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１．ま　え　が　き

現在，各社から「○△リンク」という呼称で，テレビと

HDMIケーブルで接続されたDVDやPCなどの機器を，テ

レビのリモコン一つで制御できるAV機器が各社より続々

と発売されている．各社とも「○△リンク」という独自ブラ

ンド名で機能紹介しているため，他社機器間での相互接続

性はないと思われがちであるが，本来は，HDMI-CEC

（ High Definition Multimedia Interface-Consumer

Electronics Control）という業界標準規格で，他社とも接続

できる仕組みになっているものである．

本稿では，このHDMI-CEC規格の概要と，機器の動作概

要などを紹介するともに，HDMI-CECによる他社相互接続

性向上のための取組みについても触れる．

２．HDMI-CECによる機器連携

HDMI-CECとは，HDMIケーブルを介してコントロール

信号を伝送し，機器間の連携動作を実現する機能である．

図1に示すように，各機器はテレビを頂点としたデイジ

ーチェイン（数珠繋ぎ）で接続される．各機器のコントロー

ルマイコン（CTRL）が，単線シリアルのCECラインを介し

てバス状に接続されており，これによりCECコマンドを送

受信する．また，EDID（Extended Display Identification

Data）で機器の物理アドレスをツリー形式で与え，これに

より，後述するワンタッチプレイなど，多様な制御機能を

実現している．なお，HDMI-CECの機能は，リモコンと同

様，各機器の電源がOFFでも働くようになっている．

HDMI-CECのコマンドで実現している代表的な連携機能

に関し，その概要を説明する．

（1）リモコンパススルー

リモコンパススルーは，テレビリモコンによるボタン操

作コマンド等を，テレビが目的のデバイスにそのまま転送

する機能である（図2）．これにより，ユーザはリモコンを

持ち替えることなく，HDMI接続されたDVDプレーヤや

PCなどのデバイスも，テレビリモコン一つで操作できるよ

うになる．

リモコンパススルーで操作できる機能の一例としては，

メニュー操作やコンテンツの再生操作（再生，停止，早送

りなど），電源操作などがある．リモコンパススルー機能

はHDMI-CECに対応する多くの機器が搭載しているが，ベ
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ンダー間で搭載するオプションコマンドに違いが生じるな

ど，他社機器間での相互接続性の観点で，課題となること

があった．これら相互接続性を向上させるための取組みに

ついては後述する．

（2）ワンタッチプレイ

ワンタッチプレイは，例えばDVDプレーヤの再生ボタン

に連動して，接続されているテレビが（電源OFF状態であ

れば）自動的に電源ONし，入力が自動的にDVDプレーヤ

に切替わる機能を実現する機能である（図3）．これにより，

ユーザはDVDプレーヤにディスクを挿入し再生ボタンを押

すだけの操作で，DVDプレーヤを楽しむのに必要な操作

（テレビの電源ONや入力切替）をワンタッチで済ますこと

ができる．

（3）システムスタンバイ

システムスタンバイは，テレビの電源OFF操作により，

HDMI接続された周辺機器も連動して電源OFFにする機能

である（図4）．これにより，ユーザはテレビやDVDプレー

ヤなどを楽しんだあと，使用していた複数の機器をワンタ

ッチで電源OFFすることができる．なおレコーダなどで，

裏番組を録画中の場合などは，録画を中断しないよう，テ

レビからのシステムスタンバイ要求によらず，電源ON状

態を維持するなどの配慮がなされている．

（4）ルーティングコントロール

HDMI-CECによる特徴的な連携機能の一つにルーティン

グコントロールがある．HDMIでは図1のように，DVDプ

レーヤなどのHDMI出力を一旦AVアンプに接続し，AVア

ンプのHDMI出力をテレビに接続するという構成をとるこ

とがある．これによりDVDの迫力あるサラウンド音声を

AVアンプで楽しむことができる（このほかHDMI入力数を

増やすためのHDMIスイッチや，海外ではアップスケーラ

と呼ばれる画像処理装置を介在させる場合もある）．この

ようにHDMI中継器（リピータ）を途中に介在させた場合に，

末端のデバイスをテレビから直接選択するために，中継器

のHDMI入力も含めて，信号経路上のすべての機器の入力

切替を一度に行う手段として，ルーティングコントロール

という連携機能が用意されている．

HDMI接続された各機器には，図5に示すような物理アド

レスが設定されている．これはHDMI入力の端子番号の列

で表現され，例えば図5のSTB（Set Top Box）の場合，テ

レビのHDMI入力1の先にあるAV AMPのHDMI入力2に接

続されていることを，1.2.0.0という物理アドレスで表現す

る．図5のような接続の時，例えばテレビのHDMI入力2が

選択されRecorder（2.0.0.0）が選択されている状態から，ユ

ーザがSTBを選択した場合，HDMI信号経路をSTB（1.2.0.0）

に切替えるために，<Set Stream Path>［1.2.0.0］というコ

マンドがテレビから送信される．このコマンドはすべての

HDMI機器にブロードキャストされ，テレビ（0.0.0.0）から
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図5 ルーティングコントロール
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STB（1.2.0.0）の経路上にある機器（ここではAV AMP

（1.0.0.0））が受信した際，HDMI入力を1.1.0.0から1.2.0.0に切

替える．この時中継経路および選択されたソース機器の電

源がOFFだった場合，その電源をONにすることもできる

（先に紹介したワンタッチプレイも，このような入力切替

機能を有する）．このような仕組みにより，テレビから末

端のソース機器を直接選択することが可能となる．

（5）その他の連携機能

これまで紹介したHDMI-CEC連携機能以外にも，ワンタ

ッチレコード（一発録画），タイマプログラミング（予約録

画），システムオーディオコントロール（アンプ機器との連

携動作）などさまざまな連携機能が規定されている．

（6）各連携機能のサポートレベル

HDMI-CECの各連携機能のサポートレベルを表1に示す．

表1に示すように，ワンタッチプレイ，システムスタンバ

イの二つの連携機能は，テレビとソース機器（DVDレコー

ダ・プレーヤやPCなどの映像出力機器）双方とも必須の機

能であり，他社機器同士でも連携できる．また，オプショ

ン機能でも搭載した他社機器同士は連係動作が可能である．

３．HDMI-CECによる機器連携

3.1 HDMI-CECによる機器連携の現状

ここ数年，各社より「○△リンク」（例 レグザリンク）と

いう名称で，機器連携機能を謳ったテレビ・DVDレコーダ

/プレーヤ・パソコンなどが発売され，主要ベンダーのテ

レビ・レコーダの多くに搭載されるなど，急速な普及をみ

せている．この各社の「○△リンク」機能は，これまで紹介

したHDMI-CEC技術により実現されているので，基本的な

機能に関しては異ベンダー間でも相互接続性がある．この

HDMI-CECは，HDMIの公的なテスト機関であるATC

（Authorized Test Center）でもテストが実施されており，

他社機器間でも接続性が確保されている．

しかしながら，例えば前章で紹介したワンタッチプレイ

やシステムスタンバイなどの必須機能は，他社機器間でも

接続性が確保されているものの，特にリモコンパススルー

などのオプション機能に関しては，対応するオプションの

違い，あるいは，ベンダーコマンドによる独自拡張や接続

を自社機器同士に制限するといった囲い込みを実施するベ

ンダーなども一部にあることから，ベンダーの組合せによ

っては一部互換性がとれない機能もあるのが現実である．

ただし，こういった状況は，各ベンダーによる自助努力

や，業界での動きとして改善に向かいつつある．例えば当

社は，レグザリンクブランドでHDMI-CEC機能を製品化し

た当初から，他社との接続性も重視し，相互接続性の向上

を常に念頭において設計を行っている．また，HDMIの規

格化を進めているHDMI Founder 7社とHDMI Licensing

LLCは，後述するPlug Fest（相互接続検証）の実施により，

他者機器間の相互接続性の確保・向上を目指している．以

下，それぞれについて紹介する．

3.2 HDMI-CEC連携の実例（東芝レグザリンク）

当社では，「レグザリンク」（図6）という連携機能の一つ

としてHDMI-CEC連携機能を展開し，2007年4月の北米デ

ィジタルハイビジョンテレビを皮切りに，同年9月より日

本，次いで10月に欧州と，ワールドワイドでHDMI-CEC対

応製品をリリースしている．「レグザリンク」は，HDMI-

CECのほか，DLNA，SDカードなどを含めたディジタル

機器連携機能を総称した愛称として用いられている．この

うち，HDMI-CEC連携機能は，国内では「HDMI連動」，海

外では「HDMI Control」という呼称で統一化を図っている．

レグザリンクを使うことで，例えば，ディジタルハイビ

ジョンテレビとハイビジョンレコーダとを連携させ，DVD

ソフト再生や録画した番組の再生のほか，ディジタルハイ

ビジョンテレビに搭載の高精細で使いやすい電子番組表か

ら簡単に録画予約したり，テレビで見ているチャネルと同

じチャネルをレコーダで直接録画したりといった操作を，

テレビのリモコンだけで行うことができる．ハイビジョン

レコーダに搭載の「見ながら選択」と連携して，テレビ放送

を見ながら番組選局や録画した番組の選択や再生もできる．

HDMI-CECによる機器連携

 連携機能 サポートレベル

 テレビ ソース機器

ワンタッチプレイ 必　須 必　須

システムスタンバイ 必　須 必　須

リモコンパススルー オプション オプション

ワンタッチレコード オプション オプション

タイマプログラミング オプション オプション

システムオーディオコントロール オプション オプション

ルーティングコントロール オプション オプション

表1 HDMI-CECコマンド（Ver. 1.3a）のサポートレベル
テレビの

リモコンだけ！
他は不要

テレビ
リモコン

電源ON/OFF
連動

テレビから，PCや
DVDのコンテンツを

自由に操作

ワンタッチで
自動入力切替

図6 東芝レグザリンク
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また，当社は世界で初めてノートPCへのHDMI-CEC機

能搭載を実現，フラグシップモデルのみならず，HDMI端

子搭載の普及価格帯のモデルへもHDMI-CEC機能を搭載

し，Windows VISTATMに搭載されているWindows Media

Centerをテレビのリモコンからの操作を可能とするなど，

テレビとノートPCの連携も実現している．

さらに当社では当社機器同士の連携に加え，他社機器と

の連携にも配慮してHDMI-CEC開発を進めており，オーデ

ィオベンダーのシステムとも積極的な連携を展開，電源の

ON/OFFや入力切替，音量調整などをレグザリモコンで操

作できる．

４．他社間での相互接続性

HDMI標準化を推進しているHDMI Foundersでは，現状，

HDMI-CEC規格に必須機能が多くオプションが多いことに

関し，接続性の問題が起きないような対策も行っている．

一つはテストスペックの制定で，HDMI-CECを搭載した機

器は，必ずHDMIテストセンターで，決められた試験でチ

ェックを行うよう取り決めを行っている．

また，今後各社の相互接続性を向上し，各社機器間でも

よりユーザの使い勝手をよくするための，いくつかの試み

も行われている．一つは，HDMI-CEC対応機器が搭載する

HDMI-CECコマンドの必須機能をより多くする試み，もう

一つは，各社ベンダー機器間で相互接続検証（PlugFest）を

行い，より接続性向上を図る試みである．

HDMIのPlugFestは，CEA（Consumer Electronics

Association）とDCP（DIGITAL CONTENT PROTEC-

TION）の協賛により，CEA 861/HDCP PlugFestという形

式で実施されている．CEA 861/HDCP PlugFestは年2回の

ペースで実施されており，毎回約200のデバイスが参加し

ている．2009年4月には第12回目となるPlugFestがアメリ

カ・サンフランシスコのベイエリアで開催された．

CEA 861/HDCP PlugFestはその名が示すとおり，もと

もとはHDMIの映像伝送で用いられているCEA 861や認証

に使われるHDCP（High-bandwidth Digital Content

Protection System）の相互接続性向上を目的とした

PlugFestであり，HDMI-CECの相互接続性検証はスコープ

外であった．このためHDMI-CEC搭載製品が世の中に出始

めた初期の段階では，HDMI-CEC搭載製品を持つベンダー

間の申し合わせにより個別での対応をせざるを得なかっ

た．しかしながら，近年のHDMI-CEC相互接続性向上の要

求の高まりにより，2008年4月のPlugFestからHDMI-CEC

が正式にテスト項目に加わるようになり，テスト項目数も

回を重ねるごとに追加されている．

このようなPlugFestなどの試みにより，他社機器間の

HDMI-CEC相互接続性がさらに向上することを期待する．

５．む　す　び

現在ディジタルテレビには，最高機種から普及機種まで

ほとんどのテレビにHDMI端子が搭載され，日米欧のテレ

ビの多くでHDMI-CEC搭載が進んでいる．これはケーブル

1本で再生およびテレビリモコンで接続機器の制御ができ，

ユーザが非常に簡単に操作できるからである．当初あるい

は現存の一部ベンダーでは，囲い込み戦略の一つとして自

社独自の機能で差異化を図る場合もあるが，基本的なコマ

ンドは異なるベンダー同士のテレビとソース機器間でも相

互接続が可能である．さらにごく最近では，このHDMIを

無線化したワイヤレスHDでも，HDMI-CECに対応した製

品の発表もされている．今後さらに，HDMI-CECを発展さ

せ，より簡単でユーザに便利なソリューションを提供して

いきたい． （2009年4月14日受付）
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