＤＭＩ１及びＨＤＭＩ２）を有す
る。ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、１つのＨＤＭＩ出力端子９と、２つのＨＤＭＩ入力端子
１０ａ及び１０ｂ（ＨＤＭＩ１及びＨＤＭＩ２）を有する。ＤＶＤプレイヤー２、ＰＶＲ
５及びＤＶＨＳプレイヤー６は１つのＨＤＭＩ出力端子を有し、ＳＴＢ４は、ＨＤＭＩ入
力端子とＨＤＭＩ出力端子とを１つずつ有する。これらのＨＤＭＩ入出力端子は全てＨＤ
ＭＩケーブル７により接続可能とされている。
【００３４】
　同図において、ＴＶ１とＤＶＤプレイヤー２との間、及びＴＶ１とＤＶＤ／ＡＶシステ
ム３との間では、ＴＶ１がシンク機器、ＤＶＤプレイヤー２及びＤＶＤ／ＡＶシステム３
がソース機器としてそれぞれ機能する。ＴＶ１、ＤＶＤ／ＡＶシステム３、ＳＴＢ４及び
ＰＶＲ５の間では、ＴＶ１がシンク機器、ＤＶＤ／ＡＶシステム３及びＳＴＢ４がリピー
タ機器、ＰＶＲ５がソース機器としてそれぞれ機能する。ＴＶ１、ＤＶＤ／ＡＶシステム
３及びＤＶＨＳプレイヤー６の間では、ＴＶ１がシンク機器、ＤＶＤ／ＡＶシステム３が
リピータ機器、ＤＶＨＳプレイヤー６がソース機器として機能する。
【００３５】
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　本実施形態においては、これら各機器のうちＴＶ１及びＤＶＤ／ＡＶシステム３の構成
及び動作を中心に説明する。
【００３６】
　図２は、ＴＶ１の構成を示したブロック図である。　
　同図に示すように、ＴＶ１は、デジタルアンテナ入力端子１２、デジタルチューナ１３
、ＭＰＥＧデコーダ１４、映像信号処理回路１５、グラフィック生成部１６、パネル駆動
回路１７、表示パネル１８、音声信号処理回路１９、音声信号増幅回路２０、スピーカ２
１、ＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂ、ＨＤＭＩ受信部２３、ＣＰＵ（Central Processing
 Unit）２５、フラッシュメモリ２６、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）２７
、内部バス２８及びリモコン受光部２９を有する。
【００３７】
　デジタルアンテナ入力端子１２は、図示しないデジタルアンテナにより受信されたデジ
タル放送の放送信号を入力する。デジタルチューナ１３は、当該放送信号から指定された
チャンネルの信号を選局してベースバンド信号に周波数変換し、ＭＰＥＧデコーダ１４に
出力する。ＭＰＥＧデコーダ１４は、エンコードされたＡＶベースバンド信号をデコード
し、デコードした信号のうち映像信号を映像信号処理回路１５へ、音声信号を音声信号処
理回路１９へ出力する。
【００３８】
　映像信号処理回路１５は、入力された映像信号に必要な映像処理を施し、グラフィック
生成部１６へ出力する。グラフィック生成部１６は、入力された映像信号とＧＵＩ（Grap
hical User Interface）画面等をＯＳＤ（On Screen Display）処理により合成して、パ
ネル駆動回路１７へ出力する。パネル駆動回路１７は、グラフィック生成部１６から供給
される映像信号のＤ／Ａ変換等を行い、アナログに変換された映像信号に応じて表示パネ
ル１８を駆動する。表示パネル１８は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＰＤ
Ｐ（Plasma Display Panel）等であり、パネル駆動回路１７から入力されたアナログ映像
信号を表示する。当該表示パネル１８には、映像コンテンツの再生画面のみならず、例え
ば、ＴＶ１にＨＤＭＩにより接続された機器の一覧を示すメニュー画面（以下、接続機器
メニュー画面と称する）や、各種設定画面が、例えばＯＳＤにより表示される。
【００３９】
　音声信号処理回路１９は、入力された音声信号に必要な音声処理を施し、音声信号増幅
回路２０へ出力する。音声信号増幅回路は、入力された音声信号を必要な音量に調整し、
スピーカ２１へ出力して再生させる。
【００４０】
　ＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂは、上述したように、ＤＶＤプレイヤー２及びＤＶＤ／
ＡＶシステム３等の他のソース機器（またはリピータ機器）とＨＤＭＩケーブル７を介し
て接続可能とされ、種々のコンテンツの映像信号や音声信号を、デジタルベースバンド信
号として他のソース機器（またはリピータ機器）から入力する。またＨＤＭＩ入力端子８
ａ及び８ｂは、他のソース機器（またはリピータ機器）との間で、後述するＣＥＣ（Cons
umer Electronics Control）メッセージ等の制御信号を入力及び出力する。
【００４１】
　ＨＤＭＩ受信部２３は、ＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂにより入力された映像信号及び
音声信号を受け取り、映像信号を映像信号処理回路１５へ、音声信号を音声信号処理回路
１９へそれぞれ出力する。また、ＨＤＭＩ受信部２３は、ＣＰＵ２５とＨＤＭＩ入力端子
８ａ及び８ｂとの間の、上記制御信号の送受信を制御する。
【００４２】
　ＣＰＵ２５は、必要に応じてＤＲＡＭ２７等にアクセスし、ＴＶ１の各ブロックを統括
的に制御する。フラッシュメモリ２６は、ＣＰＵ２５に実行させるＯＳ、プログラムや各
種パラメータなどのファームウェアが固定的に記憶されている不揮発性のメモリである。
ＤＲＡＭ２７は、ＣＰＵ２５の作業用領域等として用いられ、ＯＳやプログラム、処理デ
ータ等を一時的に保持するメモリである。ＣＰＵ２５、フラッシュメモリ２６及びＤＲＡ
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Ｍ２７は内部バス２８に接続され、相互にアクセスされることでＴＶ１の全体が制御され
る。またＣＰＵ２５は、上記ＨＤＭＩ受信部２３にも接続され、ＨＤＭＩ受信部２３のデ
ータ受信処理を制御する。
【００４３】
　リモコン受光部２９は、ユーザに操作されるリモコン１１から遠隔制御信号を受信し、
当該遠隔制御信号をＣＰＵ２５へ出力する。これにより、コンテンツの受信や再生等の、
制御信号に応じたＴＶ１の制御処理が実行される。
【００４４】
　リモコン１１は、例えば放送チャンネルに対応した数字キーや、メニューボタン、再生
ボタン等の各種操作部を有している。
【００４５】
　図３は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３の構成を示したブロック図である。　
　このＤＶＤ／ＡＶシステム３は、ＤＶＤプレイヤーとしての機能と、ＡＶアンプとして
の機能を併せ持つ機器である。　
　同図に示すように、ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、ＡＭ／ＦＭチューナ３１、復調部３２
、光ディスクドライブ３３、デマルチプレクサ３５、デコーダ３６、音声信号処理回路３
７、映像信号処理回路３８、音声信号増幅回路３９、ＣＰＵ４１、フラッシュメモリ４２
、ＤＲＡＭ４３、ＨＤＭＩ受信部４４、ＨＤＭＩ送信部４６、ＨＤＭＩ入力端子１０ａ及
び１０ｂ、ＨＤＭＩ出力端子９及びリモコン受光部４８を有する。
【００４６】
　ＡＭ／ＦＭチューナ３１は、図示しないＡＭ／ＦＭアンテナにより受信されたＡＭ／Ｆ
Ｍラジオ放送の放送信号を入力し、当該放送信号から、指定されたチャンネルの信号を選
局し、当該信号を復調部３２へ出力する。復調部３２は、ＡＭ／ＦＭチューナ３１から入
力した信号を復調して音声信号を取り出し、音声信号処理回路３７へ出力する。
【００４７】
　光ディスクドライブ３３は、光ディスク３４に記録された映像コンテンツを読み出し、
デマルチプレクサ３５へ出力する。光ディスク３４に記録されている映像コンテンツは、
例えばＭＰＥＧ（Motion Picture Expert Group）方式で圧縮されたＭＰＥＧストリーム
である。光ディスク３４は、例えばＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶ
Ｄ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等）やＢＤ（Blu-ray Disc）等である
。なお動画像データの圧縮方式はＭＰＥＧに限られるものではなく、その他の圧縮方式で
あっても構わない。
【００４８】
　デマルチプレクサ３５は、音声ストリームと映像ストリームとが多重化されたＭＰＥＧ
ストリームを、音声ストリームと映像ストリームとに分離して、デコーダ３６へ出力する
。
【００４９】
　デコーダ３６は、上記分離された音声ストリーム及び映像ストリームをそれぞれデコー
ドして、デジタル音声信号及びデジタル映像信号に変換し、デジタル音声信号を音声信号
処理回路３７へ、デジタル映像信号を映像信号処理回路３８へ出力する。
【００５０】
　音声信号処理回路３７は、入力されたデジタル音声信号に必要な音声処理を施し、音声
信号増幅回路３９またはＨＤＭＩ送信部４６へ出力する。
【００５１】
　音声信号増幅回路３９は、入力されたデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、
必要な音量に調整して、スピーカ４０へ出力して再生させる。スピーカ４０は、例えば当
該ＤＶＤ／ＡＶシステム３に外部接続されるが、当該ＤＶＤ／ＡＶシステム３に内蔵され
ていても構わない。
【００５２】
　映像信号処理回路３８は、入力されたデジタル映像信号に、ＯＳＤ（On Screen Displa
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y）処理等の必要な映像処理を施し、デジタル信号のままＨＤＭＩ送信部４６へ出力する
。
【００５３】
　ＣＰＵ４１は、必要に応じてＤＲＡＭ４３等にアクセスし、ＤＶＤ／ＡＶシステム３の
各ブロックを統括的に制御する。フラッシュメモリ４２は、ＣＰＵ４１に実行させるＯＳ
、プログラムや各種パラメータなどのファームウェアが固定的に記憶されている不揮発性
のメモリである。ＤＲＡＭ４３は、ＣＰＵ４１の作業用領域等として用いられ、ＯＳやプ
ログラム、処理データ等を一時的に保持するメモリである。ＣＰＵ４１、フラッシュメモ
リ４２及びＤＲＡＭ４３は内部バス４５に接続され、相互にアクセスされることでＤＶＤ
／ＡＶシステム３の全体が制御される。またＣＰＵ４１は、ＨＤＭＩ受信部４４及びＨＤ
ＭＩ送信部４６にも接続され、両部のデータ送受信処理を制御する。
【００５４】
　ＨＤＭＩ入力端子１０ａ及び１０ｂは、上述したように、ＳＴＢ４及びＤＶＨＳプレイ
ヤー６等の他のソース機器（またはリピータ機器）とＨＤＭＩケーブル７を介して接続可
能とされ、種々のコンテンツの映像信号や音声信号を、デジタルベースバンド信号として
他のソース機器（またはリピータ機器）から入力する。またＨＤＭＩ入力端子１０ａ及び
１０ｂは、他のソース機器（またはリピータ機器）との間で、上記制御信号を入力及び出
力する。
【００５５】
　ＨＤＭＩ受信部４４は、ＨＤＭＩ入力端子１０ａ及び１０ｂにより入力された映像信号
及び音声信号を受け取り、映像信号を映像信号処理回路３８へ、音声信号を音声信号処理
回路３７へそれぞれ出力する。また、ＨＤＭＩ受信部４４は、ＣＰＵ４１の制御の下、Ｈ
ＤＭＩ入力端子１０ａ及び１０ｂによる、他のソース機器（またはリピータ機器）との間
の上記制御信号の送受信を制御する。
【００５６】
　ＨＤＭＩ出力端子９は、上述したように、ＴＶ１等のシンク機器とＨＤＭＩケーブル７
を介して接続可能とされ、ＨＤＭＩ送信部４６から供給される映像信号及び音声信号を、
デジタルベースバンド信号としてシンク機器へ出力する。またＨＤＭＩ出力端子９は、シ
ンク機器との間で、上記制御信号を入力及び出力する。
【００５７】
　ＨＤＭＩ送信部４６は、上記映像信号処理回路３８またはＨＤＭＩ受信部４４から供給
される映像信号や、上記音声信号処理回路３７またはＨＤＭＩ受信部４４から供給される
音声信号をＨＤＭＩ出力端子９へ出力し、当該ＨＤＭＩ出力端子９による信号の送信を制
御する。またＨＤＭＩ送信部４６は、上記ＣＰＵ４１の制御の下、ＨＤＭＩ出力端子９と
シンク機器との間の上記制御信号の送受信を制御する。
【００５８】
　図４は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３のＨＤＭＩ送信部４６及びＴＶ１のＨＤＭＩ受信部２
３の電気的構成を示した図である。
【００５９】
　上述したように、ＨＤＭＩソースとしてのＤＶＤ／ＡＶシステム３のＨＤＭＩ送信部４
６と、ＨＤＭＩシンクとしてのＴＶ１のＨＤＭＩ受信部２３とは、１本のＨＤＭＩケーブ
ル７で接続されている。しかしながら、ＨＤＭＩ送信部４６とＨＤＭＩ受信部２３とは、
無線により接続されてもよい。
【００６０】
　ＨＤＭＩ送信部４６は、トランスミッタ５０を有する。トランスミッタ５０は、例えば
、映像を構成する画像の非圧縮の画素データを対応する差動信号に変換し、３つのＴＭＤ
Ｓチャンネル＃０，＃１，＃２を介して、ＨＤＭＩ受信部２３に一方向にシリアル伝送す
る。
【００６１】
　また、トランスミッタ５０は、非圧縮の映像に付随する音声データ、さらには、必要な



(11) JP 4605231 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

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し、３つのＴＭＤＳチャン
ネル＃０，＃１，＃２を介して、ＨＤＭＩ受信部２３に一方向にシリアル伝送する。
【００６２】
　さらに、トランスミッタ５０は、３つのＴＭＤＳチャンネル＃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クロックチャンネルを介して、Ｈ
ＤＭＩ受信部２３に送信する。ここで、１つのＴＭＤＳチャンネル＃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。
【００６３】
　ＨＤＭＩ受信部２３は、レシーバ３０を有する。レシーバ３０は、ＴＭＤＳチャンネル
＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩ送信部４６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、同じくＨＤＭＩ送信
部４６からＴＭＤＳクロックチャンネルで送信されてくるピクセルクロックに同期して受
信する。
【００６４】
　ＨＤＭＩ送信部４６とＨＤＭＩ受信部２３との間の伝送チャンネルとしては、上記ＴＭ
ＤＳチャンネル＃０乃至＃２及びＴＭＤＳクロックチャンネルの他に、ＤＤＣライン１１
０、ＣＥＣライン１２０及びＨＰＤライン１３０の３つの伝送チャンネルがある。
【００６５】
　ＤＤＣライン１１０は、ＨＤＭＩケーブル７に含まれる図示せぬ２本の信号線からなり
、ＨＤＭＩ送信部４６が、ＨＤＭＩ受信部２３から、上述したＥＤＩＤを読み出すのに使
用される。
【００６６】
　すなわち、ＨＤＭＩ受信部２３は、レシーバ３０の他に、自身の設定や性能に関する情
報であるＥＤＩＤを記憶しているEDIDROM（EDID ROM（Read Only Memory））６０を有し
ている。ＨＤＭＩ送信部４６は、ＨＤＭＩ受信部２３から、そのＨＤＭＩ受信部２３のED
IDROM６０が記憶しているＥＤＩＤを、ＤＤＣライン１１０を介して読み出し、そのＥＤ
ＩＤに基づき、ＨＤＭＩ受信部２３の設定や性能、すなわち、たとえばＨＤＭＩ受信部２
３（を有するＴＶ１）が対応している画像のフォーマット（プロファイル）、たとえばＲ
ＧＢ（Red/Green/Blue）や、YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2などを認識する。
【００６７】
　また、ＥＤＩＤには、ＨＤＭＩ送信部４６に割り当てられる物理アドレスも記述されて
いる。ＨＤＭＩ送信部４６は、ＤＤＣライン１１０を介してこのＥＤＩＤを読み出すこと
で、自身の物理アドレスを取得する。
【００６８】
　ＣＥＣライン１２０は、ＨＤＭＩケーブル７に含まれる図示せぬ１本の信号線からなり
、ＨＤＭＩ送信部４６とＨＤＭＩ受信部２３との間で、制御用のデータやメッセージ（Ｃ
ＥＣメッセージ）の双方向通信を行うのに用いられる。
【００６９】
　ＴＶ１は、このＣＥＣ接続に対応していることにより、ＨＤＭＩ接続において、どうい
った機器がどのような接続形態でトポロジー上に形成されているかを、上記接続機器メニ
ュー画面として表現することが可能となっている。
【００７０】
　ＨＰＤライン１３０は、上述したように、ＨＤＭＩ送信部４６およびＨＤＭＩ受信部２
３が、他の電子機器、つまりＨＤＭＩ受信部２３またはＨＤＭＩ送信部４６と接続された
ことを検出して、一方向伝送の可否やメッセージ応答の可否を判断するために用いられる
。
【００７１】
　次に、以上のように構成された伝送システムにおいて、ＴＶ１が上記接続機器メニュー
画面を表示する場合の各機器の動作について説明する。
【００７２】
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　シンク機器としてのＴＶ１は、接続先機器の機器情報を、＜Polling Message＞、＜Rep
ort Physical Address＞、＜OSD Name Transfer＞の各ＣＥＣメッセージを用いて把握す
ることが可能であり、この機器情報の把握により、上記接続機器メニュー画面が表示可能
となる。
【００７３】
　まず、上記伝送システム内の各機器に物理アドレスが割り当てられる際の各機器の動作
について説明する。　
　図５は、各機器に物理アドレスが割り当てられる様子を示した図である。　
　同図に示すように、シンク機器またはリピータ機器として機能し得る上記ＴＶ１、ＤＶ
Ｄ／ＡＶシステム３及びＳＴＢ４の各機器は、上述したように、それぞれＥＤＩＤを有し
、当該ＥＤＩＤに、自身に接続された機器に対して割り当てるべき固有の物理アドレスを
予め記憶している。
【００７４】
　同図においては、例えば、ＴＶ１は、ＨＤＭＩ入力端子８ａに物理アドレス［1.0.0.0
］を割り当て、ＨＤＭＩ入力端子８ｂに物理アドレス［2.0.0.0］を割り当てている。同
様に、ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、ＨＤＭＩ入力端子１０ａに物理アドレス［2.1.0.0］
を割り当て、ＨＤＭＩ入力端子１０ｂに物理アドレス［2.2.0.0］を割り当てている。
【００７５】
　シンク機器に初めて接続されたソース機器（またはリピータ機器）は、上記ＨＰＤライ
ン１３０により、シンク機器側のＨＤＭＩ入力端子に接続されたことを検出すると（ＨＰ
Ｄ：Ｌ→Ｈ）、上記ＥＤＩＤを読み出すことで、上記物理アドレスを動的に取得する。す
なわち、ＴＶ１のＥＤＩＤから、ＤＶＤプレイヤー２は物理アドレス［1.0.0.0］を取得
し、ＤＶＤ／ＡＶシステム３は物理アドレス［2.0.0.0］を取得する。ＤＶＤ／ＡＶシス
テム３のＥＤＩＤから、ＳＴＢ４は物理アドレス［2.1.0.0］を取得し、ＤＶＨＳプレイ
ヤー６は物理アドレス［2.1.1.0］を取得する。ＰＶＲ５は、ＳＴＢ４のＥＤＩＤから、
物理アドレス［2.1.1.0］を取得する。このとき、ＨＤＭＩ出力端子を持たないＴＶ１は
、ルートデバイスとして、物理アドレス［0.0.0.0］を有する機器となる。
【００７６】
　ＤＶＤ／ＡＶシステム３等の各ソース機器（またはリピータ機器）は、取得した物理ア
ドレスを、例えばフラッシュメモリ等の記憶装置に記憶する。これにより、各機器は、Ｔ
Ｖ１のＨＤＭＩ入力端子８から外されて、ＨＰＤがＨからＬと変化しても自機の物理アド
レスを保持することができる。
【００７７】
　次に、ＴＶ１が上記各接続機器の接続状態を認識する動作について説明する。　
　上述のように、各機器に物理アドレスが割り当てられたのみでは、ＴＶ１は、各機器が
どういった種別の機器なのかを知ることはできない。そのため、ＴＶ１は、各機器へ上記
ＣＥＣメッセージとして＜Polling Message＞を送信する。この＜Polling Message＞は、
ＣＥＣ対応機器が、他の機器に対してＰｉｎｇ（リプライの確認）をすることにより、各
機器の存在及び種類を知るためのメッセージである。ＴＶ１は、この＜Polling Message
＞を各機器に定期的（例えば１５秒毎）に送信することで、トポロジー上の各機器の種別
（ＣＥＣ上のデバイスタイプ）をリアルタイムに知ることができる。このデバイスタイプ
は、１つの機器に複数付与される場合もある。上記ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、［Playba
ck Device］と［Audio System］の２つのデバイスタイプを有する。
【００７８】
　図６は、ＣＥＣプロトコルにおける論理アドレス及びデバイスタイプの定義を示すテー
ブルを示した図である。　
　同図に示すように、ＣＥＣプロトコルにおいては、０～１５までの１６の論理アドレス
に対して、それぞれデバイスタイプが割り当てられている。例えば、上記ＴＶ１には論理
アドレス［０］が割り当てられる。上記ＤＶＤプレイヤー２は、［Playback Device］に
当たるため、ＤＶＤプレイヤー２には論理アドレス［４］、［８］及び［１１］の何れか
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の論理アドレスが割り当てられる。上記ＰＶＲ５は、［Recording Device］に当たるため
、ＰＶＲ５には論理アドレス［１］、［２］及び［９］の何れかの論理アドレスが割り当
てられる。上記ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、上述のように［Playback Device］と［Audio
 System］の２つのデバイスタイプを有するため、ＤＶＤ／ＡＶシステム３には、［４］
、［８］及び［１１］の何れかの論理アドレスと、論理アドレス［５］とが割り当てられ
る。論理アドレス［１５］は、ブロードキャスト用のアドレスである。
【００７９】
　上記＜Polling Message＞は、この０～１４の何れかの論理アドレスを宛先として指定
して送信される。
【００８０】
　図７は、ＴＶ１と他の機器との他の接続例を示した図である。　
　同図に示すように、ＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８ａ（ＨＤＭＩ１）には、ＤＶＤ／ＡＶ
システム３が接続され、ＨＤＭＩ入力端子８ｂ（ＨＤＭＩ２）には、ＰＶＲ５が接続され
ている。ＤＶＤ／ＡＶシステム３のＨＤＭＩ入力端子１０ａ及び１０ｂには何の機器も接
続されていない。この場合における、ＴＶ１による接続状態の認識処理の具体例を以下説
明する。
【００８１】
　図８は、ＴＶ１が各機器の接続状態を認識する際のＣＥＣメッセージのやり取りの流れ
を示したシーケンス図である。　
　同図に示すように、まず、ＴＶ１にメインメニュー画面が表示されている状態で、ユー
ザにより例えばリモコン１１の接続機器認識ボタンが押下されると、論理アドレス［１］
を有するＴＶ１のＨＤＭＩ受信部２３は、論理アドレス［１４］～論理アドレス［１］宛
に、逐次＜Polling Message＞を送信する。この場合、論理アドレス［５］宛、論理アド
レス［４］宛及び論理アドレス［１］宛の各＜Polling Message＞に対してＡＣＫが返答
され、それら以外の宛先の各＜Polling Message＞に対してはＡＣＫが返答されていない
（Ｓ１）。
【００８２】
　そこで、ＨＤＭＩ受信部２３は、論理アドレス［５］宛、論理アドレス［４］宛及び論
理アドレス［１］宛に、＜Give Physical Address＞を送信して、各機器の物理アドレス
を要求する。論理アドレス［５］、論理アドレス［４］及び論理アドレス［１］を有する
各機器は、当該＜Give Physical Address＞に対してＡＣＫを返答した上で、＜Report Ph
ysical Address＞をブロードキャストして、自身の物理アドレス及びデバイスタイプを通
知する（Ｓ２）。
【００８３】
　すなわち、論理アドレス［５］及び論理アドレス［４］を有するＤＶＤ／ＡＶシステム
３は、＜Give Physical Address＞により、自身の物理アドレス［1.0.0.0］と、デバイス
タイプ［Playback Device］及び［Audio System］を各機器へ通知する。また、論理アド
レス［１］を有するＰＶＲ５は、＜Give Physical Address＞により、自身の物理アドレ
ス［2.0.0.0］と、デバイスタイプ［Recording Device］を各機器へ通知する。これによ
り、ＴＶ１は、論理アドレス［５］、論理アドレス［４］及び論理アドレス［１］の各機
器の物理アドレス及びデバイスタイプを把握することができる。
【００８４】
　ここで、同一デバイスタイプの機器が複数存在する場合に、ＴＶ１が、上記取得したデ
バイスタイプのまま上記接続機器メニュー画面を表示してしまうと、ユーザはそれらの機
器を判別することが困難となる。
【００８５】
　そこで、ＨＤＭＩ受信部２３は、物理アドレス及びデバイスタイプを取得した上記論理
アドレス［５］、論理アドレス［４］及び論理アドレス［１］の機器に、［Give OSD Nam
e］を送信する。当該［Give OSD Name］を受信した各機器は、ＴＶ１へＡＣＫを返答した
上で、［Set OSD Name］を送信する（Ｓ３）。OSD Nameは、各機器のモデル名を示す。当
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該OSD Nameを受信することで、ＴＶ１は、各機器のより詳細な情報を把握し、上記接続機
器メニュー画面に反映させることができる。
【００８６】
　続いて、ＨＤＭＩ受信部２３は、デバイスタイプが［Audio System］であることを把握
した論理アドレス［５］宛に、＜Give System Audio Mode Status＞を送信する。当該＜G
ive System Audio Mode Status＞を受信した論理アドレス［５］を有するＤＶＤ／ＡＶシ
ステム３は、ＴＶ１へ＜System Audio Mode Status＞を返信する。これにより、ＨＤＭＩ
受信部２３は、ＴＶ１のスピーカ２１と、ＤＶＤ／ＡＶシステム３に接続されたスピーカ
４０との間でＯＮ／ＯＦＦ（ミュート）を切り替えることができる。
【００８７】
　ところで、上述したように、ＤＶＤ／ＡＶシステム３は、［Playback Device］と［Aud
io System］という２つのデバイスタイプと、これに対応した２つの論理アドレスを有す
る（論理アドレス［５］及び論理アドレス［４］）。一方、物理アドレスは１つである（
物理アドレス［1.0.0.0］）。ＴＶ１がこの２つのデバイスタイプを上記接続機器メニュ
ー画面に２つとも表示させてしまうと、あたかも２台の機器がＨＤＭＩ入力端子８ａ（Ｈ
ＤＭＩ１）に接続されているかのような誤解をユーザに与えてしまう。
【００８８】
　そこで、本実施形態においては、上記デバイスタイプに優先順位を付けて、上記接続機
器メニュー画面にデバイスタイプを１つのみ表示させることで、ユーザの混乱を防ぐこと
としている。以下、この処理について説明する。
【００８９】
　図９は、ＴＶ１による、当該デバイスタイプの優先順位に基づく接続機器メニュー画面
の表示処理の流れを示したフローチャートである。　
　同図に示すように、ＴＶ１のＨＤＭＩ受信部２３は、上記＜Report Physical Address
＞により各機器の論理アドレス毎の物理アドレス及びデバイスタイプの情報を受信し、Ｃ
ＰＵ２５は、当該各機器の情報を、物理アドレスによりソートする（ステップ９１）。続
いて、ＣＰＵ２５は、ソートした情報中に、同一の物理アドレスが複数含まれているか否
かを判断する（ステップ９２）。
【００９０】
　続いて、ＣＰＵ２５は、例えばフラッシュメモリ２６等に予め記憶してある、表示優先
順位情報を基に、各機器の情報をソートする（ステップ９３）。この表示優先順位情報は
、例えば、各機器のデバイスタイプを以下の順で順位付けする。　
　１．Player (Playback Device)
　２．Recorder (Recording Device)
　３．Tuner
　４．Audio System
【００９１】
　もちろん、優先順位は、上記順位に限られるものではない。ユーザにより優先順位がカ
スタマイズされても構わない。
【００９２】
　そして、ＣＰＵ２５は、物理アドレスが同一の機器のデバイスタイプ中、上記優先順位
の最上位のデバイスタイプを選択して、当該選択されたデバイスタイプを基に、上記接続
機器メニュー画面を表示させる（ステップ９４）。
【００９３】
　図１０は、上記図７の接続例において表示される接続機器メニュー画面の表示例を示し
た図である。　
　同図に示すように、ＴＶ１のＣＰＵ２５は、接続機器メニュー画面１００上に、接続さ
れている機器毎に、「機器（デバイスタイプ）」、「入力端子」、「モデル」の各情報を
表示する。
【００９４】
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　上述のように、ＴＶ１は、論理アドレス［４］及び［５］を有するＤＶＤ／ＡＶシステ
ム３から、物理アドレス［1.0.0.0］と、デバイスタイプ［Playback Device］及び［Audi
o System］とを通知され、さらに上記優先順位による順位付けも行っている。上記優先順
位情報によれば、デバイスタイプ［Playback Device］が［Audio System］よりも順位が
高いため、［Playback Device］が選択されることとなる。したがって、ＴＶ１のＣＰＵ
２５は、論理アドレス［４］及び［５］を有する機器の機器名（デバイスタイプ）として
「プレイヤー１」を表示させ、当該機器が接続されている入力端子名として「ＨＤＭＩ１
」（ＨＤＭＩ入力端子８ａ）を表示させる。さらにＣＰＵ２５は、上記通知されたOSD Na
meに基づいて、ＤＶＤ／ＡＶシステム３のモデル名を表示させる。
【００９５】
　またＴＶ１は、論理アドレス［１］を有するＰＶＲ５から、物理アドレス［2.0.0.0］
、デバイスタイプ［Recording Device］及びそのOSD Nameを通知されている。したがって
ＣＰＵ２５は、論理アドレス［１］を有する機器の機器名（デバイスタイプ）として「レ
コーダー１」を表示させ、入力端子名として「ＨＤＭＩ２（ＨＤＭＩ入力端子８ｂ）」を
表示させ、さらにそのモデル名を表示させる。
【００９６】
　これにより、複数のデバイスタイプを有する機器の各デバイスタイプを１つのみ表示さ
せることで、ユーザに分かりやすさを提供することができる。
【００９７】
　図１１は、ＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂから全ての機器が外された状態を示
した図である。同図の場合における上記接続機器メニュー画面１００の更新処理について
以下説明する。
【００９８】
　図１２は、ＴＶ１から機器が外された場合における接続機器メニュー画面１００の更新
処理の流れを示した図である。　
　同図に示すように、ＨＤＭＩ受信部２３は、論理アドレス［４］及び［５］を有するＤ
ＶＤ／ＡＶシステム３及び論理アドレス［１］を有するＰＶＲ５へ、それぞれ上記＜Poll
ing Message＞を送信する（ステップ１２１）。そして、ＣＰＵ２５は、当該＜Polling M
essage＞に対してＡＣＫが返答されたか否かを判断する（ステップ１２２）。
【００９９】
　ＣＰＵ２５は、各機器からＡＣＫが返答された場合（Ｙｅｓ）には、上記接続機器メニ
ュー画面１００の表示をそのまま維持する（ステップ１２３）。ＣＰＵ２５は、何れかの
機器からＡＣＫが返答されない場合（Ｎｏ）には、接続機器メニュー画面１００のうち、
ＡＣＫが返答されなかった機器の表示項目を消去して、接続機器メニュー画面１００を更
新する（ステップ１２４）。
【０１００】
　図１３は、ＴＶ１から機器が外された場合の接続機器メニュー画面１００の表示例を示
した図である。同図は、上記ＤＶＤ／ＡＶシステム３及びＰＶＲ５のいずれもＴＶ１から
外された場合の表示例である。同図に示すように、これまで表示されていた各項目は全て
消去されている。これにより、ユーザは、現在ＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８ａ及び８ｂに
何も接続されていないことをリアルタイムに知ることができる。
【０１０１】
　図１４は、図７及び図１１の接続状態を経て、ＤＶＤ／ＡＶシステム３がＴＶ１のＨＤ
ＭＩ入力端子８ｂ（ＨＤＭＩ２）に繋ぎ替えられた状態を示した図である。以下、この場
合におけるＤＶＤ／ＡＶシステム３の動作について説明する。
【０１０２】
　図１５は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３がＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８ｂに繋ぎ替えられた
場合の、ＤＶＤ／ＡＶシステム３の動作の流れを示したフローチャートである。また図１
６は、この場合における各機器のＣＥＣメッセージのやり取りを示したシーケンス図であ
る。
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【０１０３】
　ＨＤＭＩ送信部４６は、このＨＰＤのＬからＨへの変化の検知をトリガにして、ＴＶ１
のEDIDROM６０から、ＤＤＣライン１１０を介してＥＤＩＤを再度読み出し、ＴＶ１のＨ
ＤＭＩ入力端子８ｂ（ＨＤＭＩ２）に割り当てられた物理アドレス［2.0.0.0］を取得す
る（図１５のステップ１５２、図１６のステップ１６１）。当該物理アドレスは、例えば
フラッシュメモリ４２等に保持される。すなわち、上記図７の接続状態においてフラッシ
ュメモリ４２に記憶されていた物理アドレス［1.0.0.0］が、［2.0.0.0］へ更新されて新
たに保持されることとなる。
【０１０４】
　続いて、ＨＤＭＩ送信部４６は、論理アドレス［４］宛へ＜Polling Message＞を２回
送信する（図１６のステップ１６２、ステップ１６３）。ＨＤＭＩ送信部４６は、この＜
Polling Message＞に対してＡＣＫが返答されないことを確認すると、自身［Playback De
vice］としての論理アドレスを［４］に確定する（ステップ１６４）。
【０１０５】
　同様に、ＨＤＭＩ送信部４６は、論理アドレス［５］宛へ＜Polling Message＞を２回
送信する（図１６のステップ１６５、ステップ１６６）。ＨＤＭＩ送信部４６は、この＜
Polling Message＞に対してＡＣＫが返答されないことを確認すると、自身の［Audio Sys
tem］としての論理アドレスを［５］に確定する（ステップ１６７）。
【０１０６】
　そして、ＨＤＭＩ送信部４６は、論理アドレス［４］の更新された物理アドレス［2.0.
0.0］及びデバイスタイプ［Playback Device］と、論理アドレス［５］の更新された物理
アドレス［2.0.0.0］及びデバイスタイプ［Audio System］を、それぞれブロードキャス
トにより通知する（図１５のステップ１５３、図１６のステップ１６８、１６９）。また
、図示しないが、ＨＤＭＩ送信部４６は、その後、例えばＴＶ１の要求に応じて、または
自発的に、OSD NameもＴＶ１へ通知する。
【０１０７】
　以上の処理により、ＴＶ１は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３がＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８
ｂ（ＨＤＭＩ２）へ繋ぎ替えられた場合に、ＤＶＤ／ＡＶシステム３の新たな物理アドレ
ス、デバイスタイプ及びOSD Nameの各情報を取得することができる。ＴＶ１は、この新た
に取得した情報を基に、上記接続機器メニュー画面１００を更新することができる。
【０１０８】
　図１７は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３がＴＶ１のＨＤＭＩ入力端子８ｂ（ＨＤＭＩ２）へ
繋ぎ替えられた場合の接続機器メニュー画面１００の表示例を示した図である。　
　同図に示すように、上記図１０と比較して、ＤＶＤ／ＡＶシステム３（プレイヤー１）
の表示項目のうち、入力端子名が、「ＨＤＭＩ２」へ更新されている。これにより、ＴＶ
１は、ＤＶＤ／ＡＶシステム３がＨＤＭＩ入力端子８ｂ（ＨＤＭＩ２）へ繋ぎ替えられた
ことをユーザに即座に知らせることができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０１０９】
　本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【０１１０】
　上述の実施形態においては、ＤＶＤ／ＡＶシステム３のように、複数のデバイスタイプ
を有する機器については、ＴＶ１は、上記優先順位情報を基に、最上位の１つのデバイス
タイプのみを接続機器メニュー画面１００に表示していた。しかしながら、ＴＶ１は、複
数のデバイスタイプを全て接続機器メニュー画面１００に表示しても構わない。
【０１１１】
　図１８はこの場合の接続機器メニュー画面１００の表示例を示した図である。同図にお
いては、上記図７の接続状態における表示例を示す。同図に示すように、ＤＶＤ／ＡＶシ
ステム３については、「プレイヤー１」と「オーディオシステム」という２つのデバイス
タイプが例えば「／」で区切られて表示されている。このように全てのデバイスタイプを



(17) JP 4605231 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

表示させることで、ＴＶ１は、各接続機器の全ての機能をユーザに報知することができる
。
【０１１２】
　上述の実施形態においては、図８で示したように、ＴＶ１の各接続機器は、ＴＶ１から
送信された＜Give Physical Address＞に応じて、＜Report Physical Address＞を送信し
ていた。しかしながら、各ソース機器は、物理アドレスを取得した場合、＜Give Physica
l Address＞を受信しなくても、自発的に＜Report Physical Address＞を送信しても構わ
ない。
【０１１３】
　上述の実施形態においては、ＴＶ１は、接続機器メニュー画面１００に、機器名、入力
端子名、モデル名の各情報を表示していた。しかしながら、この表示項目は上述の３つの
項目に限られるものではない。例えば、ＴＶ１は、「プレイヤー」、「レコーダー」等、
機器名を大まかに区別する情報のみならず、例えばＤＶＤプレイヤー、ＨＤＤレコーダー
等、各機器種別をより詳細に示した項目を表示しても構わない。
【０１１４】
　上述の実施形態においては、伝送システム内のシンク機器としてＴＶ、ソース機器（リ
ピータ機器）としてＤＶＤプレイヤー、ＤＶＤ／ＡＶシステム、ＳＴＢ、ＰＶＲ、ＤＶＨ
Ｓプレイヤーの各機器を示した。しかし、本発明は、例えばチューナやカムコーダ等、そ
の他の電子機器にももちろん適用可能である。

【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の一実施形態における伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態におけるＴＶの構成を示したブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態におけるＤＶＤ／ＡＶシステムの構成を示したブロック図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態におけるＤＶＤ／ＡＶシステムのＨＤＭＩ送信部及びＴＶの
ＨＤＭＩ受信部の電気的構成を示した図である。
【図５】本発明の一実施形態における伝送システム内の各機器に物理アドレスが割り当て
られる様子を示した図である。
【図６】ＣＥＣプロトコルにおける論理アドレス及びデバイスタイプの定義を示すテーブ
ルを示した図である。
【図７】ＴＶと他の機器との他の接続例を示した図である。
【図８】本発明の一実施形態において、ＴＶが各機器の接続状態を認識する際のＣＥＣメ
ッセージのやり取りの流れを示したシーケンス図である。
【図９】ＴＶによる、デバイスタイプの優先順位に基づく接続機器メニュー画面の表示処
理の流れを示したフローチャートである。
【図１０】図７の接続例において表示される接続機器メニュー画面の表示例を示した図で
ある。
【図１１】本発明の一実施形態において、ＴＶのＨＤＭＩ入力端子から全ての機器が外さ
れた状態を示した図である。
【図１２】本発明の一実施形態において、ＴＶから機器が外された場合における接続機器
メニュー画面の更新処理の流れを示した図である。
【図１３】本発明の一実施形態において、ＴＶから機器が外された場合の接続機器メニュ
ー画面の表示例を示した図である。
【図１４】本発明の一実施形態において、ＤＶＤ／ＡＶシステムがＴＶの他方のＨＤＭＩ
入力端子に繋ぎ替えられた状態を示した図である。
【図１５】本発明の一実施形態において、ＤＶＤ／ＡＶシステムがＴＶの他方ＨＤＭＩ入
力端子に繋ぎ替えられた場合の、ＤＶＤ／ＡＶシステムの動作の流れを示したフローチャ
ートである。
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【図１６】本発明の一実施形態において、ＤＶＤ／ＡＶシステムがＴＶの他方ＨＤＭＩ入
力端子に繋ぎ替えられた場合の、各機器のＣＥＣメッセージのやり取りを示したシーケン
ス図である。
【図１７】本発明の一実施形態において、ＤＶＤ／ＡＶシステムがＴＶの他方のＨＤＭＩ
入力端子へ繋ぎ替えられた場合の接続機器メニュー画面の表示例を示した図である。
【図１８】本発明の他の実施形態における接続機器メニュー画面の表示例を示した図であ
る。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…テレビジョン装置（ＴＶ）
　２…ＤＶＤプレイヤー
　３…ＤＶＤ／ＡＶシステム
　４…ＳＴＢ
　５…ＰＶＲ
　６…デジタルＶＨＳプレイヤー
　７…ＨＤＭＩケーブル
　８ａ、８ｂ、１０ａ、１０ｂ…ＨＤＭＩ入力端子
　９…ＨＤＭＩ出力端子
　１５…映像信号処理回路
　１８…表示パネル
　２３、４４…ＨＤＭＩ受信部
　２５、４１…ＣＰＵ
　２６、４２…フラッシュメモリ
　４６…ＨＤＭＩ送信部
　１００…接続機器メニュー画面
　１１０…ＤＤＣライン
　１２０…ＣＥＣライン
　１３０…ＨＰＤライン
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              Ｈ０４Ｎ　　　７／１６　　　　－　　７／１７３
              Ｈ０４Ｎ　　　５／４４　　　　－　　５／４６
              Ｈ０４Ｌ　　１２／２８　　　　
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