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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器から送られてくる、上記所定ラインにより構成される通信路を介して通信
を行う通信部を有していることを示す機能情報を受信する機能情報受信部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置。
【請求項２】
　上記機能情報受信部は、上記映像信号受信部で受信された映像信号のブランキング期間
から上記機能情報を抽出することで該機能情報を受信する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　上記機能情報受信部は、上記伝送路の制御データラインを介して上記外部機器から上記
機能情報を受信する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
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　上記伝送路の所定ラインはＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラ
インである
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　上記機能情報は、上記外部機器が対応する伝送フォーマットの情報を含む
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　上記外部機器に上記機能情報の送信要求を送信する送信要求送信部を備える
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項７】
　上記送信要求送信部は、上記伝送路の制御データラインを介して、上記外部機器に上記
送信要求を送信する
　請求項６に記載の受信装置。
【請求項８】
　上記機能情報の送信要求に、自身の機能情報が含まれている
　請求項６に記載の受信装置。
【請求項９】
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器に、上記通信部を有していることを示す機能情報を送信する機能情報送信
部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置。
【請求項１０】
　上記機能情報送信部は、上記伝送路を構成する制御データラインを介して、上記外部機
器に上記機能情報を送信する
　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１１】
　上記伝送路の所定ラインは、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤ
ラインである
　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１２】
　上記機能情報は、自身が対応する伝送フォーマット情報を含む
　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１３】
　上記外部機器から送られてくる上記機能情報の送信要求を受信する送信要求受信部を備
え、
　上記機能情報送信部は、上記送信要求受信部で送信要求が受信されたとき、上記外部機
器に上記機能情報を送信する
　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１４】
　上記送信要求受信部は、上記伝送路の制御データラインを介して、上記外部機器から上
記機能情報の送信要求を受信する
　請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１５】
　上記機能情報の送信要求に、上記外部機器の機能情報が含まれている
　請求項１３に記載の受信装置。
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【請求項１６】
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器から送られてくる、上記所定ラインにより構成される通信路を介して通信
を行う通信部による通信の遮断を示す通信情報を受信する通信情報受信部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置。
【請求項１７】
　上記通信情報受信部は、上記映像信号受信部で受信された映像信号のブランキング期間
から上記通信情報を抽出することで該通信情報を受信する
　請求項１６に記載の受信装置。
【請求項１８】
　上記通信情報受信部は、上記伝送路の制御データラインを介して上記外部機器から上記
通信情報を受信する
　請求項１６に記載の受信装置。
【請求項１９】
　上記伝送路の所定ラインはＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラ
インである
　請求項１６に記載の受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、受信装置に関する。詳しくは、この発明は、伝送路の所定のラインにより
構成される通信路を用いた通信を行う通信部を有する受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、
その他のＡＶソース（Audio Visual source）から、テレビ受信機、プロジェクタ、その
他のディスプレイに対して、デジタル映像信号、すなわち、非圧縮（ベースバンド）の映
像信号（以下、適宜、「画像データ」という）と、その映像信号に付随するデジタル音声
信号（以下、適宜、「音声データ」という）とを、高速に伝送する通信インタフェースと
して、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface)が普及しつつある。例えば、特
許文献１には、ＨＤＭＩ規格の詳細についての記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２００２／０７８３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現状のＨＤＭＩ規格では、送信装置（ソース機器）は、受信装置（シンク機器）がｅＨ
ＤＭＩ対応機器であるか否かを、ＨＤＭＩケーブルのリザーブラインの電圧状態により判
別可能である。ここで、送信装置あるいは受信装置がｅＨＤＭＩ対応であるとは、当該送
信装置あるいは受信装置が、ＨＤＭＩケーブルの所定ライン（例えば、リザーブラインお
よびＨＰＤライン）により構成される通信路を用いた通信を行う通信部を備えていること
を意味する。
【０００５】
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　しかし、受信装置は送信装置がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かを認識することができ
ない。また、送信装置がｅＨＤＭＩ対応機器であっても、送信装置がビジー状態にある場
合、受信装置は当該ビジー状態を認識することができない。そのため、受信装置はｅＨＤ
ＭＩ非対応の送信装置、あるいはビジー状態にあるｅＨＤＭＩ対応の送信装置に不要な信
号を送ってしまうことがあった。
【０００６】
　この発明の目的は、外部機器との間の通信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】
【０００７】
　この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器に、上記通信部を有していることを示す機能情報を送信する機能情報送信
部と
　を備える送信装置にある。
【０００８】
　また、この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器から送られてくる、上記所定ラインにより構成される通信路を介して通信
を行う通信部を有していることを示す機能情報を受信する機能情報受信部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置にある。
【０００９】
　送信装置から外部機器には、この通信部を有していることを示す機能情報が送信される
。この機能情報には、例えば、送信装置が対応する伝送フォーマット（アプリケーション
）の情報を含めることができる。
【００１０】
　例えば、機能情報は、映像信号のブランキング期間に挿入されることで、外部機器に送
信される。この場合、機能情報は、例えば、ＨＤＭＩのＡＶＩ　ＩｎｆｏＦｒａｍｅパケ
ットなどを用いて、映像信号のブランキング期間に挿入される。また、例えば、機能情報
は、伝送路を構成する制御データラインを介して外部機器に送信される。この場合、例え
ば、制御データラインはＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインであり、機能情報はＣＥＣ信号
として外部機器に送信される。
【００１１】
　受信装置は、外部機器（送信装置）から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を
介して、映像信号を受信する映像信号受信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのシ
ンク機器である。受信装置には、伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して外
部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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の接
続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラインは、例えば、ＨＤ
ＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである。
【００１２】
　受信装置では、外部機器から送られてくる上述の機能情報が受信される。例えば、機能
情報が映像信号受信部で受信される映像信号のブランキング期間に挿入されている場合に
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は、この映像信号のブランキング期間から当機能情報が抽出されることで受信が行われる
。また、例えば、機能情報は、伝送路を構成する制御データラインを介して、外部機器か
ら受信される。
【００１３】
　このように、送信装置が通信部を備える場合、この送信装置から受信装置に通信部を有
していることを示す機能情報が送信され、受信装置ではこの機能情報が受信される。つま
り、受信装置は、送信装置が通信部を備えている場合には、上述の機能情報を受信できる
が、送信装置が通信部を備えていない場合には、上述の機能情報を受信できない。そのた
め、受信装置は、外部機器（送信装置）が通信部を備えているか否かを認識可能となり、
通信部を有していない外部機器に、上述の通信路を介して不要な信号を送信することを回
避できる。また、受信装置は、機能情報に外部機器の対応伝送フォーマット情報が含まれ
ている場合には、その情報から外部機器が対応する伝送フォーマットを容易に知ることが
できる。
【００１４】
　この発明において、例えば、受信装置は、外部機器（送信装置）に、機能情報の送信要
求を送信する送信要求送信部を備え、送信装置は、外部機器（受信装置）から送られてく
る機能情報の送信要求を受信する送信要求受信部を備え、機能情報送信部は、送信要求受
信部で送信要求が受信されたとき、外部機器に機能情報を送信する、ようにされてもよい
。この場合、受信装置は、外部機器に機能情報の送信要求を送信することで、任意のタイ
ミング（例えば、パワーオン時、入力切り替え時など）で、当該外部機器が通信部を備え
ているか否かを、確認することが可能となる。
【００１５】
　この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器に、上記通信部を有していることを示す機能情報を送信する機能情報送信
部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置にある。
【００１６】
　また、この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記外部機器から送られてくる、上記所定ラインにより構成される通信路を介して通信
を行う通信部を有していることを示す機能情報を受信する機能情報受信部と
　を備える送信装置にある。
【００１７】
　受信装置から外部機器（送信装置）に、伝送路の所定ラインにより構成される通信路を
介して通信を行う通信部を有していることを示す機能情報が送信される。送信装置では、
外部機器（受信装置）から送られてくる上述の機能情報が受信される。
【００１８】
　このように、受信装置が通信部を備える場合、この受信装置から送信装置にその旨を示
す機能情報が送信され、送信装置ではこの機能情報が受信される。つまり、送信装置は、
受信装置が通信部を備えている場合には、上述の機能情報を受信できるが、受信装置が通
信部を備えていない場合には、上述の機能情報を受信できない。
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【００１９】
　そのため、送信装置は、外部機器（受信装置）が通信部を備えているか否かを認識可能
となり、通信部を有していない外部機器に、上述の通信路を介して不要な信号を送信する
ことを回避できる。また、送信装置は、機能情報に外部機器の対応伝送フォーマット情報
が含まれている場合には、その情報から外部機器が対応する伝送フォーマットを容易に知
ることができる。
【００２０】
　この発明において、例えば、送信装置は、外部機器（受信装置）に、機能情報の送信を
要求する送信要求を送信する送信要求受信部を備え、受信装置は、外部機器（送信装置）
から送られてくる機能情報の送信要求を受信する送信要求受信部を備え、機能情報送信部
は、送信要求受信部で送信要求が受信されたとき、外部機器に機能情報を送信する、よう
にされてもよい。この場合、送信装置は、外部機器に機能情報の送信要求を送信すること
で、任意のタイミング（例えば、パワーオン時、入力切り替え時など）で、当該外部機器
が通信部を備えているか否かを、確認することが可能となる。
【００２１】
　この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記伝送路を構成する第１のラインの電圧を変化させて上記通信部を有することを上記
外部機器に伝える機能情報送信部と
　を備える送信装置にある。
【００２２】
　また、この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を検出して、上記外部機器が上記所定の
ラインにより構成される通信路を介して通信を行う通信部を有していることを示す機能情
報を取得する機能情報取得部と
　を備える受信装置にある。
【００２３】
　この発明において、送信装置は、映像信号を、複数のチャネルで、差動信号により、伝
送路を介して、外部機器（受信装置）に送信する映像信号送信部を備えるものであり、例
えば、ＨＤＭＩのソース機器である。送信装置には、伝送路の所定のラインにより構成さ
れる通信路を介して外部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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
によって外部機器の接続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラ
インは、例えば、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである
。
【００２４】
　機能情報送信部により、通信部を有することを外部機器に伝えるために、伝送路を構成
する第１のラインの電圧が変化するようにされる。また、例えば、フォーマット情報送信
部により、自身が対応する伝送フォーマットに基づいて、第１のラインの電圧が変化する
ようにされ、外部機器（受信装置）に伝送フォーマット（アプリケーション）の情報が送
信される。また、例えば、第１のラインのパルス状の電圧変化に基づいて、外部機器（受
信装置）が対応する伝送フォーマットの情報が取得される。第１のラインは、例えば、Ｈ
ＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインである。
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【００２５】
　受信装置は、外部機器（送信装置）から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を
介して、映像信号を受信する映像信号受信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのシ
ンク機器である。受信装置には、伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して外
部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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の接
続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラインは、例えば、ＨＤ
ＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである
【００２６】
　受信装置では、伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を検出することで、外部機器
が上述の通信部を有していることを示す機能情報が取得される。また、例えば、第１のラ
インのパルス状の電圧変化に基づいて、外部機器（送信装置）が対応する伝送フォーマッ
ト（アプリケーション）の情報が取得される。また、例えば、フォーマット情報送信部に
より、自身が対応する伝送フォーマットに基づいて、第１のラインの電圧が変化するよう
にされ、外部機器（受信装置）に伝送フォーマットの情報が送信される。
【００２７】
　このように、送信装置が通信部を備える場合、この送信装置により、伝送路を構成する
第１のラインの電圧が変化させられ、受信装置ではこの電圧変化により、外部機器が通信
部を有していることを示す機能情報が取得される。つまり、受信装置は、送信装置が通信
部を備えている場合には、上述の機能情報を取得できるが、送信装置が通信部を備えてい
ない場合には、上述の機能情報を取得できない。そのため、受信装置は、外部機器（送信
装置）が通信部を備えているか否かを認識可能となり、通信部を有していない外部機器に
、上述の通信路を介して不要な信号を送信することを回避できる。
【００２８】
　この発明において、例えば、受信装置は、機能情報取得部で第１のラインの電圧変化を
検出する前に、伝送路を構成する第２のライン、あるいは第１ラインの電圧を変化させて
、外部機器（送信装置）に、機能情報の送信を要求する機能要求部を備え、送信装置は、
上述の第２のラインあるいは第１のラインの電圧変化を検出する電圧変化検出部を備え、
機能情報送信部は、電圧変化検出部で電圧変化が検出されたとき、上述の第１のラインの
電圧を変化させる、ようにされてもよい。例えば、第２のラインはＨＤＭＩケーブルを構
成するＨＰＤラインである。
【００２９】
　この場合、受信装置は、伝送路を構成する第２のライン、あるいは第１のラインの電圧
を変化させることで、任意のタイミング（例えば、パワーオン時、入力切り替え時など）
で、外部機器（送信装置）が通信部を備えているか否かを、確認することが可能となる。
また、このように受信装置が外部機器（送信装置）に機能情報を要求するものにあっては
、外部機器が複数個あるとき、この複数個の外部機器に対してシリーズで機能情報の要求
を行うことが可能となる。この場合、マイクロコンピュータ（マイコン）のピン数（ポー
ト数）の削減などが見込まれる。
【００３０】
　なお、受信装置は、外部機器（送信装置）に機能情報の送信を行ってから一定時間が経
過しても機能情報を取得できないとき、再度、外部機器に機能情報の送信を要求する、よ
うに構成されてもよい。
【００３１】
　この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を変化させて、上記通信部を有すること
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を上記外部機器に伝える機能情報送信部と
　を備える受信装置にある。
【００３２】
　また、この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を検出して、上記外部機器が上記所定の
ラインにより構成される通信路を介して通信を行う通信部を有していることを示す機能情
報を取得する機能情報取得部と
　を備える送信装置にある。
【００３３】
　受信装置では、機能情報送信部により、通信部を有することを外部機器（送信装置）に
伝えるために、伝送路を構成する第１のラインの電圧が変化するようにされる。また、送
信装置では、伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を検出することで、外部機器（受
信装置）が上述の通信部を有していることを示す機能情報が取得される。
【００３４】
　このように、受信装置が通信部を備える場合、この受信装置により、伝送路を構成する
第１のラインの電圧が変化させられ、送信装置ではこの電圧変化により、外部機器が通信
部を有していることを示す機能情報が取得される。つまり、送信装置は、受信装置が通信
部を備えている場合には、上述の機能情報を取得できるが、受信装置が通信部を備えてい
ない場合には、上述の機能情報を取得できない。そのため、送信装置は、外部機器（受信
装置）が通信部を備えているか否かを認識可能となり、通信部を有していない外部機器に
、上述の通信路を介して不要な信号を送信することを回避できる。
【００３５】
　この発明において、例えば、送信装置は、機能情報取得部で第１のラインの電圧変化を
検出する前に、伝送路を構成する第１ラインの電圧を変化させて、外部機器（受信装置）
に、機能情報の送信を要求する機能要求部を備え、受信装置は、上述の第１のラインの電
圧変化を検出する電圧変化検出部を備え、機能情報送信部は、電圧変化検出部で電圧変化
が検出されたとき、上述の第１のラインの電圧を変化させる、ようにされてもよい。
【００３６】
　この場合、送信装置は、伝送路を構成する第１のラインの電圧を変化させることで、任
意のタイミング（例えば、パワーオン時、入力切り替え時など）で、外部機器（受信装置
）が通信部を備えているか否かを、確認することが可能となる。
【００３７】
　この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記通信部による通信を遮断するか否かを判断する遮断判断部と、
　上記遮断判断部で通信を遮断すると判断されたとき、上記外部機器に、通信の遮断を示
す通信情報を送信する通信情報送信部と
　を備える送信装置にある。
【００３８】
　また、この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
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信部と、
　上記外部機器から送られてくる、上記所定ラインにより構成される通信路を介して通信
を行う通信部による通信の遮断を示す通信情報を受信する通信情報受信部とを備え、
　上記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自装置の接続状態を上記外部機器に通知する機能を有する
　受信装置にある。
【００３９】
　この発明において、送信装置は、映像信号を、複数のチャネルで、差動信号により、伝
送路を介して、外部機器（受信装置）に送信する映像信号送信部を備えるものであり、例
えば、ＨＤＭＩのソース機器である。送信装置には、伝送路の所定のラインにより構成さ
れる通信路を介して外部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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
によって外部機器の接続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラ
インは、例えば、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである
。
【００４０】
　遮断判断部により、通信部による通信を遮断するか否かが判断される。遮断判断部では
、例えば、他の処理でビジー状態にあるときは、遮断すると判断される。遮断すると判断
されたとき、外部機器に、通信の遮断を示す通信情報が送信される。例えば、通信情報は
、映像信号のブランキング期間に挿入されることで、外部機器に送信される。この場合、
通信情報は、例えば、ＨＤＭＩのＡＶＩ　ＩｎｆｏＦｒａｍｅパケットなどを用いて、映
像信号のブランキング期間に挿入される。また、例えば、通信情報は、伝送路を構成する
制御データラインを介して外部機器に送信される。この場合、例えば、制御データライン
はＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインであり、通信情報はＣＥＣ信号として外部機器に送信
される。
【００４１】
　受信装置は、外部機器（送信装置）から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を
介して、映像信号を受信する映像信号受信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのシ
ンク機器である。受信装置には、伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して
外部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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の
接続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラインは、例えば、Ｈ
ＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである。
【００４２】
　受信装置では、外部機器から送られてくる上述の通信情報が受信される。例えば、通信
情報が映像信号受信部で受信される映像信号のブランキング期間に挿入されている場合に
は、この映像信号のブランキング期間から当通信情報が抽出されることで受信が行われる
。また、例えば、通信情報は、伝送路を構成する制御データラインを介して、外部機器か
ら受信される。
【００４３】
　このように、送信装置が通信部による通信の遮断を行う場合、この送信装置から受信装
置に、通信部による通信の遮断を示す通信情報が送信され、受信装置ではこの通信情報が
受信される。そのため、受信装置は、通信部による通信を遮断している外部機器に、上述
の通信路を介して不要な信号を送信することを回避できる。
【００４４】
　この発明の概念は、
　映像信号を複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して外部機器に送信する映像
信号送信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
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　上記通信部による通信を遮断するか否かを判断する遮断判断部と、
　上記遮断判断部で通信を遮断すると判断されたとき、上記通信の遮断を上記外部機器に
伝えるために上記伝送路を構成する第１のラインの電圧を変化させる電圧制御部と
　を備える送信装置にある。
【００４５】
　また、この発明の概念は、
　外部機器から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を介して、映像信号を受信す
る映像信号受信部と、
　上記伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して上記外部機器と通信を行う通
信部と、
　上記伝送路を構成する第１のラインの電圧変化を検出して、上記外部機器の通信部によ
る通信の遮断を示す通信情報を取得する通信情報取得部と
　を備える受信装置にある。
【００４６】
　遮断判断部により、通信部による通信を遮断するか否かが判断される。遮断判断部では
、例えば、他の処理でビジー状態にあるときは、遮断すると判断される。遮断すると判断
されたとき、電圧制御部により、通信の遮断を外部機器に伝えるために、伝送路を構成す
る第１のラインの電圧が変化するようにされる。この場合、例えば、第１のラインはＨＤ
ＭＩケーブルを構成するリザーブラインである。
【００４７】
　受信装置は、外部機器（送信装置）から、複数チャネルで、差動信号により、伝送路を
介して、映像信号を受信する映像信号受信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのシ
ンク機器である。受信装置には、伝送路の所定ラインにより構成される通信路を介して外
部機器と通信を行う通信部が備えられている。例えば、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の接
続状態を通知する機能を有している。具体的には、伝送路の所定ラインは、例えば、ＨＤ
ＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインである。受信装置では、伝送
路を構成する第１のラインの電圧変化を検出することで、外部機器の通信部による通信の
遮断を示す通信情報が取得される。この場合、例えば、第１のラインはＨＤＭＩケーブル
を構成するリザーブラインである。
【００４８】
　このように、送信装置が通信部による通信の遮断を行う場合、この送信装置により伝送
路を構成する第１のラインの電圧が変化させられる。受信装置ではこの電圧変化により、
外部機器の通信部による通信の遮断を示す通信情報が取得される。受信装置は、通信部に
よる通信を遮断している外部機器に、上述の通信路を介して不要な信号を送信することを
回避できる。
【発明の効果】
【００４９】
　この発明によれば、外部機器との間の通信を良好に行い得る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】この発明の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】ＡＶシステムを構成するディスクレコーダ（ソース機器）の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図３】ＡＶシステムを構成するテレビ受信機（シンク機器）の構成例を示すブロック図
である。
【図４】ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）とＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）の構成
例を示すブロック図である。
【図５】ＨＤＭＩトランスミッタとＨＤＭＩレシーバの構成例を示すブロック図である。
【図６】ＴＭＤＳ伝送データの構造を示す図である。
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【図７】ＨＤＭＩ端子のピン配列（タイプＡ）を示す図である。
【図８】ディスクレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェースの構成
例を示す接続図である。
【図９】ディスクレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェース等の構
成例を示す接続図である。
【図１０】ＡＶＩ InfoFrameのデータ構造を示す図である。
【図１１】ＣＥＣラインで伝送されるＣＥＣデータの構造を示す図である。
【図１２】ヘッダブロックの構造例を示す図である。
【図１３】ＨＤＭＩの各機器の種類に応じて設定される論理アドレスを示す図である。
【図１４】〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージの使用例を説明するための
シーケンス図である。
【図１５】ＡＶシステムの機器構成例を示す図である。
【図１６】〈Activate Supported Channels〉メッセージの使用例を説明するためのシー
ケンス図である。
【図１７】〈Activate Supported Channels〉メッセージの使用例を説明するためのシー
ケンス図である。
【図１８】ＡＶシステムの構成例を示すブロック図である。
【図１９】〈Request HPD=H〉メッセージを用いずに、電源ラインの電圧を変化させるこ
とで、ＨＰＤ信号を“Ｈ”にすることを要求する例を説明するための図である。
【図２０】ディスクレコーダおよびテレビ受信機の高速データラインインタフェース等の
構成例を示す接続図である。
【図２１】ＨＰＤラインおよびリザーブラインの電圧変化例を示す図である。
【図２２】ディスクレコーダからテレビ受信機に機能情報および対応伝送フォーマット情
報を送ると共に、テレビ受信機からディスクレコーダに対応伝送フォーマット情報を送る
場合における、ディスクレコーダおよびテレビ受信機の構成例を示すブロック図である。
【図２３】テレビ受信機（シンク機器）側によるＨＰＤラインの電圧制御例と、それに対
応したディスクレコーダ（ソース機器）側およびテレビ受信機（シンク機器）側によるリ
ザーブラインの電圧制御例を示す図である。
【図２４】複数個、例えば３個のＨＤＭＩ端子を備えたテレビ受信機の構成例を示すブロ
ック図である。
【図２５】シンク機器が多ＨＤＭＩ入力の場合の動作例を示す図である。
【図２６】テレビ受信機（シンク機器）のＣＰＵが所定のＨＤＭＩ入力に対して検出動作
を行う際の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２７】シンク機器のＣＰＵが相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器であると判
断する場合における、ＨＰＤラインおよびリザーブラインの電圧変化例を示す図である。
【図２８】ソース機器からの応答が１００ｍｓ経過してもこなかったときに、相手側のソ
ース機器に機能情報等の送信を再度要求するリトライ処理を説明するための図である。
【図２９】ディスクレコーダ（ソース機器）のＣＰＵの処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３０】ディスクレコーダからテレビ受信機に機能情報および対応伝送フォーマット情
報を送ると共に、テレビ受信機からディスクレコーダに対応伝送フォーマット情報を送る
場合における、ディスクレコーダおよびテレビ受信機の構成例を示す図である。
【図３１】リザーブラインの電圧制御例を示す図である。
【図３２】シンク機器が多ＨＤＭＩ入力の場合の動作例を示す図である。
【図３３】シンク機器から要求を出す場合の当該シンク機器のＣＰＵの処理手順の一例を
示すフローチャートである。
【図３４】シンク機器のＣＰＵが相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器であると判
断する場合における、リザーブラインの電圧変化例を示す図である。
【図３５】ソース機器からの応答が２ｓ経過してもこなかったときに、相手側のソース機
器に機能情報の送信を再度要求するリトライ処理を説明するための図である。
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【図３６】ソース機器から要求を出す場合のシンク機器のＣＰＵの処理手順の一例を示す
フローチャートである。
【図３７】ソース機器から要求を出す場合のソース機器のＣＰＵの処理手順の一例を示す
フローチャートである。
【図３８】シンク機器から要求を出す場合のソース機器のＣＰＵの処理手順の一例を示す
フローチャートである。
【図３９】ＡＶシステムの他の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図１は、実施の
形態としてのＡＶ(Audio Visual)システム２００の構成例を示している。このＡＶシステ
ム２００は、ソース機器としてのディスクレコーダ２１０と、シンク機器としてのテレビ
受信機２５０とを有している。このＡＶシステム２００において、ディスクレコーダ２１
０およびテレビ受信機２５０はｅＨＤＭＩ対応機器である。ここで、ｅＨＤＭＩ対応機器
であるとは、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインによる通信
路を用いた通信を行う通信部を有していることを意味する。
【００５２】
　ディスクレコーダ２１０およびテレビ受信機２５０は、ＨＤＭＩケーブル３５０を介し
て接続されている。ディスクレコーダ２１０には、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩ ＴＸ）２
１２および高速データラインインタフェース（Ｉ／Ｆ）２１３が接続されたＨＤＭＩ端子
２１１が設けられている。テレビ受信機２５０には、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩ ＲＸ）
２５２および高速データラインインタフェース（Ｉ／Ｆ）２５３が接続されたＨＤＭＩ端
子２５１が設けられている。ＨＤＭＩケーブル３５０の一端はディスクレコーダ２１０の
ＨＤＭＩ端子２１１に接続され、このＨＤＭＩケーブル３５０の他端はテレビ受信機２５
０のＨＤＭＩ端子２５１に接続されている。
【００５３】
　図１に示すＡＶシステム２００において、ディスクレコーダ２１０で再生された映像信
号は、ＨＤＭＩケーブル３５０を介してテレビ受信機２５０に供給され、当該テレビ受信
機２５０において画像が表示される。また、ディスクレコーダ２１０で再生された音声信
号は、ＨＤＭＩケーブル３５０を介してテレビ受信機２５０に供給され、当該テレビ受信
機２５０のスピーカから音声が出力される
【００５４】
　図２は、ディスクレコーダ２１０の構成例を示している。このディスクレコーダ２１０
は、ＨＤＭＩ端子２１１と、ＨＤＭＩ送信部２１２と、高速データラインインタフェース
２１３と、アンテナ端子２１４と、デジタルチューナ２１５と、デマルチプレクサ２１６
と、内部バス２１７と、記録部インタフェース２１８と、ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９と
、ＨＤＤ(Hard Disk Drive)２２０と、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２２１と、フラ
ッシュＲＯＭ(Read Only Memory)２２２と、ＤＲＡＭ(Dynamic Random Access Memory)２
２３と、イーサネットインタフェース（Ethernet I/F）２２４と、ネットワーク端子２２
５と、ＤＴＣＰ(Digital Transmission Content Protection)回路２２６と、ＭＰＥＧデ
コーダ２２７と、グラフィック生成回路２２８と、映像出力端子２２９と、音声出力端子
２３０とを有している。なお、「イーサネット」および「Ｅｔｈｅｒｎｅｔ」は登録商標
である。
【００５５】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２１２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベース
バンドの映像（画像）と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子２１１から送出する。このＨＤＭ
Ｉ送信部２１２の詳細は後述する。高速データラインインタフェース２１３は、ＨＤＭＩ
ケーブルを構成する所定ライン（この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤラ
イン）を用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェー
ス２１３の詳細は後述する。
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【００５６】
　アンテナ端子２１４は、受信アンテナ（図示しない）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２１５は、アンテナ端子２１４に入力されるテレビ
放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ２
１６は、デジタルチューナ２１５で得られたトランスポートストリームから、所定の選択
チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport Stream）（映像データのＴＳパケット
、音声データのＴＳパケット）を抽出する。
【００５７】
　また、デマルチプレクサ２１６は、デジタルチューナ２１５で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)を
取り出し、ＣＰＵ２２１に出力する。デジタルチューナ２１５で得られたトランスポート
ストリームには複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ２１６で、当該ト
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。
【００５８】
　ＣＰＵ２２１、フラッシュＲＯＭ２２２、ＤＲＡＭ２２３、デマルチプレクサ２１６、
イーサネットインタフェース２２４、および記録部インタフェース２１８は、内部バス２
１７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９およびＨＤＤ２２０は、記録部イン
タフェース２１８を介して内部バス２１７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１
９およびＨＤＤ２２０は、デマルチプレクサ２１６で抽出されたパーシャルＴＳを記録す
る。また、ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９およびＨＤＤ２２０は、それぞれ、記録媒体に記
録されているパーシャルＴＳを再生する。
【００５９】
　ＭＰＥＧデコーダ２２７は、デマルチプレクサ２１６で抽出された、あるいは、ＤＶＤ
／ＢＤドライブ２１９またはＨＤＤ２２０で再生されたパーシャルＴＳを構成する映像Ｐ
ＥＳパケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ
２２７は、当該パーシャルＴＳを構成する音声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。
【００６０】
　グラフィック生成回路２２８は、ＭＰＥＧデコーダ２２７で得られた映像データに対し
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。映像出力端子２２９は、グ
ラフィック生成回路２２８から出力される映像データを出力する。音声出力端子２３０は
、ＭＰＥＧデコーダ２２７で得られた音声データを出力する。
【００６１】
　ＤＴＣＰ回路２２６は、デマルチプレクサ２１６で抽出されたパーシャルＴＳ、あるい
はＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９またはＨＤＤ２２０で再生されたパーシャルＴＳを、必要
に応じて暗号化する。また、ＤＴＣＰ回路２２６は、ネットワーク端子２２５あるいは高
速データラインインタフェース２１３からイーサネットインタフェース２２４に供給され
る暗号化データを復号する。
【００６２】
　ＣＰＵ２２１は、ディスクレコーダ２１０の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ
２２２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２２３は、ＣＰ
Ｕ２２１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ＤＲＡＭ２２３上に展開してソフトウェアを起動させ、デ
ィスクレコーダ２１０の各部を制御する。
【００６３】
　図２に示すディスクレコーダ２１０の動作を簡単に説明する。
【００６４】
　アンテナ端子２１４に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ２１５に供給され
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る。このデジタルチューナ２１５では、テレビ放送信号を処理して、所定のトランスポー
トストリームが取り出され、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ２
１６に供給される。このデマルチプレクサ２１６では、トランスポートストリームから、
所定のチャネルに対応した、パーシャルＴＳ（映像データのＴＳパケット、音声データの
ＴＳパケット）が抽出される。このパーシャルＴＳは、記録部インタフェース２１８を介
してＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９、あるいはＨＤＤ２２０に供給され、ＣＰＵ２２１から
の記録指示に基づいて記録される。
【００６５】
　また、上述したようにデマルチプレクサ２１６で抽出されるパーシャルＴＳ、または、
ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９、あるいはＨＤＤ２２０で再生されるパーシャルＴＳは、Ｍ
ＰＥＧデコーダ２２７に供給される。このＭＰＥＧデコーダ２２７では、映像データのＴ
Ｓパケットにより構成される映像ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて映像デ
ータが得られる。この映像データは、グラフィック生成回路２２８でグラフィックスデー
タの重畳処理等が行われた後に、映像出力端子２２９に出力される。また、ＭＰＥＧデコ
ーダ２２７では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声ＰＥＳパケットに対し
てデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声出力端子２３
０に出力される。
【００６６】
　ＤＶＤ／ＢＤドライブ２１９、あるいはＨＤＤ２２０で再生されたパーシャルＴＳに対
応してＭＰＥＧデコーダ２２７で得られた映像（画像）データおよび音声データはＨＤＭ
Ｉ送信部２１２に供給され、ＨＤＭＩ端子２１１に接続されたＨＤＭＩケーブルに送出さ
れる。
【００６７】
　高速データラインインタフェース２１３では、ＨＤＭＩ端子２１１に接続されているＨ
ＤＭＩケーブルの所定ラインを通じて送信されてくる、リモコンコードが含まれたＩＰパ
ケットが受信される。このＩＰパケットはイーサネットインタフェース２２４を介してＣ
ＰＵ２２１に供給される。ＣＰＵ２２１は、当該ＩＰパケットに含まれるリモコンコード
がディスクレコーダ２１０の制御に関係する場合、このリモコンコードに基づいて、ディ
スクレコーダ２１０の各部を制御する。
【００６８】
　また、デマルチプレクサ２１６で抽出されたパーシャルＴＳ、または、ＤＶＤ／ＢＤド
ライブ２１９、あるいはＨＤＤ２２０で再生されたパーシャルＴＳをネットワークに送出
する際には、当該パーシャルＴＳは、ＤＴＣＰ回路２２６で暗号化された後、イーサネッ
トインタフェース２２４を介してネットワーク端子２２５に出力される。
【００６９】
　図３は、テレビ受信機２５０の構成例を示している。このテレビ受信機２５０は、ＨＤ
ＭＩ端子２５１と、ＨＤＭＩ受信部２５２と、高速データラインインタフェース２５３と
、アンテナ端子２５７と、デジタルチューナ２５８と、デマルチプレクサ２５９と、ＭＰ
ＥＧ(Moving Picture Expert Group)デコーダ２６０と、映像・グラフィック処理回路２
６１と、パネル駆動回路２６２と、表示パネル２６３と、音声信号処理回路２６４と、音
声増幅回路２６５と、スピーカ２６６と、ＤＴＣＰ回路２６７と、内部バス２７０と、Ｃ
ＰＵ２７１と、フラッシュＲＯＭ２７２と、ＤＲＡＭ２７３と、イーサネットインタフェ
ース（Ethernet I/F）２７４と、ネットワーク端子２７５と、リモコン受信部２７６と、
リモコン送信機２７７とを有している。
【００７０】
　アンテナ端子２５７は、受信アンテナ（図示しない）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２５８は、アンテナ端子２５７に入力されるテレビ
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
を出力する。デマルチプレクサ２５９は、デジタルチューナ２５８で得られたトランスポ
ートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport St
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ream）（映像データのＴＳパケット、音声データのＴＳパケット）を抽出する。
【００７１】
　また、デマルチプレクサ２５９は、デジタルチューナ２５８で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)を
取り出し、ＣＰＵ２７１に出力する。デジタルチューナ２５８で得られたトランスポート
ストリームには、複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ２５９で、当該
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、ＰＳ
Ｉ／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。
【００７２】
　ＭＰＥＧデコーダ２６０は、デマルチプレクサ２５９で得られる映像データのＴＳパケ
ットにより構成される映像ＰＥＳ(Packetized Elementary Stream)パケットに対してデコ
ード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ２６０は、デマルチプレク
サ２５９で得られる音声データのＴＳパケットにより構成される音声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。なお、このＭＰＥＧデコーダ２６０は、必
要に応じて、ＤＴＣＰ回路２６７で復号化されて得られた映像および音声のＰＥＳパケッ
トに対してデコード処理を行って映像データおよび音声データを得る。
【００７３】
　映像・グラフィック処理回路２６１は、ＭＰＥＧデコーダ２６０で得られた映像データ
に対して、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等を行う。パ
ネル駆動回路２６２は、映像・グラフィック処理回路２６１から出力される映像データに
基づいて、表示パネル２６３を駆動する。表示パネル２６３は、例えば、ＬＣＤ(Liquid 
Crystal Display)、ＰＤＰ(Plasma Display Panel)等で構成されている。音声信号処理回
路２６４はＭＰＥＧデコーダ２６０で得られた音声データに対してＤ／Ａ変換等の必要な
処理を行う。音声増幅回路２６５は、音声信号処理回路２６４から出力される音声信号を
増幅してスピーカ２６６に供給する。
【００７４】
　ＤＴＣＰ回路２６７は、デマルチプレクサ２５９で抽出されたパーシャルＴＳを、必要
に応じて暗号化する。また、ＤＴＣＰ回路２６７は、ネットワーク端子２７５あるいは高
速データラインインタフェース２５３，２５６からイーサネットインタフェース２７４に
供給される暗号化データを復号する。
【００７５】
　ＣＰＵ２７１は、テレビ受信機２５０の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ２７
２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２７３は、ＣＰＵ２
７１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２７１は、フラッシュＲＯＭ２７２から読み出し
たソフトウェアやデータをＤＲＡＭ２７３上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ
受信機２５０の各部を制御する。リモコン受信部２７６は、リモコン送信機２７７から送
信されたリモーコントロール信号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ２７１に供給する
。ＣＰＵ２７１、フラッシュＲＯＭ２７２、ＤＲＡＭ２７３およびイーサネットインタフ
ェース２７４は、内部バス２７０に接続されている。
【００７６】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２５２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉ端子２５１に供給されるベースバンドの映像（画像）と音声のデータを受信する。この
ＨＤＭＩ受信部２５２の詳細は後述する。高速データラインインタフェース２５３は、Ｈ
ＤＭＩケーブル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）を用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインイン
タフェース２５３の詳細は後述する。
【００７７】
　図３に示すテレビ受信機２５０の動作を簡単に説明する。
【００７８】
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　アンテナ端子１５７に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ２５８に供給され
る。このデジタルチューナ２５８では、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が出力され、当該所定のトランスポートス
トリームはデマルチプレクサ２５９に供給される。このデマルチプレクサ２５９では、ト
ランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（映像
データのＴＳパケット、音声データのＴＳパケット）が抽出され、当該パーシャルＴＳは
ＭＰＥＧデコーダ２６０に供給される。
【００７９】
　ＭＰＥＧデコーダ２６０では、映像データのＴＳパケットにより構成される映像ＰＥＳ
パケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、映
像・グラフィック処理回路２６１において、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィック
スデータの重畳処理等が行われた後に、パネル駆動回路２６２に供給される。そのため、
表示パネル２６３には、ユーザの選択チャネルに対応した画像が表示される。
【００８０】
　また、ＭＰＥＧデコーダ２６０では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声
ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データ
は、音声信号処理回路２６４でＤ／Ａ変換等の必要な処理が行われ、さらに、音声増幅回
路２６５で増幅された後に、スピーカ２６６に供給される。そのため、スピーカ２６６か
ら、ユーザの選択チャネルに対応した音声が出力される。
【００８１】
　上述したテレビ放送信号の受信時において、デマルチプレクサ２５９で抽出されたパー
シャルＴＳをネットワークに送出する際には、当該パーシャルＴＳはＤＴＣＰ回路２６７
で暗号化された後、イーサネットインタフェース２７４を介してネットワーク端子２７５
に出力される。
【００８２】
　リモコン受信部２７６ではリモコン送信機２７７から送信されたリモコンコード（リモ
ーコントロール信号）が受信され、当該リモコンコードはＣＰＵ２７１に供給される。Ｃ
ＰＵ２７１は、このリモコンコードがテレビ受信機２５０の制御に関係する場合、このリ
モコンコードに基づいて、テレビ受信機２５０の各部を制御する。
【００８３】
　また、ＣＰＵ２７１では、リモコン受信部２７６から供給されるリモコンコードを含む
ＩＰパケットが生成される。このＩＰパケットは、イーサネットインタフェース２７４お
よび高速データラインインタフェース２５３を介して、ＨＤＭＩ端子２５１に出力される
。
【００８４】
　また、このＩＰパケットは、必要に応じてネットワークに送出される。その場合、当該
ＩＰパケットは、イーサネットインタフェース２７４を介してネットワーク端子２７５に
出力される。また、このＩＰパケットは、イーサネットインタフェース２７４および高速
データラインインタフェース２５３を介して、ＨＤＭＩ端子２５１に出力される。
【００８５】
　なお、ネットワーク端子２７５からイーサネットインタフェース２７４に供給される、
あるいは、ＨＤＭＩ端子２５１から高速データラインインタフェース２５３を介してイー
サネットインタフェース２７４に供給される、暗号化されているパーシャルＴＳは、ＤＴ
ＣＰ回路２６７で復号化された後に、ＭＰＥＧデコーダ２６０に供給される。以降は、上
述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル２６３に画像が表示され
、スピーカ２６６から音声が出力される。
【００８６】
　また、ＨＤＭＩ受信部２５２では、ＨＤＭＩケーブルを通じてＨＤＭＩ端子２５１に入
力される映像（画像）データおよび音声データが取得される。この映像データおよび音声
データは、それぞれ、映像・グラフィック処理回路２６１および音声信号処理回路２６４
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に供給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネ
ル２６３に画像が表示され、スピーカ２６６から音声が出力される。
【００８７】
　図４は、図１のＡＶシステム２００における、ディスクレコーダ２１０のＨＤＭＩ送信
部（ＨＤＭＩソース）２１２と、テレビ受信機２５０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク
）２５２の構成例を示している。
【００８８】
　ＨＤＭＩソース２１２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
平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間（以下、適宜、アクティブ
ビデオ区間ともいう）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、ＨＤＭＩシンク２５２に一方向に送信するとともに、水平帰線
区間または垂直帰線区間において、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、ＨＤＭＩシンク２５２
に一方向に送信する。
【００８９】
　すなわち、ＨＤＭＩソース２１２は、トランスミッタ８１を有する。トランスミッタ８
１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チャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル３５０を介して接
続されているＨＤＭＩシンク２５２に、一方向にシリアル伝送する。
【００９０】
　また、トランスミッタ８１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ＨＤＭＩケーブル３５０を介して接続されているＨＤＭＩシンク２
５２に、一方向にシリアル伝送する。
【００９１】
　さらに、トランスミッタ８１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、ＨＤＭＩケー
ブル３５０を介して接続されているＨＤＭＩシンク２５２に送信する。ここで、１つのＴ
ＭＤＳ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、１
０ビットの画素データが送信される。
【００９２】
　ＨＤＭＩシンク２５２は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、ＨＤＭ
Ｉソース２１２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
とともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数のチャネルで、ＨＤＭＩソー
ス２１２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。
【００９３】
　すなわち、ＨＤＭＩシンク２５２は、レシーバ８２を有する。レシーバ８２は、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル３５０を介して接続されているＨＤＭ
Ｉソース２１２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ソース２１２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。
【００９４】
　ＨＤＭＩソース２１２とＨＤＭＩシンク２５２とからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャ
ネルには、ＨＤＭＩソース２１２からＨＤＭＩシンク２５２に対して、画素データおよび
音声データを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための伝送チャ
ネルとしての３つのＴＭＤＳ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）８
３やＣＥＣライン８４と呼ばれる伝送チャネルがある。
【００９５】
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　ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩケーブル３５０に含まれる図示せぬ２本の信号線からなり、Ｈ
ＤＭＩソース２１２が、ＨＤＭＩケーブル３５０を介して接続されたＨＤＭＩシンク２５
２から、Ｅ－ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）を読み出す
ために使用される。
【００９６】
　すなわち、ＨＤＭＩシンク２５２は、ＨＤＭＩレシーバ８１の他に、自身の性能（Conf
iguration/capability）に関する性能情報であるＥ－ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩＤ
　ＲＯＭ(Read Only Memory)８５を有している。ＨＤＭＩソース２１２は、ＨＤＭＩケー
ブル３５０を介して接続されているＨＤＭＩシンク２５２から、当該ＨＤＭＩシンク２５
２のＥ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８３を介して読み出し、そのＥ－ＥＤＩＤに基づき、ＨＤＭ
Ｉシンク２５２の性能の設定、すなわち、例えば、ＨＤＭＩシンク２５２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。
【００９７】
　ＣＥＣライン８４は、ＨＤＭＩケーブル３５０に含まれる図示せぬ１本の信号線からな
り、ＨＤＭＩソース２１２とＨＤＭＩシンク２５２との間で、制御用のデータの双方向通
信を行うのに用いられる。
【００９８】
　また、ＨＤＭＩケーブル３５０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）８６が含まれている。ソース機器は、当該ライン８６を利
用して、シンク機器の接続を検出することができる。また、ＨＤＭＩケーブル３５０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８７が含まれてい
る。さらに、ＨＤＭＩケーブル３５１には、リザーブライン８８が含まれている。
【００９９】
　図５は、図４のＨＤＭＩトランスミッタ８１とＨＤＭＩレシーバ８２の構成例を示して
いる。
【０１００】
　トランスミッタ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ対応する
３つのエンコーダ／シリアライザ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃを有する。そして、エンコーダ
／シリアライザ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃのそれぞれは、そこに供給される画像データ、補
助データ、制御データをエンコードし、パラレルデータからシリアルデータに変換して、
差動信号により送信する。ここで、画像データが、例えばＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）
の３成分を有する場合、Ｂ成分（Ｂ component）はエンコーダ／シリアライザ８１Ａに供
給され、Ｇ成分（Ｇ component）はエンコーダ／シリアライザ８１Ｂに供給され、Ｒ成分
（Ｒ component）はエンコーダ／シリアライザ８１Ｃに供給される。
【０１０１】
　また、補助データとしては、例えば、音声データや制御パケットがあり、制御パケット
は、例えば、エンコーダ／シリアライザ８１Ａに供給され、音声データは、エンコーダ／
シリアライザ８１Ｂ，８１Ｃに供給される。
【０１０２】
　さらに、制御データとしては、１ビットの垂直同期信号（VSYNC）、１ビットの水平同
期信号（HSYNC）、および、それぞれ１ビットの制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ1，ＣＴＬ２
，ＣＴＬ３がある。垂直同期信号および水平同期信号は、エンコーダ／シリアライザ８１
Ａに供給される。制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ1はエンコーダ／シリアライザ８１Ｂに供
給され、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３はエンコーダ／シリアライザ８１Ｃに供給される
。
【０１０３】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分、垂直同期
信号および水平同期信号、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコー
ダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分を、固定のビット数で
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ある８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは
、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃
０で送信する。
【０１０４】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給される垂直同期信号および水平
同期信号の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ａは、そこに供給
される補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリア
ライザ８１Ａは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。
【０１０５】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分、制御ビッ
トＣＴＬ０，ＣＴＬ１、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃１
で送信する。
【０１０６】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ０，Ｃ
ＴＬ１の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｂは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ８１Ｂは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。
【０１０７】
　エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分、制御ビッ
トＣＴＬ２，ＣＴＬ３、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃２
で送信する。
【０１０８】
　また、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ２，Ｃ
ＴＬ３の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ８１Ｃは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ８１Ｃは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。
【０１０９】
　レシーバ８２は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ対応する３つの
リカバリ／デコーダ８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃを有する。そして、リカバリ／デコーダ８２
Ａ，８２Ｂ，８２Ｃのそれぞれは、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で差動信号により
送信されてくる画像データ、補助データ、制御データを受信する。さらに、リカバリ／デ
コーダ８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃのそれぞれは、画像データ、補助データ、制御データを、
シリアルデータからパラレルデータに変換し、さらにデコードして出力する。
【０１１０】
　すなわち、リカバリ／デコーダ８２Ａは、ＴＭＤＳチャネル＃０で差動信号により送信
されてくる画像データのＢ成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを受信す
る。そして、リカバリ／デコーダ８２Ａは、その画像データのＢ成分、垂直同期信号およ
び水平同期信号、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコード
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して出力する。
【０１１１】
　リカバリ／デコーダ８２Ｂは、ＴＭＤＳチャネル＃１で差動信号により送信されてくる
画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８２Ｂは、その画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
【０１１２】
　リカバリ／デコーダ８２Ｃは、ＴＭＤＳチャネル＃２で差動信号により送信されてくる
画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８２Ｃは、その画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
【０１１３】
　図６は、ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で各種の伝送データが伝
送される伝送区間（期間）の例を示している。なお、図６は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃
１，＃２において、横×縦が７２０×４８０画素のプログレッシブの画像が伝送される場
合の、各種の伝送データの区間を示している。
【０１１４】
　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（Video
 Data period）、データアイランド区間（Data Island period）、およびコントロール区
間（Control period）の３種類の区間が存在する。
【０１１５】
　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、水平ブランキング期間
（horizontal blanking）、垂直ブランキング期間（vertical blanking）、並びに、ビデ
オフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間
であるアクティブビデオ区間（Active Video）に分けられる。
【０１１６】
　ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間
では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する７２０画素×４８０ライン分の有効画素
（Active pixel）のデータが伝送される。
【０１１７】
　データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブ
ランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間で
は、補助データ（Auxiliary data）が伝送される。
【０１１８】
　すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の
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。
【０１１９】
　コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り
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。
【０１２０】
　ここで、現行のＨＤＭＩでは、ＴＭＤＳクロックチャネルで伝送されるピクセルクロッ
クの周波数は、例えば１６５ＭＨｚであり、この場合、データアイランド区間の伝送レー
トは約５００Ｍbps程度である。
【０１２１】
　図７は、ＨＤＭＩ端子２１１，２５１のピン配列を示している。このピン配列はタイプ
Ａ（type-A）と呼ばれている。
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【０１２２】
　ＴＭＤＳチャネル＃ｉの差動信号であるＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ＋とＴＭＤＳ　Ｄａｔ
ａ＃ｉ－が伝送される差動線である２本のラインは、ＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ＋が割り当
てられているピン（ピン番号が１，４，７のピン）と、ＴＭＤＳ　Ｄａｔａ＃ｉ－が割り
当てられているピン（ピン番号が３，６，９のピン）に接続される。
【０１２３】
　また、制御用のデータであるＣＥＣ信号が伝送されるＣＥＣライン８４は、ピン番号が
１３であるピンに接続され、ピン番号が１４のピンは空き（Reserved）ピンとなっている
。また、Ｅ－ＥＤＩＤ等のＳＤＡ(Serial Data)信号が伝送されるラインは、ピン番号が
１６であるピンに接続され、ＳＤＡ信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であ
るＳＣＬ(Serial Clock)信号が伝送されるラインは、ピン番号が１５であるピンに接続さ
れる。上述のＤＤＣ８３は、ＳＤＡ信号が伝送されるラインおよびＳＣＬ信号が伝送され
るラインにより構成される。
【０１２４】
　また、上述したようにソース機器がシンク機器の接続を検出するためのＨＰＤライン８
６は、ピン番号が１９であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給するた
めのライン８７は、ピン番号が１８であるピンに接続される。
【０１２５】
　図８は、図１のＡＶシステム２００における、ディスクレコーダ２１０の高速データラ
インインタフェース２１３と、テレビ受信機２５０の高速データラインインタフェース２
５３の構成例を示している。これらインタフェース２１３，２５３は、ＬＡＮ(Local Are
a Network)通信を行う通信部を構成する。この通信部は、ＨＤＭＩケーブル３５０を構成
する複数のラインのうち、１対の差動ライン、この実施の形態においては、空き（Reserv
e）ピン（１４ピン）に対応したリザーブライン（Ether－ライン）、およびＨＰＤピン（
１９ピン）に対応したＨＰＤライン（Ether＋ライン）を用いて、双方向通信を行う。
【０１２６】
　ディスクレコーダ２１０はＬＡＮ信号送信回路４１１、終端抵抗４１２、ＡＣ結合容量
４１３，４１４、ＬＡＮ信号受信回路４１５、並びに減算回路４１６を有し、これらは高
速データラインインタフェース２１３を構成している。
【０１２７】
　ＨＤＭＩ端子２１１の１４ピンと１９ピンとの間には、ＡＣ結合容量４１３、終端抵抗
４１２およびＡＣ結合容量４１４の直列回路が接続される。ＡＣ結合容量４１３と終端抵
抗４１２の互いの接続点Ｐ１は、ＬＡＮ信号送信回路４１１の正出力側に接続されると共
に、ＬＡＮ信号受信回路４１５の正入力側に接続される。また、ＡＣ結合容量４１４と終
端抵抗４１２の互いの接続点Ｐ２は、ＬＡＮ信号送信回路４１１の負出力側に接続される
と共に、ＬＡＮ信号受信回路４１５の負入力側に接続される。ＬＡＮ信号送信回路４１１
の入力側には、送信信号（送信データ）ＳＧ411が供給される。
【０１２８】
　また、減算回路４１６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ412
が供給され、この減算回路４１６の負側端子には、送信信号（送信データ）ＳＧ411が供
給される。この減算回路４１６では、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ412から
送信信号ＳＧ411が減算され、受信信号（受信データ）ＳＧ413が得られる。
【０１２９】
　テレビ受信機２５０は、ＬＡＮ信号送信回路４４１、終端抵抗４４２、ＡＣ結合容量４
４３，４４４、ＬＡＮ信号受信回路４４５および減算回路４４６を有し、これらは高速デ
ータラインインタフェース２５３を構成している。また、テレビ受信機２５０は、プルア
ップ抵抗４４７，４４８を有している。
【０１３０】
　ＨＤＭＩ端子２５１の１４ピンと１９ピンとの間には、ＡＣ結合容量４４３、終端抵抗
４４２およびＡＣ結合容量４４４の直列回路が接続される。ＡＣ結合容量４４３と終端抵
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抗４４２の互いの接続点Ｐ３は、ＬＡＮ信号送信回路４４１の正出力側に接続されると共
に、ＬＡＮ信号受信回路４４５の正入力側に接続される。また、ＡＣ結合容量４４４と終
端抵抗４４２の互いの接続点Ｐ４は、ＬＡＮ信号送信回路４４１の負出力側に接続される
と共に、ＬＡＮ信号受信回路４４５の負入力側に接続される。ＬＡＮ信号送信回路４４１
の入力側には、送信信号（送信データ）ＳＧ417が供給される。
【０１３１】
　また、減算回路４４６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418
が供給され、この減算回路４４６の負側端子には、送信信号ＳＧ417が供給される。この
減算回路４４６では、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418から送信信号ＳＧ417
が減算され、受信信号（受信データ）ＳＧ419が得られる。
【０１３２】
　また、ＨＤＭＩ端子２５１の１９ピンはプルアップ抵抗４４７を介して電源線（＋５．
０Ｖ）に接続されている。また、このテレビ受信機２５０はｅＨＤＭＩ対応機器であるこ
とから、ＨＤＭＩ端子２５１の１４ピンはプルアップ抵抗４４８を介して電源線（＋５．
０Ｖ）に接続されている。
【０１３３】
　ＨＤＭＩケーブル３５０に含まれるリザーブライン５０１およびＨＰＤライン５０２は
、差動ツイストペアを構成している。リザーブライン５０１のソース側端５１１はＨＤＭ
Ｉ端子２１１の１４ピンに接続され、当該リザーブライン５０１のシンク側端５２１はＨ
ＤＭＩ端子２５１の１４ピンに接続される。また、ＨＰＤライン５０２のソース側端５１
２はＨＤＭＩ端子２１１の１９ピンに接続され、当該ＨＰＤライン５０２のシンク側端５
２２はＨＤＭＩ端子２５１の１９ピンに接続される。
【０１３４】
　次に、上述したように構成された高速データラインインタフェース２１３，２５３によ
るＬＡＮ通信の動作を説明する。
【０１３５】
　ディスクレコーダ２１０において、送信信号（送信データ）ＳＧ411はＬＡＮ信号送信
回路４１１の入力側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路４１１から送信信号ＳＧ411に
対応した差動信号（正出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡＮ信号送信回
路４１１から出力される差動信号は、接続点Ｐ１，Ｐ２に供給され、ＨＤＭＩケーブル３
５０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰＤライン５０２）を通じて、テレビ受
信機２５０に送信される。
【０１３６】
　また、テレビ受信機２５０において、送信信号（送信データ）ＳＧ417はＬＡＮ信号送
信回路４４１の入力側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路４４１から送信信号ＳＧ417
に対応した差動信号（正出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡＮ信号送信
回路４４１から出力される差動信号は、接続点Ｐ３，Ｐ４に供給され、ＨＤＭＩケーブル
３５０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰＤライン５０２）を通じて、ディス
クレコーダ２１０に送信される。
【０１３７】
　また、ディスクレコーダ２１０において、ＬＡＮ信号受信回路４１５の入力側は接続点
Ｐ１，Ｐ２に接続されていることから、当該ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ41
2として、ＬＡＮ信号送信回路４１１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送
信信号と、上述したようにテレビ受信機２５０から送信されてくる差動信号に対応した受
信信号との加算信号が得られる。減算回路４１６では、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力
信号ＳＧ412から送信信号ＳＧ411が減算される。そのため、この減算回路４１６の出力信
号ＳＧ413は、テレビ受信機２５０の送信信号（送信データ）ＳＧ417に対応したものとな
る。
【０１３８】
　また、テレビ受信機２５０において、ＬＡＮ信号受信回路４４５の入力側は接続点Ｐ３
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，Ｐ４に接続されていることから、当該ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418と
して、ＬＡＮ信号送信回路４４１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送信信
号と、上述したようにディスクレコーダ２１０から送信されてくる差動信号に対応した受
信信号との加算信号が得られる。減算回路４４６では、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力
信号ＳＧ418から送信信号ＳＧ417が減算される。そのため、この減算回路４４６の出力信
号ＳＧ419は、ディスクレコーダ２１０の送信信号（送信データ）ＳＧ411に対応したもの
となる。
【０１３９】
　このように、ディスクレコーダ２１０の高速データラインインタフェース２１３と、テ
レビ受信機２５０の高速データラインインタフェース２５３との間では、双方向のＬＡＮ
通信を行うことができる。
【０１４０】
　なお、テレビ受信機２５０において、ＨＤＭＩ端子２５１の１９ピンは電源線（＋５．
０Ｖ）に接続されている。そのため、ディスクレコーダ２１０にＨＤＭＩケーブル３５０
を介してテレビ受信機２５０が接続されるとき、ＨＤＭＩ端子２１１の１９ピンの電圧Ｖ
hpdが高くなる。従って、ディスクレコーダ２１０では、ＨＤＭＩ端子２１１の１９ピン
の電圧Ｖrsvを監視することで、ディスクレコーダ２１０にＨＤＭＩケーブル３５０を介
してテレビ受信機２５０が接続されたか否かを検出できる。
【０１４１】
　また、テレビ受信機２５０において、ＨＤＭＩ端子２５１の１４ピンは電源線（＋５．
０Ｖ）に接続されている。そのため、ディスクレコーダ２１０にＨＤＭＩケーブル３５０
を介してテレビ受信機２５０が接続されるとき、ＨＤＭＩ端子２１１の１４ピンの電圧Ｖ
hpdが高くなる。従って、ディスクレコーダ２１０では、ＨＤＭＩ端子２１１の１４ピン
の電圧Ｖhpdを監視することで、テレビ受信機２５０がｅＨＤＭＩ対応機器であることを
認識できる。
【０１４２】
　この実施の形態において、テレビ受信機２５０は、ディスクレコーダ２１０がｅＨＤＭ
Ｉ対応機器であることを認識できる。以下に、その手法について、説明する。
【０１４３】
　ディスクレコーダ２１０は、例えば、ディスクレコーダ２１０にＨＤＭＩケーブル３５
０を介してテレビ受信機２５０が接続されたとき、自身がｅＨＤＭＩ対応機器であること
、つまりＨＤＭＩケーブル３５０のリザーブラインおよびＨＰＤラインにより構成される
通信路を利用する通信部（高速データラインインタフェース２１３等）を有していること
を示す機能情報を、テレビ受信機２５０に送信する。また、ディスクレコーダ２１０は、
この機能情報に、ディスクレコーダ２１０が対応し得る伝送フォーマット（アプリケーシ
ョン）の情報を含める。
【０１４４】
　ここで、伝送フォーマット情報は、ＳＰＤＩＦ（Sony Philips Digital InterFace）信
号のみに対応しているか、イーサネット信号のみに対応しているか、あるいはＳＰＤＩＦ
信号およびイーサネット信号の双方に対応しているか、の情報である。
【０１４５】
　ここで、ＳＰＤＩＦ信号について簡単に説明する。このＳＰＤＩＦ信号は、ＳＰＤＩＦ
規格において伝送される信号である。ＳＰＤＩＦ規格とは、デジタルオーディオ信号をリ
アルタイムに伝送するためのインタフェース規格である。ＳＰＤＩＦ信号は、バイフェー
ズマーク変調されるため、その信号中にクロック成分を含んでいる。
【０１４６】
　なお、上述の図８の構成例は、イーサネット信号のみに対応している場合を示している
。ＳＰＤＩＦ信号にも対応している場合には、図９に示すような構成例となる。テレビ受
信機２５０はＳＰＤＩＦ送信回路４４９を有している。このＳＰＤＩＦ送信回路４４９か
ら出力されるＳＰＤＩＦ信号は、加算器４５１，４５２によって、ＨＤＭＩケーブル３５
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０を構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインを用いて、ディスクレコーダ２１０側に
同相で送信される。ここで、ＳＰＤＩＦ送信回路４４９は、高速データラインインタフェ
ース２５３と同様に、リザーブラインおよびＨＰＤラインにより構成される通信路を用い
て通信を行う通信部を構成している。
【０１４７】
　また、ディスクレコーダ２１０はＳＰＤＩＦ受信回路４１７を有している。ＨＤＭＩケ
ーブル３５０を構成するリザーブラインおよびＨＰＤラインによりテレビ受信機２５０側
から同相送信されたＳＰＤＩＦ信号は加算器４２１で加算されてＳＰＤＩＦ受信回路４１
７に供給される。ここで、ＳＰＤＩＦ受信回路４１７は、高速データラインインタフェー
ス２１３と同様に、リザーブラインおよびＨＰＤラインにより構成される通信路を用いて
通信を行う通信部を構成している。
【０１４８】
　なお、ＳＰＤＩＦ信号のみに対応している場合には、図９に示す構成例において、高速
データインタフェース２１３，２５３を除いた構成となる。
【０１４９】
　例えば、ディスクレコーダ２１０は、上述したＴＭＤＳチャネルでテレビ受信機２５０
に送信する映像信号のブランキング期間に上述の機能情報を挿入することで、当該機能情
報をテレビ受信機２５０に送信する。ここで、ディスクレコーダ２１０は、例えば、ＨＤ
ＭＩのＡＶＩ(Auxiliary Video Information) InfoFrameパケットを用いて、上述の機能
情報を映像信号のブランキング期間に挿入する。
【０１５０】
　このＡＶＩ InfoFrameパケットは、上述したデータアイランド区間に配置される。図１
０は、ＡＶＩ InfoFrameパケットのデータ構造を示している。ＨＤＭＩでは、当該ＡＶＩ
 InfoFrame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。
【０１５１】
　この実施の形態において、機能情報は、例えば、図１０にＡＶＩ InfoFrameのデータ構
造を示すように、４バイト目（Data Byte1）におけるＥ１の１ビットと、８バイト目（Da
ta Byte5）におけるＥ２，Ｅ３の２ビットとに、階層的に配置される。
【０１５２】
　１ビットのデータであるＥ１は、ＨＤＭＩケーブル３５０のリザーブラインおよびＨＰ
Ｄラインにより構成される通信路を介して通信を行う通信部（高速データラインタフェー
ス２１３、ＳＰＤＩＦ受信回路４１７）を有するｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かを識別
するためのデータである。ここで、Ｅ１＝０であるときはｅＨＤＭＩ対応機器でないこと
を示し、Ｅ１＝１であるときはｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す。
【０１５３】
　また、２ビットのデータであるＥ２，Ｅ３は、ＳＰＤＩＦ信号のみに対応しているか、
イーサネット信号のみに対応しているか、あるいはＳＰＤＩＦ信号およびイーサネット信
号の双方に対応しているかを識別するためのビットデータである。例えば、Ｅ２＝１、Ｅ
３＝０であるときはＳＰＤＩＦ信号のみに対応していることを示し、Ｅ２＝０、Ｅ３＝１
であるときはイーサネット信号のみに対応していることを示し、Ｅ２＝１、Ｅ３＝１であ
るときはＳＰＤＩＦ信号およびイーサネット信号の双方に対応していることを示す。
【０１５４】
　ディスクレコーダ２１０が、上述したようにＴＭＤＳチャネルでテレビ受信機２５０に
送信する映像信号のブランキング期間に機能情報を挿入することで、当該機能情報をテレ
ビ受信機２５０に送信する場合、テレビ受信機２５０では、ＴＭＤＳチャネルでディスク
レコーダ２１０から受信された映像信号のブランキング期間から上述の機能情報を抽出す
ることで、当該機能情報を受信する。
【０１５５】
　なお、上述ではＡＶＩInfoFrameパケットを用いて機能情報を映像信号のブランキング
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期間に挿入したものを示した。詳細説明は省略するが、ＧＣＰパケット等のその他のパケ
ットを用いても、機能情報を映像信号のブランキング期間に挿入できる。
【０１５６】
　また、例えば、ディスクレコーダ２１０は、上述の機能情報を、ＨＤＭＩケーブル３５
０の制御データラインであるＣＥＣライン８４を介して、テレビ受信機２５０に送信する
。この場合、テレビ受信機２５０は、ディスクレコーダ２１０からＣＥＣライン８４を介
して、機能情報を受信することになる。
【０１５７】
　テレビ受信機２５０は、上述のように、機能情報を受信することで、ディスクレコーダ
２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否か、そして、ｅＨＤＭＩ対応機器である場合に対
応し得る伝送フォーマット（アプリケーション）を認識できる。なお、上述のように、デ
ィスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に機能情報を送信する場合、ディスクレコ
ーダ２１０のＨＤＭＩ送信部２１２は機能情報送信部を構成し、テレビ受信機２５０のＨ
ＤＭＩ受信部２５２は機能情報受信部を構成している。
【０１５８】
　なお、上述では、ディスクレコーダ２１０にＨＤＭＩケーブル３５０を介してテレビ受
信機２５０が接続された場合に、ディスクレコーダ２１０が自動的にテレビ受信機２５０
に機能情報を送信するものを示した。しかし、テレビ受信機２５０側から、当該機能情報
の送信要求をディスクレコーダ２１０に送信し、ディスクレコーダ２１０は、当該送信要
求を受信したときに、テレビ受信機２５０に機能情報を送信するようにしてもよい。
【０１５９】
　テレビ受信機２５０は、例えば、パワーオン時、テレビ受信機２５０がＨＤＭＩ入力の
切り替えを行ったとき等に、当該送信要求を、ＣＥＣライン８４を介して、ディスクレコ
ーダ２１０に送信する。この場合、テレビ受信機２５０のＨＤＭＩ受信部２５３は機能情
報要求部を構成し、ディスクレコーダ２１０のＨＤＭＩ送信部２１３は送信要求受信部を
構成する。
【０１６０】
　このように、テレビ受信機２５０がディスクレコーダ２１０に送信要求を送信するもの
にあっては、テレビ受信機２５０は、任意のタイミング（例えば、パワーオン時、入力切
り替え時など）でディスクレコーダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否か、さらには
ディスクレコーダ２１０が対応する伝送フォーマット（アプリケーション）を確認できる
。
【０１６１】
　上述ではディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に機能情報を送信する例を説
明した。逆に、テレビ受信機２５０からディスクレコーダ２１０に、上述したと同様にし
て機能情報を送信することも考えられる。この場合には、映像信号のブランキング期間に
機能情報を挿入して送信するということはできないが、制御データラインであるＣＥＣラ
イン８４を介して機能情報を送信することができる。この場合、ディスクレコーダ２１０
のＨＤＭＩ送信部２１２は機能情報受信部を構成し、テレビ受信機２５０のＨＤＭＩ受信
部２５２は機能情報送信部を構成することになる。
【０１６２】
　ここで、ＣＥＣライン（ＣＥＣチャネル）を用いた機能情報の送受信について説明する
。このＣＥＣラインでは、ソース機器とシンク機器の間で、双方向に、制御データの伝送
が可能となっている。この発明において、上述の機能情報は、ＣＥＣ（Consumer Electro
nics Control）データあるいはＣＤＣ（Capability Discovery Channel）データとして、
ソース機器からシンク機器に、あるいはシンク機器からソース機器に送られる。
【０１６３】
　図１１は、ＣＥＣラインで伝送されるＣＥＣデータの構造を示している。ＣＥＣライン
では、１０ビットデータからなる１ブロックが、４．５ｍ秒で伝送される。先頭にスター
トビットが配置され、それに続いて、ヘッダブロックが配置され、その後に、実際に伝送
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したいデータが含まれる任意の個数（ｎ個）のデータブロックが配置される。機能情報は
、データブロックに含まれる。
【０１６４】
　図１２は、ヘッダブロックの構造例を示した図である。ヘッダブロックには、送信元（
Initiator）の論理アドレス（Logical Address）と、あて先（Destination）の論理アド
レス（Logical Address）とが配置される。各論理アドレスは、各機器の種類に応じて設
定される。
【０１６５】
　図１３は、各機器の種類に応じて設定される論理アドレスを示している。図１３に示す
ように、機器の種類毎に、“０”から“１５”までの１６種類のアドレス値が設定されて
いる。図１２のヘッダブロックを構成する送信元（Initiator）の論理アドレスおよびあ
て先（Destination）の論理アドレスには、対応するアドレス値が４ビットで配置される
。
【０１６６】
　次に、ＣＤＣデータについて説明する。ＣＤＣは、物理層はＣＥＣと同じであるが、論
理層はＣＥＣとは異なるものとして定義される。ＣＤＣデータの構造は、図示しないが、
図１１に示すＣＥＣのデータ構造と同様の構造とされ、先頭にスタートビットが配置され
、それに続いて、ヘッダブロックが配置され、その後に、実際に伝送したいデータが含ま
れる任意の個数（ｎ個）のデータブロックが配置された構造とされる。
【０１６７】
　また、ＣＤＣデータのヘッダブロックの構造は、図示しないが、図１２に示すＣＥＣデ
ータのヘッダブロックと構造的には同一とされている。しかし、ヘッダブロックを構成す
る送信元（Initiator）の論理アドレスおよびあて先（Destination）の論理アドレスとし
て、機器の種類に依らずに、常に、“１５”が使用される。つまり、送信元（Initiator
）に関しては不明（Unregistered）とされ、あて先（Destination）に関してはブロード
キャスト（Broadcast）とされる。
【０１６８】
　このようにＣＤＣデータの伝送にあっては、ヘッダブロックに配置される送信元および
あて先の論理アドレス（Logical Address）としていずれも“１５”が使用されるので、
各機器の論理アドレスを取得する必要はない。ＣＤＣデータによるメッセージ（ＣＤＣメ
ッセージ）は、ＣＥＣにとっては、送信元が不明なブロードキャストメッセージというこ
とになり、どの機器がどの機器に宛てたメッセージであるか分からない。
【０１６９】
　そこで、ＣＤＣメッセージにあっては、物理的な接続パスを識別するために、データブ
ロックに配置されるメッセージの中に、送信元（Initiator）およびあて先（Target）の
物理アドレス（Physical Address）を必ず含むようにされる。つまり、ＣＤＣメッセージ
の送信にあっては、論理アドレスを使用せずに、物理アドレスを使用する。
【０１７０】
　ＣＥＣは、ブロードキャストメッセージに関しては、〈Feature Abort〉「それは対応
していない」というメッセージを返すことができない。そこで、ＣＤＣとしては、この状
況を考えて、必ずメッセージを返すことにする。
【０１７１】
　［ＣＤＣメッセージ］
　ここでは、ＣＤＣデータのデータブロックに配置されるコマンドメッセージとして、〈
Exchange Supported Channels Info〉メッセージと、〈Activate Supported Channels〉
メッセージを定義する。〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージは、２つの機
器の間で機能情報を交換する際に用いられるメッセージである。また、〈Activate Suppo
rted Channels〉メッセージは、２つの機器の間で実際に起動（Activate）するチャネル
（伝送フォーマット）を確認して通信を開始する際に用いられるメッセージである。各メ
ッセージは、例えば、以下のような、データ構造をとる。
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【０１７２】
【表１】

【０１７３】
　〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージについて説明する。この〈Exchange
 Supported Channels Info〉メッセージは、第１～第５の５バイトのデータを有している
。第１バイトおよび第２バイトには送信元（Initiator）の物理アドレス（Physical Addr
ess）が配置され、第３バイトおよび第４バイトにはあて先（Target）の物理アドレス（P
hysical Address）が配置されている。
【０１７４】
　また、第５バイトに、送信元（Initiator）の機能情報が配置される。この機能情報は
、自身がｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す情報であり、自身が対応し得るチャネル、
つまり自身が対応し得る伝送フォーマット（アプリケーション）の情報を含んでいる。
【０１７５】
　第５バイトの１ビット、例えば第７ビット（最上位ビット）は、自身がｅＨＤＭＩ対応
機器であって、上述のＳＰＤＩＦ信号の伝送フォーマット（アプリケーション）に対応し
ているか、つまり［Audio Return Channel］をサポートしているか否かを示す。この第５
バイトの１ビットは、サポートしているときは“１”とされ、サポートしていないときは
“０”とされる。
【０１７６】
　また、第５バイトの他の１ビット、例えば第６ビットは、自身がｅＨＤＭＩ対応機器で
あって、上述のイーサネット信号の伝送フォーマット（アプリケーション）に対応してい
るか、つまり［Ethernet Channel］をサポートしているか否かを示す。この第５バイトの
他の１ビットは、サポートしているときは“１”とされ、サポートしていないときは“０
”とされる。
【０１７７】
　また、第５バイトの残りの６ビット、例えば、第５ビット～第０ビットは、リザーブビ
ットとされ、全て“０”とされる。
【０１７８】
　次に、〈Activate Supported Channels〉メッセージについて説明する。この〈Activat
e Supported Channels〉メッセージは、第１～第５の５バイトのデータを有している。第
１バイトおよび第２バイトには送信元（Initiator）の物理アドレス（Physical Address
）が配置され、第３バイトおよび第４バイトにはあて先（Target）の物理アドレス（Phys
ical Address）が配置されている。
【０１７９】
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　また、第５バイトに、送信元（Initiator）が起動を求めるチャネル（伝送フォーマッ
ト）の情報が配置される。第５バイトの１ビット、例えば第７ビットは、自身がＳＰＤＩ
Ｆ信号の通信、つまり［Audio Return Channel］のチャネルの起動を求めるか否かを示す
。この第５バイトの１ビットは、起動を求めるときは“１”とされ、起動を求めないとき
は“０”される。
【０１８０】
　また、第５バイトの他の１ビット、例えば第６ビットは、自身がイーサネット信号の通
信、つまり［Ethernet Channel］のチャネルの起動を求めるか否かを示す。この第５バイ
トの他の１ビットは、起動を求めるときは“１”とされ、起動を求めないときは“０”さ
れる。
【０１８１】
　また、第５バイトの残りの６ビット、例えば、第５ビット～第０ビットは、リザーブビ
ットとされ、全て“０”とされる。
【０１８２】
　上述の〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージおよび〈Activate Supported
 Channels〉メッセージのルールは、以下のように定義される。すなわち、あるＣＤＣデ
バイスが〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージをブロードキャストしたとき
、そのメッセージの中に含まれるあて先の物理アドレス（Physical Address）を持つＣＤ
Ｃデバイスは、自身の情報（パラメータ）を含む〈Exchange Supported Channels Info〉
メッセージをブロードキャストする。
【０１８３】
　また、あるＣＤＣデバイスが〈Activate Supported Channels〉メッセージをブロード
キャストしたとき、そのメッセージの中に含まれるあて先の物理アドレス（Physical Add
ress）を持つＣＤＣデバイスは、自身の情報（パラメータ）を含む〈Activate Supported
 Channels〉メッセージをブロードキャストする。さらに、〈Exchange Supported Channe
ls Info〉メッセージで交換した機能情報で、［Audio Return Channel］、［Ethernet Ch
annel］のチャネルのうち、双方でサポートしているチャネル（伝送フォーマット）があ
るとき、２つの機器の間でそのチャネルによる通信が可能となる。
【０１８４】
　なお、ＣＤＣデバイスとは、ＣＤＣデータ（Exchange Supported Channels Info〉メッ
セージ、〈Activate Supported Channels〉メッセージ等）に対応可能なｅＨＤＭＩ対応
機器を意味する。一方、Ｎｏｎ－ＣＤＣデバイスとは、ＣＤＣデータ（Exchange Support
ed Channels Info〉メッセージ、〈Activate Supported Channels〉メッセージ等）に対
応不可能なｅＨＤＭＩ対応機器を意味する。
【０１８５】
　［Exchange シーケンス］
　次に、〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージの使用例について、図１４の
シーケンス図を参照して説明する。なお、この場合、図１５に示す機器構成のＡＶシステ
ム１０を想定している。すなわち、ＡＶシステム１０は、ＣＤＣデバイス１１，１２と、
Ｎｏｎ－ＣＤＣデバイス１３とからなっている。ＣＤＣデバイス１１のＨＤＭＩ端子１１
ａとＣＤＣデバイス１２のＨＤＭＩ端子１２ａとはＨＤＭＩケーブル１４を介して接続さ
れている。また、ＣＤＣデバイス１１のＨＤＭＩ端子１１ｂとＮｏｎ－ＣＤＣデバイス１
３のＨＤＭＩ端子１３ａとはＨＤＭＩケーブル１５を介して接続されている。また、ＣＤ
Ｃデバイス１１の物理アドレス（Physical Address）は［0.0.0.0］であり、ＣＤＣデバ
イス１２の物理アドレス（Physical Address）は［1.0.0.0］であり、Ｎｏｎ－ＣＤＣデ
バイス１３の物理アドレス（Physical Address）は［2.0.0.0］である。
【０１８６】
　図１４に戻って、(ａ)ＣＤＣデバイス１１は、ＣＤＣデバイス１２と機能情報を交換す
るために、〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージをブロードキャストする。
この〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージに含まれる、送信元（Initiator
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）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされ、あて先（Target）の物理アドレスは［1.0.0.0］
とされる。また、ＣＤＣデバイス１１は、この〈Exchange Supported Channels Info〉メ
ッセージに、自身の機能情報を含める。例えば、この〈Exchange Supported Channels In
fo〉メッセージでは、［Audio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方のチ
ャネルをサポートしていることが示される。
【０１８７】
　（ｂ）ＣＤＣデバイス１２は、ＣＤＣデバイス１１からブロードキャストされた〈Exch
ange Supported Channels Info〉メッセージに含まれているあて先の物理アドレスが、自
身の物理アドレス［1.0.0.0］であることから、〈Exchange Supported Channels Info〉
メッセージをブロードキャストする。この〈Exchange Supported Channels Info〉メッセ
ージに含まれる、送信元（Initiator）の物理アドレスは［1.0.0.0］とされ、あて先（Ta
rget）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１２は、この〈Exc
hange Supported Channels Info〉メッセージに、自身の機能情報を含める。例えば、こ
の〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージでは、［Audio Return Channel］お
よび［Ethernet Channel］の双方のチャネルをサポートしていることが示される。
【０１８８】
　このようにして、ＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２との間で、〈Exchange Sup
ported Channels Info〉メッセージが送受信されることで、互いの機能情報、つまりｅＨ
ＤＭＩ対応機器であるか否か、［Audio Return Channel］や［Ethernet Channel］をサポ
ートしているか否かを示す情報が交換される。
【０１８９】
　（ｃ）ＣＤＣデバイス１１は、Ｎｏｎ－ＣＤＣデバイス１３と機能情報を交換するため
に、〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージをブロードキャストする。この〈
Exchange Supported Channels Info〉メッセージに含まれる、送信元（Initiator）の物
理アドレスは［0.0.0.0］とされ、あて先（Target）の物理アドレスは［2.0.0.0］とされ
る。また、ＣＤＣデバイス１１は、この〈Exchange Supported Channels Info〉メッセー
ジに、自身の機能情報を含める。例えば、この〈Exchange Supported Channels Info〉メ
ッセージでは、［Audio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方のチャネル
をサポートしていることが示される。
【０１９０】
　（ｄ）Ｎｏｎ－ＣＤＣデバイス１３は、ＣＤＣデバイス１１からブロードキャストされ
た〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージに含まれているあて先の物理アドレ
スが自身の物理アドレス［2.0.0.0］であったとしても、何等反応しない。この場合、Ｃ
ＤＣデバイス１１は、２秒Ｍａｘルールで、２秒経過しても何も反応がないとき、Ｎｏｎ
－ＣＤＣデバイス１３は、［Audio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方
のチャネルともサポートしていないと、認識する。
【０１９１】
　［Activate/De-Activate シーケンス］
　次に、〈Activate Supported Channels〉メッセージの使用例について、図１６のシー
ケンス図を参照して説明する。なお、この場合、図１５に示す機器構成のＡＶシステム１
０において、上述したように〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージを用いて
機能情報の交換を行ったＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２の間で通信を行う場合
を想定している。
【０１９２】
　(ａ)ＣＤＣデバイス１１は、ＣＤＣデバイス１２と実際に起動（Activate）を求めるチ
ャネル（伝送フォーマット）を確認して通信を開始するために、〈Activate Supported C
hannels〉メッセージをブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels〉メ
ッセージに含まれる、送信元（Initiator）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされ、あて先
（Target）の物理アドレスは［1.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１１は、この
〈Activate Supported Channels〉メッセージに、自身が起動（Activate）を求めるチャ



(30) JP 5720824 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

ネル（伝送フォーマット）の情報を配置する。例えば、この〈Activate Supported Chann
els〉メッセージでは、［Audio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方の
チャネルの起動を求めることが示される。
【０１９３】
　（ｂ）ＣＤＣデバイス１２は、ＣＤＣデバイス１１からブロードキャストされた〈Acti
vate Supported Channels〉メッセージに含まれているあて先の物理アドレスが、自身の
物理アドレス［1.0.0.0］であることから、〈Activate Supported Channels〉メッセージ
をブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels〉メッセージに含まれる
、送信元（Initiator）の物理アドレスは［1.0.0.0］とされ、あて先（Target）の物理ア
ドレスは［0.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１２は、この〈Activate Supporte
d Channels〉メッセージに、自身が起動の求めに同意するチャネル（伝送フォーマット）
の情報を配置する。例えば、この〈Activate Supported Channels〉メッセージでは、［A
udio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方のチャネルの起動の求めに同
意することが示される。
【０１９４】
　このようにして、ＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２との間で、〈Activate Sup
ported Channels〉メッセージが送受信されることで、双方が共通して起動可能なチャネ
ル（伝送フォーマット）を確認して、通信が開始される。図１６の例では、ＣＤＣデバイ
ス１１およびＣＤＣデバイス１２の双方とも、［Audio Return Channel］および［Ethern
et Channel］の起動が可能であり、双方のチャネル（伝送フォーマット）が起動されて、
通信が開始される。
【０１９５】
　（ｃ）その後、ＣＤＣデバイス１２は、例えば、ネットワーク端子を通じてイーサネッ
ト通信を行うために、［Ethernet Channel］の通信を止めたい場合、〈Activate Support
ed Channels〉メッセージをブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels
〉メッセージに含まれる、送信元（Initiator）の物理アドレスは［1.0.0.0］とされ、あ
て先（Target）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１２は、
この〈Activate Supported Channels〉メッセージには、自身が起動を求めるチャネル（
伝送フォーマット）は、［Audio Return Channel］のチャネルであることが示され、［Et
hernet Channel］のチャネルは除かれる。
【０１９６】
　（ｄ）ＣＤＣデバイス１１は、ＣＤＣデバイス１２からブロードキャストされた〈Acti
vate Supported Channels〉メッセージに含まれているあて先の物理アドレスが、自身の
物理アドレス［0.0.0.0］であることから、〈Activate Supported Channels〉メッセージ
をブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels〉メッセージに含まれる
、送信元（Initiator）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされ、あて先（Target）の物理ア
ドレスは［1.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１１は、この〈Activate Supporte
d Channels〉メッセージに、自身が起動の求めに同意するチャネル（伝送フォーマット）
の情報を配置する。例えば、この〈Activate Supported Channels〉メッセージでは、［A
udio Return Channel］のチャネルの起動の求めに同意することが示される。
【０１９７】
　このようにして、ＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２との間で、〈Activate Sup
ported Channels〉メッセージが送受信されることで、双方が共通して起動可能な伝送フ
ォーマット（アプリケーション）が再確認され、［Ethernet Channel］のチャネルによる
通信は中止され、［Audio Return Channel］のチャネルによる通信のみが継続して行われ
る。
【０１９８】
　次に、〈Activate Supported Channels〉メッセージの他の使用例について、図１７の
シーケンス図を参照して説明する。なお、この場合、図１５に示す機器構成のＡＶシステ
ム１０において、上述したように〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージを用
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いて機能情報の交換を行ったＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２の間で通信を行う
場合を想定している。
【０１９９】
　(ａ)ＣＤＣデバイス１１は、ＣＤＣデバイス１２と実際に起動を求めるチャネル（伝送
フォーマット）を確認して通信を開始するために、〈Activate Supported Channels〉メ
ッセージをブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels〉メッセージに
含まれる、送信元（Initiator）の物理アドレスは［0.0.0.0］とされ、あて先（Target）
の物理アドレスは［1.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１１は、この〈Activate 
Supported Channels〉メッセージに、自身が起動を求めるチャネル（伝送フォーマット）
の情報を配置する。例えば、この〈Activate Supported Channels〉メッセージでは、［A
udio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方のチャネルの起動を求めるこ
とが示される。
【０２００】
　（ｂ）ＣＤＣデバイス１２は、ＣＤＣデバイス１１からブロードキャストされた〈Acti
vate Supported Channels〉メッセージに含まれているあて先の物理アドレスが、自身の
物理アドレス［1.0.0.0］であることから、〈Activate Supported Channels〉メッセージ
をブロードキャストする。この〈Activate Supported Channels〉メッセージに含まれる
、送信元（Initiator）の物理アドレスは［1.0.0.0］とされ、あて先（Target）の物理ア
ドレスは［0.0.0.0］とされる。また、ＣＤＣデバイス１２は、この〈Activate Supporte
d Channels〉メッセージに、自身が起動の求めに同意するチャネル（伝送フォーマット）
の情報を配置する。例えば、この〈Activate Supported Channels〉メッセージでは、［A
udio Return Channel］のチャネルの起動の求めに同意することが示される。
【０２０１】
　このようにして、ＣＤＣデバイス１１とＣＤＣデバイス１２との間で、〈Activate Sup
ported Channels〉メッセージが送受信されることで、双方が共通して起動可能なチャネ
ル（伝送フォーマット）を確認して、通信が開始される。図１６の例では、ＣＤＣデバイ
ス１１では［Audio Return Channel］および［Ethernet Channel］の双方のチャネルの起
動を求めるが、ＣＤＣデバイス１２では［Audio Return Channel］のチャネルの起動のみ
同意するので、この［Audio Return Channel］のチャネルのみが起動されて、通信が開始
される。
【０２０２】
　なお、上述した〈Activate Supported Channels〉メッセージの送受信は、例えば、〈E
xchange Supported Channels Info〉メッセージを用いて機能情報の交換を行って、双方
の機能が分かった後に行われる。その後は、通信を希望するチャネルの変更時など、任意
のタイミングで行われる。
【０２０３】
　［ＣＤＣメッセージの有効性の向上］
　上述したようにＣＤＣメッセージには、送信元（Initiator）およびあて先（Target）
の物理アドレス（Physical Address）を必ず含むようにされる。例えば、シンク機器が複
数のＨＤＭＩ端子を備えている場合、ＨＰＤ信号が“Ｌ”にある所定のポート（ＨＤＭＩ
端子）に接続されているソース機器にあっては、物理アドレス（Physical Address）が不
定となる。このように物理アドレスが不定であるとき、上述したＣＤＣメッセージの有効
性は低下する。そこで、このような場合に、ＣＤＣメッセージの有効性の向上を図る例を
、以下に説明する。
【０２０４】
　［例１］
　この例１は、〈Activate Supported Channels〉メッセージおよび〈Exchange Supporte
d Channels Info〉メッセージにダイレクトモード（Direct Mode）ビットを設けることで
、ＣＤＣメッセージの有効性の向上を図る。この場合、〈Exchange Supported Channels 
Info〉メッセージおよび〈Activate Supported Channels〉メッセージは、例えば、以下
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のような、データ構造をとる。
【０２０５】
【表２】

【０２０６】
　〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージについて説明する。この〈Exchange
 Supported Channels Info〉メッセージは、第１～第５の５バイトのデータを有している
。第１バイトおよび第２バイトには送信元（Initiator）の物理アドレス（Physical Addr
ess）が配置され、第３バイトおよび第４バイトにはあて先（Target）の物理アドレス（P
hysical Address）が配置されている。
【０２０７】
　また、第５バイトに、送信元（Initiator）の機能情報が配置される。この機能情報は
、ダイレクトモードに対応していることを示す情報を持っている。また、この機能情報は
、自身がｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す情報を持っており、自身が対応し得るチャ
ネル（伝送フォーマット）の情報を含んでいる。すなわち、第５バイトの１ビット、例え
ば第７ビットは、自身がダイレクトモードに対応しているか否かを示す。この第５バイト
の１ビットは、サポートしているときは“１”とされ、サポートしていないときは“０”
される。
【０２０８】
　また、第５バイトの他の１ビット、例えば第６ビットは、自身がｅＨＤＭＩ対応機器で
あって、上述のＳＰＤＩＦ信号に対応しているか、つまり［Audio Return Channel］をサ
ポートしているか否かを示す。この第５バイトの他の１ビットは、サポートしているとき
は“１”とされ、サポートしていないときは“０”される。
【０２０９】
　また、第５バイトの他の１ビット、例えば第５ビットは、自身がｅＨＤＭＩ対応機器で
あって、上述のイーサネット信号に対応しているか、つまり［Ethernet Channel］をサポ
ートしているか否かを示す。この第５バイトの他の１ビットは、サポートしているときは
“１”とされ、サポートしていないときは“０”される。また、第５バイトの残りの５ビ
ット、例えば、第４ビット～第０ビットは、リザーブビットとされ、全て“０”とされる
。
【０２１０】
　次に、〈Activate Supported Channels〉メッセージについて説明する。この〈Activat
e Supported Channels〉メッセージは、第１～第５の５バイトのデータを有している。第
１バイトおよび第２バイトには送信元（Initiator）の物理アドレス（Physical Address
）が配置され、第３バイトおよび第４バイトにはあて先（Target）の物理アドレス（Phys
ical Address）が配置されている。また、第５バイトに、ダイレクトモードによるメッセ
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ージであるか否かを示す情報と、送信元（Initiator）が起動を求めるチャネル（伝送フ
ォーマット）の情報が配置される。
【０２１１】
　すなわち、第５バイトの１ビット、例えば第７ビットは、ダイレクトモードによるメッ
セージであるか否かを示す。この第５バイトの１ビットは、ダイレクトモードによるメッ
セージであるときは“１”とされ、ダイレクトモードによるメッセージではなく通常のメ
ッセージであるときは“０”される。第５バイトの他の１ビット、例えば第６ビットは、
自身がＳＰＤＩＦ信号の通信、つまり［Audio Return Channel］のチャネル起動を求める
か否かを示す。この第５バイトの他の１ビットは、起動を求めるときは“１”とされ、起
動を求めないときは“０”される。
【０２１２】
　また、第５バイトの他の１ビット、例えば第５ビットは、自身がイーサネット信号の通
信、つまり［Ethernet Channel］のチャネル起動を求めるか否かを示す。この第５バイト
の他の１ビットは、起動を求めるときは“１”とされ、起動を求めないときは“０”され
る。また、第５バイトの残りの５ビット、例えば、第４ビット～第０ビットは、リザーブ
ビットとされ、全て“０”とされる。
【０２１３】
　上述したように各メッセージにダイレクトモードビットを設けるこの場合、例えば、以
下のような動作となる。すなわち、〈Activate Supported Channels〉メッセージによる
機能情報の交換時に、ＨＰＤ信号が“Ｌ”における通信、つまりダイレクトモードをサポ
ートしているか否かを確認する。そして、ダイレクトモードのサポートが確認された場合
には、〈Exchange Supported Channels Info〉メッセージの送受信をダイレクトモードで
行う。
【０２１４】
　ダイレクトモードをサポートする２つのＣＤＣデバイスの間では、送信元（Initiator
）は、ＣＤＣメッセージをダイレクトモードで送信することが許可される。送信元（Init
iator）は同じＣＤＣメッセージを他のＣＤＣデバイスに送信しないと共に、あて先（Tar
get）は受信したＣＤＣメッセージを他のＣＤＣデバイスに転送しない。
【０２１５】
　例えば、図１８に示すようなＡＶシステム２０の構成例を考える。送信元（Initiator
）のＣＤＣデバイス２１は３つのポート２１ａ～２１ｃを有している。あて先（Target）
のＣＤＣデバイス２２は４つのポート２２ａ～２２ｄを有している。ＣＤＣデバイス２１
のポート２１ａとあて先（Target）のＣＤＣデバイス２２のポート２２ａが接続されてい
る。
【０２１６】
　この場合、送信元（Initiator）のＣＤＣデバイス２１がダイレクトモードでＣＤＣメ
ッセージをあて先（Target）のＣＤＣデバイス２２に送信する場合、当該ＣＤＣデバイス
２２は、ポート２１ａにはＣＤＣメッセージを出すが、他のポート２１ｂ，２１ｃには同
一のＣＤＣメッセージを出さない。また、送信元（Initiator）のＣＤＣデバイス２１は
、ダイレクトモードでポート２２ａに送られてきたＣＤＣメッセージを、他のポート２２
ｂ～２２ｄに転送しない。
【０２１７】
　上述したように、ダイレクトモードをサポートするＣＤＣデバイスは、ＣＤＣメッセー
ジをフィルタリングする機能を持っている。ただし、フィルタリングの仕方はデバイス内
における処理の問題であるので、伝送規格としては定義する必要はない。
【０２１８】
　上述したように、ダイレクトモードを設けることで、２つのＣＤＣデバイスの間だけで
ＣＤＣメッセージの送受信を行うことが可能となるので、ＨＰＤ信号が“Ｌ”であってソ
ース機器側の物理アドレス（Physical Address）が不定であったとしても、ＣＤＣメッセ
ージの有効性が低下することはない。
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　［例２］
　この例２は、〈Activate Supported Channels〉メッセージおよび〈Exchange Supporte
d Channels Info〉メッセージの他に、ＨＰＤ信号を“Ｈ”にすることを要求する〈Reque
st HPD=H〉メッセージを追加して、ソース機器がシンク機器から自身の物理アドレス（Ph
ysical Address）を読み取ることを可能とし、ＣＤＣメッセージの有効性の向上を図る。
〈Request HPD=H〉メッセージは、例えば、以下のような、データ構造をとる。
【０２２０】
【表３】

【０２２１】
　ＨＰＤ信号が“Ｌ”であり、自身の物理アドレス（Physical Address）が不定であるＣ
ＤＣデバイス（ソース機器）は、上述した〈Request HPD=H〉メッセージをブロードキャ
ストする。〈Request HPD=H〉メッセージを受信したＣＤＣデバイスは、各ポートのＨＰ
Ｄ信号を順次、少なくとも所定時間、例えば５秒間だけ“Ｈ”にする。〈Request HPD=H
〉メッセージをブロードキャストしたＣＤＣデバイスは、自身が接続されているＣＤＣデ
バイス（シンク機器）のポートのＨＰＤ信号が“Ｈ”となっている期間に、Ｅ－ＥＤＩＤ
を読み出し、自身の物理アドレスを取得する。
【０２２２】
　このように、ＨＰＤ信号が“Ｌ”であり、自身の物理アドレスが不定であるＣＤＣデバ
イス（ソース機器）は、〈Request HPD=H〉メッセージを用いることで、自身の物理アド
レスを取得して確定できるので、ＣＤＣメッセージの有効性を高めることができる。
【０２２３】
　［例３］
　この例３も、〈Activate Supported Channels〉メッセージおよび〈Exchange Supporte
d Channels Info〉メッセージの他に、ＨＰＤ信号を“Ｈ”にすることを要求する〈Reque
st HPD=H〉メッセージを追加して、ソース機器がシンク機器から自身の物理アドレス（Ph
ysical Address）を読み取ることを可能とし、ＣＤＣメッセージの有効性の向上を図る。
【０２２４】
　上述の例２の場合、〈Request HPD=H〉メッセージを受信した各ＣＤＣデバイスが、各
ポートのＨＰＤ信号を順次“Ｈ”にしていく。そのため、〈Request HPD=H〉メッセージ
を出したＣＤＣデバイス（ソース機器）は、自身が接続されているＣＤＣデバイス（シン
ク機器）のポートのＨＰＤ信号が“Ｈ”になるのを待つ必要がある。この場合、自身が接
続されているＣＤＣデバイスの階層が分かっており、その階層のＣＤＣデバイスのみが各
ポートのＨＰＤ信号を“Ｈ”にしてくれれば、物理アドレスの取得を速やかに行うことが
可能となる。
【０２２５】
　そこで、この例３の〈Request HPD=H〉メッセージには、ＨＰＤ信号を“Ｈ”にするこ
とを要求する物理アドレスの階層を指定するデータが付加されている。また、この例３で
は、〈Report HPD=H〉メッセージを追加する。この〈Report HPD=H〉メッセージは、ＨＰ
Ｄ信号を“Ｈ”したＣＤＣデバイスがブロードキャストするＣＤＣメッセージであり、当
該ＣＤＣデバイスの物理アドレスが含まれている。〈Request HPD=H〉メッセージおよび
〈Report HPD=H〉メッセージは、例えば、以下のような、データ構造をとる。
【０２２６】
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【表４】

【０２２７】
　〈Request HPD=H〉メッセージについて説明する。この〈Request HPD=H〉メッセージは
、物理アドレスの階層を指定するデータ第３ビット～第０ビットの４ビットのデータを有
している。第３ビットを“１”とし、他のビットを“０”とすることで、物理アドレスの
第１階層（最上位階層）を指定する。また、第２ビットを“１”とし、他のビットを“０
”とすることで、物理アドレスの第２階層、あるいは第１階層および第２階層を指定する
。また、第１ビットを“１”とし、他のビットを“０”とすることで、物理アドレスの第
３階層、あるいは第１階層～第３階層を指定する。また、第０ビットを“１”とし、他の
ビットを“０”とすることで、物理アドレスの第４階層、あるいは第１階層～第４階層を
指定する。
【０２２８】
　また、〈Report HPD=H〉メッセージについて説明する。この〈Report HPD=H〉メッセー
ジは、２バイトのデータを有する。この２バイトには、ＨＰＤ信号を“Ｈ”したＣＤＣデ
バイスの物理アドレス、つまり送信元（Initiator）の物理アドレス（Physical Address
）が配置されている。
【０２２９】
　［例４］
　この例４は、上述の例２、例３のように〈Request HPD=H〉メッセージを用いずに、電
源ラインの電圧を変化させることで、ＨＰＤ信号を“Ｈ”にすることを要求する例である
。すなわち、ＨＰＤ信号が“Ｌ”にあるＣＤＣデバイス（シンク機器）の所定のポート（
ＨＤＭＩ端子）に接続されているＣＤＣデバイス（ソース機器）は、図１９（ｂ）に示す
ように、電源ラインの電圧を一旦接地電圧にリセットし、その後に＋５Ｖに立ち上げる。
【０２３０】
　ＣＤＣデバイス（シンク機器）は、この電源ラインの電圧変化に対応して、図１９（ａ
）に示すように、当該所定のポートのＨＰＤ信号を少なくとも所定時間、例えば５秒間だ
け“Ｈ”にする。これにより、ＣＤＣデバイス（ソース機器）は、当該所定のポートのＨ
ＰＤ信号が“Ｈ”となっている期間に、ＣＤＣデバイス（シンク機器）からＥ－ＥＤＩＤ
を読み出し、自身の物理アドレスを取得する。
【０２３１】
　このように、ＨＰＤ信号が“Ｌ”であり、自身の物理アドレスが不定であるＣＤＣデバ
イス（ソース機器）は、電源ラインの電圧を変化させることで、ＣＤＣデバイス（シンク
機器）から自身の物理アドレスを取得して確定できるので、ＣＤＣメッセージの有効性を
高めることができる。
【０２３２】
　なお、上述では、例えば、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に、映像信
号のブランキング期間に機能情報を挿入して送信するか、あるいは、制御データラインで
あるＣＥＣライン８４を介して機能情報を送信することで、テレビ受信機２５０側で当該
ディスクレコーダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かを認識できるようにしている
。
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【０２３３】
　しかし、ＨＤＭＩケーブル３５０の第１のライン、例えばリザーブラインの電圧を変化
させることで、機能情報、さらに対応伝送フォーマット情報を送信することもできる。
【０２３４】
　「第１の例」
　ディスクレコーダ２１０は、ＨＤＭＩケーブル３５０の第１のライン、例えばリザーブ
ラインの電圧を変化させることで、テレビ受信機２５０に、自身がｅＨＤＭＩ対応機器で
あることを伝える。
【０２３５】
　テレビ受信機２５０は、リザーブラインの電圧変化を検出することで、ディスクレコー
ダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報を取得する。この場合、テレビ
受信機２５０のＣＰＵ２７１は機能情報取得部を構成する。
【０２３６】
　また、ディスクレコーダ２１０は、ＨＤＭＩケーブル３５０を介してテレビ受信機２５
０が接続された際等にリザーブラインの電圧を自動的に変化させるようにしてもよいが、
テレビ受信機２５０側から要求されたタイミングで、リザーブラインの電圧を変化させる
ようにしてもよい。ディスクレコーダ２１０は、テレビ受信機２５０側から要求があった
か否かを、ＨＤＭＩケーブル３５０の第２のライン、例えばＨＰＤラインの電圧変化によ
り判断する。この場合、テレビ受信機２５０のＣＰＵ２７１は機能情報要求部を構成し、
ディスクレコーダ２１０のＣＰＵ２２１は電圧変化検出部を構成する。
【０２３７】
　また、ディスクレコーダ２１０は、自身がｅＨＤＭＩ対応機器であることの他に、リザ
ーブラインの電圧をパルス状に変化させることで、自身が対応する伝送フォーマット（ア
プリケーション）の情報をも、テレビ受信機２５０に伝えることができる。ここで、伝送
フォーマット情報は、ＳＰＤＩＦ信号のみに対応しているか、イーサネット信号のみに対
応しているか、あるいはＳＰＤＩＦ信号およびイーサネット信号の双方に対応しているか
等、の情報である。この場合、テレビ受信機２５０のＣＰＵ２７１はフォーマット情報取
得部を構成する。
【０２３８】
　例えば、パルス数１はＳＰＤＩＦ信号のみに対応、パルス数２はイーサネット信号のみ
に対応、パルス数３はＳＰＤＩＦ信号およびイーサネット信号の双方に対応、と定義され
る。
【０２３９】
　また、例えば、パルス数１はｅＨＤＭＩ対応（伝送フォーマット不明）、パルス数２は
ＳＰＤＩＦ信号のみに対応、パルス数３はイーサネット信号のみに対応、パルス数４はＳ
ＰＤＩＦ信号およびイーサネット信号の双方に対応、と定義される。
【０２４０】
　また、例えば、パルス数１はｅＨＤＭＩ対応（伝送フォーマット不明）、パルス数２は
ＳＰＤＩＦ信号のみに対応、パルス数３はイーサネット信号のみに対応、パルス数４はＳ
ＰＤＩＦ信号およびイーサネット信号の双方に対応、パルス数５はリザーブ（Reserve）
と定義される。
【０２４１】
　このように、ディスクレコーダ２１０側で、対応伝送フォーマットに応じてリザーブラ
インの電圧がパルス状に変化される場合、テレビ受信機２５０側ではパルス数に基づいて
、ディスクレコーダ２１０が対応する伝送フォーマットの情報を取得できる。なお、パル
ス数ではなく、電圧レベルあるいはパルス位相によって、対応し得る伝送フォーマット（
アプリケーション）を表すことも考えられる。
【０２４２】
　図２０は、上述したように、リザーブライン、ＨＰＤラインの電圧を変化させる場合に
おけるディスクレコーダ２１０およびテレビ受信機２５０の構成例を示している。この図
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２０において、図８と対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
【０２４３】
　ディスクレコーダ２１０においては、ＨＤＭＩ端子２１１の１４ピンが、トランジスタ
等からなる接続スイッチ４１８を介して接地される。この接続スイッチ４１８のオンオフ
はＣＰＵ２２１（図２参照）からの制御信号ＳＷ１により制御される。これにより、リザ
ーブラインの電圧を変化させて、ディスクレコーダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であるこ
とをテレビ受信機２５０に伝えることができ、またその変化をパルス状とすることで、対
応する伝送フォーマット（アプリケーション）の情報をもテレビ受信機２５０に伝えるこ
とができる。この場合、接続スイッチ４１８およびＣＰＵ２２１は、機能情報送信部およ
びフォーマット情報送信部を構成する。
【０２４４】
　また、テレビ受信機２５０においては、ＨＤＭＩ端子２５１の１９ピンが、トランジス
タ等からなる接続スイッチ４５０を介して接地される。この接続スイッチ４５０のオンオ
フはＣＰＵ２７１（図３参照）からの制御信号ＳＷ２により制御される。これにより、Ｈ
ＰＤラインの電圧を変化させて、ディスクレコーダ２１０に、当該ディスクレコーダ２１
０がｅＨＤＭＩ対応機器であるか否かの情報を伝えるように要求できる。この場合、接続
スイッチ４５０およびＣＰＵ２７１は、機能情報要求部を構成する。このテレビ受信機２
５０では、ＨＤＭＩ端子２５１の１４ピンの電圧Ｖrsvから、上述したように、ディスク
レコーダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報、さらには対応する伝送
フォーマットの情報を取得できる。
【０２４５】
　図２１は、テレビ受信機（シンク機器）２５０側によるＨＰＤラインの電圧制御例と、
それに対応したディスクレコーダ（ソース機器）２１０側によるリザーブラインの電圧制
御例を示している。この例の場合、まず、図２１（ａ）に示すように、テレビ受信機２５
０の接続スイッチ４５０がオフ状態から所定時間だけオン状態とされ、ＨＰＤ（ｅＨＤＭ
ＭＩ－）ラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）と変化するようにされる。これによ
り、テレビ受信機２５０からディスクレコーダ２１０に、機能情報等を伝えてくれるよう
に要求が行われる。
【０２４６】
　これに対して、ＨＰＤラインの電圧がハイ（High）状態に復帰した後に、ディスクレコ
ーダ２１０の接続スイッチ４１８がオフ状態からオン状態とされ、図２１（ｂ）に示すよ
うに、リザーブラインの電圧がハイ（High）→ロー（Low）と変化するようにされ、ディ
スクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０にｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能
情報が送信される。
【０２４７】
　その後、例えば１００ｍｓの間に、ディスクレコーダ２１０の接続スイッチ４１８がス
イッチング制御され、ディスクレコーダ２１０が対応し得る伝送フォーマットに応じてリ
ザーブラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）の変化を繰り返すようにされる。これ
により、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に、ディスクレコーダ２１０が
対応し得る伝送フォーマットの情報が送信される。最終的に、接続スイッチ４１８はオフ
の状態に戻される。
【０２４８】
　図２１（ｂ）に示すように、リザーブラインの電圧が変化しているので、テレビ受信機
２５０ではリザーブラインの電圧を検出することで、例えば、ディスクレコーダ２１０が
ｅＨＤＭＩ対応機器であり、さらにパルス数が３個であるので、例えばＳＰＤＩＦ信号お
よびイーサネット信号の双方に対応している、という機能情報を得ることができる。
【０２４９】
　上述したように、テレビ受信機２５０でディスクレコーダ２１０から送られてくるｅＨ
ＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報および対応伝送フォーマット情報が確認された
後に、テレビ受信機２５０とディスクレコーダ２１０との間でｅＨＤＭＩ伝送が開始され
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る。
【０２５０】
　「第２の例」
　上述の第１の例では、ＨＤＭＩケーブル３５０の第１のライン、例えばリザーブライン
の電圧を変化させることで、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に、ｅＨＤ
ＭＩ対応機器であることを示す機能情報と対応伝送フォーマット情報が送られる。
【０２５１】
　この第２の例では、さらに、ＨＤＭＩケーブル３５０のリザーブラインの電圧を変化さ
せることで、テレビ受信機２５０からディスクレコーダ２１０に、テレビ受信機２５０が
対応し得る伝送フォーマットの情報が送られる。この第２の例において、第１の例と対応
する部分については詳細説明を省略する。
【０２５２】
　テレビ受信機２５０は、リザーブラインの電圧変化を検出して、ディスクレコーダ２１
０がｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報および対応伝送フォーマット情報を取
得した後、リザーブラインの電圧をパルス状に変化させて、自身が対応する伝送フォーマ
ットの情報をディスクレコーダ２１０に伝える。この場合、テレビ受信機２５０のＣＰＵ
２７１はフォーマット情報送信部を構成する。ディスクレコーダ２１０は、リザーブライ
ンの電圧変化を検出し、テレビ受信機２５０が対応する伝送フォーマットの情報を取得す
る。この場合、ディスクレコーダ２１０のＣＰＵ２２１はフォーマット情報取得部を構成
する。
【０２５３】
　図２２は、上述したように、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に機能情
報および対応伝送フォーマット情報を送ると共に、テレビ受信機２５０からディスクレコ
ーダ２１０に対応伝送フォーマット情報を送る場合におけるディスクレコーダ２１０およ
びテレビ受信機２５０の構成例を示している。この図２２において、図２０と対応する部
分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
【０２５４】
　テレビ受信機２５０においては、ＨＤＭＩ端子２５１の１４ピンが、トランジスタ等か
らなる接続スイッチ４５１を介して接地される。この接続スイッチ４５１のオンオフはＣ
ＰＵ２７１からの制御信号ＳＷ３により制御される。これにより、テレビ受信機２５０は
、リザーブラインの電圧をパルス状に変化させて、自身が対応する伝送フォーマットの情
報をディスクレコーダ２１０に伝えることができる。この場合、接続スイッチ４５１およ
びＣＰＵ２７１は、フォーマット情報送信部を構成する。この図２２におけるテレビ受信
機２５０のその他の構成は、図２０におけるテレビ受信機２５０と同様である。
【０２５５】
　なお、図２２におけるディスクレコーダ２１０の構成は、図２０におけるディスクレコ
ーダ２１０の構成と同様である。このディスクレコーダ２１０では、ＨＤＭＩ端子２１１
の１４ピンの電圧Ｖrsvから、上述したように、テレビ受信機２５０が対応する伝送フォ
ーマットの情報を取得できる。この場合、ディスクレコーダ２１０のＣＰＵ２２１は、フ
ォーマット情報取得部を構成する。
【０２５６】
　図２３は、テレビ受信機（シンク機器）２５０側によるＨＰＤラインの電圧制御例と、
それに対応したディスクレコーダ（ソース機器）２１０側、およびテレビ受信機（シンク
機器）２５０側によるリザーブラインの電圧制御例を示している。
【０２５７】
　この例の場合、まず、図２３（ａ）に示すように、テレビ受信機２５０の接続スイッチ
４５０がオフ状態から所定時間だけオン状態とされ、ＨＰＤ（ｅＨＤＭＭＩ－）ラインの
電圧はロー（Low）→ハイ（High）と変化するようにされる。これにより、テレビ受信機
２５０からディスクレコーダ２１０に、機能情報等を伝えてくれるように要求が行われる
。
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【０２５８】
　これに対して、ＨＰＤラインの電圧がハイ（High）状態に復帰した後に、ディスクレコ
ーダ２１０の接続スイッチ４１８がオフ状態からオン状態とされ、図２３（ｂ）に示すよ
うに、リザーブラインの電圧がハイ（High）→ロー（Low）と変化するようにされ、ディ
スクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０にｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能
情報が送信される。
【０２５９】
　その後、例えば１００ｍｓの間に、ディスクレコーダ２１０の接続スイッチ４１８がス
イッチング制御され、図２３（ｂ）に示すように、ディスクレコーダ２１０が対応し得る
伝送フォーマットに応じてリザーブラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）の変化を
繰り返すようにされる。これにより、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に
、ディスクレコーダ２１０が対応し得る伝送フォーマットの情報が送信される（ソース側
の伝送可能フォーマットの宣言）。最終的に、接続スイッチ４１８はオフの状態に戻され
る。
【０２６０】
　また、その後、例えば１００ｍｓの間に、テレビ受信機２５０の接続スイッチ４５１が
スイッチング制御され、図２３（ｂ）に示すように、テレビ受信機２５０が対応し得る伝
送フォーマットに応じてリザーブラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）の変化を繰
り返すようにされる。これにより、テレビ受信機２５０からディスクレコーダ２１０に、
テレビ受信機２５０が対応し得る伝送フォーマットの情報が送信される（シンク側の伝送
可能フォーマットの宣言）。最終的に、接続スイッチ４５１はオフの状態に戻される。
【０２６１】
　上述したように、テレビ受信機２５０でディスクレコーダ２１０から送られてくるｅＨ
ＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報および対応伝送フォーマット情報が確認され、
また、ディスクレコーダ２１０でテレビ受信機２５０から送られてくる対応伝送フォーマ
ット情報が確認された後に、テレビ受信機２５０とディスクレコーダ２１０との間でｅＨ
ＤＭＩ伝送が開始される。
【０２６２】
　ここで、テレビ受信機２５０がＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）を複数個備えている場
合について説明する。上述の図３に示すテレビ受信機２５０は、１個のＨＤＭＩ端子を備
えたものである。図２４は、複数個、例えば３個のＨＤＭＩ端子を備えたテレビ受信機２
５０を示している。この図２４において、図３と対応する部分には同一符号を付し、その
詳細説明は省略する。
【０２６３】
　このテレビ受信機２５０は、ＨＤＭＩ端子２５１ａ～２５１ｃ、ＨＤＭＩスイッチャ２
５５と、高速データラインインタフェース２５３ａ～２５３ｃとを有している。ＨＤＭＩ
スイッチャ２５５は、ＨＤＭＩ端子２５１ａ～２５１ｃをＨＤＭＩ受信部２５２に選択的
に接続する。ＨＤＭＩ受信部２５２では、ＨＤＭＩ端子２５１ａ～２５１ｃのうちＨＤＭ
Ｉスイッチャ２５５を介して接続されたＨＤＭＩ端子にＨＤＭＩケーブルを介して入力さ
れる映像（画像）および音声のデータが取得される。
【０２６４】
　高速データラインインタフェース２５３ａ～２５３ｃは、上述したＨＤＭＩ端子２５１
ａ～２５１ｃに接続されるＨＤＭＩケーブルの所定ライン（リザーブラインおよびＨＰＤ
ライン）により構成された双方向通信路のインタフェースである。この高速データライン
インタフェース２５３ａ～２５３ｃは、イーサネットインタフェース２７４とＨＤＭＩ端
子２５１ａ～２５１ｃとの間に挿入されている。高速データラインインタフェース２５３
ａ～２５３ｃは、図３における高速データラインインタフェース２５３と同様に構成され
ている。
【０２６５】
　図２４のテレビ受信機２５０のその他は、図３に示すテレビ受信機２５０と同様に構成
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され、同様の動作を行う。
【０２６６】
　上述したように、ディスクレコーダ２１０は、テレビ受信機２５０からＨＰＤラインの
電圧変化により機能情報等の送信要求（トリガ）があった後に、リザーブラインの電圧を
変化させて、機能情報等をテレビ受信機２５０に送る。
【０２６７】
　したがって、テレビ受信機２５０は、図２５（ａ）～（ｃ）に示すように、ＨＤＭＩ端
子毎に任意のタイミングで、それぞれのＨＤＭＩ端子にＨＤＭＩケーブルを介して接続さ
れているディスクレコーダ２１０等の機器に、機能情報等の送信要求をシリーズで行うこ
とができる。これにより、マイコン（ＣＰＵ２７１）ピン数の削減などが見込まれる。
【０２６８】
　なお、図２５（ａ）～（ｃ）において、「ＤＤＣ５Ｖ」は電源ラインの電圧を示し、「
ＨＰＤ」はＨＰＤラインの電圧を示し、「Ｒｓｖ」はリザーブラインの電圧を示している
。図２５（ｃ）の入力３に関しては、途中で機器の電源がオンとされたか、あるいは接続
が行われたことが示されている。
【０２６９】
　また、「Source」は、ソース機器（例えば、ディスクレコーダ２１０）からシンク機器
（例えば、テレビ受信機２５０）へ送られるｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情
報および対応伝送フォーマット情報を示している。また、「Sink」は、シンク機器（例え
ば、テレビ受信機２５０）からソース機器（例えば、ディスクレコーダ２１０）へ送られ
る対応伝送フォーマット情報を示している。
【０２７０】
　図２６のフローチャートは、テレビ受信機（シンク機器）２５０のＣＰＵ２７１が所定
のＨＤＭＩ入力に対して検出動作を行う際の処理手順の一例を示している。
【０２７１】
　ＣＰＵ２７１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
の処理に移る。このステップＳＴ２において、ＣＰＵ２７１は、電源ラインの電圧（ＤＤ
Ｃ５Ｖ）が５Ｖか否かを判断する。
【０２７２】
　電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）が５Ｖであるとき、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ３
において、他のＨＤＭＩ入力で機能情報、対応伝送フォーマット情報等の検出動作中であ
るか否かを判断する。他入力の検出動作中であるとき、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ４
において、他入力の検出が終了したか否かを判断する。
【０２７３】
　他入力の検出が終了したとき、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ５の処理に移る。なお、
ステップＳＴ３で他入力の検出動作中でないとき、ＣＰＵ２７１は、直ちにステップＳＴ
５の処理に移る。このステップＳＴ５において、ＣＰＵ２７１は、ＨＰＤラインの電圧を
、ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、相手側のソース機器（ディスクレコーダ２１
０等）に、機能情報等の送信を要求する。
【０２７４】
　次に、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ６において、リザーブラインの電圧を監視し、ソ
ース機器から応答がきたか否か、すなわち機能情報等が送られてきたか否かを判断する。
応答がこないとき、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ７において、ステップＳＴ５で送信要
求をしてから１００ｍｓが経過したか否かを判断する。１００ｍｓを経過していないとき
、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ６の処理に戻る。一方、１００ｍｓが経過したとき、Ｃ
ＰＵ２７１は、ステップＳＴ８において、相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器で
あると判断する。
【０２７５】
　図２７は、上述したようにＣＰＵ２７１が相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器
であると判断する場合における、ＨＰＤラインおよびリザーブラインの電圧変化例を示し
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ている。なお、図２７（ａ）は電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）を示し、図２７（ｂ）は
ＨＰＤラインの電圧を示し、図２７（ｃ）はリザーブラインの電圧を示している。
【０２７６】
　図２７（ｂ）に示すように、テレビ受信機２５０でＨＰＤラインの電圧がロー（Low）
→ハイ（High）と変化されて相手側のソース機器（ディスクレコーダ２１０等）に機能情
報等の送信要求が出されている。しかし、図２７（ｃ）に示すように、その後１００ｍｓ
が経過してもリザーブラインの電圧はハイ（High）のままにあり、ソース機器からは応答
がない。
【０２７７】
　図２６のフローチャートに戻って、ステップＳＴ６で応答がきたとき、ＣＰＵ２７１は
、ステップＳＴ９において、相手側のソース機器がｅＨＤＭＩ対応機器であることを認識
すると共に、リザーブラインの電圧変化から、相手側のソース機器の対応伝送フォーマッ
トを検出する。
【０２７８】
　次に、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ１０において、リザーブラインの電圧をパルス状
に変化させて、テレビ受信機２５０が対応する伝送フォーマット（アプリケーション）の
情報を、相手側のソース機器に送信する。そして、ＣＰＵ２７１は、ステップＳＴ１１に
おいて、相手側のソース機器との間のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０２７９】
　図２６のフローチャートの処理では、ソース機器からの応答が１００ｍｓ経過してもこ
なかったとき、ＣＰＵ２７１は、直ちにｅＨＤＭＩ非対応機器と判断するものである。し
かし、図２８（ｂ）に示すように、ソース機器からの応答が１００ｍｓ経過してもこなか
ったとき、ＣＰＵ２７１は、何度か（図２８（ｂ）には１度分だけ図示）、ＨＰＤライン
の電圧を、ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、相手側のソース機器（ディスクレコ
ーダ２１０等）に、機能情報等の送信を要求するリトライ処理を行ってもよい。これによ
り、ソース機器がビジー状態で応答できなかった場合に、直ちにｅＨＤＭＩ非対応機器と
判断する誤りを回避できる。
【０２８０】
　なお、図２８（ａ）は電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）を示し、図２８（ｂ）はＨＰＤ
ラインの電圧を示し、図２８（ｃ）はリザーブラインの電圧を示している。図２８（ａ）
，（ｃ）は、図２７（ａ），（ｃ）と同じである。
【０２８１】
　図２９のフローチャートは、ディスクレコーダ（ソース機器）２１０のＣＰＵ２２１の
処理手順の一例を示している。
【０２８２】
　ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２１において、処理を開始し、その後にステップＳＴ２
２の処理に移る。このステップＳＴ２２において、ＣＰＵ２２１は、リザーブラインの電
圧がハイ（High）の状態にあるか否かを判断する。リザーブラインの電圧がハイ（High）
でないとき、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２３において、相手側のシンク機器（テレビ
受信機２５０等）は、ｅＨＤＭＩ非対応機器であると判断する。
【０２８３】
　リザーブラインの電圧がハイ（High）であるとき、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２４
の処理に移る。このステップＳＴ２４において、ＣＰＵ２２１は、ＨＰＤラインの電圧が
、ハイ（High）→ロー（Low）→ハイ（High）と変化したか否かを判断する。このような
変化があったとき、ＣＰＵ２２１は、相手側のシンク機器から機能情報等の送信要求があ
ったものと判断する。そして、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２５において、リザーブラ
インの電圧を変化させて、ｅＨＤＭ対応機器であることを示す機能情報、および対応する
伝送フォーマット（アプリケーション）の情報を、相手側のシンク機器に送信する。
【０２８４】
　次に、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２６において、リザーブラインの電圧を監視し、
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シンク機器から応答がきたか否か、すなわち相手側のシンク機器が対応し得る伝送フォー
マットの情報が送られてきたか否かを判断する。応答がこないとき、ＣＰＵ２２１は、ス
テップＳＴ２７において、ステップＳＴ２５で自身の機能情報等を送ってから１００ｍｓ
が経過したか否かを判断する。１００ｍｓを経過していないとき、ＣＰＵ２２１は、ステ
ップＳＴ２６の処理に戻る。一方、１００ｍｓが経過したとき、ＣＰＵ２２１は、ステッ
プＳＴ２８において、相手側のシンク機器は、ｅＨＤＭＩ非対応機器、あるいはビジー状
態にあって送信不能であると判断する。
【０２８５】
　ステップＳＴ２６でシンク側から応答がきたとき、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ２９
において、リザーブラインの電圧変化から、相手側のシンク機器の対応伝送フォーマット
を検出する。そして、ＣＰＵ２２１は、ステップＳＴ３０において、相手側のシンク機器
との間のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０２８６】
　「第３の例」
　上述の第１の例、第２の例では、ＨＤＭＩケーブル３５０の第２のライン、例えばＨＰ
Ｄラインの電圧を変化させることで、テレビ受信機（シンク機器）２５０からディスクレ
コーダ（ソース機器）２１０に機能情報等の送信要求が送られる。
【０２８７】
　この第３の例では、この送信要求が、機能情報、対応伝送フォーマット情報等の送信の
場合と同様に、ＨＤＭＩケーブル３５０の第１のライン、例えばリザーブラインの電圧を
変化させることで行われる。また、この第３の例では、この機能情報等の送信要求は、テ
レビ受信機２５０およびディスクレコーダ２１０のいずれからも出すことが可能とされる
。この第３の例において、第１の例、第２の例と対応する部分については詳細説明を省略
する。
【０２８８】
　要求側（シンク機器またはソース機器）は、ＨＤＭＩケーブル３５０の第１のライン、
例えばリザーブラインの電圧を変化させることで、回答側（ソース機器またはシンク機器
）に、ｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報の送信（条件伝送の開始）を要求す
る。ここで、要求側のＣＰＵは機能情報要求部を構成する。
【０２８９】
　次に、回答側は、リザーブラインの電圧を監視し、要求側から機能情報の送信（条件伝
送の開始）が要求されるとき、自身がｅＨＤＭＩ対応機器である場合には、ＨＤＭＩケー
ブル３５０のリザーブラインの電圧を変化させることで、要求側に機能情報（条件伝送可
能の回答）を送信する。要求側はリザーブラインの電圧を監視し、回答側から送られてく
る機能情報を取得する。この場合、回答側は電圧変化検出部および機能情報送信部を構成
する。また、要求側は、機能情報取得部を構成する。
【０２９０】
　次に、要求側は、リザーブラインの電圧をパルス状に変化させて、自身が対応視し得る
伝送フォーマット情報を回答側に送信する。回答側は、リザーブラインの電圧を監視し、
要求側が対応する伝送フォーマット情報を取得する。この場合、要求側はフォーマット情
報送信部を構成し、回答側はフォーマット情報取得部を構成する。
【０２９１】
　次に、回答側は、リザーブラインの電圧をパルス状に変化させて、自身が対応し得る伝
送フォーマット情報を要求側に送信する。要求側は、リザーブラインの電圧を監視し、回
答側が対応する伝送フォーマット情報を取得する。この場合、回答側はフォーマット情報
送信部を構成し、要求側はフォーマット情報取得部を構成する。
【０２９２】
　図３０は、上述したように、ディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に機能情
報および対応伝送フォーマット情報を送ると共に、テレビ受信機２５０からディスクレコ
ーダ２１０に対応伝送フォーマット情報を送る場合におけるディスクレコーダ２１０およ
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びテレビ受信機２５０の構成例を示している。この図３０において、図２２と対応する部
分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
【０２９３】
　テレビ受信機２５０においては、機能情報の送信要求がＨＤＭＩケーブル３５０の第１
のライン、例えばリザーブラインの電圧を変化させることで行うため、図２２のテレビ受
信機２５０における接続スイッチ４５０は不要となる。この図３０におけるテレビ受信機
２５０のその他の構成は、図２２におけるテレビ受信機２５０と同様である。なお、図３
０におけるディスクレコーダ２１０の構成は、図２２におけるディスクレコーダ２１０の
構成と同様である。
【０２９４】
　図３１は、リザーブラインの電圧制御例を示している。図３１（ａ）はＨＰＤラインの
電圧を示し、図３１（ｂ）はリザーブラインの電圧を示している。ＨＰＤラインの電圧は
、ハイ（High）のままにおかれる。
【０２９５】
　この例の場合、まず、要求側の接続スイッチ（テレビ受信機２５０が要求側であるとき
は接続スイッチ４５１、ディスクレコーダ２１０が要求側であるときは接続スイッチ４１
８）がオフ状態から所定時間だけオン状態とされ、図３１（ｂ）に示すように、リザーブ
（ｅＨＤＭＭＩ＋）ラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）と変化するようにされる
。これにより、要求側から回答側に、ｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報の送
信（条件伝送の開始）が要求される。
【０２９６】
　その後、最大２ｓの経過後に、回答側の接続スイッチ（ディスクレコーダ２１０が回答
側であるときは接続スイッチ４１８、テレビ受信機２５０が回答側であるときは接続スイ
ッチ４５１）がオフ状態から所定時間だけオン状態とされ、図３１（ｂ）に示すように、
リザーブ（ｅＨＤＭＭＩ＋）ラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）と変化するよう
にされる。これにより、回答側から要求側に、ｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能
情報（伝送可能の回答）が送信される。
【０２９７】
　その後、例えば１００ｍｓが経過してから、例えば１００ｍｓの間に、要求側で接続ス
イッチがスイッチング制御され、要求側が対応し得る伝送フォーマットに応じてリザーブ
ラインの電圧はロー（Low）→ハイ（High）の変化を繰り返すようにされる。これにより
、要求側から回答側に、要求側が対応し得る伝送フォーマットの情報が送信される（要求
側の伝送可能フォーマットの宣言）。
【０２９８】
　また、その後、例えば１００ｍｓの間に、回答側の接続スイッチがスイッチング制御さ
れ、回答側が対応し得る伝送フォーマットに応じてリザーブラインの電圧はロー（Low）
→ハイ（High）の変化を繰り返すようにされる。これにより、回答側から要求側に、回答
側が対応し得る伝送フォーマットの情報が送信される（回答側の伝送可能フォーマットの
宣言）。
【０２９９】
　上述したように、要求側で回答側から送られてくるｅＨＤＭＩ対応機器であることを示
す機能情報および対応伝送フォーマット情報が確認され、また、回答側で要求側から送ら
れてくる対応伝送フォーマットの情報が確認された後に、要求側と回答側との間でｅＨＤ
ＭＩ伝送が開始される。
【０３００】
　ここで、シンク機器がＨＤＭＩ端子（ＨＤＭＩポート）を複数個備えている場合につい
て説明する（図２４のテレビ受信機２５０参照）。
【０３０１】
　上述したように、要求側は、回答側から機能情報の送信（条件伝送可能の回答）があっ
た後に、リザーブラインの電圧を変化させて、対応伝送フォーマットの情報を回答側に送
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る。
【０３０２】
　したがって、多入力のシンク機器（テレビ受信機２５０）は、図３２（ａ）～（ｃ）に
示すように、ＨＤＭＩ端子毎に任意のタイミングでソース機器から機能情報の送信（条件
伝送の開始）が要求されても、機能情報（伝送可能の回答）の送信タイミングを制御でき
、各ＨＤＭＩ端子における対応伝送フォーマット情報の送受信を自身の処理状況に合わせ
て行うことができる。
【０３０３】
　なお、図３２（ａ）～（ｃ）において、「ＤＤＣ５Ｖ」は電源ラインの電圧を示し、「
ＨＰＤ」はＨＰＤラインの電圧を示し、「Ｒｓｖ」はリザーブラインの電圧を示している
。図３２（ｂ）の入力２に関しては、途中で機器の電源がオンとされたか、あるいは接続
が行われたことが示されている。
【０３０４】
　図３３のフローチャートは、シンク機器から要求を出す場合の当該シンク機器のＣＰＵ
（以下、「ＣＰＵsi」という）処理手順の一例を示している。
【０３０５】
　ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４１において、処理を開始し、その後に、ステップＳＴ４２
の処理に移る。このステップＳＴ４２において、ＣＰＵsiは、電源ラインの電圧（ＤＤＣ
５Ｖ）が５Ｖか否かを判断する。
【０３０６】
　電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）が５Ｖであるとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４３に
おいて、他のＨＤＭＩ入力で機能情報、対応伝送フォーマット情報等の検出動作中である
か否かを判断する。他入力の検出動作中であるとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４４にお
いて、他入力の検出が終了したか否かを判断する。
【０３０７】
　他入力の検出が終了したとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４５の処理に移る。なお、ス
テップＳＴ４３で他入力の検出動作中でないとき、ＣＰＵsiは、直ちにステップＳＴ４５
の処理に移る。このステップＳＴ４５において、ＣＰＵsiは、リザーブラインの電圧を、
ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、ソース機器に、機能情報の送信（条件伝送の開
始）を要求する。
【０３０８】
　次に、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４６において、リザーブラインの電圧を監視し、ソー
ス機器から応答がきたか否か、すなわち機能情報（伝送可能の回答）が送られてきたか否
かを判断する。応答がこないとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４７において、ステップＳ
Ｔ４５で送信要求をしてから２ｓが経過したか否かを判断する。２ｓを経過していないと
き、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ４６の処理に戻る。一方、２ｓが経過したとき、ＣＰＵsi
は、ステップＳＴ４８において、相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器であると判
断する。
【０３０９】
　図３４は、上述したように相手側のソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器であると判断す
る場合における、リザーブラインの電圧変化例を示している。なお、図２５（ａ）は電源
ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）を示し、図３４（ｂ）はＨＰＤラインの電圧を示し、図３４
（ｃ）はリザーブラインの電圧を示している。
【０３１０】
　図３４（ｃ）に示すように、シンク機器でリザーブラインの電圧がロー（Low）→ハイ
（High）と変化されて相手側のソース機器に機能情報の送信（条件伝送の開始）の要求が
出されている。しかし、図３４（ｃ）に示すように、その後２ｓが経過してもリザーブラ
インの電圧はハイ（High）のままにあり、ソース機器からは応答がない。
【０３１１】
　図３３のフローチャートに戻って、ステップＳＴ４６で応答がきたとき、ＣＰＵsiは、
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ステップＳＴ４９において、リザーブラインの電圧をパルス状に変化させて、シンク機器
が対応する伝送フォーマット（アプリケーション）の情報を、相手側のソース機器に送信
する。
【０３１２】
　次に、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ５０において、リザーブラインの電圧を監視する。そ
して、ＣＰＵsiは、リザーブラインの電圧変化から、相手側のソース機器の対応伝送フォ
ーマットを検出する。そして、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ５１において、相手側のソース
機器との間のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０３１３】
　図３３のフローチャートの処理では、ソース機器からの応答が２ｓ経過してもこなかっ
たとき、ＣＰＵsiは、直ちにソース機器はｅＨＤＭＩ非対応機器であると判断するもので
ある。しかし、ＣＰＵsiは、図３５（ｃ）に示すように、ソース機器からの応答が２ｓ経
過してもこなかったとき、何度か（図３５（ｃ）には１度分だけ図示）、リザーブライン
の電圧を、ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、相手側のソース機器に、機能情報の
送信要求（条件伝送開始要求）を出すリトライ処理を行ってもよい。これにより、ソース
機器がビジー状態で応答できなかった場合に、直ちにｅＨＤＭＩ非対応機器と判断する誤
りを回避できる。
【０３１４】
　なお、図３５（ａ）は電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）を示し、図３５（ｂ）はＨＰＤ
ラインの電圧を示し、図３５（ｃ）はリザーブラインの電圧を示している。図３５（ａ）
，（ｂ）は、図３４（ａ），（ｂ）と同じである。
【０３１５】
　図３６のフローチャートは、ソース機器から要求を出す場合のシンク機器のＣＰＵsiの
処理手順の一例を示している。
【０３１６】
　ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６１において、処理を開始し、その後に、ステップＳＴ６２
の処理に移る。このステップＳＴ６２において、ＣＰＵsiは、電源ラインの電圧（ＤＤＣ
５Ｖ）が５Ｖか否かを判断する。
【０３１７】
　電源ラインの電圧（ＤＤＣ５Ｖ）が５Ｖであるとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６３に
おいて、リザーブラインの電圧を監視し、ロー（Low）→ハイ（High）の変化を検出する
。その後、ＣＰＵsiは、ソース側から機能情報の送信（条件伝送の開始）の要求があった
と判断し、ステップＳＴ６４の処理に移る。このステップＳＴ６４において、ＣＰＵsiは
、他のＨＤＭＩ入力で機能情報、対応伝送フォーマット情報等の検出動作中であるか否か
を判断する。
【０３１８】
　他入力の検出動作中であるとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６５において、ステップＳ
Ｔ６３でリザーブラインのロー（Low）→ハイ（High）の電圧変化を検出してから２ｓが
経過したか否かを判断する。２ｓが経過していなとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６４の
処理に戻る。２ｓが経過したとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６６において、機能情報（
伝送可能の回答）の送信を断念する。なお、機能情報（伝送可能の回答）の送信を行いた
い場合には、再度、シンク側から機能情報の送信（条件伝送の開始）の要求を出す。
【０３１９】
　ステップＳＴ６４で他入力の検出動作中でないとき、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６７の
処理に移る。このステップＳＴ６７において、ＣＰＵsiは、リザーブラインの電圧を、ロ
ー（Low）→ハイ（High）と変化させ、ソース機器に、機能情報（伝送可能の回答）を送
信する。そして、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６８において、リザーブラインの電圧を監視
し、リザーブラインの電圧変化から、相手側のソース機器の対応伝送フォーマットを検出
する。
【０３２０】
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　次に、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ６９において、リザーブラインの電圧をパルス状に変
化させて、シンク機器が対応する伝送フォーマット（アプリケーション）の情報を、相手
側のソース機器に送信する。そして、ＣＰＵsiは、ステップＳＴ７０において、相手側の
ソース機器との間のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０３２１】
　図３７のフローチャートは、ソース機器から要求を出す場合のソース機器のＣＰＵsoの
処理手順の一例を示している。
【０３２２】
　ＣＰＵsoは、ステップＳＴ８１において、処理を開始し、その後にステップＳＴ８２の
処理に移る。このステップＳＴ８２において、ＣＰＵsoは、リザーブラインの電圧がハイ
（High）の状態にあるか否かを判断する。リザーブラインの電圧がハイ（High）でないと
き、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ８３において、相手側のシンク機器は、ｅＨＤＭＩ非対応
機器であると判断する。
【０３２３】
　リザーブラインの電圧がハイ（High）であるとき、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ８４の処
理に移る。このステップＳＴ８４において、ＣＰＵsoは、リザーブラインの電圧がハイ（
High）のままか否かを判断する。ハイ（High）のままでないとき、ＣＰＵsoは、ステップ
ＳＴ８５の処理に移る。このステップＳＴ８５において、ＣＰＵsoは、リザーブラインの
電圧が一定期間後にハイ（High）に復帰するか否かを判断する。ハイ（High）に復帰しな
いときは、ＣＰＵsoは、結線が外れたと判断する。一方、ハイ（High）に復帰するとき、
ＣＰＵsoは、シンク機器からの要求が発生したと判断し、後述する図３８のフローチャー
トのステップＳＴ１０４の処理に移る。
【０３２４】
　ステップＳＴ８４でリザーブラインの電圧がハイ（High）のままであるとき、ＣＰＵso
は、ステップＳＴ８８の処理に移る。このステップＳＴ８８において、ＣＰＵsoは、リザ
ーブラインの電圧を、ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、シンク機器に、機能情報
の送信（条件伝送の開始）を要求する。
【０３２５】
　次に、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ８９において、リザーブラインの電圧を監視し、シン
ク機器から応答がきたか否か、すなわち機能情報（伝送可能の回答）が送られてきたか否
かを判断する。応答がこないとき、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ９０において、ステップＳ
Ｔ８８で送信要求をしてから２ｓが経過したか否かを判断する。２ｓを経過していないと
き、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ８９の処理に戻る。一方、２ｓが経過したとき、ＣＰＵso
は、ステップＳＴ９１において、相手側のシンク機器への送信は不能であると判断し、ス
テップＳＴ８１の処理開始に戻る。
【０３２６】
　ステップＳ８９で応答がきたとき、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ９２において、リザーブ
ラインの電圧をパルス状に変化させて、ソース機器が対応する伝送フォーマット（アプリ
ケーション）の情報を、相手側のシンク機器に送信する。
【０３２７】
　次に、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ９３において、リザーブラインの電圧を監視する。そ
して、ＣＰＵsoは、リザーブラインの電圧変化から、相手側のシンク機器の対応伝送フォ
ーマットを検出する。そして、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ９４において、相手側のシンク
機器との間のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０３２８】
　図３７のフローチャートの処理では、シンク機器からの応答が２ｓ経過してもこなかっ
たとき、ＣＰＵsoは、直ちに送信不能と判断するものである。しかし、ＣＰＵsoは、シン
ク機器からの応答が２ｓ経過してもこなかったとき、何度か、リザーブラインの電圧を、
ロー（Low）→ハイ（High）と変化させ、相手側のシンク機器に、機能情報の送信要求（
条件伝送開始要求）を出すリトライ処理を行ってもよい。これにより、シンク機器がビジ
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ー状態で応答できなかった場合に、直ちに送信不能と判断する誤りを回避できる。
【０３２９】
　図３８のフローチャートは、シンク機器から要求を出す場合のソース機器のＣＰＵsoの
処理手順の一例を示している。
【０３３０】
　ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０１において、処理を開始し、その後にステップＳＴ１０
２の処理に移る。このステップＳＴ１０２において、ＣＰＵsoは、リザーブラインの電圧
がハイ（High）の状態にあるか否かを判断する。リザーブラインの電圧がハイ（High）で
ないとき、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０３において、相手側のシンク機器は、ｅＨＤＭ
Ｉ非対応機器であると判断する。
【０３３１】
　リザーブラインの電圧がハイ（High）であるとき、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０４の
処理に移る。このステップＳＴ１０４において、ＣＰＵsoは、リザーブラインの電圧を監
視し、ロー（Low）→ハイ（High）の変化を検出する。この場合、ＣＰＵｓoは、シンク機
器からの機能情報の送信要求（条件伝送開始要求）を検出する。
【０３３２】
　次に、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０５において、リザーブラインの電圧を、ロー（Lo
w）→ハイ（High）と変化させ、相手側のシンク機器に、機能情報（伝送可能の回答）を
送信する。そして、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０６において、リザーブラインの電圧を
監視し、リザーブラインの電圧変化から、相手側のシンク機器の対応伝送フォーマットを
検出する。
【０３３３】
　次に、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０７において、リザーブラインの電圧をパルス状に
変化させて、ソース機器が対応する伝送フォーマットの情報を、相手側のシンク機器に送
信する。そして、ＣＰＵsoは、ステップＳＴ１０８において、相手側のシンク機器との間
のｅＨＤＭＩ信号の送受信を開始する。
【０３３４】
　以上説明したように、図１に示すＡＶシステム２００にあっては、ディスクレコーダ２
１０は、ＨＤＭＩケーブル３５０を介してテレビ受信機２５０が接続されたとき、あるい
はテレビ受信機２５０から送信要求があったとき、自身がｅＨＤＭＩ対応機器であること
を示す情報、さらに対応する伝送フォーマット（アプリケーション）の情報をテレビ受信
機２５０に伝える。
【０３３５】
　これに対して、例えば、図３９に示すように、ｅＨＤＭＩ非対応のディスクレコーダ２
１０Ａとテレビ受信機２５０とがＨＤＭＩケーブル３５０で接続されたＡＶシステム２０
０Ａにあっては、ディスクレコーダ２１０Ａからテレビ受信機２５０に、上述の機能情報
および伝送フォーマット情報は伝えられない。
【０３３６】
　従って、テレビ受信機２５０は、ディスクレコーダ２１０が通信部（高速データインタ
フェース、ＳＰＤＩＦ受信回路）を備えているか否か、つまりｅＨＤＭＩ対応機器である
か否かを認識可能となり、ｅＨＤＭＩ非対応機器であるディスクレコーダ２１０Ａに、リ
ザーブラインおよびＨＰＤラインで構成される通信路を介して不要な信号の送信を行うこ
とを回避できる。
【０３３７】
　また、テレビ受信機２５０は、ｅＨＤＭＩ対応機器であるディスクレコーダ２１０から
、当該ディスクレコーダ２１０が対応する伝送フォーマットの情報を取得でき、従って、
当該ディスクレコーダ２１０のＳＰＤＩＦ信号、イーサネット信号への対応について容易
に知ることができる。
【０３３８】
　なお、上述の実施の形態で説明したように、ｅＨＤＭＩ対応機器であるディスクレコー
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ダ２１０からテレビ受信機２５０には、ｅＨＤＭＩ対応機器であることを示す機能情報が
伝えられる。テレビ受信機２５０は、ディスクレコーダ２１０がｅＨＤＭＩ対応機器であ
ると認識した後には、ＨＤＭＩケーブル３５０のリザーブラインおよびＨＰＤラインによ
り構成される通信路を介してイーサネット信号、ＳＰＤＩＦ信号の送信を行うことができ
る。
【０３３９】
　しかし、ディスクレコーダ２１０は、通信部（高速データラインインタフェース２１３
、ＳＰＤＩＦ受信回路４１７）による通信を、遮断したいと判断する場合がある。例えば
、ネットワーク端子２２５がネットワークに接続されており、当該ネットワークを利用し
た通信を優先させる場合、あるいは機器内の他のプロセスにＣＰＵ２２１のパワーを割き
たい場合等である。このように通信部による通信を遮断するか否かは、例えば、ＣＰＵ２
２１が判断する。ここで、ＣＰＵ２２１は、遮断判断部を構成する。
【０３４０】
　ディスクレコーダ２１０は、上述の通信部による通信を遮断すると判断するとき、テレ
ビ受信機２５０に、通信の遮断を示す通信情報を送信する。例えば、ディスクレコーダ２
１０は、上述の機能情報と同様に、上述したＴＭＤＳチャネルでテレビ受信機２５０に送
信する映像信号のブランキング期間に、上述の通信情報を挿入することで、当該通信情報
をテレビ受信機２５０に送信する。ここで、ディスクレコーダ２１０は、例えば、ＨＤＭ
ＩのＡＶＩ InfoFrameパケット、ＧＣＰパケット等を用いて、上述の通信情報を映像信号
のブランキング期間に挿入する。
【０３４１】
　ディスクレコーダ２１０が、上述したようにＴＭＤＳチャネルでテレビ受信機２５０に
送信する映像信号のブランキング期間に通信情報を挿入することで、当該通信情報をテレ
ビ受信機２５０に送信する場合、テレビ受信機２５０では、ＴＭＤＳチャネルでディスク
レコーダ２１０から受信された映像信号のブランキング期間から上述の通信情報を抽出す
ることで、当該通信情報を受信する。
【０３４２】
　また、例えば、ディスクレコーダ２１０は、上述の通信情報を、ＨＤＭＩケーブル３５
０の制御データラインであるＣＥＣライン８４を介して、テレビ受信機２５０に送信する
。この場合、テレビ受信機２５０は、ディスクレコーダ２１０からＣＥＣライン８４を介
して、通信情報を受信することになる。
【０３４３】
　テレビ受信機２５０は、上述のように、通信情報を受信することで、ディスクレコーダ
２１０が通信遮断状態にあることを認識できる。そのため、テレビ受信機２５０は、通信
部による通信を遮断しているディスクレコーダ２５０に、上述の通信路を介して不要な信
号を送信することを回避できる。なお、上述のように、ディスクレコーダ２１０からテレ
ビ受信機２５０に通信情報を送信する場合、ディスクレコーダ２１０のＨＤＭＩ送信部２
１２は情報送信部を構成し、テレビ受信機２５０のＨＤＭＩ受信部２５２は情報受信部を
構成する。
【０３４４】
　なお、上述ではディスクレコーダ２１０からテレビ受信機２５０に通信情報を送信する
ことで、テレビ受信機２５０側で当該ディスクレコーダ２１０の通信部による通信の遮断
を認識できるようにしたものである。しかし、ディスクレコーダ２１０は、ＨＤＭＩケー
ブル３５０の第１のライン、例えばリザーブラインの電圧を変化させることで、テレビ受
信機２５０に、通信遮断状態にあることを伝えることができる。この場合、ディスクレコ
ーダ２１０は、接続スイッチ４１８（図２０参照）をオフ状態からオン状態とし、リザー
ブラインの電圧を低下させる。
【０３４５】
　テレビ受信機２５０は、リザーブラインの電圧変化を検出することで、ディスクレコー
ダ２１０の通信部による通信の遮断を示す通信情報を取得できる。この場合、テレビ受信
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機２５０のＣＰＵ２７１は情報取得部を構成する。テレビ受信機２５０は、上述のように
、リザーブラインの電圧を検出して通信情報を取得することで、ディスクレコーダ２１０
が通信部による通信を遮断していることを認識できる。そのため、テレビ受信機２５０は
、通信遮断状態にあるディスクレコーダ２１０に、上述の通信路を介して不要な信号を送
信することを回避できる。
【０３４６】
　なお、上述実施の形態においては、各機器を接続する伝送路として、ＨＤＭＩ規格のイ
ンタフェースを前提として説明したが、その他の同様な伝送規格にも適用可能である。ま
た、ソース機器としてディスクレコーダを使用し、シンク機器としてテレビ受信機を使用
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、この発明を同様に適
用できる。また、上述実施の形態においては、電子機器間をＨＤＭＩケーブルで接続した
ものを示したが、この発明は、電子機器間の接続を無線で行うものにも、同様に適用でき
る。
【産業上の利用可能性】
【０３４７】
　この発明は、受信装置から送信装置に適切に信号を送信できるものであり、ソース機器
とシンク機器とがＨＤＭＩケーブルを介して接続されたＡＶシステムなどに適用できる。
【符号の説明】
【０３４８】
　１０・・・ＡＶシステム、１１，１２・・・ＣＤＣデバイス、１３・・・Ｎｏｎ－ＣＤ
Ｃデバイス、１１ａ，１１ｂ，１２ａ，１３ａ・・・ＨＤＭＩ端子、１４，１５・・・Ｈ
ＤＭＩケーブル、２００・・・ＡＶシステム、２１０・・・ディスクレコーダ、２１１・
・・ＨＤＭＩ端子、２１２・・・ＨＤＭＩ送信部、２１３・・・高速データラインインタ
フェース、２５０・・・テレビ受信機、２５１・・・ＨＤＭＩ端子、２５２・・・ＨＤＭ
Ｉ受信部、２５３・・・高速データラインインタフェース、３５０・・・ＨＤＭＩケーブ
ル、４１７・・・ＳＰＤＩＦ受信回路、４４９・・・ＳＰＤＩＦ送信回路
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