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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の外部機器から映像信号を受信する映像信号受信部と、
　前記第１の外部機器から受信した映像信号を第２の外部機器へ出力する映像信号出力部
と、
　前記第１の外部機器から電源制御信号を受信する、前記映像信号受信部よりも消費電力
の低い電源制御信号受信部と、
　前記第２の外部機器へ電力を供給するための電源ケーブルが接続されるコンセントと、
　前記第１の外部機器との間で双方向に通信しつつ前記第１の外部機器から電源オフのた
めの制御信号を受信する、前記電源制御信号受信部よりも消費電力の高い制御信号受信部
と、
　前記電源制御信号受信部で起動のための電源制御信号を受信した場合に、前記映像信号
受信部及び前記コンセントへ電力を供給する一方で、前記制御信号受信部で前記電源オフ
のための制御信号を受信した場合、前記映像信号出力部に前記電源オフのための制御信号
を前記第２の外部機器に送信させ、前記コンセント及び自装置への電力供給を停止する制
御部と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記映像信号出力部は、前記第２の外部機器との間で双方向に通信しつつ、前記制御部
による前記コンセントへの電力供給の停止前に、前記第２の外部機器へ前記電源オフのた
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めの制御信号を送信することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エコロジー等の観点から、消費電力の低減を図ることが求められている（例えば
、特許文献１参照）。特許文献１には、パソコン本体に搭載される電源スイッチと連動し
て、コンセントへの電源電圧の供給、停止を切り換えるコンセント装置が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１３９８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の装置では、他の映像信号や制御信号等の流れと、電源
との連動については考慮されていない。より具体的には、例えば、パソコン本体がオンに
なったからといって、周辺機器が使用されるとは限らず、このような制御方法では余分な
電力が消費される可能性がある。
【０００５】
　そこで本発明は、データの流れと連動させて、より好適に消費電力の低減を図ることの
できる通信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に記載の通信装置は、第１の外部機器か
ら映像信号を受信する映像信号受信部と、前記第１の外部機器から受信した映像信号を第
２の外部機器へ出力する映像信号出力部と、前記第１の外部機器から電源制御信号を受信
する、前記映像信号受信部よりも消費電力の低い電源制御信号受信部と、前記第２の外部
機器へ電力を供給するための電源ケーブルが接続されるコンセントと、前記第１の外部機
器との間で双方向に通信しつつ前記第１の外部機器から電源オフのための制御信号を受信
する、前記電源制御信号受信部よりも消費電力の高い制御信号受信部と、前記電源制御信
号受信部で起動のための電源制御信号を受信した場合に、前記映像信号受信部及び前記コ
ンセントへ電力を供給する一方で、前記制御信号受信部で前記電源オフのための制御信号
を受信した場合、前記映像信号出力部に前記電源オフのための制御信号を前記第２の外部
機器に送信させ、前記コンセント及び自装置への電力供給を停止する制御部と、を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、データの流れと連動させて、より好適に消費電力の低減を図ることの
できる通信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信装置を含む通信システムの構成を示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係る通信装置を含む通信システムの送信側の装置の構成を
示すブロック図。
【図３】本発明の一実施形態に係る通信装置を含む通信システムの送信側の装置の構成を
示すブロック図。
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【図４】本発明の一実施形態に係る映像送信装置の処理の流れを示すフローチャート。
【図５】本発明の一実施形態に係る映像受信装置の処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の通信装置について、図面を参照しながら説明する。
　まず、図１を参照して、本発明の通信装置の一実施形態に係る映像受信装置及び映像送
信装置を含むシステムの構成を説明する。
　本通信システムは、映像送信装置１０と、映像受信装置２０と、プレーヤ（ソース装置
）３０と、表示装置（シンク装置）４０とを含む。ここで、本実施形態においては、プレ
ーヤ３０で符号化データを非圧縮の映像信号へ復号（デコード）し、当該映像信号が、非
圧縮のまま映像送信装置１０及び映像受信装置２０を介して表示装置４０へと伝送され、
表示装置４０で当該映像信号に基づく映像が表示される。
【００１１】
　プレーヤ３０と、映像送信装置１０との間は、たとえはＨＤＭＩケーブル５０で接続さ
れる。上述の通り、プレーヤ３０で復号された映像信号は、ＨＤＭＩケーブル５０を介し
て映像送信装置１０へと出力される。また、プレーヤ３０と映像送信装置１０との間では
、ＨＤＭＩケーブル５０のＣＥＣライン等を利用して、制御信号（ＣＥＣコマンド）の通
信も行なわれる。より具体的には、メニュー画面の表示切替や、電源オン、電源オフ（ス
タンバイを含む）等のための制御信号を伝送する。尚、当該制御信号については、プレー
ヤ３０と映像送信装置１０との間で双方向に通信可能である。尚、当該ＣＥＣコマンドは
、プレーヤ３０、映像送信装置１０、映像受信装置２０、表示装置４０のいずれの機器間
でも双方向に通信することが可能である。
【００１２】
　映像送信装置１０は、プレーヤ３０から受信した映像信号を、無線で非圧縮のまま映像
受信装置２０へ送信する。このとき、映像送信装置１０はＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ規格等の
方式で映像信号の伝送を行なうことができる。映像送信装置１０と映像受信装置２０との
間のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ上では、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）と同様にＣＥＣ等の制御信号の伝送を行うことが
できる。
【００１３】
　更に、映像送信装置１０は映像受信装置２０に対し、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤとは別の通
信方式（例えばＩｒＤＡ）等により電源オン／オフの切換を行なうための電源制御信号を
送信することができる。当該電源制御信号の通信に用いられる通信方式は、少なくとも使
用される通信モジュールの待機電力が映像信号の伝送に使用されるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ
よりも小さいことが求められる。特に、映像受信装置２０側の当該電源制御信号の通信に
使用される通信モジュールは、（外部からの電源供給を受けずに）コンデンサのみで信号
を通信（受信）できるほど待機電力が小さいことが望ましい。
【００１４】
　映像受信装置２０と、表示装置４０との間は、たとえばＨＤＭＩケーブル７０で接続さ
れる。上述の通り、映像受信装置２０が映像送信装置１０から受信した非圧縮の映像信号
は、ＨＤＭＩケーブル７０を介して表示装置４０へと出力される。また、映像受信装置２
０と表示装置４０との間は、ＨＤＭＩケーブル７０のＣＥＣラインを使用して、制御信号
（ＣＥＣコマンド）の通信を行なうことが可能である。
【００１５】
　更に、映像受信装置２０は、コンセント（図１には図示せず）を有し、表示装置４０へ
電力を供給するための電源ケーブル６０が接続される。電源ケーブルが映像受信装置２０
に接続されることにより、映像受信装置２０から表示装置４０への電力供給が行われ、表
示装置４０が表示等の処理を行うことができるようになる。
【００１６】
　ここで、本通信システムでは、上述の通り映像送信装置１０と映像受信装置２０との間
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で映像信号及び制御信号（ＣＥＣコマンド）の伝送が行なわれるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ等
の通信方式と、電源制御信号（電源オン／オフを切り換えるための）の伝送が行なわれる
ＩｒＤＡ等の通信方式との２方式の通信方式での伝送が可能である。ここで、映像信号の
伝送が行なわれるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤは、電源制御信号の伝送が行なわれるＩｒＤＡ等
のよりも、通信モジュールの消費電力が低い。以下、電源制御信号の授受が行なわれる通
信モジュールは外部電源（図示せず）からの電力供給を受けずとも、コンデンサ等に蓄電
された電力で動作可能であるとする。
【００１７】
　また、映像受信装置２０の電源オフ時には、表示装置４０へ電力供給を行う電源ケーブ
ル６０が接続されるコンセントを含む、映像受信装置２０全体の電力供給が停止される。
これにより、電源オフ時には、表示装置４０及び映像受信装置２０の両装置で外部供給の
電力が消費されることはなくなり、待機電力をゼロとすることが可能となる。
【００１８】
　一方、映像信号伝送開始時には、例えばプレーヤ３０からＣＥＣコマンド等により起動
等が指示される（起動を伴うＣＥＣコマンドの送信も含む）ので、このとき、映像送信装
置１０は電源オンのための電源制御信号を映像受信装置２０へ送信する。これにより、映
像受信装置２０は、電源ケーブル６０へ電力を供給するコンセントを含む装置全体への電
力が供給される。これにより、映像受信装置２０のみならず表示装置４０までも起動させ
ることが可能となる。
【００１９】
　続いて、図２を参照しながら映像送信装置１０及びプレーヤ３０の構成について説明す
る。図２は、映像送信装置１０及びプレーヤ３０の構成を示す図である。
　プレーヤ３０は、映像信号処理部３０３、ＨＤＭＩ通信部３０５、及び制御信号処理部
３０７を含む。
　映像信号処理部３０３は、記録媒体３０１に記録された符号化映像データを復号（デコ
ード）し、非圧縮の映像信号に変換する。ここで、記録媒体３０１は内蔵記憶媒体でも外
部記憶媒体でも良い。また、映像信号処理部３０３が復号する映像データは、記録媒体３
０１に記録されたものでなくとも、図示しないチューナで受信した放送波から得られるも
のであっても良い。
【００２０】
　ＨＤＭＩ通信部３０５は、映像信号処理部３０３で復号した映像信号に対して所定の暗
号化を行なって、ＨＤＭＩケーブル５０を介して映像送信装置１０へ出力する。尚ここで
、映像送信装置１０へ出力される映像信号は、非圧縮のまま出力される。
【００２１】
　制御信号処理部３０７は、ＨＤＭＩ通信部３０５で通信する、ＣＥＣコマンド等の制御
信号（制御コマンド）を処理する。より具体的には、ＣＥＣコマンドでは、ＨＤＭＩネッ
トワーク上の各装置に対して、ネットワークトポロジー上の位置を示す物理アドレスを指
定して、各装置にメニュー画面の表示やスタンバイモードへの移行、リモコン制御信号（
再生／停止、チャネル切換などのリモコン制御信号）等の指示を行なうことが出来るので
、制御信号処理部３０７は、ユーザからの指示（例えばリモコン操作による）等に応じて
、ＨＤＭＩネットワーク上の各機器にＣＥＣコマンドをＨＤＭＩ通信部３０５から送信す
ると共に、ＨＤＭＩ通信部３０５で受信する、ＨＤＭＩネットワーク上の各機器からのＣ
ＥＣコマンドに応じた処理を行う。
【００２２】
　尚ここで、映像信号はプレーヤ３０から映像送信装置１０へ一方向にしか出力されない
が、ＣＥＣコマンドは映像送信装置１０とプレーヤ３０との間で双方向に通信可能である
。
【００２３】
　続いて、映像送信装置１０の構成について説明する。映像送信装置１０は、ＨＤＭＩ通
信部１０１と、映像信号処理部１０３と、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５と制御部１
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０７と、電源制御信号送信部１０９とを有する。
【００２４】
　ＨＤＭＩ通信部１０１は、映像信号入力部１０１ａと制御通信部１０１ｂとを有する。
映像信号入力部１０１ａは、プレーヤ３０から受信した暗号化された非圧縮の映像信号を
復号（暗号を解読）し、映像信号処理部１０３へと出力する。制御信号通信部１０１ｂは
、制御部１０７による制御の下、プレーヤ３０との間でＣＥＣコマンド等の制御信号の通
信を行なう。
【００２５】
　映像信号処理部１０３は、制御部１０７による制御の下、ＨＤＭＩ通信部１０１から出
力された映像信号をＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５の映像信号送信部１０５ａへ出力
する。
【００２６】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５は、映像信号送信部１０５ａ、制御信号通信部１０
５ｂ、及びＨｏｓｔインタフェース（Ｉ／Ｆ）レジスタ１０５ｃを有する。映像信号送信
部１０５ａは、映像信号処理部１０３から非圧縮の映像信号の入力を受け、当該映像信号
に暗号化を行なって映像受信装置２０へと非圧縮のまま送信する。
【００２７】
　制御信号通信部１０５ｂは、制御部１０７による制御の下、ＣＥＣコマンド等の制御信
号を映像受信装置２０との間で通信（送受信）する。
　Ｈｏｓｔインタフェースレジスタ１０５ｃは、シンク装置である表示装置４０が起動中
であるか否かの状態を記録するためのレジスタ（メモリ）である。尚、本実施形態におい
て、表示装置４０の電源ケーブル６０は映像受信装置２０のコンセントに接続されている
ため、表示装置４０の起動中であるかどうかの状態は、映像受信装置２０の起動状態と一
致する。そこで、Ｈｏｓｔインタフェースレジスタ１０５ｃは、映像受信装置２０が起動
中であるか否か（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５で映像受信装置２０と通信可能な状
態であるか否か）の状態を記録しておけば良い。
【００２８】
　尚、シンク装置である表示装置４０の起動状態の確認方法については、映像受信装置２
０の起動状態を確認する方法に限られない。例えば、ＣＥＣコマンドを制御信号通信部１
０５ｂから表示装置４０宛に送信し、それに対するレスポンスが返ってくるか否か等によ
っても判断することができる。
【００２９】
　制御部１０７は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
やメモリなどから構成され、映像信号送信装置１０内の各構成を統括制御する。また、制
御部１０７は、ＨＤＭＩ通信部１０１の制御信号通信部１０１ｂを介してプレーヤ３０と
通信するＣＥＣコマンド、及びＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５の有する制御信号通信
部１０５ｂを介して映像受信装置２０と通信するＣＥＣコマンド、電源制御信号送信部１
０９を用いて映像受信装置に送信する電源制御信号に関する制御を行なう。ＨＤＭＩ通信
部１０１で受信したＣＥＣコマンドが、シンク装置である表示装置４０側の装置へのもの
である場合には、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５の制御信号通信部１０５ｂから、シ
ンク装置側へ当該ＣＥＣコマンドを送信する。また同様に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部
１０５で受信したＣＥＣコマンドが、ソース装置であるプレーヤ３０側の装置へのもので
ある場合には、当該ＣＥＣコマンドをＨＤＭＩ通信部１０１の制御信号通信部１０１ｂか
ら送信する。
【００３０】
　ここで特に、制御部１０７は、プレーヤ３０側から表示装置４０の電源オンを伴うＣＥ
Ｃコマンド、より具体的には、メニュー画面の表示を指示するＩｍａｇｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏ
ｎ、Ｔｅｘｔ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎコマンドを受信した場合に、映像受信装置２０を電源オン
するための電源制御信号を電源制御信号送信部１０９から送信させる。尚ここで、ＨＤＭ
Ｉ規格上、Ｉｍａｇｅ　Ｖｉｅｗ　ＯｎコマンドやＴｅｘｔ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎコマンドは
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、当該ＣＥＣコマンドを受信した装置が電源オフ状態である場合には、電源をオンする旨
が規定されている。
【００３１】
　電源制御信号送信部１０９は、制御部１０７による制御の下、映像受信装置２０に対し
て電源オン／オフのための電源制御信号を送信する。特に、上述の通り、表示装置４０を
起動させるためのＣＥＣコマンドをＨＤＭＩ通信部１０１で受信した場合には、電源制御
信号送信部１０９から電源オンのための電源制御信号を送信する。
【００３２】
　次に、図３を参照しながら映像受信装置２０及び表示装置４０の構成について説明する
。図３は、映像受信装置２０及び表示装置４０の構成を示す図である。
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部２０１は、映像信号受信部２０１ａ及び制御信号通信部２
０１ｂを有する。映像信号受信部２０１ａは、映像送信装置１０から暗号化された非圧縮
の映像信号を受信し、これを復号（解読）して映像信号処理部２０３へ出力する。
【００３３】
　制御信号通信部２０１ｂは、制御部２０９による制御の下、ＣＥＣコマンド等の制御信
号を映像送信装置１０との間で双方向に通信する。
　ＨＤＭＩ通信部２０５は、制御部２０９による制御の下、映像信号処理部２０３から出
力された映像信号を暗号化して、非圧縮のまま表示装置４０へと送信する。また、制御部
２０９による制御の下、ＣＥＣコマンドを表示装置４０との間で双方向に通信する。
【００３４】
　電源制御信号受信部２０７は、電源オン／オフのための電源制御信号を映像送信装置１
０から受信する。上述の通り、当該電源制御信号の通信はＩｒＤＡ等のＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＤとは異なる通信方式により行なわれる。また、本実施例においては、電源制御信号受
信部２０７は待機時の消費電力が十分に小さく、外部からの電力供給を受けずとも、内蔵
するコンデンサに溜められた電力のみで長期間受信動作が可能であるものとする。映像受
信装置２０が外部から電力が供給されていない待機時に電源制御信号受信部２０７で電源
オンのための電源制御信号を受信すると、電源制御信号受信部２０７は制御部２０９の電
源制御部２０９ａへその旨の信号を出力する。
【００３５】
　制御部２０９は、例えばＣＰＵやメモリ等から構成され、映像受信装置２０内の各構成
を統括制御する。また、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部２０１の制御信号通信部２０１ｂや
ＨＤＭＩ通信部２０５で受信したＣＥＣコマンドに係る処理を行うと共に、電源制御信号
受信部２０７で電源オンのための電源制御信号を受信した場合には、その旨の信号を受信
した電源制御部２０９ａにより、コンセント２１１を含む映像受信装置２０全体への電力
供給を開始させて、映像受信装置２０全体を起動させる。コンセント２１１には、上述の
通り、表示装置４０へ電力を供給するための電源ケーブル６０が接続される。
【００３６】
　続いて、表示装置４０の構成を説明する。表示装置４０は、ＨＤＭＩ通信部４０１と映
像信号処理部４０３と表示部４０５と電源ケーブル接続部４０７とを有する。ＨＤＭＩ通
信部４０１は、映像受信装置２０から受信した、暗号化された非圧縮の映像信号を復号（
暗号を解読）して映像信号処理部４０３へ出力する。
【００３７】
　映像信号処理部４０３は、ＨＤＭＩ通信部４０１から出力された映像信号を表示信号に
変換して表示部４０５へ出力して表示部４０５へ映像を表示させる。
　電源ケーブル接続部４０７は、映像受信装置２０のコンセント２１１へ接続される電源
ケーブル６０が接続される接続端子を含む。電源ケーブル接続部４０７へ電力供給が成さ
れると、表示装置４０へ電力供給が行われるので、表示装置４０が起動する。
【００３８】
　次に、映像送信装置１０の処理の流れについて図４を参照しながら説明する。図４は、
映像送信装置１０の処理の流れを示すフローチャートである。
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　映像送信装置１０は、ＣＥＣコマンドをＨＤＭＩ通信部１０１の制御信号通信部１０１
ｂで受信すると（Ｓ４０１のＹｅｓ）、当該ＣＥＣコマンドが、表示装置４０宛のＩｍａ
ｇｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎコマンド及びＴｅｘｔ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎコマンドのどちらかである
か否かを制御部１０７で判断する（Ｓ４０３）。
【００３９】
　ＣＥＣコマンドがＩｍａｇｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎコマンド又はＴｅｘｔ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎ
コマンドである場合には、制御部１０７はＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５のＨｏｓｔ
インタフェースレジスタ１０５ｃからデータを読出し（Ｓ４０５）、表示装置４０（ＴＶ
）が起動済であるか否かを判別する（Ｓ４０７）。表示装置４０が起動していない、即ち
映像受信装置２０が起動していない場合には（Ｓ４０７のＮｏ）、制御部１０７は、電源
制御信号送信部１０９に電源オンのための電源制御信号を映像受信装置２０へ送信させる
（Ｓ４０９）。
【００４０】
　プレーヤ３０から受信したＣＥＣコマンドがＩｍａｇｅ　Ｖｉｅｗ　Ｏｎ及びＴｅｘｔ
　Ｖｉｅｗ　Ｏｎのどちらでもない場合（Ｓ４０３のＮｏ）、表示装置４０が起動済みの
場合（Ｓ４０７のＹｅｓ）、又は電源制御信号送信部１０９からの電源オンのための電源
制御信号送信（Ｓ４０９）後、制御部１０７はＳ４０１で受信したＣＥＣコマンドに応じ
た処理を行う（Ｓ４１１）。より具体的には、例えば表示装置４０宛のＣＥＣコマンドで
ある場合には、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部１０５の制御信号通信部１０５ｂに、当該Ｃ
ＥＣコマンドの映像受信装置２０への送信を行なわせる。
【００４１】
　Ｓ４１１でのＣＥＣコマンドの処理後、制御部１０７は処理を終了するか否かを判別し
（Ｓ４１３）、終了しない場合（Ｓ４１３のＮｏ）にはＳ４０１の処理へ戻ってＣＥＣコ
マンドの受信待機状態となる。
【００４２】
　続いて、映像受信装置２０側の処理の流れについて、図５を参照しながら説明する。図
５は、映像受信装置２０の処理の流れを示すフローチャートである。
　映像受信装置２０は、ＣＥＣコマンドをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部２０１の制御信号
通信部２０１ｂで受信すると（Ｓ５０１のＹｅｓ）、当該ＣＥＣコマンドが表示装置４０
宛のＳｔａｎｄ　Ｂｙコマンドであるか否かを判別する（Ｓ５０３）。
【００４３】
　Ｓｔａｎｄ　Ｂｙコマンドである場合には（Ｓ５０３のＹｅｓ）、ＨＤＭＩ通信部２０
５から表示装置４０へと当該ＣＥＣコマンドを送信する（Ｓ５０７）。そして、当該ＣＥ
Ｃコマンドの送信後、表示装置４０がスタンバイ状態になるまでの十分な時間の経過を待
ってから自装置の電源オフ制御を行なうと共に、コンセント２１１を含む自装置全体への
電力供給を停止させる（Ｓ５０９）。
【００４４】
　Ｓ５０１で受信したＣＥＣコマンドがＳｔａｎｄ　Ｂｙコマンドでない場合には（Ｓ５
０３のＮｏ）、通常通りコマンドに応じた処理を行う（Ｓ５０５）。その後、Ｓ５０１に
戻ってＣＥＣコマンド受信を待つ状態に戻る。
【００４５】
　また、Ｓ５０９での映像受信装置２０の電源オフ後（電源オフ時点でも、電源制御信号
受信部２０７は、自身の有するコンデンサによって動作し、電源制御信号を受信可能な状
態にある）、電源制御信号受信部２０７で電源オンのための電源制御信号を受信した場合
には（Ｓ５１１のＹｅｓ）、その旨を制御部２０９の電源制御部２０９ａへ出力して、コ
ンセント２１１を含む装置全体への電力供給を開始させると共に、映像受信装置２０全体
を起動させる（Ｓ５１３）。これにより、コンセント２１１に接続された電源ケーブル６
０により電力供給を受ける表示装置４０も合わせて起動することになる。起動後は、Ｓ５
０１に戻ってＣＥＣコマンドの新たな受信を待つ状態に戻る。
【００４６】
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　以上説明したように、本実施例によれば、映像受信装置２０は、表示装置４０へ電源を
供給する電源ケーブル６０が接続されるためのコンセント２１１を接続可能となっている
ので、映像受信装置２０の起動状態と、表示装置４０との起動状態との連動性を持たせる
ことが可能である。ＣＥＣコマンド等により、表示装置４０の起動をオフする旨のコマン
ドを受信した場合には、映像受信装置２０も電源オフ状態となることによって、映像受信
装置２０及び表示装置４０の双方の待機電力をほぼゼロとすることができる。この効果は
、電源オンのための電源制御信号受信部２０７が外部からの電力を必要としない場合に、
更に顕著となる。
【００４７】
　電源オンの際には、映像送信装置１０から、映像信号とは異なるデバイスで電源制御信
号を映像受信装置２０に送信することにより、消費電力の大きいＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通
信部２０１を起動させることなく電源オンの制御が可能となり、更に、映像受信装置２０
及び表示装置４０の双方を起動させることが可能となる。そして、起動時は、映像信号の
通信経路も確保されることとなるため、データの流れと連動させて、好適に消費電力の低
減も図ることができる。
【００４８】
　また、本願の映像受信装置は、ＣＥＣコマンド等で映像送信装置１０から電源オフの旨
を受信した場合には、まずその旨をＣＥＣコマンドで表示装置４０へ出力した後、十分な
時間が経過してからコンセント２１１を含む自装置全体への電力供給を停止する。これに
より、表示装置４０がまだ電源オフとなる準備が出来ていない状態で、強制的に電力供給
を停止させる事態を避けることが可能である。
【００４９】
　また、映像送信装置１０は、表示装置４０の起動状態を確かめるためのレジスタ１０５
ｃを備え、その状態に応じて電源制御信号の送信の要否を判断している。これにより、不
要な電源制御信号の送受信の発生を避けることが可能である。
【００５０】
　更に、映像送信装置１０は、表示装置４０の起動を伴うＣＥＣコマンドの受信時には、
電源制御信号による映像受信装置２０の起動後に、当該ＣＥＣコマンドをＷｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＤ通信部１０５から送信するようにしているので、当該ＣＥＣコマンドによる、メニ
ュー画面表示等の表示装置４０の動作が可能となる。
【符号の説明】
【００５１】
１０・・・映像送信装置
２０・・・映像受信装置
３０・・・プレーヤ
４０・・・表示装置
５０、７０・・・ＨＤＭＩケーブル
６０・・・電源ケーブル
１０１・・・ＨＤＭＩ通信部
１０１ａ・・映像信号入力部
１０１ｂ・・・制御信号通信部
１０３・・・映像信号処理部
１０５・・・ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部
１０５ａ・・・映像信号送信部
１０５ｂ・・・制御信号通信部
１０５ｃ・・・Ｈｏｓｔインタフェースレジスタ
１０７・・・制御部
１０９・・・電源制御信号送信部
２０１・・・ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ通信部
２０１ａ・・・映像信号受信部
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２０１ｂ・・・制御信号通信部
２０３・・・映像信号処理部
２０５・・・ＨＤＭＩ通信部
２０７・・・電源制御信号受信部
２０９・・・制御部
２０９ａ・・・電源制御部
２１１・・・コンセント
３０１・・・記憶媒体
３０３・・・映像信号処理部
３０５・・・ＨＤＭＩ通信部
３０７・・・制御信号処理部
４０１・・・ＨＤＭＩ通信部
４０３・・・映像信号処理部
４０５・・・表示部
４０７・・・電源ケーブル接続部

【図１】 【図２】
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【図５】
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