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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
　双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情
報送信部と、
　上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して
供給される電源を内部回路に供給する電源切換部とを備え、
　上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用
されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され
、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
　送信装置。
【請求項２】
　電源回路と、
　上記電源回路からの電源を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に供給する電源供給
部とをさらに備え、
　上記電源切換部は、
　上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して
供給される電源を、上記電源回路からの電源に代えて上記内部回路に供給する



(2) JP 5292776 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

　請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　上記ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、
　上記ケーブルの所定ラインはリザーブラインおよびＨＰＤラインである
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項４】
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部を備
える送信装置の電源切換方法であって、
　双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情
報送信ステップと、
　上記情報送信ステップの上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを
介して供給される電源を内部回路に供給する電源切換ステップとを有し、
　上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用
されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され
、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
　送信装置の電源切換方法。
【請求項５】
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
　電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情
報送信部と、
　上記ケーブルの第１のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に
供給すると共に、上記ケーブルの第２のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給
部と、
　上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの第２の
ラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第１のラインを介し
て供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換部とを備える
　送信装置。
【請求項６】
　上記情報送信部は、
　上記ケーブルの所定ラインにより構成された双方向通信路を用いて、上記電源の供給を
要求する要求情報を上記受信装置に送信し、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
　請求項５に記載の送信装置。
【請求項７】
　上記ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、
　上記ケーブルの所定ラインはリザーブラインおよびＨＰＤラインである
　請求項６に記載の送信装置。
【請求項８】
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部を備
える送信装置の電源切換方法であって、
　電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情
報送信ステップと、
　上記ケーブルの第１のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に
供給すると共に、上記ケーブルの第２のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給
ステップと、
　上記情報送信ステップの上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの
第２のラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第１のライン
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を介して供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換ステップとを有する
　送信装置の電源切換方法。
【請求項９】
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
　上記ケーブルの第１のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に
供給すると共に、上記ケーブルの第２のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給
部とを備える
　送信装置。
【請求項１０】
　送信装置から、差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映像信号を受信する信
号受信部と、
　上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得部と、
　電源回路と、
　上記送信装置から双方向通信路を用いて送られてくる、電源の供給を要求する要求情報
を受信する情報受信部と、
　上記情報受信部の上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上記ケー
ブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給部とを備え、
　上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の受信に使用
されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され
、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって自装置の接続状態を上記送信装置に通知する機能を有する
　受信装置。
【請求項１１】
　上記情報受信部で受信される上記要求情報は、少なくとも電圧値または電流値の制御情
報を含み、
　上記電源供給部から上記送信装置に供給される、上記電源回路からの電源を、上記制御
情報に基づいて制御する電源制御部をさらに備える
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１２】
　送信装置から、差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映像信号を受信する信
号受信部と、上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得
部と、電源回路とを備える受信装置の電源供給方法であって、
　上記送信装置から双方向通信路を用いて送られてくる、電源の供給を要求する要求情報
を受信する情報受信ステップと、
　上記情報受信ステップの上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上
記ケーブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給ステップとを有し、
　上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の受信に使用
されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され
、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって自装置の接続状態を上記送信装置に通知する機能を有する
　受信装置の電源供給方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、ＨＤＭＩ(HighDefinition Multimedia Interface)等の通信イン
タフェースを用いる送信装置、送信装置の電源切換方法、受信装置および受信装置の電源
供給方法に関する。詳しくは、この発明は、電源供給を要求する要求情報を、ケーブルを
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介して受信装置に送信し、この要求情報の送信に伴って受信装置からケーブルを介して供
給される電源を内部回路に供給することにより、電源回路の簡素化を図るようにした送信
装置等に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ＤＶＤ(DigitalVersatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、
その他のＡＶソース（Audio Visualsource）から、テレビジョン受像機、プロジェクタ、
その他のディスプレイに対して、デジタル映像信号、すなわち、非圧縮（ベースバンド）
の映像信号（以下、「画像データ」という）と、その映像信号に付随するデジタル音声信
号（以下、「音声データ」という）とを、高速に伝送する通信インタフェースとして、Ｈ
ＤＭＩが普及しつつある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ＨＤＭＩについては、画像データと音声データを、高速で、ＨＤＭＩソース（HDMI Sou
rce）からＨＤＭＩシンク（HDMI Sink）に一方向に伝送するＴＭＤＳ(Transition Minimi
zed Differential Signaling)チャネル、ＨＤＭＩソースとＨＤＭＩシンクとの間で双方
向の通信を行うためのＣＥＣライン（Consumer Electronics Control Line）等が規定さ
れている。
【０００４】
　図２１は、従来の通信システム２００の構成例を示している。この通信システム２００
は、ソース機器２１０と、シンク機器２２０とを有している。ソース機器２１０およびシ
ンク機器２２０は、ＨＤＭＩケーブル２３０を介して接続されている。
【０００５】
　ソース機器２１０は、制御部２１１と、再生部２１２と、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソ
ース）２１３と、電源回路２１４と、ＨＤＭＩ端子２１５とを有している。制御部２１１
は、再生部２１２およびＨＤＭＩ送信部２１３の動作を制御する。再生部２１２は、図示
しない記録媒体から、所定のコンテンツの、ベースバンドの画像データ（非圧縮の映像信
号）、およびこの画像データに付随する音声データ（音声信号）を再生し、ＨＤＭＩ送信
部２１３に供給する。再生部２１２における再生コンテンツの選択は、ユーザの操作に基
づき、制御部２１１によって制御される。
【０００６】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２１３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、再生部
２１２から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子２１５からＨ
ＤＭＩケーブル２３０を介して、シンク機器２２０に、一方向に送信する。電源回路２１
４は、ソース機器２１０の内部回路に電源を供給すると共に、ＨＤＭＩ端子２１５からＨ
ＤＭＩケーブル２３０を介して、シンク機器２２０に電源を供給する。
【０００７】
　シンク機器２２０は、ＨＤＭＩ端子２２１と、制御部２２２と、記憶部２２３と、ＨＤ
ＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２２４と、表示部２２５とを有している。制御部２２１は
、ＨＤＭＩ受信部２２４および表示部２２５の動作を制御する。記憶部２２３は、制御部
２２２に接続されている。この記憶部２２３には、制御部２２２の制御に必要な、Ｅ－Ｅ
ＤＩＤ(Enhanced-ExtendedDisplay Identification)等の情報が記憶されている。
【０００８】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２２４は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉケーブル２３０を介してＨＤＭＩ端子２２１に供給されるベースバンドの画像と音声の
データを受信する。ＨＤＭＩ受信部２２４は、受信した画像データを表示部２２５に供給
する。また、ＨＤＭＩ受信部２２４は、受信した音声のデータを、例えば、図示しないス
ピーカに供給する。
【０００９】
　ここで、ソース機器２１０のＨＤＭＩ端子２１５およびシンク機器２２０のＨＤＭＩ端
子２２１の１８ピンは、電源端子になっている。そのため、ＨＤＭＩ端子２１５，２２１
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がＨＤＭＩケーブル２３０で接続されるとき、ソース機器２１０の電源回路２１４からの
電源は、ＨＤＭＩ端子２１５の１８ピン、ＨＤＭＩケーブル２３０およびＨＤＭＩ端子２
２１の１８ピンを介して、シンク機器２２０に供給される。
　
【００１０】
　また、ソース機器２１０のＨＤＭＩ端子２１５の１９ピンおよびシンク機器２２０のＨ
ＤＭＩ端子２２１の１９ピンは、ＨＰＤ(Hot Plug Detect)端子になっている。ＨＤＭＩ
端子２２１の１９ピンは１ｋΩの抵抗を介して＋５Ｖ電源に接続されている。また、ＨＤ
ＭＩ端子２１５の１９ピンの電圧は制御部２１１で監視されている。そのため、ＨＤＭＩ
端子２１５，２２１がＨＤＭＩケーブル２３０で接続されるとき、ＨＤＭＩ端子２１５の
１９ピンの電圧が高くなる。これにより、制御部２１１は、ソース機器２１０にＨＤＭＩ
ケーブル２３０を介してシンク機器２２０が接続されたことを認識でき、所定の動作を開
始する。
【００１１】
　図２１に示す通信システム２００の動作を説明する。ソース機器２１０の再生部２１２
で、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツの再生が行われる。再生部２１２で
得られる所定のコンテンツに係るベースバンド（非圧縮）の画像および音声のデータは、
ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２１３に供給される。ＨＤＭＩ送信部２１３では、Ｈ
ＤＭＩに準拠した通信により、ベースバンドの画像データおよび音声データが、ＨＤＭＩ
ケーブル２３０を介して、シンク機器２２０に一方向に送信される。
【００１２】
　シンク機器２２０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２２４では、ＨＤＭＩに準拠し
た通信により、ソース機器２１０から、ＨＤＭＩケーブル２３０を介して一方向に送られ
てくるベースバンドの画像と音声のデータが受信される。ＨＤＭＩ受信部２２４で受信さ
れたベースバンド（非圧縮）の画像データは表示部２２５に供給される。この表示部２２
５では、ＨＤＭＩ受信部２２４から供給される画像データが処理され、当該画像データに
よる画像が表示される。また、ＨＤＭＩ受信部２２４で受信されたベースバンド（非圧縮
）の音声データは、図示しないスピーカに供給され、当該音声データによる音声が出力さ
れる。
【特許文献１】特開２００６－３１９５０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ＨＤＭＩ規格では、ＨＤＭＩ端子に接続された機器に対して電源を供給できるように、
その電源電圧と電流が規定されている。当該電源供給の機能は、上述の図２１に示す通信
システム２００におけるように、ソース機器に限定されている。すなわち、ＨＤＭＩ規格
では、ソース機器からシンク機器に対して、＋５Ｖの電源を、最小５５ｍＡ、最大５００
ｍＡだけ供給できることになっている。
【００１４】
　しかし、テレビ受信機のような十分な電源回路を持つシンク機器に、今後、ＨＤＭＩケ
ーブルを介してビデオカメラ等の小型の外部ソース機器が接続される場合も想定される。
この小型の外部ソース機器では、出来る限りの回路の簡略化により、コストおよび筐体サ
イズを最小限にする要求が高い。
【００１５】
　このため、十分な電源回路を持つシンク機器から外部ソース機器に電源を供給できれば
、当該外部ソース機器は大規模な電源回路を内蔵する必要がなくなり、あるいは電源回路
を保有していなくてもよくなり、外部ソース機器をシンク機器に接続することで、当該外
部ソース機器の機能を提供することが可能となる。ただし、外部ソース機器が電源回路を
保有していない場合は、Hot Plug Detect用の＋５Ｖ電源をシンク機器に供給できないた
め、シンク機器はソース機器が接続されたことを認識できなくなるという問題がある。
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【００１６】
　この発明の目的は、受信装置に接続される送信装置（例えば、シンク機器にＨＤＭＩ接
続される外部ソース機器）の電源回路の簡素化を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この発明の概念は、
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
　双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情
報送信部と、
　上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して
供給される電源を内部回路に供給する電源切換部とを備え、
　上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用
されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され
、
　上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一
方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
　送信装置にある。
　また、この発明の概念は、
　映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
　電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情
報送信部と、
　上記ケーブルの第１のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に
供給すると共に、上記ケーブルの第２のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給
部と、
　上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの第２の
ラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第１のラインを介し
て供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換部とを備える
　送信装置にある。
　
【００１８】
　この発明においては、情報送信部により、ケーブルを介して、受信装置に電源の供給を
要求する要求情報が送信される。例えば、要求情報は、ケーブルを構成する複数のライン
のうち、映像信号の送信に使用されるラインおよび電源の供給に使用されるラインを除く
所定の１ラインを用いて、送信される。また、例えば、要求情報は、ケーブルを構成する
複数のラインのうち、電源の供給に使用される１ラインを用いて、送信される。
【００１９】
　また、例えば、要求情報は、ケーブルを構成する複数のラインのうち、制御信号の伝送
に使用される１ラインを用いて、送信される。また、例えば、要求情報は、双方向通信路
を用いて、送信される。ここで、双方向通信路は、ケーブルの複数のラインのうち、映像
信号の送信に使用されるラインおよび電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインに
より構成されるものである。また、双方向通信路は一対の差動伝送路であり、この一対の
差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって受信装置からの接続状態の
通知を受ける機能を有するものである。例えば、ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、ケ
ーブルの所定ラインはリザーブラインおよびＨＰＤラインである。また、例えば、要求情
報は、信号送信部で送信される映像信号のブランキング期間に挿入されて送信される。
　
【００２０】
　要求情報の送信に伴って受信装置から電源が供給されるとき、電源切換部により、当該
受信装置から供給される電源が内部回路に供給される。例えば、電源回路と、この電源回
路からの電源をケーブルを介して受信装置に供給する電源供給部とを備えており、電源切
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換部により、受信装置からケーブルを介して供給される電源が、電源回路からの電源に代
えて内部回路に供給される。この場合、電源回路を例えばバッテリ回路だけで構成でき、
ＡＣアダプタ等は不要となり、電源回路の簡素化が可能となる。
【００２１】
　また、例えば、ケーブルの第１のラインを介して受信装置から供給される電源を、内部
回路に供給すると共に、ケーブルの第２のラインを介して受信装置に供給する電源供給部
を備えており、電源切換部により、受信装置からケーブルの第２のラインを介して供給さ
れる電源が、受信装置からケーブルの第１のラインを介して供給される電源と共に内部回
路に供給される。
　
【００２２】
　この場合、電源回路を保有していなくても、受信装置にHot Plug Detect用の＋５Ｖ電
源を供給でき、受信装置は送信装置が接続されたことを確認可能となる。また、受信装置
に要求情報を送信することで、受信装置からケーブルを構成する第１ラインおよび第２の
ラインを介して電源が供給される状態となるので、必要とする電流容量が大きい場合にも
対処可能となる。
【００２３】
　なお、この発明において、例えば、情報送信部が送信する要求情報は、少なくとも、電
圧値または電流値の制御情報を含むようにされてもよい。この場合、受信装置では送信装
置に供給すべき電源の電圧値または電流値の制御を行うことができ、送信装置は、当該受
信装置から、必要とする電圧値または電流値の電源の供給を受けることが可能となる。
【００２４】
　また、この発明の概念は、
　送信装置から、複数のチャネルで、差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映
像信号を受信する信号受信部と、
　上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得部と、
　電源回路と、
　上記送信装置から上記ケーブルを介して送られてくる、電源の供給を要求する要求情報
を受信する情報受信部と、
　上記情報受信部の上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上記ケー
ブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給部と
　を備えることを特徴とする受信装置にある。
【００２５】
　この発明においては、情報受信部により、送信装置から送られてくる、電源の供給を要
求する要求情報が受信される。そして、この要求情報の受信に伴って、電源供給部により
、電源回路からの電源が送信装置に供給される。この発明では、送信装置からの電源供給
の要求に応じて、当該送信装置に電源を供給するものであり、送信装置は、電源回路を例
えばバッテリ回路だけで構成でき、ＡＣアダプタ等は不要となり、電源回路の簡素化が可
能となる。
【００２６】
　なお、この発明において、例えば、情報受信部で受信される要求情報は、少なくとも電
圧値または電流値の制御情報を含み、電源供給部から送信装置に供給される、電源回路か
らの電源を、制御情報に基づいて制御する電源制御部をさらに備えるようにされてもよい
。この場合、送信装置に、当該送信装置が必要とする電圧値または電流値の電源を供給す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００３０】
　この発明によれば、送信装置は、電源供給を要求する要求情報を、ケーブルを介して受
信装置に送信し、この要求情報の送信に伴って受信装置からケーブルを介して供給される
電源を内部回路に供給するものであり、電源回路の簡素化を図ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図１は、実施の
形態としての通信システム１００の構成例を示している。
【００３２】
　通信システム１００は、ソース機器１１０と、シンク機器１２０とを有している。ソー
ス機器１１０およびシンク機器１２０は、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接続されてい
る。例えば、ソース機器１１０は、撮像部および記録部の図示は省略しているが、デジタ
ルカメラレコーダ、デジタルスチルカメラ等のバッテリ駆動のモバイル機器であり、シン
ク機器１２０は十分な電源回路を持つテレビ受信機である。
【００３３】
　ソース機器１１０は、制御部１１１と、再生部１１２と、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソ
ース）１１３と、電源回路１１４と、切換回路１１５と、ＨＤＭＩ端子１１６とを有して
いる。制御部１１１は、再生部１１２、ＨＤＭＩ送信部１１３および切換回路１１５の動
作を制御する。再生部１１２は、図示しない記録媒体から、所定のコンテンツの、ベース
バンドの画像データ（非圧縮の映像信号）、およびこの画像データに付随する音声データ
（音声信号）を再生し、ＨＤＭＩ送信部１１３に供給する。再生部１１２における再生コ
ンテンツの選択は、ユーザの操作に基づき、制御部１１１によって制御される。
【００３４】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１１３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、再生部
１１２から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子１１６からＨ
ＤＭＩケーブル１３０を介して、シンク機器１２０に、一方向に送信する。このＨＤＭＩ
送信部１１３の詳細については後述する。
　
【００３５】
　電源回路１１４は、ソース機器１１０の内部回路およびシンク機器１２０に供給する電
源を発生する。この電源回路１１４は、例えば、バッテリから電源を発生するバッテリ回
路である。切換回路１１５は、電源回路１１４で発生される電源を内部回路およびシンク
機器１２０に選択的に供給し、また、シンク機器１２０から供給される電源を、選択的に
、内部回路に供給する。この切換回路１１５は、電源供給部および電源切換部を構成して
いる。この切換回路１１５の詳細については後述する。
　
【００３６】
　シンク機器１２０は、ＨＤＭＩ端子１２１と、制御部１２２と、記憶部１２３と、ＨＤ
ＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２４と、表示部１２５と、電源回路１２６と、切換回路
１２７とを有している。制御部１２１は、ＨＤＭＩ受信部１２４、表示部１２５、電源回
路１２６および切換回路１２７の動作を制御する。記憶部１２３は、制御部１２２に接続
されている。この記憶部１２３には、制御部１２２の制御に必要な、Ｅ－ＥＤＩＤ(Enhan
ced-ExtendedDisplay Identification)等の情報が記憶されている。
【００３７】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２４は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉケーブル１３０を介してＨＤＭＩ端子１２１に供給されるベースバンドの画像と音声の
データを受信する。ＨＤＭＩ受信部１２４は、受信した画像データを表示部１２５に供給
する。また、ＨＤＭＩ受信部１２４は、受信した音声のデータを、例えば、図示しないス
ピーカに供給する。このＨＤＭＩ受信部１２４の詳細については後述する。
【００３８】
　電源回路１２６は、シンク機器１２０の内部回路およびソース機器１１０に供給する電
源を発生する。この電源回路１２６は、例えば、ＡＣ電源から電源（直流電源）を発生す
る十分な電源回路である。切換回路１２７は、電源回路１２６で発生される電源を内部回
路およびソース機器１１０に選択的に供給し、また、ソース機器１１０からシンク機器１
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２０に供給される電源を、選択的に、内部回路に供給する。この切換回路１２７は、電源
供給部を構成している。この切換回路１２７の詳細については後述する。
【００３９】
　図２は、図１の通信システム１００における、ソース機器１１０のＨＤＭＩ送信部（Ｈ
ＤＭＩソース）１１３と、シンク機器１２０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２４
の構成例を示している。
【００４０】
　ＨＤＭＩ送信部１１３は、ある垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間（以下、
適宜、「ビデオフィールド」という）から、水平ブランキング期間および垂直ブランキン
グ期間を除いた区間である有効画像区間（以下、適宜、「アクティブビデオ区間」という
）において、ベースバンド（非圧縮）の一画面分の画像データの差動信号を、複数のチャ
ネルで、ＨＤＭＩ受信部１２４に一方向に送信する。また、ＨＤＭＩ送信部１１３は、水
平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、画像データに付随する音声デ
ータおよび制御パケット（Control Packet）、さらにその他の補助データ等に対応する差
動信号を、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ受信部１２４に一方向に送信する。
【００４１】
　ＨＤＭＩ送信部１１３は、ソース信号処理部７１およびＨＤＭＩトランスミッタ７２を
有する。ソース信号処理部７１には、再生部１１２（図１参照）から、ベースバンドの非
圧縮の画像（Video）および音声（Audio）のデータが供給される。ソース信号処理部７１
は、供給される画像および音声のデータに必要な処理を施し、ＨＤＭＩトランスミッタ７
２に供給する。また、ソース信号処理部７１は、ＨＤＭＩトランスミッタ７２との間で、
必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報（Control/Status）等をやりと
りする。
【００４２】
　ＨＤＭＩトランスミッタ７２は、ソース信号処理部７１から供給される画像データを、
対応する差動信号に変換し、複数のチャネルである３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，
＃２で、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２４に、一方
向に送信する。
【００４３】
　さらに、トランスミッタ７２、ソース信号処理部７１から供給される、非圧縮の画像デ
ータに付随する音声データや制御パケットその他の補助データ（auxiliary data）と、垂
直同期信号（VSYNC）、水平同期信号（HSYNC）等の制御データ（control data）とを、対
応する差動信号に変換し、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２４に、一方向に送信する。
【００４４】
　また、トランスミッタ７２は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で送信する画
像データに同期したピクセルクロックを、ＴＭＤＳクロックチャネルで、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２４に送信する。
　
【００４５】
　ＨＤＭＩ受信部１２４は、アクティブビデオ区間において、複数チャネルで、ＨＤＭＩ
送信部１１３から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号を受信すると
共に、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、複数のチャネルで、
ＨＤＭＩ送信部１１３から送信されてくる、補助データや制御データに対応する差動信号
を受信する。
【００４６】
　ＨＤＭＩ受信部１２４は、ＨＤＭＩレシーバ８１およびシンク信号処理部８２を有する
。ＨＤＭＩレシーバ８１は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル１
３０を介して接続されているＨＤＭＩ送信部１１３から一方向に送信されてくる、画像デ
ータに対応する差動信号と、補助データや制御データに対応する差動信号を、同じくＨＤ
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ＭＩ送信部１１３からＴＭＤＳクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロックに同
期して受信する。さらに、ＨＤＭＩレシーバ８１は、差動信号を、対応する画像データ、
補助データ、制御データに変換し、必要に応じて、シンク信号処理部８２に供給する。
【００４７】
　シンク信号処理部８２は、ＨＤＭＩレシーバ８１から供給されるデータに必要な処理を
施し、表示部１２５に供給する。その他、シンク信号処理部８２は、ＨＤＭＩレシーバ８
１との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報（Control/Status
）等をやりとりする。
【００４８】
　ＨＤＭＩの伝送チャネルには、ＨＤＭＩ送信部１１３からＨＤＭＩ受信部１２４に対し
て、画像データ、補助データ、および制御データを、ピクセルクロックに同期して、一方
向にシリアル伝送するための３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２と、ピクセルクロ
ックを伝送する伝送チャネルとしてのＴＭＤＳクロックチャネルとの他に、ＤＤＣ(Displ
ay Data Channel)８３、さらには、ＣＥＣライン８４と呼ばれる伝送チャネルがある。
【００４９】
　ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩケーブル１３０に含まれる図示しない２本のライン（信号線）
からなり、ソース機器１１０が、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接続されたシンク機器
１２０から、Ｅ－ＥＤＩＤ(Enhanced-ExtendedDisplay Identification)を読み出すため
に使用される。
【００５０】
　すなわち、シンク機器１２０は、記憶部１２３（図１参照）のなかにＥＤＩＤＲＯＭ８
５を有している。ソース機器１１０は、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接続されている
シンク機器１２０から、ＥＤＩＤＲＯＭ８５が記憶しているＥ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８３
を介して読み出し、当該Ｅ－ＥＤＩＤに基づき、シンク機器１２０の設定、性能を認識す
る。
【００５１】
　ＣＥＣライン８４は、ＨＤＭＩケーブル１３０に含まれる図示しない１本のラインから
なり、ソース機器１１０とシンク機器１２０との間で、制御用のデータの双方向通信を行
うために用いられる。
【００５２】
　また、ＨＤＭＩケーブル１３０には、ＨＰＤ(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続
されるライン８６が含まれている。ソース機器１１０は、当該ライン８６を利用して、シ
ンク機器１２０の接続を検出することができる。また、ＨＤＭＩケーブル１３０には、ソ
ース機器１１０からシンク機器１２０に電源を供給するため、あるいはこの実施の形態で
はさらにシンク機器１２０からソース機器１１０に電源を供給するために用いられるライ
ン８７が含まれている。
【００５３】
　図３は、ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で各種の伝送データが伝
送される伝送区間（期間）の例を示している。なお、図３は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃
１，＃２において、横×縦が７２０×４８０画素のプログレッシブの画像が伝送される場
合の、各種の伝送データの区間を示している。
【００５４】
　ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で伝送データが伝送されるビデオ
フィールド（Video Field）には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間（Video
Data period）、データアイランド区間（Data Island period）、およびコントロール区
間（Control period）の３種類の区間が存在する。
【００５５】
　ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ（active edg
e）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平ブランキング期間
（horizontal blanking）、垂直ブランキング期間（verticalblanking）、並びに、ビデ
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オフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間
であるアクティブビデオ区間（Active Video）に分けられる。
【００５６】
　ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間
では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する７２０画素×４８０ライン分の有効画素
（Active pixel）のデータが伝送される。
【００５７】
　データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブ
ランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間で
は、補助データ（Auxiliary data）が伝送される。
【００５８】
　すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の
一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。
【００５９】
　コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り
当てられている。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデー
タである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
【００６０】
　ここで、現行のＨＤＭＩでは、ＴＭＤＳクロックチャネルで伝送されるピクセルクロッ
クの周波数は、例えば１６５ＭＨｚであり、この場合、データアイランド区間の伝送レー
トは約５００Ｍbps程度である。
【００６１】
　図４は、ＨＤＭＩ端子１１６，１２１のピン配列を示している。このピン配列はタイプ
Ａ（type-A）と呼ばれている。
【００６２】
　ＴＭＤＳチャネル＃ｉの差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i-が伝送される差動
線である２本のラインは、TMDS Data#i+が割り当てられているピン（ピン番号が１，４，
７のピン）と、TMDSData#i-が割り当てられているピン（ピン番号が３，６，９のピン）
に接続される。
【００６３】
　また、制御用のデータであるＣＥＣ信号が伝送されるＣＥＣライン８４は、ピン番号が
１３であるピンに接続され、ピン番号が１４のピンは空き（Reserved）ピンとなっている
。また、Ｅ－ＥＤＩＤ等のＳＤＡ(Serial Data)信号が伝送されるラインは、ピン番号が
１６であるピンに接続され、ＳＤＡ信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であ
るＳＣＬ(Serial Clock)信号が伝送されるラインは、ピン番号が１５であるピンに接続さ
れる。上述のＤＤＣ８３は、ＳＤＡ信号が伝送されるラインおよびＳＣＬ信号が伝送され
るラインにより構成される。
　
【００６４】
　また、上述したようにソース機器１１０がシンク機器１２０の接続を検出するためのラ
イン８６は、ピン番号が１９であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給
するためのライン８７は、ピン番号が１８であるピンに接続される。
【００６５】
　図１に示す通信システム１００において、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６およ
びシンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンは、電源端子になっている。そのた
め、ＨＤＭＩ端子１１６，１２１がＨＤＭＩケーブル１３０で接続されるとき、ソース機
器１１０の電源回路１１４からの電源をシンク機器１２０に供給すること、さらには、シ
ンク機器１２０の電源回路１２６からの電源をソース機器１１０に供給することが可能と
なる。
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【００６６】
　また、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピンおよびシンク機器１２０のＨ
ＤＭＩ端子１２１の１９ピンは、ＨＰＤ(Hot Plug Detect)端子になっている。ＨＤＭＩ
端子１２１の１９ピンは１ｋΩの抵抗を介して＋５Ｖ電源に接続されている。また、ＨＤ
ＭＩ端子１１６の１９ピンの電圧は制御部１１１で監視されている。そのため、ＨＤＭＩ
端子１１６，１２１がＨＤＭＩケーブル１３０で接続されるとき、ＨＤＭＩ端子１１６の
１９ピンの電圧が高くなる。これにより、制御部１１１は、ソース機器１１０にＨＤＭＩ
機器１３０を介してシンク機器１２０が接続されたことを認識でき、所定の動作を開始す
る。
【００６７】
　図１に示す通信システム１００において、ソース機器１１０からシンク機器１２０に画
像データおよびそれに付随する音声データを伝送する際の動作を説明する。
【００６８】
　ソース機器１１０の再生部１１２で、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツ
の再生が行われる。再生部１１２で得られる所定のコンテンツに係るベースバンド（非圧
縮）の画像および音声のデータは、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１１３に供給され
る。ＨＤＭＩ送信部１１３では、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベースバンドの画像デ
ータおよび音声データが、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して、シンク機器１２０に一方向
に送信される。
【００６９】
　シンク機器１２０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２４では、ＨＤＭＩに準拠し
た通信により、ソース機器１１０から、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して一方向に送られ
てくるベースバンドの画像と音声のデータが受信される。ＨＤＭＩ受信部１２４で受信さ
れたベースバンド（非圧縮）の画像データは表示部１２５に供給される。この表示部１２
５では、ＨＤＭＩ受信部１２４から供給される画像データが処理され、当該画像データに
よる画像が表示される。また、ＨＤＭＩ受信部１２４で受信されたベースバンド（非圧縮
）の音声データは、図示しないスピーカに供給され、当該音声データによる音声が出力さ
れる。
【００７０】
　次に、図１に示す通信システム１００における、ソース機器１１０とシンク機器１２０
の間の電源供給に関して説明する。図１に示す通信システム１００においては、最初、ソ
ース機器１１０の電源回路１１４からシンク機器１２０に電源が供給される状態におかれ
るが、その後、ソース機器１１０からシンク機器１２０に電源の供給を要求する要求情報
が送信されることで、シンク機器１２０からソース機器１１０に電源が供給される状態に
変更される。
【００７１】
　図５（ａ）は、ソース機器１１０の切換回路１１５の構成例を示している。切換回路１
１５は、２個の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂを有して構成されている。電源回路１１
４からの電源は、切換スイッチ１１５ａのａ側の固定端子に供給されると共に、切換スイ
ッチ１１５ｂのａ側の固定端子に供給される。切換スイッチ１１５ａの可動端子から内部
回路に電源が供給される。また、この切換スイッチ１１５ａのｂ側の固定端子はＨＤＭＩ
端子１１６の１８ピンに接続される。
【００７２】
　また、切換スイッチ１１５ｂのｂ側の固定端子は抵抗Ｒを介して接地される。また、こ
の切換スイッチ１１５ｂの可動端子は電圧・電流検出器１１５ｃを介してＨＤＭＩ端子１
１６の１８ピンに接続される。なお、電圧・電流検出器１１５ｃで検出される電圧・電流
の検出出力は制御部１１１に供給されて監視される。
【００７３】
　切換スイッチ１１５ａの切換は、制御部１１１から制御信号Ｃ１が供給されて制御され
る。同様に、切換スイッチ１１５ｂの切換は、制御部１１１から制御信号Ｃ２が供給され
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て制御される。すなわち、最初、切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂはａ側に接続された状
態におかれるが、その後、上述したようにソース機器１１０からシンク機器１２０に電源
の供給を要求する要求情報が送信されると、切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂはｂ側に接
続された状態とされる。
【００７４】
　図５（ｂ）は、シンク機器１２０の切換回路１２７の構成例を示している。切換回路１
２７は、２個の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂを有して構成されている。電源回路１２
６からの電源は、切換スイッチ１２７ａのａ側の固定端子に供給されると共に、切換スイ
ッチ１２７ｂのａ側の固定端子に供給される。切換スイッチ１２７ａの可動端子から内部
回路に電源が供給される。また、この切換スイッチ１２７ａのｂ側の固定端子はＨＤＭＩ
端子１２１の１８ピンに接続される。
【００７５】
　また、切換スイッチ１２７ｂのｂ側の固定端子は抵抗Ｒを介して接地される。また、こ
の切換スイッチ１２７ｂの可動端子は電圧・電流検出器１２７ｃを介してＨＤＭＩ端子１
２１の１８ピンに接続される。なお、電圧・電流検出器１２７ｃで検出される電圧・電流
の検出出力は制御部１２２に供給されて監視される。
【００７６】
　切換スイッチ１２７ａの切換は、制御部１２２から制御信号Ｃ３が供給されて制御され
る。同様に、切換スイッチ１２７ｂの切換は、制御部１２２から制御信号Ｃ４が供給され
て制御される。すなわち、最初、切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂはｂ側に接続された状
態におかれるが、その後、上述したようにソース機器１１０からシンク機器１２０に電源
の供給を要求する要求情報が送信されると、切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂはａ側に接
続された状態とされる。
【００７７】
　ソース機器１１０の切換回路１１５およびシンク機器１２０の切換回路１２７は以上の
ように構成されており、ソース機器１１０およびシンク機器１２０における電源供給は以
下のようになる。すなわち、最初、ソース機器１１０の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂ
はａ側に接続され、シンク機器１２０の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂはｂ側に接続さ
れる。そのため、ソース機器１１０の電源回路１１４からの電源は、切換回路１１５の切
換スイッチ１１５ａを介して当該ソース機器１１０の内部回路に供給される。また、ソー
ス機器１１０の電源回路１１４からの電源は、切換回路１１５の切換スイッチ１１５ｂを
介してＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンに供給され、さらに、ＨＤＭＩケーブル１３０を介
してシンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンに供給され、さらに、切換回路１
２７の切換スイッチ１２７ａを介して、シンク機器１２０の内部回路に供給される。
　
【００７８】
　その後、ソース機器１１０からシンク機器１２０に電源の供給を要求する要求情報が送
信されると、ソース機器１１０の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂはｂ側に接続され、シ
ンク機器１２０の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂはａ側に接続される。そのため、シン
ク機器１２０の電源回路１２６からの電源は、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａを
介して当該シンク機器１２０の内部回路に供給される。また、シンク機器１２０の電源回
路１２６からの電源は、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ｂを介してＨＤＭＩ端子１
２１の１８ピンに供給され、さらに、ＨＤＭＩケーブル１３０を介してソース機器１１０
のＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンに供給され、さらに、切換回路１１５の切換スイッチ１
１５ａを介して、ソース機器１１０の内部回路に供給される。なお、シンク機器１２０の
内部回路には、当該シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源が供給される。
【００７９】
　次に、ソース機器１１０からシンク機器１２０に送信される、電源供給の要求情報につ
いて説明する。この電源供給の要求情報は、ユーザ操作、あるいは、電源回路１１４を構
成するバッテリの残量情報等に基づいて、例えば、以下の第１～第５の制御方法によって
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、ソース機器１１０からシンク機器１２０に送信される。
【００８０】
　（１）第１の制御方法
【００８１】
　ソース機器１１０は、シンク機器１２０に、ＨＤＭＩケーブル１３０の空き（Reserved
）ピンに対応したラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機
器１１０の制御部１１１は、ＨＤＭＩ端子１１６の１４ピンの電圧を低レベル（Low）か
ら高レベル（High）とすることで、電源供給の要求情報を、シンク機器１２０に送る。こ
の場合、シンク機器１２０の制御部１２２は、ＨＤＭＩ端子１２１の１４ピンの電圧を監
視し、当該電圧が低レベル（Low）から高レベル（High）に変化するとき、ソース機器１
１０から電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。ここで、ソース機器１１０の制
御部１１１は情報送信部を構成し、シンク機器１２０の制御部１２２は情報受信部を構成
している。以下の第２～第５の制御方法においても同様である。
【００８２】
　なお、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの電源の供給が不要となるとき、Ｈ
ＤＭＩケーブル１３０の空き（Reserved）ピンに対応したラインを用いて、電源停止の要
求情報を送信できる。この場合、ソース機器１１０の制御部１１１は、ＨＤＭＩ端子１１
６の１４ピンの電圧を高レベル（High）から低レベル（Low）とすることで、電源停止の
要求情報を、シンク機器１２０に送る。この場合、シンク機器１２０の制御部１２２は、
ＨＤＭＩ端子１２１の１４ピンの電圧を監視し、当該電圧が高レベル（High）から低レベ
ル（Low）に変化するとき、ソース機器１１０から電源停止の要求情報が送られてきたと
判断する。このとき、ソース機器１１０およびシンク機器１２０における電源供給の状態
は最初の状態に戻る。
【００８３】
　図６は、第１の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【００８４】
　（ａ）ソース機器１１０の切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂがａ側に
接続されるとともに、（ｂ）シンク機器１２０の切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ
，１２７ｂがｂ側に接続された状態で、ソース機器１１０にＨＤＭＩケーブル１３０を介
してシンク機器１２０が接続されると、（ｃ）ソース機器１１０の電源回路１１４からの
＋５Ｖ電源がＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０の内部回路に供給される
。なお、ソース機器１１０の内部回路には、当該ソース機器１１０の電源回路１１４から
の＋５Ｖ電源が供給される。
【００８５】
　（ｄ）この場合、シンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電圧
が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（ＨＰＤ
）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０の制御部１１１はシンク機器１２０が
接続されたことを認識できる。
【００８６】
　（ｅ）その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路１１４を構成するバッテリの残量情報
等に基づいて、ソース機器１１０は、ＨＤＭＩ端子１１６の１４ピンの電圧を、低レベル
（Low）から高レベル（High）とし、シンク機器１２０に、電源供給の要求情報を送る。
（ｆ）これに対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１
１５ｂをｂ側に接続した状態になるとともに、（ｇ）シンク機器１２０は切換回路１２７
の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接続した状態となる。
【００８７】
　（ｈ）これにより、シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源がＨＤＭＩケ
ーブル１３０を介してソース機器１１０の内部回路に供給される。なお、シンク機器１２
０の内部回路には、当該シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源が供給され
る。なお、この場合、シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源により、ソー
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ス機器１１０の電源回路１１４を構成するバッテリが充電されるようにしてもよい。
【００８８】
　（ｉ）その後、ユーザ操作等に基づいて、ソース機器１１０は、ＨＤＭＩ端子１１６の
１４ピンの電圧を、高レベル（High）から低レベル（Low）とし、シンク機器１２０に、
電源停止の要求情報を送る。（ｊ）これに対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５
の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂをａ側に接続した状態に戻すとともに、（ｋ）シンク
機器１２０は切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態に
戻す。これにより、ソース機器１１０およびシンク機器１２０における電源供給の状態は
最初の状態に戻る。
【００８９】
　（２）第２の制御方法
【００９０】
　ソース機器１１０は、シンク機器１２０に、ＨＤＭＩケーブル１３０の電源供給ライン
を用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機器１１０の制御部１１１
は、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンの電圧を高レベル（High）から低レベル（Low）とす
ることで、電源供給の要求情報を、シンク機器１２０に送る。この場合、シンク機器１２
０の制御部１２２は、ＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンの電圧を監視し、当該電圧が高レベ
ル（High）から低レベル（Low）に変化するとき、ソース機器１１０から電源供給の要求
情報が送られてきたと判断する。
【００９１】
　なお、シンク機器１２０は、ＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンの電流値を監視し、当該電
流値が高レベル（High）から低レベル（Low）に変化するとき、ソース機器１１０から電
源停止の要求情報が送られてきたと判断する。このとき、ソース機器１１０およびシンク
機器１２０における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【００９２】
　図７は、第２の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【００９３】
　(ａ)ソース機器１１０の切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂがａ側に接
続されるとともに、（ｂ）シンク機器１２０の切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，
１２７ｂがｂ側に接続された状態で、ソース機器１１０にＨＤＭＩケーブル１３０を介し
てシンク機器１２０が接続されると、（ｃ）ソース機器１１０の電源回路１１４からの＋
５Ｖ電源がＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０の内部回路に供給される。
なお、ソース機器１１０の内部回路には、当該ソース機器１１０の電源回路１１４からの
＋５Ｖ電源が供給される。
【００９４】
　（ｄ）この場合、シンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電圧
が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（ＨＰＤ
）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０の制御部１１１はシンク機器１２０が
接続されたことを認識できる。
【００９５】
　（ｅ）その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路１１４を構成するバッテリの残量情報
等に基づいて、ソース機器１１０は、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンの電圧を、高レベル
（High）から低レベル（Low）とし、シンク機器１２０に、電源供給の要求情報を送る。
（ｆ）これに対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１
１５ｂをｂ側に接続した状態になるとともに、（ｇ）シンク機器１２０は切換回路１２７
の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接続した状態となる。
【００９６】
　（ｈ）これにより、シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源がＨＤＭＩケ
ーブル１３０を介してソース機器１１０の内部回路に供給される。なお、シンク機器１２
０の内部回路には、当該シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源が供給され
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る。なお、この場合、シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源により、ソー
ス機器１１０の電源回路１１４を構成するバッテリが充電されるようにしてもよい。
【００９７】
　（ｉ）その後、ソース機器１１０で電源が不要となると、ＨＤＭＩ端子１１６，１２１
の１８ピンの電流値が高レベル（High）から低レベル（Low）に変化する。そのため、シ
ンク機器１２０はソース機器１１０から電源停止の要求情報が送られてきたと判断し、ま
た、ソース機器１１０はシンク機器１２０に電源停止の要求情報を送ったと判断する。
【００９８】
　（ｊ）これに対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，
１１５ｂをａ側に接続した状態に戻すとともに、（ｋ）シンク機器１２０は切換回路１２
７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態に戻す。これにより、ソース
機器１１０およびシンク機器１２０における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【００９９】
　（３）第３の制御方法
【０１００】
　ソース機器１１０は、シンク機器１２０に、ＨＤＭＩケーブル１３０のＣＥＣラインを
用いて、電源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器１１０はシンク機器１２
０に電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器１２０は、当該リクエストに対応
する電源供給レスポンスをソース機器１１０に送る。シンク機器１２０は、電源供給リク
エストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポン
スをソース機器１１０に返す。シンク機器１２０は、電源供給リクエストによる電源供給
が可能であるとき、ソース機器１１０に電源を供給する状態となる。
【０１０１】
　なお、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの電源の供給が不要となるとき、Ｈ
ＤＭＩケーブル１３０のＣＥＣラインを用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわ
ち、ソース機器１１０はシンク機器１２０に、電源供給が不要である旨を示す電源供給リ
クエスト（電圧値＝０、電流値＝０）を送信する。このとき、ソース機器１１０およびシ
ンク機器１２０における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１０２】
　図８は、ＣＥＣコマンドによる、電源供給リクエスト＜Request PowerSupply＞と、電
源供給レスポンス＜Response Power Supply＞の制御データ構造を示している。新規に定
義するコマンドは電源供給に関するリクエストとそのレスポンスである。リクエストコマ
ンドには、付随するパラメータとして供給してほしい電源電圧[Voltage]と最大電流値[Ma
x Current]を指定することが出来る。
【０１０３】
　図８の例では、いくつかの電源電圧と最大電流値をクラス分けで指定しているが、この
データ形式には捉われず表現することも可能である。レスポンスコマンドには、付随する
パラメータとして、要求された電源電圧、最大電流値のそれぞれについての可否[V resul
t]，[C Result]を指定することができる。
【０１０４】
　図９は、第３の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０１０５】
　(ａ)ソース機器１１０の切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂがａ側に接
続されるとともに、（ｂ）シンク機器１２０の切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，
１２７ｂがｂ側に接続された状態で、ソース機器１１０にＨＤＭＩケーブル１３０を介し
てシンク機器１２０が接続されると、（ｃ）ソース機器１１０の電源回路１１４からの＋
５Ｖ電源がＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０の内部回路に供給される。
なお、ソース機器１１０の内部回路には、当該ソース機器１１０の電源回路１１４からの
＋５Ｖ電源が供給される。
【０１０６】
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　（ｄ）この場合、シンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電圧
が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（ＨＰＤ
）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０の制御部１１１はシンク機器１２０が
接続されたことを認識できる。
【０１０７】
　（ｅ）その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路１１４を構成するバッテリの残量情報
等に基づいて、ソース機器１１０は、電源供給リクエストである＜Request Power Supply
＞コマンドを、ＣＥＣラインを介して、シンク機器１２０に送信する。（ｆ）シンク機器
１２０は、＜Request Power Supply＞コマンドで要求される電圧値、電流値の供給が可能
か否かを判断し、（ｇ）その結果を含む電源供給レスポンスである＜Response Power Sup
ply＞コマンドを、ＣＥＣラインを介して、ソース機器１１０に送信する。
【０１０８】
　（ｈ）シンク機器１２０は、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源
回路１２６からの電源の電圧値、電流値を、ソース機器１１０が要求する電圧値、電流値
に対応するように制御し、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接
続した状態とする。（ｉ）これにより、シンク機器１２０の電源回路１２６からの電源が
ＨＤＭＩケーブル１３０を介してソース機器１１０に供給される。
【０１０９】
　（ｊ）ソース機器１１０はシンク機器１２０からの＜Response Power Supply＞コマン
ドを判断し、（ｋ）供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路１１５の切
換スイッチ１１５ａ，１１５ｂをｂ側に接続した状態とする。これにより、シンク機器１
２０から供給される電源が、ソース機器１１０の内部回路に供給される状態となる。
【０１１０】
　（ｌ）その後、ソース機器１１０で電源が不要となると、ソース機器１１０は、シンク
機器１２０に、電源供給が不要である旨を示す＜Request Power Supply＞コマンドを送信
する。（ｍ）シンク機器１２０は、当該＜Request Power Supply＞コマンドを検出し、ソ
ース機器１１０に、＜ResponsePower Supply＞コマンドを返信する。（ｎ）これに対応し
て、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂをａ側に接続
した状態に戻すとともに、（ｐ）シンク機器１２０は切換回路１２７の切換スイッチ１２
７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器１１０およびシン
ク機器１２０における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１１１】
　（４）第４の制御方法
【０１１２】
　ソース機器１１０は、シンク機器１２０に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の
要求情報を送信する。高速双方向通信手段は、例えば、ＨＤＭＩケーブル１３０のうち、
１対の差動ライン、例えば、空き（Reserve）ピン（１４ピン）に対応したライン（以下
、「リザーブライン」という）、およびＨＰＤピン（１９ピン）に対応したライン（以下
、「ＨＰＤライン」という）を用いたものとされる。
【０１１３】
　まず、図１０を用いて、ＬＡＮ(Local AreaNetwork)通信を行う高速双方向通信手段４
００について説明する。この図１０において、図１と対応する部分には同一符号を付して
いる。なお、図１には、高速双方向通信手段４００に関する部分は、図示されていない。
【０１１４】
　ソース機器１１０は、ＬＡＮ信号送信回路４１１、終端抵抗４１２、ＡＣ結合容量４１
３，４１４、ＬＡＮ信号受信回路４１５、減算回路４１６、プルアップ抵抗４２１、ロー
パスフィルタを構成する抵抗４２２および容量４２３、比較器４２４、プルダウン抵抗４
３１、ローパスフィルタを形成する抵抗４３２および容量４３３、並びに比較器４３４を
有している。
【０１１５】
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　電源線（＋５．０Ｖ）と接地線との間には、プルアップ抵抗４２１、ＡＣ結合容量４１
３、終端抵抗４１２、ＡＣ結合容量４１４およびプルダウン抵抗４３１の直列回路が接続
される。ＡＣ結合容量４１３と終端抵抗４１２の互いの接続点Ｐ１は、ＬＡＮ信号送信回
路４１１の正出力側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４１５の正入力側に接続さ
れる。また、ＡＣ結合容量４１４と終端抵抗４１２の互いの接続点Ｐ２は、ＬＡＮ信号送
信回路４１１の負出力側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４１５の負入力側に接
続される。ＬＡＮ信号送信回路４１１の入力側には、制御部１１１から送信信号ＳＧ411
が供給される。
【０１１６】
　また、減算回路４１６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ412
が供給され、この減算回路４１６の負側端子には、制御部１１１から送信信号ＳＧ411が
供給される。この減算回路４１６では、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ412か
ら送信信号ＳＧ411が減算される。この減算回路４１６の出力信号ＳＧ413は、制御部１１
１に供給される。
【０１１７】
　また、プルアップ抵抗４２１およびＡＣ結合容量４１３の互いの接続点Ｑ１は、抵抗４
２２および容量４２３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗４２２およ
び容量４２３の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器４２４の一
方の入力端子に供給される。この比較器４２４では、ローパスフィルタの出力信号が他方
の入力端子に供給される基準電圧Ｖref1（＋３．７５Ｖ）と比較される。この比較器４２
４の出力信号ＳＧ414は制御部１１１に供給される。
【０１１８】
　また、ＡＣ結合容量４１４およびプルダウン抵抗４３１の互いの接続点Ｑ２は、抵抗４
３２および容量４３３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗４３２およ
び容量４３３の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器４３４の一
方の入力端子に供給される。この比較器４３４では、ローパスフィルタの出力信号が他方
の入力端子に供給される基準電圧Ｖref2（＋１．４Ｖ）と比較される。この比較器４３４
の出力信号ＳＧ415は制御部１１１に供給される。
【０１１９】
　シンク機器４０２は、ＬＡＮ信号送信回路４４１、終端抵抗４４２、ＡＣ結合容量４４
３，４４４、ＬＡＮ信号受信回路４４５、減算回路４４６、プルダウン抵抗４５１、ロー
パスフィルタを構成する抵抗４５２および容量４５３、比較器４５４、チョークコイル４
６１、抵抗４６２、並びに抵抗４６３を有している。
【０１２０】
　電源線（＋５．０Ｖ）と接地線との間には、抵抗４６２および抵抗４６３の直列回路が
接続される。そして、この抵抗４６２と抵抗４６３の互いの接続点と、接地線との間には
、チョークコイル４６１、ＡＣ結合容量４４４、終端抵抗４４２、ＡＣ結合容量４４３お
よびプルダウン抵抗４５１の直列回路が接続される。
【０１２１】
　ＡＣ結合容量４４３と終端抵抗４４２の互いの接続点Ｐ３は、ＬＡＮ信号送信回路４４
１の正出力側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４４５の正入力側に接続される。
また、ＡＣ結合容量４４４と終端抵抗４４２の互いの接続点Ｐ４は、ＬＡＮ信号送信回路
４４１の負出力側に接続されると共に、ＬＡＮ信号受信回路４４５の負入力側に接続され
る。ＬＡＮ信号送信回路４４１の入力側には、制御部１２２から送信信号ＳＧ417が供給
される。
【０１２２】
　また、減算回路４４６の正側端子には、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418
が供給され、この減算回路４４６の負側端子には、制御部１２２から送信信号ＳＧ417が
供給される。この減算回路４４６では、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418か
ら送信信号ＳＧ417が減算される。この減算回路４４６の出力信号ＳＧ419は、制御部１２
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２に供給される。
【０１２３】
　また、プルダウン抵抗４５１およびＡＣ結合容量４４３の互いの接続点Ｑ３は、抵抗４
５２および容量４５３の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗４５２およ
び容量４５３の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器４５４の一
方の入力端子に供給される。この比較器４５４では、ローパスフィルタの出力信号が他方
の入力端子に供給される基準電圧Ｖref3（＋１．２５Ｖ）と比較される。この比較器４５
４の出力信号ＳＧ416は制御部１２２に供給される。
【０１２４】
　ＨＤＭＩケーブル１３０に含まれるリザーブライン５０１およびＨＰＤライン５０２は
、差動ツイストペアを構成している。リザーブライン５０１のソース側端５１１はＨＤＭ
Ｉ端子１１６の１４ピンに接続され、当該リザーブライン５０１のシンク側端５２１はＨ
ＤＭＩ端子１２１の１４ピンに接続される。また、ＨＰＤライン５０２のソース側端５１
２はＨＤＭＩ端子１１６の１９ピンに接続され、当該ＨＰＤライン５０２のシンク側端５
２２はＨＤＭＩ端子１２１の１９ピンに接続される。
【０１２５】
　ソース機器１１０において、上述したプルアップ抵抗４２１とＡＣ結合容量４１３の互
いの接続点Ｑ１はＨＤＭＩ端子１１６の１４ピンに接続され、また、上述したプルダウン
抵抗４３１とＡＣ結合容量４１４の互いの接続点Ｑ２はＨＤＭＩ端子１１６の１９ピンに
接続される。一方、シンク機器１２０において、上述したプルダウン抵抗４５１とＡＣ結
合容量４４３の互いの接続点Ｑ３はＨＤＭＩ端子１２１の１４ピンに接続され、また、上
述したチョークコイル４６１とＡＣ結合容量４４４の互いの接続点Ｑ４はＨＤＭＩ端子１
２１の１９ピンに接続される。
【０１２６】
　図１０に示す高速双方向通信手段４００のＬＡＮ通信の動作を説明する。
【０１２７】
　ソース機器１１０において、制御部１１１から出力される送信信号ＳＧ411はＬＡＮ信
号送信回路４１１の入力側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路４１１から送信信号ＳＧ
411に対応した差動信号（正出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡＮ信号
送信回路４１１から出力される差動信号は、接続点Ｐ１，Ｐ２に供給され、ＨＤＭＩケー
ブル１３０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰＤライン５０２）を通じて、シ
ンク機器１２０に送信される。
【０１２８】
　また、シンク機器１２０において、制御部１２２から出力される送信信号ＳＧ417はＬ
ＡＮ信号送信回路４４１の入力側に供給され、このＬＡＮ信号送信回路４４１から送信信
号ＳＧ417に対応した差動信号（正出力信号、負出力信号）が出力される。そして、ＬＡ
Ｎ信号送信回路４４１から出力される差動信号は、接続点Ｐ３，Ｐ４に供給され、ＨＤＭ
Ｉケーブル１３０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰＤライン５０２）を通じ
て、ソース機器１１０に送信される。
【０１２９】
　また、ソース機器１１０において、ＬＡＮ信号受信回路４１５の入力側は接続点Ｐ１，
Ｐ２に接続されていることから、当該ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ412とし
て、ＬＡＮ信号送信回路４１１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送信信号
と、上述したようにシンク機器１２０から送信されてくる差動信号に対応した受信信号と
の加算信号が得られる。減算回路４１６では、ＬＡＮ信号受信回路４１５の出力信号ＳＧ
412から送信信号ＳＧ411が減算される。そのため、この減算回路４１６の出力信号ＳＧ41
3は、シンク機器１２０の送信信号ＳＧ417に対応したものとなる。
【０１３０】
　また、シンク機器１２０において、ＬＡＮ信号受信回路４４５の入力側は接続点Ｐ３，
Ｐ４に接続されていることから、当該ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ418とし



(20) JP 5292776 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

て、ＬＡＮ信号送信回路４４１から出力された差動信号（電流信号）に対応した送信信号
と、上述したようにソース機器１１０から送信されてくる差動信号に対応した受信信号と
の加算信号が得られる。減算回路４４６では、ＬＡＮ信号受信回路４４５の出力信号ＳＧ
418から送信信号ＳＧ417が減算される。そのため、この減算回路４４６の出力信号ＳＧ41
9は、ソース機器１１０の送信信号ＳＧ411に対応したものとなる。
【０１３１】
　このように、図１０に示す高速双方向通信手段４００においては、ソース機器１１０と
シンク機器１２０との間で、双方向のＬＡＮ通信を行うことができる。
【０１３２】
　なお、図１０に示す高速双方向通信手段４００において、ＨＰＤライン５０２は、上述
のＬＡＮ通信の他に、ＤＣバイアスレベルで、ＨＤＭＩケーブル１３０がシンク機器１２
０に接続されたことをソース機器１１０に伝達する。
【０１３３】
　すなわち、シンク機器１２０内の抵抗４６２，４６３とチョークコイル４６１は、ＨＤ
ＭＩケーブル１３０がシンク機器１２０に接続されるとき、ＨＰＤライン５０２を、ＨＤ
ＭＩ端子１２１の１９ピンを介して、約４Ｖにバイアスする。
【０１３４】
　ソース機器１１０は、ＨＰＤライン５０２のＤＣバイアスを抵抗４３２と容量４３３か
らなるローパスフィルタで抽出し、比較器４３４で基準電圧Vref2（例えば、１．４Ｖ）
と比較する。
【０１３５】
　ＨＤＭＩ端子１１６の１９ピンの電圧は、ＨＤＭＩケーブル１３０がシンク機器１２０
に接続されていなければ、プルダウン抵抗４３１が存在するために基準電圧Ｖref2より低
く、逆に、ＨＤＭＩケーブル１３０がシンク機器１２０に接続されていれば基準電圧Ｖre
f2より高い。したがって、比較器４３４の出力信号ＳＧ415は、ＨＤＭＩケーブル１３０
がシンク機器１２０に接続されているときは高レベルとなり、そうでないときは低レベル
となる。これにより、ソース機器１１０の制御部１１１は、比較器４３４の出力信号ＳＧ
415に基づいて、ＨＤＭＩケーブル１３０がシンク機器１２０に接続されたか否かを認識
できる。
【０１３６】
　また、図１０に示す高速双方向通信手段４００においては、リザーブライン５０１のＤ
Ｃバイアス電位で、ＨＤＭＩケーブル１３０の両端に接続された機器が、ＬＡＮ通信が可
能な機器（以下、「ｅ－ＨＤＭＩ対応機器」という）であるか、ＬＡＮ通信が不可能な機
器（以下、「ｅ－ＨＤＭＩ非対応機器」かを、相互に認識する機能を有している。
【０１３７】
　上述したように、ソース機器１１０はリザーブライン５０１を抵抗４２１でプルアップ
（＋５Ｖ）し、シンク機器１２０はリザーブライン５０１を抵抗４５１でプルダウンする
。抵抗４２１，４５１は、ｅ－ＨＤＭＩ非対応機器には存在しない。
【０１３８】
　ソース機器１１０は、上述したように、比較器４２４で、抵抗４２２および容量４２３
からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン５０１のＤＣ電位を基準電圧Ｖref1
と比較する。シンク機器１２０が、ｅ－ＨＤＭＩ対応機器でプルダウン抵抗４５１がある
ときには、リザーブライン５０１の電圧が２．５Ｖとなる。しかし、シンク機器１２０が
、ｅ－ＨＤＭＩ非対応機器でプルダウン抵抗４５１がないときには、リザーブライン５０
１の電圧がプルアップ抵抗４２１の存在により５Ｖとなる。
【０１３９】
　そのため、基準電圧Ｖref1が例えば３．７５Ｖとされることで、比較器４２４の出力信
号ＳＧ414は、シンク機器１２０がｅ－ＨＤＭＩ対応機器であるときは低レベルとなり、
そうでないときは高レベルとなる。これにより、ソース機器１１０の制御部１１１は、比
較器４２４の出力信号ＳＧ414に基づいて、シンク機器１２０がｅ－ＨＤＭＩ対応機器で
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あるか否かを認識できる。
【０１４０】
　同様に、シンク機器１２０は、上述したように、比較器４５４で、抵抗４５２および容
量４５３からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン５０１のＤＣ電位を基準電
圧Ｖref3と比較する。ソース機器１１０が、ｅ－ＨＤＭＩ対応機器でプルアップ抵抗４２
１があるときには、リザーブライン５０１の電圧が２．５Ｖとなる。しかし、ソース機器
１１０が、ｅ－ＨＤＭＩ非対応機器でプルアップ抵抗４２１がないときには、リザーブラ
イン５０１の電圧がプルダウン抵抗４５１の存在により０Ｖとなる。
【０１４１】
　そのため、基準電圧Ｖref3が例えば１．２５Ｖとされることで、比較器４５４の出力信
号ＳＧ416は、ソース機器１１０がｅ－ＨＤＭＩ対応機器であるときは高レベルとなり、
そうでないときは低レベルとなる。これにより、シンク機器１２０の制御部１２２は、比
較器４５４の出力信号ＳＧ416に基づいて、ソース機器１１０がｅ－ＨＤＭＩ対応機器で
あるか否かを認識できる。
【０１４２】
　なお、図１０に示したプルアップ抵抗４２１が、ソース機器１１０内ではなく、ＨＤＭ
Ｉケーブル１３０内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルアップ抵
抗４２１の端子のそれぞれは、ＨＤＭＩケーブル１３０内に設けられたラインのうち、リ
ザーブライン５０１、および電源（電源電位）に接続されるライン（信号線）のそれぞれ
に接続される。
【０１４３】
　さらに、図１０に示したプルダウン抵抗４５１および抵抗４６３がシンク機器１２０内
ではなく、ＨＤＭＩケーブル１３０内に設けられているようにしてもよい。そのような場
合、プルダウン抵抗４５１の端子のそれぞれは、ＨＤＭＩケーブル１３０内に設けられた
ラインのうち、リザーブライン５０１、およびグランド（基準電位）に接続されるライン
（グランド線）のそれぞれに接続される。また、抵抗４６３の端子のそれぞれは、ＨＤＭ
Ｉケーブル１３０内に設けられたラインのうち、ＨＰＤライン５０２、およびグランド（
基準電位）に接続されるライン（グランド線）のそれぞれに接続される。
【０１４４】
　第４の制御方法は、ソース機器１１０およびシンク機器１２０に、上述の高速双方向通
信手段４００と同じ、あるいは同等の高速双方向通信手段が形成されていることが前提で
ある。ソース機器１１０は、シンク機器１２０に、この高速双方向通信手段を用いて、電
源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器１１０はシンク機器１２０に電源供
給リクエストを送信する。また、シンク機器１２０は、当該リクエストに対応する電源供
給レスポンスをソース機器１１０に送る。シンク機器１２０は、電源供給リクエストに含
まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポンスをソース
機器１１０に返す。シンク機器１２０は、電源供給リクエストによる電源供給が可能であ
るとき、ソース機器１１０に電源を供給する状態となる。
【０１４５】
　なお、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの電源の供給が不要となるとき、高
速双方向通信手段を用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器１１
０はシンク機器１２０に、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト（電圧値＝
０、電流値＝０）を送信する。このとき、ソース機器１１０およびシンク機器１２０にお
ける電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１４６】
　図１１は、第４の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０１４７】
　(ａ)ソース機器１１０の切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂがａ側に接
続されるとともに、（ｂ）シンク機器１２０の切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，
１２７ｂがｂ側に接続された状態で、ソース機器１１０にＨＤＭＩケーブル１３０を介し
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てシンク機器１２０が接続されると、（ｃ）ソース機器１１０の電源回路１１４からの＋
５Ｖ電源がＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０の内部回路に供給される。
なお、ソース機器１１０の内部回路には、当該ソース機器１１０の電源回路１１４からの
＋５Ｖ電源が供給される。
【０１４８】
　（ｄ）この場合、シンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電圧
が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（ＨＰＤ
）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０の制御部１１１はシンク機器１２０が
接続されたことを認識できる。
【０１４９】
　（ｅ）その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路１１４を構成するバッテリの残量情報
等に基づいて、ソース機器１１０は、電源供給を要求するリクエスト（上述したＣＥＣラ
インで送信する＜Request Power Supply＞コマンドと同様に、要求する電圧値、電流値の
情報を含む）を、高速双方向通信手段を介して、シンク機器１２０に送信する。（ｆ）シ
ンク機器１２０は、リクエストで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し
、（ｇ）その結果を含むレスポンスを、高速双方向通信手段を介して、ソース機器１１０
に送信する。
【０１５０】
　（ｈ）シンク機器１２０は、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源
回路１２６からの電源の電圧値、電流値を、ソース機器１１０が要求する電圧値、電流値
に対応するように制御し、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接
続した状態とする。（ｉ）これにより、シンク機器１２０の電源回路１２６からの電源が
ＨＤＭＩケーブル１３０を介してソース機器１１０に供給される。
【０１５１】
　（ｊ）ソース機器１１０はシンク機器１２０からの電源供給レスポンスを判断し、（ｋ
）供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路１１５の切換スイッチ１１５
ａ，１１５ｂをｂ側に接続した状態とする。これにより、シンク機器１２０から供給され
る電源が、ソース機器１１０の内部回路に供給される状態となる。
【０１５２】
　（ｌ）その後、ソース機器１１０で電源が不要となると、ソース機器１１０は、シンク
機器１２０に、電源停止を要求するリクエストを送信する。（ｍ）シンク機器１２０は、
当該電源停止リクエストを検出し、ソース機器１１０に、レスポンスを返す。（ｎ）これ
に対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂをａ
側に接続した状態に戻すとともに、（ｐ）シンク機器１２０は切換回路１２７の切換スイ
ッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器１１０お
よびシンク機器１２０における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１５３】
　（５）第５の制御方法
【０１５４】
　ソース機器１１０は、要求情報を、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャネルで送信する映像信号の
ブランキング期間に挿入して、シンク機器１２０に送信する。例えば、要求情報を、ＴＭ
ＤＳチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入するために、ＨＤＭＩのＳＰ
Ｄ(Source Product Description) ＩｎｆｏＦｒａｍｅを用いることが考えられる。
【０１５５】
　この場合、ソース機器１１０の制御部１１１は、ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅのベンダ
ーネーム領域（Ｖｅｎｄｏｒ ｎａｍｅＣｈａｒａｃｔｅｒ領域）に特定のベンダーネー
ム、例えば「ＡＢＣＤ」を記載する。シンク機器１２０の制御部１２２は、ＳＰＤ Ｉｎ
ｆｏＦｒａｍｅのベンダーネーム領域を監視し、特定のベンダーネームが記載されている
とき、ソース機器１１０から電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。なお、特定
のベンダーネームは、ある一つのベンダーネームに限定されるものではなく、複数のベン
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ダーネームのうちのいずれかであってもよい。
【０１５６】
　図１２は、ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅの構成を示している。例えば、ＤａｔａＢｙｔ
ｅ１から８まではＶｅｎｄｏｒ ｎａｍｅ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ（ベンダーネーム）領域と
されており、この領域を用いてベンダーネーム情報が格納される。また、ＤａｔａＢｙｔ
ｅ９から２４まではＰｒｏｄｕｃｔＤｅｓｃｒｉｐｔ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ（モデルナン
バー）領域とされている。さらに、ＤａｔａＢｙｔｅ２５は、Ｓｏｕｒｃｅ．Ｄｅｖｉｃ
ｅ．Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ソース機器種類）領域とされている。このソース機器種類
領域には、図１３に示すように、ソース機器種類を示すコードが格納される。
【０１５７】
　図１４は、第５の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０１５８】
　（ａ）ソース機器１１０の切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１１５ｂがａ側に
接続されるとともに、（ｂ）シンク機器１２０の切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ
，１２７ｂがｂ側に接続された状態で、ソース機器１１０にＨＤＭＩケーブル１３０を介
してシンク機器１２０が接続されると、（ｃ）ソース機器１１０の電源回路１１４からの
＋５Ｖ電源がＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０の内部回路に供給される
。なお、ソース機器１１０の内部回路には、当該ソース機器１１０の電源回路１１４から
の＋５Ｖ電源が供給される。
【０１５９】
　（ｄ）この場合、シンク機器１２０のＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電圧
が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０のＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（ＨＰＤ
）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０の制御部１１１はシンク機器１２０が
接続されたことを認識できる。
【０１６０】
　（ｅ）その後、ソース機器１１０からシンク機器１２０に、ベンダーネーム領域に特定
のベンダーネーム、例えば「ＡＢＣＤ」が記載されたＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅがブラ
ンキング期間に挿入されている映像信号が、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャネルで供給される。
これにより、ソース機器１１０からシンク機器１２０に、電源供給の要求情報が送られた
ことになる。ここで、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネームを記載することは、設
定、あるいはユーザ操作に基づいて行われる。
（ｆ）これに対応して、ソース機器１１０は切換回路１１５の切換スイッチ１１５ａ，１
１５ｂをｂ側に接続した状態になるとともに、（ｇ）シンク機器１２０は切換回路１２７
の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接続した状態となる。
【０１６１】
　（ｈ）これにより、シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源がＨＤＭＩケ
ーブル１３０を介してソース機器１１０の内部回路に供給される。なお、シンク機器１２
０の内部回路には、当該シンク機器１２０の電源回路１２６からの＋５Ｖ電源が供給され
る。
【０１６２】
　上述したように、ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅのベンダーネーム領域に特定のベンダー
ネームが記載されているとき、シンク機器１２０からソース機器１１０に電源が供給され
るようにすることで、シンク機器１２０に特定のメーカのソース機器１１０が接続された
場合には、シンク機器１２０から当該ソース機器１１０に電源が供給されるようにするこ
とができる。
【０１６３】
　以上説明したように、図１に示す通信システム１００においては、ソース機器１１０か
らの電源供給の要求に応じて、シンク機器１２０はソース機器１１０に電源を供給するも
のである。そのため、ソース機器１１０は、電源回路１１４を例えばバッテリ回路だけで
構成でき、ＡＣアダプタ等は不要となり、電源回路１１４の簡素化が可能となる。例えば
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、テレビ受信機等のような十分な電源回路を持つシンク機器に接続される、デジタルカメ
ラレコーダ、デジタルスチルカメラなどのモバイル機器（ソース機器）の電源回路を簡素
化でき、小型化、低廉化が可能となる。
【０１６４】
　また、図１に示す通信システム１００においては、ソース機器１１０からシンク機器１
２０に送信する電源供給の要求（リクエスト）に、要求する電圧値、電流値の情報を含ま
せることができ（第３の制御方法、第４の制御方法）、ソース機器１１０は、シンク機器
２０から、必要とする電圧値または電流値の電源供給を受けることができる。この場合、
シンク機器１２０は、ソース機器１１０が５Ｖ以外の電源を必要とするモバイル機器であ
る場合、当該モバイル機器に最適な電源を供給できる。
【０１６５】
　次に、この発明の他の実施の形態について説明する。図１５は、他の実施の形態として
の通信システム１００Ａの構成例を示している。この図１５において、図１と対応する部
分には同一符号を付し、適宜、詳細説明を省略する。
【０１６６】
　通信システム１００Ａは、ソース機器１１０Ａと、シンク機器１２０Ａとを有している
。ソース機器１１０Ａおよびシンク機器１２０Ａは、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接
続されている。例えば、ソース機器１１０Ａは、電源回路を有しない再生機器であり、シ
ンク機器１２０は十分な電源回路を持つテレビ受信機である。
【０１６７】
　ソース機器１１０Ａは、制御部１１１と、再生部１１２と、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩ
ソース）１１３と、切換回路１１５Ａと、ＨＤＭＩ端子１１６とを有している。切換回路
１１５Ａは、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介して
供給される電源を内部回路に供給する。また、この切換回路１１５Ａは、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０のリザーブラインを介して供給される電源を、選択的に、ＨＤＭＩケーブル１３
０の電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給する。さらに、この切換回路１１５Ａ
は、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介して供給される電
源を、選択的に内部回路に供給する。この切換回路１１５Ａは、電源供給部および電源切
換部を構成している。この切換回路１１５Ａの詳細については後述する。ソース機器１１
０Ａのその他は、詳細説明は省略するが、図１に示すソース機器１１０と同様に構成され
ている。
【０１６８】
　シンク機器１２０Ａは、ＨＤＭＩ端子１２１と、制御部１２２と、記憶部１２３と、Ｈ
ＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２４と、表示部１２５と、電源回路１２６Ａと、切換
回路１２７とを有している。
【０１６９】
　電源回路１２６Ａは、シンク機器１２０Ａの内部回路およびソース機器１１０Ａに供給
する電源を発生する。この電源回路１２６Ａは、例えば、ＡＣ電源から電源（直流電源）
を発生する十分な電源回路である。この電源回路１２６Ａは、ＨＤＭＩケーブル１３０の
リザーブラインを介して、ソース機器１１０Ａに電源を供給する。また、この電源回路１
２６Ａは、切換回路１２７により、選択的に、ＨＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介
して、ソース機器１１０Ａに電源を供給する。シンク機器１２０Ａのその他は、詳細説明
は省略するが、図１に示すシンク機器１２０と同様に構成されている。
【０１７０】
　図１６は、ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａの構成例を示している。切換回路１
１５Ａは、２個の接続スイッチ１１５ｄ，１１５ｅと、ダイオード１１５ｆ，１１５ｇと
を有して構成されている。ＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインが接続されるＨＤＭ
Ｉ端子１１６の１４ピンは、接続スイッチ１１５ｄを介して、ＨＤＭＩケーブル１３０の
電源ラインが接続されるＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンに接続されている。また、ＨＤＭ
Ｉ端子１１６の１４ピンおよび接続スイッチ１１５ｄの互いの接続点はダイオード１１５
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ｆのアノード・カソードを介して、内部回路に接続されている。また、ＨＤＭＩ端子１１
６の１８ピンおよび接続スイッチ１１５ｄの互いの接続点はダイオード１１５ｇのアノー
ド・カソードおよび接続スイッチ１１５ｅを介して、内部回路に接続されている。
【０１７１】
　接続スイッチ１１５ｄのオンオフは、制御部１１１から制御信号Ｃ５が供給されて制御
される。同様に、接続スイッチ１１５ｅのオンオフは、制御部１１１から制御信号Ｃ６が
供給されて制御される。すなわち、最初、接続スイッチ１１５ｄはオン（接続）状態、接
続スイッチ１１５ｅはオフ（非接続）状態におかれるが、その後、ソース機器１１０Ａか
らシンク機器１２０Ａに電源の供給を要求する要求情報が送信されると、接続スイッチ１
１５ｄはオフ状態、接続スイッチ１１５ｅはオン状態とされる。
【０１７２】
　ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａは以上のように構成されており、シンク機器１
２０Ａからシンク機器１１０Ａへの電源供給は以下のように行われる。すなわち、最初、
ソース機器１１０Ａの接続スイッチ１１５ｄはオン状態、接続スイッチ１１５ｅはオフ状
態におかれ、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６ＡからＨＤＭＩケーブル１３０のリザ
ーブラインを介してソース機器１１０Ａに電源が供給され、さらに、シンク機器１２０Ａ
の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂはｂ側に接続される。
【０１７３】
　そのため、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの電源は、ＨＤＭＩケーブル１
３０のリザーブラインを介してソース機器１１０Ａ側に供給される。そして、ソース機器
１１０Ａでは、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介し
て供給される電源が、ＨＤＭＩ端子１１６の１４ピンからダイオード１１５ｆを介して内
部回路に供給される。また、ソース機器１１０Ａでは、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩ
ケーブル１３０のリザーブラインを介して供給される電源が、ＨＤＭＩ端子１１６の１４
ピンから接続スイッチ１１５ｄを介して、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンに供給される。
【０１７４】
　そして、この電源は、ＨＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介して、シンク機器１２
０Ａに供給される。シンク機器１２０Ａでは、ソース機器１１０ＡからＨＤＭＩケーブル
１３０の電源ラインを介して供給される電源が、ＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンから、切
換回路１２７の切換スイッチ１２７ａを介して、内部回路に供給される。
【０１７５】
　その後、ソース機器１１０Ａからシンク機器１２０Ａに、電源の供給を要求する要求情
報が送信されると、ソース機器１１０Ａの接続スイッチ１１５ｄはオフ状態、接続スイッ
チ１１５ｅはオン状態となり、シンク機器１２０Ａの切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂは
ａ側に接続される。そのため、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの電源は、切
換回路１２７の切換スイッチ１２７ａを介して当該シンク機器１２０Ａの内部回路に供給
される。また、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの電源は、切換回路１２７の
切換スイッチ１２７ｂを介してＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンに供給され、さらに、ＨＤ
ＭＩケーブル１３０の電源ラインを介して、ソース機器１１０Ａ側に供給される。
【０１７６】
　そして、ソース機器１１０Ａでは、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンから、ダイオード１
１５ｇおよび接続スイッチ１１５ｅを介して、内部回路に供給される。この場合、ソース
機器１１０Ａの内部回路には、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケ
ーブル１３０のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態と
なる。これにより、ソース機器１１０Ａで必要とする電流容量が大きい場合にも対処可能
となる。このことから、ソース機器１１０Ａからシンク機器１２０Ａに要求情報を送信す
るのは、例えば、リザーブラインを介して供給される電源だけでは、電流容量が不足する
場合等である。
【０１７７】
　次に、ソース機器１１０Ａからシンク機器１２０Ａに送信される、電源供給の要求情報
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について説明する。この電源供給の要求情報は、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基
づいて、例えば、以下の第１～第４の制御方法によって、ソース機器１１０Ａからシンク
機器１２０Ａに送信される。
【０１７８】
　（１）第１の制御方法
【０１７９】
　ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、ＨＤＭＩケーブル１３０の電源供給ラ
インを用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機器１１０Ａの制御部
１１１は、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンの電圧を高レベル（High）から低レベル（Low
）とすることで、電源供給の要求情報を、シンク機器１２０Ａに送る。この場合、シンク
機器１２０Ａの制御部１２２は、ＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンの電圧を監視し、当該電
圧が高レベル（High）から低レベル（Low）に変化するとき、ソース機器１１０Ａから電
源供給の要求情報が送られてきたと判断する。
【０１８０】
　なお、シンク機器１２０Ａは、ＨＤＭＩ端子１２１の１８ピンの電流値を監視し、当該
電流値が高レベル（High）から低レベル（Low）に変化するとき、ソース機器１１０Ａか
ら電源停止の要求情報が送られてきたと判断する。このとき、ソース機器１１０Ａおよび
シンク機器１２０Ａにおける電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１８１】
　図１７は、第１の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０１８２】
　(ａ)ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄがオン、接続スイ
ッチ１１５ｅがオフの状態（受取、戻し状態）におかれると共に、（ｂ）シンク機器１２
０Ａの切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂがｂ側に接続された状態（外部
切換状態）で、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０
Ａが接続されると、（ｃ）シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨ
ＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そし
て、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、（ｄ）Ｈ
ＤＭＩの電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給される。そして、シンク機器１２
０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
【０１８３】
　（ｅ）この場合、シンク機器１２０ＡのＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電
圧が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０ＡのＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（Ｈ
ＰＤ）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０Ａの制御部１１１はシンク機器１
２０Ａが接続されたことを認識できる。
【０１８４】
　（ｆ）その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器１１０Ａは
、ＨＤＭＩ端子１１６の１８ピンの電圧を、高レベル（High）から低レベル（Low）とし
、シンク機器１２０Ａに、電源供給の要求情報を送る。（ｇ）これに対応して、ソース機
器１１０Ａは、接続スイッチ１１５ｄがオフ、接続スイッチ１１５ｅがオンの状態（二重
受取状態）となり、（ｈ）シンク機器１２０Ａは切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ
，１２７ｂがａ側に接続された状態（内部切換状態）となる。
【０１８５】
　（ｉ）これにより、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨＤＭ
Ｉケーブル１３０の電源ラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そして、ソー
ス機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機
器１１０Ａの内部回路に、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる
。なお、シンク機器１２０Ａの内部回路には、当該シンク機器１２０Ａの電源回路１２６
Ａからの＋５Ｖ電源が供給される。
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【０１８６】
　（ｊ）その後、ソース機器１１０Ａで電源ラインを介しての電源が不要となると、ＨＤ
ＭＩ端子１１６，１２１の１８ピンの電流値が高レベル（High）から低レベル（Low）に
変化する。そのため、シンク機器１２０Ａはソース機器１１０Ａから電源停止の要求情報
が送られてきたと判断し、また、ソース機器１１０Ａはシンク機器１２０Ａに電源停止の
要求情報を送ったと判断する。
【０１８７】
　（ｋ）これに対応して、ソース機器１１０Ａは切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５
ｄをオン、接続スイッチ１１５ｅをオフの状態（受取、戻し状態）に戻すと共に、（ｍ）
シンク機器１２０Ａは切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続し
た状態（外部切換状態）に戻す。これにより、シンク機器１２０Ａからソース機器１１０
Ａへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１８８】
　（２）第２の制御方法
【０１８９】
　ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、ＨＤＭＩケーブル１３０のＣＥＣライ
ンを用いて、電源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器１１０Ａはシンク機
器１２０Ａに電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器１２０Ａは、当該リクエ
ストに対応する電源供給レスポンスをソース機器１１０Ａに送る。シンク機器１２０Ａは
、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電
源供給レスポンスをソース機器１１０Ａに返す。シンク機器１２０Ａは、電源供給リクエ
ストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０の
電源ラインを介して電源を供給する状態となる。
【０１９０】
　なお、ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩケーブル１３０の電源
ラインを介しての電源の供給が不要となるとき、ＨＤＭＩケーブル１３０のＣＥＣライン
を用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器１１０Ａはシンク機器
１２０Ａに、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト（電圧値＝０、電流値＝
０）を送信する。このとき、シンク機器１２０Ａからソース機器１１０Ａへの電源供給の
状態は最初の状態に戻る。この第２の制御方法で使用されるＣＥＣコマンドは、上述の図
８に示されている。
【０１９１】
　図１８は、第２の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０１９２】
　(ａ)ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄがオン、接続スイ
ッチ１１５ｅがオフの状態（受取、戻し状態）におかれると共に、（ｂ）シンク機器１２
０Ａの切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂがｂ側に接続された状態（外部
切換状態）で、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０
Ａが接続されると、（ｃ）シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨ
ＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そし
て、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、（ｄ）Ｈ
ＤＭＩの電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給される。そして、シンク機器１２
０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
【０１９３】
　（ｅ）この場合、シンク機器１２０ＡのＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電
圧が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０ＡのＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（Ｈ
ＰＤ）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０Ａの制御部１１１はシンク機器１
２０Ａが接続されたことを認識できる。
【０１９４】
　（ｆ）その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器１１０Ａは
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、電源供給リクエストである＜Request Power Supply＞コマンドを、ＣＥＣラインを介し
て、シンク機器１２０Ａに送信する。（ｇ）シンク機器１２０Ａは、＜Request Power Su
pply＞コマンドで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、（ｈ）その結
果を含む電源供給レスポンスである＜Response Power Supply＞コマンドを、ＣＥＣライ
ンを介して、ソース機器１１０Ａに送信する。
【０１９５】
　（ｉ）ソース機器１１０Ａはシンク機器１２０Ａからの＜Response Power Supply＞コ
マンドを判断し、（ｊ）供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路１１５
Ａの接続スイッチ１１５ｄをオフ、接続スイッチ１１５ｅをオンの状態（二重受取状態）
とする。
【０１９６】
　（ｋ）シンク機器１２０Ａは、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電
源回路１２６Ａからの電源の電圧値、電流値を、ソース機器１１０Ａが要求する電圧値、
電流値に対応するように制御し、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ
側に接続した状態（内部切換状態）とする。
【０１９７】
　（ｍ）これにより、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨＤＭ
Ｉケーブル１３０の電源ラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そして、ソー
ス機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機
器１１０Ａの内部回路に、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる
。なお、シンク機器１２０Ａの内部回路には、当該シンク機器１２０Ａの電源回路１２６
Ａからの＋５Ｖ電源が供給される。
【０１９８】
　（ｎ）その後、ソース機器１１０ＡでＨＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介しての
電源が不要となると、ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、電源供給が不要で
ある旨を示す＜Request Power Supply＞コマンドを送信する。（ｐ）シンク機器１２０Ａ
は、当該＜Request Power Supply＞コマンドを検出し、ソース機器１１０Ａに、＜Respon
sePower Supply＞コマンドを返信する。（ｑ）これに対応して、ソース機器１１０Ａは切
換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄをオン、接続スイッチ１１５ｅをオフの状態（受
取、戻し状態）に戻すとともに、（ｒ）シンク機器１２０Ａは切換回路１２７の切換スイ
ッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態（外部切換状態）に戻す。これにより、シ
ンク機器１２０Ａからソース機器１１０Ａへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０１９９】
　（３）第３の制御方法
【０２００】
　ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、上述した高速双方向通信手段を用いて
、電源供給の要求情報を送信する。この第３の制御方法は、ソース機器１１０Ａおよびシ
ンク機器１２０Ａに、上述の図１０に示す高速双方向通信手段４００と同じ、あるいは同
等の高速双方向通信手段が形成されていることが前提である。
【０２０１】
　ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、高速双方向通信手段を用いて、電源供
給リクエストを送信する。また、シンク機器１２０Ａは、当該リクエストに対応する電源
供給レスポンスを、高速双方向通信手段を用いて、ソース機器１１０Ａに送る。シンク機
器１２０Ａは、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否
情報を含む電源供給レスポンスを、ソース機器１１０Ａに返す。シンク機器１２０Ａは、
電源供給リクエストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケ
ーブル１３０の電源ラインを介して電源を供給する状態となる。
【０２０２】
　なお、ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０ＡからＨＤＭＩケーブル１３０の電源
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ラインを介しての電源の供給が不要となるとき、電源停止の要求情報を送信する。すなわ
ち、ソース機器１１０Ａはシンク機器１２０Ａに、電源供給が不要である旨を示す電源供
給リクエスト（電圧値＝０、電流値＝０）を送信する。このとき、シンク機器１２０Ａか
らソース機器１１０Ａへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
【０２０３】
　図１９は、第３の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０２０４】
　(ａ)ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄがオン、接続スイ
ッチ１１５ｅがオフの状態（受取、戻し状態）におかれると共に、（ｂ）シンク機器１２
０Ａの切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂがｂ側に接続された状態（外部
切換状態）で、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２０
Ａが接続されると、（ｃ）シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨ
ＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そし
て、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、（ｄ）Ｈ
ＤＭＩの電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給される。そして、シンク機器１２
０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
【０２０５】
　（ｅ）この場合、シンク機器１２０ＡのＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電
圧が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０ＡのＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（Ｈ
ＰＤ）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０Ａの制御部１１１はシンク機器１
２０Ａが接続されたことを認識できる。
【０２０６】
　（ｆ）その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器１１０Ａは
、電源供給を要求するリクエスト（上述したＣＥＣラインで送信する＜Request Power Su
pply＞コマンドと同様に、要求する電圧値、電流値の情報を含む）を、高速双方向通信手
段を介して、シンク機器１２０Ａに送信する。（ｇ）シンク機器１２０Ａは、リクエスト
で要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、（ｈ）その結果を含むレスポ
ンスを、高速双方向通信手段を介して、ソース機器１１０Ａに送信する。
【０２０７】
　（ｉ）ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａからの電源供給レスポンスを判断し
、（ｊ）供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路１１５Ａの接続スイッ
チ１１５ｄをオフ、接続スイッチ１１５ｅをオンの状態（二重受取状態）とする。
【０２０８】
　（ｋ）シンク機器１２０Ａは、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電
源回路１２６Ａからの電源の電圧値、電流値を、ソース機器１１０Ａが要求する電圧値、
電流値に対応するように制御し、切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ
側に接続した状態（内部切換状態）とする。
【０２０９】
　（ｍ）これにより、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨＤＭ
Ｉケーブル１３０の電源ラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そして、ソー
ス機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機
器１１０Ａの内部回路に、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる
。なお、シンク機器１２０Ａの内部回路には、当該シンク機器１２０Ａの電源回路１２６
Ａからの＋５Ｖ電源が供給される。
【０２１０】
　（ｎ）その後、ソース機器１１０ＡでＨＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介しての
電源が不要となると、ソース機器１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに、電源停止を要求す
るリクエストを送信する。（ｐ）シンク機器１２０Ａは、当該電源停止リクエストを検出
し、ソース機器１１０Ａに、レスポンスを返す。（ｑ）これに対応して、ソース機器１１
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０Ａは、切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄをオン、接続スイッチ１１５ｅをオフ
の状態（受取、戻し状態）に戻すとともに、（ｒ）シンク機器１２０Ａは切換回路１２７
の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをｂ側に接続した状態（外部切換状態）に戻す。これ
により、シンク機器１２０Ａからソース機器１１０Ａへの電源供給の状態は最初の状態に
戻る。
【０２１１】
　（４）第４の制御方法
【０２１２】
　ソース機器１１０Ａは、要求情報を、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャネルで送信する映像信号
のブランキング期間に挿入して、シンク機器１２０Ａに送信する。例えば、要求情報を、
ＴＭＤＳチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入するために、ＨＤＭＩの
ＳＰＤ(Source Product Description) ＩｎｆｏＦｒａｍｅを用いることが考えられる。
【０２１３】
　この場合、ソース機器１１０Ａの制御部１１１は、ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅのベン
ダーネーム領域（Ｖｅｎｄｏｒ ｎａｍｅＣｈａｒａｃｔｅｒ領域）に特定のベンダーネ
ーム、例えば「ＡＢＣＤ」を記載する。シンク機器１２０Ａの制御部１２２は、ＳＰＤ 
ＩｎｆｏＦｒａｍｅのベンダーネーム領域を監視し、特定のベンダーネームが記載されて
いるとき、ソース機器１１０Ａから電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。なお
、特定のベンダーネームは、ある一つのベンダーネームに限定されるものではなく、複数
のベンダーネームのうちのいずれかであってもよい。
【０２１４】
　図２０は、第４の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
【０２１５】
　（ａ）ソース機器１１０Ａの切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄがオン、接続ス
イッチ１１５ｅがオフの状態（受取、戻し状態）におかれると共に、（ｂ）シンク機器１
２０Ａの切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂがｂ側に接続された状態（外
部切換状態）で、ソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０を介してシンク機器１２
０Ａが接続されると、（ｃ）シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源が
ＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そ
して、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、（ｄ）
ＨＤＭＩの電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給される。そして、シンク機器１
２０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
【０２１６】
　（ｅ）この場合、シンク機器１２０ＡのＨＤＭＩ端子１２１の１９ピン（ＨＰＤ）の電
圧が高くなり、それに伴って、ソース機器１１０ＡのＨＤＭＩ端子１１６の１９ピン（Ｈ
ＰＤ）の電圧が高くなる。そのため、ソース機器１１０Ａの制御部１１１はシンク機器１
２０Ａが接続されたことを認識できる。
【０２１７】
　（ｆ）その後、ソース機器１１０Ａからシンク機器１２０Ａに、ベンダーネーム領域に
特定のベンダーネーム、例えば「ＡＢＣＤ」が記載されたＳＰＤ IｎｆｏＦｒａｍｅがブ
ランキング期間に挿入されている映像信号が、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャネルで供給される
。これにより、ソース機器１１０Ａからシンク機器１２０Ａに、電源供給の要求情報が送
られたことになる。ここで、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネームを記載すること
は、設定、またはユーザ操作、あるいは動作情報等に基づいて行われる。
（ｇ）これに対応して、ソース機器１１０Ａは切換回路１１５Ａの接続スイッチ１１５ｄ
がオフ、接続スイッチ１１５ｅがオンの状態（二重受取状態）となるとともに、（ｈ）シ
ンク機器１２０Ａは切換回路１２７の切換スイッチ１２７ａ，１２７ｂをａ側に接続した
状態（内部切換状態）となる。
【０２１８】
　（ｉ）これにより、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａからの＋５Ｖ電源がＨＤＭ
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Ｉケーブル１３０の電源ラインを介してソース機器１１０Ａに供給される。そして、ソー
ス機器１１０Ａにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機
器１１０Ａの内部回路に、シンク機器１２０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる
。なお、シンク機器１２０Ａの内部回路には、当該シンク機器１２０Ａの電源回路１２６
Ａからの＋５Ｖ電源が供給される。
【０２１９】
　上述したように、ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅのベンダーネーム領域に特定のベンダー
ネームが記載されているとき、シンク機器１２０Ａからソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケ
ーブル１３０の電源ラインを介して電源が供給されるようにすることで、シンク機器１２
０Ａに特定のメーカのソース機器１１０Ａが接続された場合には、シンク機器１２０Ａか
ら当該ソース機器１１０Ａに、ＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインおよび電源ライ
ンの双方を介して電源が供給されるようにすることができる。
【０２２０】
　以上説明したように、図１５に示す通信システム１００Ａにおいては、シンク機器１２
０Ａからソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインを介して電源が
供給され、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源が、内部回路に供給されると共に、Ｈ
ＤＭＩケーブル１３０の電源ラインを介してシンク機器１２０Ａに供給される。そのため
、ソース機器１１０Ａは、電源回路を保有しなくてもよくなる。
【０２２１】
　また、図１５に示す通信システム１００Ａにおいては、ソース機器１１０Ａからの電源
供給の要求に応じて、シンク機器１２０Ａからソース機器１１０ＡにＨＤＭＩケーブル１
３０の電源ラインを介して電源が供給され、ソース機器１１０Ａにおいて、この電源が、
内部回路に供給される。この場合、ソース機器１１０Ａの内部回路には、シンク機器１２
０Ａの電源回路１２６Ａから、ＨＤＭＩケーブル１３０のリザーブラインおよび電源ライ
ンの双方介して電源が供給され、ソース機器１１０Ａで必要とする電流容量が大きくなる
場合に良好に対処できる。
【０２２２】
　なお、上述実施の形態においては、各機器を接続する伝送路として、ＨＤＭＩ規格のイ
ンタフェースを前提として説明したが、その他の同様な伝送規格にも適用できることは勿
論である。
【産業上の利用可能性】
【０２２３】
　この発明は、ソース機器に接続されるシンク機器の電源回路の簡素化を可能とするもの
であり、十分な電源回路を持つテレビ受信機に接続されるバッテリ駆動のモバイル機器、
電源回路を保有しない再生機器等に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２２４】
【図１】この発明の実施の形態としてのＨＤＭＩインタフェースを用いた通信システムの
構成例を示すブロック図である。
【図２】ＨＤＭＩソースとＨＤＭＩシンクの構成例を示すブロック図である。
【図３】ＴＭＤＳ伝送データの構造を示す図である。
【図４】ＨＤＭＩ端子のピン配列（タイプＡ）を示す図である。
【図５】ソース機器およびシンク機器が有する電源供給の切換を行う切換回路の構成例を
示す図である。
【図６】ソース機器からシンク機器に、ＨＤＭＩケーブルの空き（Reserved）ピンに対応
したラインを用いて電源供給の要求情報を送信する場合（第１の制御方法）における、制
御シーケンス例を示す図である。
【図７】ソース機器からシンク機器に、ＨＤＭＩケーブルの電源供給ラインを用いて電源
供給の要求情報を送信する場合（第２の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図
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【図８】ＣＥＣコマンドによる、電源供給リクエスト＜Request Power Supply＞と、電源
供給レスポンス＜ResponsePower Supply＞の制御データ構造を示す図である。
【図９】ソース機器からシンク機器に、ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインを用いて、電源
供給の要求情報を送信する場合（第３の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図
である。
【図１０】ソース機器とシンク機器との間でＬＡＮ通信を行う高速双方向通信手段の構成
例を示す接続図である。
【図１１】ソース機器からシンク機器に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求
情報を送信する場合（第４の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図である。
【図１２】ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅの構成を示す図である。
【図１３】Ｓｏｕｒｃｅ．Ｄｅｖｉｃｅ．Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの構成を示す図である
。
【図１４】ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合（
第５の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図である。
【図１５】この発明の他の実施の形態としてのＨＤＭＩインタフェースを用いた通信シス
テムの構成例を示すブロック図である。
【図１６】ソース機器が有する電源供給の切換を行う切換回路の構成例を示す図である。
【図１７】ソース機器からシンク機器に、ＨＤＭＩケーブルの電源供給ラインを用いて電
源供給の要求情報を送信する場合（第１の制御方法）における、制御シーケンス例を示す
図である。
【図１８】ソース機器からシンク機器に、ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣラインを用いて、電
源供給の要求情報を送信する場合（第２の制御方法）における、制御シーケンス例を示す
図である。
【図１９】ソース機器からシンク機器に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求
情報を送信する場合（第３の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図である。
【図２０】ＳＰＤ ＩｎｆｏＦｒａｍｅを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合（
第４の制御方法）における、制御シーケンス例を示す図である。
【図２１】従来のＨＤＭＩインタフェースを用いた通信システムの構成例を示すブロック
図である。
【符号の説明】
【０２２５】
　１００，１００Ａ・・・通信システム、１１０，１１０Ａ・・・ソース機器、１１１・
・・制御部、１１２・・・再生部、１１３・・・ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）、１
１４・・・電源回路、１１５，１１５Ａ・・・切換回路、１１６・・・ＨＤＭＩ端子、１
２０，１２０Ａ・・・シンク機器、１２１・・・ＨＤＭＩ端子、１２２・・・制御部、１
２３・・・記憶部、１２４・・・ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）、１２５・・・表示
部、１２６・・・電源回路、１２７・・・切換回路、４００・・・高速双方向通信手段、
５０１・・・リザーブライン、５０２・・・ＨＰＤライン
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