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(57)【要約】
【課題】ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して適正な情
報を出力する。
【解決手段】マイクロプロセッサ１１は、ＤＤＣでの通
信エラーを検出するエラー検出部１１１と、エラー検出
部１１１によって通信エラーが検出された場合に、ＤＤ
Ｃでの通信エラーが発生した旨の情報であるエラー情報
を生成するエラー情報生成部１１２と、エラー情報生成
部１１２によって生成されたエラー情報を、ＴＭＤＳチ
ャンネルを介して、ディスプレイ３へ出力するエラー情
報出力部１１７と、を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像及び音声を出力可能に構成されたディスプレイとＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉ
ｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して通信可能に接続さ
れ、ＤＶＤに格納された動画像情報及び音声情報を読み出して再生し、前記ディスプレイ
に出力させるＤＶＤプレイヤであって、
　ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）での通信エラーを検出するエラ
ー検出手段と、
　前記エラー検出手段によって通信エラーが検出された場合に、ＤＤＣでの通信エラーが
発生した旨の情報であるエラー情報を生成するエラー情報生成手段と、
　前記ディスプレイからＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）を取得する処理を行うＥＤＩＤ取得手段と、
　前記ＥＤＩＤ取得手段によってＥＤＩＤを取得中に、前記エラー検出手段によって通信
エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する第１
コード生成手段と、
　前記ディスプレイとの間で、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）処理を行うＨＤＣＰ処理手段と、
　前記ＨＤＣＰ処理手段によってＨＤＣＰ処理を実行中に、前記エラー検出手段によって
通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する
第２コード生成手段と、
　前記エラー情報、前記第１コード生成手段によって生成されたエラーコード情報、及び
、前記第２コード生成手段によって生成されたエラーコード情報をＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）チ
ャンネルを介して前記ディスプレイへ出力するエラー情報出力手段と、
　前記第１コード生成手段及び第２コード生成手段の少なくとも一方によってエラーコー
ドが生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー画面情報を生成する画
面生成手段と、
　前記画面生成手段によって生成されたエラー画面情報を、前記ディスプレイに対して表
示させるべく前記ＴＭＤＳチャンネルを介して出力するエラー表示制御手段と、
　を備え、
　前記第１コード生成手段は、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか否かを検出し、ＤＤＣが
Ｌｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコードを生成すると共に、
　前記ディスプレイからＤＤＣを介してＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅ）情報が返信さ
れているか否かを検出し、ＡＣＫ情報が返信されていない場合には、予め設定されたエラ
ーコードを生成し、
　更に、前記ＥＤＩＤ取得手段によって前記ディスプレイから取得されたＥＤＩＤのチェ
ックサムが正しいか否かを判定し、チェックサムが正しくない場合には、予め設定された
エラーコードを生成し、
　前記第２コード生成手段は、前記ディスプレイから取得したＫＳＶ（Ｋｅｙ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）情報が正しいか否かを判定し、ＫＳＶ情報が正しくない場合
には、予め設定されたエラーコードを生成すると共に、
　前記ディスプレイから取得したセッションキー情報が正しいか否かを判定し、セッショ
ンキー情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコードを生成し、
　更に、前記ディスプレイから取得したＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しいか否
かを判定し、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場合には、予め設定された
エラーコードを生成することを特徴とするＤＶＤプレイヤ。
【請求項２】
　動画像及び音声を出力可能に構成された表示装置とＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉ
ｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して通信可能に接続され、
記録媒体に格納された動画像情報及び音声情報を読み出して再生し、前記表示装置に出力
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させる動画像再生装置であって、
　ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）での通信エラーを検出するエラ
ー検出手段と、
　前記エラー検出手段によって通信エラーが検出された場合に、ＤＤＣでの通信エラーが
発生した旨の情報であるエラー情報を生成するエラー情報生成手段と、
　前記エラー情報をＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）チャンネルを介して前記表示装置へ出力するエラ
ー情報出力手段と、
　を備えることを特徴とする動画像再生装置。
【請求項３】
　前記表示装置からＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）を取得する処理を行うＥＤＩＤ取得手段と、
　前記ＥＤＩＤ取得手段によってＥＤＩＤを取得中に、前記エラー検出手段によって通信
エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する第１
コード生成手段と、
　を備え、
　前記エラー情報出力手段は、前記第１コード生成手段によって生成されたエラーコード
情報を、ＴＭＤＳチャンネルを介して前記表示装置へ出力することを特徴とする請求項２
に記載の動画像再生装置。
【請求項４】
　前記第１コード生成手段は、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか否かを検出し、ＤＤＣが
Ｌｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴とす
る請求項３に記載の動画像再生装置。
【請求項５】
　前記第１コード生成手段は、前記表示装置からＤＤＣを介してＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌ
ｅｄｇｅ）情報が返信されているか否かを検出し、ＡＣＫ情報が返信されていない場合に
は、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴とする請求項３又は請求項４に記
載の動画像再生装置。
【請求項６】
　前記第１コード生成手段は、前記ＥＤＩＤ取得手段によって前記表示装置から取得され
たＥＤＩＤのチェックサムが正しいか否かを判定し、チェックサムが正しくない場合には
、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴とする請求項３～請求項５のいずれ
かに記載の動画像再生装置。
【請求項７】
　前記表示装置との間で、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）処理を行うＨＤＣＰ処理手段と、
　前記ＨＤＣＰ処理手段によってＨＤＣＰ処理を実行中に、前記エラー検出手段によって
通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する
第２コード生成手段と、
　を備え、
　前記エラー情報出力手段は、前記第２コード生成手段によって生成されたエラーコード
情報を、ＴＭＤＳチャンネルを介して前記表示装置へ出力することを特徴とする特徴とす
る請求項２～請求項６のいずれかに記載の動画像再生装置。
【請求項８】
　前記第２コード生成手段は、前記表示装置から取得したＫＳＶ（Ｋｅｙ　Ｓｅｌｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）情報が正しいか否かを判定し、ＫＳＶ情報が正しくない場合には
、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴とする請求項７に記載の動画像再生
装置。
【請求項９】
　前記第２コード生成手段は、前記表示装置から取得したセッションキー情報が正しいか
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否かを判定し、セッションキー情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコード
を生成することを特徴とする請求項７又は請求項８に記載の動画像再生装置。
【請求項１０】
　前記第２コード生成手段は、前記表示装置から取得したＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ
情報が正しいか否かを判定し、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場合には
、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴とする請求項７～請求項９のいずれ
かに記載の動画像再生装置。
【請求項１１】
　前記第１コード生成手段及び第２コード生成手段の少なくとも一方によってエラーコー
ドが生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー画面情報を生成する画
面生成手段と、
　前記画面生成手段によって生成されたエラー画面情報を、前記表示装置に対して表示さ
せるべく前記ＴＭＤＳチャンネルを介して出力するエラー表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする請求項７～請求項１０のいずれかに記載の動画像再生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像及び音声を出力可能に構成された表示装置とＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して通信可能に
接続され、記録媒体に格納された動画像情報及び音声情報を読み出して再生し、前記表示
装置に出力させる動画像再生装置及びＤＶＤプレイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル映像信号を伝送するための規格として、ＤＶＩ規格が普及している。そして、
このＤＶＩ規格をさらに改良したデジタル信号伝送規格として、ＨＤＭＩ規格が採用され
るようになってきている。このＨＤＭＩ規格には、デジタル映像信号をＲ、Ｇ、Ｂ形式の
他に色差（Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒ）形式で伝送することが可能であること等、ＤＶＩ規格にはな
い種々の規定が含まれている。
【０００３】
　そこで、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等からなるディス
プレイにＨＤＭＩ用の入力端子を設け、この入力端子に、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅ
ｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）プレイヤ等の外部機器からＨＤＭＩ規格に準拠したデジタル
信号を供給可能にしたものもある。
【０００４】
　また、ＨＤＭＩ規格の伝送信号には、ＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）として、解像度情報等の表示関連情報、及び
音響効果情報等の音声関連情報が含まれており、例えば、ディスプレイにて表示される画
像の解像度を、ＥＤＩＤに含まれる解像度情報に従って設定するＤＶＤプレイヤが提案さ
れている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１０９７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このＤＶＤプレイヤでは、ＥＤＩＤに含まれる解像度情報に従って設定されるため、ユ
ーザの利便性が向上する。一方、ＨＤＭＩ規格に準拠したデータ伝送では、動画像情報及
び音声情報を伝送するＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆ
ｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）チャンネルと、ＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　
Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）の伝送及びＨＤＣＰ（Ｈｉ
ｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）
処理（＝認証処理）を行うＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、を
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介してデータ伝送が行われる。
【０００６】
　従って、ＤＤＣにおいて通信エラーが発生した場合には、上記ＤＶＤプレイヤは正確な
ＥＤＩＤを取得することができないため、ＥＤＩＤに含まれる解像度情報に従って設定す
ることができない。また、ＤＤＣにおいて通信エラーが発生した場合に、ユーザは、どの
ような種類の通信エラーが発生しているかを把握することができないため、適正な措置を
講じることができない場合がある。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関
して適正な情報を出力することの可能な動画像再生装置及びＤＶＤプレイヤを提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項１に記載のＤＶＤプレイヤは、動画像及び音声を出力
可能に構成されたディスプレイとＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して通信可能に接続され、ＤＶＤに格納された
動画像情報及び音声情報を読み出して再生し、前記ディスプレイに出力させるＤＶＤプレ
イヤであって、ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）での通信エラーを
検出するエラー検出手段と、前記エラー検出手段によって通信エラーが検出された場合に
、ＤＤＣでの通信エラーが発生した旨の情報であるエラー情報を生成するエラー情報生成
手段と、前記ディスプレイからＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）を取得する処理を行うＥＤＩＤ取得手段と、前記ＥＤ
ＩＤ取得手段によってＥＤＩＤを取得中に、前記エラー検出手段によって通信エラーが検
出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する第１コード生成
手段と、前記ディスプレイとの間で、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）処理を行うＨＤＣＰ処理手段と、前
記ＨＤＣＰ処理手段によってＨＤＣＰ処理を実行中に、前記エラー検出手段によって通信
エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する第２
コード生成手段と、前記エラー情報、前記第１コード生成手段によって生成されたエラー
コード情報、及び、前記第２コード生成手段によって生成されたエラーコード情報をＴＭ
ＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇ
ｎａｌｉｎｇ）チャンネルを介して前記ディスプレイへ出力するエラー情報出力手段と、
前記第１コード生成手段及び第２コード生成手段の少なくとも一方によってエラーコード
が生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー画面情報を生成する画面
生成手段と、前記画面生成手段によって生成されたエラー画面情報を、前記ディスプレイ
に対して表示させるべく前記ＴＭＤＳチャンネルを介して出力するエラー表示制御手段と
、を備え、前記第１コード生成手段が、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか否かを検出し、
ＤＤＣがＬｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコードを生成すると共に
、前記ディスプレイからＤＤＣを介してＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅ）情報が返信さ
れているか否かを検出し、ＡＣＫ情報が返信されていない場合には、予め設定されたエラ
ーコードを生成し、更に、前記ＥＤＩＤ取得手段によって前記ディスプレイから取得され
たＥＤＩＤのチェックサムが正しいか否かを判定し、チェックサムが正しくない場合には
、予め設定されたエラーコードを生成し、前記第２コード生成手段が、前記ディスプレイ
から取得したＫＳＶ（Ｋｅｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）情報が正しいか否か
を判定し、ＫＳＶ情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコードを生成すると
共に、前記ディスプレイから取得したセッションキー情報が正しいか否かを判定し、セッ
ションキー情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコードを生成し、更に、前
記ディスプレイから取得したＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しいか否かを判定し
、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコー
ドを生成することを特徴としている。
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【０００９】
　請求項２に記載の動画像再生装置は、動画像及び音声を出力可能に構成された表示装置
とＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を介して通信可能に接続され、記録媒体に格納された動画像情報及び音声情報を読
み出して再生し、前記表示装置に出力させる動画像再生装置であって、ＤＤＣ（Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）での通信エラーを検出するエラー検出手段と、前記
エラー検出手段によって通信エラーが検出された場合に、ＤＤＣでの通信エラーが発生し
た旨の情報であるエラー情報を生成するエラー情報生成手段と、前記エラー情報をＴＭＤ
Ｓ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎ
ａｌｉｎｇ）チャンネルを介して前記表示装置へ出力するエラー情報出力手段と、を備え
ることを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の動画像再生装置は、請求項２に記載の動画像再生装置であって、前記
表示装置からＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｄａｔａ）を取得する処理を行うＥＤＩＤ取得手段と、前記ＥＤＩＤ取得手段によ
ってＥＤＩＤを取得中に、前記エラー検出手段によって通信エラーが検出された場合に、
エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する第１コード生成手段と、を備え、
前記エラー情報出力手段が、前記第１コード生成手段によって生成されたエラーコード情
報を、ＴＭＤＳチャンネルを介して前記表示装置へ出力することを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載の動画像再生装置は、請求項３に記載の動画像再生装置であって、前記
第１コード生成手段が、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか否かを検出し、ＤＤＣがＬｏｗ
固定されている場合には、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴としている
。
【００１２】
　請求項５に記載の動画像再生装置は、請求項３又は請求項４に記載の動画像再生装置で
あって、前記第１コード生成手段が、前記表示装置からＤＤＣを介してＡＣＫ（ＡＣＫｎ
ｏｗｌｅｄｇｅ）情報が返信されているか否かを検出し、ＡＣＫ情報が返信されていない
場合には、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴としている。
【００１３】
　請求項６に記載の動画像再生装置は、請求項３～請求項５のいずれかに記載の動画像再
生装置であって、前記第１コード生成手段が、前記ＥＤＩＤ取得手段によって前記表示装
置から取得されたＥＤＩＤのチェックサムが正しいか否かを判定し、チェックサムが正し
くない場合には、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴としている。
【００１４】
　請求項７に記載の動画像再生装置は、請求項２～請求項６のいずれかに記載の動画像再
生装置であって、前記表示装置との間で、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）処理を行うＨＤＣＰ処理手段と
、前記ＨＤＣＰ処理手段によってＨＤＣＰ処理を実行中に、前記エラー検出手段によって
通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成する
第２コード生成手段と、を備え、前記エラー情報出力手段が、前記第２コード生成手段に
よって生成されたエラーコード情報を、ＴＭＤＳチャンネルを介して前記表示装置へ出力
することを特徴としている。
【００１５】
　請求項８に記載の動画像再生装置は、請求項７に記載の動画像再生装置であって、前記
第２コード生成手段が、前記表示装置から取得したＫＳＶ（Ｋｅｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
　Ｖｅｃｔｏｒ）情報が正しいか否かを判定し、ＫＳＶ情報が正しくない場合には、予め
設定されたエラーコードを生成することを特徴としている。
【００１６】
　請求項９に記載の動画像再生装置は、請求項７又は請求項８に記載の動画像再生装置で
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あって、前記第２コード生成手段が、前記表示装置から取得したセッションキー情報が正
しいか否かを判定し、セッションキー情報が正しくない場合には、予め設定されたエラー
コードを生成することを特徴としている。
【００１７】
　請求項１０に記載の動画像再生装置は、請求項７～請求項９のいずれかに記載の動画像
再生装置であって、前記第２コード生成手段が、前記表示装置から取得したＨＤＣＰ　Ｂ
ｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しいか否かを判定し、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正
しくない場合には、予め設定されたエラーコードを生成することを特徴としている。
【００１８】
　請求項１１に記載の動画像再生装置は、請求項７～請求項１０のいずれかに記載の動画
像再生装置であって、前記第１コード生成手段及び第２コード生成手段の少なくとも一方
によってエラーコードが生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー画
面情報を生成する画面生成手段と、前記画面生成手段によって生成されたエラー画面情報
を、前記表示装置に対して表示させるべく前記ＴＭＤＳチャンネルを介して出力するエラ
ー表示制御手段と、を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に記載のＤＶＤプレイヤによれば、ＤＤＣでの通信エラーが検出された場合に
、ＤＤＣでの通信エラーが発生した旨の情報であるエラー情報がＴＭＤＳチャンネルを介
してディスプレイへ出力されるため、例えば、ディスプレイに、ＤＤＣでの通信エラーが
発生した旨の表示等をさせることが可能となり、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して適
正な情報を出力することができる。
【００２０】
　また、ディスプレイからＥＤＩＤを取得中に、ＤＤＣでの通信エラーが検出された場合
に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードが生成され、生成されたエラーコード情
報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラ
ーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００２１】
　更に、ＤＤＣがＬｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコードが生成さ
れ、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイへ出力さ
れるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる
。
【００２２】
　加えて、ディスプレイからＤＤＣを介してＡＣＫ情報が返信されていない場合には、予
め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャン
ネルを介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に
適正な情報を出力することができる。
【００２３】
　また、ディスプレイから取得されたＥＤＩＤチェックサムが正しくない場合には、予め
設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネ
ルを介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適
正な情報を出力することができる。
【００２４】
　更に、ＨＤＣＰ処理を実行中に、通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に
基づいて、エラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネ
ルを介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適
正な情報を出力することができる。
【００２５】
　加えて、ディスプレイから取得されたＫＳＶ情報が正しくない場合には、予め設定され
たエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介し
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てディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報
を出力することができる。
【００２６】
　また、ディスプレイから取得されたセッションキー情報が正しくない場合には、予め設
定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネル
を介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正
な情報を出力することができる。
【００２７】
　更に、ディスプレイから取得されたＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場
合には、予め設定されたエラーコードを生成が生成され、生成されたエラーコード情報が
、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイへ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの
発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００２８】
　加えて、エラーコードが生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー
画面情報が生成され、生成されたエラー画面情報が、ディスプレイに対してＴＭＤＳチャ
ンネルを介して表示させるべく出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更
に適正な情報を出力することができる。
【００２９】
　請求項２に記載の動画像再生装置によれば、ＤＤＣでの通信エラーが検出された場合に
、ＤＤＣでの通信エラーが発生した旨の情報であるエラー情報がＴＭＤＳチャンネルを介
して表示装置へ出力されるため、例えば、表示装置に、ＤＤＣでの通信エラーが発生した
旨の表示等をさせることが可能となり、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して適正な情報
を出力することができる。
【００３０】
　請求項３に記載の動画像再生装置によれば、表示装置からＥＤＩＤを取得中に、ＤＤＣ
での通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードが生成
され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力され
るため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３１】
　請求項４に記載の動画像再生装置によれば、ＤＤＣがＬｏｗ固定されている場合には、
予め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャ
ンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適
正な情報を出力することができる。
【００３２】
　請求項５に記載の動画像再生装置によれば、表示装置からＤＤＣを介してＡＣＫ情報が
返信されていない場合には、予め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラー
コード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの通信
エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３３】
　請求項６に記載の動画像再生装置によれば、表示装置から取得されたＥＤＩＤチェック
サムが正しくない場合には、予め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラー
コード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの通信
エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３４】
　請求項７に記載の動画像再生装置によれば、ＨＤＣＰ処理を実行中に、通信エラーが検
出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードが生成され、生成されたエ
ラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの
通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３５】
　請求項８に記載の動画像再生装置によれば、表示装置から取得されたＫＳＶ情報が正し
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くない場合には、予め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報
が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発
生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３６】
　請求項９に記載の動画像再生装置によれば、表示装置から取得されたセッションキー情
報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコードが生成され、生成されたエラーコ
ード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、ＤＤＣでの通信エ
ラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３７】
　請求項１０に記載の動画像再生装置によれば、表示装置から取得されたＨＤＣＰ　Ｂｌ
ｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場合には、予め設定されたエラーコードが生成され、生
成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介して表示装置へ出力されるため、
ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００３８】
　請求項１１に記載の動画像再生装置によれば、エラーコードが生成された場合に、生成
されたエラーコードに対応するエラー画面情報が生成され、生成されたエラー画面情報が
、表示装置に対して表示させるべくＴＭＤＳチャンネルを介して出力されるため、ＤＤＣ
での通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に係るＤＶ
Ｄプレイヤの接続状態の一例を示す構成図である。ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）プレイヤ１（動画像再生装置に相当する）は、リモートコントロー
ラ（＝Ｒｅｍｏｔｅｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：以下、「リモコン」という）２と赤外線通信
を介して通信可能に接続され、ディスプレイ３とＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブルを介して（＝ＨＤＭＩ規格
を用いて）通信可能に接続されている。また、ＤＶＤプレイヤ１は、リモコン２を介して
、ユーザからの操作入力を受け付けると共に、ＤＶＤ－ＲＡＭ１００（記録媒体に相当す
る）に格納された動画像情報及び音声情報を読み出して再生し、ＨＤＭＩケーブルを介し
てディスプレイ３に出力させるものである。
【００４０】
　リモコン２は、ユーザからの操作入力を受け付けて、操作入力に対応する赤外線信号を
生成して、ＤＶＤプレイヤ１に対して出力するものである。
【００４１】
　ディスプレイ３（表示装置に相当する）は、スピーカを備え、ＤＶＤプレイヤ１からＨ
ＤＭＩケーブルを介して入力された動画像情報及び音声情報に基づいて、動画像及び音声
の出力を行うものである。
【００４２】
　図２は、ＤＶＤプレイヤ１の構成の一例を示すブロック図である。ＤＶＤプレイヤ１は
、マイクロプロセッサ１１、光ピックアップ１２、ＲＦ回路１３、外部インターフェイス
１４、ＨＤＭＩインターフェイス１５、表示部１６、メモリ１７、赤外線信号受信部１８
、及び、操作部１９を備えている。
【００４３】
　マイクロプロセッサ１１は、ＤＶＤプレイヤ１全体の動作を制御するものであって、こ
こでは、リモコン２からの操作信号を図２に示す赤外線信号受信部１８を介して受信して
、受信された操作信号に対応するコマンド情報を生成してディスプレイ３に対してＨＤＭ
Ｉケーブルを介して送信するものである。
【００４４】
　光ピックアップ１２は、ＤＶＤ－ＲＡＭ１００に対してレーザビームを照射してデータ
の読み出しを行うものである。ＲＦ回路１３は、光ピックアップ１２から出力されるＲＦ
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（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号を処理するものである。外部インターフェイス
１４は、外部入出力機器との間で、データの入出力を行う際のデータ形式の変換等を行う
ものである。ＨＤＭＩインターフェイス１５は、ＨＤＭＩ規格に従って、ＨＤＭＩケーブ
ルを介してディスプレイ３との間で動画像情報、音声情報等の種々の情報送受信を行うも
のである。
【００４５】
　表示部１６は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等
からなり、外部から視認可能にガイダンス情報、メッセージ情報、設定情報等の種々の情
報を表示するものである。メモリ１７は、ここでは、ディスプレイ３から取得されたＥＤ
ＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）
に含まれるＨＤＭＩに関するディスプレイ３の設定情報を格納するものである。赤外線信
号受信部１８は、リモコン２から送信された赤外線信号を受信するものである。操作部１
９は、種々の操作ボタンを備え、操作ボタンを介して外部からの操作入力を受け付けるも
のである。
【００４６】
　図３は、本発明に係る主要部の機能構成の一例を示すブロック図である。図１に示すマ
イクロプロセッサ１１は、機能的に、エラー検出部１１１、エラー情報生成部１１２、Ｅ
ＤＩＤ取得部１１３、第１コード生成部１１４、ＨＤＣＰ処理部１１５、第２コード生成
部１１６、エラー情報出力部１１７、画面生成部１１８、及び、エラー表示制御部１１９
を備えている。
【００４７】
　ここでは、マイクロプロセッサ１１が、図略のＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）等に予め格納されたプログラムを読み出して実行することにより、エラー検出部１
１１、エラー情報生成部１１２、ＥＤＩＤ取得部１１３、第１コード生成部１１４、ＨＤ
ＣＰ処理部１１５、第２コード生成部１１６、エラー情報出力部１１７、画面生成部１１
８、及び、エラー表示制御部１１９等の機能部として機能するものである。
【００４８】
　また、図２に示すメモリ１７又は図略のＲＯＭに格納された各種データのうち装着脱可
能な記録媒体に格納され得るデータは、例えばハードディスクドライブ、光ディスクドラ
イブ、フレキシブルディスクドライブ、シリコンディスクドライブ、カセット媒体読み取
り機等のドライバで読み取り可能にしてもよく、この場合、記録媒体は、例えばハードデ
ィスク、光ディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶ
Ｄ、半導体メモリ等である。
【００４９】
　エラー検出部１１１（エラー検出手段に相当する）は、ＤＤＣでの通信エラーを検出す
るものである。
【００５０】
　エラー情報生成部１１２（エラー情報生成手段に相当する）は、エラー検出部１１１に
よって通信エラーが検出された場合に、ＤＤＣでの通信エラーが発生した旨の情報である
エラー情報を生成するものである。
【００５１】
　ＥＤＩＤ取得部１１３（ＥＤＩＤ取得手段に相当する）は、ディスプレイ３からＥＤＩ
Ｄを取得する処理を行うものである。
【００５２】
　第１コード生成部１１４（第１コード生成手段に相当する）は、ＥＤＩＤ取得部１１３
によってディスプレイ３からＥＤＩＤを取得中に、エラー検出部１１１によって通信エラ
ーが検出された場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成するものであ
る。
【００５３】
　具体的には、第１コード生成部１１４は、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか否かを検出
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し、ＤＤＣがＬｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコード（例えば、エ
ラーコード「０２」）を生成するものである。また、第１コード生成部１１４は、ディス
プレイ３からＤＤＣを介してＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅ）情報が返信されているか
否かを検出し、ＡＣＫ情報が返信されていない場合には、予め設定されたエラーコード（
例えば、エラーコード「０１」）を生成するものである。更に、第１コード生成部１１４
は、ＥＤＩＤ取得部１１３によってディスプレイ３から取得されたＥＤＩＤのチェックサ
ムが正しいか否かを判定し、チェックサムが正しくない場合には、予め設定されたエラー
コードを（例えば、エラーコード「０３」）を生成するものである。
【００５４】
　ＨＤＣＰ処理部１１５（ＨＤＣＰ処理手段に相当する）は、ディスプレイとの間で、Ｈ
ＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅ
ｃｔｉｏｎ）処理（いわゆる、認証処理）を行うものである。なお、ＨＤＣＰ処理につい
て、ここでは、「特許庁　標準技術集　クライアント上の情報セキュリティ技術　Ｂ－２
　認証・識別／認証」に基づいて説明する。
【００５５】
　第２コード生成部１１６（第２コード生成手段に相当する）は、ＨＤＣＰ処理部１１５
によってＨＤＣＰ処理を実行中に、エラー検出部１１１によって通信エラーが検出された
場合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードを生成するものである。
【００５６】
　具体的には、第２コード生成部１１６は、ディスプレイ３から取得したＫＳＶ（Ｋｅｙ
　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）情報が正しいか否かを判定し、ＫＳＶ情報が正し
くない場合には、予め設定されたエラーコード（例えば、エラーコード「０５」）を生成
するものである。また、第２コード生成部１１６は、ディスプレイ３から取得したセッシ
ョンキー情報が正しいか否かを判定し、セッションキー情報が正しくない場合には、予め
設定されたエラーコード（例えば、エラーコード「０６」）を生成するものである。更に
、第２コード生成部１１６は、ディスプレイ３から取得したＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅ
ｒ情報が正しいか否かを判定し、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報が正しくない場合に
は、予め設定されたエラーコード（例えば、エラーコード「０６」）を生成するものであ
る。
【００５７】
　エラー情報出力部１１７（エラー情報出力手段に相当する）は、エラー情報生成部１１
２によって生成されたエラー情報、第１コード生成部１１４によって生成されたエラーコ
ード情報、及び、第２コード生成部１１６によって生成されたエラーコード情報をＴＭＤ
Ｓ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎ
ａｌｉｎｇ）チャンネルを介してディスプレイ３へ出力するものである。
【００５８】
　画面生成部１１８（画面生成手段に相当する）は、第１コード生成部１１４及び第２コ
ード生成部１１６の少なくとも一方によってエラーコードが生成された場合に、生成され
たエラーコードに対応するエラー画面情報を生成するものである。
【００５９】
　エラー表示制御部１１９（エラー表示制御手段に相当する）は、画面生成部１１８によ
って生成されたエラー画面情報を、ディスプレイ３に対して表示させるべくＴＭＤＳチャ
ンネルを介して出力するものである。
【００６０】
　図４は、マイクロプロセッサ１１の動作の一例を示すフローチャートである。まず、Ｅ
ＤＩＤ取得部１１３によって、ディスプレイ３からＥＤＩＤを取得する処理（以下、ＥＤ
ＩＤ処理という）が行われる（Ｓ１０１）。そして、エラー情報出力部１１７によって、
ステップＳ１０１のＥＤＩＤ処理においてエラーコードが生成されたか否かの判定が行わ
れる（Ｓ１０３）。エラーコードが生成されたと判定された場合（Ｓ１０３でＹＥＳ）に
は、処理がステップＳ１１１に進められる。エラーコードが生成されていないと判定され
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た場合（Ｓ１０３でＮＯ）には、ＨＤＣＰ処理部１１５によって、ディスプレイとの間で
、ＨＤＣＰ処理が行われる（Ｓ１０５）。そして、エラー情報出力部１１７によって、ス
テップＳ１０５のＨＤＣＰ処理においてエラーコードが生成されたか否かの判定が行われ
る（Ｓ１０７）。
【００６１】
　エラーコードが生成されたと判定された場合（Ｓ１０７でＹＥＳ）には、処理がステッ
プＳ１１１に進められる。エラーコードが生成されていないと判定された場合（Ｓ１０７
でＮＯ）には、動画像情報及び音声情報がディスプレイ３へ送信され（Ｓ１０９）、処理
が終了される。ステップＳ１０３でＹＥＳ、又は、ステップ１０７でＹＥＳの場合には、
エラー情報出力部１１７によって、エラー情報生成部１１２によってエラー情報が生成さ
、生成されたエラー情報、ステップＳ１０１で生成されたエラーコード情報、及び、ステ
ップＳ１０５で生成されたエラーコード情報がＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ
３へ出力される（Ｓ１１１）。そして、画面生成部１１８によって、ステップＳ１０１で
生成されたエラーコード情報、及び、ステップＳ１０５で生成されたエラーコード情報に
対応するエラー画面情報が生成される（Ｓ１１３）。次に、エラー表示制御部１１９によ
って、ステップ１１３で生成されたエラー画面情報が、ディスプレイ３に対して表示させ
るべくＴＭＤＳチャンネルを介して出力され（Ｓ１１５）、処理が終了される。
【００６２】
　図５は、図４に示すフローチャートのステップＳ１０１で実行されるＥＤＩＤ処理の一
例を示す詳細フローチャートである。まず、第１コード生成部１１４によって、ＤＤＣが
Ｌｏｗに固定されているか否かの判定が行われる（Ｓ２０１）。ＤＤＣがＬｏｗに固定さ
れていると判定された場合（Ｓ２０１でＹＥＳ）には、第１コード生成部１１４によって
、エラーコードとして「０２」がセットされ（Ｓ２０３）、処理がリターンされる。ＤＤ
ＣがＬｏｗに固定されていないと判定された場合（Ｓ２０１でＮＯ）には、ＥＤＩＤ取得
部１１３によって、ディスプレイ３に対してＥＤＩＤを取得する旨の要求が送信される（
Ｓ２０５）。
【００６３】
　そして、第１コード生成部１１４によって、ＤＤＣを介してディスプレイ３からＡＣＫ
情報が受信されたか否かの判定が行われる（Ｓ２０７）。ＡＣＫ情報が受信されていない
と判定された場合（Ｓ２０７でＮＯ）には、第１コード生成部１１４によって、エラーコ
ードとして「０１」がセットされ（Ｓ２０９）、処理がリターンされる。ＡＣＫ情報が受
信されたと判定された場合（Ｓ２０７でＹＥＳ）には、ＥＤＩＤ取得部１１３によって、
ディスプレイ３からＥＤＩＤが取得される（Ｓ２１１）。そして、第１コード生成部１１
４によって、ＥＤＩＤのチェックサムが正しいか否かの判定が行われる（Ｓ２１３）。チ
ェックサムが正しくないと判定された場合（Ｓ２１３でＮＯ）には、第１コード生成部１
１４によって、エラーコードとして「０３」がセットされ（Ｓ２１５）、処理がリターン
される。チェックサムが正しいと判定された場合（Ｓ２１３でＹＥＳ）には、処理がリタ
ーンされる。
【００６４】
　図６は、図４に示すフローチャートのステップＳ１０５で実行されるＨＤＣＰ処理の一
例を示す詳細フローチャートである。まず、ＨＤＣＰ処理部１１５によって、ディスプレ
イ３に対してＫＳＶ（以下、ＡＫＳＶという）情報が送信される（Ｓ３０１）。そして、
ＨＤＣＰ処理部１１５によって、ディスプレイ３からＫＳＶ（以下、ＢＫＳＶという）情
報が受信される（Ｓ３０３）。次いで、第２コード生成部１１６によって、ステップ３０
３において受信されたＢＫＳＶ情報が正しいか否かの判定が行われる（Ｓ３０５）。
【００６５】
　ＢＫＳＶ情報が正しくないと判定された場合（Ｓ３０５でＮＯ）には、第２コード生成
部１１６によって、エラーコードとして「０５」がセットされ（Ｓ３０７）、処理がリタ
ーンされる。ＢＫＳＶ情報が正しいと判定された場合（Ｓ３０５でＹＥＳ）には、ＨＤＣ
Ｐ処理部１１５によって、セッションキー情報（以下、Ｒ０情報という）が演算して生成
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されると共に、ディスプレイ３からＲ０情報に対応する情報であるＲ０’情報が取得され
る（Ｓ３０９）。そして、第２コード生成部１１６によって、ステップ３０９において生
成されたＲ０情報が正しいか否か（＝Ｒ０情報が、ディスプレイ３から取得されたＲ０’
情報と一致するか否か）の判定が行われる（Ｓ３１１）。
【００６６】
　Ｒ０情報がＲ０’情報と一致しないと判定された場合（Ｓ３１１でＮＯ）には、第２コ
ード生成部１１６によって、エラーコードとして「０６」がセットされ（Ｓ３１３）、処
理がリターンされる。Ｒ０情報がＲ０’情報と一致すると判定された場合（Ｓ３１１でＹ
ＥＳ）には、ＨＤＣＰ処理部１１５によって、予め設定された時間（ここでは、２秒）経
過したか否かの判定が行われる（Ｓ３１５）。２秒経過していないと判定された場合（Ｓ
３１５でＮＯ）には、処理が待機状態とされる。
【００６７】
　２秒経過したと判定された場合（Ｓ３１５でＹＥＳ）には、ＨＤＣＰ処理部１１５によ
って、ＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報（以下、Ｒｉ情報という）が生成されると共に
、Ｒｉ情報に対応するＲｉ’情報がディスプレイ３から取得され、第２コード生成部１１
６によって、Ｒｉ情報が正しいか否か（＝Ｒｉ情報が、ディスプレイ３から取得されたＲ
ｉ’情報と一致するか否か）が判定される（Ｓ３１７）。Ｒｉ情報がＲｉ’情報と一致し
ないと判定された場合（Ｓ３１７でＮＯ）には、第２コード生成部１１６によって、エラ
ーコードとして「０６」がセットされ（Ｓ３１３）、処理がリターンされる。Ｒｉ情報が
Ｒｉ’情報と一致すると判定された場合（Ｓ３１７でＹＥＳ）には、処理がリターンされ
る。
【００６８】
　このようにして、ＤＤＣでの通信エラーが検出された場合に、ＤＤＣでの通信エラーが
発生した旨の情報であるエラー情報がＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力
されるため、例えば、ディスプレイ３に、ＤＤＣでの通信エラーが発生した旨の表示等を
させることが可能となり、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して適正な情報を出力するこ
とができる。
【００６９】
　また、ディスプレイ３からＥＤＩＤを取得中に、ＤＤＣでの通信エラーが検出された場
合に、エラーの発生状況に基づいて、エラーコードが生成され、生成されたエラーコード
情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣでの通信
エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００７０】
　更に、ＤＤＣがＬｏｗ固定されている場合には、予め設定されたエラーコード（ここで
は、「０２」）が生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介し
てディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情
報を出力することができる。
【００７１】
　加えて、ディスプレイ３からＤＤＣを介してＡＣＫ情報が返信されていない場合には、
予め設定されたエラーコード（ここでは、「０１」）が生成され、生成されたエラーコー
ド情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣでの通
信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００７２】
　また、ディスプレイ３から取得されたＥＤＩＤチェックサムが正しくない場合には、予
め設定されたエラーコード（ここでは、「０３」）が生成され、生成されたエラーコード
情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣでの通信
エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００７３】
　更に、ＨＤＣＰ処理を実行中に、通信エラーが検出された場合に、エラーの発生状況に
基づいて、エラーコードが生成され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネ
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ルを介してディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に
適正な情報を出力することができる。
【００７４】
　加えてディスプレイ３から取得されたＫＳＶ情報（＝ＢＫＳＶ情報）が正しくない場合
には、予め設定されたエラーコード（ここでは、「０５」）が生成され、生成されたエラ
ーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力されるため、ＤＤＣ
での通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００７５】
　また、ディスプレイ３から取得されたセッションキー情報（＝Ｒ０’情報）が正しくな
い場合には、予め設定されたエラーコード（ここでは、「０６」）が生成され、生成され
たエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出力されるため、
ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することができる。
【００７６】
　更に、ディスプレイ３から取得されたＨＤＣＰ　ＢｌｋＣｉｐｈｅｒ情報（＝Ｒｉ’情
報）が正しくない場合には、予め設定されたエラーコード（ここでは、「０６」）が生成
され、生成されたエラーコード情報が、ＴＭＤＳチャンネルを介してディスプレイ３へ出
力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して更に適正な情報を出力することがで
きる。
【００７７】
　加えて、エラーコードが生成された場合に、生成されたエラーコードに対応するエラー
画面情報が生成され、生成されたエラー画面情報が、ディスプレイ３に対してＴＭＤＳチ
ャンネルを介して表示させるべく出力されるため、ＤＤＣでの通信エラーの発生に関して
更に適正な情報を出力することができる。
【００７８】
　なお、本発明は、以下の形態にも適用可能である。
　（Ａ）本実施形態では、動画像再生装置がＤＶＤプレイヤ１である場合について説明し
たが、動画像及び音声を出力可能に構成されたディスプレイ３等の表示装置とＨＤＭＩを
介して通信可能に接続され、ＤＶＤ－ＲＡＭ１００等の記録媒体に格納された情報を読み
出して再生可能に構成された装置であればよい。例えば、動画像再生装置が、ビデオテー
ププレイヤ、パーソナルコンピュータ等である形態でもよい。
【００７９】
　（Ｂ）本実施形態では、表示装置がディスプレイ３である場合について説明したが、動
画像及び音声を出力可能に構成され、ＤＶＤプレイヤ１等の動画像再生装置とＨＤＭＩを
介して通信可能に接続される装置であればよい。例えば、表示装置がテレビ放送を受信可
能に構成されたテレビ受信機等である形態でもよい。
【００８０】
　（Ｃ）本実施形態では、第１コード生成部１１４が、ＤＤＣがＬｏｗ固定されているか
否か等の判定を行う場合について説明したが、第１コード生成部１１４が、更に、ディス
プレイ３から取得されたＥＤＩＤの内容にエラーが含まれているか否かを判定する形態で
もよい。この形態では、第１コード生成部１１４は、ＥＤＩＤの内容にエラーが含まれて
いる場合には、予め設定されたエラーコードを（例えば、エラーコード「０４」）を生成
することが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】は、本発明に係るＤＶＤプレイヤの接続状態の一例を示す構成図である。
【図２】は、ＤＶＤプレイヤの構成の一例を示すブロック図である。
【図３】は、本発明に係る主要部の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図４】は、図４は、マイクロプロセッサの動作の一例を示すフローチャートである。
【図５】は、図４に示すフローチャートのステップＳ１０１で実行されるＥＤＩＤ処理の
一例を示す詳細フローチャートである。
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【図６】は、図４に示すフローチャートのステップＳ１０５で実行されるＨＤＣＰ処理の
一例を示す詳細フローチャートである。
【符号の説明】
【００８２】
　　　１　　ＤＶＤプレイヤ（動画像再生装置）
　　　１００　　ＤＶＤ－ＲＡＭ
　　　１１　　マイクロプロセッサ
　　　１１１　　エラー検出部（エラー検出手段）
　　　１１２　　エラー情報生成部（エラー情報生成手段）
　　　１１３　　ＥＤＩＤ取得部（ＥＤＩＤ取得手段）
　　　１１４　　第１コード生成部（第１コード生成手段）
　　　１１５　　ＨＤＣＰ処理部（ＨＤＣＰ処理手段）
　　　１１６　　第２コード生成部（第２コード生成手段）
　　　１１７　　エラー情報出力部（エラー情報出力手段）
　　　１１８　　画面生成部（画面生成手段）
　　　１１９　　エラー表示制御部（エラー表示制御手段）
　　　２　　リモートコントローラ
　　　３　　ディスプレイ（表示装置）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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