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(57)【要約】
【課題】外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供
給する機能を備えた電子機器において，外部機器の接続
の自由度を損なうことなく，想定外の外部機器が接続さ
れることにって過電流や過電圧等による破損や異常過熱
が生じることを防止できること。
【解決手段】接続検知回路３４により電力供給端子２ａ
が被給電側機器Ｙ１，Ｙ２に接続されていることが検知
され，かつ，ＥＥＰＲＯＭ２２に予め記憶された外部機
器候補情報Ｄ１にＤＤＣ端子１ｄを通じて被給電側機器
Ｙ１，Ｙ２から取得したＥＤＩＤに対応する外部機器の
候補が存在するという給電許可条件が成立する場合に，
マイコン２１が，外部給電回路から電力供給端子２ａへ
のＤＣ電力の出力を行い，前記給電許可条件が成立しな
い場合に，外部給電回路から電力供給端子２ａへのＤＣ
電力の出力を停止させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する外部給電手段と，前記電力供給端
子が前記外部機器に接続されているか否かを検知する給電接続検知手段と，前記外部機器
から該外部機器の種類を表す機種情報を取得する機種情報取得手段と，を備えた電子機器
であって，
　前記外部機器の候補についての前記機種情報の候補を記憶する外部機器候補情報記憶手
段と，
　前記給電接続検知手段により前記電力供給端子が前記外部機器に接続されていることが
検知され，かつ，前記外部機器候補情報記憶手段の記憶情報に前記機種情報取得手段によ
り取得された前記機種情報に対応する前記外部機器の候補が存在するという給電許可条件
が成立する場合に，前記外部給電手段から前記電力供給端子への電力の出力を行い，前記
給電許可条件が成立しない場合に，前記外部給電手段から前記電力供給端子への電力の出
力を停止させる給電制御手段と，
　を具備してなることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記外部機器候補情報記憶手段が前記機種情報の候補とこれに対応付けられた電力供給
条件に関する情報とを記憶し，
　前記外部機器候補情報記憶手段の記憶情報において前記機種情報取得手段により取得さ
れた前記機種情報に対応する前記電力供給条件に関する情報に応じて，前記給電可能条件
が成立して前記電力供給端子への電力の出力が行われるときの動作条件を設定する電力出
力時動作条件設定手段を具備してなる請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記動作条件が，前記外部給電手段の出力電圧と，前記電力供給端子を通じて出力され
る電流を制限する過電流保護手段における電流の制限レベルと，の一方又は両方である電
力の出力条件を含んでなる請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記外部機器から該外部機器に対する前記電力供給条件に関する情報を取得する電力供
給条件情報取得手段と，
　前記機種情報取得手段により取得された前記機種情報と前記電力供給条件情報取得手段
により取得された前記電力供給条件に関する情報とを対応付けて新たな候補として前記外
部機器候補情報記憶手段に記憶させる外部機器候補情報登録手段と，
　を具備してなる請求項２又は３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記動作条件が，換気ファンを駆動させるか否かの条件又は温度検出手段による検出温
度と設定温度との比較結果に応じて換気ファンの駆動を制御する制御手段における前記設
定温度の条件のいずれかを含んでなる請求項２～４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記給電接続検知手段により前記電力供給端子が前記外部機器に接続されていることが
検知され，かつ，前記給電許可条件が成立しない場合に所定の通知を行う通知手段を具備
してなる請求項１～５のいずれかに記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する機能を備えた電子機器
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今，テレビジョン受像機などの主要な電子機器と，録画装置などの周辺の電子機器（
以下，外部機器という）とが通信インターフェースを通じて接続され，それら全体がＡＶ
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システム等として利用されることが多くなっている。
　例えば，昨今のテレビジョン受像機は，録画再生装置などの外部機器との間の信号伝送
手段として，ＨＤＭＩインターフェースを備えるものが増えつつある。
　ＨＤＭＩインターフェースは，例えば特許文献１に示されるように，テレビジョン受像
機（テレビジョン受像機の典型例）と録画再生装置やセットトップボックス（ＳＴＢ）等
との間で信号伝送を行う手段の１つであり，ＨＤＭＩ規格に準拠した信号伝送手段である
。このＨＤＭＩインターフェースは，外観上１本にまとめられたケーブルによってデジタ
ルの映像信号及び音声信号を同時に伝送でき，シンプルな配線と劣化のない信号伝送とを
実現できる。ここで，ＨＤＭＩインターフェースは，符号化されていない（非圧縮の）映
像信号及び音声信号を伝送（ベースバンド方式で伝送）するため，機器間における信号の
符号化方式の違いに影響されず，拡張性及び永続性（将来，新たな符号化方式を採用する
機器とも接続できる可能性）に優れている。
　また，ＨＤＭＩ規格は，さらにその中でＣＥＣ（Consumer Electronics Control）規格
が規定されており，ＨＤＭＩインターフェースは，そのＣＥＣ規格に準拠した信号伝送ラ
イン（以下，ＣＥＣラインという）を内包した信号伝送手段として構成される。このＣＥ
Ｃラインを内包するＨＤＭＩインターフェースは，映像信号及び音声信号の伝送に加え，
ＣＥＣラインを通じてその他の情報（制御情報など）を伝送することが可能である。なお
，ＨＤＭＩインターフェースは，映像信号及び音声信号については一方向にのみ伝送可能
であるが，ＣＥＣラインを通じた情報伝送は双方向で可能である。
【０００３】
　また，特許文献２には，映像音声出力装置が，ＡＶアンプ装置等の外部機器と接続され
た際に，その外部機器からＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）を取得し
，そのＥＤＩＤにおけるＩＤが，予め登録されたＩＤと一致すれば，接続された外部機器
に対して出力する映像や音声のフォーマットを，登録されたＩＤとともに記憶されている
映像や音声のフォーマットの情報に基づいて設定することについて示されている。
　これにより，映像音声出力装置に対する外部機器の接続替えが行われる場合に，その都
度ユーザが映像や音声のフォーマットの設定をやり直す手間が省かれる。
　一方，テレビジョン受像機やチューナを備えたセットトップボックス（ＳＴＢ）などの
電子機器には，外部機器に対して所定の電力供給端子を通じて電力（一般には，直流電力
）を供給する機能を備えるものがある。そのような電子機器は，通常，ピンアサインの一
部に前記電力供給端子が含まれる給電用のコネクタが設けられ，そのコネクタに接続され
た給電用のケーブルを通じて，外部機器に対して電力を供給する。これにより，主要な電
子機器に対して接続される周辺の電子機器は，商用電源からの電力を入力する電源コード
やＡＣ／ＤＣコンバータ等を備える必要がなくなる。その結果，電源コードの配線がシン
プルとなり，また，システム全体としての部品の冗長が少なくなって装置構成が簡素化さ
れる。
【特許文献１】特開２００４－２０８２９０号公報
【特許文献２】特開２００５－１７５５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら，主要な電子機器に対し，想定外の周辺の電子機器が給電用のケーブルに
より接続された場合に，その周辺の電子機器の定格電圧や消費電力，入力インピーダンス
等の機器仕様によっては，いずれか一方又は両方の電子機器において過電流や過電圧等に
よる破損や異常過熱が生じ得るという問題点があった。
　一方，主要な電子機器において，給電用のケーブルが接続されるコネクタの形状が，周
辺の電子機器の機器仕様に応じて異なる形状であれば，電気的なトラブルは生じ難いもの
の，接続可能な電子機器の制限によりシステム構成の自由度が著しく制限されるという問
題点が生じる。
　従って，本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり，その目的とするところは，外
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部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する機能を備えた電子機器において，外部
機器の接続の自由度を損なうことなく，想定外の外部機器が接続されることにって過電流
や過電圧等による破損や異常過熱が生じることを防止できる電子機器を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明に係る電子機器は，次の（１）～（５）に示される各
構成要素を備えている。
（１）外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する外部給電手段。
（２）前記電力供給端子が前記外部機器に接続されているか否かを検知する給電接続検知
手段。
（３）前記外部機器から該外部機器の種類を表す機種情報を取得する機種情報取得手段。
（４）前記外部機器の候補についての前記機種情報の候補を記憶する外部機器候補情報記
憶手段。
（５）前記給電接続検知手段により前記電力供給端子が前記外部機器に接続されているこ
とが検知され，かつ，前記外部機器候補情報記憶手段の記憶情報に前記機種情報取得手段
により取得された前記機種情報に対応する前記外部機器の候補が存在するという給電許可
条件が成立する場合に，前記外部給電手段から前記電力供給端子への電力の出力を行い，
前記給電許可条件が成立しない場合に，前記外部給電手段から前記電力供給端子への電力
の出力を停止させる給電制御手段。
【０００６】
　本発明に係る電子機器（テレビジョン受像機やセットトップボックス等）においては，
外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する機能を備えるが，前記電力供給端子
が前記外部機器に接続されていても，接続された前記外部機器から取得した前記機種情報
が当該電子機器の記憶手段（前記外部機器候補情報記憶手段）に記憶されていない，即ち
，前記外部機器が予め登録された電子機器ではない場合には，前記給電許可条件が成立せ
ず，前記外部機器への給電がなされない。従って，本発明に係る電子機器によれば，想定
外の前記外部機器が接続されることにって過電流や過電圧等による破損や異常過熱が生じ
ることを防止できる。
　また，前記外部機器候補情報記憶手段が，前記機種情報の候補とこれに対応付けられた
電力供給条件に関する情報とを記憶していることが考えられる。この場合，本発明に係る
電子機器は，さらに次の（６）に示される構成要素を備える。
（６）前記外部機器候補情報記憶手段の記憶情報において前記機種情報取得手段により取
得された前記機種情報に対応する前記電力供給条件に関する情報に応じて，前記給電可能
条件が成立して前記電力供給端子への電力の出力が行われるときの動作条件を設定する電
力出力時動作条件設定手段。
　これにより，本発明に係る電子機器は，接続され得る前記外部機器の仕様が異なる場合
でも，その外部機器の仕様に応じた動作条件を設定することができ，外部機器の接続の自
由度を損なうことがない。
　例えば，前記動作条件が，前記外部給電手段の出力電圧と，前記電力供給端子を通じて
出力される電流を制限する過電流保護手段における電流の制限レベルと，の一方又は両方
である電力の出力条件を含むことが考えられる。
【０００７】
　また，本発明に係る電子機器が，さらに，次の（７）及び（８）に示される構成要素を
備えれば好適である。
（７）前記外部機器から該外部機器に対する前記電力供給条件に関する情報を取得する電
力供給条件情報取得手段。
（８）前記機種情報取得手段により取得された前記機種情報と前記電力供給条件情報取得
手段により取得された前記電力供給条件に関する情報とを対応付けて新たな候補として前
記外部機器候補情報記憶手段に記憶させる外部機器候補情報登録手段。
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　これにより，接続可能な前記外部機器の種類を随時増やすことができ，拡張性の高い電
子機器を実現できる。
　また，前記動作条件が，換気ファンを駆動させるか否かの条件又は温度検出手段による
検出温度と設定温度との比較結果に応じて換気ファンの駆動を制御する制御手段における
前記設定温度の条件のいずれかを含むことも考えられる。
　これにより，本発明に係る電子機器は，前記外部機器の消費電力の大きさに応じて，機
器内の温度が過剰温度とならないように適切に前記換気ファンを動作させることができる
。
　また，本発明に係る電子機器が，さらに次の（９）に示される構成要素を備えることが
考えられる。
（９）前記給電接続検知手段により前記電力供給端子が前記外部機器に接続されているこ
とが検知され，かつ，前記給電許可条件が成立しない場合に所定の通知を行う通知手段。
　これにより，当該電子機器に前記外部機器を接続したユーザが，前記外部機器への給電
がなされないことが異常状態であると誤認することを防止できる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば，外部機器に対し電力供給端子を通じて電力を供給する機能を備えた電
子機器において，外部機器の接続の自由度を損なうことなく，想定外の外部機器が接続さ
れることにって過電流や過電圧等による破損や異常過熱が生じることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下添付図面を参照しながら，本発明の実施の形態について説明し，本発明の理解に供
する。尚，以下の実施の形態は，本発明を具体化した一例であって，本発明の技術的範囲
を限定する性格のものではない。
　ここに，図１は本発明の実施形態に係る電子機器の一例であるセットトップボックスＸ
１及びテレビジョン受像機Ｘ２を構成要素とするＡＶシステムＺのブロック図，図２はセ
ットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２及びそれに接続される外部機器の主
要部のブロック図，図３はセットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２におけ
る外部機器への給電制御の手順を表すフローチャート，図４はセットトップボックスＸ１
及びテレビジョン受像機Ｘ２に記憶される外部機器候補情報のデータ構成の一例を表す図
である。
【００１０】
　まず，図１及び図２に示されるブロック図を参照しつつ，本発明の実施形態に係る電子
機器の一例であるセットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２，並びにそれら
を構成要素とするＡＶシステムＺの構成について説明する。
　図１に示されるように，前記ＡＶシステムＺは，セットトップボックスＸ１，送信側無
線伝送装置Ｙ１，受信側無線伝送装置Ｙ２及びテレビジョン受像機Ｘ２を備えている。
　前記セットトップボックスＸ１は，地上デジタルテレビ放送や衛生放送，有線放送など
の放送信号から放送番組のコンテンツの映像信号及び音声信号（以下，コンテンツ信号と
いう）を抽出するチューナを備え，そのコンテンツ信号を前記送信側無線伝送装置Ｙ１に
対して有線伝送により送信する。
　また，前記送信側無線伝送装置Ｙ１は，前記セットトップボックスＸ１から得た前記コ
ンテンツ信号を前記受信側無線伝送装置Ｙ２に対して無線伝送により送信する。
　また，前記受信側無線伝送装置Ｙ２は，前記送信側無線伝送装置Ｙ１から得た前記コン
テンツ信号を，前記テレビジョン受像機Ｘ２に対して有線伝送により送信する。
　これにより，前記テレビジョン受像機Ｘ２は，前記セットトップボックスＸ１により抽
出された前記コンテンツ信号に基づく映像表示及び音声出力を行う。ここで，前記コンテ
ンツ信号は，前記送信側無線伝送装置Ｙ１及び前記受信側無線伝送装置Ｙ２の間において
無線伝送されるので，前記セットトップボックスＸ１の位置（即ち，放送信号の取り込み
位置）と前記テレビジョン受像機Ｘ２の設置位置とが離れていても，長い配線を敷設する
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必要がない。
【００１１】
　前記セットトップボックスＸ１は，ＨＤＭＩケーブルｃ１が接続されるＨＤＭＩ用コネ
クタ１と，給電用ケーブルｃ２が接続される給電用コネクタ２とが設けられている。そし
て，前記セットトップボックスＸ１には，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１及び前記給電用ケー
ブルｃ２を通じて，前記送信側無線伝送装置Ｙ１（外部機器の一例）が接続される。
　また，前記セットトップボックスＸ１は，前記送信側無線伝送装置Ｙ１に対し，前記給
電用コネクタ２に含まれる電力供給端子及び前記給電用ケーブルｃ２をを通じて直流電力
を供給する機能を備えている。
　同様に，前記テレビジョン受像機Ｘ２も，前記ＨＤＭＩ用コネクタ１と前記給電用コネ
クタ２とが設けられている。そして，前記テレビジョン受像機Ｘ２には，前記ＨＤＭＩケ
ーブルｃ１及び前記給電用ケーブルｃ２を通じて，前記受信側無線伝送装置Ｙ２（外部機
器の一例）が接続される。
　また，前記テレビジョン受像機Ｘ２は，前記受信側無線伝送装置Ｙ２に対し，前記給電
用コネクタ２に含まれる前記電力供給端子及び前記給電用ケーブルｃ２を通じて直流電力
を供給する機能を備えている。
　また，前記セットトップボックスＸ１から前記送信側無線電送装置Ｙ１への前記コンテ
ンツ信号の伝送及び前記受信側無線伝送装置Ｙ２から前記テレビジョン受像機Ｘ２への前
記コンテンツ信号の伝送は，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じて行われる。
【００１２】
　以下，前記セットトップボックスＸ１及び前記テレビジョン受像機Ｘ２を総称して給電
側電子機器Ｘ１，Ｘ２といい，前記送信側無線伝送装置Ｙ１及び前記受信側無線電送装置
Ｙ２を総称して被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２（外部機器の一例）という。
　図２に示されるように，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２は，前記ＨＤＭＩ用コネクタ１
及び前記給電用コネクタ２の他，ＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signal
ing）伝送回路１１，＋５Ｖ電源回路１２，ＣＥＣインターフェース回路１３，マイコン
２１（マイクロコンピュータ），ＥＥＰＲＯＭ２２，外部給電回路３１，スイッチ回路３
２，過電流保護回路３３，接続検出回路３４，温度センサ４１，ファン制御回路４２，換
気ファン４３，警報ブザー５０等を備えている。
　また，前記ＨＤＭＩ用コネクタ１は，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１の一端のコネクタが装
着される部分（プラグ）であり，接続端子（ピン）として，ＴＭＤＳ端子１ａ，ＣＥＣ端
子１ｂ，＋５Ｖ電源端子１ｃ，ＤＤＣ端子１ｄ及びホットプラグ検出端子１ｅ等を有して
いる。
　また，前記給電用コネクタ２は，前記給電用ケーブルｃ２の一端のコネクタが装着され
る部分（プラグ）であり，接続端子として，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２へ供給され
るＤＣ電力が伝送される電力供給端子２ａ及びホットプラグ検出端子２ｂ等を有している
。
【００１３】
　前記ＴＭＤＳ伝送回路１１は，前記コンテンツ信号（コンテンツの映像信号及び音声信
号）を前記ＨＤＭＩ用コネクタ１における前記ＴＭＤＳ端子１ａを通じて前記コンテンツ
信号の送信又は受信を行う回路である。
　前記セットトップボックスＸ１においては，前記ＴＭＤＳ伝送回路１１が，不図示のチ
ューナにより抽出された前記コンテンツ信号を前記ＴＭＤＳ端子１ａを通じて前記送信側
無線伝送装置Ｙ１に対して送信する。
　一方，前記テレビジョン受像機Ｘ２においては，前記受信側無線電送装置Ｙ２から前記
ＴＭＤＳ端子１ａを通じて前記コンテンツ信号を受信し，そのコンテンツ信号における映
像信号及び音声信号のそれぞれを不図示の映像処理回路及び音声処理回路それぞれに伝送
する。そして，コンテンツの映像信号は，前記映像処理回路を通じて不図示の映像表示部
（液晶パネル等）に伝送され，その映像表示部により映像化される。また，コンテンツの
音声信号は，前記音声処理回路を通じて不図示の音声アンプ及びスピーカに伝送され，そ
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のスピーカから音声として出力される。
【００１４】
　前記ＣＥＣインターフェース回路１３は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が備える前記
マイコン２１と前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２が備えるマイコン８０との間でやり取り
される制御コマンドや各種の情報の伝送を制御する回路である。
　前記＋５Ｖ電源回路１ｃは，前記＋５Ｖ電源端子１ｃを通じて前記被給電側電子機器Ｙ
１，Ｙ２が備えるＥＥＰＲＯＭ７４に対してＤＣ５Ｖ電圧を供給する回路である。なお，
前記＋５Ｖ電源端子１ｃを通じて供給されるＤＣ５Ｖ電圧により流れる電流は，データ通
信に必要十分な極低いレベルの電流であり，部品の破損（過熱）につながるようなもので
はない。
　そして，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２における前記マイコン２１は，前記＋５Ｖ電源
端子１ｃを通じて電力が供給された前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２における前記ＥＥＰ
ＲＯＭ７４から，その被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２の機種情報を含むＥＤＩＤ（Extended
 Display Identification Data）を前記ＤＤＣ端子１ｄを通じて取得する（読み出す）機
能を備えている。即ち，前記マイコン２１は，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２（外部機
器）からその機器の種類を表す機種情報を取得する機種情報取得手段の一例である。
　なお，前記ＤＤＣ端子１ｄには，ＥＤＩＤそのものの伝送に用いられる端子やそのデー
タ伝送の同期をとるクロック信号の伝送に用いられる端子等が含まれる。
【００１５】
　また，前記外部給電回路３１は，前記給電用コネクタ２及び前記給電用ケーブルｃ２に
よって接続された前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２（外部機器の一例）に対し，前記電力
供給端子２ａを通じてＤＣ電力を供給する回路である（外部給電手段の一例）。また，前
記外部給電回路３１は，前記マイコン２１からの制御指令に従って，出力するＤＣ電力の
電圧レベルを予め定められた複数段階の電圧レベルのいずれかに切り替える機能を備えて
いる。
　前記スイッチ回路３２は，前記マイコン２１からの制御指令に応じて，前記外部給電回
路３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力を行うか停止させるかを切り替える
回路である。
　前記過電流保護回路３３は，例えば前記電力供給端子２ａが電気的に短絡した状態とな
ってしまった場合等に，前記外部給電回路３１から前記電力供給端子２ａへ流れる電流が
過剰電流となることを回避する保護回路である。例えば，前記過電流保護回路３３は，所
定の上限レベルに到達した場合にＤＣ電力の供給ラインを遮断する又は電流を上限レベル
で保持する等の回路である。これにより，前記外部給電回路３１や前記被給電側電子機器
Ｙ１，Ｙ２が過電流によって破損する事態が回避される。
　また，前記マイコン２１は，前記過電流保護回路３３が回路の保護処理を行う電流の上
限レベル，即ち，電流の制限レベルを設定する。
【００１６】
　また，前記接続検出回路３４は，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１が前記被給電側電子機器Ｙ
１，Ｙ２の前記ＨＤＭＩ用コネクタ７１に接続され，かつ，そのＨＤＭＩケーブルｃ１が
前記ＨＤＭＩ用コネクタ１に接続されているか否かを検知し，その検知結果を前記マイコ
ン２１に伝送する。
　さらに，前記接続検出回路３４は，前記給電用ケーブルｃ２が前記被給電側電子機器Ｙ
１，Ｙ２の前記給電用コネクタ７２に接続され，かつ，その給電用ケーブルｃ２が前記給
電用コネクタ２に接続されているか否かを検知し，その検知結果を前記マイコン２１に伝
送する（給電接続検知手段の一例）。
　例えば，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２が，前記ＨＤＭＩ用コネクタ１及び前記給電
用コネクタ７２それぞれにおける前記ホットプラグ検出端子１ｅ，２ｂにつながる信号ラ
インをプルアップする回路を有している場合に，前記接続検出回路３４は，前記ホットプ
ラグ検出端子１ｅ，２ｂそれぞれの信号レベルが前記プルアップのレベルであるか否かを
検出することにより，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１の前記ＨＤＭＩ用コネクタ１への接続状
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況と，前記給電用ケーブルｃ２の前記給電用コネクタ２への接続状況とを検出する。
　即ち，前記接続検出回路３４は，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２からＥＤＩＤを取得
する信号伝送ライン（前記ＤＤＣ端子１ｄ及びそれに接続される信号線）が前記被給電側
電子機器Ｙ１，Ｙ２に接続されているか否かを検知するものである。
　同様に，前記接続検出回路３４は，前記電力供給端子２ａが前記被給電側電子機器Ｙ１
，Ｙ２に接続されているか否かを検知するものでもある（給電接続検知手段の一例）。
【００１７】
　また，前記温度センサ４１は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２の機内の温度を検出する
センサであり，例えば，サーミスタ等である。
　また，前記ファン制御回路４２は，前記温度センサ４１の検出温度と前記マイコン２１
により設定される管理温度（設定温度の一例）との比較結果に応じて，前記給電側電子機
器Ｘ１，Ｘ２の機内の換気を行う前記換気ファン４３の駆動を制御する回路である。
　例えば，前記ファン制御回路４２は，前記温度センサ４１の検出温度が前記管理温度以
上である場合に前記換気ファン４３を回転させ，前記温度センサ４１の検出温度が前記管
理温度よりも所定温度だけ下回った場合に前記換気ファン４３を停止させる制御を行う。
　また，前記警報ブザー５０は，前記マイコン２１からの警報音出力指令に従って，警報
音を出力するものである。
【００１８】
　また，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２における前記ＥＥＰＲＯＭ２２には，当該給電側
電子機器Ｘ１，Ｘ２に接続され得る前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２の候補についてのＥ
ＤＩＤ（機種情報を含む）の候補及びその関連情報を含む外部機器候補情報Ｄ１が予め記
憶されている（外部機器候補情報記憶手段の一例）。
　図４は，前記外部機器候補情報Ｄ１のデータ構成の一例である。
　図４に示されるように，前記外部機器候補情報Ｄ１は，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２
に接続され得る前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２の候補についてのＥＤＩＤの候補Ｄ１１
と，それに対応付けられた電力供給条件に関する情報Ｄ１２，Ｄ１３及び前記換気ファン
４３の動作条件の情報Ｄ１４とを含んでいる。
　より具体的には，前記電力供給条件に関する情報には，前記外部給電回路３１に設定さ
れるＤＣ電力の電圧レベルであるＤＣ出力電圧の設定情報Ｄ１２と，前記過電流保護回路
３３に設定される電流の制限レベル（前記上限レベル）である過電流レベルの設定情報Ｄ
１３とが含まれる。
　また，前記換気ファン４３の動作条件の情報Ｄ１４は，例えば，前記ファン制御回路４
２に設定される前記換気ファン４３の駆動制御のための前記管理温度である。また，前記
換気ファン４３の動作条件の情報Ｄ１４が，前記換気ファン４３を駆動させるか否かの条
件を表す情報であることも考えられる。
【００１９】
　　前記外部機器候補情報Ｄ１は，通常，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２の製造の際に，
前記ＥＥＰＲＯＭ２２に記録される。
　また，前記マイコン２１は，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２の前記マイコン８０から
前記ＣＥＣインターフェース回路１３を通じて前記電力供給条件に関する情報Ｄ１２，Ｄ
１３を取得する電力供給条件情報取得処理を実行する機能を備えている（電力供給条件情
報取得手段の一例）。
　さらに，前記マイコン２１は，前記ＤＤＣ端子１ｄを通じて取得したＥＤＩＤと，前記
ＣＥＣインターフェース回路１３を通じて取得した前記電力供給条件に関する情報Ｄ１２
，Ｄ１３とを対応付けてそれを新たな候補として前記ＥＥＰＲＯＭ２２に記憶させる外部
機器候補情報登録処理を実行する機能も備えている（外部機器候補情報登録手段の一例）
。この機能により，前記外部機器候補情報Ｄ１が追加登録される。
　また，前記マイコン２１は，前記外部機器候補情報登録処理において，前記電力供給条
件に関する情報Ｄ１２又はＤ１３の内容に基づいて，追加する前記外部機器候補情報Ｄ１
における前記換気ファン４３の動作条件の情報Ｄ１４も設定する。例えば，前記マイコン
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２１は，前記過電流レベルの設定情報Ｄ１３が表す電流レベルが高いほど，前記換気ファ
ン４３の駆動条件を緩める（駆動しやすくなる）ように前記換気ファン４３の動作条件の
情報Ｄ１４を設定する。より具体的には，前記マイコン２１は，前記過電流レベルの設定
情報Ｄ１３が表す電流レベルが高いほど，前記管理温度が低くなるように前記換気ファン
４３の動作条件の情報Ｄ１４を設定する。或いは，前記マイコン２１は，前記過電流レベ
ルの設定情報Ｄ１３が表す電流レベルが予め設定されたレベル以上である場合に，前記換
気ファン４３を駆動させるように前記換気ファン４３の動作条件の情報Ｄ１４を設定する
。
　前記マイコン２１による前記電力供給条件情報取得処理及び外部機器候補情報登録処理
は，例えば，不図示の操作部（操作キー等）を通じて所定の接続機器登録操作が行われた
ことが検知された場合に実行される。
【００２０】
　一方，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２は，ＨＤＭＩ用コネクタ７１，給電用コネクタ
７２，電源回路７３，ＥＥＰＲＯＭ７４，ＴＭＤＳ伝送回路７５，マイコン８０，ＣＥＣ
インターフェース回路８１及びＲＯＭ８２等を備えている。
　前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２における前記ＥＥＰＲＯＭ７４には，当該被給電側電
子機器Ｙ１，Ｙ２の機種情報を含むＥＤＩＤが予め記憶されている。
　前記ＨＤＭＩ用コネクタ７１には，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１における一端（前記給電
側電子機器Ｘ１，Ｘ２に接続される側と反対側の端部）に設けられたコネクタが接続され
る。
　また，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２における前記ＴＭＤＳ伝送回路７５も，前記給
電側電子機器Ｘ１，Ｘ２における前記ＴＭＤＳ伝送回路１１と同様に，前記コンテンツ信
号の伝送制御を行う回路である。
　即ち，前記送信側無線伝送装置Ｙ１においては，前記ＴＭＤＳ伝送回路７５が，前記セ
ットトップボックスＸ１から前記コンテンツ信号を受信し，そのコンテンツ信号を不図示
の無線送信回路へ伝送する。これにより，前記コンテンツ信号が，前記無線送信回路によ
って前記受信側無線伝送装置Ｙ２に対して無線送信される。
　また，前記受信側無線伝送装置Ｙ２においては，前記ＴＭＤＳ伝送回路７５が，不図示
の無線受信回路によって前記送信側無線伝送装置Ｙ１から受信した前記コンテンツ信号を
入力し，そのコンテンツ信号を前記テレビジョン受像機Ｘ２に対して送信する。これによ
り，前記コンテンツ信号に基づく映像及び音声が，前記テレビジョン受像機Ｘ２により出
力される。
【００２１】
　また，前記ＣＥＣインターフェース回路８１は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２におけ
る前記ＣＥＣインターフェース回路１３と同じ機能を備えた回路である。
　また，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２における前記電源回路７３は，前記外部給電回
路３１から前記給電用ケーブルｃ２及び前記給電用コネクタ７２を通じて供給されるＤＣ
電力を一次側電力として入力し，それを所定の電圧に変圧して二次側ＤＣ電力として出力
する回路である。その二次側ＤＣ電力は，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２における前記
無線送信回路や前記無線受信回路，前記ＴＭＤＳ伝送回路７５，前記マイコン８０，前記
ＣＥＣインターフェース回路８１及びその他の回路に対して供給される。
　このように，前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２は，必要な電力が前記給電側電子機器Ｘ
１，Ｘ２から供給されるため，商用電源に接続される必要がない。
　また，前記マイコン８０によりアクセスされる前記ＲＯＭ８２には，当該被給電側電子
機器Ｙ１，Ｙ２における前記電源回路７３に対する電力供給条件に関する情報が予め記憶
されている。その情報は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２における前記ＥＥＰＲＯＭ２２
に記憶される前記電力供給条件に関する情報Ｄ１２，Ｄ１３に相当する情報である。
　前記マイコン８０は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２における前記マイコン２１からの
要求に応じて，前記ＲＯＭ８２に記憶された前記電力供給条件に関する情報を，前記ＣＥ
Ｃインターフェース回路８１を通じて前記マイコン２１に対して送信する。



(10) JP 2010-117789 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

【００２２】
　次に，図３に示されるフローチャートを参照しつつ，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２に
おいて前記マイコン２１により実行される外部機器（前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２）
への給電制御の手順について説明する。図３に示される処理は，前記給電側電子機器Ｘ１
，Ｘ２の起動完了直後から実行される。なお，以下に記載のＳ１，Ｓ２，…は，処理手順
の識別符号を表す。また，以下の記載において，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２に接続さ
れる前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２のことを外部機器Ｙと称する。また，図３に示され
る処理が開始される前の初期状態において，前記スイッチ回路３２は，前記外部給電回路
３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力を停止させる状態となっている。
【００２３】
　まず，前記マイコン２１は，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ
１を通じて外部機器Ｙに接続された状況となっているか否かを監視する（Ｓ１）。その監
視は，前記接続検出回路３４の検出結果を監視することにより行われる。
　そして，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じた外部機器Ｙへの接続が検出されると，前記
マイコン２１は，前記ＤＤＣ端子１ｄを通じて前記外部機器ＹからＥＤＩＤを取得する（
Ｓ２）。
　次に，前記マイコン２１は，ステップＳ２で取得したＥＤＩＤが，前記外部機器候補情
報Ｄ１における前記ＥＤＩＤの候補Ｄ１１として既に前記ＥＥＰＲＯＭ２２に記憶されて
いるいるか否か，即ち，ＥＤＩＤの取得先である前記外部機器Ｙが既登録機器であるか否
かを判別する（Ｓ３）。
【００２４】
　そして，ＥＤＩＤの取得先である前記外部機器Ｙが既登録機器である場合には，前記マ
イコン２１は，所定の給電禁止フラグをＯＦＦにセットする（Ｓ４）。さらに，前記マイ
コン２１は，前記ＥＥＰＲＯＭ２２に記憶された前記外部機器候補情報Ｄ１においてステ
ップＳ２で取得されたＥＤＩＤに対応する前記電力供給条件に関する情報Ｄ１２，Ｄ１３
に従って，後述する給電可能条件が成立して前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力が
行われるときの動作条件を設定する（Ｓ５，電力出力時動作条件設定手段の一例）。
　即ち，前記マイコン２１は，前記ＤＣ出力電圧の設定情報Ｄ１２に従って，前記外部給
電回路３１に対してＤＣ電力の出力電圧を設定する。
　また，前記マイコン２１は，前記過電流レベルの設定情報Ｄ１３に従って，前記過電流
保護回路３３に対して電流の制限レベル（上限レベル）を設定する。
　さらに，前記マイコン２１は，前記換気ファン４３の動作条件の情報Ｄ１４に従って，
前記ファン制御回路４２に対して前記管理温度の設定又は給電中に前記換気ファン４３を
駆動させるか否かの設定を行う。
　一方，ＥＤＩＤの取得先である前記外部機器Ｙが既登録機器ではない，即ち，前記ＥＥ
ＰＲＯＭ２２に記憶されていない場合には，前記マイコン２１は，所定の給電禁止フラグ
をＯＮにセットする（Ｓ６）。
【００２５】
　ステップＳ３～Ｓ６の処理の後，前記マイコン２１は，ステップＳ１と同様に，当該給
電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じて外部機器Ｙに接続された状
況となっているか否かを監視するとともに（Ｓ７），当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前
記給電用ケーブルｃ２を通じて外部機器Ｙに接続された状況となっているか否かを監視す
る（Ｓ８）。
　ここで，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じて外部機器
Ｙに接続されていない状況に変化した場合には，前記マイコン２１は，処理を前述したス
テップＳ１へ移行させる。これにより，ステップＳ１からの処理が再開される。
　また，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１による外部機器Ｙとの接続はなされているが，前記給
電用ケーブルｃ２を通じて外部機器Ｙに接続されていない状況である場合には，前記マイ
コン２１は，ステップＳ７，Ｓ８の処理を繰り返す。
【００２６】
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　そして，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じて外部機器
Ｙに接続され，かつ，前記給電用ケーブルｃ２を通じて外部機器Ｙに接続された状況とな
った際に，前記マイコン２１は，前記給電禁止フラグがＯＮであるかＯＦＦであるかを判
別する（Ｓ９）。
　ところで，このステップＳ９において前記給電禁止フラグがＯＦＦである状況は，前記
接続検出回路３４によって前記電力供給端子２ａが前記外部機器Ｙに接続されていること
が検知されており，かつ，前記ＥＥＰＲＯＭ２２の記憶情報にステップＳ２の処理により
取得されたＥＤＩＤに対応する前記外部機器Ｙの候補が存在する状況である。この状況を
，以下，給電許可条件が成立している状況という。
【００２７】
　そして，前記マイコン２１は，前記給電許可条件が成立している状況であると判別する
と（ステップＳ９のＹ側），前記外部給電回路３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電
力の出力が行われるように，前記スイッチ回路３２を切り替える（Ｓ１０）。これにより
，ステップＳ５で設定した動作条件に従って，前記外部給電回路３１から前記電力供給端
子２ａへのＤＣ電力の出力が行われる。
　一方，前記マイコン２１は，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記給電用ケーブルｃ２
を通じて外部機器Ｙに接続された状況であるにもかかわらず，前記給電許可条件が成立し
ていない状況であると判別すると（ステップＳ９のＮ側），前記外部給電回路３１から前
記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力の停止状態を維持したまま，前記警報ブザー５０
に警報音を出力させることによってエラー通知を行う（Ｓ１１）。このエラー通知は，接
続された外部機器Ｙが，前記外部機器候補情報Ｄ１において接続され得る外部機器Ｙの候
補のいずれにも該当しないため，その外部機器ＹへのＤＣ電力の供給を行わない旨の通知
である。これにより，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２に前記外部機器Ｙを接続したユーザ
が，その外部機器Ｙへの給電がなされないことが異常状態であると誤認することを防止で
きる。
【００２８】
　また，前記マイコン２１は，ステップＳ９～Ｓ１１の処理の後，当該給電側電子機器Ｘ
１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じて外部機器Ｙに接続され，かつ，前記給電用
ケーブルｃ２を通じて外部機器Ｙに接続された状況が維持されているか否かを監視する（
Ｓ１２）。
　これにより，当該給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が前記ＨＤＭＩケーブルｃ１及び前記給電
用ケーブルｃ２の両方により外部機器Ｙに接続された状況が継続している間は，前記給電
許可条件の成立により外部機器Ｙに対してＤＣ電力の給電が行われている状態，又は前記
給電許可条件の不成立により外部機器Ｙに対するＤＣ電力の給電が停止されている状態が
維持される。
　そして，前記ＨＤＭＩケーブルｃ１を通じた外部機器Ｙへの接続の解除，又は前記給電
用ケーブルｃ２を通じた外部機器Ｙへの接続の解除のいずれかが検出されると，前記マイ
コン２１は，前記外部給電回路３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力が停止
されるように，前記スイッチ回路３２を切り替える（Ｓ１３）。その後，前記マイコン２
１は，処理を前述したステップＳ１へ戻す。
【００２９】
　以上に示したように，前記マイコン２１は，前記給電許可条件が成立している状況にお
いて，前記外部給電回路３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力を行い（Ｓ４
，Ｓ９，Ｓ１０），前記給電許可条件が成立していない状況において，前記外部給電回路
３１から前記電力供給端子２ａへのＤＣ電力の出力を停止させる（Ｓ６，Ｓ９，Ｓ１１，
Ｓ１３）という給電制御を行う。
　従って，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２によれば，想定外の前記外部機器Ｙが接続され
ることにって過電流や過電圧等による破損や異常過熱が生じることを防止できる。
　また，前記マイコン２１は，前記ＥＥＰＲＯＭ２２に記憶された前記外部機器候補情報
Ｄ１において，ステップＳ２の処理によって取得されたＥＤＩＤに対応する前記電力供給
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子２ａへのＤＣ電力の出力が行われるときの動作条件を設定する（Ｓ５）。これにより，
前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２によれば，接続され得る前記外部機器Ｙの仕様が異なる場
合でも，その外部機器Ｙの仕様に応じた動作条件を設定することができ，前記外部機器Ｙ
の接続の自由度を損なうことがない。
　なお，以上に示した実施形態は，前記給電側電子機器Ｘ１，Ｘ２が，ＨＤＭＩにおける
ＤＤＣ端子１ｄを通じて前記被給電側電子機器Ｙ１，Ｙ２からＥＤＩＤを取得する例であ
ったが，その他の信号伝送インターフェースを通じてＥＤＩＤ又はそれに類する外部機器
の機種情報を取得する実施例も考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は，電子機器への利用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る電子機器の一例であるセットトップボックスＸ１及びテ
レビジョン受像機Ｘ２を構成要素とするＡＶシステムＺのブロック図。
【図２】セットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２及びそれに接続される外
部機器の主要部のブロック図。
【図３】セットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２における外部機器への給
電制御の手順を表すフローチャート。
【図４】セットトップボックスＸ１及びテレビジョン受像機Ｘ２に記憶される外部機器候
補情報のデータ構成の一例を表す図。
【符号の説明】
【００３２】
Ｘ１：セットトップボックス（給電側電子機器）
Ｘ２：テレビジョン受像機（給電側電子機器）
Ｙ１：送信側無線伝送装置（被給電側電子機器）
Ｙ２：受信側無線伝送装置（被給電側電子機器）
Ｚ　：ＡＶシステム
ｃ１：ＨＤＭＩケーブル
ｃ２：給電用ケーブル
１　：ＨＤＭＩ用コネクタ
２　：給電用コネクタ
１１，７５：ＴＭＤＳ伝送回路
１２：＋５Ｖ電源回路
１３，８１：ＣＥＣインターフェース回路
２１，８０：マイコン
２２，７４：ＥＥＰＲＯＭ
３１：外部給電回路
３２：スイッチ回路
３３：過電流保護回路
３４：接続検出回路
４１：温度センサ
４２：ファン制御回路
４３：換気ファン
５０：警報ブザー
Ｓ１，Ｓ２，…：処理手順（ステップ）
Ｄ１：外部機器候補情報
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