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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロセッサと、
第２の装置とケーブル接続するためのインタフェースと、
前記インタフェースにおいて前記第２の装置とケーブル接続されたことを検出する検出
要素と、
演算回路と、
を備えた装置であって、前記プロセッサが、スタンバイモードにおいて前記演算回路への
１つ又はそれ以上の電源接続部をディスエーブルにするものであり、
前記装置が更に、
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スタンバイ電力源を用いて作動するスタンバイモード制御回路を備え、
該スタンバイモード制御回路が、前記第２の装置からのスティミュラス信号を検出し、
該スティミュラス信号に応答して前記プロセッサに信号を送り、前記プロセッサが前記演
算回路の１つ又はそれ以上の電源接続部をイネーブルにするようにし、
前記スティミュラス信号は、前記検出要素が前記ケーブル接続を検出したことに関連し
て、前記演算回路と結合されている制御バス上で受信される、装置。
【請求項２】
前記演算回路が、レシーバチップである、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記装置が、ＭＨＬ（モバイル・ハイデフニション・リンク）互換デバイスである、請
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求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記演算回路が、複数のトランジスタ素子を含み、前記１つ又はそれ以上の電源接続部
がディスエーブルにされたときに前記トランジスタ素子がディスエーブルにされる、請求
項１に記載の装置。
【請求項５】
前記演算回路が、スタンバイモードにおいて電源ダウン状態にされる、請求項１に記載
の装置。
【請求項６】
前記制御バスと前記演算回路とを接続する第１のスイッチを備え、
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前記第１のスイッチは、前記検出要素が前記ケーブル接続を検出したことに応じて有効
となる、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記スティミュラス信号は、前記制御バス上における電圧レベルの変化である、請求項
１に記載の装置。
【請求項８】
装置又はシステムをスタンバイモードに移行させる段階と、
演算回路への１つ又はそれ以上の電源接続部をプロセッサによってディスエーブルにす
る段階と、
スタンバイモード制御回路をスタンバイ電力源により作動させる段階と、
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検出要素にて、第２の装置又は第２のシステムとケーブル接続されたことを検出する段
階と、
前記スタンバイモード制御回路にて前記第２の装置又は第２のシステムからスティミュ
ラス信号を受け取る段階と、
前記スティミュラス信号に応答して、前記スタンバイモード制御回路から前記プロセッ
サへの信号を生成し、前記スタンバイモード制御回路からの信号に応答して、前記プロセ
ッサが前記１つ又はそれ以上の電源接続部をイネーブルにする段階と、を含み、
前記スティミュラス信号は、前記検出要素が前記ケーブル接続を検出したことに関連し
て、前記演算回路と結合されている制御バス上で受信される、方法。
【請求項９】
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前記１つ又はそれ以上の電源接続部をディスエーブルにすることにより、前記演算回路
が電源オフモードになる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
スタンバイモードの前記演算回路の複数のトランジスタをディスエーブルにすることに
より、前記装置又はシステムの漏洩電流消費量を低減する段階を更に含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
前記演算回路がレシーバチップである、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
前記装置又はシステムがＭＨＬ（モバイル・ハイデフニション・リンク）互換装置又は
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システムである、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
一連の命令を表すデータを格納させた非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前
記命令が、プロセッサによって実行されたときに、
装置又はシステムをスタンバイモードに移行させる段階と、
演算回路への１つ又はそれ以上の電源接続部をプロセッサによってディスエーブルにす
る段階と、
スタンバイモード制御回路をスタンバイ電力源により作動させる段階と、
検出要素にて、第２の装置又は第２のシステムとケーブル接続されたことを検出する段
階と、
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前記スタンバイモード制御回路にて前記第２の装置又は第２のシステムからスティミュ
ラス信号を受け取る段階と、
前記スティミュラス信号に応答して、前記スタンバイモード制御回路から前記プロセッ
サへの信号を生成し、前記スタンバイモード制御回路からの信号に応答して、前記プロセ
ッサが前記１つ又はそれ以上の電源接続部をイネーブルにする段階と、
を含む動作を前記プロセッサに実施させ、
前記スティミュラス信号は、前記検出要素が前記ケーブル接続を検出したことに関連し
て、前記演算回路と結合されている制御バス上で受信される、媒体。
【請求項１４】
前記１つ又はそれ以上の電源接続部をディスエーブルにすることにより、前記演算回路
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が電源オフモードになる、請求項１３に記載の媒体。
【請求項１５】
前記プロセッサによって実行されたときに、スタンバイモードの前記演算回路の複数の
トランジスタをディスエーブルにすることにより、前記装置又はシステムの漏洩電流消費
量を低減する段階を含む動作を前記プロセッサに実施させる命令を更に含む、請求項１３
に記載の媒体。
【請求項１６】
前記演算回路がレシーバチップである、請求項１３に記載の媒体。
【請求項１７】
前記装置又はシステムがＭＨＬ（モバイル・ハイデフニション・リンク）互換装置又は
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システムである、請求項１３に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
本出願は、２０１１年２月７日に出願された米国仮出願６１／４４０，１３１の関連出
願であり、当該仮出願に対する優先権を主張し、かかる仮出願は引用により本明細書に組
み込まれる。
（技術分野）
本発明の実施形態は全体的に、電子デバイスの分野に関し、より詳細には、低電力スタ

30

ンバイモード制御回路用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
テレビ及び他の民生用電子デバイスなどの電子デバイスの作動において、電力消費量の
低減は、依然として最優先事項である。電力消費量を最小限にすることは、モバイル作動
におけるバッテリ寿命の延長に役立ち、また、デバイスが電源出力から電力を受ける際の
電力生産に関する経済的及び環境的コストの低減に役立つ。
【０００３】
電力消費量を低減する一般的な手法のうちの１つは、デバイスが能動的作動状態にない
ときにデバイスをスタンバイモード又は他の低電力状態に移行させることであり、ここで
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デバイスは、電源オフ状態と比べてデバイスをより迅速に能動作動状態に移行させるのに
役立つスタンバイモードにされる。しかしながら、デバイスは、スタンバイモードにおい
ても引き続き電力を消費している。テレビセットに関する新しい規格では、電力消費量の
大幅な低減が要求され、特にスタンバイモードでのテレビの電力消費量に取り組んでいる
。
【０００４】
他の課題の中でも特に、電子デバイスは、スタンバイモード時に一定量の漏洩電流を消
費するトランジスタデバイスを含む。従って、チップは、スタンバイモードに設定された
場合でもターンオフされたチップのトランジスタ素子を通じて漏洩電流を消費する。
【０００５】
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その結果、従来の電子デバイスは、スタンバイモードの間に有意な量の電力を消費し続
ける可能性があり、このことは、デバイス密度が増大し、従って、より多くのトランジス
タが漏洩電流を消費しデバイスのスタンバイ電力消費量を増大させるので、今後益々大き
な問題となる。
【発明の概要】
【０００６】
本発明の実施形態は、全体的に、低電力スタンバイモード制御回路に関する。本発明の
第１の態様において、装置の１つの実施形態は、プロセッサ、第２の装置と接続するため
のインタフェースと、プロセッサがスタンバイモードにおいて１つ又はそれ以上の電源接
続部をディスエーブルにする演算回路と、スタンバイモード制御回路と、を含む。スタン
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バイモード制御回路は、スタンバイ電力源を用いて作動するものであり、該スタンバイモ
ード制御回路は、第２の装置からのスティミュラス信号を検出し、該スティミュラス信号
に応答してプロセッサに信号を送り、プロセッサが演算回路の１つ又はそれ以上の電源接
続部をイネーブルにするようにする。
【０００７】
本発明の第２の態様において、方法は、装置又はシステムをスタンバイモードに移行さ
せる段階と、演算回路への１つ又はそれ以上の電源接続部をプロセッサによってディスエ
ーブルにする段階と、スタンバイモード制御回路をスタンバイ電力源により作動させる段
階と、を含む。本方法は更に、スタンバイモード制御回路にて第２の装置又はシステムか
らウェークアップ信号を受け取る段階と、ウェークアップ信号に応答して、スタンバイモ
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ード制御回路からプロセッサへの信号を生成し、スタンバイモード制御回路からの信号に
応答して、プロセッサが前記１つ又はそれ以上の電源接続部をイネーブルにする段階と、
を含む。
【０００８】
同じ参照符号が同じ要素を示す添付図面において、限定ではなく例証として本発明の実
施形態が示される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】低電力スタンバイモード制御装置を含むシステムの１つの実施形態を示す図であ
る。
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【図２】低電力スタンバイモード制御装置を提供する装置又はシステムの１つの実施形態
を示す図である。
【図３】装置又はシステムのスタンバイ制御ブロックの１つの実施形態を示す図である。
【図４】本発明の実施形態を実施することができるデバイス又はコンピュータシステムを
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明の実施形態は、全体的に、低電力スタンバイモード制御回路用装置に関する。
【００１１】
幾つかの実施形態において、低電力スタンバイモード制御回路を利用して、通常作動の
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起動を可能にする低電力供給電圧を維持しながら通常電力ピン電圧をディスエーブルにす
ることによりデバイスの漏洩電流消費量を低減する装置、システム、又は方法が提供され
る。
【００１２】
幾つかの実施形態において、装置又はシステムは、追加のピンを導入し、該追加ピンを
介して電力の追加を可能にすると同時に、他のピンからの電力を低下させることにより、
スタンバイモード状態でのチップの漏洩電流消費量を最小限にするものである。
【００１３】
幾つかの実施形態において、装置又はシステムは、モバイルレシーバチップ又は他の演
算回路を電源ダウン状態並びにシンク（受信側）スタンバイモードに維持し、プロセッサ
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がモバイルシンクにおけるモバイルレシーバチップの電源をオンにしてモバイルレシーバ
チップを能動的電力状態にすることを可能にするものであり、この電源オンは、ウェーク
アップ（起動）コールに応答して実施される。幾つかの実施形態において、モバイルレシ
ーバチップは、ＭＨＬ（モバイル・ハイデフニション・リンク）互換のレシーバチップで
ある。
【００１４】
幾つかの実施形態において、チップがスタンバイモードにあるときにチップの漏洩電流
消費量を最小限にするため、チップの他の電源ピンを電源ダウンにできるように追加の電
源ピン（低電力供給電源ピン（ＬＰＳＢＶ）と呼ぶことができる）を導入する。一例とし
て、ＭＨＬ互換シンクデバイスでのディープスタンバイモード状態の低電力作動が提供さ
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れる。
【００１５】
コンピュータチップは、チップがスタンバイモードに設定されている場合でもターンオ
フされたトランジスタを通じて漏洩電流を消費している。幾つかの実施形態において、電
力消費量を低減し、最大スタンバイパッシブモードの電力消費量に関する米カリフォルニ
ア州エネルギー委員会（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）

の法規のような特定要件を満たすために、チップがスタンバイモードにある間に消費され
る漏洩電流が低減される。１つの実施形態において、低電力消費要件（テレビセットの消
費量要件など）は、ＭＨＬシンクがスタンバイモードにあるときのＭＨＬシンクに対して
取り組まれている。
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【００１６】
幾つかの実施形態において、チップのスタンバイモードでの電流消費量を低減するため
に、低電力スタンバイ回路を可能にする電力ピンとして単一の電力ピン（ＬＰＳＢＶと呼
ばれる）が割り当てられる。幾つかの実施形態において、スタンバイモードでは、ＬＰＳ
ＢＶがチップに電力を供給し、他の電力ピンはディスエーブルにされて電力を供給しない
。幾つかの実施形態において、制御バス（ＣＢＵＳ）が、チップをスタンバイモードから
ウェークアップさせるためのスティミュラスとしての機能を果たす、ｌｏｗからｈｉｇｈ
に移行すると、スタンバイ回路がＣＢＵＳレベルの変化を検出し、チップがウェークアッ
プ信号を検出したことをプロセッサ又は制御要素（ＭＩＣＯＭと呼ばれる）に通知し、Ｍ
ＩＣＯＭは、通常作動のための電力をチップに供給する。幾つかの実施形態において、装
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置又はシステムは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）、抵抗、ダイオード、及びマイクロ
プロセッサを用いて実施することができる。
【００１７】
図１は、低電力スタンバイモード制御を含むシステムの１つの実施形態の図である。幾
つかの実施形態において、ＭＨＬシンク１００のようなシンクデバイスは、ＭＨＬケーブ
ル１１５として示されるケーブルを介して、ＭＨＬトランスミッタ１１０を含むソースデ
バイス（スマートフォンなど）と結合される。この図において、ＭＨＬシンク１００は、
ソースデバイスの接続を検出するケーブル検出要素１２０を含む。この接続は、ＲＰＷＲ
（電圧バス、又はＶ−バス）及び制御バス（ＣＢＵＳ）を含み、ここでＲＰＷＲは、この
実施例では５Ｖの５００ｍＡ安定化電圧源を提供する電圧レギュレータ１０５と結合され
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る。
【００１８】
幾つかの実施形態において、安定化電圧はメインマイクロプロセッサ１２５に提供され
、他方、メインマイクロプロセッサに結合されたスタンバイモードマイクロプロセッサ１
３０は、スタンバイ電圧を受け取り、これによりスタンバイマイクロプロセッサはスタン
バイモード制御回路の一部とすることができる。ＭＨＬシンク１００は、ＲＰＷＲと結合
され、更にＦＥＴ２を介してＣＢＵＳへの接続部と結合されたＭＨＬレシーバ１３５を含
み、ここでＦＥＴ５を介した信号は、ＦＥＴ２をオンに切り換え（ＣＢＵＳをＭＨＬレシ
ーバ１３５に提供する）、或いは、ＦＥＴ１をオンに切り換えて抵抗Ｒを通る接地へのプ
ルダウン経路を形成する。ＣＢＵＳは、ＦＥＴ４を切り換える信号を提供し、スタンバイ

50

(6)

JP 5746771 B2 2015.7.8

電圧に対する接地経路を提供する。
【００１９】
幾つかの実施形態において、ＲＰＷＲ、ＳＢＶＣＣ５（５ボルト）、及びＭＩＣＯＭＶ
ＤＤ３３（３．３ボルト）などの低電力スタンバイピン以外の電力ピンは、スタンバイモ
ードにおいて電力を受け取らない。装置がスタンバイモード状態にあるときには、レギュ
レータ電力供給装置が電力を消費しないよう電源接続部はディスエーブルにされるが、低
電力供給電力ピンはアクティブにされ、チップの外部からスティミュラスを受け取ったと
きに通常作動を起動できるようにする。従って、スタンバイモードでは、チップの低電力
供給電力ピンだけが電力を消費しており、結果として生じる電流消費量は、ＭＩＣＯＭＶ
10

ＤＤ３３の静的漏洩電流よりも遙かに少なくすることができる。
【００２０】
図１に示すように、動作は以下のことを含む。
【００２１】
（１）ＭＨＬシンク１００のスタンバイモードにおいて、ＭＨＬシンク内のＭＨＬレシ
ーバチップ１３５は、電源ダウン条件（例えば、電力が供給されない状態）にされ、この
間電力は消費されない。
【００２２】
（２）ＭＨＬケーブル１１５がＭＨＬシンク１００に接続され、スマートフォン又は他
のデバイス内に含まれるＭＨＬトランスミッタ１１０が、ＭＨＬシンクを能動的電力モー
ドにすることが必要となると、トランスミッタは、スタンバイ回路又はマイクロプロセッ
サ１３０とＭＨＬレシーバ１３５の両方にＭＨＬケーブルを介してＭＨＬ
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ＣＢＵＳ上に

「ウェークアップ」パルスを送信する。しかしながら、実施形態は、例示のウェークアッ
プパルスに限定されず、受信されるあらゆるスティミュラス信号を含むことができる。
【００２３】
（３）ＭＨＬレシーバチップ１３５が電源ダウンモードにあるので、スタンバイマイク
ロプロセッサ１３０は、ＭＨＬ

ＣＢＵＳ上のウェークアップパルスを受け取り検出する

。
【００２４】
（４）ウェークアップパルスが有効であることをスタンバイマイクロプロセッサが判定
した場合、スタンバイマイクロプロセッサは、ＭＨＬシンクのメインマイクロプロセッサ
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１２５をイネーブルにするよう動作する。
【００２５】
（５）ＭＨＬシンク１００のメインマイクロプロセッサ１２５は、ＭＨＬシンク内のＭ
ＨＬレシーバチップ１３５に対する電源をオンにする。
【００２６】
（６）上記プロセス（５）は、ＭＨＬシンク１００を能動的電力状態にし、次いで、ス
マートフォン又は他のコンピュータデバイスに含まれるＭＨＬトランスミッタ１１０とＭ
ＨＬシンク１００との間でＭＨＬ信号により通常のＭＨＬ接続が確立される。
【００２７】
図２及び３は、低電力スタンバイモードの動作を示している。図２は、低電力スタンバ
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イモード制御を提供する装置又はシステムの１つの実施形態の図である。この図では、装
置又はシステムは、ｎ個のＣＢＵＳ＿ＨＰＤドライバとして示された、電圧Ｖｃｃを受け
る複数のドライバ要素２０５を含み、各ドライバは、電圧ＬＰＣＢＶを受けるスタンバイ
制御装置２１０と結合されている。幾つかの実施形態において、各スタンバイ制御要素２
１０は、ＬＰＳＢ＿ＰＯＣ２１５（ＬＰＣＢＶにより電源供給される）と結合され、各ス
タンバイ制御装置は、スティミュラス信号ＣＢＵＳ＿ＨＰＤ（ＣＢＵＳ＿ＨＰＤ０〜ＣＢ
ＵＳ＿ＨＰＤｎとして図示）用のパッドへの接続部を含み、また低電力制御装置（ＬＰＣ
ＲＴＬ）ラインに接続されている。
【００２８】
図３は、装置又はシステムのスタンバイ制御ブロックの１つの実施形態を示している。
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スタンバイ制御ブロック３００は、２つのインバータ要素を介してＬＰ＿ＰＯＣ信号を受
け取ってｌｐｓｂ（低電力スタンバイ）信号を生成するサブブロック３０５を含む。この
図では、スタンバイ制御ブロック３００は、ｉＣＢＵＳ＿ＨＰＤを受け取ってスティミュ
ラス信号ＣＢＵＳ＿ＨＰＤを生成し、ここで回路分岐３１０は、抵抗と、ゲートにてＬＰ
ＳＢＶを受け取る第１のトランジスタ（ＦＥＴ）と、ゲートにてｌｐｓｂを受け取る第２
のＦＥＴとに結合される。スタンバイ制御ブロック３００は、ＬＰＣＮＴＲＬ（低電力制
御装置）を提供する。
【００２９】
幾つかの実施形態において、プロセスは以下を含む。
（１）チップがスタンバイモードに入り、すなわち、Ｖｃｃが０Ｖに移行し、ＬＰＳＢ
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Ｖは３．３Ｖである。
（２）ＣＢＵＳ＿ＨＰＤパッド（図２及び３を参照）にてスティミュラス信号を受け取
るまでスタンバイモードで待機し、以下の動作を行う。
（ａ）ＬＰ＿ＰＯＣがｈｉｇｈになり、次いでＬＰＳＢがｈｉｇｈになる。
（ｂ）ＣＢＵＳ＿ＨＰＤはｌｏｗであり、ＬＰＣＴＲＬをｈｉｇｈにし、ＩＮＴをｌ
ｏｗにする（回路３１５）。
（３）ＣＢＵＳ＿ＨＰＤがｌｏｗからｈｉｇｈに移行すると、
（ａ）ＬＰＣＴＲＬがｌｏｗになり、ＩＮＴがｌｏｗからｈｉｇｈになる。
（ｂ）システム基板上のＭＩＣＯＭがこの信号を検出し、チップで通常電力を生成す
るコマンドを提供する。
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（ｃ）ＲＰＷＲ、ＳＢＶＣＣ５、Ｖｃｃが通常動作値に移行し、ＬＰ＿ＰＯＣがｌｏ
ｗになる。
（４）図２に示すように、ＬＰＣＴＲＬは全てのポートにおいてワイヤードＯＲ回路で
あるので、ポートの１つがスタンバイモードからのウェークアップスティミュラス信号を
検出した場合、チップは、ウェークアップ手順を開始する。
【００３０】
本明細書で使用される「ネットワーク」又は「通信ネットワーク」は、デバイス間でデ
ジタルメディアコンテンツを配信する相互接続ネットワークを意味する。ネットワークは
、家庭内ネットワークのような個人用エンターテイメントネットワーク、ビジネスシーン
でのネットワーク、又はデバイス及び／又は構成要素の他の何れかのネットワークを含む
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ことができる。ネットワークにおいて、特定のネットワークデバイスは、デジタルテレビ
チューナ、ケーブルセットトップボックス、ビデオ記憶サーバ、及び他のソースデバイス
のような、メディアコンテンツのソースとすることができる。デジタルテレビ、ホームシ
アターシステム、オーディオシステム、ゲームシステム、又はブラウザ内でインターネッ
トを介して提示されるもの、及び他のデバイスなど、他のデバイスがメディアコンテンツ
を表示し、又は使用することができる。更に、ビデオ及びオーディオ記憶サーバのような
特定のデバイスは、メディアコンテンツを記憶又は転送することを目的とすることができ
る。特定のデバイスは、複数のメディア機能を実施することができる。幾つかの実施形態
において、ネットワークデバイスは、単一のローカルエリアネットワーク内に同一場所に
配置することができる。他の実施形態では、ネットワークデバイスは、複数のローカルエ
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リアネットワーク間をトンネリングするような、複数のネットワークセグメントにわたる
ことができる。ネットワークは、複数のデータエンコーディング及び暗号化プロセスを含
むことができる。
【００３１】
図４は、本発明の実施形態を実施することができるデバイス又はコンピュータシステム
４００を示す。幾つかの実施形態において、デバイス又はコンピュータシステム４００は
、図１〜３に示すような低電力スタンバイモード制御回路を含み、該スタンバイ制御回路
は、スタンバイモードでの電力消費量を低減するために設けられる。デバイス又はコンピ
ュータシステム４００は、情報を伝達するためのシステムバス４２０と、バス４２０に結
合され、情報を処理するためのプロセッサ４１０とを含む。１つの実施形態によれば、プ
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ロセッサ４１０は、多数のマイクロプロセッサのうちの１つを用いて実施される。それで
も尚、他のプロセッサを用いてもよい点は当業者には理解されるであろう。
【００３２】
コンピュータシステム４００は更に、情報及びプロセッサ４１０によって実行されるこ
とになる命令を記憶するため、バス４２０に結合されたランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）又は他の動的記憶デバイス４２５（本明細書ではメインメモリと呼ばれる）を含む。メ
インメモリ４２５はまた、プロセッサ４１０による命令の実行中に一時変数又は他の中間
情報を記憶するのに用いることができる。コンピュータシステム４００はまた、プロセッ
サ４１０が使用する静的情報及び命令を記憶するためバス４２０に結合された、リードオ
ンリーメモリ（ＲＯＭ）及び／又は他の静的記憶デバイス４２６を含むことができる。
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【００３３】
磁気ディスク又は光ディスクのようなデータ記憶装置４２７及びその対応するデバイス
はまた、情報及び命令を記憶するためコンピュータシステム４００に結合することができ
る。コンピュータシステム４００はまた、Ｉ／Ｏインタフェース４３０を介して第２の入
力／出力（Ｉ／Ｏ）バス４５０に結合することができる。ディスプレイデバイス４２４、
入力デバイス（例えば、英数字入力デバイス４２３及び／又はカーソル制御デバイス４２
２）を含む、複数のＩ／Ｏデバイスは、Ｉ／Ｏバス４５０に結合することができる。通信
デバイス４２１は、外部データネットワークを介して他のコンピュータ（サーバ又はクラ
イアント）にアクセスすることを目的としている。通信デバイス４２１は、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）、トークンリング、又は他のタイプのネットワークに結合するのに使用
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するもののような、モデム、ネットワークインタフェースカード、又は他の周知のインタ
フェースデバイスを含むことができる。コンピュータシステム４００は、限定ではないが
、ネットワークコンピュータデバイス、携帯電話、パーソナルデータアシスタント（ＰＤ
Ａ）、その他を含む。
【００３４】
コンピュータシステム４００は、クライアント／サーバネットワークシステムにおいて
相互接続することができる。ネットワークは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
広域エリアネットワーク（ＷＡＮ）、都市規模ネットワーク（ＭＡＮ）、イントラネット
、インターネット、その他を含むことができる。幾つかのネットワークデバイスは、ネッ
トワーク内でネットワーク機構を形成するポートマルチプライヤと相互接続されるように
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カスケード接続することができる。ネットワークを介して接続されるあらゆる数のデバイ
スが存在することができることが企図される。デバイスは、本明細書で記載されるプロト
コルを含む幾つかの標準的及び非標準のプロトコルを介してネットワークシステム内の他
のデバイスにストリーミングメディアデータのようなデータストリームを転送することが
できる。
【００３５】
上記の記載において、多数の特定の詳細事項は、説明の目的で本発明の理解を完全にす
るために記載されている。しかしながら、これらの特定の詳細事項の一部が無くとも、本
発明を実施できることは、当業者には理解されるであろう。場合によっては、周知の構造
及びデバイスは、ブロック図の形態で図示されている。例示の構成要素の間に中間の構造
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が存在してもよい。本明細書で記載し例示した構成要素は、例示又は記載されていない追
加の入力又は出力を有することができる。
【００３６】
本発明の種々の実施形態は様々なプロセスを含むことができる。これらのプロセスは、
ハードウエア構成要素によって実行することができ、又は命令によってプログラムされた
汎用又は専用プロセッサ又は論理回路に処理を実行させるために使用することができるコ
ンピュータプログラム又は機械実行可能命令に具現化することができる。代替的に、本プ
ロセスは、ハードウエア及びソフトウエアの組み合わせによって実行することができる。
【００３７】
ポートマルチプライヤ拡張機構の実施形態内に示され又はこれに関連付けられるような
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、本明細書を通して説明する１つ又はそれ以上のモジュール、構成要素、又は要素は、ハ
ードウエア、ソフトウエア、及び／又はこれらの組み合わせを含むことができる。モジュ
ールがソフトウエアを含む場合、ソフトウエアデータ、命令、及び／又は構成は、機械／
電子デバイス／ハードウエアにより製造物品を通じて提供することができる。製造物品は
、命令、データ、その他を提供するためのコンテンツを有する非一時的なコンピュータ可
読記憶媒体を含むことができる。コンテンツは、電子デバイス、例えば、本明細書で記載
され、説明される様々な作動又は実行を行うファイラ、ディスク、又はディスクコントロ
ーラをもたらすことができる。
【００３８】
本発明の様々な実施形態の一部分は、本発明の実施形態によるプロセスを実行するため
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のコンピュータ（又は他の電子デバイス）をプログラムするのに使用できるコンピュータ
プログラム命令を格納した非一時的なコンピュータ可読媒体を含むことができるコンピュ
ータプログラム製品として提供することができる。機械可読媒体は、以下に限定されるも
のではないが、フロッピー（登録商標）ディスク、光学ディスク、コンパクトディスクリ
ードオンリーメモリ（ＣＤ−ＲＯＭ）、及び磁気光学ディスク、リードオンリーメモリ（
ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、消去可能プログラマブルリードオンリー
メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的ＥＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁力又は光カード、フラッ
シュメモリ、又は電子命令を格納するのに好適な他の種類の媒体／機械可読媒体を含むこ
とができる。更に、本発明はまた、コンピュータプログラム製品としてダウンロードする
ことができ、リモートコンピュータから要求側コンピュータにプログラムを転送すること
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ができる。
【００３９】
本方法の多くはその最も基本的な形式で説明したが、本発明の基本的範囲から逸脱する
ことなく本方法の何れかにプロセスを追加することができ、又は本方法の何れかから削除
することができ、記載したメッセージの何れかに情報を追加することができ、又は記載し
たメッセージの何れかから取り除くことができる。更に別の多くの修正及び適応を実施で
きることは当業者には明らかであろう。特定の実施形態は本発明を限定ではなく例示する
ために提供されている。本発明の実施形態の範囲は、上記に提供した具体的な実施例によ
ってではなく特許請求の範囲によってのみ判断されるものとする。
【００４０】
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要素「Ａ」が、要素「Ｂ」に結合されるか、又はこれと結合されているとされる場合、
要素Ａは、要素Ｂに直接に結合されてもよく、或いは、例えば要素「Ｃ」を通じて間接的
に結合されてもよい。構成要素、特徴、構造、プロセス、又は特性「Ａ」が、構成要素、
特徴、構造、プロセス、又は特性Ｂを「引き起こす」と本明細書又は特許請求の範囲が記
載する場合、これは、「Ａ」が「Ｂ」の少なくとも部分的な原因ではあるが、「Ｂ」を引
き起こすのに役立つ少なくとも１つの他の構成要素、特徴、構造、プロセス、又は特性が
存在する場合があることを意味する。構成要素、特徴、構造、プロセス、又は特性を含め
ることが「できる場合がある」、「できる場合があると考えられる」、又は「できると考
えられる」ことを本明細書が示す場合、その特定の構成要素、特徴、構造、プロセス、又
は特性を含めることは必須ではない。本明細書又は特許請求の範囲が「ａ」又は「ａｎ」
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の要素に言及する場合、これは、記載の要素が１つだけ存在することを意味するものでは
ない。
【００４１】
実施形態は、本発明の実施構成又は実施例である。本明細書における「実施形態」、「
１つの実施形態」、「幾つかの実施形態」、又は「他の実施形態」への言及は、実施形態
に関して説明された特定の特徴、構造、又は特性が、少なくとも幾つかの実施形態に含ま
れるが、必ずしも全ての実施形態に含まれる訳ではないことを意味する。「実施形態」、
「１つの実施形態」、又は「幾つかの実施形態」の種々の出現は、必ずしも全て同じ実施
形態を示すものではない。本発明の例示的な実施形態の前述の説明において、本開示を簡
素化し、本発明の種々の態様のうちの１つ又はそれ以上の理解を助ける目的で、本発明の
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種々の特徴は、本発明の単一の実施形態、図面、又は説明において互いにグループ化され
ることもあることを理解されたい。しかしながら、本開示の方法は、各請求項において明
示的に記載されるより多くの特徴を請求項に記載された発明が要求する意図を反映するよ
うに解釈すべきではない。むしろ、特許請求の範囲が反映するように、本発明の態様は、
上記で開示した単一の実施形態の全ての特徴に満たないものにある。従って、特許請求の
範囲は、これによって本明細書に明示的に組み込まれ、各特許請求の範囲は、本発明の個
別の実施形態として成り立っている。
【符号の説明】
【００４２】
10

１０５：レギュレータ
１００：ＭＨＬシンク
１１０：ＭＨＬトランスミッタ
１１５：ＭＨＬケーブル
１２０：ＭＨＬケーブル検出
１２５：メインプロセッサ
１３０：スタンバイプロセッサ
１３５：ＭＨＬ抵抗

【図１】

【図２】
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