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■ はじめに 

 

このたびは、cecTalker*1 HDMIモデル（SCF95A00）をお買い上げいただきまして誠にありがとうござ

います。 本製品は、HDMI端 子 を持 つ機 器 のUI/UXを簡 単 にデザインすることを可 能 とする

HDMIモジュール*2
 です。 本書は、cecTalker HDMIモデルの取扱いについて説明したものです。ご

使用いただく前に必ずお読みください。 また、本製品について不明な点がございましたら、当社営業部門、

あるいは5.4記載の問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*1 : cecTalkerは株式会社ソシオネクストの登録商標です。 

*2 : 以降、モジュールと称します。 

 

■ 安全にご使用していただくために 

本書には、本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記載されています。 本製品をご使用に

なる前に必ずお読みいただき、ご使用の際には説明に従い正しくお使いくださるようお願い致します。 特

に、本書の冒頭にあります 「■本書に掲載の製品に対する警告事項、注意事項」 をよく熟読され、安

全のための確認を十分行った上で、本製品をご使用ください。 なお、本書は、本製品ご使用中、いつで

も参照できるよう大切に保管してください。 

 

■ 取扱い方法、使用方法 

本製品の取扱い方法、使用方法、および安全に使用するための注意事項などについては、本製品仕様

書を参照してください。 

 

■ 本書の内容について 

本書の内容は発行当時のものであり、本書の情報は予告なく変更される場合があります。 最新情報に

ついては当社ホームページにてご確認ください。 
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■ 本書に掲載の製品に対する警告事項、注意事項 

 

本書に掲載している製品に対して下記の警告事項が該当します。 

警告 
正しく使用しない場合、死亡するまたは重傷を負う危険性があること、または、お客

様のシステムに対し、故障の原因となる可能性を示しています。 

 

感電・故障 雷が鳴ったら、本製品や電源アダプタには触れないでください。 

感電の原因になります。 

感電・故障 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。 

電気回路のショートや発熱により、火災や感電の原因になります。 

感電・故障 分解したり、改造したりしないでください。 

分解されますと、機器の正常動作ができなくなるだけでなく、回路故障などにより、

火災や感電の原因になることがあります。 

また、シングルボードコンピュータとの接続のために半田付けが必要となることがありま

すが、その際は自己責任の下で行ってください 

火災・故障 電源アダプタは 5V 以外のものは使用しないでください。 

発熱による火災の原因になります。 

火災・故障 異常に温度が高くなるところに置かないでください。 

温度が高くなると火災の原因になることがあります。 

 

 

本書に掲載している製品に対して下記の注意事項が該当します。 

注意 
正しく使用しない場合、軽傷、または中程度の傷害を負う危険性があることと、本

製品や接続された機器が破損したり、データなどのソフトウェア資産やその他財産が

破壊されたりする危険性があることを示しています。 

 

けが・故障 コードやケーブルが接続した状態で移動しないでください。 

ケーブルなどが引っかかって怪我の原因になることがあります。 

けが・故障 不安定な場所におかないでください。 

落下すると怪我の原因になることがあります。 

故障 HDMI入力どうしを接続しないでください。 

異常電流が流れて本機を破損する可能性があります。 

故障 静電破壊防止のため、コネクタの金属部分に指や物を触れないようにしてください。 

本製品に触れる前に、金属製のもの（ドアノブなど）に触れるなどして人体の静電

気を放電してください。 

故障 本製品は筐体を持たないため、保存時は梱包箱に納めておくことをお勧めします。 

再輸送を行う場合、製品が損傷し、故障の原因となる恐れがありますので、納入

時の梱包材料を保管し、ご使用ください。 
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本資料の記載内容は, 予告なしに変更することがありますので, 製品のご購入やご使用などのご用

命の際は, 当社営業窓口にご確認ください。 

本資料に記載された動作概要や応用回路例などの情報は, 半導体デバイスの標準的な動作や使

い方を示したもので, 実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって, お客

様の機器の設計においてこれらを使用する場合は, お客様の責任において行ってください。これらの使

用に起因する損害などについては, 当社はその責任を負いません。 

本資料は, 本資料に記載された製品および動作概要・回路図を含む技術情報について, 当社もし

くは第三者の特許権, 著作権等の知的財産権やその他の権利の使用権または実施権を許諾する

ものではありません。また, これらの使用について, 第三者の知的財産権やその他の権利の実施がで

きることの保証を行うものではありません。したがって, これらの使用に起因する第三者の知的財産権

やその他の権利の侵害などについて, 当社はその責任を負いません。 

本資料に記載された製品は, 通常の産業用, 一般事務用, パーソナル用, 家庭用などの一般的

用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され, 仮に当

該安全性が確保されない場合, 直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（原子力施設

における核反応制御, 航空機自動飛行制御, 航空交通管制, 大量輸送システムにおける運行制

御, 生命維持のための医療機器, 兵器システムにおけるミサイル発射制御など）, または極めて高 

い信頼性が要求される用途（海底中継器, 宇宙衛星など）に使用されるよう設計・製造されたもの

ではありません。したがって, これらの用途へのご使用をお考えのお客様は, 必ず事前に当社営業窓

口までご相談ください。ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては, 当社は責任を負

いません。 

半導体デバイスには, ある確率で故障や誤動作が発生します。本資料に記載の製品を含め当社半

導体デバイスをご使用いただく場合は, 当社半導体デバイスに故障や誤動作が発生した場合も, 結

果的に人身事故, 火災事故, 社会的な損害などを生じさせないよう, お客様の責任において, 装

置の冗長設計, 延焼対策設計, 過電流防止対策設計, 誤動作防止設計などの安全設計をお願

いします。 

本資料に記載された製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は, 外国為替及

び外国貿易法および米国輸出管理関連法規などの規制をご確認の上, 必要な手続きをおとりくださ

い。 

本資料に記載されている社名および製品名などの固有名詞は, 各社の商標または登録商標です。 
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■ 改定履歴 

 

日付 バージョン 説明 

2020/10/16 1.0 初版 
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 cecTalker について 

 概要 

4K60p 対応の HDMI セレクタで、CEC*1 制御で HDMI ポート切り替えなどを行う “CEC スイッ

チ機能”*2 を実現するモジュールです。 また、外部から UART 通信で HDMI ポート切り替えや、

HDMI で接続している機器の制御を行うことができます。 SPRESENSE*3 を直接基板にスタック

して、cecTalker をコントロールすることができます（接続方法は 3.4 をご参照ください）。 また、

Raspberry Pi*4 とスタックさせることもできます（接続方法は 3.5 をご参照ください）。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1: Consumer Electronics Control の略で、テレビやレコーダなどの機器間で制御信号をやり取りすることにより、お互いを

操作することで機器連携させる機能です 

*2: cecTalker の HDMI 入力ポートを自動で切り替える機能です。 cecTalker に接続するプレーヤなどのソース機器の電

源が入った時や、プレイボタンが押された時に、HDMI の入力ポートが自動的に切り替わります。 

*3: SPRESENSE はソニー株式会社の商標です。 

*4: Raspberry Pi はRaspberry Pi財団の登録商標です。 

 

 特長 

cecTalker は次の特長があります。 

- HDMI 3 入力、1 出力、4K60p YUV444 フォーマットまで対応 

- HDCP2.3 に対応 

- 2K 映像を 4K にアップコンバートして出力 

同一フレーム内で処理を完結させることにより､低遅延を実現 (0.1 フレーム以下) 

- 外部からの UART 制御で HDMI ポートの切り替えや、CEC コマンドによる機器制御が可能 

- CEC スイッチ機能を搭載しており、CEC 制御により自動で HDMI ポートの切り替えが可能 
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 製品仕様 

cecTalker の製品仕様を以下に示します。 

 

表 1 製品仕様 

項目 仕様 

入力 HDMI 2.0 × 3 系統、 ミニ タイプ A (HDCP2.3 対応) 

出力 HDMI 2.0 × 1 系統、 ミニ タイプ A (HDCP2.3 対応) 

スイッチ 
・ リセットスイッチ 

・ HDMI セレクトスイッチ （プッシュごとに HDMI 入力ポートを切り替え） 

状態表示 
・ 電源オン表示 （緑色 LED） 

・ HDMI 入力端子の接続・選択状態の表示 × 3（赤/緑色 LED） 

UART 
・ 半 2 重通信 

・ 通信設定 115,200bps、8 ビット、パリティ無し、1 ストップビット 

スケーラ 2K → 4K (3,840×2,160) アップスケール変換 

画質処理 適応フィルタリング型超解像 （1 フレーム内で超解像処理を完了） 

電源 
USB 給電 (+5V@1A 品推奨） 

消費電力 5W 以下 

モジュールサイズ 85(W) × 56(D) mm （突起物を除く） 

動作環境条件 動作周囲温度：0 ～ 40℃ 

 

 モジュール構成 

cecTalker の概略構成図を以下に示します。 

HDMI Control LSI

- HDMI2.0-Tx/Rx
- HDCP2.3
- I2S in/ out
- 2K→4K

up-converter
- 4K→2K

down-converter

HDMI-Tx

cecTalker
-MCU

HDMI-Rx 1

HDMI-Rx 2

HDMI-Rx 3

CEC line

UART
interface

USB +5VACアダプタからの電源

HDMI入力 HDMI出力

ホストシステムとの通信

cecTalker

LEDs

リセットスイッチ

セレクトスイッチ

I2S in

Audio入力

I2S out

Audio出力

 

図 1  cecTalker モジュール構成図 
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次に、cecTalker の外観写真と部品配置図を以下に示します。 

85mm

56mm

HDMI-Tx

HDMI-
Rx1

HDMI-
Rx2

HDMI-
Rx3

HDMI
Control LSI

USB

MCU

パワー
LED

状態表示
LED3

セレクト
スイッチ

リセット
スイッチ

状態表示
LED2

状態表示
LED1

UART/ Rasberry Pi 接続用スルーホール

 

表面（部品実装面） 

85mm

56mm
SPRESENSE 接続用

ピンヘッダ

 

裏面 

図 2 モジュール外観写真（左）と部品配置図（右） 

 

 提供物 

・ cecTalker モジュール 

・ 説明書 （本取扱説明書になります） 

・ ケーブル類は付属していませんので以下を参考にご準備ください 

AC アダプタ ・・・ Micro USB タイプ B（+5V@1A*1） 

HDMI ケーブル*2 ・・・ 4K 対応ハイスピードケーブル（タイプ A） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1: SPRESENSE をスタックして使用する場合は 2A が必要です。 

*2: シンク機器（モニター）、ソース機器と本モジュールとの接続に使用します。 接続機器の数に合わせてご準備ください。 
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 cecTalker 詳細  

 HDMI 入力 

HDMI2.0 対応の 4K 映像用の入力が 3 系統あり、切り替えて使うことができます。 HDCP2.3

をサポートしています。 2K のプログレッシブ映像信号が入力された場合のみ、4K 映像信号に変

換できます。 2K 以外の解像度の映像や、インターレース映像、3D 映像が入力された場合は、

変換の対象とはならず、入力映像をそのまま出力します。 フレームレートは 24fps、30fps、

60fps と 25fps、50fps に対応します。 オーディオフォーマットはそのまま出力に継承します。 

 

 HDMI 出力 

HDMI2.0 対応の 4K 映像を出力することができます。 HDCP2.3 をサポートしています。 フレ

ームレートは HDMI 入力のフレームレートを継承します。 HDMI 入力が HDCP フリーな映像の

場合は、出力も HDCP フリーで出力します。 オーディオフォーマットは HDMI 入力の情報を継承

します。 出力機器には 4K (解像度 3,840×2,160) プログレッシブ対応のテレビまたはディスプ

レイの利用を推奨します。 入力映像が 2K 映像の場合のみ、2K のテレビやディスプレイを使うこ

ともできます。 

 

 CEC 機能 

HDMI-CEC 規格の CEC スイッチ機能に対応しています。 CEC スイッチとは、cecTalker に接

続するプレーヤなどのソース機器の電源が入った時や、プレイボタンが押された時に、HDMI 入力を

自動的にそのソース機器のポートに切り替えることのできる機能です。 また、UART からのコマンド

で cecTalker に接続する機器を、CEC 機能を利用して操作することができます。 CEC 機能は、

接続機器が CEC コマンドを禁止している場合、または CEC に対応していない場合は利用できま

せん。 

 

 LED 表示 

電源のオン状態を示す LED (Power LED: 緑色) と、HDMI 入力ポートごとに動作状態を示

す LED (状態表示 LED: 赤/緑色 LED) があります。 状態表示 LED の表示パターンを下表

に示します。 2K 映像を 4K にアップコンバートする場合、4K 映像をパススルーで表示する場合

のどちらも緑色 LED が点灯します。 4K 以外で出画している場合は橙色に点灯します。 表示

モードが確定していても、機器の組合せが異常の場合は何も表示されません（cecTalker を介さ

ずに接続しても表示できない組合せの場合などに発生します)。 
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表 2  LED による状態表示 

 

 HDCP リピータ機能 

HDMI 出力に接続するシンク機器（テレビやディスプレイ）がサポートする HDCP バージョンを

HDMI入力側に伝搬します。 シンク機器がHDCP非対応の場合、HDMI入力ポートもHDCP

非対応になります。 同様に、HDCP1.4 対応なら HDMI 入力ポートも HDCP1.4 対応に、

HDCP2.3 対応なら HDMI 入力ポートも HDCP2.3 対応になります。 シンク機器とソース機器

で対応する HDCP バージョンが異なる場合、次のようになります。 

 

表 3  HDCP リピータ機能 

  
シンク機器 (HDMI 出力側) 

HDCP 非対応 HDCP1.4 HDCP2.3 

ソース機器 

(HDMI 入力側) 

HDCP 非対応 HDCP なしで出画 

HDCP1.4 出画できません HDCP1.4 で出画 

HDCP2.3 出画できません HDCP2.3 で出画 

 

  

入力ポート 

接続状態 
入力ポート選択状態 LED 表示 

未接続 － 消灯 

接続 

未選択 赤色点灯 

選択 

HDMI 接続準備中 

（接続機器が電源オフの時も点滅します） 
緑色点滅 

4K で出画中 緑色点灯 

4K 以外で出画中 橙色点灯 

－ 
出力ポートが未接続（入力ポート状態は不問）、 

または接続エラー 
赤色点滅 
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 カラーフォーマット変換 

HDMI から入力した映像をそのまま HDMI 出力に伝送します。出力機器が 4K 映像 (3,840×

2,160) に対応していて、2K (1,920×1,080) のプログレッシブ映像が入力された場合、4K

映像にアップコンバートします。 アップコンバート時のカラーフォーマット変換は以下に示す優先順

位で決定します。 

 

表 4 カラーフォーマット変換 

入力映像のカラーフォーマット 
出力映像のカラーフォーマット 

(EDID 情報により、以下の優先度で決定) 

YCbCr422 /XVYCC422 YCbCr422 > YCbCr444 > YCbCr420 > sRGB 

YCbCr444/XVYCC444 YCbCr444 > YCbCr422 > YCbCr420 > sRGB 

YCbCr420 YCbCr420 > YCbCr422 > YCbCr444 > sRGB 

sRGB sRGB 

Adobe RGB Adobe RGB 

 

 HDR、BT.2020 信号 

ソース機器とシンク機器双方が HDR や BT.2020 信号に対応する場合は、そのままパススルーし

ます。 ただし、2K の HDR コンテンツが 4K にアップコンバートされる時は、HDR は無効になりま

す。 

 

 EDID 設定 

EDID*1 は、出力機器側のメーカーコード、機器コードをなどの情報をコピーして入力機器側に伝

えます。（HDMI の物理アドレスは再設定） 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1: Extended Display Identification Data の略で、機器の仕様や特性を示すパラメータです。 

 

 USB コネクタ  

Micro USB タイプ B（メス）コネクタから 5V を給電します。 

 

  cecTalker を同じテレビに 2 台以上接続した場合 

2 台目以降に接続した cecTalker は、HDMI リピータ機能と、CEC スイッチ機能は有効ですが、

UART からのコマンドによる cecTalker に接続する機器の、CEC 機能を利用した操作が無効に

なりますのでご注意ください。 UART からのコマンドで HDMI ポートの切り替えを行うことはできま

す。 また、cecTalker 以外で、特殊な機能を持つ HDMI 機器が同じテレビに接続されている場

合、UART コマンドによる CEC 機能を利用した操作ができなくなることがあります。 これは、

HDMI-CEC 仕様で定義される「論理アドレス」が cecTalker と重複する場合に起こります。 

cecTalker は論理アドレス”E”を使い、2 台目以降に接続されたものは論理アドレス”F”を使いま

す。 
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 cecTalker の使い方 

 起動方法 

1) USB 端子より給電してください。正しく給電できていればパワーLED が緑点灯します。 

2) HDMI 入力端子/出力端子それぞれに、ソース機器/シンク機器を接続してください。 

3) ソース機器、シンク機器の電源を入れてください。 

4) リセットスイッチを押してください。 

5) セレクトスイッチで入力 HDMI ポートを選択してください。 正しく接続・選択できていれば、選

択した入力 HDMI ポートの状態表示 LED が緑点滅を経て緑点灯あるいは橙点灯します。 

赤点灯の場合は正しくポート選択ができていません。 セレクトスイッチで正しく選択してくださ

い。 なお、リセット後には HDMI-Rx1 が選択されています。セレクトスイッチにより、HDMI-

Rx2、HDMI-Rx3 とサイクリックに切り替わります。 

 

 UART 接続  

① cecTalker の UART 端子にパソコンなどを接続することで、通信ができます。 

ただし、cecTalker に SPRESENSE や Raspberry Pi をスタックして使っている場合には、

他の機器と UART 接続をすることができません（UART 信号が衝突します）。 

② UART は次の設定で通信することができます。 

・ 115,200bps 8bit パリティなし、1 ストップビット 

（1 文字/1 行あたり 5msec の遅延をいれてください。） 

・ エコーバックしません。 

（入力した文字を表示したい時は、ローカルエコーなどの機能をオンにしてください。） 

③ コマンドエラーについて 

・  Raspberry Pi や SPRESENSE との UART 通信を前提とするため、コマンドエラーなど

の出力はしません。 

・ cecTalker に対しコマンド入力せずに改行コードを送ると、”>”がプロンプトとして返ります。 

プロンプトが返ってこない場合は、cecTalker が異常動作している可能性があります。 
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 パソコン（外部制御用機器）との接続  

パソコンなど UART インタフェースを持つ外部機器と本モジュールとを UART 接続することで、 

本モジュールを外部から制御することが可能です。 本モジュールの UART ピン配置は下図を 

参照ください。 なお、パソコンなどの外部機器と UART 接続する場合には、SPRESENSE や 

Raspberry Pi はスタックしない状態でご使用ください。 

RXD TXD GND

 

図 3  UART のピン配置 

 

外部機器との UART 接続では、以下のとおり接続してください。 

本モジュールのピン名 → 接続機器のピン名： 

- RXD →  TXD 

- TXD →  RXD 

- GND →  GND 
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 SPRESENSE との接続 

cecTalker 裏面のピンヘッダは SPRESENSE の拡張用コネクタと接続することが可能です。 下

図（SPRESENSE 接続時の外観）のように SPRESENSE の USB コネクタが外側に向くように

接続してください。 SPRESENSE の着脱は電源を切った状態で、負荷がかからないように慎重に

行ってください。 なお、SPRESENSE 接続時は cecTalker から SPRESENSE に電源供給され

ますので、SPRESENSE への電源供給は不要です。 

 

図 4  SPRESENSE の拡張コネクタと cecTalker の接続用ピンヘッダ 

 

 

図 5  SPRESENSE 接続時の外観 

 

SPRESENSE 接続用ピンヘッダのピン配置は下表の通りです。 また、部品のリファレンス番号

(CN5, CN6) および ピン番号(1～13)は下図のように基板上のシルク文字でご確認ください。 
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表 5  SPRESENSE 拡張コネクタのピン配置 

CN5  CN6 

ピン番号 ピン名  ピン番号 ピン名 

1 GND  1 NC 

2 SPR_UART2_TX_LV  2 SPR_1R8V 

3 SPR_UART2_RX_LV  3 SPR_4R0V 

4 NC  4 SPR_GPIO_#0_LV 

5 NC  5 SPR_GPIO_#1_LV 

6 <Reserved>  6 <Reserved> 

7 <Reserved>  7 NC 

8 NC  8 SPR_GPIO_#2_LV 

9 NC  9 SPR_RST 11 

10 NC  10 GND 

11 SPR_1R8V  11 NC 

12 SPR_SEN_IRQ_IN_LV  12 NC 

13 NC  13 NC 

 

 

 

図 6  SPRESENSE 接続用ピンヘッダの部品リファレンス番号とピン番号 

 

  



 

Socionext Inc. 
cecTalker HDMI model (SCF95A00) user manual 
https://www.socionext.com/jp/ 

16/20 Copyright 2020 

 

 Raspberry Pi との接続    

cecTalker は、下図のスルーホールにピンヘッダなどの部品をはんだ付けすることによって、

Raspberry Pi との接続が可能です。 ただし、はんだ作業を行う場合にはお客さまご自身の責任

において実施してください。 

TP_
DIP2

TP_
DIP4

TP_
DIP1

TP_
DIP3

TP_
DIP5

TP_
DIP7

TP_
DIP6

TP_
DIP8

TP_
DIP10

TP_
DIP9

TP_
DIP11

TP_
DIP13

TP_
DIP12

TP_
DIP14

 

図 7  Raspberry Pi 接続用のスルーホール 

 

Raspberry Pi 接続用スルーホールのピン配置は以下の通りです 

 

表 6  Raspberry Pi 接続用スルーホールのピン配置 

TP_DIP2 TP_DIP4 TP_DIP6 TP_DIP8 TP_DIP10 TP_DIP12 TP_DIP14 

RXD TXD <Reserved> GND NC NC <Reserved> 

 

TP_DIP1 TP_DIP3 TP_DIP5 TP_DIP7 TP_DIP9 TP_DIP11 TP_DIP13 

OPT_0 GND OPT_1 OPT_2 <Reserved> RP_RST GND 

 

 

図 8 コネクタを使用して Raspberry Pi と接続した例 
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 外部制御コマンド 

 UART コマンド 

cecTalker 制御コマンドにて以下のことが可能です。 

‧ HDMI 入力ポートの切り替え、および状態確認 

‧ CEC 制御（電源操作、機器情報取得、ソース機器の操作） 

‧ リセット要求、など 

制御コマンドの詳細につきましては、ご購入いただいたお客さまに提供させていただきます。 

 

 制御フロー 

cecTalker 制御フローにつきましては、ご購入いただいたお客さまに提供させていただきます。 
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 付録 

 故障かな？と思った場合の対応 

- 何も画面が出力されない 

‧ HDMI1 から HDMI3 までの状態表示 LED がすべて消灯している場合 

→ 全てのポートに HDMI 機器が接続されていない状態です。 

‧ HDMI1 から HDMI3 までのすべての状態表示 LED がすべて赤色点滅している場合 

→ HDMI 出力にテレビまたはモニターが接続されていない状態です。 

‧ 状態表示 LED が緑色点滅し続けている場合 

→ 接続機器が電源オフになっていませんか？ 

‧ 入力機器と出力機器の間に cecTalker 以外の機器、例えば HDMI セレクタ(切替器)やスプリ

ッタ(分配器)が接続されていませんか？ 

→ まずは cecTalker 以外の機器を外してみてください。 

‧ HDMI ケーブルがハイスピードに対応していますか？(HDMI 2.0 対応ですか？)  

 

- フル HD (2K) の 3D 映像を入力したが超解像がかからない 

‧ 3D 入力の超解像には対応していません。 

 

- 電源投入後に（またはリセットした後に）状態表示 LED が点滅する 

‧ cecTalker の内部動作チェック中です。 

 

- UART コマンドが実行されない 

‧ スルーホールにて UART 接続中の時は、SPRESENSE や Raspberry Pi からの UART コマン

ドが有効になりません。 

 

- UART コマンドが実行されるが、CEC 機能のコマンドが実行できない 

‧ 接続している HDMI ソース機器が CEC に対応していますか？ 

‧ cecTalker が 2 台以上、同じテレビに接続されていませんか？ 

→ 2 台以上接続されている場合は、2 台目以降の cecTalker は本機能を動作させることが

できません。 

‧ 特殊な機能を持つ HDMI ソース機器が同じテレビに接続されていませんか？ 

→ cecTalker が利用する論理アドレス「E」を使っている機器が同じテレビに接続している場合

は、本機能を動作させることができません。 

 

- ワンタッチプレイなど、CEC スイッチがサポートする機能が動かない 

‧ 接続している HDMI ソース機器が CEC に対応していますか？ 

‧ 接続している HDMI ソース機器が機器連携の設定をしていますか？ 
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 注意事項 

- 4K テレビまたはディスプレイの解像度は 3,840×2,160 をサポートしている必要があります。 

4,096×2,160 しか対応できないテレビまたはディスプレイには表示できません。 

- cecTalker は分配器(スプリッタ)を介した接続での動作は確認していません。 

- HDMI 出力に 4K モニターを接続した時に、HDMI2.0 に対応しないソース機器を HDMI 入

力に接続すると、音声や映像が出力しないなどの症状が出ることがあります。 MHL (Mobile 

High-Definition Link) に対応する、初期のスマートフォンで起こることがあります。 直接テ

レビと接続しても同様の現象が発生するため、cecTalker でも同じ症状が起こります。 

 

 各国での使用について 

使用される国によっては、法規上の手続きが必要になる場合があります。 法令を遵守し、お客様

の自己責任でご使用をお願いします。 

 

 お問い合わせ 

・ WEB フォーム： 

https://www.socionext.com/jp/ → [お問い合わせ] → [お問い合わせフォームへ] 

・ 電話： 

株式会社ソシオネクスト 

045-568-1015  ※平日 9 時から 17 時（土・日・祝日、年末年始を除く） 

 

  

https://www.socionext.com/jp/
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