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(57)【要約】
【課題】より高い利便性を有する映像処理装置を提供す
る。
【解決手段】一実施形態に係る映像処理装置は、外部機
器から送信されたストリームを再生する映像処理装置で
あって、前記外部機器との間で通信路を形成する為の接
続端子と、前記接続端子により受信したストリームに対
してエラーの検査を行うエラー検査部と、前記ストリー
ムを再生する再生部と、前記映像処理装置により処理可
能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレ
イ情報を記憶するメモリと、前記外部機器からの要求に
応じて、前記メモリにより記憶されている前記複数のデ
ィスプレイ情報を前記外部機器に送信する送信部と、前
記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メ
モリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のう
ちの１つを削除する書き換え処理部と、を具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器から送信されたストリームを再生する映像処理装置であって、
　前記外部機器との間で通信路を形成する為の接続端子と、
　前記接続端子により受信したストリームに対してエラーの検査を行うエラー検査部と、
　前記ストリームを再生する再生部と、
　前記映像処理装置により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のディスプレ
イ情報を記憶するメモリと、
　前記外部機器からの要求に応じて、前記メモリにより記憶されている前記複数のディス
プレイ情報を前記外部機器に送信する送信部と、
　前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メモリに記憶されている前記複
数のディスプレイ情報のうちの１つを削除する書き換え処理部と、
　を具備する映像処理装置。
【請求項２】
　前記メモリは、前記複数のディスプレイ情報を順位付けて記憶し、
　前記書き換え処理部は、前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報のう
ちの最上位の前記ディスプレイ情報を削除する、
　請求項１に記載の映像処理装置。
【請求項３】
　前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記接続端子により形成された前記
通信路を閉じるように前記接続端子を制御し、前記書き換え処理部に前記メモリに記憶さ
れている前記複数のディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報を削除する
ように前記書き換え処理部を制御し、前記書き換え処理部による書き換えが完了した後に
、前記接続端子により前記通信路を形成させるように前記接続端子を制御し、前記メモリ
により記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信するように前記
送信部を制御する制御部をさらに具備する請求項２に記載の映像処理装置。
【請求項４】
　前記メモリは、ディスプレイ情報として解像度を示す解像度情報を解像度の高い順に記
憶する、請求項２に記載の映像処理装置。
【請求項５】
　前記メモリは、ディスプレイ情報として色深度を示す色深度情報を色深度の深い順に記
憶する、請求項２に記載の映像処理装置。
【請求項６】
　前記メモリは、ディスプレイ情報として前記ストリームの伝送時の伝送周波数を伝送速
度の速い順に記憶する、請求項２に記載の映像処理装置。
【請求項７】
　前記メモリは、ディスプレイ情報として解像度、色深度、及び伝送周波数を示す情報を
順位付けて記憶する、請求項２に記載の映像処理装置。
【請求項８】
　前記書き換え処理部により前記メモリに記憶されている前記複数のディスプレイ情報の
うちの最上位の前記ディスプレイ情報が削除された場合、前記再生部により再生された再
生画面に画質を下げたことを示すメッセージを表示させる表示処理部をさらに具備する請
求項２に記載の映像処理装置。
【請求項９】
　前記表示処理部は、前記書き換え処理部により前記メモリに記憶されている前記複数の
ディスプレイ情報のうちの最上位の前記ディスプレイ情報が削除された場合、前記再生部
により再生された再生画面に前記外部機器との接続の確認を促すメッセージを表示させる
、請求項８に記載の映像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施形態は、映像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、映画、テレビ番組、またはゲームなどの映像コンテンツ（ストリーム）を記録（
録画）、及び再生することができる映像処理装置が一般的に普及している。
【０００３】
　また、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）（登録商標）などの規格に
応じた端子（ＨＤＭＩ端子）を備える映像処理装置が一般的に普及している。ＨＤＭＩ対
応機器は、他のＨＤＭＩ対応機器に対してＨＤＭＩケーブルを経由してストリームを送出
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１６０６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通常、映像処理装置は機器のスペックに応じて再生可能な解像度、再生可能な色深度、
及び受信可能な周波数が決まっており、受信可能なストリームの種類が変化することはな
い。この為、通信路上の問題によって受信したストリームを再生できない場合、それを自
動的に回避することができず、ユーザの利便性を損なう可能性があるという課題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、より高い利便性を有する映像処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態に係る映像処理装置は、外部機器から送信されたストリームを再生する映像
処理装置であって、前記外部機器との間で通信路を形成する為の接続端子と、前記接続端
子により受信したストリームに対してエラーの検査を行うエラー検査部と、前記ストリー
ムを再生する再生部と、前記映像処理装置により処理可能なストリームのフォーマットを
示す複数のディスプレイ情報を記憶するメモリと、前記外部機器からの要求に応じて、前
記メモリにより記憶されている前記複数のディスプレイ情報を前記外部機器に送信する送
信部と、前記エラー検査部によりエラーが検出された場合、前記メモリに記憶されている
前記複数のディスプレイ情報のうちの１つを削除する書き換え処理部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
【図２】図２は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
【図３】図３は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
【図４】図４は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
【図５】図５は、一実施形態に係る映像処理装置について説明する為の図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図を参照しながら、一実施形態に係る映像処理装置について詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、一実施形態に係る映像処理装置１００の例を示す。　
　映像処理装置１００は、例えば、放送信号、または記憶媒体に記憶されている映像コン
テンツなどを再生することができる放送受信装置、またはレコーダなどの電子機器である
。
【００１１】
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　映像処理装置１００は、チューナ１１１、復調部１１２、信号処理部１１３、音声処理
部１２１、映像処理部１３１、表示処理部１３３、制御部１５０、ストレージ１６０、操
作入力部１６１、受光部１６２、ＬＡＮインターフェース１７１、及びＨＤＭＩ処理部１
７３を備える。また、映像処理装置１００は、さらにスピーカ１２２及びディスプレイ１
３４を備える。
【００１２】
　チューナ１１１は、例えばアンテナ１０１により受信されたディジタル放送信号を受け
取ることができる。アンテナ１０１は、例えば、地上ディジタル放送信号、ＢＳ（ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔｉｎｇ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）ディジタル放送信号、及び／または、１１０
度ＣＳ（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）ディジタル放送信号を受信
することができる。チューナ１１１は、上記したディジタル放送信号により供給される番
組などのコンテンツのデータ（ストリーム）を受け取ることができる。
【００１３】
　チューナ１１１は、ディジタル放送信号用のチューナである。チューナ１１１は、受け
取ったディジタル放送信号のチューニング（選局）を行う。チューナ１１１は、チューニ
ングしたディジタル放送信号を復調部１１２に送信する。なお、映像処理装置１００は、
複数のチューナ１１１を備える。映像処理装置１００は、複数のチューナにより複数の放
送信号を同時に選局することができる。
【００１４】
　復調部１１２は、受信したディジタル放送信号を復調する。これにより、復調部１１２
は、ディジタル放送信号からトランスポートストリーム（ＴＳ）などのコンテンツデータ
を取得する。復調部１１２は、取得したコンテンツデータを信号処理部１１３に入力する
。なお、映像処理装置１００は、複数の復調部１１２を備える。複数の復調部１１２は、
複数のチューナ１１１により選局された複数の信号をそれぞれ復調することができる。
【００１５】
　上記のように、アンテナ１０１、チューナ１１１、及び復調部１１２は、コンテンツデ
ータを受信する受信手段として機能する。
【００１６】
　信号処理部１１３は、コンテンツデータの分離などの信号処理を行う。即ち、信号処理
部１１３は、コンテンツデータをディジタル映像信号、ディジタル音声信号、及びその他
のデータ信号に分離する。なお、信号処理部１１３は、複数の復調部１１２により復調さ
れた複数のＴＳを分離することができる。信号処理部１１３は、音声処理部１２１に音声
信号を供給する。また、信号処理部１１３は、映像処理部１３１に映像信号を供給する。
さらに、信号処理部１１３は、制御部１５０にデータ信号を供給する。
【００１７】
　また、信号処理部１１３は、制御部１５０の制御に基づいて、上記のコンテンツデータ
を録画可能な状態のデータ（録画ストリーム）に変換することができる。信号処理部１１
３は、制御部１５０の制御に基づいて、録画ストリームをストレージ１６０または他のモ
ジュールに供給することができる。
【００１８】
　またさらに、信号処理部１１３は、コンテンツデータのビットレートをオリジナルのビ
ットレートから他のビットレートに変換（トランスコード）することができる。即ち、信
号処理部１１３は、放送信号などに基づいて取得したオリジナルのビットレートのストリ
ームを、より低いビットレートのストリームにトランスコードすることができる。これに
より、信号処理部１１３は、より容量の少ない状態でコンテンツを録画させることができ
る。
【００１９】
　音声処理部１２１は、信号処理部１１３から受信したディジタル音声信号を、スピーカ
１２２により再生可能なフォーマットの信号（オーディオ信号）に変換する。例えば、音
声処理部１２１は、ディジタル音声信号をディジタル／アナログ変換によりオーディオ信
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号に変換する。音声処理部１２１は、オーディオ信号をスピーカ１２２に供給する。スピ
ーカ１２２は、供給されるオーディオ信号に基づいて音を再生する。
【００２０】
　映像処理部１３１は、信号処理部１１３から受信したディジタル映像信号を、ディスプ
レイ１３４で再生可能なフォーマットの映像信号に変換する。即ち、映像処理部１３１は
、信号処理部１１３から受信したディジタル映像信号を、ディスプレイ１３４で再生可能
なフォーマットの映像信号にデコード（再生）する。映像処理部１３１は、映像信号を表
示処理部１３３に出力する。
【００２１】
　表示処理部１３３は、例えば、制御部１５０からの制御に基づいて、受信した映像信号
に対して色味、明るさ、シャープ、コントラスト、またはその他の画質調整処理を行う。
表示処理部１３３は、画質調整を施した映像信号をディスプレイ１３４に供給する。ディ
スプレイ１３４は、供給される映像信号に基づいて映像を表示する。
【００２２】
　ディスプレイ１３４は、例えば、マトリクス状に配列された複数の画素を備える液晶表
示パネルと、この液晶パネルを照明するバックライトとを備える液晶表示装置などを備え
る。ディスプレイ１３４は、表示処理部１３３から供給される映像信号に基づいて映像を
表示する。
【００２３】
　なお、映像処理装置１００は、ディスプレイ１３４の代わりに、映像信号を出力する出
力端子を備える構成であってもよい。また、映像処理装置１００は、スピーカ１２２の代
わりに、オーディオ信号を出力する出力端子を備える構成であってもよい。また、映像処
理装置１００は、ディジタル映像信号とディジタル音声信号とを出力する出力端子を備え
る構成であってもよい。
【００２４】
　制御部１５０は、映像処理装置１００の各部の動作を制御する制御手段として機能する
。制御部１５０は、ＣＰＵ１５１、ＲＯＭ１５２、ＲＡＭ１５３、及びＥＥＰＲＯＭ（不
揮発性メモリ）１５４などを備えている。制御部１５０は、操作入力部１６１から供給さ
れる操作信号に基づいて、種々の処理を行う。
【００２５】
　ＣＰＵ１５１は、種々の演算処理を実行する演算素子などを備える。ＣＰＵ１５１は、
ＲＯＭ１５２、またはＥＥＰＲＯＭ１５４などに記憶されているプログラムを実行するこ
とにより種々の機能を実現する。
【００２６】
　ＲＯＭ１５２は、映像処理装置１００を制御する為のプログラム、及び各種の機能を実
現する為のプログラムなどを記憶する。ＣＰＵ１５１は、操作入力部１６１から供給され
る操作信号に基づいて、ＲＯＭ１５２に記憶されているプログラムを起動する。これによ
り、制御部１５０は、各部の動作を制御する。
【００２７】
　ＲＡＭ１５３は、ＣＰＵ１５１のワークメモリとして機能する。即ち、ＲＡＭ１５３は
、ＣＰＵ１５１の演算結果、ＣＰＵ１５１により読み込まれたデータなどを記憶する。
【００２８】
　ＥＥＰＲＯＭ１５４は、各種の設定情報、及びプログラムなどを記憶する不揮発性メモ
リである。
【００２９】
　ストレージ１６０は、コンテンツを記憶する記憶媒体を有する。例えば、ストレージ１
６０は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、ソリッドステイトドライブ（ＳＳＤ）、ま
たは半導体メモリなどにより構成される。ストレージ１６０は、信号処理部１１３から供
給された録画ストリームを記憶することができる。
【００３０】
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　操作入力部１６１は、例えば、ユーザによる操作入力に応じて操作信号を生成する操作
キー、またはタッチパッドなどを備える。また、操作入力部１６１は、キーボード、マウ
ス、または操作信号を生成する事ができる他の入力装置などから操作信号を受け取る構成
であってもよい。操作入力部１６１は、操作信号を制御部１５０に供給する。
【００３１】
　なお、タッチパッドは、静電容量式センサ、サーモセンサ、または他の方式に基づいて
位置情報を生成するデバイスを含む。また、映像処理装置１００がディスプレイ１３４を
備える場合、操作入力部１６１は、ディスプレイ１３４と一体に形成されるタッチパネル
などを備える構成であってもよい。
【００３２】
　受光部１６２は、例えば、リモートコントローラ１６３からの操作信号を受信するセン
サなどを備える。受光部１６２は、受信した信号を制御部１５０に供給する。制御部１５
０は、受光部１６２から供給された信号を受信し、受信した信号を増幅させてＡ／Ｄ変換
を行うことにより、リモコン１６３から送信された元の操作信号を復号する。
【００３３】
　リモートコントローラ１６３は、ユーザの操作入力に基づいて操作信号を生成する。リ
モートコントローラ１６３は、生成した操作信号を赤外線通信により受光部１６２に送信
する。なお、受光部１６２及びリモートコントローラ１６３は、電波などの他の無線通信
により操作信号の送受信を行う構成であってもよい。
【００３４】
　ＬＡＮインターフェース１７１は、ＬＡＮ経由でインターネット、イントラネット、ま
たはホームネットワークなどのネットワーク上の他の機器と通信を行なう為のインターフ
ェースである。例えば、映像処理装置１００は、ＬＡＮインターフェース１７１によりネ
ットワーク上の機器に記録されているコンテンツを取得し、再生することができる。また
、映像処理装置１００は、コンテンツデータをＬＡＮインターフェース１７１により接続
される機器に出力することが出来る。
【００３５】
　また、ＬＡＮインターフェース１７１は、無線ＬＡＮ経由でアクセスポイントとしての
無線通信端末と通信を行なうインターフェースであってもよい。ＬＡＮインターフェース
１７１は、無線通信端末経由でインターネット、またはホームネットワークなどのネット
ワーク上の他の機器と通信を行なうことができる。
【００３６】
　ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）（登録
商標）などの規格に基づいた通信を行なう為のＨＤＭＩ端子を備えたインターフェースで
ある。ＨＤＭＩ処理部１７３のＨＤＭＩ端子には、ブルーレイ（登録商標）レコーダ、Ｄ
ＶＤレコーダ、ハードディスクレコーダ、または他の機器とＨＤＭＩ規格に対応した機器
（ＨＤＭＩ機器）２００が接続される。ＨＤＭＩ処理部１７３は、接続されたＨＤＭＩ機
器２００から出力されたストリームを受信することができる。
【００３７】
　制御部１５０は、ＨＤＭＩ処理部１７３により受信したコンテンツデータを信号処理部
１１３に入力させる。信号処理部１１３は、受信したコンテンツデータからディジタル映
像信号、及びディジタル音声信号などを分離する。信号処理部１１３は、分離したディジ
タル映像信号を映像処理部１３１に送信し、分離したディジタル音声信号を音声処理部１
２１に送信する。
【００３８】
　また、映像処理装置１００は、図示しない電源部を備える。電源部は、ＡＣアダプタな
どを介して商用電源などから電力を受け取る。電源部は、受け取った交流の電力を直流に
変換し、映像処理装置１００内の各部へ供給する。
【００３９】
　図２は、ＨＤＭＩ接続の例を示す。なお、上記したように、映像処理装置１００のＨＤ
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ＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ規格を準拠したＨＤＭＩ端子を備える。また、ＨＤＭＩ機
器２００のＨＤＭＩ処理部２１０は、ＨＤＭＩ規格を準拠したＨＤＭＩ端子を備える。Ｈ
ＤＭＩ端子は、外部機器（ＨＤＭＩ機器２００）との間で通信路を形成する為の接続端子
である。
【００４０】
　なお、ここでは、ＨＤＭＩ機器２００がソース（ＨＤＭＩ　ｓｏｕｒｃｅ）、映像処理
装置１００がシンク（ＨＤＭＩ　ｓｉｎｋ）として動作する例について説明する。ＨＤＭ
Ｉ機器２００は、映像処理装置１００に対してＨＤＭＩ端子及びＨＤＭＩケーブルを介し
てストリームを送信する。映像処理装置１００は、ＨＤＭＩ端子及びＨＤＭＩケーブルを
介してＨＤＭＩ機器２００から送信されたストリームを受け取り、受け取ったストリーム
に対して信号処理を施し、再生する。
【００４１】
　この場合、ＨＤＭＩ機器２００のＨＤＭＩ処理部２１０は、ＨＤＭＩ出力部２１１を備
える。ＨＤＭＩ送信部２１１は、送信するストリームの生成及びエラーチェック用の情報
の付加などを行う。また、映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ受信
部１７４を備える。ＨＤＭＩ受信部１７４は、受信したストリームの解析を行う。
【００４２】
　ＨＤＭＩ処理部２１０及びＨＤＭＩ処理部１７３のＨＤＭＩ端子は、それぞれ複数のチ
ャネルを備えている。例えば、それぞれのＨＤＭＩ端子は、Transitional Minimized Dif
ferential Signaling（ＴＭＤＳ）形式のデータ（実データ）を伝送する為の複数のチャ
ネル（ＴＭＤＳ　ｃｈａｎｎｅｌ０、ＴＭＤＳ　ｃｈａｎｎｅｌ１、ＴＭＤＳ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ２）を備える。また、ＨＤＭＩ端子は、同期用のクロックを伝送する為のチャネル
（ＴＭＤＳ　Ｃｌｏｃｋ　ｃｈａｎｎｅｌ）を備える。
【００４３】
　ソース側のＨＤＭＩ処理部２１０は、映像（ｖｉｄｅｏ）、音声（ａｕｄｉｏ）、及び
種々の制御または状態（ｃｏｎｔｒｏｌ／ｓｔａｔｕｓ）などの信号に基づいて、シンク
側に送信するコンテンツデータのストリームを生成する。ＨＤＭＩ処理部２１０は、ＨＤ
ＭＩ端子及びケーブルを介して、生成したストリームをシンク側に送出する。
【００４４】
　シンク側であるＨＤＭＩ処理部１７３は、ストリームを受信した場合、受信したストリ
ームに対して信号処理を施すことにより、ストリームから映像（ｖｉｄｅｏ）、音声（ａ
ｕｄｉｏ）、及び種々の制御または状態（ｃｏｎｔｒｏｌ／ｓｔａｔｕｓ）などの信号を
取得する。ＨＤＭＩ処理部１７３は、取得した信号を制御部１５０の制御に基づいて信号
処理部１１３に供給する。これにより、映像処理装置１００は、外部のＨＤＭＩ機器２０
０からＨＤＭＩ処理部１７３を介して取得したストリームを再生することができる。
【００４５】
　またさらに、ＨＤＭＩ端子は、機器間で種々の制御信号を送受信する為のチャネル（Ｄ
ＤＣ：ｄｉｓｐｌａｙ　ｄａｔａ　ｃｈａｎｎｅｌ、及びＣＥＣ：ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）を備える。
【００４６】
　またさらに、ＨＤＭＩ端子は、シンク側としての映像処理装置１００の状態（待機状態
か否か）をソース側であるＨＤＭＩ機器２００に通知する為のチャネル（ＨＰＤ：ｈｏｔ
　ｐｌｕｇ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）を備える。映像処理装置１００は、ＨＰＤの電圧値を制
御することにより、ストリームを処理可能である待機状態であるか否かをＨＤＭＩ機器２
００に通知することができる。
【００４７】
　また、ＨＤＭＩ処理部１７３は、信号処理部１１３、音声処理部１２１、映像処理部１
３１、及びディスプレイなどのスペックに応じて予め設定されたディスプレイ情報のリス
ト（例えばＥＤＩＤ：ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｄａｔａ）を記憶するメモリ（ＥＤＩＤ　ＲＯＭ）１７５を備える。即ち、メモリ１
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７５は、映像処理装置１００により処理可能なストリームのフォーマットを示す複数のデ
ィスプレイ情報を記憶する。
【００４８】
　図３は、メモリ１７５に記憶されているディスプレイ情報の例を示す。　
　メモリ１７５は、映像処理装置１００により処理が可能なストリームのフォーマットを
示す複数のディスプレイ情報を記憶する。各ディスプレイ情報は、映像処理装置１００に
より再生可能な解像度を示す解像度情報及び映像処理装置１００により再生可能な色深度
を示す色深度情報を含むＨＤＭＩ代表解像度フォーマット、並びに、映像処理装置１００
により受信可能な伝送周波数を示す周波数情報を備える。
【００４９】
　さらに、メモリ１７５は、複数のディスプレイ情報を順位（優先度）付けして記憶する
。一般的に、高解像度、高色深度、高伝送速度が望まれる。この為、例えば、メモリ１７
５は、処理負担の大きな順にディスプレイ情報を順位付けする。
【００５０】
　図３により示される例によると、解像度情報が「４ｋ２ｋ」であり、色深度情報が「Ｎ
ｏｍａｌ」であり、周波数情報が「２９７ＭＨｚ」である最も処理負担の大きいディスプ
レイ情報が最上位（第１のレベル）に設定されている。
【００５１】
　また、解像度情報が「１０８０ｐ」であり、色深度情報が「ＤｅｅｐＣｏｌｏｒ」であ
り、周波数情報が「２２２．７５ＭＨｚ」であるディスプレイ情報が次（第２のレベル）
に設定されている。
【００５２】
　また、処理負担の順に第３位から１０位までのディスプレイ情報が設定されており、解
像度情報が「４８０ｉ」であり、色深度情報が「Ｎｏｍａｌ」であり、周波数情報が「２
７．０ＭＨｚ」であるもっとも処理負担の小さなディスプレイ情報が最下位に設定されて
いる。
【００５３】
　ＨＤＭＩ処理部１７３は、ソース側であるＨＤＭＩ機器２００から要求された場合、メ
モリ１７５に格納されているディスプレイ情報のリスト（ＥＤＩＤ）をＤＤＣまたはＣＥ
Ｃ経由でＨＤＭＩ機器２００に送信する。
【００５４】
　ＨＤＭＩ機器２００は、受信したＥＤＩＤに基づいて、映像処理装置１００により処理
が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数を認識する。なお、処理負担の大きなフォーマ
ットである程、画質面で優位である。この為、ＨＤＭＩ機器２００は、映像処理装置１０
０により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数の内で最も画質面で優位なフォー
マットのストリームを映像処理装置１００に送出する。即ち、ＨＤＭＩ機器２００は、メ
モリ１７５に記憶されている最上位のディスプレイ情報に対応したフォーマットのストリ
ームを映像処理装置１００に送出する。
【００５５】
　図４は、映像処理装置１００及びＨＤＭＩ機器２００の処理の例を示す。　
　映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、電源がＯＮであり、且つストリームを
再生可能な状態である場合、ＨＰＤをＯＮ（例えば＋５Ｖ引き上げ）する（ステップＳ１
１）。ソース側であるＨＤＭＩ機器２００は、常にＨＰＤの電圧値を検出する。ＨＤＭＩ
機器２００は、ＨＰＤの電圧値が引き上げられた場合、シンク側である映像処理装置１０
０が待機状態であることを認識する（ステップＳ１２）。
【００５６】
　映像処理装置１００が待機状態である場合、ＨＤＭＩ機器２００は、映像処理装置１０
０にＥＤＩＤを要求するコマンド（Ｒｅａｄ　ＥＤＩＤ）を送信する（ステップＳ１３）
。
【００５７】
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　映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、Ｒｅａｄ　ＥＤＩＤコマンドを受信し
た場合、メモリ１７５からディスプレイ情報のリストであるＥＤＩＤを読み出す。さらに
、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ機器２００との間でＨｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＨＤＣＰ）
に基づく認証を行う（ステップＳ１４）。
【００５８】
　ＨＤＣＰは、機器間で伝送される信号を暗号化する方式である。映像処理装置１００及
びＨＤＭＩ機器２００は、ＨＤＣＰに準拠した手順で鍵などの送受信を行い、相互認証を
行う。互いに認証された場合、映像処理装置１００及びＨＤＭＩ機器２００は、互いに暗
号化された信号をやりとりすることができる。なお、ＨＤＭＩ処理部１７３は、メモリ１
７５から読み出したＥＤＩＤを例えばＨＤＣＰに基づく認証処理の中で、ＨＤＭＩ機器２
００に送信する。
【００５９】
　なお、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＣＰに基づく認証処理の最中ではなく、別のタイ
ミングでＥＤＩＤをＨＤＭＩ機器２００に送信する構成であってもよい。例えば、ＨＤＭ
Ｉ処理部１７３は、ＨＤＣＰに基づく認証処理の最中ではなく、Ｒｅａｄ　ＥＤＩＤコマ
ンドを受信した場合、ＨＤＣＰに基づく認証処理の前にＥＤＩＤをＨＤＭＩ機器２００に
送信する構成であってもよい。またさらに、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＣＰに基づく
認証処理の後にＥＤＩＤをＨＤＭＩ機器２００に送信する構成であってもよい。
【００６０】
　また、ＨＤＭＩ機器２００は、映像処理装置１００から送信されたＥＤＩＤを解析し、
映像処理装置１００により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数などのフォーマ
ットを示すディスプレイ情報を認識する。ＨＤＭＩ機器２００は、認識したディスプレイ
情報のうちで、最も画質面で優位なディスプレイ情報を選択する。ＨＤＭＩ機器２００は
、選択したディスプレイ情報が示すフォーマットに対応したストリーム（映像及び音声）
を映像処理装置１００に送信する（ステップＳ１５）。なお、ＨＤＭＩ機器２００のＨＤ
ＭＩ処理部２１０は、映像処理装置１００に送信するストリームにエラーチェック用の情
報（例えばパリティビット、またはＣＲＣ用の符号など）を付加する。
【００６１】
　映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、ストリームを受信した場合、例えばパ
リティチェック、またはＣＲＣなどのエラーチェックを行う（ステップＳ１６）。なお、
制御部１５０がＨＤＭＩ処理部１７３により受信したストリームのエラーチェックを行う
構成であってもよい。ＨＤＭＩ処理部１７３は、エラーが検出されなかった場合、ストリ
ームから映像及び音声を逐次取得し、信号処理部１１３に供給する。これにより、映像処
理装置１００は、ＨＤＭＩ機器２００から取得したストリームを再生することができる。
【００６２】
　また、エラーチェックにおいて、エラーが検出された場合、ＨＤＭＩ処理部１７３は、
ＨＰＤをＯＦＦ（例えば＋０Ｖまたは－５Ｖなどに引き下げ）する（ステップＳ１７）。
ソース側であるＨＤＭＩ機器２００は、ＨＰＤの電圧値が引き上げられた場合、シンク側
である映像処理装置１００がストリームの再生が不可である休止状態であることを認識す
る。この場合、映像処理装置１００及びＨＤＭＩ機器２００の間におけるＨＤＣＰに基づ
く認証は取り消される。
【００６３】
　さらに、映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、メモリ１７５に記憶されてい
るＥＤＩＤを書き換える（ステップＳ１８）。即ち、ＨＤＭＩ処理部１７３は、エラーが
検出された場合、メモリ１７５に記憶されているＥＤＩＤに含まれている複数のディスプ
レイ情報のうちの１つを削除する。
【００６４】
　例えば、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＥＤＩＤの中の最も優先度の高いディスプレイ情報
を削除する。即ち、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ機器２００に通知するディスプレ
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イ情報のリストから、エラーが発生したフォーマットに対応するディスプレイ情報を削除
する。
【００６５】
　図３に示されるようなＥＤＩＤがメモリ１７５に記憶されており、且つ、最上位のディ
スプレイ情報に対応したフォーマットのストリームの処理中にエラーが検出された場合、
ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＥＤＩＤから最上位のディスプレイ情報（即ち、解像度情報が
「４ｋ２ｋ」であり、色深度情報が「Ｎｏｍａｌ」であり、周波数情報が「２９７ＭＨｚ
」であるディスプレイ情報）をＥＤＩＤから削除する。この結果、解像度情報が「１０８
０ｐ」であり、色深度情報が「ＤｅｅｐＣｏｌｏｒ」であり、周波数情報が「２２２．７
５ＭＨｚ」であるディスプレイ情報が最上位になる。
【００６６】
　ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＥＤＩＤを書き換えた後、ＨＰＤを再度ＯＮする（ステップ
Ｓ（ステップＳ１９）。この場合、ＨＤＭＩ機器２００は、再度映像処理装置１００にＲ
ｅａｄ　ＥＤＩＤコマンドを送信する（ステップＳ２０）。これにより、ＨＤＭＩ機器２
００と映像処理装置１００との間で、ＨＤＣＰに基づく認証処理が再度行われる（ステッ
プＳ２１）。この際に、ＨＤＭＩ処理部１７３は、メモリ１７５からＥＤＩＤを読み出し
、読み出したＥＤＩＤをＨＤＭＩ機器２００に送信する。
【００６７】
　即ち、ＨＤＭＩ処理部１７３は、エラーが検出された場合、ＨＤＭＩ端子のＨＰＤを引
き下げ、通信路を閉じる。さらに、ＨＤＭＩ処理部１７３は、メモリ１７５に記憶されて
いる複数のディスプレイ情報のうちの最上位のディスプレイ情報を削除する。ＨＤＭＩ処
理部１７３は、ディスプレイ情報の削除が完了した後に、ＨＤＭＩ端子のＨＰＤを引き上
げ、通信路を再度確立させる。さらに、ＨＤＭＩ処理部１７３は、メモリ１７５により記
憶されている複数のディスプレイ情報をＨＤＭＩ機器２００に送信する。
【００６８】
　ＨＤＭＩ機器２００は、映像処理装置１００から送信されたＥＤＩＤを解析し、映像処
理装置１００により処理が可能な解像度、色深度、及び伝送周波数などのフォーマットを
示すディスプレイ情報を認識する。ＨＤＭＩ機器２００は、認識したディスプレイ情報の
うちで、最も画質面で優位なディスプレイ情報を選択する。なお、ＥＤＩＤ内のディスプ
レイ情報が１段階引き下げられている為、ＨＤＭＩ機器２００は、ステップＳ１４で通知
されたＥＤＩＤより１段階画質面で劣るフォーマットのディスプレイ情報を選択する。
【００６９】
　ＨＤＭＩ機器２００は、選択したディスプレイ情報が示すフォーマットに対応したスト
リーム（映像及び音声）を映像処理装置１００に送信する（ステップＳ２２）。
【００７０】
　映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、ストリームを受信した場合、受信した
ストリームに対してエラーチェックを行う。ＨＤＭＩ処理部１７３は、エラーが検出され
なかった場合、ストリームから映像及び音声を逐次取得し、信号処理部１１３に供給する
。これにより、映像処理装置１００は、ＨＤＭＩ機器２００から取得したストリームを再
生することができる。
【００７１】
　さらに、上記したように、ＥＤＩＤ内のディスプレイ情報を引き下げていた場合、即ち
、ＥＤＩＤ内のディスプレイ情報を削除していた場合、ＨＤＭＩ処理部１７３は、映像処
理部１３１により再生された映像に通知を重ねて表示させる（ステップＳ２３）。
【００７２】
　図５は、通知の表示例を示す。ＨＤＭＩ処理部１７３は、映像処理部１３１により再生
された映像（表示画面）５００に、ストリームのフォーマットの引き下げを行った旨を示
すメッセージ５０１を付加する。
【００７３】
　また、エラーになる原因として、ＨＤＭＩ端子とＨＤＭＩケーブルとの接触の不良、Ｈ
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ＤＭＩケーブルの劣化、または消耗などに起因するノイズが考えられる。そこで、ＨＤＭ
Ｉ処理部１７３は、ユーザに接続の確認を促す旨の表示をメッセージ５０１に加えても良
い。
【００７４】
　例えば、ＨＤＭＩ処理部１７３は、「エラーが検出された為、解像度を下げました。Ｈ
ＤＭＩケーブルの破損や接続を確認ください」とのメッセージ５０１を表示画面５００に
付加する。これにより、映像処理装置１００は、ソースからのストリームが本来のストリ
ームより画質面で劣るストリームであることをユーザに通知することができる。さらに、
ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩケーブルの接続及びＨＤＭＩケーブルの状態を確認す
ることをユーザに促すことができる。
【００７５】
　またさらに、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ストリームの再生が完了した場合、ＥＤＩＤを
元の状態に戻す（ステップＳ２４）。即ち、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＭＩ機器２０
０からストリームが送信されない状態になったことを検知した場合、メモリ１７５のＥＤ
ＩＤ内の複数のディスプレイ情報を処理前の状態（例えばステップＳ１７以前の状態）に
書き換える。これにより、ＨＤＭＩ機器２００は、ストリームの再生処理が完了した後に
映像処理装置１００を元の状態に戻すことができる。
【００７６】
　上記したように、映像処理装置１００は、外部機器（ＨＤＭＩ機器２００）から出力さ
れたストリームの伝送時にエラーが発生した場合、処理可能なストリームのフォーマット
を示す複数のディスプレイ情報を有するＥＤＩＤを書き換え、再起動する。映像処理装置
１００は、再起動した後、書き換えられたＥＤＩＤをＨＤＭＩ機器２００に送信する。こ
れにより、映像処理装置１００は、より処理負担の少ないフォーマットのストリームをＨ
ＤＭＩ機器２００から受け取ることができる。
【００７７】
　これにより、映像処理装置１００は、ＨＤＭＩ機器２００から出力されるストリームを
、映像処理装置１００により再生可能なフォーマットのストリームに自動的に切り替えさ
せることができる。この結果、より高い利便性を有する映像処理装置を提供することがで
きる。
【００７８】
　なお、映像処理装置１００のＨＤＭＩ処理部１７３は、複数のＨＤＭＩ端子を備えてい
ても良い。この場合、ＨＤＭＩ処理部１７３は、ＨＤＣＰに基づく認証が行われてから、
ＨＰＤが引き下げられるまでの間、ＥＤＩＤの変更を制限する構成であってもよい。これ
により、例えば、複数のＨＤＭＩ機器が映像処理装置１００に接続されている場合であっ
ても、ＨＤＭＩ処理部１７３は、処理対象以外のＨＤＭＩ機器との処理によりＥＤＩＤが
変更されてしまうことを防ぐことができる。
【００７９】
　また、ＨＤＭＩ処理部１７３が複数のＨＤＭＩ端子を備えている場合、ＨＤＭＩ処理部
１７３は、ＨＤＭＩ端子毎にＥＤＩＤを記憶する為のメモリを備えていてもよい。
【００８０】
　また、上記した実施形態では、メモリ１７５は、解像度情報、色深度情報、及び伝送周
波数を１組としたディスプレイ情報を順位付けて記憶する構成であると説明したが、この
構成に限定されない。メモリ１７５は、解像度情報、色深度情報、及び伝送周波数のうち
のいずれか１つをディスプレイ情報として順位付けて記憶する構成であってもよい。
【００８１】
　即ち、メモリ１７５は、ディスプレイ情報として解像度を示す解像度情報を解像度の高
い順に記憶する構成であってもよい。また、メモリ１７５は、ディスプレイ情報として色
深度を示す色深度情報を色深度の深い順に記憶する構成であってもよい。さらに、メモリ
１７５は、ディスプレイ情報として前記ストリームの伝送時の伝送周波数を伝送速度の速
い順に記憶する構成であってもよい。
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【００８２】
　なお、上述の各実施の形態で説明した機能は、ハードウエアを用いて構成するに留まら
ず、ソフトウエアを用いて各機能を記載したプログラムをコンピュータに読み込ませて実
現することもできる。また、各機能は、適宜ソフトウエア、ハードウエアのいずれかを選
択して構成するものであっても良い。
【００８３】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形
態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態
に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１００…映像処理装置、１０１…アンテナ、１１１…チューナ、１１２…復調部、１１
３…信号処理部、１２１…音声処理部、１２２…スピーカ、１３１…映像処理部、１３３
…表示処理部、１３４…ディスプレイ、１５０…制御部、１５１…ＣＰＵ、１５２…ＲＯ
Ｍ、１５３…ＲＡＭ、１５４…ＥＥＰＲＯＭ、１６０…ストレージ、１６１…操作入力部
、１６２…受光部、１６３…リモートコントローラ、１７１…ＬＡＮインターフェース、
１７３…ＨＤＭＩ処理部、１７４…ＨＤＭＩ受信部、１７５…メモリ、２００…ＨＤＭＩ
機器、２１０…ＨＤＭＩ処理部、２１１…ＨＤＭＩ出力部。

【図１】 【図２】

【図３】
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