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HDMIとは

HDMIは，2002年に日立，パナソニ

Color, xvColorなど）や，使い勝手を

ック，Philips, Silicon Image，ソニー，

向上させる機能の拡張を続けていま

HDMI（High-Definition Multimedia

Thomson，東芝の7社がハイビジョ

す．2009年6月に発行された最新版

Interface）は，ビデオカメラやレコー

ン時代の標準ディジタルインタフェー

v1.4では，イーサネット信号の同時伝

ダなどの映像再生機器からハイビジョ

スを狙って策定しました．現在では

送（HEC）や3D（立体）映像伝送など，

ンテレビ（HDTV）などの表示機器に，

800社以上が採用し，HDMI採用機器

今後の映像ネットワークや3D映像時

ハイビジョン映像と音声，制御信号を

が年間3億台以上出荷されるなど，

代を先取りした最先端機能を取り入れ

1本のケーブルで伝送できるディジタ

HDMIは世界市場が認めたデファクト

ています．

ルインタフェース規格です（図1）．

規格になったと言えるでしょう．

画質劣化のない非圧縮のディジタル

初 版 を 発 行 後 ， 高 画 質 化（ D e e p

HDMIのライセンス管理はHDMI
Licensing, LLCが行っています1）．

映像信号伝送，テレビの表示能力を伝
えて最適な映像信号が自動的に選ばれ
るPlug&Play機能，認証テストによる
相互接続性の確保などの特徴によっ
て，ユーザが高画質映像を簡単に取り
扱える利便性を提供しています．
さらに，著作権保護規格HDCP
（High-bandwidth Digital Content
Protection）を利用することにより，
不正コピーを防止できます．著作権が
守られることから，魅力的で高品質な
映画などのコンテンツが市場へ豊富に
流通し，ハイビジョン映像の普及に貢
献しています．

312 （46）

図1 HDMIで接続される映像機器
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イーサネット信号の同時伝送

コネクタ

ケーブル

HDMIは，用途別に大きさの異な

HDMIケーブルは，映像信号のクロ

るコネクタが用意されています．ハ

ック周波数75MHz以下に対応した標

イビジョンテレビを始め，最も多く

準ケーブルと，それ以上に対応した

使われているものが，標準コネクタ

ハイスピードケーブルがあります．

（Type A）です．モバイル機器向け

1080iや720pのハイビジョン映像は

（HDMI Ethernet Channel）には，

に小型化したミニコネクタ
（Type C）

標準ケーブルで伝送できます．しか

と，さらに小型化したマイクロコネ

し，それらの2倍の伝送速度を必要と

クタ（Type D）とがあります．これ

する1080pフルハイビジョン映像に

らはいずれも19pinの電極を持って

は，ハイスピードケーブルが必要に

おり，変換ケーブルだけで相互接続

なります．

ができるようになっています（図2）．

イ−サネット対応と記載されたケー
ブルが必要です（図4）．

標準ケーブル

イーサネット対応標準ケーブル

自動車用標準ケーブル

ハイスピードケーブル

自動車用は，モバイル機器などの車

自動車向けには，振動やほこりな

への持込を考慮した，リレーケーブル

どに強いコネクタ（Type E）があり

が用意されています（図3）．リレー接

ます．

続での伝送特性確保の観点から，標準

イーサネット対応ハイスピードケーブル
図4 5種類のHDMIケーブル

ケーブルのみが定められています．

各ケーブルには種別が記載されている．

リレーケーブル

Type A
プラグ

HDCPは，パソコンやレコーダな

Type E
プラグ

図3 自動車用ケーブル

図2 標準/ミニ/マイクロコネクタ

High-bandwidth Digital
Content Protection
（HDCP）

Type A
レセプタクル

Deep Color

x.v.Color

8ビットを超える映像信号レベル

動画用広色域色空間の国際規格

（階調）数を伝送する機能を示してい

IEC61966-2-4のxvYCC仕様に基づ

ます．

いて，広い色空間を実現する機能を

どの映像出力機器からPCモニタや

具 体 的 に は 4:4:4 RGB, 4:4:4

テレビなどの表示機器に送られるデ

YCbCr，または4:2:2 YCbCrのカラ

ィジタル映像信号を暗号化し，映像

ーフォーマットで，10ビット, 12ビ

xvYCCは，ハイビジョンテレビで

コンテンツが不正にコピーされるこ

ット, 16ビットから選ぶ事ができま

利用されるITU-R BT 709の色域と

とを防ぐ著作権保護規格です．

す．Deep Color非対応機器は8ビッ

の互換性を維持しながら，色域を広

トのみの扱いとなります．

げたものです．従来は物体色を集め

Intel社が開発し，Digital Content
Protection, LLCがライセンスや暗
号鍵の管理を行っています2）．

備えた製品に付けられるプロモーシ
ョン名です．

特に，テレビやモニタでは，伝送

たマンセル色票のうち，55%程度し

された8ビットを超える階調数を表

か表現できなかったものが，xvYCC

TM

現できるものしか，Deep Color 対

では100%表現できるようになりま

応と表記できない決まりになってい

した．

ます．
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説明します．

Consumer Electronics
Control（CEC）

声が出ます．アンプから音が出

（1）ワンタッチ再生（One Touch

ている間は，テレビのリモコン

Play）：ビデオカメラやレコー

でアンプの音量調節ができます

HDMIケーブルで接続された映像機

ダの電源（または再生）ボタン等

器間で連携制御を実現します．例えば，

を押すと，連動してテレビの電

（4）ワンタッチ録画（One Touch

ビデオカメラやレコーダ，オーディオ

源が入り，入力が切り換わりま

Recording）：テレビで視聴中の

アンプなどをテレビのリモコンで操作

す（図5）．

番組をレコーダで録画します．

（図7）．

することができます．CEC対応機器は

（2）システムスタンバイ（System

（5）リ モ コ ン 信 号 伝 送（ R e m o t e

対応する基本機能を選んだ上で，各メ

Standby）：リモコンでテレビ

Control Pass Through）：テレ

ーカ独自の機能拡張が認められていま

の電源を切ると，つないだ機器

ビのリモコンで接続された機器

す．このため，ビエラリンクやブラビ

の電源も同時に切れます（図6）．

の再生・停止・早送りなどのボ

アリンク，レグザリンク，Woooリン

（3）システムオーディオ（System

クなどのメーカ独自のネーミングがあ

Audio）：テレビからの音声を

りますが，メーカの異なる機器同士で

消音し，アンプからテレビの音

タン操作ができます．

あっても，両者が選んだ基本機能は相
ピッ

互に操作することができます．
以下，CECの基本機能の例について

ピッ
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テレビ

ピッ

ピッ

ピッ

アンプ

ピッ

アンプ

ピッ
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テレビ

ピッ

テレビ

ピッ
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Play ボタンで
再生開始

・音再生
・音量増減

ビデオ
カメラ
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図5 ワンタッチ再生

図6 システムスタンバイ

HDMI Ethernet and Audio
Return Channel（HEAC）

図7 システムオーディオ

生するために必要であった光音声ケー

るので，ケーブル配線を簡単にできま

ブルを，本機能で代替することができ

す（図8）
．

（2009年11月30日受付）

（1）HDMI Ethernet Channel（HEC）
HDMIのコネクタ形状は変えないで，

インターネット

映像や音声信号とともに，双方向イーサ
ネット信号を伝送可能としたものです．
イーサネットとHDMI双方を接続す
る機器間に必要なケーブル線数を半減

インターネット
ハブ

LAN

LAN

できるので，すっきりとしたケーブル

光音声

配線になります（図8）．
（2）Audio Return Channel（ARC）

メディアプレーヤ

HDMIのコネクタ形状は変えないで，

メディアプレーヤ
アンプ

アンプ

レコーダ

レコーダ

映像や音声信号の伝送方向とは反対の
方向に音声信号を伝送可能としたもの
（a）HECとARCがない場合

です．
テレビ内蔵のチューナで受信した放
送番組の音声をオーディオアンプで再
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（b）HECとARCを使う場合

図8 HECとARCによりケーブル接続簡素化

かぶと

のぶあき

甲

展明

1980年，大阪大学大学院基礎工学研
究科前期課程修了．現在，（株）日立製作所コンシ
ューマエレクトロニクス研究所ディスプレイシステ
ム研究部所属．FPDテレビの開発に従事．正会員．

映像情報メディア学会誌 Vol. 64, No. 3（2010）

