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明 細 苫

映像表示システム、表示装置、プラグインモシユールおよびプラグインモ

シユールの電源制御方 去

ま支術分野

０００1 本発明は、表示装置に外付け接続され所定の面信機能や清報処理機能を有する

外付けのブラクインモシュールを備える映像表示システム、表示装置、ブラクインモ

シュールぉょひブラクインモシュールの電源制御方怯に関する。

背月沌支 村

０００2 近年、地上テシタル放迭や Sテシタル放迭に対応したテシタル放迭受信装置は

、画質の向上や大画面化とともに、その高機能化か急速に進んている。代表的なも

のとして、インターネノト接続機能、放迭番組表と庫動した録画機能、有科放迭受信

用の解読機能なとか挙けられる。

０００3 一方このょぅな付加機能は、テシタル放迭受信装置の本来機能てある放迭番組の

視聴機能に比へるとその技術革新か速い。そのため、比較的長い年月利用可能な

テシタル放迭受信装置に細み込まれているとその機能の部分か時代遅れ的な状態

に陥ってしまぅ可能性か高い。また当然のことなから、放迭受信装置の職入後に実用

ィヒされた新機能には対応することかてきない。

０００4 さらに、そのょぅな付加機能は必すしも大多数のテシタル放迭受信装置の職入者

か希望するわけてはない。したかって、種々の機能をあらかしめ内藏させると、その

多くの機能か職入者から見て不要なものとなり、結果的に割高な価格の製品を買わ

さるを得ないことになる。

０００5 そこて、これらの付加機能についてはテシタル放迭受信装置の外付け装置として、

迫加設置したり、あるいはその外付け装置を更新 (買い替え) したりして、その機能を

希望する職入者に合わせて提供する形態か望ましい。また、このょぅな外付け装置は

、例えは小型化して放迭受信装置の背面や側面に機構的に直接着脱てきるょぅにし

、さらに電源もテシタル放迭受信装置から供給可能な形態とすることも考えられてい

る。こぅすることにょり、迫加の接続配線や電源配線をなくして、美観の維持や利用者



の利便性に若しく効果的である。

０００6 このよぅにデジタル放送受信装置本体に機構的に装着可能であり、しかも電源を放

送受信装置から供給を受ける外付けのブラグインモジュールが開発されつつある。

既にインターネット接続機能やそれを用いた動画再生機能を有する外付けモジュー

ル、あるいはハードディスクによる長時間録画機能を有するモジュールの製品化例が

ある。

０００7 このブラグインモジュールを効果的に動作させる上で、電源制御が重要な課趨とな

る。すなわち、ブラグインモジュールの電源はデジタル放送受信装置から供給するの

で、連続通電にすると消費電力が大きくなる。特に、複数のブラグインモジュールを

装着可能にした場合は消費電力増加が著しい。

０００8 同時にブラグインモジュールの認証も重要な課題である。ブラグインモジュールは

着脱可能であるので、それを取り外して不正に使用される可能性がありえる。例えば

、内部の構成をそのまま盗用していわゆる海賊版のブラグインモジュールが作成され

たり、そのブラグインモジュールが有料ザ一ビスを受ける機能を持っている場合には

不正に無料使用されたりする可能性がありえる。また、そのブラグインモジュールに利

用者の個人情報が蓄積されている場合には、その個人情報流出の恐れもありえる。

０００9 この問題に対して、主要な機能の動作に入る前にまず機器間で認証を行い、その

結果に某づいて電源提供側の機器から電源被提供側の機器への電源供給を制御

する方式が提案されている。このよぅな提案は、例えば、特許文献 や特許文献2に

開示されている。

００1０ 特許文献 では、パーソナルコンピュータから携帯型オーディオプレーヤに s ケ

ーブルを介してオーディオデータを伝送する際に、まず機器間で認証を行った後、

電源供給の制御を行ぅことが述べられている。認証されなかった携帯型オーディオプ

レーヤに対しては、それ以降の電源供給が停止されるので、不要な電力消費が発生

しないといぅ利点がある。

００11 特許文献2では、パーソナルコンピュータと cヵ一ドとの接続において、まず cタグ

通信で用いられる誘導起電力によりパーソナルコンピュータから cヵ一ドに電源供給

し、この電源を用いて認証機能を動作させ、正常に認証されるとパ一



一タから Cヵ一ドに通常の電気接点経由で電源供給を行ぅことが述べられている。こ

の提案では、主電源供給の前に認証動作だけでなく Cヵ一ドの自己診断機能を働

かせることもできる。そのため、 Cヵ一ド内の回路不良などにより主電源接続時に過

大電流が流れてパーソナルコンピュータ側の接続インターフェースに損傷を与えるこ

とを未然に防止することができる。なお、 Cヵ一ドへの電源供給は小電力でよいので

、誘導起電力による非接触の電源供給が可能である。

００12 また、デジタル放送受信装置とその外部に接続される他の映像音響装置との接続

に関しては、 ( gh Denn on Mu me d a n e 伍ce) の規格が存在している

。この規格に準拠した方式で、装置間での映像、音声データの伝送、装置間での遠

隔、あるいは、連動制御、認証が所定のケーブルで行える。したがって、このよぅな方

式はデジタル放送受信装置とブラグインモジュールとの接続においても利用の候補

となりえる。

００13 上記の特許文献 および特許文献2 はそれぞれ情報処理機能装置本体にれらの

特許文献ではパーソナルコンピュータ) とそれに接続される機器 (特許文献 では携

帯型オーディオプレーヤ、特許文献2 では Cヵ一ド) との間でまず認証を行わせ、そ

の結果に某づいて接続機器への電源供給を制御することを提示している。

００14 しかし、特許文献 では、正当な携帯型オーディオプレーヤが接続された際には格

段の電源供給制御は行われず、しかも正当な携帯型オーディオプレーヤが接続され

るのが大半のケースであるので、電源制御の効果とレぢよりも、単に機器認証動作の

確実性を増す効果が主体である。

００15 また、特許文献2 では、最初の認証段階では小電力の電源供給を行ぅことでその時

間内での消費電力節約や、不良 Cヵ一ドによる過大電流防止が実現されるが、この

場合もヵ一ド装着時のわずかな時間だけの電源制御であり、それ以降の長期間は連

続通電であるので消費電力に対する効果はほとんどない。また、誘導起電力の送信

および受信のために、それぞれの装置にそのための回路を設置しなければならず、

コストの負担が発生する。

００16 は映像、音声データの伝送や装置間制御には優れた機能を有しているが、

元来各装置が個別に電源を持つことを想定しているため、他の装置に対する電源の



オンオフ制御は用意されているが、動作状態での節電のための仕組みは用意されて

いない。また、伝送するコンテシソの著作権管理は行われているが、機器認証は実

施されていない。

特許文献 1 : 特開2 ００ 2437０7 号公報

特許文献 2 : 特開2 ００6 293943号公報

発明の開示

００1 7 本発明は上記従来の方式での課題を解決するためになされたものであり、ブラグイ

ンモジュールの電源供給をデジタル放送受信装置やブラグインモジュールの動作要

求や動作状態に応じて適宜設定する。こぅすることで、本発明は消費電力の効果的

な制御、安全な電源オフ、および、ハングアップ状態からの復帰が可能な映像表示

システム、表示装置、ブラグインモジュールおよびブラグインモジュールの電源制御

方法を提供する。

００1 8 映像表示システムは、映像を表示する表示装置と、表示装置に着脱可能で前記表

示装置に映像データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムで

あって、表示装置は、ブラグインモジュールの機器認証を行ぅ第 の認証部と、ブラグ

インモジュールと制御信号を送受信する第 の通信部と、ブラグインモジュールの映

像データを受信する映像データ受信部と、ブラグインモジュールの電源供給をスタン

バイ電源とメイン電源の2 種類に切り替えるモジュール電源供給部と、第 の認証部

による認証結果、または、制御信号に某づいてモジュール電源供給部を制御する第

の制御部とを備え、ブラグインモジュールは、表示装置と機器認証を行ぅ第 2 の認証

部と、表示装置と制御信号を送受信する第 2 の通信部と、映像データを送信する映

像データ送信部と、第 2 の認証部による認証結果、または、制御信号に某づいて映

像データ送信部を制御する第 2 の制御部とを備え、第 の制御部は、第 の認証部で

機器認証が成立後、またほ、制御信号に某づいてモジュール電源供給部をスタンバ

イ電源からメイン電源に切り替える制御を行ぅ。

００1 9 映像表示システムは、映像を表示する表示装置と、表示装置に着脱可能で表示装

置に映像データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムであっ
て、表示装置は、ブラグインモジュールと制御信号を送受信する第 の通信部と、プ



ラグインモジュールの映像データを受信する映像データ受信部と、ブラグインモジュ
ールの電源供給をスタンバイ電源とメイン電源の2種類に切り替えるモジュール電源

供給部と、第 の通信部の制御信号に某づいてモジュール電源供給部を制御する第

の制御部とを備え、ブラグインモジュールは、表示装置と制御信号を送受信する第

2の通信部と、映像データを送信する映像データ送信部と、制御信号に某づいて映

像データ送信部を制御する第2の制御部とを備え、第 の制御部は、制御信号に某

づいて前記モジュール電源供給部を制御する。

００2０ 表示装置は、映像表示システムに用いられる映像データを送信するブラグインモジ

ュールが着脱可能な表示装置であって、ブラグインモジュールの機器認証を行ぅ認、

証部と、ブラグインモジュールと制御信号を送受信する通信部と、ブラグインモジュー

ルの映像データを受信する映像データ受信部と、ブラグインモジュールの電源供給

をスタンバイ電源とメイン電源の2種類に切り替えるモジュール電源供給部と、認証部

による認証結果、または、制御信号に某づいてモジュール電源供給部を制御する制

御部とを備え、制御部は、認証部で機器認証が成立後、または、制御信号に某づい

てモジュール電源供給部をスタンバイ電源からメイン電源に切り替える制御を行ぅ。

００2 1 ブラグインモジュールは、映像表示システムに用いられる表示装置に着脱可能で

映像データを送信するブラグインモジュールであって、表示装置と機器認証を行ぅ認、

証部と、表示装置と制御信号を送受信する通信部と、映像データを送信する映像デ

ータ送信部と、認証部による認証結果、または、制御信号に某づいて映像データ送

信部を制御する制御部とを備える。

００22 電源制御方法は、映像を表示する表示装置と、表示装置に着脱可能で表示装置

に映像データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムにおいて

、表示装置からブラグインモジュールの電源供給を制御するブラグインモジュールの

電源制御方法であって、表示装置がブラグインモジュールを機器認証するステップと

、機器認証が成立後に、ブラグインモジュールの電源供給をスタンバイ電源からメイ

ン電源に切り替える制御をするステップとを備える。

００23 ブラグインモジュールの電源制御方法は、映像を表示する表示装置と、表示装置

に着脱可能で表示装置に映像データを送信するブラグインモジュールとからなる映



像表示システムにおいて、表示装置からブラグインモジュールの電源供給を制御す

るブラグインモジュールの電源制御方法であって、表示装置がブラグインモジュール

を機器認証するステップと、表示装置がブラグインモジュールと制御信号を送受信す

るステップと、機器認証の成立後に、電源供給をスタンバイ電源からメイン電源に切り

替える制御をするステップとを備える。

図面の簡単な説明

図 図 は本発明を適用する映像表示システムのデジタル放送受信装置とブラグイ

ンモジュールの接続状態を示す外観図である。

図2 図2は本発明の第 の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールのブロック図である。

図3 図3は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールのブロック図である。

図4 図4は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールとの間で認証成立時に行われる処理フロー図であ

る。

図5 図5は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールとの間で認証不成立時に行われる処理フロー図で

ある。

図6 図6は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールとの間で認証成立後にブラグインモジュール操作ま

で待機する処理フロー図である。

図7 図7は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置とブラグインモジュールとの間で認証成立後にブラグインモジュールからの

電源オン要求まで待機する処理フロー図である。

図8 図8は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送

受信装置からブラグインモジュールへの電源オフ要求時に行われる処理フロー図で

ある。

図9 図9は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送



受信装置からブラグインモジュールへの電源オフ要求時に進捗を監視しながら行わ

れる処理フロー図である。

図1０図 ０は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのブラグインモ

ジュールからデジタル放送受信装置への電源オフ要求時に行われる処理フロー図

である。

図11 図 は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのブラグインモ

ジュールが典常状態で、再起動が必要である時に行われる処理フロー図である。

符号の説明

００25 ００ ００ ００ デジタル放送受信装置

０ 放送受信装置制御部 (第 の装置制御部 )

０2 モジュール電源供給部

０3 認証部 (第 の認証部 )

2０3 認証部 (第2の認証部 )

０4 C C通信部 (第2の通信部 )

2０4 C C通信部 (第2の通信部 )

０5 2０5 映像音声送受信部

０ 装着スロット

2００ 2００ 2００ ブラグインモジュール

2０ モジュール制御部 (第2の装置制御部 )

3００ 3００ モジュール接続線。

3０ メイン電源供給線

3０2 スタンバイ電源供給線

3０3 認証用セキュア通信線

4００ 線

4０ C C 号線

4０2 映像音声データ線

発明を実施するための最良の形態

００26 以下、本発明を実施するための実施の形態にっいて、図面を参照しながら説明す



る。

００27 図 は本発明を適用する映像表示システムのデジタル放送受信装置とブラグインモ

ジュールの接続状態を示す外観図である。デジタル放送受信装置 ００は、テレビ放

送などの映像を表示する表示装置であり、例えば、液品テレビやブラズマテレビであ

る。図 ではデジタル放送受信装置 ００の背面が描かれている。デジタル放送受信

装置 ００は、背面に装着スロット ０を備えており、装着スロット ０にブラグインモ

ジュール2００が装若される。装着スロット ０とブラグインモジュール2００は、制御信

号の授受や電源の供給を行ぅためのモジュール接続線と 線で接続される。な

お、制御信号の授受は電気接点による接続に代えて、光ファイバによる接続、あるい

は無線、電磁誘導、光通信などの手段によって接点のない空間結合による接続も可

能である。

００28 (第 の実施の形態 )

図2は本発明の第 の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置とブラグインモジュールのブロック図である。図2ではデジタル放送受信装置 ０

０ と、ブラグインモジュール2００ と、デジタル放送受信装置 ００ とブラグインモジ

ュール2００ とを接続するモジュール接続線3００ と 線4００を示しており、そ

れぞれの接続機能に関する部分の構成および両者間の接続線を示している。なお

以降は、デジタル放送受信装置 ００ は代表的な例であるデジタルテレビジョン放

送を受信、復調、表示するテレビ受信機である場合について説明する。

００29 デジタル放送受信装置 ００ とブラグインモジュール2００ との間での映像音声デ

ータの送受信および両者間の制御は接続線である 線4００を介して行われる。

すでに、 線4００やこの 線4００に対応したテレビ受信機や映像関連製

品が普及している。 線4００には制御用のC C 号線4０ と、映像音声デー

タ線4０2が含まれる。

００3０ デジタル放送受信装置 ００ の制御を行ぅ放送受信装置制御部 (以下、「装置制

御部」と略記する) ０ とモジュール制御部2０ との間の通信は、C C通信部 ０4

C C通信部2０4、およびC C信号線4０ によって行われる。装置制御部 ０ は第

の制御部の 例である。モジュール制御部2０ は、ブラグインモジュール2００ の



制御を行ぅ第2の制御部の 例である。C C通信部 ０4は第 の通信部の 例であり

C C通信部2０4は第2の通信部の 例である。C C信号線4０ はC C通信部 ０

4とC C通信部2０4を接続する。

００3 1 デジタル放送受信装置 ００ とブラグインモジュール2００ との間での映像音声デ

ータの送受信は、それぞれの内部に設置された映像音声送受信部 ０5、映像音声

送受信部2０5、および映像音声データ線4０2によって行われる。映像音声送受信部

０5は映像データ受信部の 例であり、映像音声送受信部2０5は映像データ送信部

の 例である。映像音声データ線4０2は映像音声送受信部 ０5と映像音声送受信

部2０5を接続する。

００32 ここで、ブラグインモジュール2００ がデジタル放送受信モジュールの場合は、映

像データ等はブラグインモジュール2００ 側からデジタル放送受信装置 ００ 側へ

送られる。ブラグインモジュール2００ が、例えば、ハードディスク記録モジュールの

よぅな場合には、映像データ等はデジタル放送受信装置 ００ 側からブラグインモジ

ュール2００ 側へ送られる。

００33 次にデジタル放送受信装置 ００ 内の装置制御部 ０ はモジュール電源供給部

０2を制御して、モジュール接続線3００ 内のメイン電源供給線3０ およびスタンバ

イ電源供給線3０2を介して、ブラグインモジュール2００ に電源供給を行ぅ。デジタ

ル放送受信装置 ００ の電源が投入されると、装置制御部 ０ はモジュール電源供

給部 ０2のスタンバイ電源をオンする。スタンバイ電源供給線3０2による電源供給は

図2に示すよぅに、制御信号の処理や送受信に携わるC C通信部2０4に対して行わ

れる。この状態でC C通信部 ０4とC C通信部2０4の間で制御信号の通信が可能

となる。

００34 その後、装置制御部 ０ はブラグインモジュール2００ 内のモジュール制御部2０

からC C通信部 ０4およびC C通信部2０4を介して制御信号を受け取る。この制

御信号に某づいてモジュール電源供給部 ０2はスタンバイ電源からメイン電源に切

り替えられる。一般的に、ブラグインモジュール2００ のメイン電源での動作時が数

０ワット程度の消費電力であるのに対し、スタンバイ電力は数クソト以下の水準である

。その理由は、上述したよぅに、スタンバイ電源供給線3０2による電源供給はC C通



信部 2０4 を含むスタンバイ機能の回路のみに供給される。これに対して、メイン電源

供給線 3０ による電源供給はC C通信部 2０4 を含む全ての部分に対するものであ

り、映像音声送受信部 2０5 などの主要機能のための電力であるからである。

００3 5 このように、デジタル放送受信装置 ００ の電源が投入されたときに、ブラグインモ

ジュール2００ に対して自動的にメイン電源を供給するのではなく、必要な場合にの

みメイン電源を供給することにより消費電力の削減が可能となる。ここで、上記必要な

場合とは、外部からプラグインモジュール2００ に関する操作を受け取った場合や、

どである。なお、このメイン電源供給線 3０ が電源供給している場合は、C C通信部

2０4 もメイン電源で動作させることができるので、スタンバイ電源供給線 3０2からの電

源供給を停止することも可能である。一般的に、スタンバイ電源の回路は数ワット程

度の 、さな電力を作り出すため電力効率が悪く、ロスの割合が大きくなる。それに比

べてメイン電源の回路は電力効率がよく、ロスが少ないので、スタンバイ機能の回路

に対してもメイン電源から電力を供給することでさらに消費電力の削減が可能となる。

００3 6 (第2 の実施の形態 )

図3 は本発明の第2 の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置とブラグインモジュールのブロック図である。図3 では図2 に示した構成に、認証

機能のための機能ブロックと信号線を付加した場合の構成を示している。ブラグイン

モジュール2００ の認証を行うために、デジタル放送受信装置 ００ とブラグインモ

ジュール2００ の内部にそれぞれ認証部 ０3 、認証部 2０3 が設置され、モジュール

接続線 3００ 内に設けられた暗号処理などが施された認証用セキュア通信線 3０3 を

介して機器認証が行われる。

００3 7 認証部 ０3 は機器認証用の第 の認証部の 例である。認証部 2０3 は機器認証用

の第2 の認証部の 例である。なお、 にも認証機能が含まれるが、これはコピ

ー制御用の限定された CP gh bandw d h D g a C o n e n o ec on S s e

m ) 認証である。したがって、 はブラグインモジュール2００ 自体の機器認証と

は目的が典なる。また認証部 2０3 はC C通信部 2０4 と同様にスタンバイ電源が供給

される。



００38 次に、この図3の構成の場合を例にとって、デジタル放送受信装置 ００ とブラグイ

ンモジュール2００ とのいくつかの動作において、どのよぅに電源が制御されるかを

両者間の制御信号の流れと電源制御の内容を図示して説明する。

００39 図4は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置とブラグインモジュールとの間で認証成立時に行われる処理フロー図である。図

5は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信装置

とブラグインモジュールとの間で認証不成立時に行われる処理フロー図である。図4

、図5はデジタル放送受信装置 ００ にブラグインモジュール2００ が装若された直

後、あるいは、ブラグインモジュール2００ が装若されているデジタル放送受信装置

の起動直後の認証動作における認証用信号の流れと電源制御の様子を示す

。以下、図中の実線の矢印線は制御信号の流れ、点線の矢印線は電源等の実際の

制御を示すものとする。

００4０ 図4においては、まずデジタル放送受信装置 の電源が投入されると、装置制

御部 ０ がモジュール電源供給部 ０2を制御してブラグインモジュール2００ に対

してスタンバイ電源を供給する(ステップS 5０ )

００4 1 引き続き装置制御部 ０ は、認証部 ０3を介して認証部2０3に認証問い合わせを

実行する (ステップ5 5０2)。認証部2０3から認証応答があって認証が成立すると、装

置制御部 ０ は直ちにモジュール電源供給部 ０2からブラグインモジュール2００

にメイン電源を供給させる (ステップ5 5０3)。メイン電源が供給されるとブラグインモジ

ュール2００ のモジュール制御部2０や O 等 (図示せず) に実装されているモジ

ュールソフトが起動する。

００42 この後、装置制御部 ０ は、 が標準でザポートしている CP等に某づく

認証をさらに実行する (ステップS 5 2０) 認証が成立すれば、この時点、

で初めてブラグインモジュール2００ のモジュール制御部2０ に映像データをデジタ

ル放送受信装置 ００ に送信するよぅに装置制御部 ０ が指示する。この指示を受

けて、モジュール制御部2０ は、映像音声送受信部2０5から映像音声データを映像

音声データ線4０2を介して、デジタル放送受信装置 ００ に送出する。そぅして、放

送受信装置 ００ の映像音声送受信部 ０5が受けた映像音声データを装置制御部



０ は表示画面に映像表示 (出画) させるなどの動作を行う (ステップS 5 2 )。この

認証の部分については、詳細な説明は省略する。

００43 前述したように、このとき、もともとスタンバイ電源が電源供給していた機能ブロックも

含めてメイン電源が電源供給する場合は、スタンバイ電源の供給継続は不要となる

ので、スタンバイ電源オフの処理が最後に迫加されることになる。この図4、および以

降の図ではスタンバイ電源オフの動作を記入しないが、そのような場合も含まれるも

のとする。

００44 図5はステップ5 5０2で認証が不成立であった場合を示す。正しく認証されないプラ

グインモジュール2００ に対してはスタンバイ電源を継続供給する必要がない。した

がって、装置制御部 ０ はモジュール電源供給部 ０2が直ちにスタンバイ電源オフ

になるよう制御する (ステップS 5０4)

００45 図6は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置とプラグインモジュールとの間で認証成立後に、ブラグインモジュール操作時ま

で待機する処理フロー図である。すなわち図6は、ステップS 5０2で認証が成立しても

、装置制御部 ０ がモジュール電源供給部 ０2を直ちにメイン電源オンとしない場

合を示す。デジタル放送受信装置 ００ に対して行われる種々の操作のうち、ブラグ

インモジュール2００ の機能に関係のないものが何度行われても、装置制御部 ０

は対応しない。そして、ブラグインモジュール2００ の機能に関係する操作が行われ

た場合にのみ、装置制御部 ０ が反応してモジュール電源供給部 ０2を直ちにメイ

ン電源オンとする (ステップS 5０3)

００46 操作に対する対応や、操作の中からメイン電源オンの制御に反映されるものを選択

する機能は、図3における装置制御部 ０ によって実現される。これにより、必要なと

きだけにプラグインモジュール2００ にメイン電源を供給する効率的な電源制御が行

える。なお、上記の操作はデジタル放送受信装置 ００ の本体上の操作キ一を用い
て行われるものだけでない。上記の操作は付属のりモートコントローうを用いて行わ

れるもの、あるいは有線、無線で接続された他の装置から遠隔で行われるものも含ま

れる。

００47 図7は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信



装置とブラグインモジュールとの間で認証成立後に、ブラグインモジュールからの電

源オン要求まで待機する処理フロー図である。図7も図6の場合同様に、ステップ5 5

０2で認証が成立しても装置制御部 ０ はモジュール電源供給部 ０2を直ちにメイン

電源オンとせず必要となるまで待機する場合を示す。ブラグインモジュール2００ の

モジュール制御部2０ がC C通信部2０4を介してデジタル放送受信装置 ００ の

C C通信部 ０4に対して、電源オン要求をC C信号線4０ で送る (ステップS 5０5)

。その電源オン要求をデジタル放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ が受け取り、

モジュール電源供給部 ０2を直ちにメイン電源オンとする (ステップS 5０3)。この場

合も必要なときだけにブラグインモジュール2００ にメイン電源を供給する効率的な

電源制御が行える。

００48 ブラグインモジュール2００ 側より電源オン要求を出す例としては、ブラグインモジ

ュール2００ に視聴予約や録画予約の機能がある場合、予約時刻になって映像音

声データの送出やハードディスクなどの記録部の起動が必要となる場合がある。ある

いはブラグインモジュール2００ 自体の動作用のソフトウェア (ファームウェア)を放送

信号やネットワークから指定の時刻にダウンロードされる逆用になっていて、その指

定時刻に受信機能を起動させなければならない場合などが挙げられる。

００49 さらには、付属のりモートコントローうを用いて操作される場合に、りモートコントロー

うからの制御信号の受信部 (赤外線を利用する場合は受光部 ) がデジタル放送受信

装置 ００ 側ではなく、ブラグインモジュール2００ 側に実装されている場合も考えら

れる。この場合は、ブラグインモジュール2００ 側の受信部で受信した制御信号をモ

ジュール制御部2０ で受け取り、C C通信部2０4およびC C通信部 ０4を介して

装置制御部 ０ に伝送する。そして、上記操作がブラグインモジュール2００ に関係

する操作と判断されたら、モジュール制御部2０ は装置制御部 ０ にブラグインモジ

ュール2００ のメイン電源をオンするよぅに指示を出す。

００5０ 図8は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置からブラグインモジュールへの電源オフ要求時に行われる処理フロー図である。

図8はデジタル放送受信装置 ００ がブラグインモジュール2００ へのメイン電源の

供給を停止する場合の制御信号の流れと電源制御の様子を示す。デジタル放送受



信装置 ００ は、いきなりメイン電源の供給を停止するのではなく、まず装置制御部

０ が、C C通信部 ０4を介してブラグインモジュール2００ のC C通信部2０4に対

し電源オフ要求を送出する (ステップS 5０6)。ブラグインモジュール2００ は、この電

源オフ要求を受け取った後、内部の終了処理に入る。終了処理としては、内部ソフト

ウェアが正常に終了するための処理、メモりの読み菩き終了処理、最新の電子番組

表の取得、ソフトウェアダウンロード、あるいはハードディスクなどの記録部を内藏して

いる場合は機構的保護処理などが挙げられる。

００5 1 以上のブラグインモジュール2００ の処理を無事に完了した後に、モジュール制御

部2０ がC C通信部2０4から終了処理の処理完了通知をデジタル放送受信装置

００のC C通信部 ０4に向けて送信する (ステップS 5０7)。デジタル放送受信装置

００ の装置制御部 ０ は処理完了通知を受け取った後、直ちにモジュール電源供

給部 ０2のメイン電源の供給を停止させる (ステップS 5０8)

００5 2 図9は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのデジタル放送受信

装置からブラグインモジュールへの電源オフ要求時に進捗を監視しながら行われる

。
処理フロー図である。図9は、図8の場合同様に、デジタル放送受信装置 ００ がフ

ラグインモジュール2００ へのメイン電源の供給を停止する場合の制御信号の流れと

電源制御の様子を示す。図9に示す処理フローが図8の処理フローと典なる点は、装

置制御部 ０ がモジュール制御部2０からの終了処理の処理完了通知を待つ間に

、終了処理進捗要求を送信することである。すなわち、デジタル放送受信装置 ００

はステップS 5０6で電源オフ要求を送信したのに引き続き、ブラグインモジュール2０

に対し終了処理進捗通知要求を送信する (ステップS 5０9)

００5 3 ブラグインモジュール2００ のモジュール制御部2０ はこの進捗通知要求に対し、

終了処理完了予定時間を回答する (ステップS 5 ０)。例えばその回答内容が 「 a分

後 」であれば、デジタル放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ は a分後に再度ブラ

グインモジュール2００ のモジュール制御部2０ に対し終了処理進捗通知要求を送

信する (ステップ5 5０9)。これに対しこの時点でまだ処理時間を要する場合は、ブラ

グインモジュール2００ のモジュール制御部2０ は再度ステップS 5 ０で終了処理

完了予定時間を回答する。例えば、その回答内容が 「 b分後 」であれば、デジタル



放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ は b分後に再度ステッ ０でブラグイン

モジュール2００のモジュール制御部2０ に対し終了処理進捗通知要求を送信する。

この時点で終了処理が完了していれば、ブラグインモジュール2００ のモジュール制

御部2０ は図8の場合と同様にステップS 5０7で終了処理完了通知を送信する。そぅ

して、デジタル放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ が終了処理完了通知を受け

取った後、直ちにモジュール電源供給部 ０2のメイン電源の供給を停止させる (ステ

ップS 5０8)

００54 上記の進捗確認動作は、ブラグインモジュール2００ の不調により、デジタル放送

受信装置 ００ が限りなく長い時間待機してしまぅのを防止できる利点がある。またそ

の終了予定時間を画面表示することにより、視聴者に対して動作進捗状況を提示で

きるので、待ち時間を長く感じずに済む親切機能となる。

００5 5 図 ０は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのブラグインモジュ
ールからデジタル放送受信装置への電源オフ要求時行われる処理フロー図である。

図 ０はブラグインモジュール2００ 側から電源オフ要求を出す場合の制御信号の流

れと電源制御の様子を示す。ブラグインモジュール2００ のモジュール制御部2０ が

C C通信部2０4を介して送信した電源オフ要求をC C通信部 ０4が受け取る (ステ

ップS 5 )。そぅして、デジタル放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ はあらかじめ

設定した遅延時間の後、モジュール電源供給部 ０2のメイン電源の供給を停止する

(ステップS 5０8)。ブラグインモジュール2００ のモジュール制御部2０ は電源オフ

要求を送信するまでに、必要な終了処理を終えているものと想定される。しかし、種

々のブラグインモジュールにおける仕様の多様性を考慮して余裕を持たせるために、

一定の遅延時間後にメイン電源の供給を停止するのが適切である。ブラグインモジュ
ール2００ 内のソフトウェアの終了処理を想定するだけでよいのであれば、上記の遅

延時間は数秒程度で十分である。

００56 なお、ブラグインモジュール2００ 側から電源オフ要求を出す場合の具体例として

は、ブラグインモジュール2００ が再起動を必要とする状況であることを自ら検出し、

一且メイン電源の供給停止が必要となる場合が挙げられる。ブラグインモジュール2０

の構成によっては、スタンバイ電源の供給停止も必要となる場合もある。



００5 7 図 は本発明の第2の実施の形態における映像表示システムのブラグインモジュ
ールが典常状態で、再起動が必要である時に行われる処理フロー図である。図 は

、ブラグインモジュール2 ０ が再起動を必要とする典常状況であることをデジタル

放送受信装置 ００ 側が検出して、メイン電源の供給を停止する場合の制御信号の

流れと電源制御の様子を示す。ブラグインモジュール2 ０ のモジュール制御部2０

がC C通信部2０4から所定時間間隔ごとに自らのモジュールが正常に動作してい

ることの状態通知の発送をデジタル放送受信装置 ００ のC C通信部 ０4へ練り返

す(ステップS 5 2)。デジタル放送受信装置 ００ の装置制御部 ０ はこの状態通

知の受取りによって、ブラグインモジュール2００ の正常動作を検出する。状態通知

が所定の待機時間以上にわたって受け取れないとき、装置制御部 ０ はブラグイン

モジュール2００ がいわゆるハングアップ状態などの典常状態であると判定する。そ

ぅして、装置制御部 ０ はブラグインモジュール2００ の再起動のためにモジュール

電源供給部 ０2のメイン電源の供給を一且停止する (ステップS 5０8)。装置制御部

０ は、その2～5秒後に再びモジュール電源供給部 ０2のメイン電源の供給を開始

する (ステップS 5０3)。これにより、ハングアップしたブラグインモジュール2００ を自

動的に再起動させることが可能になる。

００58 以上説明したよぅに本発明によれば、デジタル放送受信装置 ００ ００ ００

に外付け接続され、所定の通信機能や情報処理機能を有する外付けのブラグインモ

ジュール2００ 2００ 2００ を備える映像表示システムにおいて、スタンバイ電源と

メイン電源の供給切替え動作を効果的に制御させることができる。これにより、ブラグ

インモジュール2００ 2００ 2００ に供給する電力を効率的に節約することが可能

となる。また、ブラグインモジュール2００ 2００ 2００ への電源供給を停止する際

に、ブラグインモジュール2００ 2００ 2００ 側の終了処理完了の通知を待って電

源供給を停止するので、安全な電源停止を行ぅことができる。さらに、ブラグインモジ

ュール2００ 2００ 2００ のハングアップを検出し、メイン電源の供給停止および再

供給によって自動的に再起動させることが可能となる。

００59 また本発明は、既に広く利用されている 接続機飴に、電源供給のための接

続線、あるいは更に認証用信号授受のための接続線を用意するだけでよく、迫加す



００6０ さらに、今後デジタル放送受信装置の多機能ィヒを実現するために、種々の外付け

ブラグインモジュールが商品ィヒされることが予想されるので、本発明はますます有用

なものとなる。

００6 1 なお、上記実施の形態では、デジタル放送受信装置 ００ ００ の電源が

起動されるときに装置制御部 ０ がモジュール電源供給部 ０2のスタンバイ電源を

オンとし、その後に機器認証を行ぅとして説明した。しかしながら、デジタル放送受信

装置 ００ ００ ００ の電源がオンの状態で、ブラグインモジュール2００ ００

2００ を抜き差しした場合にも、装置制御部 ０ はC C通信部 ０4 ０4を介して

ブラグインモジュールの装着2００ 2００ 2００ を検出し、その後に機器認証を行ぅ

よぅにしてもよい。

００62 以上の説明から明らかなよぅに、本発明によれば、ブラグインモジュールの電源供

給をデジタル放送受信装置やブラグインモジュールの動作要求や動作状態に応じて

適宜設定することができる。そぅすることで、消費電力の効率的な制御、安全な電源

オフ、およびハングアップ状態からの復帰が可能な映像表示システム、表示装置、ブ

ラグインモジュールおよびブラグインモジュールの電源制御方法を提供することがで

きる。

産業上の禾 用可能，吐

００63 本発明は、デジタル放送受信装置に外付け接続され、所定の通信機能や情報処

理機能を有する外付けのブラグインモジュールを備える映像表示システムにおいて、

ブラグインモジュールの電源制御を有効に行ぅものであり、ブラグインモジュールを装

着する映像表示システムに広く適用可能である。



請求の範囲

映像を表示する表示装置と、前記表示装置に着脱可能で前記表示装置に映像、

データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムであって、

前記表示装置は、

前記ブラグインモジュールの機器認証を行ぅ第 の認証部と、

前記ブラグインモジュールと制御信号を送受信する第 の通信部と、

前記ブラグインモジュールの映像データを受信する映像データ受信部と、

前記ブラグインモジュールの電源供給をスタンバイ電源とメイン電源の2種

類に切り替えるモジュール電源供給部と、

前記第 の認証部による認証結果、または、前記制御信号に某づいて前記

モジュール電源供給部を制御する第 の制御部とを備え、

前記ブラグインモジュールは、

前記表示装置と機器認証を行ぅ第2の認証部と、

前記表示装置と前記制御信号を送受信する第2の通信部と、

前記映像データを送信する映像データ送信部と、

前記第2の認証部による認証結果、または、前記制御信号に某づいて映像

データ送信部を制御する第2の制御部とを備え、

前記第 の制御部は、前記第 の認証部で機器認証が成立後、または、前記制

御信号に某づいて前記モジュール電源供給部をスタンバイ電源からメイン電源に切

り替える制御を行ぅ映像表示システム。

2 前記第 の制御部は、前記第 の認証部で機器認証が成立後に、さらに前記ブラグ

インモジュールの操作を受け付けた後に、前記モジュール電源供給部をスタンバイ

電源からメイン電源に切り替える制御を行ぅことを特徴とする請求項 に記載の映像

表示システム。

3 前記第 の制御部は、前記第 の認証部で機器認証が成立後に、さらに前記第

の通信部が前記第2の通信部から電源オン要求を受信した後に、前記モジュール

電源供給部をスタンバイ電源からメイン電源に切り替える制御を行ぅ請求項 に記載

の映像表示システム。



4 前記第 の制御部は、前記第 の認証部で機器認証が成立後に、さらに前記第

の通信部と前記第2の通信部とで CP認証が成立のときに、前記映像データ受

信部で前記映像データを受信する制御を行ぅ請求項 に記載の映像表示システム。

5 前記第 の制御部は、前記第 の認証部で機器認証が不成立のときに、前記モ

、ジュール電源供給部のスタンバイ電源をオフに切り替える制御を行ぅ請求項 に記載

の映像表示システム。

6 前記第 の制御部は、前記第 の通信部から前記第2の通信部へ電源オフ要求

を送信する制御を了 、刊 、前記第2の通信部が送信する前記ブラグインモジュールの

終了処理の処理完了通知を前記第 の通信部が受信した後に、前記モジュール電

源供給部のメイン電源をオフに切り替える制御を行ぅ請求項 に記載の映像表示シス

テム。

7 前記第 の制御部は、前記第 の通信部から前記第2の通信部へ電源オフ要求

を送信した後に、さらに終了処理進捗通知要求を送信する制御を了 、刊 、前記第2の

通信部が送信する前記ブラグインモジュールの終了処理完了予定時間を前記第

の通信部が受信したとき、前記終了処理完了予定時間待機する制御を行ぅ請求項

に記載の映像表示システム。

8 前記第 の制御部は、前記第 の通信部が前記第2の通信部から電源オフ要求

を受信したとき、所定時間遅延させた後に前記モジュール電源供給部のメイン電源

をオフに切り替える制御を行ぅ請求項 に記載の映像表示システム。

9 前記第 の制御部は、前記第 の通信部が前記第2の通信部からの前記ブラグ

インモジュールの状態通知が所定時間以上受信できないとき、前記ブラグインモジュ
ールが典常状態であると判断し、前記モジュール電源供給部のメイン電源を一且オ

フに切り替え、その後再びオンに切り替える制御を行ぅ請求項 に記載の映像表示シ

ステム。

０ 前記表示装置と前記ブラグインモジュールとの接続は、

前記機器認証を行ぅ情報の伝送のための機器認証経路と、

前記映像データの伝送のための映像データ経路と、

前記制御信号の伝送のための制御信号経路と、



前記スタンバイ電源供給のためのスタンバイ電源経路と、

前記メイン電源供給のためのメイン電源経路と

を備える請求項 に記載の映像表示システム。

前記映像データ経路と前記制御信号経路は、 規格の信号線によって実

現される請求項 ０に記載の映像表示システム。

2 前記制御信号経路は、C C通信経路線である請求項 に記載の映像表示シ

ステム。

3 映像を表示する表示装置と、前記表示装置に着脱可能で前記表示装置に映像、

データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムであって、

前記表示装置は、

前記ブラグインモジュールと制御信号を送受信する第 の通信部と、

前記ブラグインモジュールの映像データを受信する映像データ受信部と、

前記ブラグインモジュールの電源供給をスタンバイ電源とメイン電源の2種

類に切り替えるモジュール電源供給部と、

前記第 の通信部の制御信号に某づいて前記モジュール電源供給部を制

御する第 の制御部とを備え、

前記ブラグインモジュールは、

前記表示装置と前記制御信号を送受信する第2の通信部と、

前記映像データを送信する映像データ送信部と、

前記制御信号に某づいて映像データ送信部を制御する第2の制御部とを

備え、

前記第 の制御部は、前記制御信号に某づいて前記モジュール電源供給部を

制御する映像表示システム。

4 前記表示装置は、さらに前記ブラグインモジュールと機器認証を行ぅ第 の認証

部を備え、

前記ブラグインモジュールは、さらに前記表示装置の第 の認証部と通信して機

器認証を行ぅ第2の認証部とを備え、

前記第 の制御部は、前記第 および前記第2の認証部での機器認証の結果に



某づいて前記モジュール電源供給部を制御する請求項 3に記載の映像表示システ

ム。

5 映像表示システムに用いられる映像データを送信するブラグインモジュールが

着脱可能な表示装置であって、

前記ブラグインモジュールの機器認証を行ぅ認証部と、

前記ブラグインモジュールと制御信号を送受信する通信部と、

前記ブラグインモジュールの映像データを受信する映像データ受信部と、

前記ブラグインモジュールの電源供給をスタンバイ電源とメイン電源の2種類に

切り替えるモジュール電源供給部と、

前記認証部による認証結果、または、前記制御信号に某づいて前記モジュー

ル電源供給部を制御する制御部とを備え、

前記制御部は、前記認証部で機器認証が成立後、または、前記制御信号に某

づいて前記モジュール電源供給部をスタンバイ電源からメイン電源に切り替える制御

を行ぅ表示装置。

6 前記制御部は、前記認証部で機器認証が成立後に、さらに前記ブラグインモジ

ュールの操作を受け付けた後に、前記モジュール電源供給部をスタンバイ電源から

メイン電源に切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装置。

7 前記制御部は、前記認証部で機器認証が成立後に、さらに、前記通信部が前

記ブラグインモジュールから電源オン要求を受信した後に、前記モジュール電源供

給部をスタンバイ電源からメイン電源に切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表

示装置。

8 前記制御部は、前記認証部で機器認証が成立後に、さらに前記通信部と前記

ブラグインモジュールとで c 認証が成立のときに、前記映像データ受信部で前

記映像データを受信する制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装置。

9 前記制御部は、前記認証部で機器認証が不成立のときに、前記モジュール電

源供給部のスタンバイ電源をオフに切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装

置。

2０ 前記制御部は、前記通信部から前記ブラグインモジュールヘ電源オフ要求を送



信する制御を了 、刊 、前記ブラグインモジュールが送信する前記ブラグインモジュール

の終了処理の処理完了通知を前記通信部が受信した後に、前記モジュール電源供

給部のメイン電源をオフに切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装置。

2 前記制御部は、前記通信部から前記ブラグインモジュールヘ電源オフ要求を送

信した後に、さらに終了処理進捗通知要求を送信する制御を了 、刊 、前記ブラグイン

モジュールが送信する前記ブラグインモジュールの終了処理完了予定時間を前記

通信部が受信したとき、前記終了処理完了予定時間待機する制御を行ぅ請求項 5

に記載の表示装置。

22 前記制御部は、前記通信部が前記ブラグインモジュールから電源オフ要求を受

信したとき、所定時間遅延させた後に前記モジュール電源供給部のメイン電源をオ

フに切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装置。

23 前記制御部は、前記通信部が前記ブラグインモジュールから前記ブラグインモ

ジュールの状態通知が所定時間以上受信できないとき、前記ブラグインモジュール

が典常状態であると判断し、前記モジュール電源供給部のメイン電源を一且オフに

切り替え、その後再びオンに切り替える制御を行ぅ請求項 5に記載の表示装置。

24 映像表示システムに用いられる表示装置に着脱可能で映像データを送信する

ブラグインモジュールであって、

前記表示装置と機器認証を行ぅ認証部と、

前記表示装置と前記制御信号を送受信する通信部と、

前記映像データを送信する映像データ送信部と、

前記認証部による認証結果、または、前記制御信号に某づいて前記映像デー

タ送信部を制御する制御部とを備えたブラグインモジュール。

25 前記認証部の認証が成立し、前記表示装置からメイン電源が供給された後に、

前記制御部は、前記 c 認証が成立のときに、前記映像データ送信部から前記

映像データを前記表示装置へ送信する請求項24に記載のブラグインモジュール。

26 映像を表示する表示装置と、前記表示装置に着脱可能で前記表示装置に映像、

データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムにおいて、前記

表示装置から前記ブラグインモジュールの電源供給を制御するブラグインモジュー



ルの電源制御方法であって、

前記表示装置が前記ブラグィンモジュールを機器認証するステップと、

前記機器認証が成立後に、前記ブラグィンモジュールの電源供給をスタシイ
電源からメィン電源に切り替える制御をするステップとを備えるブラグィンモジュール

の電源制御方法。

27 前記制御をするステップは、前記機器認証が成立後に、さらに前記ブラグィンモ

、ジュールの操作を受け付けた後に、前記ブラグィンモジュールに供給する電源をスタ

ンバィ電源からメィン電源に切り替える制御を行ぅ請求項2 6 に記載のブラグィンモジ

ュールの電源制御方法。

28 前記制御をするステップは、前記機器認証が成立後に、前記ブラグィンモジュ
ールから電源オン要求を受信するステップを備え、前記電源オン要求を受信した後

に前記ブラグィンモジュールに供給する電源をスタンバィ電源からメィン電源に切り

替える制御を行ぅ請求項2 6 に記載のブラグィンモジュールの電源制御方法。
。

29 前記制御をするステップは、前記機器認証が成立後に、前記表示装置と前記フ

ラグィンモジュールが CP 証するステップをさらに含み、前記 CP 証が成

立のときに、前記ブラグィンモジュールからの前記映像データを受信する制御を行ぅ

請求項2 6 に記載のブラグィンモジュールの電源制御方法。

30 前記制御をするステップは、前記機器認証が不成立のときに、前記ブラグィンモ

ジュールに供給するスタンバィ電源をオフに切り替える制御を行ぅ請求項2 6 に記載

のブラグィンモジュールの電源制御方法。

前記制御するステップは、

前記ブラグィンモジュールヘ電源オフ要求を送信するステップと、前記ブラ

グィンモジュールの終了処理の処理完了通知を受信するステップとを備え、

前記処理完了通知を受け取った後に、メィン電源をオフに切り替える制御

を行ぅ請求項2 6 に記載のブラグィンモジュールの電源制御方法。

前記制御するステップは、

前記ブラグィンモジュールヘ電源オフ要求を送信するステップと、前記電

源オフ要求を送信した後に、さらに終了処理進捗通知要求を送信するステップと、



前記ブラグインモジュールの終了処理完了予定時間を受信するステップと

を備え、

前記受信した終了処理完了予定時間待機する制御を行ぅ請求項26に記

載のブラグインモジュールの電源制御方法。

33 前記制御するステップは、

前記ブラグインモジュールから電源オフ要求を受信するステップを備え、

前記電源オフ要求を受信したとき、所定時間遅延させた後に、メイン電源を

オフに切り替える制御を行ぅ請求項26に記載のブラグインモジュールの電源制御方

法。

34 前記制御するステップは、

前記ブラグインモジュールの状態通知を受信するステップを備え、

前記状態通知を所定時間以上受信できないとき、前記ブラグインモジュー

ルが典常状態であると判断し、メイン電源を一且オフに切り替え、その後再びオンに

切り替える制御を行ぅ請求項26に記載のブラグインモジュールの電源制御方法。

35 映像を表示する表示装置と、前記表示装置に着脱可能で前記表示装置に映像

データを送信するブラグインモジュールとからなる映像表示システムにおいて、前記

表示装置から前記ブラグインモジュールの電源供給を制御するブラグインモジュー

ルの電源制御方法であって、

前記表示装置が前記ブラグインモジュールを機器認証するステップと、

前記表示装置が前記ブラグインモジュールと制御信号を送受信するステップと、

前記機器認証の成立後に、前記電源供給をスタンバイ電源からメイン電源に切

り替える制御をするステップとを備えるブラグインモジュールの電源制御方法。
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