
JP 2009-93696 A 2009.4.30

10

(57)【要約】
【課題】ＨＤＭＩ接続可能な情報再生装置に対する動作
テストを効率良く行うことができる情報再生装置のテス
トシステムを提供する。
【解決手段】ＵＳＢフラッシュメモリはプロトコルアナ
ライザのＵＳＢコネクタに接続され、そのメモリから各
種のテレビジョン受像機に対応するＥＤＩＤが取得され
記憶媒体に登録される。プロトコルアナライザは記憶媒
体に登録されたＥＤＩＤを各種のテレビジョン受像機に
対応させて光ディスク再生装置に送信する。光ディスク
再生装置は、ＥＤＩＤを参照して設定されたビデオデー
タ／オーディオデータ／制御データをプロトコルアナラ
イザに送信する。プロトコルアナライザでは、ビデオデ
ータ／オーディオデータ／制御データに基づいて光ディ
スク再生装置に対するデバッグ処理を行う。これにより
各種のテレビジョン受像機を用意しなくても、光ディス
ク再生装置に対するデバッグ処理を行うことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された情報を再生する情報再生装置の動作テストをプロトコルアナライ
ザによって行う情報再生装置のテストシステムであって、
　前記情報再生装置は、テストモードに設定されている場合、ＨＤＭＩ接続可能な各種の
映像音声出力機器に対するＥＤＩＤをフラッシュメモリに格納する構成を有し、
　前記プロトコルアナライザは、前記情報再生装置がテストモードに設定されている場合
、前記フラッシュメモリからＥＤＩＤを取得して前記映像音声出力機器が接続されていな
くても、前記ＥＤＩＤを前記情報再生装置に送信して、前記情報再生装置から受信したビ
デオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて前記情報再生装置に対するデバッ
グ処理を行う構成を有することを特徴とする情報再生装置のテストシステム。
【請求項２】
　前記情報再生装置は、テストモードに設定されている場合、前記映像音声出力機器とＨ
ＤＭＩ接続されたことを検知したとき、前記映像音声出力機器に対してＥＤＩＤ要求を行
って前記映像音声機器からのＥＤＩＤを取得するＥＤＩＤ取得手段と、前記ＥＤＩＤが取
得されたとき、所定バスにフラッシュメモリが接続されているか否かを判定するメモリ接
続判定手段と、前記所定バスにフラッシュメモリが接続されていると判定されたとき、前
記取得されたＥＤＩＤを前記プロトコルアナライザが認識できるファイル形式に変換する
ファイル形式変換手段と、前記変換されたファイル形式のＥＤＩＤを前記フラッシュメモ
リに格納するＥＤＩＤ格納手段とを備えたことを特徴とする請求項１に記載の情報再生装
置のテストシステム。
【請求項３】
　前記プロトコルアナライザは、前記情報再生装置がテストモードに設定されている場合
、前記フラッシュメモリから各種の映像音声出力機器に対応するＥＤＩＤを取得して記憶
媒体に登録するＥＤＩＤ登録手段と、前記記憶媒体に登録されたＥＤＩＤを各種の映像音
声機器に対応させて前記情報再生装置に送信させるＥＤＩＤ送信手段と、前記情報再生装
置が前記送信されてきたＥＤＩＤを受信して該ＥＤＩＤを参照して設定されたビデオデー
タ／オーディオデータ／制御データを前記情報再生装置から受信するデータ受信手段と、
前記受信されたビデオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて前記情報再生装
置に対するデバッグ処理を行うデバッグ処理手段とを備えたことを特徴とする請求項１に
記載の情報再生装置のテストシステム。
【請求項４】
　前記所定バスとはＵＳＢであることを特徴とする請求項２に記載の情報再生装置のテス
トシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報再生装置の動作テストをプロトコルアナライザによって行う情報再生装
置のテストシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報再生装置として、例えば、光ディスク再生装置（ＤＶＤ（デジタルバーサタ
イルディスク）プレイヤやＢＤ（ブルーレイディスク）プレイヤ）や光ディスク記録再生
装置（ＤＶＤレコーダやＢＤレコーダ）あるいはハードディスクレコーダなどが普及して
おり、これらの情報再生装置に接続される機器としては、テレビジョン受像機などが知ら
れている。テレビジョン受像機の表示画面の超高精細化は、液晶パネル製造技術の進歩に
よって著しく発展して、非常に膨大な情報量のビデオデータを高精細に表示することが可
能になった。このようなテレビジョン受像機では、非常に多くのビデオデータ／オーディ
オデータ／制御データを、情報再生機器から送信させるため、ＨＤＭＩ（High Definitio
n Multimedia Interface）と言うインターフェイスが用いられている。
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【０００３】
　ＨＤＭＩは、情報再生機器からテレビジョン受像機などにビデオデータ／オーディオデ
ータ／制御データを伝送するためのインターフェイスである。ＨＤＭＩは、従来の規格で
あるＤＶＩ（Digital Visual Interface for Computer）Ver1.0を拡張したものである。
具体的には、ＤＶＩはビデオデータのみを送信する規格のインターフェイスであるのに対
し、ＨＤＭＩは、ビデオデータの他、オーディオデータおよびその他のデータも一つのケ
ーブルで送信できる規格のインターフェイスである。更に、ＨＤＭＩは、高品質のマルチ
チャンネルのオーディオデータと高解像度の各種フォーマットのビデオデータの伝送が可
能である。
【０００４】
　ＨＤＭＩは、ＤＤＣ（Display Data Channel）通信により、各種の情報（モニタの情報
、例えば、ＥＤＩＤデータ構造など）を伝送するのに用いられることも可能である。ＥＤ
ＩＤ（Extended Display Identification Data）とは、テレビジョン受像機の受信可能な
解像度、オーディオストリーム情報（音声形式などの情報）、ＨＤＭＩ受信部の持つスピ
ーカ情報などがある。また、ＨＤＭＩは、一つのケーブルでビデオデータ／オーディオデ
ータ／制御データを伝送することができ、複数ケーブル接続の煩わしさがなくなるという
利点を有している。例えば、光ディスク再生装置などの情報再生装置からＣＳＳ（Conten
t Scrambling System）におけるコンテンツを出力する場合において、ＨＤＭＩは、ＣＰ
ＡＣ（Copy Protection Advisory Council）により承認されている規格のインターフェイ
スになっている。
【０００５】
　前記ＤＤＣとは、通信形式の名称であり、ビデオデータの表示条件やオーディオデータ
の条件のデータ以外に、ＨＤＭＩモニタに関する他のデータを併せて光ディスク再生装置
などの情報再生装置に送信するのに用いられる回線である。ＤＤＣは、光ディスク再生装
置などの情報再生装置内の通信線と接続されており、情報再生装置とテレビジョン受像機
との間の回線を確立させるために用いられる。前記ＣＳＳは、データを暗号化して記録し
、再生時に復号化するシステムである。また、ＨＤＭＩには、ＣＥＣ（Consumer Electro
nics Control）というコントロール機能が有り、情報再生装置とテレビジョン受像機との
間でコマンドにより主電源をオンさせたりオフされたり、その他の制御が連動で行うこと
ができる。
【特許文献１】特開２００５－８４８８１号公報
【特許文献２】特開２００７－７８９８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、例えば、光ディスク再生装置の動作テストは次のように行われる。まず、動
作テスト対象の光ディスク再生装置に、ＨＤＭＩ接続可能なテレビジョン受像機を、ＨＤ
ＭＩケーブルを介して接続し、この後、光ディスク再生装置は、テレビジョン受像機に対
してＥＤＩＤ要求を行う。これに応答して、テレビジョン受像機は、ＥＤＩＤを光ディス
ク再生装置に送信する。
【０００７】
　そして、光ディスク再生装置は、受信したＥＤＩＤを参照して解像度の決定や、オーデ
ィオストリームの決定を行って、テレビジョン受像機にビデオデータ／オーディオデータ
／制御データを送信する。これにより、テレビジョン受像機には、正常な映像および音声
が出力されているかをチェックすることにより、動作テスト対象の光ディスク再生装置の
動作テストが行われる。
【０００８】
　しかしながら、そのようなＨＤＭＩ接続可能な光ディスク再生装置に対する動作テスト
は、テレビジョン受像機のメーカや機種が変われば、ＥＤＩＤの情報も変わるので、動作
テスト対象の光ディスク再生装置に各種のテレビジョン受像機を１台づつＨＤＭＩ接続し
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なければならないので、光ディスク再生装置の動作テストに多くの時間を要し、これによ
り、光ディスク再生装置の生産コストが高くなると言う課題があった。
【０００９】
　なお、特許文献１の従来技術は、モニタにＵＳＢ（Universal Serial Bus）接続された
パーソナルコンピュータにより、ＥＤＩＤの変更処理を行うものであるが、ＨＤＭＩ接続
可能な情報再生装置に対する動作テストについては開示されていない。
【００１０】
　また、特許文献２の従来技術では、送信機器がＥＤＩＤ記述外のデータを受信機器に送
信してきたときに、受信機器は、送信機器に対して、再度ＥＤＩＤの取得処理を実行させ
るようにしているが、この従来技術も、ＨＤＭＩ接続可能な情報再生装置に対する動作テ
ストについては開示されていない。
【００１１】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ＨＤＭＩ接続可能な情
報再生装置に対する動作テストを効率良く行うことができる情報再生装置のテストシステ
ム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】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、記録媒体に記録された情報を再生する
情報再生装置の動作テストをプロトコルアナライザによって行う情報再生装置のテストシ
ステムであって、前記情報再生装置は、テストモードに設定されている場合、ＨＤＭＩ接
続可能な各種の映像音声出力機器に対するＥＤＩＤをフラッシュメモリに格納する構成を
有し、前記プロトコルアナライザは、前記情報再生装置がテストモードに設定されている
場合、前記フラッシュメモリからＥＤＩＤを取得して前記映像音声出力機器が接続されて
いなくても、前記ＥＤＩＤを前記情報再生装置に送信して、前記情報再生装置から受信し
たビデオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて前記情報再生装置に対するデ
バッグ処理を行う構成を有することを特徴とする情報再生装置のテストシステムを提供す
る。
【００１３】
　この構成において、情報再生装置がテストモードに設定されている場合、情報再生装置
では、ＨＤＭＩ接続可能な各種の映像音声出力機器に対するＥＤＩＤがフラッシュメモリ
に格納される。また、情報再生装置がテストモードに設定されている場合、プロトコルア
ナライザでは、前記フラッシュメモリからＥＤＩＤを取得して前記映像音声出力機器が接
続されていなくても、前記ＥＤＩＤを前記情報再生装置に送信して、前記情報再生装置か
ら受信したビデオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて前記情報再生装置に
対するデバッグ処理が行われる。
【００１４】
　この構成によれば、各種の映像音声出力機器のＥＤＩＤがフラッシュメモリに格納され
、プロトコルアナライザは、フラッシュメモリから各種の映像音声出力機器のＥＤＩＤを
取得して、情報再生装置に対するデバッグ処理を行うことができるので、動作テスト対象
の情報再生装置と各種の映像音声出力機器を１台ずつ接続して、動作テスト対象の情報再
生装置に対するデバッグ処理を行うのと同じ環境を実現でき、この結果、各種の映像音声
出力機器を用意しなくても、動作テスト対象の情報再生機器に対するデバッグ処理を行う
ことができ、これにより、ＨＤＭＩ接続可能な情報再生装置に対する動作テストを効率良
く行うことができ、情報再生装置の動作テストの時間が短縮され、情報再生装置のコスト
ダウンを図れる。
【００１５】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、前記情報再生装置は、テストモードに
設定されている場合、前記映像音声出力機器とＨＤＭＩ接続されたことを検知したとき、
前記映像音声出力機器に対してＥＤＩＤ要求を行って前記映像音声機器からのＥＤＩＤを
取得するＥＤＩＤ取得手段と、前記ＥＤＩＤが取得されたとき、所定バスにフラッシュメ
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モリが接続されているか否かを判定するメモリ接続判定手段と、前記所定バスにフラッシ
ュメモリが接続されていると判定されたとき、前記取得されたＥＤＩＤを前記プロトコル
アナライザが認識できるファイル形式に変換するファイル形式変換手段と、前記変換され
たファイル形式のＥＤＩＤを前記フラッシュメモリに格納するＥＤＩＤ格納手段とを備え
たことを特徴とする。
【００１６】
　したがって、前記情報再生装置は、ＥＤＩＤ取得処理、メモリ接続判定処理、ファイル
形式変換処理、およびＥＤＩＤ格納処理を実現でき、これにより、各種の映像音声出力機
器のＥＤＩＤをフラッシュメモリに格納させることが可能になる。
【００１７】
　請求項３の発明では、請求項１の発明において、前記プロトコルアナライザは、前記情
報再生装置がテストモードに設定されている場合、前記フラッシュメモリから各種の映像
音声出力機器に対応するＥＤＩＤを取得して記憶媒体に登録するＥＤＩＤ登録手段と、前
記記憶媒体に登録されたＥＤＩＤを各種の映像音声機器に対応させて前記情報再生装置に
送信させるＥＤＩＤ送信手段と、前記情報再生装置が前記送信されてきたＥＤＩＤを受信
して該ＥＤＩＤを参照して設定されたビデオデータ／オーディオデータ／制御データを前
記情報再生装置から受信するデータ受信手段と、前記受信されたビデオデータ／オーディ
オデータ／制御データに基づいて前記情報再生装置に対するデバッグ処理を行うデバッグ
処理手段とを備えたことを特徴とする。
【００１８】
　したがって、前記プロトコルアナライザは、ＥＤＩＤ登録処理、ＥＤＩＤ送信処理、デ
ータ受信処理、およびデバッグ処理を実現でき、これにより、フラッシュメモリから各種
の映像音声出力機器のＥＤＩＤを取得して、情報再生装置に対するデバッグ処理を行うこ
とが可能になる。
【００１９】
　請求項４の発明では、請求項２の発明において、前記所定バスとはＵＳＢであるので、
前記フラッシュメモリとしては、ＵＳＢコネクタに接続可能なＵＳＢフラッシュメモリを
用いることができ、これにより、プロトコルアナライザは、ＵＳＢフラッシュメモリを接
続することにより、各種の映像音声出力機器のＥＤＩＤをＵＳＢフラッシュメモリから簡
単に取得することが可能になる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように本発明によれば、各種の映像音声出力機器のＥＤＩＤがＵＳＢフラッシュ
メモリに格納され、プロトコルアナライザは、ＵＳＢフラッシュメモリから各種の映像音
声出力機器のＥＤＩＤを取得して、情報再生装置に対するデバッグ処理を行うことができ
るので、動作テスト対象の情報再生装置と各種の映像音声出力機器を１台ずつ接続して、
動作テスト対象の情報再生装置に対するデバッグ処理を行うのと同じ環境を実現でき、こ
の結果、各種の映像音声出力機器を用意しなくても、動作テスト対象の情報再生機器に対
するデバッグ処理を行うことができ、これにより、ＨＤＭＩ接続可能な情報再生装置に対
する動作テストを効率良く行うことができ、情報再生装置の動作テストの時間が短縮され
、情報再生装置のコストダウンを図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の
一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再生装置がテレビジ
ョン受像機からＥＤＩＤを取得するために光ディスク再生装置とテレビジョン受像機とが
接続されている場合の構成を示すブロック図である。
【００２２】
　図１において、光ディスク再生装置（ＤＶＤプレイヤあるいはＢＤプレイヤ）１は、装
置全体を制御するマイクロコンピュータなどを含むシステムコントローラ１１と、リモコ
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ン４から送信されてきたキーコード（リモコンコード）を受信するリモコン受信部１２と
、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）ケーブル３によって接続されるテ
レビジョン受像機２のメーカ名とリモコンコードとの対応関係を示すテーブルなどを記憶
したフラッシュＲＯＭ１３と、設定画面や文字情報などをテレビジョン受像機２（モニタ
装置でも良い）に表示させるためのＯＳＤ（On Screen Display ）処理を行うＯＳＤ回路
１４と、ＤＶＤあるいはＢＤなどの光ディスクの記録情報を再生する再生部１５と、ＨＤ
ＭＩケーブル３を介してテレビジョン受像機２と通信を行うＨＤＭＩ通信部１６と、一方
側がＵＳＢ１９を介してシステムコントローラ１１に接続され他方側にはＵＳＢフラッシ
ュメモリ１８が接続可能なＵＳＢコネクタ１７とを備えている。ＵＳＢフラッシュメモリ
１８には、光ディスク再生装置１のテストモードにおいて各種のテレビジョン受像機のＥ
ＤＩＤが格納される。
【００２３】
　本実施形態において、光ディスク再生装置１の特徴としては、テストモードに設定され
ている場合、映像音声出力機器としての例えばテレビジョン受像機２とＨＤＭＩ接続され
たことを検知したとき、テレビジョン受像機２に対してＥＤＩＤ要求を行ってテレビジョ
ン受像機２からのＥＤＩＤを取得するＥＤＩＤ取得手段（システムコントローラ１１に含
まれる）と、前記ＥＤＩＤが取得されたとき、ＵＳＢコネクタ１７にＵＳＢフラッシュメ
モリ１８が接続されているか否かを判定するメモリ接続判定手段（システムコントローラ
１１に含まれる）と、ＵＳＢコネクタ１７にＵＳＢフラッシュメモリ１８が接続されてい
ると判定されたとき、前記取得されたＥＤＩＤをプロトコルアナライザ５（図２参照）が
認識できるファイル形式に変換するファイル形式変換手段（システムコントローラ１１に
含まれる）と、前記変換されたファイル形式のＥＤＩＤをＵＳＢフラッシュメモリ１８に
格納するＥＤＩＤ格納手段（システムコントローラ１１に含まれる）とを備えている。
【００２４】
　テレビジョン受像機２は、受像機全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部２
１と、制御部２１の制御プログラムや受像機のメーカ名を含む所定形式の識別子データを
有するＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）などを記憶したフラッシュＲ
ＯＭ２２と、映像を表示する映像表示部２３と、音声回路およびスピーカなどを含み音声
を出力する音声出力部２４と、ＨＤＭＩケーブル３を介して光ディスク再生装置１と通信
を行うＨＤＭＩ通信部２５とを備えている。
【００２５】
　リモコン４は、リモコン全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部４１と、操
作キー番号が予め割り当てられ光ディスク再生装置１やテレビジョン受像機２を遠隔操作
する複数の操作キーが設けられた操作パネル４２と、操作パネル４２の操作キーに対応し
たキーコードを光ディスク再生装置１、あるいは光ディスク再生装置１およびＨＤＭＩケ
ーブル３を介してテレビジョン受像機２に送信するリモコン送信部４３と、複数のキーコ
ードを操作パネル４２の操作キーの操作キー番号に対応したアドレスに記憶するフラッシ
ュＲＯＭ４４とを備えている。
【００２６】
　図２は本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がプロトコルアナライザにより動作テストされる場合の構成を示すブロック図であ
る。
【００２７】
　図２において、光ディスク再生装置（ＤＶＤプレイヤあるいはＢＤプレイヤ）１は、装
置全体を制御するマイクロコンピュータなどを含むシステムコントローラ１１と、リモコ
ン４から送信されてきたキーコード（リモコンコード）を受信するリモコン受信部１２と
、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）ケーブル３によって接続されるテ
レビジョン受像機２のメーカ名とリモコンコードとの対応関係を示すテーブルなどを記憶
したフラッシュＲＯＭ１３と、設定画面や文字情報などをテレビジョン受像機２（モニタ
装置でも良い）に表示させるためのＯＳＤ（On Screen Display ）処理を行うＯＳＤ回路
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１４と、ＤＶＤあるいはＢＤなどの光ディスクの記録情報を再生する再生部１５と、ＨＤ
ＭＩケーブル３を介してテレビジョン受像機２と通信を行うＨＤＭＩ通信部１６と、ＵＳ
Ｂフラッシュメモリ１８（図１参照）が接続されるＵＳＢコネクタ１７を備えている。
【００２８】
　プロトコルアナライザ５は、パーソナルコンピュータで実現でき、コンピュータ全体を
制御する制御部５１と、コンピュータの処理に必要なプログラムやデータあるいはＵＳＢ
フラッシュメモリ１８から取得したＥＤＩＤを登録するハードディスクなどの記憶媒体５
２と、映像を表示する映像表示部５３と、音声回路およびスピーカなどを含み音声を出力
する音声出力部５４と、ＨＤＭＩケーブル３を介して光ディスク再生装置１と通信を行う
ＨＤＭＩ通信部５５と、光ディスク再生装置１からのビデオデータ／オーディオデータ／
制御データを参照して光ディスク再生装置１に対するデバッグ処理を行うデバッグ処理部
５６と、一方側はＵＳＢフラッシュメモリ１８が接続可能であり他方側がＵＳＢ５８を介
して制御部５１に接続されるＵＳＢコネクタ５７とを備えている。
【００２９】
　本実施形態において、プロトコルアナライザ５の特徴としては、情報再生装置としての
光ディスク再生装置１がテストモードに設定されている場合、フラッシュメモリ１８から
各種のテレビジョン受像機に対応するＥＤＩＤを取得して記憶媒体５２に登録するＥＤＩ
Ｄ登録手段（制御部５１に含まれる）と、記憶媒体５２に登録されたＥＤＩＤを各種のテ
レビジョン受像機に対応させて光ディスク再生装置１に送信させるＥＤＩＤ送信手段（制
御部５１に含まれる）と、光ディスク再生装置１が前記送信されてきたＥＤＩＤを受信し
て該ＥＤＩＤを参照して設定されたビデオデータ／オーディオデータ／制御データを光デ
ィスク再生装置１から受信するデータ受信手段（制御部５１に含まれる）と、前記受信さ
れたビデオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて光ディスク再生装置１に対
するデバッグ処理を行うデバッグ処理手段（デバッグ処理部５６）とを備えている。
【００３０】
　リモコン４は、リモコン全体を制御するマイクロコンピュータを含む制御部４１と、操
作キー番号が予め割り当てられ光ディスク再生装置１やテレビジョン受像機２を遠隔操作
する複数の操作キーが設けられた操作パネル４２と、操作パネル４２の操作キーに対応し
たキーコードを光ディスク再生装置１、あるいは光ディスク再生装置１およびＨＤＭＩケ
ーブル３を介してテレビジョン受像機２に送信するリモコン送信部４３と、複数のキーコ
ードを操作パネル４２の操作キーの操作キー番号に対応したアドレスに記憶するフラッシ
ュＲＯＭ４４とを備えている。
【００３１】
　図３は本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がテレビジョン受像機からＥＤＩＤを取得してＵＳＢフラッシュメモリに格納する
までの処理を説明するためのフローチャートである。このフローチャートおよび図１を参
照して光ディスク再生装置がテレビジョン受像機からＥＤＩＤを取得してＵＳＢフラッシ
ュメモリに格納するまでの処理について説明する。
【００３２】
　先ず、メーカ側の検査員は、光ディスク再生装置１をテストモードに設定するために、
テストモードのコードをリモコン４のキー操作により光ディスク再生装置１に入力する。
これにより、光ディスク再生装置１のシステムコントローラ１１は、光ディスク再生装置
１がテストモードに設定されたことを検知する（ステップＳ１）。
【００３３】
　このように、光ディスク再生装置１がテストモードに設定されている場合、システムコ
ントローラ１１のＥＤＩＤ取得手段は、テレビジョン受像機２とＨＤＭＩ接続されたこと
を検知したとき（ステップＳ２）、テレビジョン受像機２に対してＥＤＩＤ要求を行って
テレビジョン受像機２からのＥＤＩＤを取得する（ステップＳ３）。即ち、テレビジョン
受像機２では、光ディスク再生装置１からのＥＤＩＤ要求を受けると、制御部２１は、フ
ラッシュＲＯＭ２２からＥＤＩＤを読出し、ＨＤＭＩ通信部２５およびＨＤＭＩケーブル
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３を介して、前記ＥＤＩＤを光ディスク再生装置１に送信する。これにより、光ディスク
再生装置１では、前記ＥＤＩＤをＨＤＭＩ通信部１６で受信し、システムコントローラ１
１のＥＤＩＤ取得手段は、図示しないＲＡＭに前記ＥＤＩＤを一旦格納する。
【００３４】
　前記ＥＤＩＤが取得されたとき、システムコントローラ１１のメモリ接続判定手段は、
システムコントローラ１１とＵＳＢ１９を介して接続されたＵＳＢコネクタ１７にＵＳＢ
フラッシュメモリ１８が接続されているか否かを判定する（ステップＳ４）。ＵＳＢフラ
ッシュメモリ１８が接続されている場合と接続されていない場合とでは、システムコント
ローラ１１に接続されているＵＳＢの特定ラインの電圧がハイレベルまたはロウレベルに
なったりするので、ＵＳＢフラッシュメモリ１８の接続判定が可能になる。
【００３５】
　ＵＳＢコネクタ１７にＵＳＢフラッシュメモリ１８が接続されていると判定されたとき
、システムコントローラ１１のファイル形式変換手段は、テレビジョン受像機２から取得
されたＥＤＩＤを、前記ＲＡＭ上でプロトコルアナライザ５（図２参照）が認識できるフ
ァイル形式に変換する（ステップＳ５）。次に、システムコントローラ１１のＥＤＩＤ格
納手段は、前記変換されたファイル形式のＥＤＩＤを前記ＲＡＭから読出し、ＵＳＢフラ
ッシュメモリ１８に格納する（ステップＳ６）。
【００３６】
　以上説明した処理により、テレビジョン受像機２のＥＤＩＤはＵＳＢフラッシュメモリ
１８に格納される。このような処理は、各種のテレビジョン受像機に対して行われ、各種
のテレビジョン受像機のＥＤＩＤがＵＳＢフラッシュメモリ１８に格納される。
【００３７】
　図４は本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がプロトコルアナライザにより動作テストされる場合の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。このフローチャートおよび図２を参照して光ディスク再生装置がプロ
トコルアナライザにより動作テストされる場合の処理について説明する。
【００３８】
　先ず、光ディスク再生装置１のＵＳＢコネクタ１７に接続されたＵＳＢフラッシュメモ
リ１８は、プロトコルアナライザ５のＵＳＢコネクタ５７に接続される。これにより、プ
ロトコルアナライザ５の制御部５１は、光ディスク再生装置１とＨＤＭＩ接続されている
ことを検知して（ステップＮ１）、更に、光ディスク再生装置１からの動作モード信号に
より、光ディスク再生装置１がテストモードに設定されていることを検知すると（ステッ
プＮ２）、制御部５１のＥＤＩＤ登録手段は、ＵＳＢコネクタ５７に接続されたＵＳＢフ
ラッシュメモリ１８から各種のテレビジョン受像機（ＴＶ）に対応するＥＤＩＤを取得し
て記憶媒体５２に登録する（ステップＮ３）。
【００３９】
　そして、制御部５１のＥＤＩＤ送信手段は、記憶媒体５２に登録されたＥＤＩＤを読み
出して、各種のテレビジョン受像機に対応させて光ディスク再生装置１にＨＤＭＩ通信部
５５およびＨＤＭＩケーブル３を介して送信させる（ステップＮ４）。前記ＥＤＩＤをＨ
ＤＭＩ通信部１６で受信した光ディスク再生装置１においては、システムコントローラ１
１は、前記ＥＤＩＤを参照して設定されたビデオデータ／オーディオデータ／制御データ
を、ＨＤＭＩ通信部１６およびＨＤＭＩケーブル３を介してプロトコルアナライザ５に送
信する。
【００４０】
　プロトコルアナライザ５では、制御部５１のデータ受信手段は、光ディスク再生装置１
から送信されてきたビデオデータ／オーディオデータ／制御データを、ＨＤＭＩ通信部５
５を介して受信する（ステップＮ５）。この後、デバッグ処理手段としてのデバッグ処理
部５６は、前記受信されたビデオデータ／オーディオデータ／制御データに基づいて、光
ディスク再生装置１に対するデバッグ処理を行う（ステップＮ６）。
【００４１】
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　なお、プロトコルアナライザ５では、自体でＥＤＩＤの設定を行うことも可能であるが
、ＨＤＭＩ接続可能な特定の映像音声出力機器と全く同様のＥＤＩＤの設定を行うことは
容易ではなかったが、ＵＳＢフラッシュメモリ１８から取得したデータをパーソナルコン
ピュータ上でプロトコルアナライザ用の設定ファイルに変換することが可能であるため、
特定の映像音声出力機器と同じＥＤＩＤを簡単に作成できる。そのため、光ディスク再生
装置１に対するデバッグ作業の効率が格段にアップすることになる。
【００４２】
　以上説明したように、プロトコルアナライザ５は、ＵＳＢフラッシュメモリ１８から各
種のテレビジョン受像機のＥＤＩＤを取得して、光ディスク再生装置１に対するデバッグ
処理を行うことができるので、動作テスト対象の光ディスク再生装置１と各種のテレビジ
ョン受像機を１台ずつ接続して、動作テスト対象の光ディスク再生装置１に対するデバッ
グ処理を行うのと同じ環境を実現でき、この結果、各種のテレビジョン受像機を用意しな
くても、動作テスト対象の光ディスク再生装置１に対するデバッグ処理を行うことができ
、これにより、光ディスク再生装置１の動作テストの時間が短縮され、光ディスク再生装
置１のコストダウンを図れる。
【００４３】
　なお、前記実施形態では、情報再生装置としてＨＤＭＩ接続可能な光ディスク再生装置
を例に挙げて説明したが、これに限らず、ＨＤＭＩ接続可能な光ディスク記録再生装置や
ハードディスクレコーダも再生部を備えているので、光ディスク記録再生装置やハードデ
ィスクレコーダも同様に動作テストを実施することができる。また、本実施形態では、映
像音声出力機器としてＨＤＭＩ接続可能なテレビジョン受像機について説明したが、これ
に限らず、ＨＤＭＩ接続可能なモニタ装置やプロジェクタなどの映像音声出力機器であっ
ても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、ＨＤＭＩ接続可能な情報再生装置の動作テストに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がテレビジョン受像機からＥＤＩＤを取得するために光ディスク再生装置とテレビ
ジョン受像機とが接続されている場合の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がプロトコルアナライザにより動作テストされる場合の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がテレビジョン受像機からＥＤＩＤを取得してＵＳＢフラッシュメモリに格納する
までの処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る情報再生装置のテストシステムにおいて光ディスク再
生装置がプロトコルアナライザにより動作テストされる場合の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００４６】
１　　光ディスク再生装置（情報再生装置）
２　　テレビジョン受像機（映像音声出力機器）
５　　プロトコルアナライザ
１１　　システムコントローラ（ＥＤＩＤ取得手段、メモリ接続判定手段、ファイル形式
変換手段、ＥＤＩＤ格納手段）
１８　　ＵＳＢフラッシュメモリ
１９　　ＵＳＢ（所定バス）
５１　　制御部（ＥＤＩＤ登録手段、ＥＤＩＤ送信手段、データ受信手段）
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５２　　記録媒体
５６　　デバッグ処理部（デバッグ処理手段）

【図１】 【図２】
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