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(57)【要約】
【課題】ＨＤＭＩ等のデジタル映像通信においての通信
状況を表示させる映像通信装置及び映像通信方法を提供
する。
【解決手段】第１通信速度でケーブルを介して外部装置
と管理情報を通信する第１通信部（１７）と、第１通信
速度よりも高速の第２通信速度でケーブルを介して外部
装置との間で映像信号を通信する第２通信部（１６）と
、外部装置との通信情況を観測してエラー信号を検出す
る検出部（１１，１２）と、検出部が検出したエラー信
号に基づいて通信状況を表示する画像信号を生成する生
成部（１３）を有する映像通信装置。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信速度でケーブルを介して外部装置と管理情報を通信する第１通信部と、
　前記第１通信速度よりも高速の第２通信速度で、前記ケーブルを介して前記外部装置と
の間で映像信号を通信する第２通信部と、
　前記外部装置との通信情況を観測してエラー信号を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した前記エラー信号に基づいて、通信状況を表示する画像信号を生成
する生成部と、を具備することを特徴とする映像通信装置。
【請求項２】
　前記第１通信部及び前記第２通信部が用いる前記ケーブルは、ＨＤＭＩケーブルまたは
、ＤＶＩケーブルまたは、ＤＰ用ケーブルであることを特徴とする請求項１記載の映像通
信装置。
【請求項３】
　前記生成部は、前記エラー信号に基づく通信状況を、所定の映像信号フォーマットで通
信可能か否かと共に表示することを特徴とする請求項１記載の映像通信装置。
【請求項４】
　前記生成部は、前記エラー信号に基づく通信状況を、推薦する映像信号フォーマットと
共に表示することを特徴とする請求項１記載の映像通信装置。
【請求項５】
　前記映像信号を暗号化して前記第２通信部に供給する暗号化部を更に有し、
　前記第２通信部は、前記暗号化された映像信号を、前記第１通信速度よりも高速の第２
通信速度で、前記ケーブルを介して前記外部装置に供給することを特徴とする請求項１記
載の映像通信装置。
【請求項６】
　前記検出部は、前記外部装置との通信におけるＲｉエラーを検出することを特徴とする
請求項５記載の映像通信装置。
【請求項７】
　前記検出部は、前記外部装置から通信におけるパケットエラーまたはデータジッタエラ
ーがあったことを示す信号を前記第1通信部を介して検出することを特徴とする請求項５
記載の映像通信装置。
【請求項８】
　前記第２通信部は、暗号化された映像信号を前記第１通信速度よりも高速の第２通信速
度で前記ケーブルを介して前記外部装置から受信し、
　前記第２通信部が受信した前記暗号化された映像信号を復号する復号部を更に有するこ
とを特徴とする請求項１記載の映像通信装置。
【請求項９】
　前記検出部は、前記外部装置との通信におけるパケットエラーまたはデータジッタエラ
ーを検出することを特徴とする請求項８記載の映像通信装置。
【請求項１０】
　前記検出部は、前記外部装置から通信におけるＲｉエラーがあったことを示す信号を前
記第1通信部を介して検出することを特徴とする請求項８記載の映像通信装置。
【請求項１１】
　前記復号部が復号した前記映像信号及び前記通信状況を表示する画像信号に基づく映像
を表示するディスプレイを更に有することを特徴とする請求項８記載の映像通信装置。
【請求項１２】
　第１通信速度でケーブルを介して外部装置と管理情報を通信し、
　前記第１通信速度よりも高速の第２通信速度で前記ケーブルを介して前記外部装置との
間で映像信号を通信し、
　前記外部装置との通信情況を観測してエラー信号を検出し、
　前記検出したエラー信号に基づいて、通信状況を表示する画像信号を生成することを特
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徴とする映像通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の転送速度で送受信する通信機能をもつ映像通信装置であって、特に
通信状況の表示機能をもつ映像通信装置及び映像通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、デジタル機器が大変普及してきており、これらのデジタル機器は、相互に通信機
能をもち、連携した動作を可能としている。しかし、このようなデジタル通信機能は、必
ずしも常に安定して動作しているわけではなく、通信エラーに対しても適切な対応により
通信を継続し続けることが望まれている。
【０００３】
　特許文献１は、赤外線映像通信装置に関する技術を開示しており、通信の品質を計算す
る機能、この通信品質の計算結果により通信速度を変更する機能が示されている。
【特許文献１】特開２０００－１０１６０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１の従来技術では、通信品質に応じて自動的に通信速度が変更された
り、通信が中止されたりしてしまう。しかし、ＨＤＭＩ等のデジタル映像通信においては
、通信品質が多少低くとも、使用する映像信号フォーマットの種類においては、そのまま
使用することができる場合がある。従って、通信速度を変えたり通信を中止するよりも、
通信状況をユーザに表示して、対応をユーザに委ねた方が使い勝手が良い場合が多い。
【０００５】
　本発明は、ＨＤＭＩ等のデジタル映像通信においての通信状況を表示させる映像通信装
置及び映像通信方法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】
【０００６】
　課題を解決するための一実施形態は、
　第１通信速度で、ケーブルを介して外部装置と管理情報を通信する第１通信部（１７）
と、
　前記第１通信速度よりも高速の第２通信速度で、前記ケーブルを介して前記外部装置と
の間で、映像信号を通信する第２通信部（１６）と、
　前記外部装置との通信情況を観測しエラー信号を検出する検出部（１１，１２）と、
　前記検出部が検出した前記エラー信号に基づいて、通信状況を表示する画像信号を生成
する生成部（１３）と、を具備することを特徴とする映像通信装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　使用する通信ケーブルの通信品位が、４８０ｐ，１０８０ｉ，１０８０ｐ等の映像信号
フォーマットに対応づけて例えばデジタルテレビの画面に表示されるので、ユーザは、そ
の通信ケーブルで使用可能な範囲において最適な映像信号の通信を行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０００９】
　（複数の通信速度をもったデジタル映像通信の例）
　はじめに、本発明に係る一実施形態である映像通信装置が用いる複数の通信速度をもっ
たデジタル映像通信について、以下に説明する。
【００１０】
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　通常、コンピュータに代表されるデジタルデータ通信では通信エラーがあると、送受信
側でこれを認識して再送信を行うことで通信品質を確保している。ところがＨＤＭＩに代
表されるデジタル映像通信では、仮に映像データの一部がエラーを起こしても画面上にノ
イズにはなるが、映像サービスそのものを完全に破綻させてしまうほどの影響はなくデー
タの再送信も行われない。
【００１１】
　デジタル映像信号伝送の代表格はＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）
，ＤＶＩ（Digital Visual Interface）であり、近い将来、ＤＰ（Display Port）など新
しい送信方式も提案されている。総じて新しいものはより解像度の高い映像を伝送できる
ように規格化されており、それだけ送信機・受信機はもとよりケーブルも品質の高いもの
が求められている。
【００１２】
　ＨＤＭＩではケーブル品質も設計段階で任意ではあるが、認証という品質試験を取り入
れることでユーザ使用時の不具合を回避しているが、実際にはすべてのケーブルを試験す
ることは非現実的である。さらに、デジタル映像フォーマットの高精細化が進むことでデ
ータの転送速度も複数種類規定され、伝送映像フォーマット（＝データ転送速度）にも通
信品質に依存性を与えている。
【００１３】
　たとえば、１０８０ｉであれば問題なく通信できたケーブルも、１０８０ｐではエラー
を起こすことがある。最近規格化されたＨＤＭＩ Ｖｅｒ１.３ではディープカラー（Deep
Color）と呼ばれるより微細化されたデジタル信号を伝送する方式が定義された。この方
式でも解像度は従来のＨＤＭＩＶｅｒ１.２ａと変わりないが、細かい映像データ転送の
ためにデジタル信号の実転送速度は従来のほぼ２倍にあたる３.４Ｇｂｐｓまで定義され
ている。
【００１４】
　ＨＤＭＩに代表されるようなデジタル映像通信の世界では、デジタル映像信号とは別の
低速の通信路を使って送信側が受信側で受信できうる映像フォーマットを読み取ることが
できる。この通信路は低速であり、ケーブル品質に対する通信品質要求も高速のデジタル
映像通信より低いもので実現されている。
【００１５】
　しかし、一般的な映像通信装置では、送信装置・受信装置の双方で通信品質を計測して
いないので、結果的に送信機は低速通信路で得た受信できるフォーマット情報に基づき高
画質なものを選んで送信する。従って、ケーブル品質によっては画面異常を起こすことが
あり、ユーザは適切な伝送状況を認識することができない。
【００１６】
　以下に説明する本発明に係る一実施形態の映像通信装置においては、通信ケーブル等の
通信状況を例えば映像信号フォーマットに対応させて表示するので、ユーザは、その通信
ケーブルで使用可能な範囲において最適な映像信号の通信を行なうことが可能となる。
【００１７】
　＜本発明の一実施形態に係る映像通信装置＞
　次に、本発明の一実施形態に係る映像通信装置の一例を図面を用いて、詳細に説明する
。以下に述べる実施形態では、ＨＤＭＩを例にとって、デジタル映像通信における通信路
の通信状況を検出し表示する機能をもつ映像通信装置及び映像通信方法の一例を開示する
。しかし、本発明の一実施形態はＨＤＭＩに限定されるものではなく、ディスプレイポー
トでも他のデジタル通信規格でもよく、広くデジタル通信に適用される。
【００１８】
　（構成）
　はじめに、図１に示すように、通信状況表示機能をもった映像通信装置Ｄ１と、これに
ＨＤＭＩケーブルＣ１で接続され、同じく通信状況表示機能をもった映像通信装置Ｄ２と
による通信システムを説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能を
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もったソース側の映像通信装置及び通信状況表示機能をもったシンク側の映像通信装置の
構成の一例を示すブロック図である。
【００１９】
　本発明の一実施形態に係る映像通信装置Ｄ１は、図１に示すように、音声映像処理部１
０と、映像通信装置Ｄ２からの通信信号及び通信情況を示す信号を受け、この信号から通
信エラーの有無を検知するエラー検出部１１と、映像通信装置Ｄ１（ソース：Source）の
各種動作状況を観測して、通信状況を表示するための画像信号の生成を制御する制御部１
２と、通信状況を表示するための画像信号を生成する画像メッセージ生成部１３と、この
画像メッセージと映像信号とを重畳するための重畳部１４を有している。更に、映像通信
装置Ｄ１は、映像信号の不正コピー等を防止するためのＨＤＣＰ暗号部１５と、送信する
画像データをＨＤＭＩに規定された電気信号へ変更して通信パスＰ２を介して送信するＴ
ＭＤＳ送信部１６と、通信パスＰ１であるＤＤＣラインを介して低速通信で送信するＤＤ
Ｃ通信部１７を有している。
【００２０】
　更に、本発明の一実施形態に係る映像通信装置Ｄ２は、一例として図１２に後述される
放送信号を表示する放送受信装置１００のようなＨＤＭＩ通信機能をもったデジタルテレ
ビジョン等であり、図１に示すように、映像音声フォーマットを映像通信装置Ｄ１へ伝え
るためのＥＤＩＤデータを格納したＥＤＩＤ格納部２１と、通信パスＰ１であるＤＤＣラ
インを介して低速通信でＤＤＣライン通信を行なうＤＤＣ通信部２４を有している。更に
、映像通信装置Ｄ２は、例えばＨＤＭＩで規定されたＴＭＤＳ信号を受信し、以降のデー
タ処理に可能な信号へ変更するＴＭＤＳ受信部２５と、ＴＭＤＳ受信部２５からのパケッ
トエラーやジッタエラーを検出するエラー検出部２６と、映像通信装置Ｄ２の通信情況を
観測してエラー信号を例えばＤＤＣ通信部２４を介して映像通信装置Ｄ１に供給したり、
映像通信装置Ｄ１から受けたエラー信号やエラー検出部２６で検出したエラー信号に基づ
いて通信状況を示す画像信号の生成を制御したり全体の動作を制御する制御部２２と、Ｔ
ＭＤＳ受信部２５から供給されたＨＤＣＰ暗号化映像信号等を復号するＨＤＣＰ復号部２
３と、更に、図１２等で後述されるようなデジタルテレビジョン等の主な構成である音声
映像処理部１０とを有している。
【００２１】
　（ＨＤＭＩ端子とディスプレイポート端子）
　次に、図２及び図３を用いて、ＨＤＭＩ端子とディスプレイポート端子について、簡単
に説明する。すなわち、図２は、本発明の一実施形態に係る映像通信装置が扱うＨＤＭＩ
の端子の説明図である。図３は、本発明の一実施形態に係る映像通信装置が扱うディスプ
レイポートの説明図である。
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る映像通信装置が扱うＨＤＭＩの端子は、図２において、第１
端子から第１２端子までが高速映像音声伝送ライン、第１３端子、第１５端子、第１６端
子、第１９端子が、低速通信ラインである。
【００２３】
　同様に、図３に示すように、ディスプレイポートの前半の１１個の端子が高速映像音声
伝送ライン、後半の４個の端子が低速通信ラインである。
【００２４】
　（他の構成：図４）
　次に、図４に示すように、通信状況表示機能をもった映像通信装置Ｄ１と、これにＨＤ
ＭＩケーブルＣ１で接続され、通信状況表示機能をもたない映像通信装置Ｄ２’とによる
通信システムを説明する。図４は、本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能をもった
ソース側の映像通信装置及び通信状況表示機能をもたないシンク側の映像通信装置の構成
の一例を示すブロック図である。
【００２５】
　本発明の一実施形態に係る映像通信装置Ｄ１は、図１と共通の構成であり説明を省略す
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る。更に、通信状況表示機能をもたない映像通信装置Ｄ２’は、一例として図１２に後述
される放送信号を表示する放送受信装置１００のようなＨＤＭＩ通信機能をもったデジタ
ルテレビジョン等であり、図４に示すように、映像音声フォーマットを映像通信装置Ｄ１
へ伝えるためのＥＤＩＤデータを格納したＥＤＩＤ格納部２１と、通信パスＰ１であるＤ
ＤＣラインを介して低速通信でＤＤＣライン通信を行なうＤＤＣ通信部２４を有している
。更に、映像通信装置Ｄ２は、例えばＨＤＭＩで規定されたＴＭＤＳ信号を受信し、以降
のデータ処理に可能な信号へ変更するＴＭＤＳ受信部２５と、全体の動作を制御する制御
部２２’と、ＴＭＤＳ受信部２５から供給されたＨＤＣＰ暗号化映像信号等を復号するＨ
ＤＣＰ復号部２３と、更に、図１２等で後述されるようなデジタルテレビジョン等の主な
構成である音声映像処理部１０とを有している。
【００２６】
　（他の構成：図５）
　次に、図５に示すように、通信状況表示機能をもたない映像通信装置Ｄ１’と、これに
ＨＤＭＩケーブルＣ１で接続され、通信状況表示機能をもつ映像通信装置Ｄ２とによる通
信システムを説明する。図５は、本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能をもたない
ソース側の映像通信装置及び通信状況表示機能をもつシンク側の映像通信装置の構成の一
例を示すブロック図である。
【００２７】
　通信状況表示機能をもたない映像通信装置Ｄ１’は、図５に示すように、音声映像処理
部１０と、全体の動作を制御する制御部１２’と、映像信号の不正コピー等を防止するた
めのＨＤＣＰ暗号部１５と、送信する画像データをＨＤＭＩに規定された電気信号へ変更
して通信パスＰ２を介して送信するＴＭＤＳ送信部１６と、通信パスＰ１であるＤＤＣラ
インを介して低速通信で送信するＤＤＣ通信部１７を有している。
【００２８】
　なお、本発明の一実施形態に係る映像通信装置Ｄ２は、図１と共通の構成でありここで
は説明を省略する。
【００２９】
　＜本発明に係る一実施形態である映像通信装置の通信状況表示処理の一例＞
　次に、本発明に係る一実施形態である映像通信装置の通信状況表示処理の一例を図面を
用いて詳細に説明する。図６は、本発明の一実施形態に係るソース側の映像通信装置が行
なう通信状況表示処理の一例を示すフローチャートである。図７は、同じくシンク側の映
像通信装置が行なう通信状況表示処理の一例を示すフローチャートである。なお、以下の
図６及び図７のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き換えることができ、
従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなおすことが可能である
。
【００３０】
　また、以下の実施形態では、各動作の手順を制御部が司っている場合が説明されている
が、本発明の実施形態は必ずしもそのような構成をとる必要は無く、特に制御部が無くと
も各回路構成がそれぞれの機能を果たすことで、同等の作用効果を発揮するものである。
【００３１】
　（ソース側の通信状況表示処理）
　初めに、図６のフローチャートを用いて、図１及び図４に示すソース側の映像通信装置
Ｄ１が行なう通信状況表示処理の一例を説明する。映像通信装置Ｄ１は、図６のフローチ
ャートに示すように、制御部１２が、図示しないリモコンＲ等によりメータオプションの
選択指示があったかどうかを判断する（ステップＳ１１）。制御部１２は、メータオプシ
ョンの選択指示があったと判断すると、一例として、ＤＤＣ通信部１７及び通信回線を介
して、映像通信装置Ｄ２からパケットエラーの程度を示す信号を取得するべく試みる（ス
テップＳ１２）。
【００３２】
　図１に示すように、通信相手がエラー検出部２６やエラー報告機能をもった制御部２２
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であれば、制御部１２は、パケットエラーの程度を示す信号を取得する。しかし、図４に
示すように、通信相手がエラー検出部２６を有しておらず、エラー報告機能をもっていな
い制御部２２’であれば、制御部１２はパケットエラーの程度を示す信号を取得しない。
【００３３】
　同様に、制御部１２は、次に、一例として、ＤＤＣ通信部１７及び通信回線を介して、
映像通信装置Ｄ２からジッタエラーの程度を示す信号を取得するべく試みる（ステップＳ
１３）。図１に示すように、通信相手がエラー検出部２６やエラー報告機能をもった制御
部２２であれば、制御部１２は、ジッタエラーの程度を示す信号を取得する。しかし、図
４に示すように、通信相手がエラー検出部２６を有しておらず、エラー報告機能をもって
いない制御部２２’であれば、制御部１２はジッタエラーの程度を示す信号を取得しない
。
【００３４】
　次に、制御部１２の制御によりエラー検出部１１は、Ｒｉエラーの程度を検出する。ま
た、ここでこれらパケットエラー、ジッタエラー、Ｒｉエラーについて以下に説明する。
【００３５】
　パケットエラーは、ＨＤＭＩのデータアイランドパケット（Data Island Packet）の中
のエラーコレクションコード（Error Correction Code）等により与えられるものである
。ＨＤＭＩ受信機側（シンク側）でこのコードを監視することが可能であり、この値から
エラーを監視することができる。
【００３６】
　ＨＤＭＩと同様に高速のデータ線と低速データ線を装備するＤＰ規格でも高速データ線
のエラーコレクションコード（Error Correction Code）があり、同様に高速線（＝デジ
タル映像・音声転送）の通信エラーを監視することができる。
【００３７】
　ジッタエラーについて述べる。ＨＤＭＩやＤＰはデジタル映像信号を暗号化して転送す
ることから、規定タイミングで送信しなければならないデータがいくつか存在する。例え
ば、フレーム毎にＨＤＭＩの暗号をしてはいけない期間が存在し、開始タイミングの限度
が規定されている。また、暗号化の有無を知らせる情報を送信すべきタイミングもフレー
ム毎に規定されている。これらのタイミング規定はＣｋ毎の厳密なものではなく、ある程
度設計の自由度を確保することもあり、タイミングに自由度がある。通常送られてくるタ
イミングはフレーム毎に同じに設計することが多く、逆に通信路の品質問題がある場合に
はタイミングが必ずしも一定せずまれに多少ずれることがありえる。このズレを監視する
ことでジッタエラーを観測することができる。
【００３８】
　Ｒｉについて述べる。ＨＤＭＩ暗号処理ではＲｉと呼ばれる乱数が送信／受信側でマッ
チしていることが必要であり、送信側（ソース側）がこれを定期的に観測することができ
る。ＲｉはＴＭＤＳラインのＣｋと暗号化されている画素のカウント数に依存性があり、
ＴＭＤＳ信号を正しく受信できない場合にはカウント数にズレを生じ、受信Ｒｉアンマッ
チを起こす。すなわち、送信側（ソース側）は、Ｒｉがマッチしているかどうかで通信状
況を確認することができる。受信側（シンク側）は、Ｒｉのマッチングを直接的に監視す
ることはできないが、Ｒｉアンマッチが起こるとＨＤＭＩ再認証が起きる。この点からエ
ラー状態を監視することもできる。
【００３９】
　このようにして、制御部１２は、以上のパケットエラー、ジッタエラー、Ｒｉエラーを
収集するが、更に他の通信状況を示す指標を収集することが好適である。制御部１２は、
各エラー信号の程度を予め設けられている閾値と比較し（ステップＳ１５）、比較結果に
応じて通信状況を量的に評価する。その結果、制御部１２及び画像メッセージ生成部１３
は、図８及び図９及び図１０に示すような通信状況を表示する画像信号を生成する（ステ
ップＳ１６）。図８乃至図１０は、それぞれ、本発明の一実施形態に係る映像通信装置が
行なう通信エラー表示の一例を示す説明図である。
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【００４０】
　すなわち、図８においては、通信状況を１０段階に評価し、ここでは７０％の通信機能
をもっていると判断している。更に、このとき、映像信号フォーマットである『４８０ｐ
』、『１０８０ｉ』、『１０８０ｐ』との関係が判るように画面上に表示することが好適
である。
【００４１】
　『４８０ｐ』は、デジタルテレビ放送の映像信号フォーマットの一つで、有効走査線４
８０本、フレーム周波数５９．９４Ｈｚの順次走査（プログレッシブスキャン）方式の映
像である。画素数は７２０×４８０のアスペクト比１６：９となっており、現行のアナロ
グテレビ放送と同じ走査線数のＳＤＴＶの映像形式の一種である。
【００４２】
　『１０８０ｉ』は、デジタルテレビ放送の映像信号フォーマットの一つで、有効走査線
１０８０本、フレーム周波数２９．９７Ｈｚの飛び越し走査（インターレススキャン）方
式の映像である。画素数は１９２０×１０８０のアスペクト比１６：９となっており、Ｈ
ＤＴＶ（ハイビジョン）の映像形式の一種である。
【００４３】
　『１０８０ｐ』は、デジタルテレビ放送の映像信号フォーマットの一つで、有効走査線
１０８０本、走査方式が順次走査（プログレッシブスキャン）方式であり、フレーム周波
数５９．９４Ｈｚの映像である。画素数は１９２０×１０８０のアスペクト比１６：９と
なっており、ＨＤＴＶ（ハイビジョン）の映像形式の一種である。
【００４４】
　ここで、図８においては、映像信号フォーマット『４８０ｐ』について現在の通信品位
では推奨範囲であることを示している。同じく、映像信号フォーマット『１０８０ｉ』に
ついて現在の通信品位では推奨範囲であることを示している。しかし、映像信号フォーマ
ット『１０８０ｐ』について現在の通信品位では推奨範囲ではないことを示している。
【００４５】
　同じように、図９においては、通信状況を１０段階に評価し、ここでは９０％の通信機
能をもっていると判断している。更に、映像信号フォーマット『４８０ｐ』、映像信号フ
ォーマット『１０８０ｉ』、映像信号フォーマット『１０８０ｐ』について現在の通信品
位で、全て推奨範囲であることを示している。
【００４６】
　更に、図１０の通信状況の表示例では、テレビ画面等の右下隅に示されるように、映像
信号フォーマット『４８０ｐ』、映像信号フォーマット『１０８０ｉ』について、許容範
囲であることを示しているが、映像信号フォーマット『１０８０ｐ』については、ケーブ
ルの交換をユーザに進める表示となっている。
【００４７】
　（シンク側の通信状況表示処理）
　次に、図７のフローチャートを用いて、図１及び図５に示すシンク側の映像通信装置Ｄ
２が行なう通信状況表示処理の一例を説明する。映像通信装置Ｄ２は、図７のフローチャ
ートに示すように、制御部２２が、図示しないリモコンＲ等によりメータオプションの選
択指示があったかどうかを判断する（ステップＳ２１）。制御部２２は、メータオプショ
ンの選択指示があったと判断すると、エラー検出部２６を制御することで、パケットエラ
ーの程度を示す信号を取得する（ステップＳ２２）。制御部２２は、次に、エラー検出部
２６によりジッタエラーの程度を示す信号を取得する（ステップＳ２３）。
【００４８】
　更に、図１に示すように、通信相手がエラー検出部１１やエラー報告機能をもった制御
部１２であれば、制御部２２は、Ｒｉエラーの程度を示す信号を取得するべく試みる。し
かし、図５に示すように、通信相手がエラー検出部１１を有しておらず、エラー報告機能
をもっていない制御部１２’であれば、制御部２２はＲｉエラーの程度を示す信号を取得
しない。なお、受信側（シンク側）は、Ｒｉのマッチングを直接的に監視することはでき
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ないが、Ｒｉアンマッチが起こるとＨＤＭＩ再認証が起きるので、この点からエラー状態
を監視することが好適である。
【００４９】
　このようにして、制御部２２は、以上のパケットエラー、ジッタエラー、Ｒｉエラーを
収集するが、更に他の通信状況を示す指標を収集することが好適である。制御部２２は、
各エラー信号の程度を予め設けられている閾値と比較し（ステップＳ２５）、比較結果に
応じて通信状況を量的に評価する。その結果、制御部２２及び画像メッセージ生成部２７
は、図８及び図９及び図１０に示すような通信状況を表示する画像信号を生成する（ステ
ップＳ２６）。
【００５０】
　このように、受信側（シンク側）においても、送信側（ソース側）と同様に、エラー状
況を示すエラー信号を収集して、上述したように図８乃至図１０に示すようなユーザが理
解しやすい形態で通信状況を表示する。これにより、ユーザは、その通信ケーブルで使用
可能な範囲において最適な映像信号の通信を行なうことができる。
【００５１】
　＜本発明の一実施形態である映像通信部を適用した放送受信装置＞
　次に、上述した本発明の一実施形態である映像通信部を適用した放送受信装置の一例を
図面を用いて説明する。図１２は、本発明の一実施形態に係る映像通信システムを用いる
放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００５２】
　なお、ここでの放送受信装置は、一例としてデジタルテレビジョン装置を用いて説明す
るが、本発明の一実施形態である映像通信装置は、様々な形態が含まれるものであり、そ
れらは全て本発明の実施形態の範囲に含まれるものである。
【００５３】
　ここで、図１２の放送受信装置１００において、上述した本発明の一実施形態である映
像通信装置Ｄ１またはＤ２の音声映像処理部１０以外の構成は、通信部１１１に該当する
。すなわち、この通信部１１１は、図１、図４、図５で先に説明したＨＤＭＩやディスプ
レイポート等の通信機能をもっている。
【００５４】
　さて、図１２の放送受信装置１００は、放送の再生処理のためのＭＰＥＧデコーダ部１
２３と、装置本体の動作を制御する制御部１３０とを主たる構成要素としている。放送受
信装置１００は、入力側のセレクタ部１１６と出力側のセレクタ部１１７とを有しており
、入力側のセレクタ部１１６には、ＬＡＮや上述したＨＤＭＩやディスプレイポート等の
通信部１１１と、いわゆる衛星放送であるＢＳ／ＣＳチューナ部１１２と、いわゆる地上
波チューナ部１１３とが接続され、エンコーダ部１２１に信号を出力する。又、ＢＳ／Ｃ
Ｓチューナ部１１２には衛星アンテナが、地上波チューナ部１１３には地上波アンテナが
接続されている。又、放送受信装置１００は、バッファ部１２２、ＭＰＥＧデコーダ部１
２３、分離部１２９、制御部１３０、これらの各部は、データバスを介して制御部１３０
に接続されている。更に、セレクタ部１１７の出力は、外部の受像機４１に接続されるか
、外部装置との通信を行う図示しないインタフェース部等を介して、外部装置に供給され
る。
【００５５】
　更に、放送受信装置１００は、データバスを介して制御部１３０に接続され、ユーザの
操作やリモコンＲの操作を受ける操作部１３２を有している。ここで、リモコンＲは、放
送受信装置１００の本体に設けられる操作部１３２とほぼ同等の操作を可能とするもので
あり、チューナの操作、予約録画の設定等、各種設定が可能である。
【００５６】
　このように、上述した本発明の一実施形態である映像通信装置は、上述した構成をもつ
放送受信装置（デジタルテレビジョン等）の通信部として、適用することができる。この
実施形態によれば、ＨＤＭＩ等において、使用する通信ケーブルの通信品位が、４８０ｐ
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の画面に表示される。これにより、ユーザは、その通信ケーブルで使用可能な範囲におい
て最適な映像信号の通信を行なうことができる。
【００５７】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能をもったソース側の映像通信装置及
び通信状況表示機能をもったシンク側の映像通信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る映像通信装置が扱うＨＤＭＩの端子の説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る映像通信装置が扱うディスプレイポートの説明図。
【図４】本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能をもったソース側の映像通信装置及
び通信状況表示機能をもたないシンク側の映像通信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図５】本発明の一実施形態に係る通信状況表示機能をもたないソース側の映像通信装置
及び同じく通信状況表示機能をもったシンク側の映像通信装置の構成の一例を示すブロッ
ク図。
【図６】本発明の一実施形態に係るソース側の映像通信装置が行なう通信状況表示処理の
一例を示すフローチャート。
【図７】本発明の一実施形態に係るシンク側の映像通信装置が行なう通信状況表示処理の
一例を示すフローチャート。
【図８】本発明の一実施形態に係る映像通信装置が行なう通信エラー表示の一例を示す説
明図。
【図９】本発明の一実施形態に係る映像通信装置が行なう通信エラー表示の他の一例を示
す説明図。
【図１０】本発明の一実施形態に係る映像通信装置が行なう通信エラー表示の他の一例を
示す説明図。
【図１１】本発明の一実施形態に係る映像通信装置の具体例である放送受信装置の構成の
一例を示すブロック図。
【符号の説明】
【００５９】
　Ｄ１…映像通信装置、Ｄ２…映像通信装置、１１…エラー検出部、１２…制御部、１３
…画像メッセージ部、１４…重畳部、１５…ＨＤＣＰ暗号部、１６…ＴＭＤＳ送信部、１
７…ＤＤＣ通信部。



(11) JP 2008-252559 A 2008.10.16

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 2008-252559 A 2008.10.16

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(13) JP 2008-252559 A 2008.10.16

10

フロントページの続き

(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  宮崎　通
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 5C164 UB42P YA05 
　　　　 　　  5K033 AA06  BA01  BA15  EA02  EA04  EB00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

