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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の電子機器から、差動信号により、伝送路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、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備え、
　上記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機器の接続状態を上記他の電子機器に通知する機能を有し、
　放送信号入力端子から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号化し、またはネ
ットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第２の
信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送られてきて上記イ
ーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を復号化する暗号
処理部をさらに備える
　電子機器。
【請求項２】
　上記通信部は、
　上記暗号処理部で上記第１の信号を暗号化して得られた第４の信号を上記他の電子機器
に送信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
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　テレビ放送信号に基づいて所定のチャネルの映像信号を取得する放送受信部と、
　上記放送受信部で取得された映像信号による映像を表示する表示部と、
　上記表示部で表示されている映像に係る映像信号の記録をユーザが指示するためのユー
ザ操作部とをさらに備え、
　上記通信部は、上記他の電子機器に、上記放送受信部で取得された映像信号を供給する
と共に、上記ユーザ操作部による記録指示の情報を送信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　テレビ放送信号に基づいて映像信号および音声信号を取得する放送受信部と、
　上記放送受信部で取得された映像信号による映像を表示する表示部と、
　上記放送受信部で取得された音声信号による音声を出力するスピーカと、
　上記放送受信部で取得された音声信号による音声を外部スピーカから出力する外部音声
出力モードをユーザが指示するためのユーザ操作部とをさらに備え、
　上記通信部は、上記他の電子機器に、上記放送受信部で取得された音声信号を供給する
と共に、上記ユーザ操作部による上記外部出力モードの指示情報を送信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　リモートコントロール信号の送信機から送信されてくるリモートコントロール信号を受
信するリモートコントロール信号受信部をさらに備え、
　上記通信部は、上記他の電子機器に、上記リモートコントロール信号受信部で受信され
たリモートコントロール信号を送信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　他の電子機器から、差動信号により、伝送路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、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備える電子機器における暗号処理方法であって、
　上記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機器の接続状態を上記他の電子機器に通知する機能を有し、
　放送信号入力端子から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号化し、またはネ
ットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第２の
信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送られてきて上記イ
ーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を復号化する
　暗号処理方法。
【請求項７】
　映像信号を、差動信号により、伝送路を介して、他の電子機器に送信する信号送信部と
、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備え、
　上記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他の電子機器からの接続状態の通知を受ける機能を有し、
　放送信号入力端子あるいは記録部から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号
化し、またはネットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号
化された第２の信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送ら
れてきて上記イーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を
復号化する暗号処理部をさらに備える
　電子機器。
【請求項８】
　上記通信部は、
　上記暗号処理部で上記第１の信号を暗号化して得られた第４の信号を上記他の電子機器
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に送信する
　請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　テレビ放送信号に基づいて所定のチャネルの映像信号を取得する放送受信部と、
　上記放送受信部で取得された映像信号を記録する記録部と、
　上記通信部で受信された選局の情報に基づいて上記放送受信部で選局されるチャネルを
制御すると共に、上記通信部で受信された記録指示の情報に基づいて上記放送受信部で取
得された映像信号の記録を開始するように上記記録部を制御する制御部とをさらに備える
　請求項７に記載の電子機器。
【請求項１０】
　上記通信部で受信される音声信号をスピーカに出力する音声出力部と、
　上記通信部で受信された外部音声出力モードの指示情報に基づいて上記音声出力部にお
けるミューティングがオン状態からオフ状態となるように制御する制御部とをさらに備え
る
　請求項７に記載の電子機器。
【請求項１１】
　上記通信部で受信されるリモートコントロール信号に基づいて各部の動作を制御する制
御部をさらに備える
　請求項７に記載の電子機器。
【請求項１２】
　映像信号を、差動信号により、伝送路を介して、他の電子機器に送信する信号送信部と
、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備える電子機器における暗号処理方法であって、
　上記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他の電子機器からの接続状態の通知を受ける機能を有し、
　放送信号入力端子あるいは記録部から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号
化し、またはネットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号
化された第２の信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送ら
れてきて上記イーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を
復号化する
　暗号処理方法。
【請求項１３】
　第１の電子機器と第２の電子機器とを有する通信システムであって、
　上記第１の電子機器は、
　上記第２の電子機器から、差動信号により、伝送路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、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記第２の電子機器と通信
を行う通信部とを備え、
　上記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機器の接続状態を上記第２の電子機器に通知する機能を有し、
　放送信号入力端子から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号化し、またはネ
ットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第２の
信号を復号化し、あるいは上記第２の電子機器から上記通信路を介して送られてきて上記
イーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を復号化する暗
号処理部をさらに備え、
　上記第２の電子機器は、
　映像信号を、差動信号により、伝送路を介して、上記第１の電子機器に送信する信号送
信部と、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記第１の電子機器と通信
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を行う通信部とを備え、
　上記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第１の電子機器からの接続状態の通知を受ける機能を有し、
　放送信号入力端子あるいは記録部から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号
化し、またはネットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号
化された第２の信号を復号化し、あるいは上記第１の電子機器から上記通信路を介して送
られてきて上記イーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号
を復号化する暗号処理部をさらに備える
　通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia
Interface)等の通信インタフェースを用いる電子機器、暗号処理方法および通信システム
に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile 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 Visual source）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、
ＨＤＭＩが普及しつつある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ＨＤＭＩで接続された機器間では、当該ＨＤＭＩに規定されたＣＥＣ(Consumer Electr
onics Control)規格により制御を行っている。しかし、このＣＥＣ規格は、アナログでの
ＳＣＡＲＴ(Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radior?cepteurs etT?l?viseurs)
端子による機器制御のデータ構造と伝送スピードを継承している。そのため、制御情報の
伝送スピードは約４００bpsと遅く、データ構造も基本的には１６バイト毎の伝送になっ
ているので、高速レスポンスを要する制御や1６バイトを超える制御情報の伝送には不向
きである。
【０００４】
　特許文献２には、受信したパーシャルＴＳ(Transport Stream)を送出部より別の映像機
器装置に出力する際、メッセージ情報のみを分離抽出し、ＵＰｎＰ(Universal Plug and 
Play)表現へ変換した後、前述の送出部より出力する技術が提案されている。また、特許
文献３には、受信装置と録画装置間でデータ及び制御情報の授受を行うが、受信装置側が
録画制御に関して処理手段を持つものが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１９５０３号公報
【特許文献２】特開２００６－３１９５７３号公報
【特許文献３】特開２００３－２０９７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明の目的は、ＨＤＭＩ等の通信インタフェースを用いて接続される機器間の通信
を良好に行い得るようにすることにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の概念は、
　他の電子機器から、差動信号により、伝送路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、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備え、
　上記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機器の接続状態を上記他の電子機器に通知する機能を有し、
　放送信号入力端子から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号化し、またはネ
ットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第２の
信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送られてきて上記イ
ーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を復号化する暗号
処理部をさらに備える
　電子機器にある。
【０００９】
　この発明の電子機器は、他の電子機器から、差動信号により、伝送路を介して送られて
くる映像信号を受信する信号受信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのシンク機器
またはリピータ機器である。この発明においては、伝送路の所定のラインにより構成され
る通信路を介して他の電子機器と通信を行う通信部がさらに備えられる。そして、この通
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
アス電位によって自機器の接続状態を他の電子機器に通知する機能を有するものとされる
。そして、この発明において、暗号処理部により、放送信号入力端子から供給される暗号
化されていない第１の信号が暗号化され、またはネットワーク端子からイーサネットイン
タフェースを通じて供給される暗号化された第２の信号が復号化され、あるいは他の電子
機器から通信路を介して送られてきてイーサネットインタフェースを通じて供給される暗
号化された第３の信号が復号化される。例えば、通信部は、暗号処理部で第１の信号を暗
号化して得られた第４の信号を他の電子機器に送信する、ようにされてもよい。
【００１０】
　この発明において、例えば、テレビ放送信号に基づいて所定のチャネルの映像信号を取
得する放送受信部と、この放送受信部で取得された映像信号による映像を表示する表示部
と、この表示部で表示されている映像に係る映像信号の記録をユーザが指示するためのユ
ーザ操作部とをさらに備え、通信部は、他の電子機器に、放送受信部で取得された映像信
号を供給すると共に、ユーザ操作部による記録指示の情報を送信する、ようにされてもよ
い。
 
【００１１】
　また、この発明において、例えば、テレビ放送信号に基づいて映像信号および音声信号
を取得する放送受信部と、この放送受信部で取得された映像信号による映像を表示する表
示部と、放送受信部で取得された音声信号による音声を出力するスピーカと、放送受信部
で取得された音声信号による音声を外部スピーカから出力する外部音声出力モードをユー
ザが指示するためのユーザ操作部とをさらに備え、通信部は、他の電子機器に、放送受信
部で取得された音声信号を供給すると共に、ユーザ操作部による外部出力モードの指示情
報を送信する、ようにされてもよい。この場合、他の電子機器側に放送受信部で取得され
た音声信号を送っておくことができ、ユーザの外部音声出力モードの指示に応じて、外部
スピーカから放送受信部で取得された音声信号による音声を出力させることができる。
【００１２】
　また、この発明において、例えば、リモートコントロール信号の送信機から送信されて
くるリモートコントロール信号（リモコンコード）を受信するリモートコントロール信号
受信部をさらに備え、通信部は、他の電子機器に、リモートコントロール信号受信部で受
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信されたリモートコントロール信号を送信する、ようにされてもよい。この場合、ユーザ
が他の電子機器側に対するリモートコントロール操作を行うとき、当該操作に伴うリモー
トコントロール信号を通信部により当該他の電子機器側に送ることができ、他の電子機器
側の動作状態を速やかに制御できる。
【００１３】
　また、この発明の概念は、
　映像信号を、差動信号により、伝送路を介して、他の電子機器に送信する信号送信部と
、
　上記伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介して上記他の電子機器と通信を
行う通信部とを備え、
　上記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他の電子機器からの接続状態の通知を受ける機能を有し、
　放送信号入力端子あるいは記録部から供給される暗号化されていない第１の信号を暗号
化し、またはネットワーク端子からイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号
化された第２の信号を復号化し、あるいは上記他の電子機器から上記通信路を介して送ら
れてきて上記イーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化された第３の信号を
復号化する暗号処理部をさらに備える
　電子機器にある。
【００１４】
　この発明の電子機器は、映像信号を、差動信号により、伝送路を介して、他の電子機器
に送信する信号送信部を備えるものであり、例えば、ＨＤＭＩのソース機器またはリピー
タ機器である。この発明においては、伝送路の所定のラインにより構成される通信路を介
して他の電子機器と通信を行う通信部がさらに備えられる。そして、この通信路は一対の
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
って他の電子機器からの通知を受ける機能を有するものとされる。そして、この発明にお
いて、暗号処理部により、放送信号入力端子あるいは記録部から供給される暗号化されて
いない第１の信号が暗号化され、またはネットワーク端子からイーサネットインタフェー
スを通じて供給される暗号化された第２の信号が復号化され、あるいは他の電子機器から
通信路を介して送られてきてイーサネットインタフェースを通じて供給される暗号化され
た第３の信号が復号化される。例えば、通信部は、暗号処理部で第１の信号を暗号化して
得られた第４の信号を他の電子機器に送信する、ようにされてもよい。
【００１５】
　また、この発明において、例えば、テレビ放送信号に基づいて所定のチャネルの映像信
号を取得する放送受信部と、この放送受信部で取得された映像信号を記録する記録部と、
通信部で受信された選局の情報に基づいて放送受信部で選局されるチャネルを制御すると
共に、通信部で受信された記録指示の情報に基づいて放送受信部で取得された映像信号の
記録を開始するように記録部を制御する制御部とをさらに備える、ようにされてもよい。
この場合、放送受信部における選局チャネルを他の電子機器側に存在する表示部に表示さ
れている映像に係るチャネルに切り替えておくことができ、他の電子機器側からユーザの
記録指示があるとき、記録部において、他の電子機器側の表示部で表示されている映像に
係る映像信号の記録を即座に開始できる。
 
【００１６】
　また、この発明において、例えば、通信部で受信される音声信号をスピーカに出力する
音声出力部と、通信部で受信された外部音声出力モードの指示情報に基づいて音声出力部
におけるミューティングがオン状態からオフ状態となるように制御する制御部とをさらに
備える、ようにされてもよい。この場合、他の電子機器側の放送受信部で取得された音声
信号を受信しておくことができ、他の電子機器側からユーザの外部音声出力モードの指示
情報が供給されるとき、音声出力部のューティングはオン状態からオフ状態とり、外部ス
ピーカから他の電子機器側の放送受信部で取得された音声信号による音声を出力する状態
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に即座に制御できる。
 
【００１７】
　また、この発明において、例えば、制御部は、通信部で受信されるリモートコントロー
ル信号に基づいて各部の動作を制御する制御部をさらに備える、ようにされてもよい。こ
の場合、他の電子機器側からリモートコントロール信号を送信して、各部の動作を速やか
に制御できる。
 
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、ＨＤＭＩ等の通信インタフェースを用いて接続される機器間の通信
を良好に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】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】シンク機器としてのテレビ受信機の構成例を示すブロック図である。
【図３】リモコンコードを送信するＩＰパケットの構成を示す図である。
【図４】リピータ機器としてのオーディオアンプの構成例を示すブロック図である。
【図５】ソース機器としてのＤＶＤレコーダの構成例を示すブロック図である。
【図６】ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）とＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）の構成
例を示すブロック図である。
【図７】ＴＭＤＳ伝送データの構造を示す図である。
【図８】ＨＤＭＩ端子のピン配列（タイプＡ）を示す図である。
【図９】テレビ受信機１００の高速データラインインタフェース１０３と、オーディオア
ンプ２００の高速データラインインタフェース２０３ａの構成例を示す接続図である。
【図１０】テレビ受信機１００で見ている映像（画像）をＤＶＤレコーダ３００で記録す
る「ワンタッチ録画」のシーケンスを説明するための図である。
【図１１】高速データラインインタフェースを備えていなかった場合における「ワンタッ
チ録画」のシーケンスを比較例として示す図である。
【図１２】テレビ受信機１００とオーディオアンプ２００の間で音声出力の切り替えを行
う「シアターモード」のシーケンスを説明するための図である。
【図１３】高速データラインインタフェースを備えていなかった場合における「シアター
モード」のシーケンスを比較例として示す図である。
【図１４】「リモコ制御」のシーケンスを説明するための図である。
【図１５】高速データラインインタフェースを備えていなかった場合における「リモコ制
御」のシーケンスを比較例として示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　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１０の構成例を示している。この通信システム１０は、シンク
機器としてのテレビ受信機１００と、リピータ機器としてのオーディオアンプ２００と、
ソース機器としてのＤＶＤレコーダ３００とを有している。テレビ受信機１００およびＤ
ＶＤレコーダ３００には、テレビ放送の受信アンテナ４００が接続されている。また、オ
ーディオアンプ２００には、５．１ch用のスピーカ群５００が接続されている。
【００２１】
　テレビ受信機１００およびオーディオアンプ２００はＨＤＭＩケーブル６１０を介して
接続されている。テレビ受信機１００には、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩＲＸ）１０２と、
通信部を構成する高速データラインインタフェース(Ｉ／Ｆ)１０３とが接続されたＨＤＭ
Ｉ端子１０１が設けられている。また、オーディオアンプ２００には、ＨＤＭＩ送信部（
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ＨＤＭＩＴＸ）２０２ａと、通信部を構成する高速データラインインタフェース(Ｉ／Ｆ)
２０３ａとが接続されたＨＤＭＩ端子２０１ａが設けられている。上述したＨＤＭＩケー
ブル６１０の一端はテレビ受信機１００のＨＤＭＩ端子１０１に接続され、このＨＤＭＩ
ケーブル６１０の他端はオーディオアンプ２００のＨＤＭＩ端子２０１ａに接続されてい
る。
【００２２】
　また、オーディオアンプ２００およびＤＶＤレコーダ３００はＨＤＭＩケーブル６２０
を介して接続されている。オーディオアンプ２００には、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩＲＸ
）２０２ｂと、通信部を構成する高速データラインインタフェース(Ｉ／Ｆ)２０３ｂとが
接続されたＨＤＭＩ端子２０１ｂが設けられている。また、ＤＶＤレコーダ３００には、
ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩＴＸ）３０２と、通信部を構成する高速データラインインタフ
ェース(Ｉ／Ｆ)３０３とが接続されたＨＤＭＩ端子３０１が設けられている。上述したＨ
ＤＭＩケーブル６２０の一端はオーディオアンプ２００のＨＤＭＩ端子２０１ｂに接続さ
れ、このＨＤＭＩケーブル６２０の他端はＤＶＤレコーダ３００のＨＤＭＩ端子３０１に
接続されている。
【００２３】
　図２は、テレビ受信機１００の構成例を示している。このテレビ受信機１００は、ＨＤ
ＭＩ端子１０１と、ＨＤＭＩ受信部１０２と、高速データラインインタフェース１０３と
、アンテナ端子１０５と、デジタルチューナ１０６と、デマルチプレクサ１０７と、ＭＰ
ＥＧ(Moving Picture Expert Group)デコーダ１０８と、映像信号処理回路１０９と、グ
ラフィック生成回路１１０と、パネル駆動回路１１１と、表示パネル１１２と、音声信号
処理回路１１３と、音声増幅回路１１４と、スピーカ１１５と、ＤＴＣＰ(Digital Trans
mission Content Protection)回路１１６と、内部バス１２０と、ＣＰＵ(Central Proces
sing Unit)１２１と、フラッシュＲＯＭ(ReadOnly Memory)１２２と、ＤＲＡＭ(Dynamic 
Random Access Memory)１２３と、イーサネットインタフェース（Ethernet I/F）１２４
と、ネットワーク端子１２５と、リモコン受信部１２６と、リモコン送信機１２７とを有
している。
【００２４】
　なお、「イーサネット」および「Ｅｔｈｅｒｎｅｔ」は登録商標である。デジタルチュ
ーナ１０６およびデマルチプレクサ１０７は放送受信部を構成している。また、リモコン
受信部１２６およびリモコン送信機１２７はユーザ操作部を構成している。
【００２５】
　アンテナ端子１０５は、上述した受信アンテナ４００で受信されたテレビ放送信号を入
力する端子である。デジタルチューナ１０６は、アンテナ端子１０５に入力されるテレビ
放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリーム
を出力する。デマルチプレクサ１０７は、デジタルチューナ１０６で得られたトランスポ
ートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport St
ream）（映像データのＴＳパケット、音声データのＴＳパケット）を抽出する。
【００２６】
　また、デマルチプレクサ１０７は、デジタルチューナ１０６で得られたトランスポート
ストリームから、ＰＳＩ／ＳＩ(Program Specific Information/Service Information)を
取り出し、ＣＰＵ１２１に出力する。デジタルチューナ１０６で得られたトランスポート
ストリームには、複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ１０７で、当該
トランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルＴＳを抽出する処理は、ＰＳ
Ｉ／ＳＩ（ＰＡＴ／ＰＭＴ）から当該任意のチャネルのパケットＩＤ（ＰＩＤ）の情報を
得ることで可能となる。
【００２７】
　ＭＰＥＧデコーダ１０８は、デマルチプレクサ１０７で得られる映像データのＴＳパケ
ットにより構成される映像ＰＥＳ(Packetized Elementary Stream)パケットに対してデコ
ード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ１０８は、デマルチプレク
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サ１０７で得られる音声データのＴＳパケットにより構成される音声ＰＥＳパケットに対
してデコード処理を行って音声データを得る。なお、このＭＰＥＧデコーダ１０８は、必
要に応じて、ＤＴＣＰ回路１１６で復号化されて得られた映像および音声のＰＥＳパケッ
トに対してデコード処理を行って映像データおよび音声データを得る。
【００２８】
　映像信号処理回路１０９およびグラフィック生成回路１１０は、ＭＰＥＧデコーダ１０
８で得られた映像データに対して、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータ
の重畳処理等を行う。パネル駆動回路１１１は、グラフィック生成回路１１０から出力さ
れる映像データに基づいて、表示パネル１１２を駆動する。表示パネル１１２は、例えば
、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)、ＰＤＰ(Plasma DisplayPanel)等で構成されている
。音声信号処理回路１１３はＭＰＥＧデコーダ１０８で得られた音声データに対してＤ／
Ａ変換等の必要な処理を行う。音声増幅回路１１４は、音声信号処理回路１１３から出力
される音声信号を増幅してスピーカ１１５に供給する。
【００２９】
　ＤＴＣＰ回路１１６は、デマルチプレクサ１０７で抽出されたパーシャルＴＳを、必要
に応じて暗号化する。また、ＤＴＣＰ回路１１６は、ネットワーク端子１２５あるいは高
速データラインインタフェース１０３からイーサネットインタフェース１２４に供給され
る暗号化データを復号する。
【００３０】
　ＣＰＵ１２１は、テレビ受信機１００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ１２
２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ１２３は、ＣＰＵ１
２１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ１２１は、フラッシュＲＯＭ１２２から読み出し
たソフトウェアやデータをＤＲＡＭ１２３上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ
受信機１００の各部を制御する。リモコン受信部１２６は、リモコン送信機１２７から送
信されたリモーコントロール信号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ１２１に供給する
。ＣＰＵ１２１、フラッシュＲＯＭ１２２、ＤＲＡＭ１２３およびイーサネットインタフ
ェース１２４は、内部バス１２０に接続されている。
【００３１】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１０２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉケーブル６１０を介してＨＤＭＩ端子１０１に供給されるベースバンドの映像（画像）
と音声のデータを受信する。このＨＤＭＩ受信部１０２の詳細は後述する。高速データラ
インインタフェース１０３は、ＨＤＭＩケーブル６１０を構成する所定のライン（この実
施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いた双方向通信のインタフェ
ースである。この高速データラインインタフェース１０３の詳細は後述する。
【００３２】
　図２に示すテレビ受信機１００の動作を簡単に説明する。
【００３３】
　アンテナ端子１０５に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ１０６に供給され
る。このデジタルチューナ１０６では、テレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネ
ルに対応した所定のトランスポートストリームが出力され、当該所定のトランスポートス
トリームはデマルチプレクサ１０７に供給される。このデマルチプレクサ１０７では、ト
ランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（映像
データのＴＳパケット、音声データのＴＳパケット）が抽出され、当該パーシャルＴＳは
ＭＰＥＧデコーダ１０８に供給される。
【００３４】
　ＭＰＥＧデコーダ１０８では、映像データのＴＳパケットにより構成される映像ＰＥＳ
パケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、映
像信号処理回路１０９およびグラフィック生成回路１１０において、必要に応じてマルチ
画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等が行われた後に、パネル駆動回路１１１に
供給される。そのため、表示パネル１１２には、ユーザの選択チャネルに対応した画像が
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表示される。
【００３５】
　また、ＭＰＥＧデコーダ１０８では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声
ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データ
は、音声信号処理回路１１３でＤ／Ａ変換等の必要な処理が行われ、さらに、音声増幅回
路１１４で増幅された後に、スピーカ１１５に供給される。そのため、スピーカ１１５か
ら、ユーザの選択チャネルに対応した音声が出力される。
【００３６】
　上述したテレビ放送信号の受信時において、デマルチプレクサ１０７で抽出されたパー
シャルＴＳは、ＤＴＣＰ回路１１６で暗号化された後、イーサネットインタフェース１２
４を介して高速データラインインタフェース１０３に送信データとして供給される。その
ため、当該パーシャルＴＳは、ＨＤＭＩ端子１０１に接続されたＨＤＭＩケーブル６１０
の所定ラインを介してオーディオアンプ２００側に送信される。
【００３７】
　上述したテレビ放送信号の受信時において、デマルチプレクサ１０７で抽出されたパー
シャルＴＳをネットワークに送出する際には、当該パーシャルＴＳはＤＴＣＰ回路１１６
で暗号化された後、イーサネットインタフェース１２４を介してネットワーク端子１２５
に出力される。
【００３８】
　リモコン受信部１２６ではリモコン送信機１２７から送信されたリモコンコード（リモ
ーコントロール信号）が受信され、当該リモコンコードはＣＰＵ１２１に供給される。Ｃ
ＰＵ１２１は、このリモコンコードがテレビ受信機１００の制御に関係する場合、このリ
モコンコードに基づいて、テレビ受信機１００の各部を制御する。
【００３９】
　また、ＣＰＵ１２１では、リモコン受信部１２６から供給されるリモコンコードを含む
ＩＰパケットが生成される。このＩＰパケットは、イーサネットインタフェース１２４お
よび高速データラインインタフェース１０３を介して、ＨＤＭＩ端子１０１に出力される
。そのため、ＩＰパケットは、ＨＤＭＩ端子１０１に接続されたＨＤＭＩケーブル６１０
を通じてオーディオアンプ２００側に送信される。また、このＩＰパケットは、必要に応
じてネットワークに送出される。その場合、当該ＩＰパケットは、イーサネットインタフ
ェース１２４を介してネットワーク端子１２５に出力される。
【００４０】
　図３は、リモコンコードを含むＩＰパケットの構成を示している。ＩＰパケットは、Ｉ
Ｐヘッダと、ペイロードと、ＣＲＣとからなっている。リモコンコードを含むＩＰパケッ
トにおいては、ペイロード部分に、リモコンコードが挿入されている。
【００４１】
　なお、ネットワーク端子１２５からイーサネットインタフェース１２４に供給される、
あるいは、ＨＤＭＩ端子１０１から高速データラインインタフェース１０３を介してイー
サネットインタフェース１２４に供給される、暗号化されているパーシャルＴＳは、ＤＴ
ＣＰ回路１１６で復号化された後に、ＭＰＥＧデコーダ１０８に供給される。以降は、上
述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル１１２に画像が表示され
、スピーカ１１５から音声が出力される。
【００４２】
　また、ＨＤＭＩ受信部１０２では、ＨＤＭＩ端子１０１にＨＤＭＩケーブル６１０を介
して接続されているオーディオアンプ２００側から送信されてくる、映像（画像）データ
および音声データが取得される。この映像データおよび音声データは、それぞれ、映像信
号処理回路１０９および音声信号処理回路１１３に供給される。以降は、上述したテレビ
放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル１１２に画像が表示され、スピーカ１
１５から音声が出力される。
【００４３】
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　図４は、オーディオアンプ２００の構成例を示している。このオーディオアンプ２００
は、ＨＤＭＩ端子２０１ａ，２０１ｂと、ＨＤＭＩ送信部２０２ａと、ＨＤＭＩ受信部２
０２ｂと、高速データラインインタフェース２０３ａ，２０３ｂと、ＭＰＥＧデコーダ２
０４と、映像・グラフィック処理回路２０５と、音声処理回路２０７と、音声増幅回路２
０８と、音声出力端子２０９ａ～２０９ｅと、ＤＴＣＰ回路２１０と、イーサネットイン
タフェース２１１と、内部バス２１２と、ＣＰＵ２１３と、フラッシュＲＯＭ２１４と、
ＤＲＡＭ２１５とを有している。
【００４４】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２０２ａは、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベー
スバンドの映像（画像）と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子２０１ａからＨＤＭＩケーブル
６１０に送出する。ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）２０２ｂは、ＨＤＭＩに準拠した
通信により、ＨＤＭＩケーブル６２０を介してＨＤＭＩ端子２０１ｂに供給されるベース
バンドの映像（画像）と音声のデータを受信する。ＨＤＭＩ送信部２０２ａおよびＨＤＭ
Ｉ受信部２０２ｂの詳細は後述する。
【００４５】
　高速データラインインタフェース２０３ａは、ＨＤＭＩケーブル６１０を構成する所定
のライン（この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いた双方向
通信のインタフェースである。高速データラインインタフェース２０３ｂは、ＨＤＭＩケ
ーブル６２０を構成する所定のライン（この実施の形態においては、リザーブライン、Ｈ
ＰＤライン）を用いた双方向通信のインタフェースである。高速データラインインタフェ
ース２０３ａ，２０３ｂの詳細は後述する。
【００４６】
　ＤＴＣＰ回路２１０は、高速データラインインタフェース２０３ｂを介してイーサネッ
トインタフェース２１１に供給される、暗号化されているパーシャルＴＳを復号化する。
ＭＰＥＧデコーダ２０４は、ＤＴＣＰ回路２１０で復号化されて得られたパーシャルＴＳ
のうち、音声のＰＥＳパケットに対してデコード処理を行って音声データを得る。
【００４７】
　音声処理回路２０７は、ＭＰＥＧデコーダ２０４で得られた音声データにＤ／Ａ変換等
の必要な処理を行う。音声増幅回路２０８は、音声処理回路２０７から出力されるフロン
トレフト音声信号ＳFL、フロントライト音声信号ＳFR、フロントセンタ音声信号ＳFCと、
リアレフト音声信号ＳRLおよびリアライト音声信号ＳRRを増幅して、音声出力端子２０９
ａ，２０９ｂ，２０９ｃ，２０９ｄおよび２０９ｅに出力する。
【００４８】
　なお、音声出力端子２０９ａ，２０９ｂ，２０９ｃ，２０９ｄおよび２０９ｅには、そ
れぞれ、スピーカ群５００を構成するフロントレフトスピーカ５００ａ、フロントライト
スピーカ５００ｂ、フロントセンタースピーカ５００ｃ、リアレフトスピーカ５００ｄお
よびリアライトスピーカ５００ｅが接続されている。
【００４９】
　音声処理回路２０７は、さらに、ＨＤＭＩ受信部２０２ｂで得られた音声データを、必
要な処理を施した後に、ＨＤＭＩ送信部２０２ａに供給する。映像・グラフィック処理回
路２０５は、ＨＤＭＩ受信部２０２ｂで得られた映像（画像）データを、グラフィックス
データの重畳等の処理を施した後に、ＨＤＭＩ送信部２０２ａに供給する。
【００５０】
　ＣＰＵ２１３は、オーディオアンプ２００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ
２１４は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２１５は、ＣＰ
Ｕ２１３のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２１３は、フラッシュＲＯＭ２１４から読み
出したソフトウェアやデータをＤＲＡＭ２１５上に展開してソフトウェアを起動させ、オ
ーディオアンプ２００の各部を制御する。ＣＰＵ２１３、フラッシュＲＯＭ２１４、ＤＲ
ＡＭ２１５およびイーサネットインタフェース２１１は、内部バス２１２に接続されてい
る。
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【００５１】
　図４に示すオーディオアンプ２００の動作を簡単に説明する。
【００５２】
　ＨＤＭＩ受信部２０２ｂでは、ＨＤＭＩ端子２０１ｂにＨＤＭＩケーブル６２０を介し
て接続されているＤＶＤレコーダ３００から送信されてくる、映像（画像）データおよび
音声データが取得される。この映像データおよび音声データは、それぞれ、映像・グラフ
ィック処理回路２０５および音声処理回路２０７を介して、ＨＤＭＩ送信部２０２ａに供
給され、当該ＨＤＭＩ端子２０１ａに接続されたＨＤＭＩケーブル６１０を介してテレビ
受信機１００に送信される。
【００５３】
　高速データラインインタフェース２０３ａでは、ＨＤＭＩ端子２０１ａに接続されてい
るＨＤＭＩケーブル６１０の所定ラインを通じてテレビ受信機１００から送信されてくる
、暗号化されたパーシャルＴＳが受信される。このパーシャルＴＳはイーサネットインタ
フェース２１１を介してＤＴＣＰ回路２１０に供給されて復号化される。
【００５４】
　ＤＴＣＰ回路２１０で復号化されたパーシャルＴＳは、ＭＰＥＧデコーダ２０４に供給
される。ＭＰＥＧデコーダ２０４では、パーシャルＴＳを構成する音声データのＰＥＳパ
ケットに対してデコード処理が施されて音声データが得られる。この音声データは音声処
理回路２０７に供給されてＤ／Ａ変換等の必要な処理が施される。そして、ミューティン
グがオフ状態にあるとき、音声処理回路２０７から出力される各音声信号ＳFL，ＳFR，Ｓ
FC，ＳRL，ＳRRが増幅されて音声出力端子２０９ａ，２０９ｂ，２０９ｃ，２０９ｄ，２
０９ｅに出力される。そのため、スピーカ群５００から音声が出力される。
【００５５】
　また、高速データラインインタフェース２０３ａでは、ＨＤＭＩ端子２０１ａに接続さ
れているＨＤＭＩケーブル６１０の所定ラインを通じてテレビ受信機１００から送信され
てくる、リモコンコードが含まれたＩＰパケットが受信される。このＩＰパケットはイー
サネットインタフェース２１１を介してＣＰＵ２１３に供給される。ＣＰＵ２１３は、当
該ＩＰパケットに含まれるリモコンコードがオーディオアンプ２００の制御に関係する場
合、このリモコンコードに基づいて、オーディオアンプ２００の各部を制御する。例えば
、ＣＰＵ２１３は、リモコンコードが、外部音声出力モードとしての「シアターモード」
の指示を示すときは、音声増幅回路２０８のミューティングがオン状態からオフ状態にな
るように制御する。
【００５６】
　なお、上述したように高速データラインインタフェース２０３ａで受信され、イーサネ
ットインタフェース２１１に供給されるパーシャルＴＳおよびＩＰパケットは、高速デー
タラインインタフェース２０３ｂに送信データとして供給される。そのため、これらパー
シャルＴＳおよびＩＰパケットは、ＨＤＭＩ端子２０１ｂに接続されたＨＤＭＩケーブル
６２０の所定ラインを介してＤＶＤレコーダ３００に送信される。
【００５７】
　図５は、ＤＶＤレコーダ３００の構成例を示している。このＤＶＤレコーダ３００は、
ＨＤＭＩ端子３０１と、ＨＤＭＩ送信部３０２と、高速データラインインタフェース３０
３と、アンテナ端子３０４と、デジタルチューナ３０５と、デマルチプレクサ３０６と、
内部バス３０７と、記録部インタフェース３０８と、ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９と、Ｈ
ＤＤ(Hard Disk Drive)３１０と、ＣＰＵ３１１と、フラッシュＲＯＭ３１２と、ＤＲＡ
Ｍ３１３と、イーサネットインタフェース（Ethernet I/F）３１４と、ネットワーク端子
３１５と、ＤＴＣＰ回路３１６と、ＭＰＥＧデコーダ３１７と、グラフィック生成回路３
１８と、映像出力端子３１９と、音声出力端子３２０とを有している。ここで、デジタル
チューナ３０５およびデマルチプレクサ３０６は放送受信部を構成している。
【００５８】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）３０２は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ベース
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バンドの映像（画像）と音声のデータを、ＨＤＭＩ端子３０１からＨＤＭＩケーブル６２
０に送出する。このＨＤＭＩ送信部３０２の詳細は後述する。
【００５９】
　高速データラインインタフェース３０３は、ＨＤＭＩケーブル６２０を構成する所定の
ライン（この実施の形態においては、リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いた双方向通
信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース３０３の詳細は後述す
る。
【００６０】
　アンテナ端子３０４は、上述した受信アンテナ４００で受信されたテレビ放送信号を入
力する端子である。デジタルチューナ３０５は、アンテナ端子３０４に入力されるテレビ
放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ３
０６は、デジタルチューナ３０５で得られたトランスポートストリームから、所定の選択
チャネルに対応した、パーシャルＴＳ（Transport Stream）（映像データのＴＳパケット
、音声データのＴＳパケット）を抽出する。
【００６１】
　また、デマルチプレクサ３０６は、デジタルチューナ３０５で得られたトランスポート
ストリームから、ＰＳＩ／ＳＩ(Program Specific Information/Service Information)を
取り出し、ＣＰＵ３１１に出力する。デジタルチューナ３０５で得られたトランスポート
ストリームには複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ３０６で、当該ト
ランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルＴＳを抽出する処理は、ＰＳＩ
／ＳＩ（ＰＡＴ／ＰＭＴ）から当該任意のチャネルのパケットＩＤ（ＰＩＤ）の情報を得
ることで可能となる。
【００６２】
　ＣＰＵ３１１、フラッシュＲＯＭ３１２、ＤＲＡＭ３１３、デマルチプレクサ３０６、
イーサネットインタフェース３１４、および記録部インタフェース３０８は、内部バス３
０７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９およびＨＤＤ３１０は、記録部イン
タフェース３０８を介して内部バス３０７に接続されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０
９およびＨＤＤ３１０は、デマルチプレクサ３０６で抽出されたパーシャルＴＳを記録す
る。また、ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９およびＨＤＤ３１０は、それぞれ、記録媒体に記
録されているパーシャルＴＳを再生する。
【００６３】
　ＭＰＥＧデコーダ３１７は、デマルチプレクサ３０６で抽出された、あるいは、ＤＶＤ
／ＢＤドライブ３０９およびＨＤＤ３１０で再生されたパーシャルＴＳを構成する映像Ｐ
ＥＳパケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、ＭＰＥＧデコーダ
３１７は、当該パーシャルＴＳを構成する音声ＰＥＳパケットに対してデコード処理を行
って音声データを得る。
【００６４】
　グラフィック生成回路３１８は、ＭＰＥＧデコーダ３１７で得られた映像データに対し
て、必要に応じてグラフィックスデータの重畳処理等を行う。映像出力端子３１９は、グ
ラフィック生成回路３１８から出力される映像データを出力する。音声出力端子３２０は
、ＭＰＥＧデコーダ３１７で得られた音声データを出力する。
【００６５】
　ＤＴＣＰ回路３１６は、デマルチプレクサ３０６で抽出されたパーシャルＴＳ、あるい
はＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９およびＨＤＤ３１０で再生されたパーシャルＴＳを、必要
に応じて暗号化する。また、ＤＴＣＰ回路３１６は、ネットワーク端子３１５あるいは高
速データラインインタフェース３０３からイーサネットインタフェース３１４に供給され
る暗号化データを復号する。
【００６６】
　ＣＰＵ３１１は、ＤＶＤレコーダ３００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ３
１２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ３１３は、ＣＰＵ
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３１１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ３１１は、フラッシュＲＯＭ３１２から読み出
したソフトウェアやデータをＤＲＡＭ３１３上に展開してソフトウェアを起動させ、ＤＶ
Ｄレコーダ３００の各部を制御する。
【００６７】
　図５に示すＤＶＤレコーダ３００の動作を簡単に説明する。
【００６８】
　アンテナ端子３０４に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ３０５に供給され
る。このデジタルチューナ３０５では、テレビ放送信号を処理して、所定のトランスポー
トストリームが取り出され、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ３
０６に供給される。このデマルチプレクサ３０６では、トランスポートストリームから、
所定のチャネルに対応した、パーシャルＴＳ（映像データのＴＳパケット、音声データの
ＴＳパケット）が抽出される。このパーシャルＴＳは、記録部インタフェース３０８を介
してＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９、あるいはＨＤＤ３１０に供給され、ＣＰＵ３１１から
の記録指示に基づいて記録される。
【００６９】
　また、上述したようにデマルチプレクサ３０６で抽出されるパーシャルＴＳ、または、
ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９、あるいはＨＤＤ３１０で再生されるパーシャルＴＳは、Ｍ
ＰＥＧデコーダ３１７に供給される。このＭＰＥＧデコーダ３１７では、映像データのＴ
Ｓパケットにより構成される映像ＰＥＳパケットに対してデコード処理が行われて映像デ
ータが得られる。この映像データは、グラフィック生成回路３１８でグラフィックスデー
タの重畳処理等が行われた後に、映像出力端子３１９に出力される。また、ＭＰＥＧデコ
ーダ３１７では、音声データのＴＳパケットにより構成される音声ＰＥＳパケットに対し
てデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声出力端子３２
０に出力される。
【００７０】
　ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９、あるいはＨＤＤ３１０で再生されたパーシャルＴＳに対
応してＭＰＥＧデコーダ３１７で得られた映像（画像）データおよび音声データはＨＤＭ
Ｉ送信部３０２に供給され、該ＨＤＭＩ端子３０２に接続されたＨＤＭＩケーブル６２０
を介してオーディオアンプ２００側に送信される。
【００７１】
　高速データラインインタフェース３０３では、ＨＤＭＩ端子３０１に接続されているＨ
ＤＭＩケーブル６２０の所定ラインを通じてオーディオアンプ２００側から送信されてく
る、暗号化されたパーシャルＴＳが受信される。このパーシャルＴＳはイーサネットイン
タフェース３１４を介してＤＴＣＰ回路３１６に供給されて復号化される。
【００７２】
　ＤＴＣＰ回路３１６で復号化されたパーシャルＴＳはＣＰＵ３１１に供給される。ＣＰ
Ｕ３１１は、当該パーシャルＴＳを解析して、上述したテレビ受信機１００でどのチャネ
ルが選局されているかを示す選局情報としてのパケットＩＤ（ＰＩＤ）を抽出する、そし
て、ＣＰＵ３１１は、当該パケットＩＤに基づいてデジタルチューナ３０５およびデマル
チプレクサ３０６を制御し、テレビ受信機１００と同じチャネルを選局させる。この場合
、テレビ受信機１００における選局チャネルが変化する際、ＤＶＤレコーダ３００におけ
る選局チャネルも同様に変化する。
【００７３】
　また、高速データラインインタフェース３０３では、ＨＤＭＩ端子３０１に接続されて
いるＨＤＭＩケーブル６２０の所定ラインを通じてオーディオアンプ２００側から送信さ
れてくる、リモコンコードが含まれたＩＰパケットが受信される。このＩＰパケットはイ
ーサネットインタフェース３１４を介してＣＰＵ３１１に供給される。ＣＰＵ３１１は、
当該ＩＰパケットに含まれるリモコンコードがＤＶＤレコーダ３００の制御に関係する場
合、このリモコンコードに基づいて、ＤＶＤレコーダ３００の各部を制御する。
【００７４】
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　例えば、ＣＰＵ３１１は、リモコンコードが、記録を指示するものであるときは、デマ
ルチプレクサ３０６で抽出されたパーシャルＴＳがＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９、あるい
はＨＤＤ３１０で記録されるように制御する。
【００７５】
　また、デマルチプレクサ３０６で抽出されたパーシャルＴＳ、または、ＤＶＤ／ＢＤド
ライブ３０９、あるいはＨＤＤ３１０で再生されたパーシャルＴＳをネットワークに送出
する際には、該パーシャルＴＳは、ＤＴＣＰ回路３１６で暗号化された後、イーサネット
インタフェース３１４を介してネットワーク端子３１５に出力される。
【００７６】
　図６は、図１の通信システム１０における、テレビ受信機１００のＨＤＭＩ受信部（Ｈ
ＤＭＩシンク）１０２と、オーディオアンプ２００のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）
２０２ａの構成例を示している。
【００７７】
　ＨＤＭＩ送信部２０２ａ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１０２に一方向に送信する。また、ＨＤＭＩ送信部２０２ａ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１０２に一方向に送信する。
【００７８】
　ＨＤＭＩ送信部２０２ａ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、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７２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。
【００７９】
　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６１０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１０２に、一方
向に送信する。
【００８０】
　さらに、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、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６１０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１０２に、一方向に送信する。
【００８１】
　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６１０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１０２に送信する。
【００８２】
　ＨＤＭＩ受信部１０２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２０２ａ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２０２ａ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。
【００８３】
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　ＨＤＭＩ受信部１０２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６
１０を介して接続されているＨＤＭＩ送信部２０２ａ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Ｈ
ＤＭＩ送信部２０２ａ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
。
【００８４】
　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
施して出力する。その他、シンク信号処理部８２は、ＨＤＭＩレシーバ８１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。
【００８５】
　ＨＤＭＩの伝送チャネルには、ＨＤＭＩ送信部２０２ａからＨＤＭＩ受信部１０２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(Dis
play 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。
【００８６】
　ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩケーブル６１０に含まれる図示しない２本のライン（信号線）
からなり、ソース機器が、ＨＤＭＩケーブル６１０を介して接続されたシンク機器から、
Ｅ－ＥＤＩＤ(Enhanced-Extended Display Identification)を読み出すために使用される
。すなわち、シンク機器は、ＥＤＩＤＲＯＭ８５を有している。ソース機器は、ＨＤＭＩ
ケーブル６１０を介して接続されているシンク機器から、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
機器の設定、性能を認識する。
【００８７】
　ＣＥＣライン８４は、ＨＤＭＩケーブル６１０に含まれる図示しない１本のラインから
なり、ソース機器とシンク機器との間で、制御用のデータの双方向通信を行うために用い
られる。
【００８８】
　また、ＨＤＭＩケーブル６２０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。ソース機器は、当該ライン８６を利用して、シンク機
器の接続を検出することができる。また、ＨＤＭＩケーブル６２０には、ソース機器から
シンク機器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。さらに、ＨＤ
ＭＩケーブル６１０には、リザーブライン８８が含まれている。
【００８９】
　図７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７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。
【００９０】
　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。
【００９１】
　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
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（horizontal blanking）、垂直ブランキング期間（verticalblanking）、並びに、ビデ
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。
【００９２】
　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。
【００９３】
　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。
【００９４】
　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。
【００９５】
　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。
【００９６】
　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。
【００９７】
　図８は、ＨＤＭＩ端子１０１，２０１ａ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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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(SerialData)信号が伝送されるラインは、ピン番号が１
６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。
【０１００】
　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。
【０１０１】
　なお、図６は、図１の通信システム１０における、オーディオアンプ２００のＨＤＭＩ
送信部（ＨＤＭＩソース）２０２ａとテレビ受信機１００のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシ
ンク）１０２の構成例を示している。詳細説明は省略するが、図１の通信システム１０に
おける、ＤＶＤレコーダ３００のＨＤＭＩ送信部３０２とオーディオアンプ２００のＨＤ
ＭＩ受信部２０２ｂも、同様に構成されている。
【０１０２】
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　図９は、図１の通信システム１０における、テレビ受信機１００の高速データラインイ
ンタフェース１０３と、オーディオアンプ２００の高速データラインインタフェース２０
３ａの構成例を示している。これらインタフェース１０３，２０３ａは、ＬＡＮ(Local A
rea Network)通信を行う通信部を構成する。この通信部は、ＨＤＭＩケーブル６１０を構
成する複数のラインのうち、１対の差動ライン、この実施の形態においては、空き（Rese
rve）ピン（１４ピン）に対応したリザーブライン（Ether－ライン）、およびＨＰＤピン
（１９ピン）に対応したＨＰＤライン（Ether＋ライン）を用いて、通信を行う。
【０１０３】
　オーディオアンプ２００は、ＬＡＮ信号送信回路４１１、終端抵抗４１２、ＡＣ結合容
量４１３，４１４、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４３１、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４
３４を有している。ここで、高速データラインインタフェース２０３ａは、ＬＡＮ信号送
信回路４１１、終端抵抗４１２、ＡＣ結合容量４１３，４１４、ＬＡＮ信号受信回路４１
５、減算回路４１６により構成されている。
【０１０４】
　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、イーサネットインタフェース２１１
から送信信号ＳＧ411が供給される。
【０１０５】
　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、イーサネットインタフェース２１１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Ｓ
Ｇ413は、イーサネットインタフェース２１１に供給される。
【０１０６】
　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ＣＰＵ２１３（図示していない）に供給される。
【０１０７】
　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ＣＰＵ２１３に供給される。
【０１０８】
　テレビ受信機１００は、ＬＡＮ信号送信回路４４１、終端抵抗４４２、ＡＣ結合容量４
４３，４４４、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
４６１、抵抗４６２、並びに抵抗４６３を有している。ここで、高速データラインインタ
フェース１０３は、ＬＡＮ信号送信回路４４１、終端抵抗４４２、ＡＣ結合容量４４３，
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４４４、ＬＡＮ信号受信回路４４５、減算回路４４６により構成されている。
【０１０９】
　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。
【０１１０】
　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、イーサネットインタフェース１２４から送
信信号ＳＧ417が供給される。
【０１１１】
　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、イーサネットインタフェース１２４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Ｓ
Ｇ419は、イーサネットインタフェース１２４に供給される。
【０１１２】
　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ＣＰＵ１２１（図示していない）に供給される。
【０１１３】
　ＨＤＭＩケーブル６１０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２０１ａの１４ピンに接続され、当該リザーブライン５０１のシンク側端はＨＤＭ
Ｉ端子１０１の端子５２１（１４ピン）に接続される。また、ＨＰＤライン５０２のソー
ス側端５１２はＨＤＭＩ端子２０１ａの１９ピンに接続され、当該ＨＰＤライン５０２の
シンク側端５２２はＨＤＭＩ端子１０１の１９ピンに接続される。
【０１１４】
　オーディオアンプ２００において、上述したプルアップ抵抗４２１とＡＣ結合容量４１
３の互いの接続点Ｑ１はＨＤＭＩ端子２０１ａ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２０１ａの
１９ピンに接続される。一方、テレビ受信機１００において、上述したプルダウン抵抗４
５１とＡＣ結合容量４４３の互いの接続点Ｑ３はＨＤＭＩ端子１０１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Ｈ
ＤＭＩ端子１０１の１９ピンに接続される。
【０１１５】
　次に、上述したように構成された高速データラインインタフェース１０３，２０３ａに
よるＬＡＮ通信の動作を説明する。
【０１１６】
　オーディオアンプ２００において、イーサネットインタフェース２１１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ＳＧ411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，Ｐ
２に供給され、ＨＤＭＩケーブル６１０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰＤ
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ライン５０２）を通じて、テレビ受信機１００に送信される。
【０１１７】
　また、テレビ受信機１００において、イーサネットインタフェース１２４から出力され
る送信信号ＳＧ417はＬＡＮ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、ＬＡＮ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、ＨＤＭＩケーブル６１０の１対のライン（リザーブライン５０１、ＨＰ
Ｄライン５０２）を通じて、オーディオアンプ２００に送信される。
【０１１８】
　また、オーディオアンプ２００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ＳＧ41
2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、上述したようにテレビ受信機１００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ＳＧ412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ＳＧ413は、テレビ受信機１００の送信信号ＳＧ417に対応したものとなる。
【０１１９】
　また、テレビ受信機１００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、上述したようにオーディオアンプ２００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ＳＧ418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ＳＧ419は、オーディオアンプ２００の送信信号ＳＧ411に対応したものとなる。
【０１２０】
　このようにテレビ受信機１００の高速データラインインタフェース１０３とオーディオ
アンプ２００の高速データラインインタフェース２０３ａとの間では、双方向のＬＡＮ通
信を行うことができる。
【０１２１】
　なお、図９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６１０がテレビ受信機１００に接続されたことをオーディオ
アンプ２００に伝達する。すなわち、テレビ受信機１００内の抵抗４６２，４６３とチョ
ークコイル４６１は、ＨＤＭＩケーブル６１０がテレビ受信機１００に接続されるとき、
ＨＰＤライン５０２を、ＨＤＭＩ端子１０１の１９ピンを介して、約４Ｖにバイアスする
。オーディオアンプ２００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。
【０１２２】
　ＨＤＭＩ端子２０１ａの１９ピンの電圧は、ＨＤＭＩケーブル６１０がテレビ受信機１
００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６１０がテレビ受信機１００に接続されていれば基準電
圧Ｖref2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
６１０がテレビ受信機１００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、オーディオアンプ２００のＣＰＵ２１３は、比較器４３４
の出力信号ＳＧ415に基づいて、ＨＤＭＩケーブル６１０がテレビ受信機１００に接続さ
れたか否かを認識できる。
【０１２３】
　また、図９において、リザーブライン５０１のＤＣバイアス電位で、ＨＤＭＩケーブル
６１０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
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」かを、相互に認識する機能を有している。
【０１２４】
　上述したように、オーディオアンプ２００はリザーブライン５０１を抵抗４２１でプル
アップ（＋５Ｖ）し、テレビ受信機１００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。
【０１２５】
　オーディオアンプ２００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。テレビ受信機１００が、ｅ－ＨＤＭＩ対応機器でプルダウン抵抗４５
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、テレビ受信
機１００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５０１の電圧がプルアップ抵抗４２１の存在により５Ｖとなる。
【０１２６】
　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、テレビ受信機１００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、オーディオアンプ２００のＣＰＵ２１
３は、比較器４２４の出力信号ＳＧ414に基づいて、テレビ受信機１００がｅ－ＨＤＭＩ
対応機器であるか否かを認識できる。
【０１２７】
　同様に、テレビ受信機１００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。オーディオアンプ２００が、ｅ－ＨＤＭＩ対応機器でプルアップ
抵抗４２１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、オ
ーディオアンプ２００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。
【０１２８】
　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、テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、
比較器４５４の出力信号ＳＧ416に基づいて、オーディオアンプ２００がｅ－ＨＤＭＩ対
応機器であるか否かを認識できる。
【０１２９】
　なお、図９に示したプルアップ抵抗４２１が、オーディオアンプ２００内ではなく、Ｈ
ＤＭＩケーブル６１０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６１０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。
【０１３０】
　さらに、図９に示したプルダウン抵抗４５１および抵抗４６３がテレビ受信機１００内
ではなく、ＨＤＭＩケーブル６１０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６１０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６１０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。
【０１３１】
　また、図９は、図１の通信システム１０における、テレビ受信機１００の高速データラ
インインタフェース１０３と、オーディオアンプ２００の高速データラインインタフェー
ス２０３ａの構成例を示している。詳細説明は省略するが、図１の通信システム１０にお
ける、オーディオアンプ２００の高速データラインインタフェース２０３ｂとＤＶＤレコ
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ーダ３００の高速データラインインタフェース３０３も、同様に構成されている。
【０１３２】
　次に、図１に示す通信システム１０における種々の動作シーケンスについて説明する。
まず、図１０のシーケンス図を参照して、テレビ受信機１００で見ている映像（画像）を
記録する「ワンタッチ録画」のシーケンスを説明する。
【０１３３】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７で受信チャネル変更の操作（Channel Change）を
行った場合、（ｂ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１はデジタルチューナ１０６、デマ
ルチプレクサ１０７を制御し、ユーザが選局したチャネルの受信状態とする。（ｃ）テレ
ビ受信機１００は、上述したように受信チャネルを変更するとき、デマルチプレクサ１０
７で抽出したパーシャルＴＳを、ＤＴＣＰ回路１１６で暗号化した後、イーサネットイン
タフェース１２４および高速データラインインタフェース１０３を介して、ＤＶＤレコー
ダ３００に送信する。
【０１３４】
　（ｄ）ＤＶＤレコーダ３００は、テレビ受信機１００から送られてくるパーシャルＴＳ
を高速データラインインタフェース３０３で受信し、さらにＤＴＣＰ回路３０６で復号化
する。そして、ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、当該パーシャルＴＳに含まれる
選局情報（パケットＩＤ）に基づいて、デジタルチューナ３０５およびデマルチプレクサ
３０６を制御し、テレビ受信機１００と同じチャネルの受信状態とする。
【０１３５】
　（ｅ）その後、ユーザがリモコン送信機１２７で記録指示（One Touch Record）を行っ
た場合、（ｆ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、リモコン受信部１２６で受信した
記録を指示するリモコンコード（リモートコントロール信号）を含むＩＰパケットを生成
し、（ｇ）当該ＩＰパケットをイーサネットインタフェース１２４および高速データライ
ンインタフェース１０３を介して、ＤＶＤレコーダ３００に送信する。
【０１３６】
　（ｈ）ＤＶＤレコーダ３００は、テレビ受信機１００から送られてくるＩＰパケットを
高速データラインインタフェース３０３で受信する。ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１
１は、当該ＩＰパケットに含まれている記録を指示するリモコンコードに基づいて、ＤＶ
Ｄ／ＢＤドライブ３０９あるいはＨＤＤ３１０に、デマルチプレクサ３０６で抽出された
パーシャルＴＳの記録を開始させる。
【０１３７】
　（ｉ）ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９あるいは
ＨＤＤ３１０における記録ステータス情報をペイロードに含むＩＰパケットを生成し、当
該ＩＰパケットを、イーサネットインタフェース３１４および高速データラインインタフ
ェース３０３を介して、テレビ受信機１００に送信する。
【０１３８】
　（ｊ）テレビ受信機１００は、ＤＶＤレコーダ３００から送られてくるＩＰパケットを
高速データラインインタフェース１０３で受信する。ＣＰＵ１２１は、当該ＩＰパケット
に含まれている記録ステータス情報に基づいて、必要に応じてグラフィック生成回路１１
０を制御し、表示パネル１１２に画像に重畳して録画ステータスを表示する。
【０１３９】
　上述の図１０に示す「ワンタッチ録画」のシーケンスによれば、テレビ受信機１００の
受信チャネルが変更されるとき、選局情報を持つパーシャルＴＳが高速データラインイン
タフェース１０３を通じて直ちにＤＶＤレコーダ３００側に送信され、ＤＶＤレコーダ３
００の受信チャネルが変更される。そして、ユーザが記録指示を行った場合、テレビ受信
機１００から、記録を指示するリモコンコマンドを含むＩＰパケットが高速データライン
インタフェース１０３を通じて直ちにＤＶＤレコーダ３００側に送信されるので、ＤＶＤ
レコーダ３００で、テレビ受信機１００で視聴している受信チャネルのパーシャルＴＳの
記録を即座に開始させることができる。
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【０１４０】
　なお、図１１は、図１に示す通信システム１０の各機器が高速データラインインタフェ
ースを備えていなかった場合における「ワンタッチ録画」のシーケンスを、比較例として
示している。
【０１４１】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７で受信チャネル変更の操作（Channel Change）を
行った場合、（ｂ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１はデジタルチューナ１０６、デマ
ルチプレクサ１０７を制御し、ユーザが選局したチャネルの受信状態とする。
【０１４２】
　（ｃ）その後、ユーザがリモコン送信機１２７で記録指示（One Touch Record）を行っ
た場合、（ｄ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、リモコン受信部１２６で受信した
記録を指示するリモコンコードをＨＤＭＩ　ＣＥＣ制御で使われるコマンドに変更し、（
ｅ）当該コマンドを、ＣＥＣラインを用いて、ＤＶＤレコーダ３００に送信する。
【０１４３】
　（ｆ）ＤＶＤレコーダ３００は、記録指示のコマンドを受信した後、テレビ受信機１０
０に、ＣＥＣラインを用いて、受信チャネル情報を問い合わせる。（ｇ）テレビ受信機１
００は、この問い合わせに対して、受信チャネル情報を、ＣＥＣラインを用いて、ＤＶＤ
レコーダ３００に送信する。
【０１４４】
　（ｈ）ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、テレビ受信機１００から送られてくる
受信チャネル情報に基づいて、デジタルチューナ３０５、デマルチプレクサ３０６を制御
し、受信チャネルを、テレビ受信機１００の受信チャネルに合わせ、（ｉ）ＤＶＤ／ＢＤ
ドライブ３０９あるいはＨＤＤ３１０に、デマルチプレクサ３０６で抽出されたパーシャ
ルＴＳの記録を開始させる。
【０１４５】
　（ｊ）ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、ＤＶＤ／ＢＤドライブ３０９あるいは
ＨＤＤ３１０における記録ステータス情報を、ＣＥＣラインを用いて、テレビ受信機１０
０に送信する。（ｋ）テレビ受信機１００は、ＤＶＤレコーダ３００から送られてくる記
録ステータス情報に基づいて、必要に応じてグラフィック生成回路１１０を制御し、表示
パネル１１２に画像に重畳して録画ステータスを表示する。
【０１４６】
　上述の図１１に示す「ワンタッチ録画」のシーケンスによれば、ユーザが記録指示を行
った後に、ＤＶＤレコーダ３００の受信チャネルをテレビ受信機１００の受信チャネルに
合わせて記録を始めるものであって、しかも、テレビ受信機１００からＤＶＤレコーダ３
００への記録指示のコマンドの送信、ＤＶＤレコーダ３００からテレビ受信機１００の受
信チャネル情報の問い合わせ、テレビ受信機１００からＤＶＤレコーダ３００への受信チ
ャネル情報の送信などは、伝送速度の遅いＣＥＣラインを用いて行われる。したがって、
ユーザが記録指示を行ってから記録が開始されるまでに、非常に長い時間を要する。
【０１４７】
　次に、図１２のシーケンス図を参照して、テレビ受信機１００とオーディオアンプ２０
０の間で音声出力の切り替えを行う「シアターモード」のシーケンスを説明する。
【０１４８】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７で「シアターモード」を指示したとき、（ｂ）テ
レビ受信機１００のＣＰＵ１２１は音声増幅回路１１４を制御して、スピーカ１１５の音
声出力をミュートする。（ｃ）そして、テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、オーディ
オアンプ２００のミュート解除コマンドを含むＩＰパケットを生成し、当該ＩＰパケット
をイーサネットインタフェース１２４および高速データラインインタフェース１０３を介
して、オーディオアンプ２００に送信する。
【０１４９】
　（ｄ）オーディオアンプ２００は、テレビ受信機１００から送られてくるＩＰパケット
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を高速データラインインタフェース２０３ａで受信する。ＣＰＵ２１３は、当該ＩＰパケ
ットに含まれているミュート解除コマンドに基づいて、音声増幅回路２０８を制御し、５
．１ｃｈ用のスピーカ群５００の音声出力のミュートを解除する。これにより、テレビ受
信機１００のスピーカ１１５から音声が出力される状態から、オーディオアンプ２００に
接続されたスピーカ群５００から音声が出力される「シアターモード」に切り替えが行わ
れる。
【０１５０】
　なお、この場合、テレビ受信機１００は、デマルチプレクサ１０７で抽出したパーシャ
ルＴＳを、ＤＴＣＰ回路１１６で暗号化した後、イーサネットインタフェース１２４およ
び高速データラインインタフェース１０３を介して、オーディオアンプ２００側に送信し
ている。そして、オーディオアンプ２００は、高速データラインインタフェース２０３ａ
でテレビ受信機１００から送信されてくるパーシャルＴＳを受信し、音声処理回路２０７
からパーシャルＴＳに含まれる音声データによる音声信号を出力している。そのため、上
述したように音声増幅回路２０８が制御され、５．１ｃｈ用のスピーカ群５００の音声出
力のミュートを解除されるとき、当該スピーカ群５００から音声が直ちに出力される。
【０１５１】
　（ｅ）オーディオアンプ２００のＣＰＵ２１３は、ミュートを解除した後、その結果を
ペイロードに含むＩＰパケットを生成し、当該ＩＰパケットを、イーサネットインタフェ
ース２１１および高速データラインインタフェース２０３ａを介して、テレビ受信機１０
０に送信する。
【０１５２】
　上述の図１２に示す「シアターモード」のシーケンスによれば、ユーザが「シアターモ
ード」の指示を行った場合、テレビ受信機１００のスピーカ１１５の音声出力はミュート
されると共に、ミュート解除コマンドを含むＩＰパケットが高速データラインインタフェ
ース１０３を通じて直ちにオーディオアンプ２００に送信されるので、テレビ受信機１０
０のスピーカ１１５から音声が出力される状態から、オーディオアンプ２００に接続され
たスピーカ群５００から音声が出力される「シアターモード」に即座に切り替えることが
できる。
【０１５３】
　なお、図１３は、図１に示す通信システム１０の各機器が高速データラインインタフェ
ースを備えていなかった場合における「シアターモード」のシーケンスを、比較例として
示している。
【０１５４】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７で「シアターモード」を指示したとき、（ｂ）テ
レビ受信機１００のＣＰＵ１２１は音声増幅回路１１４を制御して、スピーカ１１５の音
声出力をミュートする。（ｃ）そして、テレビ受信機１００は、ＣＥＣラインを用いて、
オーディオアンプ２００に、ミュート状況を問い合わせる。（ｄ）オーディオアンプ２０
０は、ミュート状況の問い合わせに対応して、ＣＥＣラインを用いて、ミュート状況をテ
レビ受信機１００に送信する。
【０１５５】
　（ｅ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、オーディオアンプ２００でミュートが解
除されていないときは、ＣＥＣラインを用いて、オーディオアンプ２００に、ミュート解
除を指示するＣＥＣコマンドを送信する。（ｆ）オーディオアンプ２００は、当該ＣＥＣ
コマンドに基づいて、音声増幅回路２０８を制御し、５．１ｃｈ用のスピーカ群５００の
音声出力のミュートを解除する。これにより、テレビ受信機１００のスピーカ１１５から
音声が出力される状態から、オーディオアンプ２００に接続されたスピーカ群５００から
音声が出力される「シアターモード」に切り替えが行われる。なお、高速データラインイ
ンタフェースを備えていない場合、テレビ受信機１００からオーディオアンプ２００への
音声データの供給は、例えば光ケーブルを介して行われる。
【０１５６】
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　（ｇ）オーディオアンプ２００のＣＰＵ２１３は、ミュートを解除した後、その結果を
、ＣＥＣラインを用いて、テレビ受信機１００に送信する。
【０１５７】
　上述の図１３に示す「シアターモード」のシーケンスによれば、ユーザが「シアターモ
ード」を指示した後、テレビ受信機１００は、オーディオアンプ２００にミュート状況を
問い合わせ、ミュートが解除されていないときオーディオアンプ２００にミュート解除を
指示するＣＥＣコマンドを送信して「シアターモード」に切り替えるものである。そのた
め、ユーザが「シアターモード」を指示した後、実際に「シアターモード」に切り替えら
れるまでの時間が長くなる。また、上述の図１３に示す「シアターモード」の制御シーケ
ンスによれば、ＨＤＭＩケーブル６１０の他に、音声データを送信するための光ケーブル
も必要となる。
【０１５８】
　次に、図１４のシーケンス図を参照して、「リモコン制御」のシーケンスを説明する。
なお、図１４においては、テレビ受信機１００からＤＶＤレコーダ３００にリモコンコー
ドを送信する場合の例である。
【０１５９】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７の所定のボタン（リモコンボタン）を押し下げて
いる間、（ｂ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、リモコン受信部１２６で受信した
リモコンコードを含むＩＰパケットを生成し、（ｃ）当該ＩＰパケットをイーサネットイ
ンタフェース１２４および高速データラインインタフェース１０３を介して、ＤＶＤレコ
ーダ３００に送信する。
【０１６０】
　（ｄ）ＤＶＤレコーダ３００は、テレビ受信機１００から送られてくるＩＰパケットを
高速データラインインタフェース３０３で受信する。ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１
１は、当該ＩＰパケットに含まれているリモコンコードを解読して、ＤＶＤレコーダ３０
０の対応する個所を制御する。この場合、ＣＰＵ３１１は、当該ＩＰパケットの受信継続
時間で、ユーザのボタン押し下げの長さを知ることができ、この押し下げの長さを考慮し
たリモコンコードの解読が可能である。
【０１６１】
　（ｅ）テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、ユーザがリモコン送信機１２７の所定の
ボタンの押し下げを停止した場合、（ｆ）リモコンコードを含むＩＰパケットを生成する
ことを終了する。
【０１６２】
　上述の図１４に示す「リモコン制御」のシーケンスによれば、テレビ受信機１００はリ
モコンコードを含むＩＰパケットを生成して、当該ＩＰパケットを、高速データラインイ
ンタフェース１０３を通じてＤＶＤレコーダ３００に送信して、ＤＶＤレコーダ３００の
動作を制御するものである。したがって、テレビ受信機１００ではリモコンコードを例え
ばＣＥＣで定義されたコード等に変換する処理が不要となり、同様に、ＤＶＤレコーダ３
００ではＣＥＣで定義されたコード等を元のリモコンコードに変換する処理が不要となり
、リモコンコードの送信側および受信側の処理が簡単となる。また、テレビ受信機１００
は、リモコンコードを含むＩＰパケットを、高速データラインインタフェース１０３を通
じてＤＶＤレコーダ３００に送信するものであり、テレビ受信機１００側からのＤＶＤレ
コーダ３００のリモコン制御を速やかに行うことができる。
【０１６３】
　なお、図１５は、図１に示す通信システム１０の各機器が高速データラインインタフェ
ースを備えていなかった場合における「リモコン制御」のシーケンスを、比較例として示
している。
【０１６４】
　（ａ）ユーザがリモコン送信機１２７の所定のボタンを押し下げた場合、（ｂ）テレビ
受信機１００のＣＰＵ１２１は、リモコン受信部１２６で受信したリモコンコードをＣＥ
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Ｃで定義されたコード表に従ってＣＥＣコマンドに変換する。（ｃ）そして、ＣＰＵ１２
１は、当該ＣＥＣコマンドを、ＣＥＣラインを用いてＤＶＤレコーダ３００に送信する。
（ｄ）ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、テレビ受信機１００から送られてくるＣ
ＥＣコマンドをリモコンコードに再変換し、当該リモコンコードを解読して、ＤＶＤレコ
ーダ３００の対応する個所を制御する。
【０１６５】
　（ｅ）その後、テレビ受信機１００のＣＰＵ１２１は、ユーザがリモコン送信機１２７
の所定のボタンの押し下げを停止した場合、（ｆ）ＣＥＣで定義されたコマンドを生成し
、（ｇ）当該ＣＥＣコマンドを、ＣＥＣラインを用いてＤＶＤレコーダ３００に送信する
。（ｈ）ＤＶＤレコーダ３００のＣＰＵ３１１は、テレビ受信機１００から送られてくる
、リモコンボタンの押し下げ停止を示すコマンドに基づいて、リモコンコードの解読を終
了する。
【０１６６】
　上述の図１５に示す「リモコン制御」のシーケンスによれば、テレビ受信機１００はリ
モコンコードをＣＥＣで定義されたコード表に従ってＣＥＣコマンドに変換してＤＶＤレ
コーダ３００に送り、ＤＶＤレコーダ３００では送られてきたＣＥＣコマンドをリモコン
コードに再変換してリモコンコードの解読を行うものであり、リモコンコードの送信側お
よび受信側の処理負荷が重くなる。また、リモコンコードを伝送速度の遅いＣＥＣライン
を用いて送るものであり、ＣＥＣコマンドのデータ長が長い場合等にあっては、テレビ受
信機１００側からのＤＶＤレコーダ３００のリモコン制御に遅延を招くことがある。
【０１６７】
　以上説明したように、図１に示す通信システム１０においては、テレビ受信機１００か
ら、オーディオアンプ２００、ＤＶＤレコーダ３００に、ＨＤＭＩケーブル６１０，６２
０の２ライン（リザーブライン、ＨＰＤライン）を用いた双方向通信部を用いて、選局情
報、記録指示のリモコンコード、「シアターモード」の指示情報、リモコンコード等を送
信するものであり、オーディオアンプ２００、ＤＶＤレコーダ３００の動作状態を迅速に
制御できる。
【０１６８】
　なお、上述実施の形態においては、ＨＤＭＩケーブルのリザーブラインおよびＨＰＤラ
インを用いた高速双方向通信部を説明したが、当該高速双方向通信部は、ＨＤＭＩケーブ
ルのその他のラインを用いて構成されるものであってもよい。
【０１６９】
　また、上述実施の形態では、各機器の間の伝送路として、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可能である。また、上述実
施の形態においては、テレビ受信機１００、オーディオアンプ２００およびＤＶＤレコー
ダ３００で構成される通信システム１０を示したが、その他の機器により構成される同様
の通信システムにも、この発明を同様に適用できる。
【０１７０】
　また、上述実施の形態では、各機器の間で双方向のＩＰ通信を行うようにしたが、双方
向の通信は、ＩＰ以外のプロトコルで行うことが可能である。また、上述実施の形態にお
いては、各機器間をＨＤＭＩケーブルで接続したものを示したが、この発明は、各機器間
の接続を無線で行うものにも、同様に適用できる。
【符号の説明】
【０１７１】
　１０・・・通信システム、１００・・・テレビ受信機、１０１・・・ＨＤＭＩ端子、１
０２・・・ＨＤＭＩ受信部、１０３・・・高速データラインインタフェース、２００・・
・オーディオアンプ、２０１ａ，２０１ｂ・・・ＨＤＭＩ端子、２０２ａ・・・ＨＤＭＩ
送信部、２０２ｂ・・・ＨＤＭＩ受信部、２０３ａ，２０３ｂ・・・高速データラインイ
ンタフェース、３００・・・ＤＶＤレコーダ、３０１・・・ＨＤＭＩ端子、３０２・・・
ＨＤＭＩ送信部、３０３・・・高速データラインインタフェース、４００・・・受信アン



(27) JP 5454651 B2 2014.3.26

テナ、５００・・・５．１ch用スピーカ群、６１０，６２０・・・ＨＤＭＩケーブル

【図１】 【図２】



(28) JP 5454651 B2 2014.3.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(29) JP 5454651 B2 2014.3.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(30) JP 5454651 B2 2014.3.26

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(31) JP 5454651 B2 2014.3.26

【図１５】



(32) JP 5454651 B2 2014.3.26

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  特願2007-201517(P2007-201517)
(32)優先日　　　　  平成19年8月2日(2007.8.2)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)

(72)発明者  中嶋　康久
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  菊池　秀和
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  三橋　孝通
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  川崎　優

(56)参考文献  国際公開第２００５／０６４９８２（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００６／０５７３２４（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００－８５８、５／７６－９５６
              Ｇ０６Ｆ　　　３／００，１３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

