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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を発生して、所定の規格に準拠する伝送
路を介して信号シンク装置に出力する信号ソース装置において、
　上記信号シンク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シンク装置
からの応答信号を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し、上記
信号シンク装置との間で機器認証を完了した後に、上記映像信号及び音声信号のうちの少
なくとも一方を上記信号シンク装置に出力する制御手段を備え、
　上記制御手段は、上記機器認証完了後に、上記信号シンク装置での初期起動設定処理に
要する時間よりも長くなるように設定された所定の待機時間が経過した後に、上記映像信
号及び音声信号のうちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力することを特徴とす
る信号ソース装置。
【請求項２】
　上記信号ソース装置は、上記映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を信号リピ
ータ装置を介して上記信号シンク装置に出力し、
　上記制御手段は、上記信号ソース装置と上記信号シンク装置との間での機器認証、及び
上記信号リピータ装置と上記信号シンク装置との間での機器認証が完了した後に、上記映
像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力することを特徴
とする請求項１記載の信号ソース装置。
【請求項３】
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　上記制御手段は、上記信号シンク装置の識別情報、映像出力仕様及び音声出力仕様の少
なくとも１つを含むデータを受信して、当該受信したデータに基づいて上記所定の待機時
間を決定することを特徴とする請求項１記載の信号ソース装置。
【請求項４】
　上記所定の待機時間を上記信号ソース装置に入力する入力手段をさらに備えたことを特
徴とする請求項１記載の信号ソース装置。
【請求項５】
　所定の仕様を有する無画像無音信号を発生して上記信号シンク装置に出力する無画像無
音信号発生手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記機器認証完了後に、上記無画像無音信号を発生して上記信号シン
ク装置に出力するように上記無画像無音信号発生手段を制御し、上記待機時間の経過後に
、上記無画像無音信号の発生及び出力を停止するように上記無画像無音信号発生手段を制
御することを特徴とする請求項１乃至４のうちのいずれか１つに記載の信号ソース装置。
【請求項６】
　映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を発生して、所定の規格に準拠する伝送
路を介して信号シンク装置に出力する信号ソース装置の制御方法において、
　上記信号シンク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シンク装置
からの応答信号を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し、上記
信号シンク装置との間で機器認証を完了した後に、上記映像信号及び音声信号のうちの少
なくとも一方を上記信号シンク装置に出力するステップと、
　上記機器認証完了後に、上記信号シンク装置での初期起動設定処理に要する時間よりも
長くなるように設定された所定の待機時間が経過した後に、上記映像信号及び音声信号の
うちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力するステップとを含むことを特徴とす
る信号ソース装置の制御方法。
【請求項７】
　上記映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を信号リピータ装置を介して上記信
号シンク装置に出力し、上記信号ソース装置と上記信号シンク装置との間での機器認証、
及び上記信号リピータ装置と上記信号シンク装置との間での機器認証が完了した後に、上
記映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項６記載の信号ソース装置の制御方法。
【請求項８】
　上記信号シンク装置の識別情報、映像出力仕様及び音声出力仕様の少なくとも１つを含
むデータを受信して、当該受信したデータに基づいて上記所定の待機時間を決定するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項６記載の信号ソース装置の制御方法。
【請求項９】
　上記所定の待機時間を上記信号ソース装置に入力するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項６記載の信号ソース装置の制御方法。
【請求項１０】
　上記機器認証完了後に、所定の仕様を有する無画像無音信号を発生して上記信号シンク
装置に出力し、上記待機時間の経過後に、上記無画像無音信号の発生及び出力を停止する
ステップをさらに含むことを特徴とする請求項６乃至９のうちのいずれか１つに記載の信
号ソース装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項６記載の信号ソース装置の制御方法における各ステップを含むことを特徴とする
コンピュータにより実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を発生して、所定の規格に準
拠する伝送路を介して信号シンク装置に出力する信号ソース装置及びその制御方法に関す
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る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンテンツを再生してディジタル映像信号及びディジタル音声信号を発生し、液
晶表示装置等の映像出力装置やディジタルスピーカ等の音声出力装置に送信して出力する
ＤＶＤプレーヤ等のソース装置及びその制御方法が提案されている（例えば、特許文献１
－３等参照。）。
【０００３】
　近年、ディジタル映像信号及びディジタル音声信号を、ＤＶＤプレーヤやセットトップ
ボックス等のソース装置から、液晶表示装置やプロジェクタ等のシンク装置に送信するた
めのインターフェース規格である高品位マルチメディアインターフェース（Ｈｉｇｈ－Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ；以下、ＨＤＭＩとい
う。）規格が提案され、ＨＤＭＩ規格を採用したＡＶ機器が市場に普及している。ＨＤＭ
Ｉ規格においては、コンテンツの著作権保護のためにＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－Ｂａｎｄｗｉ
ｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ；以下、ＨＤＣＰとい
う。）認証が採用されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３１２３１７号公報。
【特許文献２】特開２０００－２１７０７１号公報。
【特許文献３】特開平５－３２８２３９号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術に係るソース装置及びその制御方法によれば、信号ソース装置
と信号シンク装置との間でＨＤＣＰ認証が終了したか否か、及び、信号シンク装置におい
て音声出力サンプリングの設定や映像出力解像度の設定等の初期起動設定処理が終了した
か否かに関わらず、信号ソース装置は信号シンク装置に映像信号及び音声信号を出力した
。従って、ＨＤＭＩ規格を採用した信号ソース装置（以下、ＨＤＭＩソース装置という。
）及びＨＤＭＩ規格を採用した信号シンク装置（以下、ＨＤＭＩシンク装置という。）を
備えて構成されるシステムにおいて、ＨＤＣＰ認証及び上記初期設定処理が終了していな
いときに、ＨＤＭＩソース装置からＨＤＭＩシンク装置に映像信号及び音声信号が送信さ
れると、ＨＤＭＩシンク装置において映像信号及び音声信号の先頭部分を受信できず、当
該先頭部分に含まれる映像データ及び音声データをＨＤＭＩシンク装置のディスプレイ及
びスピーカから出力できないという問題があった。
【０００６】
　本発明の目的は以上の問題点を解決し、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方
をその先頭部分から従来技術に比較して確実に信号シンク装置に出力できる信号ソース装
置及びその制御方法並びにそのコンピュータにより実行可能なプログラムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係る信号ソース装置は、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を
発生して、所定の規格に準拠する伝送路を介して信号シンク装置に出力する信号ソース装
置において、
　上記信号シンク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シンク装置
からの応答信号を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し、上記
信号シンク装置との間で機器認証を完了した後に、上記映像信号及び音声信号のうちの少
なくとも一方を上記信号シンク装置に出力する制御手段を備え、
　上記制御手段は、上記機器認証完了後に、上記信号シンク装置での初期起動設定処理に
要する時間よりも長くなるように設定された所定の待機時間が経過した後に、上記映像信
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号及び音声信号のうちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力することを特徴とす
る。
【０００８】
　上記信号ソース装置は、上記映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を信号リピ
ータ装置を介して上記信号シンク装置に出力し、
　上記制御手段は、上記信号ソース装置と上記信号シンク装置との間での機器認証、及び
上記信号リピータ装置と上記信号シンク装置との間での機器認証が完了した後に、上記映
像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力することを特徴
とする。
【００１０】
　さらに、上記信号ソース装置において、上記制御手段は、上記信号シンク装置の識別情
報、映像出力仕様及び音声出力仕様の少なくとも１つを含むデータを受信して、当該受信
したデータに基づいて上記所定の待機時間を決定することを特徴とする。
【００１１】
　またさらに、上記信号ソース装置において、上記所定の待機時間を上記信号ソース装置
に入力する入力手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、上記信号ソース装置において、所定の仕様を有する無画像無音信号を発生して上
記信号シンク装置に出力する無画像無音信号発生手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記機器認証完了後に、上記無画像無音信号を発生して上記信号シン
ク装置に出力するように上記無画像無音信号発生手段を制御し、上記待機時間の経過後に
、上記無画像無音信号の発生及び出力を停止するように上記無画像無音信号発生手段を制
御することを特徴とする。
【００１３】
　第２の発明に係る信号ソース装置の制御方法は、映像信号及び音声信号のうちの少なく
とも一方を発生して、所定の規格に準拠する伝送路を介して信号シンク装置に出力する信
号ソース装置の制御方法において、
　上記信号シンク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シンク装置
からの応答信号を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し、上記
信号シンク装置との間で機器認証を完了した後に、上記映像信号及び音声信号のうちの少
なくとも一方を上記信号シンク装置に出力するステップと、
　上記機器認証完了後に、上記信号シンク装置での初期起動設定処理に要する時間よりも
長くなるように設定された所定の待機時間が経過した後に、上記映像信号及び音声信号の
うちの少なくとも一方を上記信号シンク装置に出力するステップとを含むことを特徴とす
る。
【００１４】
　上記信号ソース装置の制御方法において、上記映像信号及び音声信号のうちの少なくと
も一方を信号リピータ装置を介して上記信号シンク装置に出力し、上記信号ソース装置と
上記信号シンク装置との間での機器認証、及び上記信号リピータ装置と上記信号シンク装
置との間での機器認証が完了した後に、上記映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一
方を上記信号シンク装置に出力するステップをさらに含むことを特徴とする。
【００１６】
　さらに、上記信号ソース装置の制御方法において、上記信号シンク装置の識別情報、映
像出力仕様及び音声出力仕様の少なくとも１つを含むデータを受信して、当該受信したデ
ータに基づいて上記所定の待機時間を決定するステップをさらに含むことを特徴とする。
【００１７】
　またさらに、上記信号ソース装置の制御方法において、上記所定の待機時間を上記信号
ソース装置に入力するステップをさらに含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、上記信号ソース装置の制御方法において、上記機器認証完了後に、所定の仕様を
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有する無画像無音信号を発生して上記信号シンク装置に出力し、上記待機時間の経過後に
、上記無画像無音信号の発生及び出力を停止するステップをさらに含むことを特徴とする
。
【００１９】
　第３の発明に係るコンピュータにより実行可能なプログラムは、上記の信号ソース装置
の制御方法における各ステップを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る信号ソース装置及びその制御方法によれば、信号ソース装置は、信号シン
ク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シンク装置からの応答信号
を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し、信号シンク装置との
間で機器認証を完了した後に、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方を信号シン
ク装置に出力するので、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも一方をその先頭部分か
ら従来技術に比較して確実に信号シンク装置に出力できる。また、本発明に係るコンピュ
ータにより実行可能なプログラムよれば、上記信号ソース装置の制御方法における各ステ
ップを含むコンピュータにより実行可能なプログラムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、同様の構成要素
については同一の符号を付している。
【００２２】
第１の実施形態．
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るＤＶＤプレーヤ１００、リモートコントローラ
９０及びプラズマ表示装置２００の構成を示すブロック図である。
【００２３】
　図１において、ＨＤＭＩソース装置（ＨＤＭＩ規格を採用した信号ソース装置）である
ＤＶＤプレーヤ１００は、ＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭ
Ｉコネクタ２０１を介してＨＤＭＩシンク装置（ＨＤＭＩ規格を採用した信号シンク装置
）であるプラズマ表示装置２００に接続される。ここで、ＨＤＭＩケーブル４０１は、Ｈ
ＤＭＩ規格に準拠したディジタルデータ伝送バスであり、ＨＤＭＩコネクタ１０１及び２
０１は、ＨＤＭＩ規格に準拠したデータ端子である。図１において、ＨＤＭＩソース装置
であるＤＶＤプレーヤ１００は、プラズマ表示装置２００との間でＨＤＣＰ認証を完了し
た後に、映像信号及び音声信号をプラズマ表示装置２００に出力するコントローラ１０を
備えたことを特徴とする。
【００２４】
　また、リモートコントローラ９０は、リモコン信号送信回路９１を備え、ユーザからの
コンテンツ再生指示等に基づいて所定のリモコン信号を発生して、ＤＶＤプレーヤ１００
のリモコン信号受光回路５１に光無線送信する。
【００２５】
　図１において、ＤＶＤプレーヤ１００は、コントローラ１０と、ＨＤＭＩチップ２０と
、無画像無音信号発生回路３１を備えたデコーダ３０と、ＤＶＤドライブ４０と、ＤＶＤ
５０と、リモコン信号受光回路５１と、ＨＤＭＩコネクタ１０１とを備えて構成される。
ここで、コントローラ１０と、ＨＤＭＩチップ２０と、デコーダ３０と、ＤＶＤドライブ
４０と、リモコン信号受光回路５１とはコントローラ１０のバス１６及びＨＤＭＩチップ
２０のバス２５を介して互いに接続される。
【００２６】
　コントローラ１０は、ＤＶＤプレーヤ１００の全体の動作を制御するためのコントロー
ラであって、互いにバス１６を介して接続されるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１
２と、待機時間メモリ１４を有するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と
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、タイマ回路１５とを備えて構成される。ＣＰＵ１１は、ＤＶＤプレーヤ１００の全体の
動作を制御するコンピュータであって、詳細後述するコンテンツ送信処理等のソフトウェ
アのプログラム等を実行する。ＲＯＭ１３は、ＤＶＤプレーヤ１００の動作に必要な種々
のソフトウェア及び、ＣＰＵ１１によって実行される詳細後述するコンテンツ送信処理等
のソフトウェアのコンピュータにより実行可能なプログラムを予め記憶し、プラズマ表示
装置２００の製造者と、ＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩチップ６０との間でのＨＤＣＰ認
証の完了後、ＤＶＤ５０のコンテンツを再生して映像信号及び音声信号を発生してプラズ
マ表示装置に出力するまでの待機時間との関係を示す待機時間テーブルを予め記憶する待
機時間メモリ１４を含む。ここで、待機時間は、プラズマ表示装置２００においてコンテ
ンツを受信する前に実行する音声出力サンプリングの設定や映像出力仕様の設定等の初期
起動設定処理に要する時間に比較して長い時間値であり、プラズマ表示装置２００の製造
者に応じて０．５秒～１．０秒の値を有する。また、ＲＡＭ１２は、ＳＲＡＭ又はフラッ
シュメモリ等で構成され、ＣＰＵ１１のワーキングエリアとして使用されてプログラムの
実行時に発生する一時的なデータを記憶する。タイマ回路１５は、ＣＰＵ１１からの待機
開始及び所定の待機時間を示す制御信号に応答して計時を開始し、当該待機時間が経過し
たときに、待機時間の終了を示す待機終了信号を発生してＣＰＵ１１に出力する。
【００２７】
　図１のＤＶＤプレーヤ１００において、ＨＤＭＩチップ２０は、ＨＤＭＩコネクタ１０
１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２０
０とのインターフェースをとるためのインターフェース処理及びプラズマ表示装置２００
との間でＨＤＣＰ認証を行うための認証処理を実行するチップであり、互いにバス２５を
介して接続されるＣＰＵ２１と、ＲＡＭ２２と、ＲＯＭ２３と、インターフェース２４と
を備えて構成される。ＲＯＭ２３は、ＨＤＭＩチップ２０の動作に必要であって、ＣＰＵ
２１によって実行される種々のソフトウェアのプログラムを記憶する。また、ＲＡＭ２２
は、ＳＲＡＭ又はフラッシュメモリ等で構成され、ＣＰＵ２１のワーキングエリアとして
使用されてプログラムの実行時に発生する一時的なデータを記憶する。インターフェース
２４は、プラズマ表示装置２００とのインターフェース処理を実行して、ＨＤＭＩ規格に
準拠する信号やデータをＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭＩ
コネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２００に出力する一方、プラズマ表示装置２０
０からＨＤＭＩコネクタ２０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭＩコネクタ１０１を
介して入力される信号を受信して、信号変換やプロトコル変換を含む所定のインターフェ
ース処理を実行してＣＰＵ２１に出力する。
【００２８】
　また、デコーダ３０の動作はＣＰＵ１１によって制御される。デコーダ３０は、ＤＶＤ
５０に格納されたコンテンツをＤＶＤドライブ４０を用いて再生してＣＰＵ１１又はＣＰ
Ｕ２１に出力するとともに、所定の仕様を有する黒画像信号及び無音信号を含む無画像無
音信号を発生してＣＰＵ２１に出力する。ここで、黒画像信号は輝度信号の値が１０ｈ（
１６進法）であり色差信号の値が８０ｈ（１６進法）である映像信号であり、無音信号は
音量値が００ｈ（１６進法）である音声信号である。
【００２９】
　リモコン信号受光回路５１は、リモートコントローラ９０からのリモコン信号を受光し
、ＣＰＵ１１に出力する。
【００３０】
　図１において、プラズマ表示装置２００は、ＨＤＭＩチップ６０と、映像信号処理回路
７１と、ディスプレイ７２と、音声信号処理回路７３と、スピーカ７４と、ＨＤＭＩコネ
クタ２０１とを備えて構成される。ここで、ＨＤＭＩチップ６０と、映像信号処理回路７
１と、音声信号処理回路７３とはＨＤＭＩチップ６０のバス６６を介して互いに接続され
る。ＨＤＭＩチップ６０は、ＨＤＭＩコネクタ２０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤ
ＭＩコネクタ１０１を介してＤＶＤプレーヤ１００とのインターフェースをとるためのイ
ンターフェース処理、ＤＶＤプレーヤ１００との間でＨＤＣＰ認証を行うための認証処理
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及びＤＶＤプレーヤ１００からの映像信号を映像信号処理回路７１を介してディスプレイ
７２に出力して表示する映像信号出力処理、及びＤＶＤプレーヤ１００からの音声信号を
音声信号処理回路７３を介してスピーカ７４に出力する音声信号出力処理を実行するチッ
プであり、互いにバス６６を介して接続されるＣＰＵ６１と、ＲＡＭ６２と、ＥＤＩＤ（
Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ；以下、
ＥＤＩＤという。）メモリ６４を備えたＲＯＭ６３と、インターフェース６５とを備えて
構成される。ＲＯＭ６３は、ＨＤＭＩチップ６０の動作に必要であって、ＣＰＵ６１によ
って実行される種々のソフトウェアのプログラムを予め記憶し、プラズマ表示装置２００
の製品情報、製造者名、映像符号化方式（例えば、ＲＧＢ、ＹＣＢＣＲ４：４：４又はＹ
ＣＢＣＲ４：２：２）、解像度、フィールド周波数、走査線数等の映像出力仕様及び音声
出力サンプリング等の音声出力仕様等のデータを予め記憶するＥＤＩＤメモリ６４を含む
。また、ＲＡＭ６２は、ＳＲＡＭ又はフラッシュメモリ等で構成され、ＣＰＵ６１のワー
キングエリアとして使用されてプログラムの実行時に発生する一時的なデータを記憶する
。インターフェース６５は、ＤＶＤプレーヤ１００とのインターフェース処理を実行して
、ＨＤＭＩ規格に準拠する信号やデータをＨＤＭＩコネクタ２０１、ＨＤＭＩケーブル４
０１及びＨＤＭＩコネクタ１０１を介してＤＶＤプレーヤ１００に出力する一方、ＤＶＤ
プレーヤ１００からＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭＩコネ
クタ２０１を介して入力される信号を受信して、信号変換やプロトコル変換を含む所定の
インターフェース処理を実行してＣＰＵ６１に出力する。
【００３１】
　また、映像信号処理回路７１は、ＤＶＤプレーヤ１００からＨＤＭＩコネクタ１０１、
ＨＤＭＩケーブル４０４及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介して入力される映像信号を所定
の仕様を有する映像表示用信号に変換してディスプレイ７２に出力して表示する。さらに
、音声信号処理回路７３は、ＤＶＤプレーヤ１００からＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭ
Ｉケーブル４０４及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介して入力される音声信号を、Ｄ／Ａ変
換及び増幅してスピーカ７４に出力する。
【００３２】
　図２は、図１のコントローラ１０によって実行されるコンテンツ送信処理を示すフロー
チャートである。
【００３３】
　図２のコンテンツ送信処理において、まずステップＳ１においてプラズマ表示装置２０
０のＲＯＭ６３のＥＤＩＤメモリ６４からＥＤＩＤを読み出してＣＰＵ１１に出力するよ
うにＨＤＭＩチップ２０を制御する。これに応答してＨＤＭＩチップ２０は、ＥＤＩＤメ
モリ６４に記憶されているＥＤＩＤを読み出してＣＰＵ１１に出力する。そして、ステッ
プＳ２において、入力されたＥＤＩＤのデータから、プラズマ表示装置２００の映像出力
仕様及び音声出力仕様を読み出す。次いで、ステップＳ３において、再生するコンテンツ
のヘッダ情報を読み出して、ヘッダ情報からコンテンツに含まれる映像信号の仕様及び音
声信号の仕様を読み出すようにデコーダ３０を制御する。これに応答して、デコーダ３０
は、再生するコンテンツに含まれる映像信号の仕様及び音声信号の仕様のデータをＣＰＵ
１１に出力する。ここで、コンテンツのヘッダ情報は、当該コンテンツに含まれる映像信
号の映像符号化方式（例えば、ＲＧＢ、ＹＣＢＣＲ４：４：４又はＹＣＢＣＲ４：２：２
）、解像度、フィールド周波数、走査線数等及び音声信号の音声出力サンプリング等のデ
ータを含む。さらに、ステップＳ４において、ステップＳ２で読み出したプラズマ表示装
置２００の映像出力仕様及び音声出力仕様及びステップＳ３で読み出したコンテンツに含
まれる映像信号の仕様及び音声信号の仕様に基づいて、プラズマ表示装置２００に出力す
る映像信号の仕様及び音声信号の仕様を決定する。例えば、コンテンツに含まれる映像信
号の仕様が「１９２０×１０８０ｉ」であり、プラズマ表示装置２００に接続の映像出力
仕様が「１２８０×７２０ｐ」である場合、プラズマ表示装置２００に出力する映像信号
の仕様を「１２８０×７２０ｐ」と決定する。また、例えば、コンテンツに含まれる音声
信号の音声出力サンプリングが４８ｋＨｚであり、プラズマ表示装置２００の音声出力サ
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ンプリングが４４．１ｋＨｚである場合、プラズマ表示装置２００に出力する音声信号の
音声出力サンプリングを４４．１ｋＨｚと決定する。次に、ステップＳ５において、ステ
ップＳ４で決定された映像信号の仕様及び音声信号の仕様を有する無画像無音信号を発生
してプラズマ表示装置２００に出力するようにデコーダ３０を制御する。これに応答して
デコーダ３０は、無画像無音信号を発生してＨＤＭＩチップ２０、ＨＤＭＩコネクタ１０
１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２０
０のＣＰＵ６１に出力する。ＣＰＵ６１は、入力される無画像無音信号に含まれる黒画像
信号を映像信号処理回路７１を介してディスプレイ７２に出力して表示するとともに、無
音信号を音声信号処理回路７３を介してスピーカ７４に出力する。
【００３４】
　次に、ステップＳ６において、ＨＤＣＰの第１認証をプラズマ表示装置２００のＨＤＭ
Ｉチップ６０に対して行うようにＨＤＭＩチップ２０を制御する。これに応答してＨＤＭ
Ｉチップ２０は、ＨＤＭＩチップ６０との間でＨＤＣＰの第１認証を行い、当該認証が完
了すると、ＨＤＣＰの第１認証の完了を示す第１認証完了信号を発生してＣＰＵ１１に出
力する。そして、ステップＳ７において、ＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ２０から上記第
１認証完了信号を受信したか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ８に進む一方、Ｎ
Ｏの場合はステップＳ７に戻る。
【００３５】
　次に、ステップＳ８において、ステップＳ２で入力されたＥＤＩＤに含まれるプラズマ
表示装置２００の製造者のデータに基づいて、待機時間メモリ４に記憶されている待機時
間テーブルを参照して待機時間を決定し、待機開始及び当該待機時間を示す制御信号を発
生してタイマ回路１５に出力することにより待機を開始する。ＣＰＵ１１からの制御信号
に応答して、タイマ回路１５は計時を開始する。次に、ステップＳ９において、タイマ回
路１５からの待機終了信号を受信したか否かによって待機時間が経過したか否かを判断し
、ＹＥＳのときはステップＳ１０に進む一方、ＮＯのときはステップＳ９に戻る。
【００３６】
　ステップＳ１０において待機を終了し、無画像無音信号の発生及び出力を停止するよう
にデコーダ３０を制御する。これに応答してデコーダ３０は、無画像無音信号の発生及び
出力を停止する。次にステップＳ１１において、コンテンツを再生してステップＳ５で決
定した映像信号の仕様及び音声信号の仕様を有する映像信号及び音声信号を発生して、プ
ラズマ表示装置２００に出力するようにデコーダ３０を制御してコンテンツ送信処理を終
了する。これに応答してデコーダ３０は、コンテンツを再生して映像信号及び音声信号を
発生してＨＤＭＩチップ２０、ＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０１及びＨ
ＤＭＩコネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２００のＣＰＵ６１に出力する。ＣＰＵ
６１は、入力される映像信号を映像信号処理回路７１を介してディスプレイ７２に出力し
て表示するとともに、音声信号を音声信号処理回路７３を介してスピーカ７４に出力する
。
【００３７】
　ここで、図２のステップＳ１～Ｓ５の処理に要する時間は約１秒であり、ステップＳ６
におけるＨＤＣＰの第１認証処理に要する時間は約３秒であり、プラズマ表示装置２００
でコンテンツを受信する前に実行する初期起動設定処理に要する時間に比較して長い待機
時間は０．５～１．０秒である。従って、コンテンツ再生処理の開始から、プラズマ表示
装置２００においてコンテンツに含まれる映像信号及び音声信号が出力されるまでに要す
る時間は、４．５～５．５秒程度である。従来は、ＤＶＤプレーヤ等のソース装置とプラ
ズマ表示装置等のシンク装置との間でＨＤＣＰ認証が完了したか否か、及び、シンク装置
において初期起動設定処理が終了したか否かに関わらず、ソース装置はコンテンツをシン
ク装置に送信した。従って、ソース装置においてコンテンツの先頭部分の４．５～５．５
秒程度のデータを受信して出力することができなかった。しかしながら、上記のように構
成されたＤＶＤプレーヤ１００によれば、ＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩ
チップ６０との間のＨＤＣＰ認証の完了後、プラズマ表示装置２００のＥＤＩＤメモリ６
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４に予め記憶されているＥＤＩＤのデータに基づいて待機時間を決定し、当該待機時間が
経過した後にコンテンツをプラズマ表示装置２００に送信するので、コンテンツに含まれ
る映像信号及び音声信号を先頭部分から、従来技術に比較して確実にプラズマ表示装置２
００においてディスプレイ７２及びスピーカ７４に出力できる。また、ＣＰＵ１１は、待
機中は、デコーダ３０を無画像無音信号を発生してプラズマ表示装置２００に出力するよ
うに制御するので、プラズマ表示装置２００のディスプレイ７２において映像の乱れが発
生せず、スピーカ７４において音飛びが発生しない。
【００３８】
　上記実施形態において、ＣＰＵ１１は、プラズマ表示装置２００の製造者のデータと、
ＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩチップ６０との間でのＨＤＣＰ認証の完了後の待機時間と
の関係を示す待機時間テーブルを参照して待機時間を決定したが、本発明はこれに限らず
、ユーザがリモートコントローラ９０を使用してＣＰＵ１１に指示した所定の待機時間、
ＲＯＭ１３に予め記憶された所定の待機時間、又はＥＤＩＤメモリ６４に記憶されている
ＥＤＩＤの他のデータに基づいて決定した所定の待機時間でもよく、当該待機時間は、プ
ラズマ表示装置２００でコンテンツを受信する前に実行する初期起動設定処理に要する時
間に比較して長い時間値であればよい。
【００３９】
　上記の実施形態において、ＤＶＤプレーヤ１００は、映像信号をプラズマ表示装置２０
０のディスプレイ７２に出力して表示するとともに、音声信号をスピーカ７４に出力した
が、本発明はこれに限らず、映像信号及び音声信号のうち一方のみをプラズマ表示装置２
００に出力してもよい。
【００４０】
第２の実施形態．
　図３は、本発明の第２の実施形態に係るＤＶＤプレーヤ１００、リモートコントローラ
９０、ＡＶアンプ３００及びプラズマ表示装置２００の構成を示すブロック図である。
【００４１】
　図３において、ＨＤＭＩソース装置であるＤＶＤプレーヤ１００は、ＨＤＭＩコネクタ
１０１、ＨＤＭＩケーブル４０２及びＨＤＭＩコネクタ３０１を介してＨＤＭＩ規格を採
用した信号リピータ装置（以下、ＨＤＭＩリピータ装置という。）であるＡＶアンプ３０
０に接続され、ＡＶアンプ３００はＨＤＭＩコネクタ３０２、ＨＤＭＩケーブル４０３及
びＨＤＭＩコネクタ２０１を介してＨＤＭＩシンク装置であるプラズマ表示装置２００に
接続される。ここで、ＨＤＭＩケーブル４０２，４０３は、ＨＤＭＩ規格に準拠したディ
ジタルデータ伝送バスであり、ＨＤＭＩコネクタ３０１及び３０２は、ＨＤＭＩ規格に準
拠したデータ端子である。本実施形態は、図１の第１の実施形態と比較して、ＤＶＤプレ
ーヤ１００のＣＰＵ１１は、プラズマ表示装置２００の製造者のデータに基づいて待機時
間を決定し、ＤＶＤプレーヤ１００とＡＶアンプ３００との間のＨＤＣＰ認証及びＡＶア
ンプ３００とプラズマ表示装置２００との間のＨＤＣＰ認証処理の完了後、当該待機時間
が経過した後に、コンテンツに含まれる映像信号をＡＶアンプ３００を介してプラズマ表
示装置２００のディスプレイ７２に出力して表示し、コンテンツに含まれる音声信号をＡ
Ｖアンプ３００を介してスピーカ８９に出力したことを特徴とする。以下、第１の実施形
態との相違点を詳述する。
【００４２】
　図３において、ＡＶアンプ３００は、ＨＤＭＩチップ８０と、スピーカ８９に接続され
る音声信号増幅器８８と、ＨＤＭＩコネクタ３０１及び３０２とを備えて構成される。こ
こで、ＨＤＭＩチップ６０と、音声信号増幅器８８とはＨＤＭＩチップ８０のバス８６を
介して互いに接続される。ＨＤＭＩチップ８０は、ＨＤＭＩコネクタ３０１、ＨＤＭＩケ
ーブル４０２及びＨＤＭＩコネクタ１０１を介してＤＶＤプレーヤ１００とのインターフ
ェースをとるためのインターフェース処理、ＨＤＭＩコネクタ３０２、ＨＤＭＩケーブル
４０３及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２００とのインターフェー
スをとるためのインターフェース処理、ＤＶＤプレーヤ１００及びプラズマ表示装置２０
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０との間でＨＤＣＰ認証を行うための認証処理、ＤＶＤプレーヤ１００からの映像信号を
プラズマ表示装置２００に出力する映像信号中継処理、及びＤＶＤプレーヤ１００からの
音声信号を音声信号増幅器８８を介してスピーカ８９に出力する音声信号出力処理を実行
するチップであり、互いにバス８６を介して接続されるＣＰＵ８１と、ＲＡＭ８２と、Ｅ
ＤＩＤメモリ８４を備えたＲＯＭ８３と、インターフェース８５とを備えて構成される。
ＲＯＭ８３は、ＨＤＭＩチップ８０の動作に必要であって、ＣＰＵ８１によって実行され
る種々のソフトウェアのプログラムを予め記憶し、プラズマ表示装置２００のＥＤＩＤメ
モリ６４に記憶されているＥＤＩＤ及びＡＶアンプ３００の製品情報、製造者名及び音声
出力サンプリング等の音声出力仕様等のデータを予め記憶するＥＤＩＤメモリ８４を含む
。また、ＲＡＭ８２は、ＳＲＡＭ又はフラッシュメモリ等で構成され、ＣＰＵ８１のワー
キングエリアとして使用されてプログラムの実行時に発生する一時的なデータを記憶する
。インターフェース８５は、ＤＶＤプレーヤ１００とのインターフェース処理を実行して
、ＨＤＭＩ規格に準拠する信号やデータをＨＤＭＩコネクタ３０１、ＨＤＭＩケーブル４
０２及びＨＤＭＩコネクタ１０１を介してＤＶＤプレーヤ１００に出力する一方、ＤＶＤ
プレーヤ１００からＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０２及びＨＤＭＩコネ
クタ３０１を介して入力される信号を受信して、信号変換やプロトコル変換を含む所定の
インターフェース処理を実行してＣＰＵ８１に出力する。さらに、インターフェース８５
は、プラズマ表示装置２００とのインターフェース処理を実行して、ＨＤＭＩ規格に準拠
する信号やデータをＨＤＭＩコネクタ３０２、ＨＤＭＩケーブル４０３及びＨＤＭＩコネ
クタ２０１を介してプラズマ表示装置２００に出力する一方、プラズマ表示装置２００か
らＨＤＭＩコネクタ２０１、ＨＤＭＩケーブル４０３及びＨＤＭＩコネクタ３０２を介し
て入力される信号を受信して、信号変換やプロトコル変換を含む所定のインターフェース
処理を実行してＣＰＵ８１に出力する。また、音声信号増幅器８８は、入力される音声信
号を、Ｄ／Ａ変換及び増幅してスピーカ８９に出力する。
【００４３】
　図３において、待機時間メモリ１４は、プラズマ表示装置２００の製造者のデータと、
ＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩチップ８０との間でのＨＤＣＰ認証及びＨＤＭＩチップ８
０とＨＤＭＩチップ６０との間でのＨＤＣＰ認証の完了後の待機時間との関係を示す待機
時間テーブルを待機時間メモリ１４に予め記憶する。ここで、待機時間は、プラズマ表示
装置２００においてコンテンツを受信する前に実行する映像出力仕様の設定等の初期起動
設定処理に要する時間に比較して長い時間値であり、プラズマ表示装置２００の製造者に
応じて０．５秒～１．０秒の値を有する。
【００４４】
　図４は、図３のコントローラ１０によって実行されるコンテンツ送信処理を示すフロー
チャートである。
【００４５】
　図４のコンテンツ送信処理において、まずステップＳ１２においてＡＶアンプ３００の
ＲＯＭ８３のＥＤＩＤメモリ８４からＥＤＩＤを読み出してＣＰＵ１１に出力するように
ＨＤＭＩチップ２０を制御する。これに応答してＨＤＭＩチップ２０は、ＥＤＩＤメモリ
８４に記憶されているＥＤＩＤを読み出してＣＰＵ１１に出力する。そして、ステップＳ
１３において、入力されたＥＤＩＤのデータから、プラズマ表示装置２００の映像出力仕
様及びＡＶアンプ３００の音声出力仕様を読み出す。次いで、ステップＳ１４において、
再生するコンテンツのヘッダ情報を読み出して、ヘッダ情報からコンテンツに含まれる映
像信号の仕様及び音声信号の仕様を読み出すようにデコーダ３０を制御する。これに応答
して、デコーダ３０は、再生するコンテンツに含まれる映像信号の仕様及び音声信号の仕
様のデータをＣＰＵ１１に出力する。ここで、コンテンツのヘッダ情報は、当該コンテン
ツに含まれる映像信号の映像符号化方式（例えば、ＲＧＢ、ＹＣＢＣＲ４：４：４又はＹ
ＣＢＣＲ４：２：２）、解像度、フィールド周波数、走査線数等及び音声信号の音声出力
サンプリング等のデータを含む。さらに、ステップＳ１５において、ステップＳ１３で読
み出したプラズマ表示装置２００の映像出力仕様及びＡＶアンプ３００の音声出力仕様及
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びステップＳ１４で読み出したコンテンツに含まれる映像信号の仕様及び音声信号の仕様
に基づいて、プラズマ表示装置２００に出力する映像信号の仕様及びＡＶアンプ３００に
出力する音声信号の仕様を決定する。例えば、コンテンツに含まれる映像信号の仕様が「
１９２０×１０８０ｉ」であり、プラズマ表示装置２００に接続の映像出力仕様が「１２
８０×７２０ｐ」である場合、プラズマ表示装置２００に出力する映像信号の仕様を「１
２８０×７２０ｐ」と決定する。また、例えば、コンテンツに含まれる音声信号の音声出
力サンプリングが４８ｋＨｚであり、ＡＶアンプ３００に出力する音声信号の音声出力サ
ンプリングが４４．１ｋＨｚである場合、ＡＶアンプ３００に出力する音声信号の音声出
力サンプリングを４４．１ｋＨｚと決定する。次に、ステップＳ１６において、ステップ
Ｓ１５で決定された映像信号の仕様及び音声信号の仕様を有する無画像無音信号を発生し
てＡＶアンプ３００及びプラズマ表示装置２００に出力するようにデコーダ３０を制御す
る。これに応答してデコーダ３０は、無画像無音信号を発生してＨＤＭＩチップ２０、Ｈ
ＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０２及びＨＤＭＩコネクタ３０１を介してＡ
Ｖアンプ３００のＣＰＵ８１に出力する。ＣＰＵ８１は、入力される無画像無音信号に含
まれる無音信号を音声信号増幅器８８を介してスピーカ８９に出力するとともに、入力さ
れる無画像無音信号に含まれる黒画像信号をＨＤＭＩコネクタ３０２、ＨＤＭＩケーブル
４０３及びＨＤＭＩコネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２００のＣＰＵ６１に出力
する。ＣＰＵ６１は、入力される黒画像信号を映像信号処理回路７１を介してディスプレ
イ７２に出力して表示する。
【００４６】
　次に、ステップＳ１７において、ＨＤＣＰの第１認証をＡＶアンプ３００のＨＤＭＩチ
ップ８０に対して行うようにＨＤＭＩチップ２０を制御する。これに応答してＨＤＭＩチ
ップ２０のＣＰＵ２１は、ＨＤＭＩチップ８０との間でＨＤＣＰの第１認証処理を実行す
る。さらに、ＨＤＭＩチップ８０のＣＰＵ８１は、ＨＤＭＩチップ２０との間でのＨＤＣ
Ｐの第１認証が完了すると、ＨＤＭＩチップ６０との間でＨＤＣＰの第１認証を行い、第
１認証完了信号を発生してＣＰＵ２１に出力する。さらに、ＣＰＵ２１は、ＣＰＵ８１か
らの第１認証完了信号に応答して、ＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩチップ８０との間のＨ
ＤＣＰの第１認証の完了及びＨＤＭＩチップ８０とＨＤＭＩチップ６０との間のＨＤＣＰ
の第１認証の完了を示す第１認証完了信号を発生してＣＰＵ１１に出力する。そして、ス
テップＳ１８において、ＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ８０から上記第１認証完了信号を
受信したか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ１９に進む一方、ＮＯの場合はステ
ップＳ１８に戻る。
【００４７】
　ここで、ＨＤＭＩチップ２０は、図示しないＨＤＣＰ認証レジスタを有し、ＨＤＭＩチ
ップ８０との間でのＨＤＣＰの第１認証時に、当該ＨＤＣＰ認証レジスタの所定のビット
にＡＶアンプ３００がＨＤＭＩリピータ装置か否かを示すレジスタ値が書き込まれる。ス
テップＳ１９においてＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ２０のＨＤＣＰ認証レジスタの所定
のビットのレジスタ値を読み出すことにより、ＡＶアンプ３００がＨＤＭＩリピータ装置
である否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ２０に進む一方、ＮＯのときはステップ
Ｓ２２に進む。
【００４８】
　次いで、ステップＳ２０において、ＨＤＣＰの第２認証をＡＶアンプ３００のＨＤＭＩ
チップ８０に対して行うようにＨＤＭＩチップ２０を制御する。これに応答してＨＤＭＩ
チップ２０は、ＨＤＭＩチップ８０との間でＨＤＣＰの第２認証を行い、当該認証が完了
すると、ＨＤＣＰの第２認証の完了を示す第２認証完了信号を発生してＣＰＵ１１に出力
する。そして、ステップＳ２１において、ＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ２０から上記第
２認証完了信号を受信したか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ２２に進む一方、
ＮＯの場合はステップＳ２１に戻る。
【００４９】
　次に、ステップＳ２２において、ステップＳ１３で入力されたＥＤＩＤに含まれるプラ
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ズマ表示装置２００の製造者のデータに基づいて、待機時間メモリ４に記憶されている待
機時間テーブルを参照して待機時間を決定し、待機開始及び当該待機時間を示す制御信号
を発生してタイマ回路１５に出力することにより待機を開始する。ＣＰＵ１１からの制御
信号に応答して、タイマ回路１５は計時を開始する。次に、ステップＳ２３において、タ
イマ回路１５からの待機終了信号を受信したか否かによって待機時間が経過したか否かを
判断し、ＹＥＳのときはステップＳ２４に進む一方、ＮＯのときはステップＳ２３に戻る
。
【００５０】
　ステップＳ２４において待機を終了し、無画像無音信号の発生及び出力を停止するよう
にデコーダ３０を制御する。これに応答してデコーダ３０は、無画像無音信号の発生及び
出力を停止する。次にステップＳ２５において、コンテンツを再生してステップＳ１５で
決定した映像信号の仕様及び音声信号の仕様を有する映像信号及び音声信号を発生して、
プラズマ表示装置２００に出力するようにデコーダ３０を制御してコンテンツ送信処理を
終了する。これに応答してデコーダ３０は、コンテンツを再生して映像信号及び音声信号
を発生してＨＤＭＩチップ２０、ＨＤＭＩコネクタ１０１、ＨＤＭＩケーブル４０２及び
ＨＤＭＩコネクタ３０１を介してＡＶアンプ３００のＣＰＵ８１に出力する。ＣＰＵ８１
は、入力される音声信号を音声信号増幅器８８を介してスピーカ８９に出力するとともに
、入力される映像信号をＨＤＭＩコネクタ３０２、ＨＤＭＩケーブル４０３及びＨＤＭＩ
コネクタ２０１を介してプラズマ表示装置２００のＣＰＵ６１に出力する。ＣＰＵ６１は
、入力される映像信号を映像信号処理回路７１を介してディスプレイ７２に出力して表示
する。
【００５１】
　ここで、図４のステップＳ１２～Ｓ１６の処理に要する時間は約１秒であり、ステップ
Ｓ１８におけるＨＤＭＩチップ２０とＨＤＭＩチップ８０との間及びＨＤＭＩチップ８０
とＨＤＭＩチップ６０との間でのＨＤＣＰの第１認証処理に要する時間は合計約６秒であ
り、ステップＳ２０におけるＨＤＣＰの第２認証に要する時間は約０．１秒であり、ステ
ップＳ２３における待機時間は０．５～１．０秒である。従って、コンテンツ再生処理の
開始から、プラズマ表示装置２００及びＡＶアンプ３００においてコンテンツに含まれる
映像信号及び音声信号が出力されるまでに要する時間は、７．６～８．６秒程度である。
上記のように構成されたＤＶＤプレーヤ１００によれば、ＣＰＵ１１は、ＨＤＭＩチップ
２０とＨＤＭＩチップ８０との間のＨＤＣＰ認証及び、ＨＤＭＩチップ８０とＨＤＭＩチ
ップ６０との間のＨＤＣＰ認証の完了後、プラズマ表示装置２００のＥＤＩＤメモリ６４
に予め記憶されているＥＤＩＤのデータに基づいて待機時間を決定し、当該待機時間が経
過した後にコンテンツをプラズマ表示装置２００に送信するので、コンテンツに含まれる
映像信号を先頭部分から、従来技術に比較して確実にプラズマ表示装置２００においてデ
ィスプレイ７２及びスピーカ７４に出力できるとともに、コンテンツに含まれる音声信号
を先頭部分から、従来技術に比較して確実にＡＶアンプ３００に接続されたスピーカ８９
に出力できる。また、ＣＰＵ１１は、待機中は、デコーダ３０を無画像無音信号を発生し
てＡＶアンプ３００及びプラズマ表示装置２００に出力するように制御するので、ＡＶア
ンプ３００に接続されたスピーカ８９において音飛びが発生せず、プラズマ表示装置２０
０のディスプレイ７２において映像の乱れが発生しない。
【００５２】
　上記の実施形態において、ＣＰＵ１１はＥＤＩＤメモリ８４に記憶されたＥＤＩＤのデ
ータに基づいて待機時間を決定したが、本発明はこれに限らず、ＥＤＩＤメモリ６４に記
憶されたＥＤＩＤをＡＶアンプ３００を介して読み出し、当該ＥＤＩＤのデータに基づい
て待機時間を決定してもよい。
【００５３】
　上記の実施形態において、ＤＶＤプレーヤ１００は、映像信号をプラズマ表示装置２０
０のディスプレイ７２に出力して表示するとともに、音声信号をＡＶアンプ３００を介し
てスピーカ８９に出力したが、本発明はこれに限らず、第１の実施形態と同様に、音声信
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号をプラズマ表示装置２００のスピーカ７４に出力してもよく、映像信号及び音声信号の
うち少なくとも一方をプラズマ表示装置２００に出力してもよい。
【００５４】
　上記の第１の実施形態において、ＨＤＭＩソース装置であるＤＶＤプレーヤ１００は、
ＨＤＭＩケーブル４０１を介してＨＤＭＩシンク装置であるプラズマ表示装置２００に映
像信号及び音声信号を出力し、上記の第２の実施形態において、ＤＶＤプレーヤ１００は
、ＨＤＭＩケーブル４０２を介してＨＤＭＩリピータ装置であるＡＶアンプ３００に音声
信号を出力するとともにＨＤＭＩケーブル４０２、ＡＶアンプ３００及びＨＤＭＩケーブ
ル４０３を介してプラズマ表示装置２００に映像信号及び音声信号を出力したが、本発明
はこれに限らず、ディジタルテレビジョン信号受信装置、ディジタルスチルカメラ、ディ
ジタルビデオカメラ等の信号ソース装置や、液晶表示装置、プロジェクタ等の信号シンク
装置や、その他の信号リピータ装置であってもよい。
【００５５】
　また、上記各実施形態において、無画像無音信号は黒画像信号を含んだが、本発明はこ
れに限らず、黒以外の色の画像信号であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上詳述したように、本発明に係る信号ソース装置及びその制御方法によれば、信号ソ
ース装置は、信号シンク装置に対して信号を送信し、該信号の送信に対する上記信号シン
ク装置からの応答信号を受信することで、上記信号シンク装置との間で機器認証を実行し
、信号シンク装置との間で機器認証を完了した後に、映像信号及び音声信号のうちの少な
くとも一方を信号シンク装置に出力するので、映像信号及び音声信号のうちの少なくとも
一方を、その先頭部分から従来技術に比較して確実に信号シンク装置に出力できる。また
、本発明に係るコンピュータにより実行可能なプログラムよれば、上記信号ソース装置の
制御方法における各ステップを含むプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＤＶＤプレーヤ１００、リモートコントローラ９
０及びプラズマ表示装置２００の構成を示すブロック図である。
【図２】図１のコントローラ１０によって実行されるコンテンツ送信処理を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態に係るＤＶＤプレーヤ１００、リモートコントローラ９
０、ＡＶアンプ３００及びプラズマ表示装置２００の構成を示すブロック図である。
【図４】図３のコントローラ１０によって実行されるコンテンツ送信処理を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００５８】
１０…コントローラ、
１１，２１，６１，８１…ＣＰＵ、
１２，２２，６２，８２…ＲＡＭ、
１３，２３，６３，８３…ＲＯＭ、
１４…待機時間メモリ、
１５…タイマ回路、
１６，２５，６６，８６…バス、
２０，６０，８０…ＨＤＭＩチップ、
２４，６５，８５…インターフェース、
３０…デコーダ、
３１…無画像無音信号発生回路、
４０…ＤＶＤドライブ、
５０…ＤＶＤ、
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５１…リモコン信号受光回路、
６４，８４…ＥＤＩＤメモリ、
７１…映像信号処理回路、
７２…ディスプレイ、
７３…音声信号処理回路、
７４，８９…スピーカ、
８８…音声信号増幅器、
９０…リモートコントローラ、
９１…リモコン信号送信回路、
１００…ＤＶＤプレーヤ、
１０１，２０１，３０１，３０２…ＨＤＭＩコネクタ、
２００…プラズマ表示装置、
３００…ＡＶアンプ、
４０１，４０２，４０３…ＨＤＭＩケーブル。

【図１】 【図２】
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