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(57)【要約】
【課題】　複数の通信速度を有する映像信号を対象とし
た通信機能のエラー対策をもつ映像通信装置、映像通信
システム及び映像通信方法を提供する。
【解決手段】　第１通信速度でケーブルＣ１を介して外
部装置Ｄ２と管理情報を通信する第１通信部１７と、映
像信号を暗号化する暗号化部１５と、暗号化部で暗号化
された映像信号を、第１通信部によりケーブルを介して
外部装置へ、第１通信速度よりも高速の第２通信速度で
送信する第２通信部１６と、第１通信部を介して外部装
置から通信情況を観測しエラー信号を検出する検出部１
１と、検出部がエラー信号を検出すると、第２通信部の
第２通信速度を低速にする制御部２２をもつ映像通信装
置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信速度でケーブルを介して外部装置と管理情報を通信する第１通信部と、
　映像信号を暗号化する暗号化部と、
　前記暗号化部で暗号化された映像信号を、前記第１通信部により前記ケーブルを介して
前記外部装置へ、前記第１通信速度よりも高速の第２通信速度で送信する第２通信部と、
　前記第１通信部を介して前記外部装置から通信情況を観測しエラー信号を検出する検出
部と、
　前記検出部が前記エラー信号を検出すると、前記第２通信部の前記第２通信速度を低速
にする制御部と、を具備することを特徴とする映像通信装置。
【請求項２】
　映像送信装置とこれにケーブルで接続された前記映像受信装置からなる映像通信システ
ムであって、
　前記映像送信装置は、
　第１通信速度でケーブルを介して前記映像受信装置に管理情報を通信する第1通信部と
、
　映像信号を暗号化して暗号化映像信号を出力する暗号化部と、
　前記第１通信部の前記ケーブルを介して前記映像受信装置へ、前記第１通信速度よりも
高速の第２通信速度で前記暗号化映像信号を送信する第２通信部と、
　前記第１通信部が前記映像受信装置から速度変更要求信号を受信すると、前記第２通信
部の前記第２通信速度を低速にする第１制御部を有し、
　前記映像受信装置は、
　前記第１通信速度で前記ケーブルを介して前記映像送信装置と管理情報を通信する第３
通信部と、
　前記第３通信部の前記ケーブルを介して前記映像送信装置から、前記第１通信速度より
も高速の第２通信速度で前記暗号化映像信号を受信する第４通信部と、
　前記第４通信部が受信した前記暗号化映像信号を復号する復号部と、
　前記復号部が復号した映像信号からエラー信号を検出する検出部と、
　前記検出部が前記エラー信号を検出すると、前記第２通信部の前記第２通信速度を低速
にすることを前記映像送信装置に要求する速度変更要求信号を前記第３通信部を介して送
信するべく制御する第２制御部を有することを特徴とする映像通信システム。
【請求項３】
　前記第４通信部からの前記暗号化映像信号のパケットのエラーを検出するか、前記復号
部による前記暗号化映像信号の復号処理のエラーを検出して、エラー信号を前記第２制御
部に供給する第２検出部を更に有する請求項２記載の映像通信システム。
【請求項４】
　前記暗号化部は、前記第１通信部が前記映像受信装置から通信エラー信号を受信すると
、前記映像信号の暗号化を停止することを特徴とする請求項２記載の映像通信システム。
【請求項５】
　前記映像受信装置は、
　前記検出部が前記エラー信号を検出すると、エラーを表示すると供に、前記第４通信部
の前記第４通信速度を低速にすることを要求するかどうかの承諾画面を生成する生成部を
更に有しており、
　前記第２制御部は、前記承諾画面に応じた承諾信号を受ければ、速度変更要求信号を前
記第３通信部を介して前記映像送信装置に送信することを特徴とする請求項２記載の映像
通信システム。
【請求項６】
　前記映像送信装置と前記映像受信装置とを接続しているケーブルは、ＨＤＭＩケーブル
であることを特徴とする請求項２記載の映像通信システム。
【請求項７】
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　前記映像受信装置は、前記速度変更を行なう際は、映像信号の解像度の変更、または、
周波数フォーマットの変更により速度を変更することを特徴とする請求項２記載の映像通
信システム。
【請求項８】
　前記映像受信装置は、前記速度変更を行なう際は、受信器が受信可能な映像音声フォー
マットの範囲において、映像信号の輝度解像度、ビット数、色解像度の変更、または、周
波数フォーマットの変更により速度を変更することを特徴とする請求項２記載の映像通信
システム。
【請求項９】
　前記復号部が前記暗号化映像信号を復号して出力した映像信号に応じて画面に映像を表
示する表示部を更に有することを特徴とする請求項２記載の映像通信システム。
【請求項１０】
　映像送信装置とこれにケーブルで接続される映像受信装置との間の映像通信方法であっ
て、
　前記映像送信装置において、
　第１通信速度でケーブルを介して前記映像受信装置に管理情報を通信し、
　映像信号を暗号化して暗号化映像信号を出力し、
　前記ケーブルを介して前記映像受信装置へ、前記第１通信速度よりも高速の第２通信速
度で前記暗号化映像信号を送信し、
　前記映像受信装置から速度変更要求信号を受信すると、前記第２通信速度を低速にし、
　前記映像受信装置において、
　前記第１通信速度で前記ケーブルを介して前記映像送信装置と管理情報を通信し、
　前記ケーブルを介して前記映像送信装置から、前記第１通信速度よりも高速の第２通信
速度で前記暗号化映像信号を受信し、
　前記暗号化映像信号を復号し、
　前記復号した映像信号からエラー信号を検出し、
　前記エラー信号を検出すると、前記第２通信速度を低速にすることを前記映像送信装置
に要求する速度変更要求信号を送信することを特徴とする映像通信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の転送速度で送受信する通信機能をもつ映像通信装置、映像通信シス
テム及び映像通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、デジタル機器が大変普及してきており、これらのデジタル機器は、相互に通信機
能をもち、連携した動作を可能としている。しかし、このようなデジタル通信機能は、必
ずしも常に安定して動作しているわけではなく、通信エラーに対しても適切な対応により
通信を継続し続けることが望まれている。
【０００３】
　特許文献１は、暗号化画像通信を開示するものであり、暗号化モードか否かが判断され
、暗号化モードが動作しない場合、通常モードで送信される通信装置を開示している。
【特許文献１】特開平９－９０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１は、一般的な暗号通信を開示して入るが、例えば、ＨＤＭＩ（High
-Definition Multimedia Interface）等の複数の通信速度をもった映像信号を対象とした
通信機能に対して、どのような効果的なエラー対策があるかを示していないという問題が
ある。
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【０００５】
　すなわち、ＨＤＭＩの世界では粗悪品質ケーブルが存在し、接続不良を起こすケースが
ある。ＨＤＭＩ１.３ディープカラー対応になると伝送速度は従来の約２倍にはねあがり
、ケーブルに起因する接続不良が増加する危惧がある。ＨＤＭＩで伝送されるコンテンツ
の大半は暗号化されており、ＴＭＤＳラインで通信不良が発生すると暗号解読不能になり
、結果的に全く絵・音を出すことができない。繰り返し認証を繰りかえす場合には暗号化
を停止、またはディープカラーを停止されて低速で絵が出せるように自動変更設定する。
また、切り替えた場合にはその旨の通知をユーザに対して行う。同様に、ＤＰ（display 
Port）の場合は、高速ラインのエラーコレクション（Correction）データからも通信品位
を監視することができる。
【０００６】
　このように、特許文献１は、このようなＨＤＭＩ等の複数の通信速度をもった映像信号
を対象とした通信機能に対して、どのような効果的なエラー対策があるかを示してはいな
いという問題がある。
【０００７】
　本発明は、複数の通信速度を有する映像信号を対象とした通信機能のエラー対策をもつ
映像通信装置、映像通信システム及び映像通信方法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】
【０００８】
　課題を解決するための一実施形態は、
　第１通信速度でケーブル（Ｃ１）を介して外部装置（Ｄ２）と管理情報を通信する第１
通信部（１７）と、
　映像信号を暗号化する暗号化部（１４）と、
　前記暗号化部で暗号化された映像信号を、前記第１通信部により前記ケーブルを介して
前記外部装置へ、前記第１通信速度よりも高速の第２通信速度で送信する第２通信部（１
６）と、
　前記第１通信部を介して前記外部装置から通信情況を観測しエラー信号を検出する検出
部（１１）と、
　前記検出部が前記エラー信号を検出すると、前記第２通信部の前記第２通信速度を低速
にする制御部（２２）と、を具備することを特徴とする映像通信装置。
【発明の効果】
【０００９】
　ＨＤＭＩ等の通信ケーブルに不具合が発生して一時的にエラーが生じても、例えば通信
速度を低下させる等の工夫により、通信を停止させずに続行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　（本発明の一実施形態の趣旨）
　通常、コンピュータに代表されるデジタルデータ通信では通信エラーがあると、送受信
側でこれを認識して再送信を行うことで通信品質を確保している。ところがＨＤＭＩに代
表されるデジタル映像通信では、仮に映像データの一部がエラーを起こしても画面上にノ
イズにはなるが、映像サービスそのものを完全に破綻させてしまうほどの影響はなくデー
タの再送信も行われない。デジタル映像信号伝送の代表格はＨＤＭＩ, ＤＶＩであり、近
い将来ディスプレイポート（Display Port）など新しい送信方式も提案されている。総じ
て新しいものはより解像度の高い映像を伝送できるように規格化されており、それだけ送
信機・受信機はもとよりケーブルも品質の高いものが求められている。
【００１２】
　ＨＤＭＩではケーブル品質も設計段階で任意ではあるが、認証という品質試験を取り入
れることでユーザ使用時の不具合を回避しているが、実際にはすべてのケーブルを試験す
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ることは非現実的である。更に、デジタルの映像音声フォーマットの高精細化が進むこと
でデータの転送速度も複数種類規定され、映像音声フォーマット（＝データ転送速度）に
も通信品質に依存性を与えている。例えば、１０８０ｉであれば問題なく通信できたケー
ブルも、１０８０ｐではエラーを起こすことがある。最近規格化されたＨＤＭＩ Ｖｅｒ
．１.３ではディープカラーと呼ばれるより微細化されたデジタル信号を伝送する方式が
定義された。この方式でも解像度は従来のＨＤＭＩ１.２aと変わりないが、細かい映像デ
ータ転送のためにデジタル信号の実転送速度は従来のほぼ２倍にあたる３.４Ｇｂｐｓま
で定義されている。
【００１３】
　ＨＤＭＩに代表されるようなデジタル映像通信の世界では、デジタル映像信号とは別の
低速の通信路を使って送信側が受信側で受信できうる映像音声フォーマットを読み取るこ
とができる。この通信路は低速であり、ケーブル品質に対する通信品質要求も高速のデジ
タル映像通信より低いもので実現されている。しかし、送信・受信双方で通信送信・受信
側が通信路における粗悪品質を計測しておらず、結果的に送信機は低速通信路で得た受信
できる映像音声フォーマットを元に高画質なものを選らで送信するのみであり、ケーブル
品質によって画面異常を起こすことユーザが適切な伝送状況を認識することができない。
【００１４】
　以下に述べる実施形態では、ＨＤＭＩに代表されるようなデジタル映像通信における通
信路の品質を検出し、この品質にマッチした方式で良好にデジタル映像・音声信号の通信
が続行できるための機能をもつ映像通信装置及び映像通信方法の一例を開示する。
【００１５】
　＜本発明の一実施形態に係る映像通信装置＞
　次に、本発明の一実施形態に係る映像通信装置の一例を図面を用いて、詳細に説明する
。
【００１６】
　（送信装置側でエラー検出・速度変更する場合）
　（構成）
　はじめに、図１に示すように、送信装置側でエラー検出を行い速度変更を決定する場合
の映像送信装置Ｄ１と、これにＨＤＭＩケーブルＣ１で接続された映像受信装置Ｄ２とに
よる通信処理を説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る送信装置及び受信装置の構
成の一例を示すブロック図である。例えば、ＨＤＭＩ等（これに限らず、例えば、ディス
プレイポートでも他のデジタル通信規格でもよい）の映像通信装置として、本発明の一実
施形態を図面を用いて説明する。
【００１７】
　本発明の一実施形態に係る映像送信装置Ｄ１は、図１に示すように、例えば、図１２に
後述されるような放送信号を表示する放送受信装置１００であって、このデジタルテレビ
ジョン等の要部である音声映像処理部１０と、映像受信装置Ｄ２から通信情況を示す信号
を受け、この信号から通信エラーの有無を検知するエラー検出部１１と、映像送信装置Ｄ
１（ソース：Source）の各種動作状況を監視して、速度変更等を含めた動作を制御する制
御部１２と、送信映像に重畳するテキストや速度変更のための後述する画像メッセージを
生成する画像メッセージ部１３と、この画像メッセージと送信すべき映像信号とを重畳す
るための重畳部１４を有している。更に、映像送信装置Ｄ１は、映像信号の不正コピー等
を防止するためのＨＤＣＰ暗号部１５と、送信する画像データをＨＤＭＩに規定された電
気信号へ変更して通信パスＰ２を介して送信するＴＭＤＳ送信部１６と、通信パスＰ１で
あるＤＤＣラインを介して低速通信で送信するＤＤＣ通信部１７を有している。
【００１８】
　更に、本発明の一実施形態に係る映像受信装置Ｄ２は、一例として、ＨＤＭＩ通信機能
をもったデジタルテレビジョン等であって、図１に示すように、映像音声フォーマットを
ＨＤＭＩ映像送信装置Ｄ１へ伝えるためのＥＤＩＤデータを格納したＥＤＩＤ格納部２１
と、通信パスＰ１であるＤＤＣラインを介して低速通信でＤＤＣライン通信を行なうＤＤ
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Ｃ通信部２４を有している。更に、映像受信装置Ｄ２は、例えばＨＤＭＩで規定されたＴ
ＭＤＳ信号を受信し、以降のデータ処理に可能な信号へ変更するＴＭＤＳ受信部２５と、
映像受信装置Ｄ２の通信情況を観測し、通信情況信号を例えばＤＤＣ通信部２４を介して
映像送信装置Ｄ１に供給したり、全体の動作を制御する制御部２２と、ＴＭＤＳ受信部２
５から供給されたＨＤＣＰ暗号化映像信号等を復号するＨＤＣＰ復号部２３と、更に、図
１２等で後述されるようなデジタルテレビジョン等の主な構成である音声映像処理部１０
とを有している。
【００１９】
　このような構成の映像送信装置Ｄ１と映像受信装置Ｄ２では、映像受信装置Ｄ２が通信
情況を知らせる信号を映像送信装置Ｄ１に供給する。映像送信装置Ｄ１では、この信号に
基づいて通信エラーの有無を判断し、通信速度を変更するかどうかの承諾画面（図７）の
ための信号を映像受信装置Ｄ２に供給する。映像受信装置Ｄ２から、ユーザによる速度変
更への承諾信号（速度変更要求信号）を受けると、例えば、ＨＤＭＩの通信速度を変更す
ることで、映像信号の通信を継続させ、通信停止を回避するものである。
【００２０】
　（ＨＤＭＩ端子とディスプレイポート端子）
　次に、図２及び図３を用いて、ＨＤＭＩ端子とディスプレイポート端子について、簡単
に説明する。すなわち、図２は、本発明の一実施形態に係る映像通信システムが扱うＨＤ
ＭＩの端子の説明図である。図３は、本発明の一実施形態に係る映像通信システムが扱う
ディスプレイポートの説明図である。
【００２１】
　本発明の一実施形態に係る映像通信システムが扱うＨＤＭＩの端子は、図２において、
第１端子から第１２端子までが高速映像音声伝送ライン、第１３端子、第１５端子、第１
６端子、第１９端子が、低速通信ラインである。
【００２２】
　同様に、図３に示すように、ディスプレイポートの前半の１１個の端子が高速映像音声
伝送ライン、後半の４個の端子が低速通信ラインである。
【００２３】
　（動作）
　次に、上述した構成の映像送信装置Ｄ１と映像受信装置Ｄ２による通信動作を図４及び
図５のフローチャートを用いて詳細に説明する。図４及び図５は、本発明の一実施形態に
係る送信装置及び受信装置の間のエラー処理の一例を示すフローチャートである。なお、
以下の図４乃至図５のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き換えることが
でき、従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなおすことが可能
である。
【００２４】
　ここで、図４のフローチャートでは、映像送信装置Ｄ１と映像受信装置Ｄ２のどちらで
各処理を行なうかを特に限定していない記載となっている。この場合、複数の映像通信装
置からなる映像通信システムであり、一定の工程が複数の映像通信装置のどこかにおいて
実行されることが重要である。
【００２５】
　すなわち、通信処理の一つの実施形態を示した図４のフローチャートにおいて、ＨＤＭ
Ｉ映像送信装置Ｄ１は、エラー検出部１１等が通信エラーを確認すると（ステップＳ１１
）、ＨＤＭＩ映像送信装置Ｄ１の制御部１２は、コンテンツである映像信号が暗号化処理
されていれば（ステップＳ１２）、その暗号化処理を停止する（ステップＳ１３）。暗号
化を継続した状態でエラー状態になると、再認証を繰り返すだけで受信側の画面に何も表
示することができない。
【００２６】
　次に、ＨＤＭＩ映像受信装置Ｄ２で受信できる映像音声フォーマットを確認し、これら
の映像音声フォーマットが現在の映像音声フォーマットよりもＴＭＤＳの通信速度が遅い
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映像音声フォーマットをサポートしているかどうかを判断する（ステップＳ１４）。ＨＤ
ＭＩ映像送信装置Ｄ１は、ＨＤＭＩであればＨＤＭＩ映像受信装置Ｄ２に装備されている
ＥＤＩＤのデータから受信できる映像音声フォーマットを読み取ることができる。受信可
能な映像音声フォーマットの中から高速通信路でのデータ速度を低く設定できる映像音声
フォーマットを選び出し、これを受信側で、例えば、図７に示すような『通信エラーが観
測されました。映像音声フォーマットを４８０ｐへ変更しますか』等のメッセージを表示
できるように映像を表示させる（ステップＳ１５）。
【００２７】
　この表示は最も低い転送速度、または通信の規格上受信側がデフォルトとしてミニマム
要求規定されている映像音声フォーマット、例えば、ＨＤＭＩであれば４８０ｉまたはＶ
ＧＡを表示すれば、確実に表示ができる。
【００２８】
　ＥＤＩＤ２１のデータから選択した新たな映像音声フォーマットは、このメッセージ表
示時と異なる設定で、もともと表示しようとしていた映像音声フォーマットよりも転送速
度は遅いが画質上、転送可能と推測される範囲で最も高画質なものを選択する。このメッ
セージの後に、ユーザ等の承認が得られれば（ステップＳ１６）、新しい映像音声フォー
マットで転送をはじめるとともに暗号化が必要なコンテンツであれば暗号化を再度開始す
る（ステップＳ１７）。
【００２９】
　更に、ここで、ＨＤＭＩ映像受信装置Ｄ２がユーザに対して、表示するメッセージの例
の幾つかを図６乃至図９を用いて説明する。すなわち、ＨＤＭＩ Ｖｅｒ１.３になると前
述のようにディープカラーと呼ばれ、解像度は従来どおりであるが、ＴＭＤＳの転送速度
が飛躍的に高くなるデータ転送方式がある。このディープカラーは画素の量子化ビットを
最大Ｙ／Ｃｂ／Ｃｒ４:４:４：１６ビットまで増やす能力がある。
【００３０】
　しかし、受信側のＴＶ信号処理または表示デバイスの性能によっては１００％の効果を
引き出せない場合もあり、解像度を落とすよりは量子化を従来の１２／１４／１０／８ビ
ットへ落とす方が、画質の劣化を少なくできる場合がある。このような場合には、図６の
エラーメッセージの例にあるように、まずディープカラーを停止するか、または量子化を
少ないビットへ変更する方法を提案することも有効である。
【００３１】
　解像度の選択は最終的に、複数の候補から図９に示すように、ユーザに選択してもらう
ことが好適である。図９において、ＨＤＭＩの場合、ユーザが選択する輝度解像度と色の
解像度、及びビット数に依存してＴＭＤＳの転送速度が変わる。この例では選択したセッ
トアップがどのくらいの転送速度になるかバーカウンタＢ１に示される矢印の位置でユー
ザが確認できるようになっている。また、このときの通信速度Ｂ２を図９の画面上に表示
することも好適である。また、周波数フォーマットの変更を行なうことも好適である。
【００３２】
　更に、図９において、図１の制御部１２及び画像メッセージ部１３の働きによって、ユ
ーザが操作可能なポインタ等により、バーカウンタＢ１に示される矢印の位置を変更でき
るように構成することも好適である。
【００３３】
　以上、図４のフローチャートの説明において、映像送信装置Ｄ１側で処理を行なうか映
像受信装置Ｄ２側で処理を行なうかの一例を示しながら説明したが、各工程は、必ずしも
一方の装置側で行われなければならないわけではなく、図４のフローチャートにもどちら
の装置側で行なうと明言されていないことからも判るように、複数の通信装置を有するシ
ステム内のどれかの装置で行なわれるのであれば、本発明を実施することが可能となる。
【００３４】
　（映像送信装置Ｄ１側でエラー検出・速度変更する場合：図５のフローチャート）
　次に、図５のフローチャートを用いて、図１に示す映像送信装置Ｄ１側でエラー検出・
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速度変更する場合に限定して、以下詳細に説明する。
【００３５】
　初めに、映像受信装置Ｄ２において、例えば、制御部２２がＨＤＣＰ復号部２３を観測
することで、通信／暗号動作の情況分析が行なわれる（ステップＳ２１）。この通信情況
を示す信号は低速通信路Ｐ１を介して映像送信装置Ｄ１に供給される。
【００３６】
　以降、映像送信装置Ｄ１において、エラー検出部１１により、エラーの有無が判断され
る（ステップＳ２２）。ここで、エラー検出部１１がエラーを検出すると、制御部１２は
、現在、暗号通信を実施中かどうかを判断し（ステップＳ２３）、暗号通信が実施中であ
れば、ＨＤＣＰ暗号部１５は、映像信号等のコンテンツの暗号化処理を中断する（ステッ
プＳ２４）。
【００３７】
　そして、映像送信装置Ｄ１において、例えば、制御部１２が、現在のＴＭＤＳ速度より
も遅い速度を映像受信装置Ｄ２がサポートしているかどうかを判断する（ステップＳ２５
）。ここで、制御部１２が映像受信装置Ｄ２はサポートしていないと判断すると、図８の
メッセージ等により、通信エラーが観測されたことを表示する（ステップＳ２５－２）。
ここで、制御部１２が映像受信装置Ｄ２はサポートしていると判断すると、制御部１２と
画像メッセージ部１３等の働きにより、転送速度選択、エラー通知、承諾画面の指示等を
、映像受信装置Ｄ２に対して行なう（ステップＳ２６）。
【００３８】
　映像受信装置Ｄ２は、これらの信号を受けて、図７に示すような映像音声フォーマット
の変更の承諾画面を表示してユーザの承諾を意味する操作信号が得られたら、図９に示す
ような映像音声フォーマット（輝度解像度・ビット数・色解像度等）の選択画面を表示す
る。そして、制御部２２は、ユーザの操作による選択信号を受けると、この結果を映像送
信装置Ｄ１に通知する（ステップＳ２７）。
【００３９】
　映像送信装置Ｄ１においては、この承諾信号（速度変更要求信号）・選択信号に従って
、映像音声フォーマット変更の承諾が得られたかの判断を行い（ステップＳ２８）、承諾
が得られれば、映像音声フォーマット（輝度解像度・ビット数・色解像度等）の選択画面
に対する選択信号に応じて、映像音声フォーマットを変更する（ステップＳ２９）。
【００４０】
　映像送信装置Ｄ１においては、更に、制御部１２等により、送信しているコンテンツで
ある映像音声信号が暗号化が必要なコンテンツであるかどうかが判断される（ステップＳ
３０）。暗号化が必要との判断がなされれば、暗号化処理を再開し（ステップＳ３１）、
新しい映像音声フォーマットに応じた新しい通信速度により、映像送信装置Ｄ１と映像受
信装置Ｄ２との間において、映像音声転送処理が再開される（ステップＳ３２、Ｓ３３）
。
【００４１】
　このようにして、エラーの判断や通信速度の変更処理を、映像送信装置Ｄ１の側で行な
うことが可能である。
【００４２】
　（受信装置側でエラー検出・速度変更する場合）
　次に、映像受信装置Ｄ２の側でエラー検出・速度変更判断を行なう場合の構成及び通信
処理をフローチャートを用いて説明する。図１０は、本発明の一実施形態に係る受信装置
の構成の一例を示すブロック図である。図１１は、本発明の一実施形態に係る受信装置側
のエラー処理の一例を示すフローチャートである。
【００４３】
　（構成）
　映像受信装置Ｄ３の側でエラー検出・速度変更判断を行なう場合の映像受信装置Ｄ２は
、
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図１０にその構成の一例が示される。すなわち、映像受信装置Ｄ３は、図１０に示すよう
に、一例として、ＨＤＭＩ通信機能をもったデジタルテレビジョンであって、映像音声フ
ォーマットをＨＤＭＩ映像送信装置Ｄ１へ伝えるためのＥＤＩＤデータを格納したＥＤＩ
Ｄ格納部２１と、通信パスＰ１であるＤＤＣラインを介して低速通信でＤＤＣライン通信
を行なうＤＤＣ通信部２４を有している。
【００４４】
　更に、映像受信装置Ｄ３は、例えばＨＤＭＩで規定されたＴＭＤＳ信号を受信し、以降
のデータ処理に可能な信号へ変更するＴＭＤＳ受信部２５と、映像受信装置Ｄ２の通信情
況を観測し、通信情況信号を例えばＤＤＣ通信部２４を介して映像送信装置Ｄ１に供給し
たり、全体の動作を制御する制御部２２と、ＴＭＤＳ受信部２５から供給されたＨＤＣＰ
暗号化映像信号等を復号するとともに復号エラーを検出するとこの復号エラーを制御部２
２に供給するＨＤＣＰ復号部２３と、ＴＭＤＳ受信部を観測しパケットエラーを検出する
パケットエラー検出部２６と、通信エラーの報告や映像音声フォーマット変更の承諾画面
の画像情報を生成する画像メッセージ部２７と、この画像情報と復号した映像信号とを重
畳する重畳部２８と、更に、図１２等で後述されるようなデジタルテレビジョン等の主な
構成である音声映像処理部１０とを有している。
【００４５】
　（動作）
　次に、図１０等に示す構成をもつ映像受信装置Ｄ３を用いて、映像受信装置Ｄ３側にて
、エラー検出及び通信速度変更判断を行なう場合を図面を用いて説明する。図１１は、本
発明の一実施形態に係る映像受信装置Ｄ３側のエラー処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【００４６】
　初めに、映像受信装置Ｄ３において、例えば、パケットエラー検出部２６がＴＭＤＳ受
信部２５等を観測し続け、その結果、パケットエラーが検出されると検出信号が制御部２
２に供給されることで、また、ＨＤＣＰ復号部２３から復号エラーを検出するとこの復号
エラーを制御部２２に供給することで、通信・暗号化動作の情況分析が行なわれる（ステ
ップＳ４１）。
【００４７】
その結果、制御部２２がエラー信号を検知すると（ステップＳ４２）、画像メッセージ部
２７は、例えば、図６乃至図８等のメッセージ画面を表示し、変更の承諾が得られれば（
ステップＳ４３）、図９のメッセージ画面に対する操作信号が示す映像音声フォーマット
に切り替えるための速度変更要求信号を生成して、通信バスＰ１を介して映像送信装置Ｄ
３に供給する（ステップＳ４４）。
【００４８】
　これに対して、映像送信装置Ｄ１において、制御部１２等は、速度変更要求信号を受諾
し（ステップＳ４５）、これが対応できる映像音声フォーマットであると判断すると（ス
テップＳ４６）、現在の映像音声フォーマット（輝度解像度・ビット数・色解像度等）か
ら新たな映像音声フォーマットに切り替えるものである（ステップＳ４７）。その後、映
像送信装置Ｄ１においては、新しい映像音声フォーマットに応じた新しい通信速度により
、映像受信装置Ｄ２との間において、映像音声転送処理が再開される（ステップＳ４８、
Ｓ４９）。
【００４９】
　以上、映像受信装置Ｄ３側でも図１同様に、エラー検出・速度変更判断を行なうことが
可能となる。なお、受信機の受信可能な映像音声フォーマットは、映像音声フォーマット
ＥＤＩＤ２１上で変更してＨＰＤを使って知らせることが好適である。
【００５０】
　これにより、通信エラーが起きた場合、高速転送路の転送速度を変更できるようにする
ことで最適な映像音声フォーマットへ切り替えることができるようになる。この結果最適
な映像音声フォーマットで画像を送信することができるようになる。
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【００５１】
　＜本発明の一実施形態である映像通信部を適用した放送受信装置＞
　次に、上述した本発明の一実施形態である映像通信部を適用した放送受信装置の一例を
図面を用いて説明する。図１２は、本発明の一実施形態に係る映像通信システムを用いる
放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００５２】
　なお、ここでの放送受信装置は、一例としてデジタルテレビジョン装置を用いて説明す
るが、本発明の一実施形態である映像通信装置は、様々な形態が含まれるものであり、そ
れらは全て本発明の実施形態の範囲に含まれるものである。
【００５３】
　ここで、図１２の放送受信装置１００において、上述した本発明の一実施形態である映
像通信部Ｄ１またはＤ２の音声映像処理部１０以外の構成は、通信部１１１に該当する。
すなわち、この通信部１１１は、図１及び図２等で先に説明したＨＤＭＩやディスプレイ
ポート等の通信機能をもっている。
【００５４】
　さて、図１２の放送受信装置１００は、放送の再生処理のためのＭＰＥＧデコーダ部１
２３と、装置本体の動作を制御する制御部１３０とを主たる構成要素としている。放送受
信装置１００は、入力側のセレクタ１１６と出力側のセレクタ１１７とを有しており、入
力側のセレクタ１１６には、ＬＡＮや上述したＨＤＭＩやディスプレイポート等の通信部
１１１と、いわゆる衛星放送（ＢＳ／ＣＳ）チューナ部１１２と、いわゆる地上波チュー
ナ部１１３とが接続され、エンコーダ部１２１に信号を出力する。又、ＢＳ／ＣＳチュー
ナ部１１２には衛星アンテナが、地上波チューナ部１１３には地上波アンテナが接続され
ている。又、放送受信装置１００は、バッファ部１２２、ＭＰＥＧデコーダ部１２３、分
離部１２９、制御部１３０、これらの各部は、データバスを介して制御部１３０に接続さ
れている。更に、セレクタ部１１７の出力は、外部の受像機４１に接続されるか、外部装
置との通信を行う図示しないインタフェース部等を介して、外部装置に供給される。
【００５５】
　更に、放送受信装置１００は、データバスを介して制御部１３０に接続され、ユーザの
操作やリモコンＲの操作を受ける操作部１３２を有している。ここで、リモコンＲは、放
送受信装置１００の本体に設けられる操作部１３２とほぼ同等の操作を可能とするもので
あり、チューナの操作、予約録画の設定等、各種設定が可能である。
【００５６】
　このように、上述した本発明の一実施形態である映像通信装置は、上述した構成をもつ
放送受信装置（デジタルテレビジョン等）の通信部として、適用することができる。この
実施形態によれば、ＨＤＭＩ等において、例えばケーブル品位が不十分で通信エラーが生
じた際でも、映像が完全に停止してしまうのではなく、通信速度を低下させた状態で映像
信号の送信を引き続き可能とすることができる。
【００５７】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像送信装置及び映像受信装置の構成の一例を示すブ
ロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る映像通信システムが扱うＨＤＭＩの端子の説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る映像通信システムが扱うディスプレイポートの説明図
。
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【図４】本発明の一実施形態に係る映像送信装置及び映像受信装置の間のエラー処理の一
例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送信装置側のエラー処理の一例を示すフローチャ
ート。
【図６】本発明の一実施形態に係る映像受信装置側のエラーメッセージの一例を示す説明
図。
【図７】本発明の一実施形態に係る映像受信装置側のエラーメッセージ及び映像音声フォ
ーマット変更の一例を示す説明図。
【図８】本発明の一実施形態に係る映像受信装置側のエラーメッセージ及び暗号化通信不
能を示す画面の一例を示す説明図。
【図９】本発明の一実施形態に係る映像受信装置側の解像度変更画面の一例を示す説明図
。
【図１０】本発明の一実施形態に係る映像受信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図１１】本発明の一実施形態に係る映像受信装置側のエラー処理の一例を示すフローチ
ャート。
【図１２】本発明の一実施形態に係る映像通信システムを用いる放送受信装置の構成の一
例を示すブロック図。
【符号の説明】
【００５９】
　Ｄ１…映像送信装置、Ｄ２…映像受信装置、Ｄ３…映像受信装置、１１…エラー検出部
、１２…制御部、１３…画像メッセージ部、１４…ＨＤＣＰ暗号部、１５…暗号部、１６
…ＴＭＤＳ送信部、１７…ＤＤＣ通信部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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