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(57)【要約】
【課題】機器間におけるハイブリッドキャストデータの
伝送を良好に行い得るようにする。
【解決手段】送信装置は、受信装置から伝送路を介して
ハイブリッドキャスト関連情報を受信する。送信装置は
、そのハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネ
ットワーク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバ
に接続して、ハイブリッドキャストデータを取得し、伝
送路を介して受信装置に送る。また、送信装置は、ハイ
ブリッドキャスト関連情報に基づいてハイブリッドキャ
ストデータの提示方式を選択し、その情報を、伝送路を
介して受信装置に送る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイブリッドキャスト関連情報を受信する
情報受信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワー
ク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバに接続して、ハイブリッドキャストデータ
を取得する通信部と、
　上記通信部で取得されたハイブリッドキャストデータを上記伝送路を介して上記外部機
器に送信するデータ送信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された、上
記データ送信部で送信される上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝送
路を介して上記外部機器に送信する提示方式情報送信部を備える
　送信装置。
【請求項２】
　上記データ送信部は、
　上記ハイブリッドキャストデータを差動信号により上記伝送路を介して上記外部機器に
送信する
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　上記提示方式情報送信部は、
　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記デ
ータ送信部で送信されるハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に挿入する
ことで、上記外部機器に送信する
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項４】
　上記提示方式情報送信部は、
　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝
送路の制御データラインを介して上記外部機器に送信する
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項５】
　上記提示方式情報送信部は、
　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝
送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して上記外部機器に送信する
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項６】
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記外部機器から接続状態の通知を受ける機能を有する
　請求項５に記載の送信装置。
【請求項７】
　上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報は、
　上記外部機器の受信デジタル放送データによる提示から該ハイブリッドキャストデータ
による提示に切り替える切り替え情報、あるいは該ハイブリッドキャストデータによる提
示を上記外部機器の受信デジタル放送データによる提示に合成する合成情報の、少なくと
もいずれかを含む
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項８】
　上記ハイブリッドキャスト関連情報は、
　少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ
）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）情報を含む
　請求項１に記載の送信装置。
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【請求項９】
　外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイブリッドキャスト関連情報を受信する
情報受信ステップと、
　上記受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワーク上のハイブ
リッドキャストコンテンツサーバに接続して、ハイブリッドキャストデータを取得するデ
ータ取得ステップと、
　データ送信部により上記取得されたハイブリッドキャストデータを上記伝送路を介して
上記外部機器に送信するデータ送信ステップと、
　上記受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された、上記データ送信
ステップで送信される上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝送路を介
して上記外部機器に送信する提示方式情報送信ステップを有する
　ハイブリッドキャストデータ送信方法。
【請求項１０】
　ハイブリッドキャスト関連情報を伝送路を介して外部機器に送信する情報送信部と、
　上記外部機器から伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて取得さ
れたハイブリッドキャストデータを受信するデータ受信部と、
　上記外部機器から上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選
択された、上記データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を
受信する提示方式情報受信部と、
　上記提示方式情報受信部で受信された提示方式情報に基づいて、上記データ受信部で受
信されたハイブリッドキャストデータを処理して提示データを得るデータ処理部を備える
　受信装置。
【請求項１１】
　上記ハイブリッドキャスト関連情報は、
　少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ
）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）情報を含む
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１２】
　上記データ受信部は、
　上記外部機器から差動信号により上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャストデータ
を受信する
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１３】
　上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記デー
タ受信部で受信されるハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間から抽出する
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１４】
　上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信された上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記
外部機器から上記伝送路の制御データラインを介して受信する
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１５】
　上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信された上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記
外部機器から上記伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して受信する
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１６】
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記外部機器に接続状態を通知する機能を有する
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　請求項１５に記載の受信装置。
【請求項１７】
　上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報は、
　受信デジタル放送データによる提示から該ハイブリッドキャストデータによる提示に切
り替える切り替え情報、あるいは該ハイブリッドキャストデータによる提示を受信デジタ
ル放送データによる提示に合成する合成情報の、少なくともいずれかを含む
　請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１８】
　所定のデータ放送信号から抽出されたハイブリッドキャスト関連情報を伝送路を介して
外部機器に送信する情報送信ステップと、
　データ受信部により、上記外部機器から伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連
情報に基づいて取得されたハイブリッドキャストデータを受信するデータ受信ステップと
、
　上記外部機器から上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選
択された、上記受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を受信する提示方
式情報受信ステップと、
　上記受信された提示方式情報に基づいて、上記データ受信部で受信されたハイブリッド
キャストデータを処理して提示データを得るデータ処理ステップを有する
　ハイブリッドキャストデータ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、送信装置、ハイブリッドキャストデータ送信方法、受信装置およびハイブ
リッドキャストデータ受信方法に関し、詳しくは、ネットワーク上のハイブリッドキャス
トコンテンツサーバからハイブリッドキャストデータを取得して外部機器に送信する送信
装置などに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送番組と通信コンテンツを連携させる“ハイブリッドキャスト”サービスが開
始されている。“ハイブリッドキャスト”サービスは、同報性に優れたデジタルテレビ放
送と、視聴者の個々の要求に対応可能な通信とを組み合わせて高度なサービスを実現する
ことを目的としている。
【０００３】
　放送中のデジタルテレビ番組に関連する付加情報をインターネットなどの通信ネットワ
ークを介して提供し、放送番組と同時に提示することで、より興味ある放送サービスを実
現できる。例えば、外国人向けの多言語の字幕や音声、高齢者向けの話速変換音声を提供
できる。また、例えば、インターネット上で普及している“ソーシャルネットワークサー
ビス（ＳＮＳ）”に入力される視聴者からの意見や感想を、対象となる放送番組の画面上
に表示できる。また、例えば、インターネットで提供される数多くのビデオオンデマンド
（ＶＯＤ）番組を視聴者に推薦できる。
【０００４】
　“ハイブリッドキャスト”サービスを提供するためには、デジタルテレビ受信機に、通
信ネットワークから取得するコンテンツを提示するためのＨＴＭＬ５ブラウザと、通信ネ
ットワークサーバとの認証機能と、“ビデオオンデマンド”再生機能とを備えなければな
らない。この場合、増加するソフトウェアの蓄積のためのフラッシュＲＯＭ容量とソフト
ウェアを実行するためのＤＲＡＭ容量の増大に伴ってコストアップを招くことから、安価
なデジタルテレビ受信機には容易に搭載できない。
【０００５】
　近年、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）を搭載したデジタルテレビ
受信機が多くなっている。なお、「ＨＤＭＩは、登録商標である。このＨＤＭＩに接続す
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る“ＨＤＭＩスティック”と呼ばれるＶＯＤ（Video On Demand）専用のＨＤＭＩソース
機器も市販されている。しかし、ＨＤＭＩ接続された機器間で、“ハイブリッドキャスト
”サービスに対応した“ＨＤＭＩスティック”が検討されても、ＨＤＭＩ上での”ハイブ
リッドキャスト“サービスの制御仕様がないことから、他社セットとの接続では相互接続
は保証されない。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、ハイブリッドキャスト関連情報を外部機器へ送信し、外部機
器は受信したハイブリッドキャスト関連情報に基づいて制御を実行する方式が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－１１８６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本技術の目的は、機器間におけるハイブリッドキャストデータの伝送を良好に行い得る
ようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術の概念は、
　外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイブリッドキャスト関連情報を受信する
情報受信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワー
ク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバに接続して、ハイブリッドキャストデータ
を取得する通信部と、
　上記通信部で取得されたハイブリッドキャストデータを、伝送路を介して上記外部機器
に送信するデータ送信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された、上
記データ送信部で送信される上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝送
路を介して上記外部機器に送信する提示方式情報送信部を備える
　送信装置にある。
【００１０】
　本技術において、情報受信部により、外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイ
ブリッドキャスト関連情報が受信される。この伝送路は、有線伝送路あるいは無線伝送路
である。このハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワーク上のハイブリッ
ドキャストコンテンツサーバに接続されて、ハイブリッドキャストデータが取得される。
このハイブリッドキャストデータとしては、画像データ、音声データ、テキストデータ等
がある。データ送信部により、このハイブリッドキャストデータが、伝送路を介して外部
機器に送信される。例えば、データ送信部は、ハイブリッドキャストデータを差動信号に
より伝送路を介して外部機器に送信する、ようにされてもよい。
【００１１】
　提示方式情報送信部により、データ送信部で送信されるハイブリッドキャストデータの
提示方式情報が伝送路を介して外部機器に送信される。例えば、このハイブリッドキャス
ト関連情報は、少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｔａｂｌｅ）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）
情報を含む、ようにされてもよい。
　（００１１）
　この提示方式情報は、上述の受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択
されたものである。例えば、この提示方式情報には、外部機器の受信デジタル放送データ
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による提示からこのハイブリッドキャストデータによる提示に切り替える切り替え情報、
あるいはこのハイブリッドキャストデータによる提示を外部機器の受信デジタル放送デー
タによる提示に合成する合成情報の、少なくともいずれかを含む、ようにされてもよい。
【００１２】
　例えば、提示方式情報送信部は、データ送信部で送信するハイブリッドキャストデータ
の提示方式情報を、データ送信部で送信されるハイブリッドキャスト画像データのブラン
キング期間に挿入することで、外部機器に送信する、ようにされてもよい。また、例えば
、提示方式情報送信部は、データ送信部で送信するハイブリッドキャストデータの提示方
式情報を、伝送路の制御データラインを介して外部機器に送信する、ようにされてもよい
。
【００１３】
　また、例えば、提示方式情報送信部は、データ送信部で送信するハイブリッドキャスト
データの提示方式情報を、伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して
外部機器に送信する、ようにされてもよい。そして、この場合、双方向通信路は一対の差
動伝送路であり、この一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によっ
て外部機器から接続状態の通知を受ける機能を有する、ようにされてもよい。
【００１４】
　このように本技術においては、外部機器からのハイブリッドキャスト関連情報に基づい
て取得されたハイブリッドキャストデータと共に、そのハイブリッドキャスト関連情報に
基づいて選択された提示方式情報を外部機器に送信するものである。そのため、ハイブリ
ッドキャストデータの送信を良好に行うことが可能となる。
【００１５】
　また、本技術の他の概念は、
　ハイブリッドキャスト関連情報を伝送路を介して外部機器に送信する情報送信部と、
　上記外部機器から伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて取得さ
れたハイブリッドキャストデータを受信するデータ受信部と、
　上記外部機器から上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選
択された、上記データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を
受信する提示方式情報受信部と、
　上記提示方式情報受信部で受信された提示方式情報に基づいて、上記データ受信部で受
信されたハイブリッドキャストデータを処理して提示データを得るデータ処理部を備える
　受信装置にある。
【００１６】
　本技術において、情報送信部により、ハイブリッドキャスト関連情報が伝送路を介して
外部機器に送信される。この伝送路は、有線伝送路あるいは無線伝送路である。例えば、
このハイブリッドキャスト関連情報は、少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　
Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）情報を含む、ようにされてもよい。
【００１７】
　データ受信部により、外部機器から伝送路を介してハイブリッドキャスト関連情報に基
づいて取得されたハイブリッドキャストデータが受信される。このハイブリッドキャスト
データとしては、画像データ、音声データ、テキストデータ等がある。例えば、データ受
信部は、外部機器から差動信号により伝送路を介してハイブリッドキャストデータを受信
する、ようにされてもよい。
【００１８】
　提示方式情報受信部により、外部機器から伝送路を介してハイブリッドキャスト関連情
報に基づいて選択された、データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示
方式情報が受信される。例えば、ハイブリッドキャストデータの提示方式情報は、受信デ
ジタル放送データによる提示からこのハイブリッドキャストデータによる提示に切り替え
る切り替え情報、あるいはこのハイブリッドキャストデータによる提示を受信デジタル放
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送データによる提示に合成する合成情報の、少なくともいずれかを含む、ようにされても
よい。
【００１９】
　例えば、提示方式情報受信部は、データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデー
タの提示方式情報を、データ受信部で受信されるハイブリッドキャスト画像データのブラ
ンキング期間から抽出する、ようにされてもよい。また、例えば、提示方式情報受信部は
、ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を外部機器から伝送路の制御データライン
を介して受信する、ようにされてもよい。
【００２０】
　また、例えば、提示方式情報受信部は、ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を
、外部機器から伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して受信する、
ようにされてもよい。そして、この場合、双方向通信路は一対の差動伝送路であり、この
一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって外部機器に接続状態
を通知する機能を有する、ようにされてもよい。
【００２１】
　データ処理部により、受信された提示方式情報に基づいて、受信されたハイブリッドキ
ャストデータが処理されて提示データが得られる。この提示データは、画像データおよび
/または音声データである。例えば、データ処理部では、受信デジタル放送データによる
提示からこのハイブリッドキャストデータによる提示に切り替えるように、提示データが
得られる。あるいは、データ処理部では、このハイブリッドキャストデータによる提示を
受信デジタル放送データによる提示に合成（画像の場合は重畳、音声の場合は混合）する
ように、提示データが得られる。
【００２２】
　このように本技術においては、外部機器にハイブリッドキャスト関連情報を送信し、外
部機器から、そのハイブリッドキャスト関連情報に基づいて取得されたハイブリッドキャ
ストデータと、そのハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された提示方式情報を
受信し、ハイブリッドキャストデータを提示方式情報に基づいて処理して提示データを得
るものである。そのため、ハイブリッドキャストデータの受信を良好に行うことが可能と
なり、提示データを適切に得ることが可能となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本技術によれば、機器間におけるハイブリッドキャストデータの伝送を良好に行うこと
ができる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは
なく、また付加的な効果があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態としてのＡＶシステムの構成例を示すブロック図である。
【図２】ハイブリッドキャスト提示方式（画像重畳）のイメージを示す図である。
【図３】ハイブリッドキャスト提示方式（音声切り替え）のイメージを示す図である。
【図４】ハイブリッドキャスト提示方式（画像音声切り替え）のイメージを示す図である
。
【図５】ハイブリッドキャスト提示方式（音声混合）のイメージを示す図である。
【図６】放送画像にハイブリッドキャスト画像を重畳して提示する場合において、ＨＤＭ
ＩスティックからＨＤＭＩ伝送路を介してテレビ受信機に送信するハイブリッドキャスト
画像データのイメージを示す図である。
【図７】ＨＤＭＩスティックのデータ送信部と、テレビ受信機のデータ受信部の構成例を
示すブロック図である。
【図８】ＴＭＤＳ伝送データの構造例（横＊縦が１９２０ピクセル＊１０８０ラインの画
像データが伝送される場合）を示す図である。
【図９】ＨＤＭＩスティックの構成例を示すブロック図である。
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【図１０】Ｖｅｎｄｏｒ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ ＩｎｆｏＦｒａｍｅパケットのデータ構造例
を示す図である。
【図１１】テレビ受信機の構成例を示すブロック図である。
【図１２】ＨＤＭＩスティック（ソース機器）における、テレビ受信機（シンク機器）の
接続時のハイブリッドキャスト画像音声提示処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】テレビ受信機（シンク機器）における、ＨＤＭＩスティック（ソース機器）の
接続時のハイブリッドキャスト画像音声提示処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】ハイブリッドキャストサービスがユーザに操作を促すハイブリッドキャスト画
像操作表示を提示しているイメージを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明を以下の順序で行う。
　１．実施の形態
　２．変形例
【００２６】
　＜１．実施の形態＞
　［ＡＶシステムの構成例］
　図１は、実施の形態としてのＡＶ（Audio Visual）システム１０の構成例を示している
。このＡＶシステム１０は、ソース機器としてのＨＤＭＩスティック１１と、シンク機器
としてのテレビ受信機１２とを有している。
【００２７】
　ＨＤＭＩスティック１１には、ＨＤＭＩ端子１１ａが設けられている。また、テレビ受
信機１２には、ＨＤＭＩ端子１２ａが設けられている。ＨＤＭＩ端子１１ａがＨＤＭＩ端
子１２ａに接続され、ＨＤＭＩスティック１１はテレビ受信機１２にＨＤＭＩで接続され
ている。この場合、ＨＤＭＩ端子１１ａ，１２ａはＨＤＭＩの伝送路を構成している。勿
論、ＨＤＭＩ端子１１ａ，１２ａの間にＨＤＭＩケーブルが介在されていてもよい。
【００２８】
　なお、ここでは、伝送路がＨＤＭＩである例について説明するが、伝送路が例えばＭＨ
Ｌ（Mobile High-Definition Link）あるいはワイヤレス無線伝送路のいずれの場合でも
同様に実現可能である。
【００２９】
　ＨＤＭＩスティック１１は、ＨＤＭＩ端子１１ａの他に、ＨＤＭＩ送信部としてのデー
タ送信部１１ｂと、情報受信部１１ｃと、通信部１１ｄと、提示方式情報送信部１１ｅを
有している。情報受信部１１ｃは、テレビ受信機１２から、ＨＤＭＩ伝送路を介して、ハ
イブリッドキャスト関連情報を受信する。この場合、情報受信部１１ｃは、例えば、ＨＤ
ＭＩ伝送路の所定ライン、例えばＨＰＤラインとリザーブラインを用いて構成される双方
向通信路を用いて、当該ハイブリッドキャスト関連情報を、テレビ受信機１２から受信す
る。このハイブリッドキャスト関連情報には、ＡＩＴ（Application Information Table
）情報、ＰＴＳ（Presentation Time Stamp）情報などが含まれている（ＡＲＩＢ　ＳＴ
Ｄ－Ｂ２４　５．８版　参照）。
【００３０】
　通信部１１ｄは、情報受信部１１ｃで受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づ
いて、図示しない通信ネットワーク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバに接続し
て、ハイブリッドキャストデータを取得する。このハイブリッドキャストデータには、例
えば、画像データ、音声データ、テキストデータなどが含まれる。
【００３１】
　データ送信部１１ｂは、通信部１１ｄで取得されたハイブリッドキャストデータをＨＤ
ＭＩ伝送路を介して、テレビ受信機１２に送信する。データ送信部１１ｂは、画像データ
や音声データに関しては、圧縮データを非圧縮データに変換し、複数チャネルで差動信号
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により、ＨＤＭＩ伝送路を介して、テレビ受信機１２に送信する。
【００３２】
　また、データ送信部１１ｂは、テキストデータに関しては、画像データに変換して、複
数チャネルで差動信号により、ＨＤＭＩ伝送路を介して、テレビ受信機１２に送信する。
あるいは、データ送信部１１ｂは、テキストデータに関しては、当該テキストデータを、
そのまま、ＨＤＭＩ伝送路の所定ライン、例えばＨＰＤラインとリザーブラインを用いて
構成される双方向通信路を用いて、テレビ受信機１２に送信する。
【００３３】
　提示方式情報送信部１１ｅは、データ送信部１１ｂで送信されるハイブリッドキャスト
データの提示方式情報を、ＨＤＭＩ伝送路を介して、テレビ受信機１２に送信する。提示
方式情報送信部１１ｅは、この提示方式情報を、情報受信部１１ｃで受信されたハイブリ
ッドキャスト関連情報に基づいて選択する。提示方式情報送信部１１ｅは、ハイブリッド
キャストデータの提示方式情報を、ハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間
に挿入することで、テレビ受信機１２に送信する。
【００３４】
　この提示方式情報は、テレビ受信機１２の受信デジタル放送データによる提示からハイ
ブリッドキャストデータによる提示に切り替える切り替え情報、あるいはこのハイブリッ
ドキャストデータによる提示をテレビ受信機の受信デジタル放送データによる提示に合成
する合成情報の、少なくともいずれかを含むものである。
【００３５】
　テレビ受信機１２は、ＨＤＭＩ端子１２ａの他に、ＨＤＭＩ受信部としてのデータ受信
部１２ｂと、情報送信部１２ｃと、データ処理部１２ｄと、提示方式情報受信部１２ｅと
、放送受信部１２ｆと、提示部１２ｇを有している。放送受信部１２ｆは、デジタル放送
を受信し、デジタル放送データ（画像データ、音声データ）を得る。また、この放送受信
部１２ｆは、所定のデータ放送信号からＡＩＴ（Application Information Table）情報
、ＰＴＳ（Presentation Time Stamp）情報などを抽出する。
【００３６】
　情報送信部１２ｃは、放送受信部１２ｆで抽出されたＡＩＴ情報、ＰＴＳ情報などを含
むハイブリッドキャスト関連情報を、ＨＤＭＩ伝送路を介して、ＨＤＭＩスティック１１
に送信する。この場合、情報送信部１２ｃは、例えば、ＨＤＭＩ伝送路の所定ライン、例
えばＨＰＤラインとリザーブラインを用いて構成される双方向通信路を用いて、当該ハイ
ブリッドキャスト関連情報を、ＨＤＭＩスティック１１に送信する。
【００３７】
　データ受信部１２ｂは、ＨＤＭＩスティック１１から、ＨＤＭＩ伝送路を介して、ハイ
ブリッドキャストデータを受信する。このハイブリッドキャストデータは、上述したよう
に情報送信部１２ｃからＨＤＭＩ伝送路を介してＨＤＭＩスティック１１に送信されたハ
イブリッドキャスト関連情報に基づいて、ＨＤＭＩスティック１１で取得されたものであ
る。
【００３８】
　データ受信部１２ｂは、画像データや音声データに関しては、ＨＤＭＩスティック１１
から、ＨＤＭＩ伝送路を介して、複数チャネルで差動信号により受信する。また、データ
受信部１２ｂは、テキストデータに関しては、ＨＤＭＩスティック１１から、ＨＤＭＩ伝
送路の所定ライン、例えばＨＰＤラインとリザーブラインを用いて構成される双方向通信
路を用いて受信する。
【００３９】
　提示方式情報受信部１２ｅは、ＨＤＭＩスティック１１から、ＨＤＭＩ伝送路を介して
、データ受信部１２ｂで受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を受信す
る。この提示方式情報は、上述したように情報送信部１２ｃからＨＤＭＩ伝送路を介して
ＨＤＭＩスティック１１に送信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて、ＨＤＭ
Ｉスティック１１で選択されたものである。提示方式情報受信部１２ｅは、この提示方式
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情報をハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間から抽出する。
【００４０】
　データ処理部１２ｄは、提示方式情報受信部１２ｅで受信された提示方式情報に基づい
て、データ受信部１２ｂで受信されたハイブリッドキャストデータを処理して、提示デー
タを得る。この提示データは、画像データおよび/または音声データである。
【００４１】
　上述したように、提示方式情報は、テレビ受信機１２の受信デジタル放送データによる
提示からハイブリッドキャストデータによる提示に切り替える切り替え情報、あるいはこ
のハイブリッドキャストデータによる提示をテレビ受信機の受信デジタル放送データによ
る提示に合成する合成情報の、少なくともいずれかを含むものである。
【００４２】
　データ処理部１２ｄは、例えば、放送受信部１２ｆで受信されたデジタル放送データに
よる提示からハイブリッドキャストデータによる提示に切り替えるように、提示データを
得る。また、データ処理部１２ｄは、例えば、このハイブリッドキャストデータによる提
示を放送受信部１２ｆで受信されたデジタル放送データによる提示に合成（画像の場合は
重畳、音声の場合は混合）するように、提示データを得る。なお、データ処理部１２ｄは
、ハイブリッドキャストデータとして受信するテキストデータに関しては、画像データ（
ビットマップデータ）に変換して用いる。
【００４３】
　図２は、ハイブリッドキャスト画像音声の提示例を示している。この提示例は、画像に
関して、放送画像１０ａにハイブリッドキャスト画像１０ｃを重畳して提示する場合を示
している。なお、音声に関しては、放送音声１０ｂが提示されている。この提示例は、例
えば、テレビ番組視聴者の“つぶやき“や”投票結果“等を表示する際に用いられる。
【００４４】
　図３は、ハイブリッドキャスト画像音声の他の提示例を示している。この提示例は、音
声に関して、放送音声１０ｂをハイブリッドキャスト音声１０ｄに切換えて提示する場合
を示している。なお、画像に関しては、放送画像１０ａが提示されている。この提示例は
、例えば、テレビ放送番組では提供されない他言語による音声サービスの提供等に用いら
れる。
【００４５】
　図４は、ハイブリッドキャスト画像音声の他の提示例を示している。この提示例は、画
像に関して、放送画像１０ａをハイブリッドキャスト画像１０ｃに切り替えて提示し、音
声に関して、放送音声１０ｂをハイブリッドキャスト音声１０ｄに切換えて提示する場合
を示している。この提示例は、例えば、ＶＯＤのコンテンツを表示する際に用いられる。
【００４６】
　図５は、ハイブリッドキャスト画像音声の他の提示例を示している。この提示例は、音
声に関して、放送とハイブリッドキャストの混合音声１０ｅを提示する場合を示している
。なお、画像に関しては、放送画像１０ａが提示されている。この提示例は、例えば、ス
ポーツ等の会場の雰囲気を伝える放送音声と、他言語による音声サービスを混合して臨場
感等を高める際に用いられる。
【００４７】
　図６は、図２に示すように、放送画像１０ａにハイブリッドキャスト画像１０ｃを重畳
して提示する場合において、ＨＤＭＩスティック１１からＨＤＭＩ伝送路を介してテレビ
受信機１２に送信するハイブリッドキャスト画像データのイメージを示している。テレビ
受信機１２のデータ処理部１２ｄの重畳処理の処理負担を軽減する目的で、ＨＤＭＩステ
ィック１１では、テレビ受信機１２が表示する解像度のハイブリッドキャスト画像データ
が生成される。この場合、放送画像１０ａが表示される画像領域ではＡＰＬ０％の画像デ
ータとされ、その画像データがハイブリッドキャスト画像１０ｃの画像領域の画像データ
と合成され、テレビ受信機１２が表示する解像度のハイブリッドキャスト画像データが得
られる。
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【００４８】
　図７は、図１のＡＶシステム１０における、ＨＤＭＩスティック１１のデータ送信部（
ＨＤＭＩ送信部）１１ｂと、テレビ受信機１２のデータ受信部（ＨＤＭＩ受信部）１２ｂ
の構成例を示している。データ送信部１１ｂは、一の垂直同期信号から次の垂直同期信号
までの区間から、水平帰線区間１５および垂直帰線区間１６を除いた区間である有効画像
区間１４（以下、適宜、アクティブビデオ区間ともいう）（図８参照）において、非圧縮
の１画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネルで、データ受信部
１２ｂに一方向に送信する。また、データ送信部１１ｂは、水平帰線区間１５または垂直
帰線区間１６において、少なくとも画像に付随する音声データや制御データ、その他の補
助データ等に対応する差動信号を、複数のチャネルで、データ受信部１２ｂに一方向に送
信する。
【００４９】
　すなわち、データ送信部１１ｂは、ＨＤＭＩトランスミッタ２１を有する。トランスミ
ッタ２１は、例えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換し、複数のチ
ャネルである３つのＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signaling）チャネ
ル＃０，＃１，＃２で、データ受信部１２ｂに、一方向にシリアル伝送する。
【００５０】
　また、トランスミッタ２１は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な
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チャネ
ル＃０，＃１，＃２で、データ受信部１２ｂに一方向にシリアル伝送する。さらに、トラ
ンスミッタ２１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃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クロックチャネルで、データ受信部１２ｂに送信す
る。ここで、１つのＴＭＤＳチャネル＃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。
【００５１】
　データ受信部１２ｂは、アクティブビデオ区間１４（図８参照）において、複数のチャ
ネルで、データ送信部１１ｂ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
号を受信する。また、データ受信部１２ｂは、水平帰線区間１５（図８参照）または垂直
帰線区間１６（図８参照）において、複数のチャネルで、データ送信部１１ｂから一方向
に送信されてくる、音声データや制御データに対応する差動信号を受信する。
【００５２】
　すなわち、データ受信部１２ｂは、ＨＤＭＩレシーバ２２を有する。レシーバ２２は、
ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩ伝送路を介して接続されているデータ送
信部１１ｂ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、受信する。この際、同じくデータ送信部１１ｂから
ＴＭＤＳクロックチャ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。
【００５３】
　データ送信部１１ｂとデータ受信部１２ｂとからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャネル
には、画素データおよび音声データを伝送するための伝送チャネルとしての３つのＴＭＤ
Ｓチャネル＃０乃至＃２と、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしてのＴＭＤＳ
クロックチャネルの他に、ＤＤＣ（Display Data Channel）２３やＣＥＣ（Consumer Ele
ctronics Control）ライン２４と呼ばれる伝送チャネルがある。
【００５４】
　ＤＤＣ２３は、ＨＤＭＩ伝送路に含まれる２本のラインからなり、データ送信部１１ｂ
が、ＨＤＭＩ伝送路を介して接続されたデータ受信部１２ｂから、Ｅ－ＥＤＩＤ（Enhanc
ed Extended Display Identification Data）を読み出すために使用される。すなわち、
データ受信部１２ｂは、ＨＤＭＩレシーバ２２の他に、自身の性能（Configuration・Cap
ability）に関する性能情報であるＥ－ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩＤ　ＲＯＭ（Rea
d Only Memory）を有している。
【００５５】
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　データ送信部１１ｂは、ＨＤＭＩ伝送路を介して接続されているデータ受信部１２ｂか
ら、当該データ受信部１２ｂのＥ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ２３を介して読み出す。そして、
データ送信部１１ｂは、そのＥ－ＥＤＩＤに基づき、データ受信部１２ｂの性能の設定、
すなわち、例えば、データ受信部１２ｂを有する電子機器が対応している画像のフォーマ
ット（プロファイル）、例えば、ＲＧＢ、ＹＣｂＣｒ４：４：４、ＹＣｂＣｒ４：２：２
等を認識する。
【００５６】
　ＣＥＣライン２４は、ＨＤＭＩ伝送路に含まれる１本のラインからなり、データ送信部
１１ｂとデータ受信部１２ｂとの間で、制御用のデータの双方向通信を行うために用いら
れる。また、ＨＤＭＩ伝送路には、ＨＰＤ（Hot Plug Detect）と呼ばれるピンに接続さ
れるライン（ＨＰＤライン）２５が含まれている。
【００５７】
　ソース機器は、このライン２５を利用して、直流バイアス電位により、シンク機器の接
続を検出することができる。この場合、ＨＰＤラインは、ソース機器側から見ると、直流
バイアス電位によってシンク機器から接続状態の通知を受ける機能を有するものとなる。
一方、このＨＰＤラインは、シンク機器側から見ると、直流バイアス電位によってソース
機器に接続状態を通知する機能を有するものとなる。
【００５８】
　また、ＨＤＭＩ伝送路には、ソース機器からシンク機器に電源を供給するために用いら
れるライン（電源ライン）２６が含まれている。さらに、ＨＤＭＩ伝送路には、リザーブ
ライン２７が含まれている。ＨＰＤライン２５とリザーブライン２７を用いて、一対の差
動伝送路を構成し、双方向通信路として用いる場合もある。
【００５９】
　図８は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２において、横＊縦が１９２０ピクセル＊１
０８０ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している。
ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で伝送データが伝送されるビデオフ
ィールド（Video Field）には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間１７（Vid
eo Data Period）、データアイランド区間１８（Data Island Period）、およびコントロ
ール区間１９（Control Period）の３種類の区間が存在する。
【００６０】
　ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ（Active Edg
e）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平帰線期間１５（Hor
izontal Blanking）、垂直帰線期間１６（Vertical Blanking）、並びに、ビデオフィー
ルド区間から、水平帰線期間および垂直帰線期間を除いた区間である有効画素区間１４（
Active Video）に分けられる。
【００６１】
　ビデオデータ区間１７は、有効画素区間１４に割り当てられる。このビデオデータ区間
１７では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する１９２０ピクセル（画素）＊１０８
０ライン分の有効画素（Active Pixel）のデータが伝送される。データアイランド区間１
８およびコントロール区間１９は、水平帰線期間１５および垂直帰線期間１６に割り当て
られる。このデータアイランド区間１８およびコントロール区間１９では、補助データ（
Auxiliary Data）が伝送される。
【００６２】
　すなわち、データアイランド区間１８は、水平帰線期間１５と垂直帰線期間１６の一部
分に割り当てられている。このデータアイランド区間１８では、補助データのうち、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。コントロー
ル区間１９は、水平帰線期間１５と垂直帰線期間１６の他の部分に割り当てられている。
このコントロール区間１９では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例
えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
【００６３】
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　［ＨＤＭＩスティックの構成例］
　図９は、ＨＤＭＩスティック１１の具体的な構成例を示している。このＨＤＭＩスティ
ック１１は、ＨＤＭＩ端子１０１と、ＨＤＭＩ送信部（HDMI Transmitter）１０２と、高
速バスインタフェース１０３を有している。また、このＨＤＭＩスティック１１は、内部
バス１０４と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０５と、フラッシュＲＯＭ（Read 
Only Memory）１０６と、ＳＤＲＡＭ（Synchronous Random Access Memory）１０７と、
ワイヤレス送受信部１０８を有している。
【００６４】
　また、このＨＤＭＩスティック１１は、ＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Group）デ
コーダ１０９と、グラフィック生成回路１１０と、ＤＣ電源端子１１１と、電源回路１１
２を有している。高速バスインタフェース１０３、ＣＰＵ１０５、フラッシュＲＯＭ１０
６、ＳＤＲＡＭ１０７、ワイヤレス送受信部１０８およびＭＰＥＧデコーダ１０９は、内
部バス１０４に接続されている。
【００６５】
　ＣＰＵ１０５は、ＨＤＭＩスティック１１の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ
１０６は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＳＤＲＡＭ１０７は、Ｃ
ＰＵ１０５のワークエリアを構成する。ＣＰＵ１０５は、フラッシュＲＯＭ１０６から読
み出したソフトウェアやデータをＳＤＲＡＭ１０７上に展開してソフトウェアを起動させ
、ＨＤＭＩスティック１１の各部を制御する。
【００６６】
　ワイヤレス送受信部１０８は、通信部１１ｄ（図１参照）を構成する。このワイヤレス
送受信部１０８は、ＨＤＭＩ端子１０１を介して高速バスインタフェース１０３で受信し
たハイブリッドキャスト関連情報（ＡＩＴ情報など）に基づき、通信ネットワーク上のハ
イブリッドキャストコンテンツサーバに接続し、所定のハイブリッドキャストコンテンツ
を取得し、内部バス１０４を介してＳＤＲＡＭ１０７に格納する。
【００６７】
　ワイヤレス送受信部１０８は、通信ネットワーク上のハイブリッドキャストコンテンツ
サーバとの接続で認証を行うときは、ハイブリッドキャスト関連情報としてテレビ受信機
１２から供給される、当該テレビ受信機（ＨＤＭＩシンク）１２の機器ＩＤあるいはＨＤ
ＭＩスティック（ＨＤＭＩソース）１１の個別機器ＩＤを用いてもよい。
【００６８】
　ＭＰＥＧデコーダ１０９は、ワイヤレス送受信部１０８を介して取得したハイブリッド
キャストデータ（ＭＰＥＧ２ストリーム）に対してデコード処理を行って、画像データ、
音声データを得る。グラフィック生成回路１１０は、ＭＰＥＧデコーダ１０９で得られた
画像データに対して、必要に応じてグラフィックスデータの重畳処理等を行う他、ハイブ
リッドキャストコンテンツの字幕や子画面表示の処理等も行う。
【００６９】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１０２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベース
バンドのハイブリッドキャストデータ（画像および/または音声のデータ）を、ＨＤＭＩ
端子１０１から送出する。高速バスインタフェース１０３は、ＨＤＭＩ伝送路の所定ライ
ン（この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いて構成される双
方向通信路のインタフェースである。この高速バスインタフェース１０３は、内部バス１
０４とＨＤＭＩ端子１０１との間に挿入されている。
【００７０】
　この高速バスインタフェース１０３は、ＣＰＵ１０５から供給される送信データを、Ｈ
ＤＭＩ端子１０１からＨＤＭＩ伝送路を介して相手側の機器に送信する。また、この高速
バスインタフェース１０３は、ＨＤＭＩ伝送路からＨＤＭＩ端子１０１を介して相手側の
機器から受信された受信データをＣＰＵ１０５に供給する。
【００７１】
　ＣＰＵ１０５は、ＨＤＭＩ伝送路のＨＰＤライン２５で、テレビ受信機１２の接続を確
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認した後、ＤＤＣ２３を用いて、テレビ受信機１２からＥ－ＥＤＩＤ情報を読み出し、テ
レビ受信機１２が対応する映像フォーマットを認識する。また、ＣＰＵ１０５は、ベース
バンドのハイブリッドキャストデータをテレビ受信機１２に送信する際、テレビ受信機１
２から読み出したＥ－ＥＤＩＤ情報に基づいて、テレビ受信機１２が対応可能な映像フォ
ーマットを選択して、送信する。
【００７２】
　その際、ＣＰＵ１０５は、現在送信しているハイブリッドキャストデータの提示方式情
報を、ＨＤＭＩ送信部１０２で送信されるハイブリッドキャスト画像データ（映像信号）
のコントロール区間１９に配置して、テレビ受信機１２に送信する、例えば、ＨＤＭＩの
Vendor Specific InfoFrame（以降、「ＶＳＩＦ」と呼ぶ）パケット等が用いられて、テ
レビ受信機１２に送信される。
【００７３】
　図１０は、ＶＳＩＦパケットのデータ構造例を示している。ＨＤＭＩでは、当該ＶＳＩ
Ｆパケットにより、画像に関する付帯情報をソース機器からシンク機器に伝送可能となっ
ている。第０バイトにデータのチェックサムが定義されている。第１バイトから第３バイ
トには、“24bit IEEE Registration Identifier（０ｘ０００Ｃ０３）LSB first”で表
されるＨＤＭＩ（Ｒ）用として登録された番号“０ｘ０００Ｃ０３“を示す情報が配置さ
れる。
【００７４】
　第４バイトの第５ビットには、ハイブリッドキャストデータに関する情報が第８＋Ｎバ
イトに存在するかどうかを示す“ＨＣ”フラグが配置される。“ＨＣ”フラグがＦａｌｓ
ｅ「０」の場合は、第８＋Ｎバイトにハイブリッドキャストデータに関する情報が存在し
ないことを示し、“ＨＣ”フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は、第８＋Ｎバイトにハイブリ
ッドキャストデータに関する情報が存在することを示す。
【００７５】
　第８＋Ｎバイトの第７ビットには、ハイブリッドキャスト画像データの存在を示す“Ｈ
Ｃ＿Ｖ”フラグが配置される。 “ＨＣ＿Ｖ”フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は、ハイブ
リッドキャスト画像データが存在することを示し“ＨＣ＿Ｖ”フラグがＦａｌｓｅ「０」
の場合は、ハイブリッドキャスト画像データが存在しないことを示す。第６ビットには、
ハイブリッドキャスト音声データの存在を示す“ＨＣ＿Ａ”フラグが配置される。“ＨＣ
＿Ａ”フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は、ハイブリッドキャスト音声データが存在するこ
とを示し、“ＨＣ＿Ａ”フラグがＦａｌｓｅ「０」」の場合は、ハイブリッドキャスト音
声データが存在しないことを示す。
【００７６】
　第５ビットには、ハイブリッドキャスト画像の提示方式が「切り替え」であるか否かを
示す“Ｖ＿Ｓｗａｐ”フラグが配置される。“Ｖ＿Ｓｗａｐ”フラグがＴｒｕｅ「１」の
場合は、「切り替え」であることを示し、“Ｖ＿Ｓｗａｐ”フラグがＦａｌｓｅ「０」の
場合は、「切り替え」でないことを示す。第４ビットには、ハイブリッドキャスト画像の
提示方式が「重畳」であるか否かを示す“Ｖ＿ＯＬ”フラグが配置される。“Ｖ＿ＯＬ”
フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は、「重畳」であることを示し、“Ｖ＿ＯＬ”フラグがＦ
ａｌｓｅ「０」の場合は、「重畳」でないことを示す。
【００７７】
　第３ビットには、ハイブリッドキャスト音声の提示方式が「切り替え」であるか否かを
示す“Ａ＿Ｓｗａｐ”フラグが配置される。“Ａ＿Ｓｗａｐ”フラグがＴｒｕｅ「１」の
場合は、「切り替え」であることを示し、“Ａ＿Ｓｗａｐ”フラグがＦａｌｓｅ「０」の
場合は、「切り替え」でないことを示す。第２ビットには、ハイブリッドキャスト音声の
提示方式が「混合」であるか否かを示す“Ａ＿Ｍｉｘ”フラグが配置される。“Ａ＿ＭＩ
ｘ”フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は、「混合」であることを示し、“Ａ＿Ｍｉｘ”フラ
グがＦａｌｓｅ「０」の場合は、「混合」でないことを示す。
【００７８】
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　さらに、第１ビットには、ハイブリッドキャストデータとしてのテキストデータの存在
を示す“Ｔｅｘｔ”フラグが配置される。“Ｔｅｘｔ”フラグがＴｒｕｅ「１」の場合は
、テキストデータが存在することを示し、“Ｔｅｘｔ”フラグがＦａｌｓｅ「０」」の場
合は、テキストデータが存在しないことを示す。なお、テキストデータは、上述したよう
に、例えば、ＨＤＭＩ伝送路の所定ライン（この実施の形態においては、リザーブライン
、ＨＰＤライン）を用いて構成される双方向通信路を通じて、テレビ受信機１２に送信さ
れる。
【００７９】
　［テレビ受信機の構成例］
　図１１は、テレビ受信機１２の具体的な構成例を示している。このテレビ受信機１２は
、ＨＤＭＩ端子２０１と、ＨＤＭＩ受信部（HDMI Receiver）２０２と、高速バスインタ
フェース２０３とを有している。また、テレビ受信機１２は、アンテナ端子２０４と、デ
ジタルチューナ２０５と、ＭＰＥＧデコーダ２０６と、画像信号処理回路２０７と、グラ
フィック生成回路２０８と、パネル駆動回路２０９と、表示パネル２１０を有している。
【００８０】
　また、テレビ受信機１２は、音声信号処理回路２１１と、音声増幅回路２１２と、スピ
ーカ２１３と、内部バス２２０と、ＣＰＵ２２１と、フラッシュＲＯＭ２２２と、ＳＤＲ
ＡＭ２２３と、リモコン受信部２２４と、リモコン送信機２２５を有している。高速バス
インタフェース２０３、ＣＰＵ２２１、フラッシュＲＯＭ２２２およびＳＤＲＡＭ２２３
は、内部バス２２０に接続されている。
【００８１】
　ＣＰＵ２２１は、テレビ受信機１２の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ２２２
は、制御ソフトウェアの格納およびテレビ受信機１２の固有の機器ＩＤを含むデータの保
管を行う。ＳＤＲＡＭ２２３は、ＣＰＵ２２１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２２１
は、フラッシュＲＯＭ２２２から読み出したソフトウェアやデータをＳＤＲＡＭ２２３上
に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ受信機１２の各部を制御する。
【００８２】
　リモコン受信部２２４は、リモコン送信機２２５から送信されたリモートコントロール
信号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ２２１に供給する。ＣＰＵ２２１は、このリモ
コンコードに基づいて、テレビ受信機１２の各部を制御する。また、ＣＰＵ２２１は、表
示パネル２１０にユーザに操作を促すハイブリッドキャスト画像が表示されている状態で
、それに応答するリモートコントロール信号に関しては、高速バスインタフェース２０３
を介して、ＨＤＭＩスティック１１に送信する。
【００８３】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２０２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉ伝送路を介してＨＤＭＩ端子２０１に供給されるベースバンドのハイブリッドキャスト
データ（画像データ、音声データ）を受信する。高速バスインタフェース２０３は、上述
したＨＤＭＩスティック１１の高速バスインタフェース１０３と同様に、ＨＤＭＩ伝送路
を構成する所定のライン（この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）
を用いて構成される双方向通信路のインタフェースである。
【００８４】
　この高速バスインタフェース２０３は、内部バス２２０とＨＤＭＩ端子２０１との間に
挿入されている。この高速バスインタフェース２０３は、ＣＰＵ２２１から供給される送
信データを、ＨＤＭＩ端子２０１からＨＤＭＩ伝送路を介して相手側の機器に送信する。
また、この高速バスインタフェース２０３は、ＨＤＭＩ伝送路からＨＤＭＩ端子２０１を
介して相手側の機器から受信された受信データをＣＰＵ２２１に供給する。
【００８５】
　アンテナ端子２０４は、受信アンテナ（図示せず）で受信されたテレビ放送信号を入力
する端子である。デジタルチューナ２０５は、アンテナ端子２０４に入力されたテレビ放
送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリームか
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ら、パーシャルＴＳ（Transport Stream）、つまり画像データのＴＳパケット、音声デー
タのＴＳパケットを抽出する。
【００８６】
　また、デジタルチューナ２０５は、得られたトランスポートストリームから、ＰＳＩ／
ＳＩ（Program Specific Information / Service Information）やデータ放送のＤＳＭ－
ＣＣ（Digital Storage Media-Command and Control）カルーセルを取り出し、ＣＰＵ２
２１に出力する。デジタルチューナ２０５で得られた複数のトランスポートストリームか
ら任意のチャネルのパーシャルＴＳを抽出する処理は、ＰＳＩ／ＳＩ（ＰＡＴ／ＰＭＴ）
から当該任意のチャネルのパケットＩＤ（ＰＩＤ）の情報を得ることで可能となる。
【００８７】
　また。デジタルチューナ２０５は、得られたトランスポートストリームから、ＡＩＴ（
Application Information Table）を抽出する。このＡＩＴ情報は、ＭＰＥＧストリーム
のセクション形式あるいはデータカルーセル形式で伝送されてくる。セクション形式およ
びデータカルーセル形式の伝送方法の詳細については、ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ２４　５．
８版に規定されている。
【００８８】
　ＡＩＴには、アプリケーション制御コード（application_control_code）、アプリケー
ション取得先情報（transport_protocol_descriptor）、アプリケーションバウンダリ・
アクセス権限設定、起動優先度、キャッシュ制御情報、サーバアクセス分散パラメータの
制御情報などが含まれている。
【００８９】
　アプリケーション制御コードは、ハイブリッドキャストアプリケーションの状態制御を
行うもので、「０ｘ０１」はアプリケーション起動（AUTOSTART）、「０ｘ０２」はアプ
リケーション実行待ち（PRESENT）、「０ｘ０４」はアプリケーション終了（KILL）、「
０ｘ０５」はアプリケーション取得保持（PREFETCH）と指定されている。
【００９０】
　また、アプリケーション取得先情報の”Protocol_id”が「０ｘ０００３」に指定され
ている場合、通信ネットワーク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバが“URL_base
_byte”および“URL_extension_byte”で指定される。起動優先度情報は、“autostart_p
riority_descriptor”でアプリケーション毎に、データ放送最優先またはハイブリッドキ
ャストアプリケーション最優先かどちらかが指定される。
【００９１】
　また、デジタルチューナ２０５は、デジタルテレビ放送データ（画像データ、音声デー
タ）とハイブリッドキャストデータ（画像データ、音声データなど）を同期させるために
、同期クロック情報（ＰＴＳ：Presentation Time Stamp）をＰＥＳパケットヘッダから
抽出する。
【００９２】
　ＣＰＵ２２１は、ＡＩＴ情報、ＰＴＳ情報、さらには通信ネットワーク上のハイブリッ
ドキャストコンテンツサーバに接続する際の接続認証を行うための、フラッシュＲＯＭ２
２２に記憶されたテレビ受信機１２の固有の機器ＩＤ情報などを含むハイブリッドキャス
ト関連情報を、高速バスインタフェース２０３を介して、ＨＤＭＩスティック１１に送信
する。
【００９３】
　ＭＰＥＧデコーダ２０６は、デジタルチューナ２０５で得られる画像データのＴＳパケ
ットにより構成されるＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）パケットに対してデコー
ド処理を行って画像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ２０６は、デジタルチューナ
２０５で得られる音声データのＴＳパケットにより構成されるＰＥＳパケットに対してデ
コード処理を行って音声データを得る。
【００９４】
　画像信号処理回路２０７は、ＭＰＥＧデコーダ２０６で得られた画像データ、あるいは
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ＨＤＭＩ受信部２０２で受信されたハイブリッドキャスト画像データに対して、必要に応
じて、画像切り替え処理、画像重畳処理、スケーリング処理（解像度変換処理）理等を行
う。
【００９５】
　画像信号処理回路２０７は、ハイブリッドキャスト画像データがあるとき、このハイブ
リッドキャスト画像の提示方式情報に基づいて、画像切り替え処理あるいは画像重畳処理
を行う。上述したように、ハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に挿入さ
れているＶＳＩＦパケットにハイブリッドキャスト画像の提示方式情報が挿入されている
。ＣＰＵ２２１は、ＶＳＩＦパケットから提示方式情報を抽出し、この提示方式情報に基
づいて画像信号処理回路２０７の動作を制御する。
【００９６】
　例えば、“Ｖ＿Ｓｗａｐ”フラグがＴｒｕｅ「１」で「切り替え」を示しているとき、
画像信号処理回路２０７は、画像切り替え処理を行って、出力画像データを、放送画像デ
ータからハイブリッドキャスト画像データに切り替える。また、“Ｖ＿ＯＬ”フラグがＴ
ｒｕｅ「１」で「重畳」を示しているとき、画像信号処理回路２０７は、画像重畳処理を
行って、放送画像にハイブリッドキャスト画像が重畳された画像を表示する画像データを
出力する。
【００９７】
　グラフィック生成回路２０８は、画像信号処理回路２０７から出力される画像データに
対して、必要に応じて、グラフィックスデータの重畳処理を行う。パネル駆動回路２０９
は、グラフィック生成回路２０８から出力される画像データに基づいて、表示パネル２１
０を駆動する。そのため、表示パネル２１０には、ユーザの選択チャネルに対応した放送
画像、あるいはその放送画像にハイブリッドキャスト画像が重畳された画像、あるいはハ
イブリッドキャスト画像が表示される。表示パネル２１０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）、有機ＥＬ（Organic Electro Luminescence）等で構成されている。
【００９８】
　音声信号処理回路２１１は、ＭＰＥＧデコーダ２０６で得られた音声データ、あるいは
ＨＤＭＩ受信部２０２で受信されたハイブリッドキャスト音声データに対して、必要に応
じて、音声切り替え処理、音声混合処理、Ｄ／Ａ変換等の処理を行う。
【００９９】
　音声信号処理回路２１１は、ハイブリッドキャスト音声データがあるとき、ハイブリッ
ドキャスト音声の提示方式情報に基づいて、音声切り替え処理あるいは音声重畳処理を行
う。上述したように、ハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に挿入されて
いるＶＳＩＦパケットにハイブリッドキャスト音声の提示方式情報が挿入されている。Ｃ
ＰＵ２２１は、ＶＳＩＦパケットから提示方式情報を抽出し、この提示方式情報に基づい
て音声信号処理回路２０７の動作を制御する。
【０１００】
　例えば、“Ａ＿Ｓｗａｐ”フラグがＴｒｕｅ「１」で「切り替え」を示しているとき、
音声信号処理回路２１１は、音声切り替え処理を行って、出力音声データを、放送音声デ
ータからハイブリッドキャスト音声データに切り替える。また、“Ｖ＿Ｍｉｘ”フラグが
Ｔｒｕｅ「１」で「混合」を示しているとき、音声信号処理回路２１１は、音声混合処理
を行って、放送音声とハイブリッドキャスト音声が混合された音声を得る音声データを出
力する。
【０１０１】
　音声増幅回路２１２は、音声信号処理回路２１１から出力される音声信号を増幅してス
ピーカ２１３に供給する。そのため、スピーカ２１３から、ユーザの選択チャネルに対応
した放送音声、あるいはその放送音声にハイブリッドキャスト音声が混合された音声、あ
るいはハイブリッドキャスト音声が出力される。
【０１０２】
　次に、図１に示すＡＶシステム１０において、ＨＤＭＩスティック（ソース機器）１１
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における、テレビ受信機（シンク機器）１２との接続時の処理について、図１２のフロー
チャートを参照して説明する。
【０１０３】
　ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ１において、処理を開始し、その後に、ステ
ップＳＴ２に進む。このステップＳＴ２において、ＨＤＭＩスティック１１は、ハイブリ
ッドキャスト関連情報を受信したか否かを判定する。ハイブリッドキャスト関連情報を受
信していないとき、ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ２に戻る。
【０１０４】
　一方、ハイブリッドキャスト関連情報を受信したとき、ＨＤＭＩスティック１１は、ス
テップＳＴ３において、ステップＳＴ２で受信したハイブリッドキャスト関連情報のＡＩ
Ｔ情報で指定された通信ネットワーク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバに接続
し、ハイブリッドキャストコンテンツを取得する。
【０１０５】
　なお、ＨＤＭＩスティック１１は、通信ネットワーク上のハイブリッドキャストコンテ
ンツサーバとの接続で認証を行うとき、ステップＳＴ２で受信したハイブリッドキャスト
関連情報のテレビ受信機１２の機器ＩＤあるいはＨＤＭＩスティック１１の個別機器ＩＤ
を用いてもよい。
【０１０６】
　次に、ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ４において、ステップＳＴ２で受信し
たＡＩＴ情報のアプリケーション制御コード（ＡＣＣ）を判定する。アプリケーション制
御コード（ＡＣＣ）がアプリケーション起動（ＡＵＴＯＳＴＡＲＴ：０ｘ０１）であると
き、ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ５において、ステップＳＴ２で取得したハ
イブリッドキャストコンテンツを処理してハイブリッドキャストデータ（画像データ、音
声データ）を得、ＶＳ　ＩｎｆｏＦｒａｍｅパケットに、そのハイブリッドキャストデー
タの提示方式情報を設定する。
【０１０７】
　次に、ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ６において、ＨＤＭＩ　ＣＥＣの“Ｉ
ｍａｇｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎ：０ｘ０４”と“Ａｃｉｔｉｖｅ　Ｓｏｕｒｃｅ：０ｘ８２”
コマンドをＣＥＣライン２４に送信し、ハイブリッドキャストデータ（画像データ、音声
データ）をデータ送信部（ＨＤＭＩ送信部）１１ｂから送信することを開始し、ステップ
ＳＴ２に戻る。
【０１０８】
　また、ステップＳＴ４において、アプリケーション制御コード（ＡＣＣ）がアプリケー
ション実行待ち（ＰＲＥＦＥＴＣＨ：０ｘ０５）のとき、ＨＤＭＩスティック１１は、ス
テップＳＴ４の処理に戻る。また、アプリケーション制御コード（ＡＣＣ）がアプリケー
ション終了（ＫＩＬＬ：０ｘ０４）のとき、ＨＤＭＩスティック１１は、ステップＳＴ７
において、ハイブリッドキャストデータとＶＳＩＦパケットの伝送を終了し、ＨＤＭＩ　
ＣＥＣの“Ｉｎａｃｔｉｖｅ　Ｓｏｕｒｃｅ：０ｘ９Ｄ”コマンドをＣＥＣライン２４に
伝送した後、ステップＳＴ８に進み、処理を終了する。
【０１０９】
　次に、図１に示すＡＶシステム１０において、テレビ受信機（シンク機器）１２におけ
る、ＨＤＭＩスティック（ソース機器）１１との接続時の処理について、図１３のフロー
チャートを参照して説明する。
【０１１０】
　テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１１において、処理を開始し、その後、ステップＳ
Ｔ１２に進む。テレビ受信機１２は、このステップＳＴ１２において、ＨＤＭＩスティッ
ク１１がＨＤＭＩ端子２０１に接続されているか否かを電源ライン（＋５Ｖライン）２６
のＤＣ電圧を用いて判定する。
【０１１１】
　電源ライン２６が「Ｌ」のとき、テレビ受信機１２は、ＨＤＭＩスティック１１が接続
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されていないと判定し、ステップＳＴ２３に進み、処理を終了する。一方、電源ライン２
６が「Ｈ」のとき、テレビ受信機１２は、ＨＤＭＩスティック１１が接続されていると判
定し、ステップＳＴ１３に進む。
【０１１２】
　このステップＳＴ１３において、テレビ受信機１２は、放送受信部１２ｆで受信された
ＡＩＴ情報、ＰＴＳ情報、さらに、通信ネットワーク上のサーバに接続する際の接続認証
を行うための、フラッシュＲＯＭ２２２に記憶されたテレビ受信機１２の固有の機器ＩＤ
情報などを含むハイブリッドキャスト関連情報を、高速バスインタフェース１０３を介し
て、ＨＤＭＩスティック１１に送信する。
【０１１３】
　次に、テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１４において、リモコン送信機２２５のデー
タ放送「ｄ」ボタンが押されたか否かを判定する。「ｄ」ボタンが押されていないとき、
テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１３に戻る。一方、「ｄ」ボタンが押されたとき、テ
レビ受信機１２は、ステップＳＴ１５に進む。
【０１１４】
　このステップＳＴ１５において、テレビ受信機１２は、ＨＤＭＩ　ＣＥＣの“Ｉｍａｇ
ｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎ：０ｘ０４“と”Ａｃｉｔｉｖｅ　Ｓｏｕｒｃｅ：０ｘ８２“コマン
ドをＣＥＣライン２４で受信したか否かを判定する。ＨＤＭＩ　ＣＥＣコマンドを受信し
てないとき、テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１５に戻る。
【０１１５】
　一方、ＨＤＭＩ　ＣＥＣコマンドを受信したとき、ＨＤＭＩスティック１１からハイブ
リッドキャストデータ（画像データ、音声データ）の伝送が開始されたと判定し、テレビ
受信機１２は、ステップＳＴ１６に進む。このステップＳＴ１６において、テレビ受信機
１２は、コントロール期間１９で伝送されるＶＳＩＦに挿入されているハイブリッドキャ
ストデータの提示方式情報を判定する。
【０１１６】
　ＶＳＩＦの第８＋Ｎバイトの第７ビット～第５ビットと第３ビットが全て「１」のとき
は、ハイブリッドキャストの画像と音声が伝送され、デジタルテレビ放送の画像と音声と
を完全に切替える提示方式が指定されたと判定し、テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１
７に進む。このステップＳＴ１７において、テレビ受信機１２は、提示部１２ｇで提示さ
れる画像、音声をハイブリッドキャストの画像、音声に切り替え、ステップＳＴ２１に進
む。
【０１１７】
　また、“ＶＳＩＦの第８＋Ｎバイトの第７ビットと第４ビットが「１」のときは、ハイ
ブリッドキャスト画像のみが伝送され、デジタルテレビ放送の画像にハイブリッドキャス
ト画像を重畳する提示方式が指定されたと判定し、テレビ受信機１２は、ステップＳＴ１
８に進む。このステップＳＴ１８において、ハイブリッドキャスト画像をデジタルテレビ
放送の画像に重畳する処理をデータ処理部１２ｄで実施し、提示部１２ｇに表示し、ステ
ップＳＴ２１に進む。
【０１１８】
　また、“ＶＳＩＦの第８＋Ｎバイトの第６ビットと第３ビットが「１」のときは、ハイ
ブリッドキャスト音声のみが伝送され、デジタルテレビ放送の音声をハイブリッドキャス
ト音声に切り替える提示方式が指定されたと判定し、テレビ受信機（シンク機器）１２は
、ステップＳＴ１９に進む。このステップＳＴ１９において、提示部１２ｇの音声をハイ
ブリッドキャスト音声へ切り替え、ステップＳＴ２１に進む。
【０１１９】
　さらに、“ＶＳＩＦの第８＋Ｎバイトの第６ビットと第２ビットが「１」のときは、ハ
イブリッドキャスト音声のみが伝送され、デジタルテレビ放送の音声とハイブリッドキャ
スト音声とを混合する提示方式が指定されたと判定し、テレビ受信機１２は、ステップＳ
Ｔ２０に進む。このステップＳＴ２０において、テレビ受信機１２は、デジタルテレビ放
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送の音声とハイブリッドキャスト音声を混合し、提示部１２ｇへ出力し、ステップＳＴ２
１に進む。
【０１２０】
　次に、テレビ受信機１２は、ステップＳＴ２１において、ＨＤＭＩ　ＣＥＣの“Ｉｎａ
ｃｉｔｉｖｅ　Ｓｏｕｒｃｅ：０ｘ９Ｄ“コマンドがＣＥＣライン２４で受信したか否か
を判定する。ＨＤＭＩ　ＣＥＣコマンドを受信していないとき、テレビ受信機１２は、ハ
イブリッドキャストの画像、音声の提示が継続していると判定し、ステップＳＴ１６に戻
る。
【０１２１】
　一方、ＨＤＭＩ　ＣＥＣコマンドを受信したときは、ＨＤＭＩスティック１１からのハ
イブリッドキャストデータ（画像データ、音声データ）の伝送が終了したと判定し、テレ
ビ受信機１２は、ステップＳＴ２２に進む。このステップＳＴ２２において、テレビ受信
機１２は、提示部１２ｇで提示される画像、音声を、自身の放送受信部１２ｆで受信する
、デジタルテレビ放送の画像、音声へ切り替え、ステップＳＴ２３に進み、処理を終了す
る。
【０１２２】
　図１４は、ＨＤＭＩスティック１１で生成したハイブリッドキャスト画像１０ｃがテレ
ビ受信機１２の放送画像１０ａに重畳されて提示されており、さらにハイブリッドキャス
トサービスがユーザに操作を促すハイブリッドキャスト画像操作表示１０ｆを提示してい
るイメージを示している。
【０１２３】
　図示されないユーザは、テレビ受信機１２のリモコン送信機２２５を用いてハイブリッ
ドキャスト画像操作表示１０ｆに応じたリモコンボタン２２５ａを操作する。このリモコ
ン送信機２２５から送られたリモコンコードはテレビ受信機１２のリモコン受信部２２４
で受信されたのち、ＣＰＵ２２１、内部バス２２０、高速バスインタフェース２０３また
はＣＥＣライン２４、ＨＤＭＩ端子２０１を介して（図１１参照）、ＨＤＭＩスティック
１１に送信される。
【０１２４】
　ＨＤＭＩスティック１１において、テレビ受信機１２から受信されたリモコンコードは
、ＨＤＭＩ端子１０１、高速バスインタフェース１０３またはＣＥＣライン２４、内部バ
ス１０４を介してＣＰＵ１０５に入力される（図９参照）。ＣＰＵ１０５は、入力された
リモコンコードを解読し、自身のグラフィック生成回路１１０で生成したハイブリッドキ
ャスト画像操作表示１０ｆに対するユーザの操作と判定したとき、ハイブリッドキャスト
サービスの指定に基づき、次のハイブリッドキャスト画面もしくは動作へ遷移する。
【０１２５】
　このようにして、テレビ受信機１２のユーザは、リモコン送信機２２５を用いて、ＨＤ
ＭＩスティック１１のハイブリッドキャスト画像１０ｃの操作を行うことができる。
【０１２６】
　以上説明したように、図１に示すＡＶシステム１０において、ＨＤＭＩスティック１１
は、テレビ受信機１２から送られてくるハイブリッドキャスト関連情報に基づいて取得さ
れたハイブリッドキャストデータと共に、そのハイブリッドキャスト関連情報に基づいて
選択された提示方式情報を、テレビ受信機１２に送信するものである。そのため、例えば
、ハイブリッドキャストデータの送信を良好に行うことができる。
【０１２７】
　また、図１に示すＡＶシステム１０において、テレビ受信機１２は、ＨＤＭＩスティッ
ク１１にハイブリッドキャスト関連情報を送信し、ＨＤＭＩスティック１１から、そのハ
イブリッドキャスト関連情報に基づいて取得されたハイブリッドキャストデータと、その
ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された提示方式情報を受信し、ハイブリッ
ドキャストデータを提示方式情報に基づいて処理して提示データを得るものである。その
ため、例えば、ハイブリッドキャストデータの受信を良好に行うことができ、提示データ
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を適切に得ることができる。
【０１２８】
　＜２．変形例＞
　なお、上述実施の形態において、ＨＤＭＩスティック１１は、ハイブリッドキャストデ
ータの提示方式情報を、ハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に配置され
るＶＳＩＦパケットに挿入することでテレビ受信機１２に送信しているが、本技術は、こ
れに限定されるものではない。例えば、ＨＤＭＩスティック１１は、この提示方式情報を
、ハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に配置されるその他のデータパケ
ットに挿入して、テレビ受信機１２に送信することも可能である。
【０１２９】
　また、例えば、ＨＤＭＩスティック１１は、この提示方式情報を、ＨＤＭＩ伝送路の制
御データラインであるＣＥＣライン２４を用いてテレビ受信機１２に送信することも可能
である。さらに、例えば、ＨＤＭＩスティック１１は、この提示方式情報を、ＨＤＭＩ伝
送路の所定ライン（例えば、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いて構成される双方向
通信路を通じて、テレビ受信機１２に送信することも可能である。
【０１３０】
　また、上述実施の形態においては、ＨＤＭＩ伝送路を用いるものを示している。しかし
、ベースバンドデジタルインタフェースとしては、ＨＤＭＩの他に、ＭＨＬ（Mobile Hig
h-definition Link）、ＤＶＩ（Digital Visual Interface）インタフェース、Ｗｉ－Ｆ
ｉワイヤレス無線、６０ＧＨｚミリ波を利用したワイヤレスインタフェース等がある。本
技術は、これらのデジタルインタフェースで、ハイブリッドキャストデータを伝送する場
合にも同様に適用可能である。
【０１３１】
　また、上述実施の形態においては、送信装置（ソース機器）としてＨＤＭＩスティック
１１を使用し、受信装置（シンク機器）としてテレビ受信機１２を使用した例としたが、
その他の送信装置、受信装置を使用するものにも、本技術を同様に適用できることは勿論
である。
【０１３２】
　また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
　（１）外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイブリッドキャスト関連情報を受
信する情報受信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワー
ク上のハイブリッドキャストコンテンツサーバに接続して、ハイブリッドキャストデータ
を取得する通信部と、
　上記通信部で取得されたハイブリッドキャストデータを上記伝送路を介して上記外部機
器に送信するデータ送信部と、
　上記情報受信部で受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された、上
記データ送信部で送信される上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝送
路を介して上記外部機器に送信する提示方式情報送信部を備える
　送信装置。
　（２）上記データ送信部は、
　上記ハイブリッドキャストデータを差動信号により上記伝送路を介して上記外部機器に
送信する
　前記（１）に記載の送信装置。
　（３）上記提示方式情報送信部は、
　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記デ
ータ送信部で送信されるハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間に挿入する
ことで、上記外部機器に送信する
　前記（１）または（２）に記載の送信装置。
　（４）上記提示方式情報送信部は、
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　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝
送路の制御データラインを介して上記外部機器に送信する
　前記（１）または（２）に記載の送信装置。
　（５）上記提示方式情報送信部は、
　上記データ送信部で送信する上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝
送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して上記外部機器に送信する
　前記（１）または（２）に記載の送信装置。
　（６）上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なく
とも一方は直流バイアス電位によって上記外部機器から接続状態の通知を受ける機能を有
する
　前記（５）に記載の送信装置。
　（７）上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報は、
　上記外部機器の受信デジタル放送データによる提示から該ハイブリッドキャストデータ
による提示に切り替える切り替え情報、あるいは該ハイブリッドキャストデータによる提
示を上記外部機器の受信デジタル放送データによる提示に合成する合成情報の、少なくと
もいずれかを含む
　前記（１）から（６）のいずれかに記載の送信装置。
　（８）上記ハイブリッドキャスト関連情報は、
　少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ
）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）情報を含む
　前記（１）から（７）のいずれかに記載の送信装置。
　（９）外部機器から伝送路を介して送信されてくるハイブリッドキャスト関連情報を受
信する情報受信ステップと、
　上記受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて通信ネットワーク上のハイブ
リッドキャストコンテンツサーバに接続して、ハイブリッドキャストデータを取得するデ
ータ取得ステップと、
　データ送信部により上記取得されたハイブリッドキャストデータを上記伝送路を介して
上記外部機器に送信するデータ送信ステップと、
　上記受信されたハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選択された、上記データ送信
ステップで送信される上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記伝送路を介
して上記外部機器に送信する提示方式情報送信ステップを有する
　ハイブリッドキャストデータ送信方法。
　（１０）ハイブリッドキャスト関連情報を伝送路を介して外部機器に送信する情報送信
部と、
　上記外部機器から伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて取得さ
れたハイブリッドキャストデータを受信するデータ受信部と、
　上記外部機器から上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選
択された、上記データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を
受信する提示方式情報受信部と、
　上記提示方式情報受信部で受信された提示方式情報に基づいて、上記データ受信部で受
信されたハイブリッドキャストデータを処理して提示データを得るデータ処理部を備える
　受信装置。
　（１１）上記ハイブリッドキャスト関連情報は、
　少なくとも、ＡＩＴ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ
）情報およびＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）情報を含む
　前記（１０）に記載の受信装置。
　（１２）上記データ受信部は、
　上記外部機器から差動信号により上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャストデータ
を受信する
　前記（１０）または（１１）に記載の受信装置。
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　（１３）上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記デー
タ受信部で受信されるハイブリッドキャスト画像データのブランキング期間から抽出する
　前記（１０）から（１２）のいずれかに記載の受信装置。
　（１４）上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信された上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記
外部機器から上記伝送路の制御データラインを介して受信する
　前記（１０）から（１２）のいずれかに記載の受信装置。
　（１５）上記提示方式情報受信部は、
　上記データ受信部で受信された上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報を上記
外部機器から上記伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して受信する
　前記（１０）から（１２）のいずれかに記載の受信装置。
　（１６）上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少な
くとも一方は直流バイアス電位によって上記外部機器に接続状態を通知する機能を有する
　前記（１５）に記載の受信装置。
　（１７）上記ハイブリッドキャストデータの提示方式情報は、
　受信デジタル放送データによる提示から該ハイブリッドキャストデータによる提示に切
り替える切り替え情報、あるいは該ハイブリッドキャストデータによる提示を受信デジタ
ル放送データによる提示に合成する合成情報の、少なくともいずれかを含む
　前記（１０）から（１６）のいずれかに記載の送信装置。
　（１８）所定のデータ放送信号から抽出されたハイブリッドキャスト関連情報を伝送路
を介して外部機器に送信する情報送信ステップと、
　データ受信部により、上記外部機器から伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連
情報に基づいて取得されたハイブリッドキャストデータを受信するデータ受信ステップと
、
　上記外部機器から上記伝送路を介して上記ハイブリッドキャスト関連情報に基づいて選
択された、上記受信されたハイブリッドキャストデータの提示方式情報を受信する提示方
式情報受信ステップと、
　上記受信された提示方式情報に基づいて、上記データ受信部で受信されたハイブリッド
キャストデータを処理して提示データを得るデータ処理ステップを有する
　ハイブリッドキャストデータ受信方法。
【符号の説明】
【０１３３】
　１０・・・・ＡＶシステム
　１１・・・・ＨＤＭＩスティック
　１１ａ・・・ＨＤＭＩ端子
　１１ｂ・・・データ送信部
　１１ｃ・・・情報受信部
　１１ｄ・・・通信部
　１１ｅ・・・提示方式情報送信部
　１２・・・・テレビ受信機
　１２ａ・・・ＨＤＭＩ端子
　１２ｂ・・・データ受信部
　１２ｃ・・・情報送信部
　１２ｄ・・・データ処理部
　１２ｅ・・・提示方式情報受信部
　１２ｆ・・・放送受信部
　１２ｇ・・・提示部
　１４・・・・有効画像区間
　１５・・・・水平帰線区間
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　１６・・・・垂直帰線区間
　１７・・・・ビデオデータ区間
　１８・・・・データアイランド区間
　１９・・・・コントロール区間
　２１・・・・ＨＤＭＩトランスミッタ
　２２・・・・ＨＤＭＩレシーバ
　２３・・・・ＤＤＣライン
　２４・・・・ＣＥＣライン
　２５・・・・ＨＰＤライン
　２６・・・・電源ライン
　２７・・・・リザーブライン
　１０１・・・ＨＤＭＩ端子
　１０２・・・ＨＤＭＩ送信部
　１０３・・・高速バスインタフェース
　１０４・・・内部バス
　１０５・・・ＣＰＵ
　１０６・・・フラッシュＲＯＭ
　１０７・・・ＳＤＲＡＭ
　１０８・・・ワイヤレス送受信部
　１０９・・・ＭＰＥＧデコーダ
　１１０・・・グラフィック生成回路
　１１１・・・ＤＣ電源端子
　１１２・・・電源回路
　２０１・・・ＨＤＭＩ端子
　２０２・・・ＨＤＭＩ受信部
　２０３・・・高速バスインタフェース
　２０４・・・アンテナ端子
　２０５・・・デジタルチューナ
　２０６・・・ＭＰＥＧデコーダ
　２０７・・・画像信号処理回路
　２０８・・・グラフィック生成回路
　２０９・・・パネル駆動回路
　２１０・・・表示パネル
　２１１・・・音声信号処理回路
　２１２・・・音声増幅回路
　２１３・・・スピーカ
　２２０・・・内部バス
　２２１・・・ＣＰＵ
　２２２・・・フラッシュＲＯＭ
　２２３・・・ＳＤＲＡＭ
　２２４・・・リモコン受信部
　２２５・・・リモコン送信機
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