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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信するデー
タ受信部と、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部と、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部と、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部と、
具備する通信装置。
【請求項２】
　前記情報受信部は、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データのブランキング期間
に挿入された、非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を前記第１の外部機
器から受信する、
請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記情報受信部は、前記第１の伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を
介して、非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を受信する、
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請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記データ送信部は、第２の伝送路を介して、前記グラフィックスを合成した非圧縮画
像データを前記第２の外部機器に送信する、
請求項１乃至３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動伝送路
のうち少なくとも一方は前記第１の外部機器の接続状態の通知機能を備える、
請求項１乃至４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記情報受信部は、前記第２の伝送路を介して前記第２の外部機器から受信する伝送方
式情報に従って、ダイナミックレンジ変換定義情報を格納した制御パケットを前記第１の
外部機器から受信する、
請求項４に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記情報受信部は、前記第２の伝送路の所定ラインを介して、前記第２の外部機器が対
応するダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報を受信し、
　前記グラフィックス処理部は、受信した関連情報に基づいて、前記データ受信部で受信
する非圧縮画像データに対するグラフィックスの処理を実行する、
請求項４に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記第２の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動伝送路
のうち少なくとも一方は前記第２の外部機器の接続状態の通知機能を備える、
請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　第２の伝送路を介して第２の外部機器からダイナミックレンジ変換定義情報の伝送方式
情報を受信するステップと、
　第１の伝送路を介して、前記伝送方式情報に基づいて第１の外部機器からダイナミック
レンジ変換定義情報を受信するステップと、
　前記ダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックスの輝度を調整して、前
記第１の伝送路を介して前記第１の外部機器から送信される非圧縮画像データにグラフィ
ックスを合成するステップと、
　グラフィックスを合成した非圧縮画像データを、前記第２の伝送路を介して前記第２の
外部機器に送信するステップと、
を有する通信方法。
【請求項１０】
　第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信するデー
タ受信部、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式で記述されたコンピュ
ーター・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 6471752 B2 2019.2.20

10

20

30

40

50

　本明細書で開示する技術は、データを送受信する通信装置及び通信方法、並びにコンピ
ューター・プログラムに係り、例えば、ＨＤＭＩなどのデジタル・インターフェースで伝
送される非圧縮画像データを送受信する通信装置及び通信方法、並びにコンピューター・
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、非圧縮（ベースバンド）の画像信号（画像データ）と、その画像信号に付随する
デジタル音声信号（音声データ）とを、高速に伝送する通信インターフェースとして、Ｈ
ＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）が普及しつつある。ＨＤＭＩインターフェースを介して接続される、デー
タの送信側はＨＤＭＩソース機器であり、データの受信側はＨＤＭＩシンク機器である。
例えば、ＨＤＭＩソース機器としてのＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）レコーダーやＳ
ＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、その他のＡＶソース（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓ
ｏｕｒｃｅ）と、ＨＤＭＩシンク機器としてのテレビ受信機、プロジェクター、その他の
ディスプレイとを、ＨＤＭＩインターフェースで接続したＡＶシステムなどが考えられる
。
【０００３】
　また、ＨＤＭＩソース機器とＨＤＭＩシンク機器間に、ＨＤＭＩ入力とＨＤＭＩ出力を
備えるＨＤＭＩリピーターを介在させるシステム構成も知られている（例えば、特許文献
１、２を参照のこと）。
【０００４】
　ＨＤＭＩリピーター装置では、波形等化など伝送信号の特性修正の他に、ユーザーによ
り操作されるメニューなどのグラフィックスをＨＤＭＩ入力された非圧縮画像データへ重
畳する処理を行なうことができる。その際、ＨＤＭＩリピーターは、標準輝度（１００ｃ
ｄ／ｍ2）のモニターで視聴することを前提に、グラフィックス生成部のダイナミックレ
ンジを制御するのが一般的と思料される。
【０００５】
　ＨＤＭＩソース機器から出力される非圧縮画像データは、標準輝度以上のダイナミック
レンジを持つ元画像に対してダイナミックレンジ変換を行ない、標準輝度のダイナミック
レンジに圧縮してから、伝送されることがある。
【０００６】
　また、最近では、ディスプレイ技術の進歩により、例えば１０００ｃｄ／ｍ2程度の、
標準輝度よりも明るい画像を表示可能な有機（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイやＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）などの表示装置も市販されている。ＨＤＭＩシンク機器がこのような広いダイナ
ミックレンジを有する表示装置の場合には、ＨＤＭＩソース機器側でダイナミックレンジ
変換された画像データに対してダイナミックレンジ逆変換を行ない、元の高輝度のダイナ
ミックレンジを持つ画像データに戻すことで、その性能を活かすような画像表示が可能に
なる。
【０００７】
　ところが、ＨＤＭＩソース機器とＨＤＭＩシンク機器間に配設されたＨＤＭＩリピータ
ーにおいて標準輝度のダイナミックレンジのグラフィックス画像を重畳していると、ＨＤ
ＭＩシンク機器においてダイナミックレンジ逆変換を行なった際に、モニターで表示され
るグラフィックス画像が、想定するグラフィックスのダイナミックレンジを超えてしまう
おそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本明細書で開示する技術の目的は、外部機器から受信した非圧縮画像データにグラフィ
ックスを好適に重畳して、他の外部機器に送信することができる、優れた通信装置及び通
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信方法、並びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信するデー
タ受信部と、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部と、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部と、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部と、
具備する通信装置である。
【００１０】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載の通信装置の前記情報受信部は
、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データのブランキング期間に挿入された、非圧
縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を前記第１の外部機器から受信するよう
に構成されている。
【００１１】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項１に記載の通信装置の前記情報受信部は
、前記第１の伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信路を介して、非圧縮画像
データのダイナミックレンジ変換定義情報を受信するように構成されている。
【００１２】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項１乃至３のいずれかに記載の通信装置の
前記データ送信部は、第２の伝送路を介して、前記グラフィックスを合成した非圧縮画像
データを前記第２の外部機器に送信するように構成されている。
【００１３】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項１乃至４のいずれかに記載の通信装置に
おいて、前記第１の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動
伝送路のうち少なくとも一方は前記外部機器の接続状態の通知機能を備えている。
【００１４】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項４に記載の通信装置の前記情報受信部は
、前記第２の伝送路を介して前記第２の外部機器から受信する伝送方式情報に従って、ダ
イナミックレンジ変換定義情報を格納した制御パケットを前記第１の外部機器から受信す
るように構成されている。
【００１５】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項４に記載の前記情報受信部は、前記第２
の伝送路の所定ラインを介して、前記第２の外部機器が対応するダイナミックレンジ変換
定義情報の関連情報を受信し、前記グラフィックス処理部は、受信した関連情報に基づい
て、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに対するグラフィックスの処理を実行
するように構成されている。
【００１６】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項７に記載の通信装置において、前記第２
の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動伝送路のうち少な
くとも一方は前記外部機器の接続状態の通知機能を備えている。
【００１７】
　また、本願の請求項９に記載の技術は、
　第２の伝送路を介して第２の外部機器からダイナミックレンジ変換定義情報の伝送方式
情報を受信するステップと、



(5) JP 6471752 B2 2019.2.20

10

20

30

40

50

　第１の伝送路を介して、前記伝送方式情報に基づいて第１の外部機器からダイナミック
レンジ変換定義情報を受信するステップと、
　前記ダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックスの輝度を調整して、前
記第１の伝送路を介して前記第１の外部機器から送信される非圧縮画像データにグラフィ
ックスを合成するステップと、
　グラフィックスを合成した非圧縮画像データを、前記第２の伝送路を介して前記第２の
外部機器に送信するステップと、
を有する通信方法である。
【００１８】
　また、本願の請求項１０に記載の技術は、
　第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信するデー
タ受信部、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式で記述されたコンピュ
ーター・プログラムである。
【００１９】
　本願の請求項１０に係るコンピューター・プログラムは、コンピューター上で所定の処
理を実現するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムを
定義したものである。換言すれば、本願の請求項１０に係るコンピューター・プログラム
をコンピューターにインストールすることによって、コンピューター上では協働的作用が
発揮され、本願の請求項１に係る通信装置と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本明細書で開示する技術によれば、外部機器から受信した非圧縮画像データにグラフィ
ックスを好適に重畳して、他の外部機器に送信することができる、優れた通信装置及び通
信方法、並びにコンピューター・プログラムを提供することができる。
【００２１】
　本明細書で開示する技術を適用したＨＤＭＩリピーターは、ＨＤＭＩソース機器から送
信された、元々輝度ダイナミックレンジが広い非圧縮画像データにグラフィックスを適切
な輝度で重畳して再送信するので、表示装置などのＨＤＭＩシンク機器側では、グラフィ
ックス輝度が適切な明るさで表示することができる。
【００２２】
　なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本発明の効果はこれに限
定されるものではない。また、本発明が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏す
る場合もある。
【００２３】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本明細書で開示する技術を適用したＡＶシステム１０の構成例を示した
図である。
【図２】図２は、「ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩ（Ｓｕｐｐｌｅｍｅ
ｎｔａｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）」のシンタクス例を示し
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た図である。
【図３】図３は、ダイナミックレンジ変換定義情報を説明するための図である。
【図４】図４は、ＢＤプレーヤー１１側のＨＤＭＩ送信部１１ｂと、ＡＶアンプ１２側の
ＨＤＭＩ受信部１２ｅの機能的構成例を示した図である。
【図５】図５は、ＴＤＭＳチャネル＃０、＃１、＃２において、横×縦が１９２０ピクセ
ル×１０８０ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示した
図である。
【図６】図６は、Ｅ－ＥＤＩＤのデータ構造例を示した図である。
【図７】図７は、Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ領域のデータ
構造例を示した図である
【図８】図８は、ダイナミックレンジ変換定義情報を伝送するＶＳＩＦパケットのデータ
構造例（第１の例）を示した図である。
【図９】図９は、ダイナミックレンジ変換定義情報を伝送するＶＳＩＦパケットのデータ
構造例（第２の例）を示した図である。
【図１０】図１０は、ＤＲＩＦパケットのデータ構造例を示した図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、双方向高速バス・インターフェースで用いられるＩＰパケット
のデータ構造例を示した図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、双方向高速バス・インターフェースで用いられるＩＰパケット
のデータ構造例を示した図である。
【図１２】図１２は、ＡＶアンプが実行するグラフィクス処理の手順を示したフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００２６】
［ＡＶシステムの構成］
　図１には、本明細書で開示する技術を適用したＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）シス
テム１０の構成例を示している。図示のＡＶシステム１０は、ＨＤＭＩソース機器として
のＢＤプレーヤー１１と、ＨＤＭＩリピーター機器としてのＡＶアンプ１２と、ＨＤＭＩ
シンク機器としてのテレビ受信機１３を備えている。ＢＤプレーヤー１１とＡＶアンプ１
２間は、伝送路としてのＨＤＭＩケーブル１４－１を介して接続されている。また、ＡＶ
アンプ１２とテレビ受信機１３間は、伝送路としてのＨＤＭＩケーブル１４－２を介して
接続されている。
【００２７】
　ＢＤプレーヤー１１は、符号化圧縮画像データを格納する記憶媒体１１ｆと、記憶媒体
１１ｆから符号化データを読み出して非圧縮画像に復号する復号部１１ｄと、復号部１１
ｄで復号されたデータの中からダイナミックレンジ変換定義情報（後述）を取得して、伝
送路（ＨＤＭＩケーブル）１４－１を介して、ＡＶアンプ１２へ送信する情報送信部１１
ｅと、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩ　ＴＸ）１１ｂ及び高速バス・インターフェース（高速
バスＩ／Ｆ）１１ｃが接続されたＨＤＭＩ端子１１ａを備えている。
【００２８】
　ＨＤＭＩケーブル１４－１の一端はＢＤプレーヤー１１のＨＤＭＩ端子１１ａに接続さ
れ、このＨＤＭＩケーブル１４－１の他端はＡＶアンプ１２のＨＤＭＩ端子１２ｄに接続
されている。
【００２９】
　ＡＶアンプ１２は、ＢＤプレーヤー１１から非圧縮画像データを受信するＨＤＭＩ受信
部（ＨＤＭＩ　ＲＸ）１２ｅ及び高速バス・インターフェース（高速バスＩ／Ｆ）１２ｃ
が接続されたＨＤＭＩ端子１２ｄと、伝送路１４－１を介して、ダイナミックレンジ変換
定義情報を取得する情報受信部１２ｆと、ユーザーの指示などによるグラフィックスを生
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成し、ＢＤプレーヤー１１から伝送される非圧縮画像データに重畳するＧＵＩ（Ｇｒａｐ
ｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）処理部１２ｇと、グラフィックスを重畳し
た非圧縮画像データを、伝送路１４－２を介して、テレビ受信機１３に送信するＨＤＭＩ
送信部（ＨＤＭＩ　ＴＸ）１２ｂ及び高速バス・インターフェース（高速バスＩ／Ｆ）１
２ｃが接続されたＨＤＭＩ端子１２ａを備えている。
【００３０】
　ＨＤＭＩケーブル１４－２の一端はＡＶアンプ１２のＨＤＭＩ端子１２ａに接続され、
このＨＤＭＩケーブル１４－２の他端はテレビ受信機１３のＨＤＭＩ端子１３ａに接続さ
れている。
【００３１】
　テレビ受信機１３は、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩ　ＲＸ）１３ｂ及び高速バス・インタ
ーフェース（高速バスＩ／Ｆ）１３ｃが接続されたＨＤＭＩ端子１３ａと、ＢＤプレーヤ
ー１１から送信される非圧縮画像のダイナミックレンジ変換定義情報を受信し、ＢＤプレ
ーヤー１１へテレビ受信機１３が対応可能なダイナミックレンジ変換定義情報の伝送方式
を送信する情報送受信部１３ｅと、受信したダイナミックレンジ変換定義情報に基づき、
ＨＤＭＩ受信部１３ｂで受信した非圧縮画像のダイナミックレンジを変換する変換部１３
ｄと、ダイナミックレンジ変換定義情報の伝送方式を記憶しておく記憶部１３ｆを備えて
いる。
【００３２】
　ＢＤプレーヤー１１内の記憶媒体１１ｆから読み出され、復号部１１ｄで復号された非
圧縮画像データは、元々は輝度ダイナミックレンジが広い非圧縮画像データであるが、標
準輝度のダイナミックレンジに変換されたものである。すなわち、ＨＤＭＩソース機器と
してのＢＤプレーヤー１１からは、標準輝度以上のダイナミックレンジを持つ元画像を標
準輝度のダイナミックレンジに圧縮してから、伝送される。
【００３３】
　一方、テレビ受信機１３は、例えば１０００ｃｄ／ｍ2程度の、標準輝度よりも明るい
画像を表示可能な有機ディスプレイやＬＣＤなどの表示装置を備えている。このような場
合、ＨＤＭＩシンク機器としてのテレビ受信機１３側では、標準輝度にダイナミックレン
ジ変換された画像データに対してダイナミックレンジ逆変換を行ない、元の高輝度のダイ
ナミックレンジを持つ画像データに戻すことで、その性能を活かすような画像表示を行な
うことが望まれる。
【００３４】
　本実施形態に係るＡＶシステム１０では、ＨＤＭＩソース機器は、ダイナミックレンジ
変換された非圧縮画像データを、そのダイナミックレンジ変換定義情報とともに伝送する
ものとする。このような場合、ＨＤＭＩシンク機器側では、受信した非圧縮画像データに
対して、変換定義情報に基づいてダイナミックレンジ逆変換を行なうことで、元の標準輝
度以上のダイナミックレンジを持つ画像を画面表示することができる。
【００３５】
　画像データのダイナミックレンジ変換を行なう方法として、ニー（Ｋｎｅｅ）変換が広
く知られている（例えば、特許文献３を参照のこと）。ダイナミックレンジを圧縮する際
にはニー圧縮を行ない、元の高いダイナメックレンジに復元する際にはニー伸長を行なう
。ニー圧縮時には、ニー・ポイントと呼ばれる所定の輝度レベルを超える輝度信号につい
ては入出力特性の傾きを小さくするようにして、ダイナミックレンジを圧縮する。ニー・
ポイントは、所望する最大輝度レベルよりも低く設定する。また、小さくした入出力特性
の傾きは、ニー・スロープと呼ばれる。ニー伸長時には上記と逆の処理を行なえばよい。
ダイナミックレンジ変換定義情報は、ニー変換などによるダイナミックレンジ変換に必要
なパラメーターを含んだ情報である。
【００３６】
　例えば、本出願人に既に譲渡されている特願２０１３－２４６８７６号明細書には、Ｈ
ＤＭＩソース機器からＨＤＭＩシンク機器へ、ダイナミックレンジ変換された非圧縮画像
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データを、そのダイナミックレンジ変換定義情報とともに伝送するＡＶシステムについて
開示されている。
【００３７】
［ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ＿ＳＥＩのシンタクス例］
　図１に示したＡＶシステム１０では、ＢＤプレーヤー１１の記憶媒体１１ｆから、非圧
縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報が読み出される。図２には、非圧縮画像
データのダイナミックレンジ変換定義情報である、「ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎ
ｆｏ　ＳＥＩ（Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）」のシンタクス例２００を示している。
【００３８】
　このｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ２００では、ニー変換ＩＤ（ｋｎｅｅ＿ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｄ）２０１とニー変換キャンセル・フラグ（ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ＿ｃａｎｃｅｌ＿ｆｌａｇ）２０２が設定される。
【００３９】
　ニー変換ＩＤ２０１は、ニー圧縮又はニー伸長であるニー変換の目的に固有のＩＤであ
る。また、ニー変換キャンセル・フラグ２０２は、直前のｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿
ｉｎｆｏの連続性をキャンセルするかどうかを表すフラグである。ニー変換キャンセル・
フラグ２０２は、前のｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏの連続性をキャンセルする
場合にはハイ・レベル「１」を設定し、キャンセルしない場合にはロー・レベル「０」を
設定する。
【００４０】
　また、ニー変換キャンセル・フラグ２０２がロー・レベル「０」である場合、ｋｎｅｅ
＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ２００には、ダイナミックレンジ変換定義情報が設定され
る。このダイナミックレンジ変換定義情報は、持続フラグ（ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ
＿ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ＿ｆｌａｇ）２０３と、圧縮伸長フラグ（ｍａｐｐｉｎｇ＿ｆ
ｌａｇ）２０４と、入力画像ダイナミックレンジ情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄ＿ｒａｎｇｅ）２
０５と、入力画像表示ディスプレイ最大輝度情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄｉｓｐ＿ｌｕｍｉｎａ
ｎｃｅ）２０６と、出力画像ダイナミックレンジ情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｄ＿ｒａｎｇｅ）
２０７と、出力表示ディスプレイ最大輝度情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｄｉｓｐ＿ｌｕｍｉｎａ
ｃｅ）２０８と、ニー位置数情報（ｎｕｍ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ＿ｍｉｎｕｓ１）２０
９が設定される。さらに、ニー位置数情報２０９の数分だけニー位置毎の情報のループ２
１０が配置され、各ループ内にはニー位置毎の変換前位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿
ｐｏｉｎｔ）２１１と変換後位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）２１２が
ニー位置毎に設定される。
【００４１】
　持続フラグ２０３は、一度送ったｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ２００がその
後も有効なのか、一回限りなのかを示すものである。ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎ
ｆｏ２００が付加されたピクチャーに限り有効な場合には、持続フラグ２０３にロー・レ
ベル「０」を設定し、ストリームが切り替わるまで有効又は新しいニー変換ＩＤ２０１が
来るまで有効の場合には、持続フラグ２０３にハイ・レベル「１」を設定する。
【００４２】
　圧縮伸長フラグ２０４は、ニー変換がニー圧縮であるかどうかを表すフラグである。す
なわち、ニー位置の数が１つである場合、変換前位置情報が変換後位置情報以上であると
き、ニー変換がニー伸長であると判断し、変換前位置情報が変換後位置情報より小さいと
き、ニー変換がニー圧縮であると判断することができる。
【００４３】
　しかしながら、ニー位置の数が複数である場合、変換前位置情報と変換後位置情報の大
小関係で、ニー変換がニー伸長であるか、ニー圧縮であるかを正確に判断することができ
ないため、圧縮伸長フラグ２０４が設定される。なお、ニー・ポイントの数が１つである
場合であっても、圧縮伸長フラグ２０４が設定されるようにしてもよい。圧縮伸長フラグ
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２０４は、ニー変換がニー圧縮である場合にはハイ・レベル「１」を設定し、ニー伸長で
ある場合にはロー・レベル「０」を設定する。
【００４４】
　ニー位置数情報２０９は、ニー位置の数から１を減算した値である。続くニー位置数の
数分の各ループでは、ニー位置ｉにおける変換前位置情報２１１と変換後位置情報２１２
が格納される。なお、ニー位置の変換前位置情報２１１と変換後位置情報２１２が設定さ
れる順番ｉ（ｉは０以上の整数）は、変換前位置情報２１１の小さい順である。
【００４５】
　変換前位置情報２１１は、ダイナミックレンジ変換における変換前の符号化対象の画像
のニー位置を表す情報であり、符号化対象の画像の輝度の最大値を１０００‰としたとき
のニー位置の千分率である。ニー位置とは、符号化対象の画像の輝度のダイナミックレン
ジの同一の変換率でニー変換される輝度の範囲の始点の０以外の輝度である。
【００４６】
　変換後位置情報２１２は、ダイナミックレンジ変換における変換後の画像の、ニー位置
を始点とするニー変換される輝度の範囲に対応する輝度の範囲の始点を表す情報である。
具体的には、変換後位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）は、変換後の画像
の輝度の最大値を１０００‰としたときのニー位置に対応する変換後の画像の輝度の千分
率である。
【００４７】
　図３には、ダイナミックレンジ変換定義情報の一例を図解している。同図において、横
軸は変換前のダイナミックレンジであり、縦軸は変換後のダイナミックレンジである。ユ
ーザーは、ハイダイナミックレンジ画像の輝度の０～４０％、４０～１００％、１００～
１８０％、１８０～４００％を、それぞれ０～６０％、６０～８０％、８０～９０％、９
０～１００％にニー変換した結果得られる第２のダイナミックレンジ画像を所望の変換画
像としている。
【００４８】
　この場合、ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩには、１番目のニー位置３
０１の変換前位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ［０］）として１００が設定
され、変換後位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ［０］）として６００が設
定される。また、２番目のニー位置３０２の変換前位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐ
ｏｉｎｔ［１］）として２５０が設定され、変換後位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿
ｐｏｉｎｔ［１］）として８００が設定される。また、３番目のニー位置３０３の変換前
位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ［２］）として４５０が設定され、変換後
位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ［２］）として９００が設定される。
【００４９】
　また、図３に示した例において、ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩのそ
の他のパラメーターとして、仮に、入力画像ダイナミックレンジ情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄ＿
ｒａｎｇｅ）を４０００、入力画像表示ディスプレイ最大輝度情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄｉｓ
ｐ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）を８００（ｃｄ／ｍ2）、圧縮フラグ（ｍａｐｐｉｎｇ＿ｆｌ
ａｇ）を１と想定する。
【００５０】
　したがって、テレビ受信機１３は、図３に例示したダイナミックレンジ変換定義情報を
受け取ると、１番目から３番目のニー位置における輝度ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉ
ｎｔが、それぞれ、６０％、８０％、９０％であることを認識する。また、テレビ受信機
１３は、入力画像ダイナミックレンジ情報から符号化対象の画像の輝度の最大値が４００
％であることを認識する。
【００５１】
　そして、テレビ受信機１３は、ニー位置を設定順に接続することにより、復号の結果得
られるハイダイナミックレンジ画像の輝度の０～４０％、４０－１００％、１００～１８
０％、１８０～４００％をそれぞれ０～６０％、６０～８０％、８０～９０％、９０～１
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００％にニー変換する。その結果、テレビ受信機１３は、復号して得られるハイダイナミ
ックレンジ画像を所望の第２のダイナミックレンジ画像に変換することができる。
【００５２】
　図１に示したＡＶシステム１０において、ＢＤプレーヤー１１とテレビ受信機１３の間
のＨＤＭＩ伝送路上にＡＶアンプ１２が挿入されている場合、ＡＶアンプ１２でもグラフ
ィックスの重畳が可能である。このとき、テレビ受信機１３で行なわれるダイナミックレ
ンジ変換の特性を考慮せず、ＡＶアンプ１２がグラフィックス輝度を設定すると、テレビ
受信機１３のダイナミックレンジ変換により、所望されない輝度によるグラフィックス表
示となってしまう。テレビ受信機１３でのダイナミックレンジ変換でも所望する輝度によ
るグラフィックス表示が得られるようにするためには、ＡＶアンプ１２でも、ＨＤＭＩ伝
送路で送信される非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を受信し、そのダ
イナミックレンジ変換定義情報に基づき、グラフィックス画像データを生成し重畳すれば
よい。
【００５３】
［ＨＤＭＩ伝送路の構成例］
　図４には、図１に示したＡＶシステム１０における、ＢＤプレーヤー１１側のＨＤＭＩ
送信部１１ｂと、ＡＶアンプ１２側のＨＤＭＩ受信部１２ｅの機能的構成例を示している
。なお、図４では、ＢＤプレーヤー１１とＡＶアンプ１２間のＨＤＭＩ送信部１１ｂとＨ
ＤＭＩ受信部１２ｅの例で構成を説明したが、もう一方のＨＤＭＩソース機器及びＨＤＭ
Ｉシンク機器に組み合わせである、ＡＶアンプ１２のＨＤＭＩ送信部１２ｂとテレビ受信
機１３のＨＤＭＩ受信部１３ｂの内部構成も同様となる。
【００５４】
　ＨＤＭＩは、物理層には、ＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄ
ｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ：遷移時間最短差動信号伝送方式）を使用
する高速なデジタル・データ伝送インターフェースである。図４に示す例では、ＨＤＭＩ
ケーブル１４は、Ｒ（Ｒｅｄ：赤）／Ｇ（Ｇｒｅｅｎ：緑）／Ｂ（Ｂｌｕｅ：青）という
３種類の画像信号伝送用の３つのＴＤＭＳチャネル＃０、＃１、＃２と、リファレンス・
クロック信号伝送の１本のＴＭＤＳクロック・チャネルの合計４チャネルで構成される。
また、図５には、ＴＤＭＳチャネル＃０、＃１、＃２において、横×縦が１９２０ピクセ
ル×１０８０ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示して
いる。
【００５５】
　ＨＤＭＩ送信部１１ｂは、一の垂直同期信号（ＶＳＹＮＣ）から次の垂直同期信号まで
の区間から、水平帰線区間２２及び垂直帰線区間２３を除いた区間である有効画像区間２
１（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ＴＭＤＳチャネル＃０～＃２で、ＨＤＭＩ受
信部１２ｅに一方向に送信する。また、ＨＤＭＩ送信部１１ｂは、水平帰線区間２２又は
垂直帰線区間２３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
の補助データなどに対応する差動信号を、複数のＴＭＤＳチャネル＃０～＃２で、ＨＤＭ
Ｉ受信部１２ｅに一方向に送信する。
【００５６】
　ＨＤＭＩ送信部１１ｂは、ＨＤＭＩトランスミッター３１を備えている。ＨＤＭＩトラ
ンスミッター３１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受信部１２
ｅに、一方向にシリアル伝送する。
【００５７】
　また、ＨＤＭＩトランスミッター３１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などを、対応する差動信号に変換し、３つのＴ
ＭＤＳチャネル＃０、＃１、＃２で、ＨＤＭＩ受信部１２ｅに一方向にシリアル伝送する
。さらに、ＨＤＭＩトランスミッター３１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０、＃１、＃２
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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受信部１２ｅに送信する。ここで、１つのＴＭＤＳチャネル＃ｉ（ｉ＝０，１
，２）では、ピクセル・クロックの１クロックの間に、１０ビットの画素データが送信さ
れる。
【００５８】
　ＨＤＭＩ受信部１２ｅは、アクティブ・ビデオ区間２１において、複数のチャネルで、
ＨＤＭＩ送信部１１ｂから一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受
信する。また、ＨＤＭＩ受信部１２ｅは、水平帰線区間２２又は垂直帰線区間２３におい
て、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ送信部１１ｂから一方向に送信されてくる、音声データ
や制御データに対応する差動信号を受信する。
【００５９】
　すなわち、ＨＤＭＩ受信部１２ｅは、ＨＤＭＩレシーバー３２を有する。ＨＤＭＩレシ
ーバー３２は、ＴＭＤＳチャネル＃０、＃１、＃２で、ＨＤＭＩケーブル１５を介して接
続されているＨＤＭＩ送信部１１ｂから一方向に送信されてくる、画素データに対応する
差動信号と、音声データや制御データに対応する差動信号を、受信する。この際、同じく
ＨＤＭＩ送信部１１ｂからＴＭＤＳクロック・チャネルで送信されてくるピクセル・クロ
ックに同期して受信する。
【００６０】
　ＨＤＭＩ送信部１１ｂとＨＤＭＩ受信部１２ｅとからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャ
ネルには、画素データ及び音声データを伝送するための伝送チャネルとしての３つのＴＭ
ＤＳチャネル＃０、＃１、＃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　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）３３やＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ライ
ン３４と呼ばれる伝送チャネルがある。ＨＤＭＩ送信部１２ｂとＨＤＭＩ受信部１３ｂと
からなるＨＤＭＩシステムの伝送チャネルについても同様である。
【００６１】
　ＤＤＣ３３は、ＨＤＭＩケーブル１４－１に含まれる２本の信号線からなり、ＨＤＭＩ
送信部１１ｂが、ＨＤＭＩケーブル１４－１を介して接続されたＨＤＭＩ受信部１２ｅか
ら、Ｅ－ＥＤＩＤ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）を読み出すために使用される。すなわち、ＨＤＭＩ受信
部１２ｅは、ＨＤＭＩレシーバー３２の他に、自身の性能（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）に関する性能情報であるＥ－ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩ
Ｄ　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を備えている。
【００６２】
　ＨＤＭＩ送信部１１ｂは、ＨＤＭＩケーブル１４－１を介して接続されているＨＤＭＩ
受信部１２ｅから、当該ＨＤＭＩ受信部１２ｅのＥ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ３３を介して読
み出す。そして、ＨＤＭＩ送信部１１ｂは、そのＥ－ＥＤＩＤに基づいて、ＨＤＭＩ受信
部１２ｅの性能の設定、すなわち、例えば、ＨＤＭＩ受信部１２ｅを備えるＨＤＭＩシン
ク機器１２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、ＹＣ
ｂＣｒ４：４：４、ＹＣｂＣｒ４：２：２などを認識する。
【００６３】
　ＣＥＣライン３４は、ＨＤＭＩケーブル１４－１に含まれる１本の信号線からなり、Ｈ
ＤＭＩ送信部１１ｂとＨＤＭＩ受信部１２ｅとの間で、制御用のデータの双方向通信を行
なうために用いられる。
【００６４】
　また、ＨＤＭＩケーブル１４－１には、ＨＰＤ（Ｈｏｔ　Ｐｌｕｇ　Ｄｅｔｅｃｔ）と
呼ばれる１９ピンに接続されるＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５が含まれている。ＢＤプ
レーヤー１１（ＨＤＭＩソース機器）は、ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５を利用して、
直流バイアス電位により、ＡＶアンプ１２やテレビ受信機１３などのＨＤＭＩシンク機器
の接続を検出することができる。この場合、ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５は、ＨＤＭ
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Ｉソース機器側から見ると、直流バイアス電位によってＨＤＭＩシンク機器から接続状態
の通知を受ける機能を備えるものとなる。一方、ＨＤＭＩシンク機器側から見ると、ＨＰ
Ｄ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５は、直流バイアス電位によってＨＤＭＩソース機器に接続状
態を通知する機能を備えるものとなる。
【００６５】
　また、ＨＤＭＩケーブル１４－１には、ＨＤＭＩソース機器からＨＤＭＩシンク機器に
電源を供給するために用いられる電源ライン３６が含まれている。
【００６６】
　さらに、ＨＤＭＩケーブル１４－１には、空き（Ｒｅｓｅｒｖｅ）の１４ピンに接続さ
れるリザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン３７が含まれている。ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３
５とリザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン３７を用いて、一対の差動伝送路を構成し、高速なＬ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）通信が可能な双方向通信路すなわち高速
バス（Ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　Ｅｔｈｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＨＥＣ）として用いる場合
もある。ＢＤプレーヤー１１側の高速バス・インターフェース１１ｃとＡＶアンプ１２側
の高速バス・インターフェース１２ｃ間で、このような高速バス（ＨＥＣライン）を介し
た高速データ通信を行なうことができる。同様に、ＡＶアンプ１２側の高速バス・インタ
ーフェース１２ｃとテレビ受信機１３側の高速バス・インターフェース１３ｃ間でも、高
速バス（ＨＥＣライン）を介した高速データ通信を行なうことができる。
【００６７】
［ＴＭＤＳチャネルの構成例］
　ここで、図５に示したＴＤＭＳ伝送データの区間について、詳細に説明しておく。ＨＤ
ＭＩ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、図中で左上がり斜
線で塗り潰して示したビデオ・データ区間２４（Ｖｉｄｅｏ　Ｄａｔａ　Ｐｅｒｉｏｄ）
、左下がり斜線で塗り潰して示したデータ・アイランド区間２５（Ｄａｔａ　Ｉｓｌａｎ
ｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、及び、ドット柄で塗り潰して示したコントロール区間２６（Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄ）の３種類の区間が存在する。
【００６８】
　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（Ａｃｔｉ
ｖｅ　Ｅｄｇｅ）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平帰線
期間２２（Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　Ｂｌａｎｋｉｎｇ）、垂直帰線期間２３（Ｖｅｒｔｉ
ｃａｌ　Ｂｌａｎｋｉｎｇ）、並びに、ビデオ・フィールド区間から水平帰線期間及び垂
直帰線期間を除いた区間である有効画素区間２１（Ａｃｔｉｖｅ　Ｖｉｄｅｏ）に分けら
れる。
【００６９】
　ビデオ・データ区間２４は、有効画素区間２１に割り当てられる。このビデオ・データ
区間２４では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する１９２０ピクセル（画素）×１
０８０ライン分の有効画素（Ａｃｔｉｖｅ　Ｐｉｘｅｌ）のデータが伝送される。一方、
データ・アイランド区間２５及びコントロール区間２６は、水平帰線期間２２及び垂直帰
線期間２３に割り当てられる。このデータ・アイランド区間２５及びコントロール区間２
６では、補助データ（Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｄａｔａ）が伝送される。
【００７０】
　すなわち、データ・アイランド区間２５は、水平帰線期間２２と垂直帰線期間２３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２５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などが伝送される。また
、コントロール区間２６は、水平帰線期間２２と垂直帰線期間２３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２６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、垂直同期信号及び水平同期信号（ＨＳＹＮＣ）、制御パケットなどが
伝送される。
【００７１】
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［ＥＤＩＤのデータ構造例］
　ＨＤＭＩシンク機器内のＨＤＭＩ受信部がＥＤＩＤ　ＲＯＭに自身の性能情報であるＥ
－ＥＤＩＤを記憶していることは既に述べた。図６には、ＨＤＭＩシンク機器としてのテ
レビ受信機１３のＨＤＭＩ受信部１３ｂ内のＥＤＩＤ　ＲＯＭに格納されているＥ－ＥＤ
ＩＤのデータ構造例６００を示している。このＥ－ＥＤＩＤ６００は、基本ブロック６１
０と拡張ブロック６２０で構成される。
【００７２】
　基本ブロック６１０の先頭には、“Ｅ－ＥＤＩＤ１．３　Ｂａｓｉｃ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ”で表されるＥ－ＥＤＩＤ１．３の規格で定められたデータ６１１が配置され、続い
て“Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ｔｉｍｉｎｇ”で表される従来のＥＤＩＤとの互換性を保つた
めのタイミング情報６１２、及び“２ｎｄ　ｔｉｍｉｎｇ”で表される従来のＥＤＩＤと
の互換性を保つための“Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ｔｉｍｉｎｇ”とは異なるタイミング情報
６１３が配置されている。
【００７３】
　また、基本ブロック６１０には、“２ｎｄ　ｔｉｍｉｎｇ”に続いて、“Ｍｏｎｉｔｏ
ｒ　ＮＡＭＥ”で表される表示装置の名前を示す情報６１４、及び“Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｒ
ａｎｇｅ　Ｌｉｍｉｔｓ”で表される、アスペクト比が４：３及び１６：９である場合に
ついての表示可能な画素数を示す情報６１５が順番に配置されている。
【００７４】
　拡張ブロック６２０の先頭には、 “Ｓｈｏｒｔ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ
”で表される、表示可能な画像サイズ（解像度）６２１、フレームレート、インターレー
スであるかプログレッシブであるかを示す情報、アスペクト比などの情報が記述されたデ
ータ、“Ｓｈｏｒｔ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ”で表される、再生可能な音声
コーデック方式、サンプリング周波数、カットオフ帯域、コーデック・ビット数などの情
報６２２が記述されたデータ、及び“Ｓｐｅａｋｅｒ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ”で表され
る左右のスピーカーに関する情報６２３が順番に配置されている。
【００７５】
　また、拡張ブロック６２０には、“Ｓｐｅａｋｅｒ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ”に続いて
、“Ｖｅｎｄｅｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ”で表されるメーカー毎に固有に定義されたデータ
・ブロック（ＶＳＤＢ）６２４、“３ｒｄ　ｔｉｍｉｎｇ”で表される従来のＥＤＩＤと
の互換性を保つためのタイミング情報６２５、及び“４ｔｈ　ｔｉｍｉｎｇ”で表される
従来のＥＤＩＤとの互換性を保つためのタイミング情報６２６が配置されている。
【００７６】
［ＶｅｎｄｏｒＳｐｅｃｉｆｉｃＤａｔａＢｌｏｃｋ（ＶＳＤＢ）領域のデータ構造例］
　本実施形態では、このＶＳＤＢ領域に、テレビ受信機１３が対応可能なニー位置個数情
報を記憶するために拡張するデータ・エリアを定義する。図７には、ＶＳＤＢ領域のデー
タ構造例７００を示している。このＶＳＤＢ領域７００には、１バイトのブロックである
第０ブロック乃至第Ｎブロックが設けられている。
【００７７】
　第８バイトの第４ビットに、非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報の関
連情報の有無のフラグと、第９バイトに、テレビ受信機１３が記憶しておくべきダイナミ
ックレンジ変換定義情報の関連情報のデータ領域が定義される。
【００７８】
　まず、第０バイトから第８バイトについて説明する。“Ｖｅｎｄｅｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ”で表されるデータの先頭に配置された第０バイトには、“Ｖｅｎｄｏｒ－Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃｔａｇ　ｃｏｄｅ（＝３）”で表される、データ領域を示すヘッダーと、“Ｌｅｎ
ｇｔｈ（＝Ｎ）”で表される、ＶＳＤＢデータの長さを示す情報が配置される。また、第
１バイト乃至第３バイトには、“２４ｂｉｔＩＥＥＥ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ（０ｘ０００Ｃ０３）ＬＳＢ　ｆｉｒｓｔ”で表される、ＨＤＭＩ用と
して登録された番号“０ｘ０００Ｃ０３”を示す情報が配置される。
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【００７９】
　さらに、第４バイト及び第５バイトには、“Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”、及び“Ｄ”のそれ
ぞれにより表される、２４ビットのＨＤＭＩシンク機器の物理アドレスを示す情報が配置
される。第６バイトには、“Ｓｕｐｐｏｒｔｓ－ＡＩ”で表される、ＨＤＭＩシンク機器
が対応している機能を示すフラグ、“ＤＣ－４８ｂｉｔ”、“ＤＣ－３６ｂｉｔ”、及び
“ＤＣ－３０ｂｉｔ”のそれぞれで表される１ピクセル当たりのビット数を指定する情報
を示す各フラグ、“ＤＣ－Ｙ４４４”で表される、シンク機器がＹＣｂＣｒ４：４：４の
画像の伝送に対応しているかを示すフラグ、及び“ＤＶＩ－Ｄｕａｌ”で表される、ＨＤ
ＭＩシンク機器がデュアルＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）に対応しているかを示すフラグが配置されている。
【００８０】
　また、第７バイトには、“Ｍａｘ－ＴＭＤＳ－Ｃｌｏｃｋ”で表されるＴＭＤＳのピク
セル・クロックの最大の周波数を示す情報が配置される。第８バイトの第３ビットから第
０ビットには、コンテンツ・タイプ（ＣＮＣ）の機能の対応を指定する情報の３種類のフ
ラグＣＮＣ３～ＣＮＣ０がそれぞれ配置されている。この第８バイトの第４ビットには、
“ｋｎｅｅ＿Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ”で表される、ＨＤＭＩシンク機器が対応するダイナミ
ックレンジ変換定義情報の関連情報が存在するかどうかのフラグが新規に配置される。こ
のフラグがハイ・レベル「１」の場合には、第９バイトにダイナミックレンジ変換定義情
報の関連情報が存在することを示す。
【００８１】
　第９バイトの第７ビットから第５ビットには、ダイナミックレンジ変換定義情報の伝送
方式として、テレビ受信機１３が受信対応している伝送方式のフラグが設定される。第７
ビットの“ＤＲＩＦ”フラグがハイ・レベル「１」に設定される場合は、非圧縮画像デー
タのブランキング期間（データ・アイランド区間２５又はコントロール区間２６）に挿入
される“ＤＲＩＦ”パケット（図１０を参照のこと）でのダイナミックレンジ変換定義情
報の受信に対応していることを示す。また、第６ビットの“ＶＳＩＦ”フラグがハイ・レ
ベル「１」に設定される場合は、非圧縮画像データのブランキング期間（データ・アイラ
ンド区間２５又はコントロール区間２６）に挿入される“ＶＳＩＦ”パケット（図８及び
図９を参照のこと）でのダイナミックレンジ変換定義情報の受信に対応していることを示
す。さらに、第５ビットの“ＨＥＣ”フラグがハイ・レベル「１」に設定される場合は、
ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５とリザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン３７で構成される高速
バス・インターフェース（ＨＥＣライン）（図４を参照のこと）を用いた、双方向通信路
でのＩＰパケットによるダイナミックレンジ変換定義情報の受信に対応していることを示
す。
【００８２】
　第１０バイトには、テレビ受信機１３が対応している、ダイナミックレンジ変換定義情
報のニー位置の個数情報（１以上の整数ｉ）が設定される。
【００８３】
　図１に示したＡＶシステム１０において、ＨＤＭＩソース機器としてのＢＤプレーヤー
１１は、ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５（図４を参照のこと）で、ＨＤＭＩシンク機器
であるテレビ受信機１３の接続の有無を確認する。テレビ受信機１３の接続を確認できた
後、ＢＤプレーヤー１１は、ＤＤＣ３３（図４を参照のこと）を用いて、テレビ受信機１
３内のＨＤＭＩ受信部１３ｂからＥ－ＥＤＩＤを読み出し、テレビ受信機１３が対応する
ダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報を認識する。但し、ＢＤプレーヤー１１によ
るテレビ受信機１３の接続確認やダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報の取得には
、ＨＤＭＩリピーターとしてのＡＶアンプ１２が介在するものとする。
【００８４】
　ＢＤプレーヤー１１は、非圧縮画像データをテレビ受信機１３に送信する際、上述した
ようにテレビ受信機１３から読み出したダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報に基
づいて、テレビ受信機１３が対応可能な個数のニー位置情報をｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏ
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ｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩに設定する。そして、ＢＤプレーヤー１１は、第９バイトの第７ビ
ットから第５ビットに設定されているフラグで指定されているパケット形式及び伝送路を
選択し、そのパケットのペイロードにダイナミックレンジ変換定義情報を挿入して、テレ
ビ受信機１３に送信する。
【００８５】
［ＶＳＩＦパケットのデータ構造例］
　ＢＤプレーヤー１１は、ＨＤＭＩのＶｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＩｎｆｏＦｒａ
ｍｅ（以下、「ＶＳＩＦ」と呼ぶ）パケットを用いて、現在伝送している非圧縮画像デー
タのダイナミックレンジ変換定義情報を非圧縮画像データのブランキング期間（データ・
アイランド区間２５又はコントロール区間２６）に挿入して、ダイナミックレンジ変換さ
れた非圧縮画像データとともに伝送することができる。
【００８６】
　図８には、ダイナミックレンジ変換定義情報を伝送するＶＳＩＦパケットのデータ構造
例（第１の例）８００を示している。ＨＤＭＩでは、このＶＳＩＦパケットにより、非圧
縮画像データに関する付帯情報をＨＤＭＩソース機器からＨＤＭＩシンク機器に伝送可能
となっている。
【００８７】
　第０バイトには、ＶＳＩＦパケットであることを示す“Ｐａｃｋｅｔ　Ｔｙｐｅ（０ｘ
８１）”が定義されている。ＶＳＩＦパケットのデータ内容が、直前に送ったＶＳＩＦパ
ケットと異なる場合、第１バイトの第１バイトは、直前のＶＳＩＦパケットで設定した“
ＣＢフラグ”とは逆のレベルを設定する。すなわち、直前のＶＳＩＦパケットで“ＣＢフ
ラグ”にロー・レベル「０」が設定され、続くＶＳＩＦパケットのデータ内容が異なる場
合は、この“ＣＢフラグ”をハイ・レベル「１」に設定する。第１バイトの第６ビットか
ら第０ビットは、“Ｖｅｒｓｉｏｎ（０ｘ０２）”を設定する。
【００８８】
　第２バイトの第４ビットから第０ビットには、“Ｌｅｎｇｔｈ”データが定義されてお
り、第３バイト以降のバイト長を設定する。第３バイトには、チェックサム（Ｃｈｅｃｋ
　Ｓｕｍ）が定義されている。第４バイトから第６バイトには、“２４ｂｉｔ　ＩＥＥＥ
　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（０ｘ０００Ｃ０３）ＬＳＢ　ｆｉ
ｒｓｔ”で表されるＨＤＭＩ用として登録された番号“０ｘ０００Ｃ０３”を示す情報が
配置される。
【００８９】
　第７バイトの第４ビットと第３ビットには、第８バイト以降にダイナミックレンジ変換
定義情報が存在するかどうかを示す“ＨＤＲ＿ｆｌａｇ”フラグが指定される。第４ビッ
トと第３ビットが“０ｂ００”に指定された場合は、ダイナミックレンジ変換定義情報が
存在しないことを示す。第４ビットと第３ビットが“０ｂ０１”に指定された場合は、続
く第８バイトから第２３バイトには、ダイナミックレンジ変換定義情報のうち、入力画像
ダイナミックレンジ情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄ＿ｒａｎｇｅ）と、入力画像表示ディスプレイ
最大輝度情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄｉｓｐ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）と、出力画像ダイナミック
レンジ情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｄ＿ｒａｎｇｅ）と、出力表示ディスプレイ最大輝度情報（
ｏｕｔｐｕｔ＿ｄｉｓｐ＿ｌｕｍｉｎａｃｅ）とが指定される。
【００９０】
　図８に示すＶＳＩＦパケットの最大データ長は３１バイトしかないため、ニー位置数が
多い場合はダイナミックレンジ変換定義情報のすべての情報を１つのＶＳＩＦパケットで
伝送することはできない。そこで、同じ画像フレーム内に異なるＶＳＩＦパケットを配置
して、残りのダイナミックレンジ変換定義情報を伝送するようにする。図９には、ダイナ
ミックレンジ変換定義情報を伝送するＶＳＩＦパケットのデータ構造例（第２の例）９０
０を示している。
【００９１】
　第０バイトには、ＶＳＩＦパケットを示す“Ｐａｃｋｅｔ Ｔｙｐｅ（０ｘ８１）”が
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定義されている。第１バイトには、２番目のＶＳＩＦパケットを示す、“Ｖｅｒｓｉｏｎ
（０ｘ０１）”を設定する。第２バイトの第４ビットから第０ビットには、“Ｌｅｎｇｔ
ｈ”データが定義されており、第３バイト以降のバイト長を設定する。第３バイトには、
チェックサム（Ｃｈｅｃｋ　Ｓｕｍ）が定義されている。第４バイトから第６バイトには
、“２４ｂｉｔ　ＩＥＥＥ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ（０ｘ０
００Ｃ０３）ＬＳＢ　ｆｉｒｓｔ”で表されるＨＤＭＩ用として登録された番号“０ｘ０
００Ｃ０３”を示す情報が配置される。
【００９２】
　第７バイトの第４ビットと第３ビットには、第８バイト以降にダイナミックレンジ変換
定義情報が存在するかどうかを示す“ＨＤＲ＿ｆｌａｇ”フラグが指定される。第４ビッ
トと第３ビットが“０ｂ００”に指定された場合は、ダイナミックレンジ変換情報が存在
しないことを示す。第４ビットと第３ビットが“０ｂ１１”に指定された場合は、続く第
８バイト以降に、ニー位置情報が指定される。
【００９３】
　第８バイトには、このＶＳＩＦパケットで伝送されるニー位置情報の個数“ｋｎｅｅ＿
ｐｏｉｎｔ＿Ｎｕｍｂｅｒ　（ｉ）”が指定される。第９バイト以降には、３バイト毎に
、各ニー位置における変換前位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）及び変換後
位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）が繰り返し設定される。同様に、この
ＶＳＩＦパケットの最大データ長も３１バイトのため、ニー位置情報の最大伝送可能な個
数は９となる。
【００９４】
　図９に示したＶＳＩＦパケットを用いて、ダイナミックレンジ変換定義情報を伝送する
場合、２つのＶＳＩＦパケットを取得しなければならず、さらに伝送できるニー位置情報
の個数が９に限定されるため、テレビ受信機１３での処理が煩雑になる。テレビ受信機１
３側での処理を軽減するように、ダイナミックレンジ変換定義情報を一括で伝送すること
ができる、新しいＩｎｆｏＦｒａｍｅのデータ構造を定義して用いてもよい。
【００９５】
　ＨＤＭＩリピーターとしてのＡＶアンプ１２は、ＤＤＣ３３を用いて、テレビ受信機１
３からＥ－ＥＤＩＤ（図６、図７を参照のこと）を読み出し、テレビ受信機１３が対応す
るダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報のうち、（ＶＳＤＢ領域の第９バイトの第
６７ビットの）“ＶＳＩＦ”フラグを認識する。そして、ＨＤＭＩソースとしてのＢＤプ
レーヤー１１から非圧縮画像データが送信されたとき、“ＶＳＩＦ”フラグに基づき、ダ
イナミックレンジ変換定義情報が挿入された制御パケット（図９に示すＶＳＩＦパケット
）を受信し、グラフィックス画面を重畳する際に、そのＶＳＩＦパケットの内容に従って
グラフィックス輝度を調整し、グラフィックス画面を生成する。
【００９６】
［ＤＲＩＦパケットのデータ構造例］
　ＢＤプレーヤー１１は、本実施形態において新規に定義するＤｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇ
ｅ　ＩｎｆｏＦｒａｍｅ（以下、「ＤＲＩＦ」と呼ぶ）パケットを用いて、現在伝送して
いる非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を非圧縮画像データのブランキ
ング期間（データ・アイランド区間２５又はコントロール区間２６）に挿入して、ダイナ
ミックレンジ変換された非圧縮画像データとともに伝送することができる。
【００９７】
　図１０には、新規に定義するＤＲＩＦパケットのデータ構造例を示している。第０バイ
トにデータ・パケットの種類を示す“Ｐａｃｋｅｔ　Ｔｙｐｅ（０ｘ８３）”を定義する
。第１バイトには、ＤＲＩＦパケットのバージョンを示す、“Ｖｅｒｓｉｏｎ　（０ｘ０
１）”を設定する。第２バイトには、“Ｌｅｎｇｔｈ”データが定義され、第３バイト以
降のバイト長（最大２５５）を設定する。第３バイトには、チェックサム（Ｃｈｅｃｋ　
Ｓｕｍ）が定義されている。
【００９８】
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　第４バイトの第７ビットには、ニー変換キャンセル・フラグ“ＣＦ”を設定する。ニー
変換キャンセル・フラグ“ＣＦ”は、直前のＤＲＩＦパケット・データの連続性をキャン
セルするかどうかを表すフラグである。連続性をキャンセルする場合にはハイ・レベル「
１」を設定し、キャンセルしない場合にはロー・レベル「０」を設定する。
【００９９】
　第４バイトの第６ビットには、持続フラグ“ＰＦ”を設定する。持続フラグ“ＰＦ”は
、一度送ったＤＲＩＦパケット・データがその後も有効なのか、１回限りなのかを示すも
ので、ＤＲＩＦパケットが挿入されたピクチャーに限り有効な場合にはロー・レベル「０
」を設定し、ストリームが切り替わるまで有効又は新しいＤＲＩＦパケットが来るまで有
効の場合にはハイ・レベル「１」を設定する。
【０１００】
　第５バイトから第８バイトには、入力画像ダイナミックレンジ情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄ＿
ｒａｎｇｅ）が、第９バイトから第１２バイトには、入力画像表示ディスプレイ最大輝度
情報（ｉｎｐｕｔ＿ｄｉｓｐ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）が、第１３バイトから第１６バイト
には、出力画像ダイナミックレンジ情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｄ＿ｒａｎｇｅ）が、第１７バ
イトから第２０バイトには、出力表示ディスプレイ最大輝度情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｄｉｓ
ｐ＿ｌｕｍｉｎａｃｅ）が、それぞれ指定される。
【０１０１】
　第２１バイトには、このＤＲＩＦパケットで伝送されるニー位置情報の個数“Ｎｕｍｂ
ｅｒ　ｏｆ　ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ　（ｉ）”が指定される。第２２バイト以降には、３
バイト毎に、各ニー位置における変換前位置情報（ｉｎｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）
及び変換後位置情報（ｏｕｔｐｕｔ＿ｋｎｅｅ＿ｐｏｉｎｔ）が繰り返し設定される。
【０１０２】
　このようにして、ＤＲＩＦパケットを用いてダイナミックレンジ変換情報を伝送すれば
、ＶＳＩＦパケットを用いた場合におけるテレビ受信機１３での処理の煩雑さを解決する
ことができる。
【０１０３】
　ＨＤＭＩリピーターとしてのＡＶアンプ１２は、ＤＤＣ３３を用いて、テレビ受信機１
３からＥ－ＥＤＩＤ（図６、図７を参照のこと）を読み出し、テレビ受信機１３が対応す
るダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報のうち、（ＶＳＤＢ領域の第９バイトの第
７ビットの）“ＤＲＩＦ”フラグを認識する。そして、ＨＤＭＩソースとしてのＢＤプレ
ーヤー１１から非圧縮画像データが送信されたとき、“ＤＲＩＦ”フラグに基づき、ダイ
ナミックレンジ変換定義情報が挿入された制御パケット（図１０に示すＤＲＩＦパケット
）を受信し、グラフィックス画面を重畳する際に、そのＤＲＩＦパケットの内容に従って
グラフィックス輝度を調整し、グラフィックス画面を生成する。
【０１０４】
［ＩＰパケットのデータ構造例］
　図１１には、ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５とリザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン３７で
構成される双方向高速バス・インターフェース（ＨＥＣライン）（図４を参照のこと）で
用いられるＩＰパケットのデータ構造例１１００を示している。ＨＤＭＩでは、この双方
向高速バス・インターフェースで用いられるＩＰパケットにより、現在伝送している非圧
縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を伝送することができる。
【０１０５】
　図１１Ａに示すように、ＩＰパケット１１００は、２６オクテットのＭＡＣヘッダー１
１１０と、可変長のデータ領域１１２０で構成される。ＭＡＣヘッダー１１１０は、７オ
クテットのプリアンブル部（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）１１１１と、１オクテットのＳＦＤ（Ｓ
ｔａｒｔ　Ｆｒａｍｅ　Ｄｅｌｉｍｉｔｅｒ）１１１２と、６オクテットの伝送先のアド
レス（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　ＭＡＣ　ａｄｄｒｅｓｓ）１１１３と、６オクテットの
伝送元のアドレス（Ｓｏｕｒｃｅ　ＭＡＣ　ａｄｄｒｅｓｓ）１１１４と、２オクテット
のＴＰＩＤ（Ｔａｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）１１１５と、２オクテ
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ットのＴＣＩ（Ｔａｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）１１１６と、２オク
テットのデータ長形式（Ｌｅｎ　Ｔｙｐｅ）１１１７とで構成されている。ＭＡＣヘッダ
ー１１１０に続き、４２オクテットから１１００オクテットのペイロード部（Ｐａｙｌｏ
ａｄ）１１２１と４オクテットのＦＣＳ（Ｆｒａｍｅ　Ｃｈｅｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ：
ＦＣＳ）１１２２とでデータ領域１１２０が構成されている。
【０１０６】
　ダイナミックレンジ変換定義情報は、ＩＰパケット１１００のペイロード部１１２１に
挿入される。図１１Ｂには、ペイロード部１１２１に挿入されるダイナミックレンジ変換
定義情報のデータ構造例１１３０を示している。図示の例では、ダイナミックレンジ変換
定義情報は、図２に示した「ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩ」のデータ
構造と同じ形式となっている。「ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩ」に含
まれる各データの詳細については、図２の説明を参照されたい。
【０１０７】
　ＨＤＭＩリピーターとしてのＡＶアンプ１２は、ＤＤＣ３３を用いて、テレビ受信機１
３からＥ－ＥＤＩＤ（図６、図７を参照のこと）を読み出し、テレビ受信機１３が対応す
るダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報のうち、（ＶＳＤＢ領域の第９バイトの第
５ビットの）“ＨＥＣ”フラグを認識する。そして、ＨＤＭＩソースとしてのＢＤプレー
ヤー１１から非圧縮画像データが送信されたとき、“ＨＥＣ”フラグに基づき、ダイナミ
ックレンジ変換定義情報が挿入された制御パケット（図１１に示すＩＰパケット）を受信
し、グラフィックス画面を重畳する際に、そのＩＰパケットのペイロード部に格納された
「ｋｎｅｅ＿ｆｕｎｃｔｉｏｎ＿ｉｎｆｏ　ＳＥＩ」に従ってグラフィックス輝度を調整
し、グラフィックス画面を生成する。
【０１０８】
［ＡＶアンプにおけるグラフィックス処理］
　図１２には、ＡＶアンプ１２が、ＨＤＭＩリピーターとして、ＨＤＭＩソース機器とし
てのＢＤプレーヤー１１から送信される非圧縮画像データを、ＨＤＭＩシンク機器として
のテレビ受信機１３に再送信する際に実行する処理手順をフローチャートの形式で示して
いる。
【０１０９】
　ＡＶアンプ１２は、ステップＳＴ１において、処理を開始し、その後に、ステップＳＴ
２の処理に移る。このステップＳＴ２において、ＡＶアンプ１２は、出力側のＨＤＭＩ端
子１２ａのＨＰＤ信号がハイ・レベル「１」にあるか否かを判定する。ＨＰＤ信号がロー
・レベル「０」のとき、ＡＶアンプ１２にテレビ受信機１３が接続されていないと判断し
、ＡＶアンプ１２は、直ちに、ステップＳＴ１１に進み、グラフィックス処理を行なうこ
となく、本処理ルーチンを終了する。
【０１１０】
　ＨＰＤ信号がハイ・レベル「１」にあるとき、ＡＶアンプ１２は、ＡＶアンプにテレビ
受信機１３が接続されていると判断し、ステップＳＴ３において、テレビ受信機１３のＥ
－ＥＤＩＤを読み出す。そして、ＡＶアンプ１２は、ステップＳＴ４において、テレビ受
信機１３がダイナミックレンジ変換処理に対応しているか否かを判定する。具体的には、
ＨＤＭＩケーブル１４－２に含まれるＤＤＣライン３３を介して、テレビ受信機１３のＨ
ＤＭＩ受信部１３ｂ内のＥ－ＥＤＩＤにアクセスして、そのＶＳＤＢ領域の第８バイトの
第４ビットに設定された“ｋｎｅｅ＿Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ”フラグ（図７を参照のこと）
を参照して、テレビ受信機１３が対応するダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報が
存在するかどうかをチェックする。
【０１１１】
　ステップＳＴ４において、テレビ受信機１３がダイナミックレンジ変換処理に非対応の
ときには、ＡＶアンプ１２は、直ちに、ステップＳＴ１１に進み、グラフィックス処理を
行なうことなく、本処理ルーチンを終了する。
【０１１２】
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　ステップＳＴ４において、テレビ受信機１３がダイナミックレンジ変換処理に対応して
いるとき、ＡＶアンプ１２は、ステップＳＴ５において、テレビ受信機１３がＤＲＩＦパ
ケットに対応しているか否かを判定する。
【０１１３】
　続いて、ステップＳＴ５において、ＡＶアンプ１２は、ステップＳＴ３で読み出したＥ
－ＥＤＩＤのＶＳＤＢ領域の第９バイトの第７ビットから第５ビットのＤＲＩＦ、ＶＳＩ
Ｆ、ＨＥＣの各フラグを参照して、テレビ受信機１３が受信対応している伝送方式を判別
する。
【０１１４】
　ステップＳＴ５において、テレビ受信機１３がＤＲＩＦパケットによる伝送方式に受信
対応していることが分かったときには、ステップＳＴ６において、ＡＶアンプ１２は、ス
テップＳＴ６に進み、情報受信部１２ｆをＤＲＩＦパケットの抽出に設定して、ＢＤプレ
ーヤー１１から送信される非圧縮画像データのブランキング期間（データ・アイランド区
間２５又はコントロール区間２６）に挿入されているＤＲＩＦパケットからダイナミック
レンジ変換定義情報を抽出する。
【０１１５】
　また、ステップＳＴ５において、テレビ受信機１３がＶＳＩＦパケットによる伝送方式
に受信対応していることが分かったときには、ステップＳＴ７に進み、情報受信部１２ｆ
をＶＳＩＦパケットの抽出に設定して、ＢＤプレーヤー１１から送信される非圧縮画像デ
ータのブランキング期間に挿入されているＤＲＩＦパケットからダイナミックレンジ変換
定義情報を抽出する。
【０１１６】
　また、ステップＳＴ５において、テレビ受信機１３が双方向高速バス・インターフェー
ス（ＨＥＣ）による伝送方式に受信対応していることが分かったときには、ステップＳＴ
８に進み、情報受信部１２ｆを双方向高速バス・インターフェース（ＨＥＣライン）から
のＩＰパケットの受信に設定し、ＢＤプレーヤー１１から受信したＩＰパケットからダイ
ナミックレンジ変換定義情報を抽出する。
【０１１７】
　続いて、ステップＳＴ９において、ＡＶアンプ１２は、ユーザーの指示によってグラフ
ィックス画面の重畳が指定されたか否かを判定する。指定されないとき、ステップＳＴ９
に戻り、ユーザーの指示判定を繰り返す。グラフィックス画面の重畳が指定されたとき、
次のステップＳＴ１０に進む。
【０１１８】
　ステップＳＴ１０において、ＧＵＩ処理部１２ｇは、ユーザーから指示されたグラフィ
ックス画面を生成すると、情報受信部１２ｆで受信したダイナミックレンジ変換定義情報
に基づいてそのグラフィックス画面の輝度を調整し、ＢＤプレーヤー１１から入力された
非圧縮画像データに重畳して、テレビ受信機１３にＨＤＭＩ出力し、その後に、ステップ
ＳＴ１１に進み、処理を終了する。
【０１１９】
　このように、ＨＤＭＩリピーターとしてのＡＶアンプ１２は、ＢＤプレーヤー１１など
のＨＤＭＩソース機器から送信された、元々輝度ダイナミックレンジが広い非圧縮画像デ
ータにグラフィックスを適切な輝度で重畳して再送信するようになっている。したがって
、ＡＶアンプ１２の出力側に接続されたテレビ受信機１３では、グラフィックス輝度が適
切な明るさで表示することができる
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２０】
【特許文献１】特開２０１０－１３５９５７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１３８７５７号公報
【特許文献３】特開２００６－２１１０９５号公報
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【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【０１２２】
　上述した実施形態では、テレビ受信機１３のＥ－ＥＤＩＤのＶＳＤＢ領域を用いてダイ
ナミックレンジ変換定義情報の関連情報を記憶させる方法を利用しているが、本明細書で
開示する技術はこの方法には限定されない。Ｅ－ＥＤＩＤのデータ構造では、例えばＶＣ
ＤＢ（ＶｉｄｅｏＣａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ）のように、これ以外の
データ領域でも実現可能である。また、Ｅ－ＥＤＩＤ以外のデータ構造を利用してもよい
。
【０１２３】
　また、上述した実施形態では、ＢＤプレーヤー１１は、ダイナミックレンジ変換定義情
報を、ＶＳＩＦパケット又はＤＲＩＦパケットを用いて、非圧縮画像データのブランキン
グ期間に挿入することで、テレビ受信機１３に送信している。あるいは、ＢＤプレーヤー
１１は、ダイナミックレンジ変換定義情報を格納したＩＰパケットを、ＨＤＭＩケーブル
１４－１／１４－２のリザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン３７及びＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライ
ン３５で構成される双方向通信路を介して、テレビ受信機１３に送信してもよい。いずれ
の方法でも、非圧縮画像データと同期してダイナミックレンジ変換定義情報を伝送するこ
とができる。
【０１２４】
　また、上述した実施形態では、テレビ受信機１３のＥ－ＥＤＩＤには、当該テレビ受信
機１３が対応するニー位置情報の個数又は伝送方式情報のうち少なくとも一方が含まれて
いる。したがって、ＢＤプレーヤー１１は、ＨＤＭＩケーブル１４－１／１４－２のＤＤ
Ｃ３３を介してＥ－ＥＤＩＤを読み出すことで、テレビ受信機１３が対応するニー位置情
報の個数又は伝送方式情報を取得することができる。あるいは、ＢＤプレーヤー１１は、
テレビ受信機１３が対応するニー位置情報の個数又は伝送方式情報を、ＨＤＭＩケーブル
１４－１／１４－２の制御データ・ラインであるＣＥＣライン３４を介して、あるいはＨ
ＤＭＩケーブル１１４－１／１４－２のリザーブ／Ｅｈｔｅｒ－ライン３７及びＨＰＤ／
Ｅｔｈｅｒ＋ライン３５で構成される双方向通信路を介して、テレビ受信機１３から受信
するようにしてもよい。
【０１２５】
　本明細書では、本明細書で開示する技術をＨＤＭＩの伝送路を用いるＡＶシステムに適
用した実施形態を中心に説明してきた。しかし、ベースバンド・デジタル・インターフェ
ースとしては、ＨＤＭＩの他に、ＭＨＬ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｈｉｇｈ－ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ　Ｌｉｎｋ）、光ファイバー・インターフェース、ＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕ
ａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）インターフェース、ＤＰ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｏｒｔ）イン
ターフェース、６０ＧＨｚミリ波を利用したワイヤレス・インターフェースなどが挙げら
れる。本明細書で開示する技術は、これらのデジタル・インターフェースで、非圧縮画像
音声データの関連情報及び伝送方式情報を伝送する場合にも同様に適用できる。
【０１２６】
　また、上記では、本明細書で開示する技術を、送信装置（ＨＤＭＩソース機器）として
ＢＤプレーヤー１１を使用し、リピーター装置（ＨＤＭＩリピーター機器）としてＡＶア
ンプ１２をしようし、受信装置（ＨＤＭＩシンク機器）としてテレビ受信機１３を使用し
たＡＶシステムに適用した実施形態を中心に説明してきたが、その他の送信装置、リピー
ター装置、受信装置を使用するシステムにも、本明細書で開示する技術を同様に適用でき
ることは勿論である。
【０１２７】
　要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであ
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り、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要
旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【０１２８】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信する
データ受信部と、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部と、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部と、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部と、
具備する通信装置。
（１－１）前記情報受信部は、前記第２の外部機器が指定する伝送方式に従って、前記第
１の外部機器からダイナミックレンジ変換定義情報を受信する、
上記（１）に記載の通信装置。
（２）前記情報受信部は、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データのブランキング
期間に挿入された、非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を前記第１の外
部機器から受信する、
上記（１）に記載の通信装置。
（３）前記情報受信部は、前記第１の伝送路の所定ラインを用いて構成される双方向通信
路を介して、非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を受信する、
上記（１）に記載の通信装置。
（４）前記データ送信部は、第２の伝送路を介して、前記グラフィックスを合成した非圧
縮画像データを前記第２の外部機器に送信する、
上記（１）乃至（３）のいずれかに記載の通信装置。
（５）前記第１の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動伝
送路のうち少なくとも一方は前記外部機器の接続状態の通知機能を備える、
上記（１）乃至（４）のいずれかに記載の通信装置。
（６）前記情報受信部は、前記第２の伝送路を介して前記第２の外部機器から受信する伝
送方式情報に従って、ダイナミックレンジ変換定義情報を格納した制御パケットを前記第
１の外部機器から受信する、
上記（４）に記載の通信装置。
（７）前記情報受信部は、前記第２の伝送路の所定ラインを介して、前記第２の外部機器
が対応するダイナミックレンジ変換定義情報の関連情報を受信し、
　前記グラフィックス処理部は、受信した関連情報に基づいて、前記データ受信部で受信
する非圧縮画像データに対するグラフィックスの処理を実行する、
上記（４）に記載の通信装置。
（８）前記第２の伝送路の所定ラインは、一対の差動伝送路からなり、前記一対の差動伝
送路のうち少なくとも一方は前記外部機器の接続状態の通知機能を備える、
上記（７）に記載の通信装置。
（９）第２の伝送路を介して第２の外部機器からダイナミックレンジ変換定義情報の伝送
方式情報を受信するステップと、
　第１の伝送路を介して、前記伝送方式情報に基づいて第１の外部機器からダイナミック
レンジ変換定義情報を受信するステップと、
　前記ダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックスの輝度を調整して、前
記第１の伝送路を介して前記第１の外部機器から送信される非圧縮画像データにグラフィ
ックスを合成するステップと、
　グラフィックスを合成した非圧縮画像データを、前記第２の伝送路を介して前記第２の
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外部機器に送信するステップと、
を有する通信方法。
（１０）第１の伝送路を介して第１の外部機器から送信される非圧縮画像データを受信す
るデータ受信部、
　前記第１の伝送路を介して前記非圧縮画像データのダイナミックレンジ変換定義情報を
受信する情報受信部、
　前記情報受信部で受信するダイナミックレンジ変換定義情報に基づいてグラフィックス
の輝度を調整し、前記データ受信部で受信する非圧縮画像データに合成するグラフィック
ス処理部、
　前記グラフィックスを合成した非圧縮画像データを第２の外部機器に送信するデータ送
信部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式で記述されたコンピュ
ーター・プログラム。
（１１）非圧縮画像データを送信するソース機器と、非圧縮画像データを受信するシンク
機器と、第１の伝送路を介して前記ソース機器と接続するとともに第２の伝送路を介して
前記シンク機器と接続するリピーター機器で構成され、
　前記リピーター機器は、第１の伝送路を介して前記ソース機器から送信される非圧縮画
像データ及びそのダイナミックレンジ変換定義情報を受信し、ダイナミックレンジ変換定
義情報に基づいてグラフィックスの輝度を調整して非圧縮画像データに合成してから、前
記第２の伝送路を介して前記シンク機器に送信する、
通信システム。
【符号の説明】
【０１２９】
　１０…ＡＶシステム
　１１…ＢＤプレーヤー
　１１ａ…ＨＤＭＩ端子、１１ｂ…ＨＤＭＩ送信部
　１１ｃ…高速バス・インターフェース、１１ｄ…復号部
　１１ｅ…情報伝送部、１１ｆ…記憶媒体
　１２…ＡＶアンプ
　１２ａ、１２ｄ…ＨＤＭＩ端子、１２ｂ…ＨＤＭＩ送信部
　１２ｃ…高速バス・インターフェース、１２ｅ…ＨＤＭＩ受信部
　１２ｆ…情報受信部、１２ｇ…ＧＵＩ処理部
　１３…テレビ受信機
　１３ａ…ＨＤＭＩ端子、１３ｂ…ＨＤＭＩ受信部
　１３ｃ…高速バス・インターフェース、１３ｄ…変換部
　１３ｅ…情報送受信部、１３ｆ…記憶部
　１４－１、１４－２…ＨＤＭＩケーブル
　３１…ＨＤＭＩトランスミッター、３２…ＨＤＭＩレシーバー
　３３…ＤＤＣライン、３４…ＣＥＣライン
　３５…ＨＰＤ／Ｅｔｈｅｒ＋ライン、３６…電源ライン
　３７…リザーブ／Ｅｔｈｅｒ－ライン
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