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(57)【要約】
【課題】ソースデバイスからのコンテンツデータに含ま
れる映像データおよびオーディオデータそれぞれを任意
の電子機器に伝送することが可能なデータ伝送装置を実
現する。
【解決手段】映像伝送装置１０１は、複数の電子機器（
ＴＶ、プロジェクタ、ＡＶアンプ）それぞれの機能に応
じて、これら複数の電子機器を複数のグループに分類し
、これらグループそれぞれの構成の一覧を示すリスト情
報を生成する。各グループは、映像表示に使用可能な電
子機器とオーディオ出力に使用可能な電子機器との組み
合わせ、または映像表示およびオーディオ出力の双方に
使用可能な一つの電子機器、から構成される。映像伝送
装置１０１は、生成したリスト情報をソースデバイスに
送信する。そして、ソースデバイスから出力される選択
情報に応じて、映像伝送装置１０１は、ソースデバイス
から出力される映像データおよびオーディオデータそれ
ぞれの伝送先を特定する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソースデバイスに接続され、前記ソースデバイスから出力されるコンテンツデータを複
数の電子機器に無線信号によって選択的に伝送するデータ伝送装置であって、
　前記複数の電子機器それぞれとの無線通信によって前記複数の電子機器それぞれの機能
を検出する機能検出手段と、
　前記検出された前記複数の電子機器それぞれの機能に応じて、前記複数の電子機器を、
各々のグループが映像表示に使用可能な電子機器とオーディオ出力に使用可能な電子機器
との組み合わせ、または映像表示およびオーディオ出力の双方に使用可能な一つの電子機
器を含む、複数のグループに分類し、前記複数のグループそれぞれの構成の一覧を示すリ
スト情報を生成するリスト情報生成手段と、
　前記生成されたリスト情報を前記ソースデバイスに送信するリスト情報送信手段と、
　前記ソースデバイスから出力される前記複数のグループの一つを指定する選択情報に応
じて、前記複数の電子機器の内から前記コンテンツデータに含まれる映像データを伝送す
べき第１の電子機器と前記コンテンツデータに含まれるオーディオデータを伝送すべき第
２の電子機器とを特定し、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機
器とが異なる電子機器である場合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよびオ
ーディオデータを前記特定された第１の電子機器および第２の電子機器にそれぞれ無線信
号によって伝送し、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器とが
一つの電子機器である場合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディ
オデータを前記一つの電子機器に無線信号によって伝送するデータ伝送制御手段とを具備
することを特徴とするデータ伝送装置。
【請求項２】
　前記ソースデバイスは、前記ソースデバイスに設けられた所定のボタンの操作に応答し
て、伝送先電子機器に対して映像表示またはオーディオ出力をすべきことを指示するメッ
セージであって前記選択情報が付加されたメッセージを出力すると共に、前記コンテンツ
データの出力を開始し、
　前記データ伝送制御手段は、前記ソースデバイスから出力される前記メッセージに付加
された前記選択情報に応じて前記第１の機器と前記第２の機器とを特定することを特徴と
する請求項１記載のデータ伝送装置。
【請求項３】
　前記データ伝送制御手段は、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電
子機器とが異なる電子機器である場合、前記メッセージおよび前記コンテンツデータに含
まれる映像データを前記特定された第１の電子機器に無線信号によって伝送すると共に、
前記メッセージおよび前記コンテンツデータに含まれるオーディオデータを前記特定され
た第２の電子機器に無線信号によって伝送することを特徴とする請求項２記載のデータ伝
送装置。
【請求項４】
　前記データ伝送制御手段は、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電
子機器とが一つの電子機器である場合、前記メッセージと、前記コンテンツデータに含ま
れる前記映像データおよび前記オーディオデータとを、前記一つの電子機器に無線信号に
よって伝送することを特徴とする請求項３記載のデータ伝送装置。
【請求項５】
　ソースデバイスから出力されるコンテンツデータを複数の電子機器に無線信号によって
選択的に伝送するデータ伝送装置であって、
　前記複数の電子機器それぞれとの無線通信によって前記複数の電子機器それぞれの機能
を検出する機能検出手段と、
　前記検出された前記複数の電子機器それぞれの機能に応じて、前記複数の電子機器を、
各々のグループが映像表示に使用可能な電子機器とオーディオ出力に使用可能な電子機器
との組み合わせ、または映像表示およびオーディオ出力の双方に使用可能な一つの電子機
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器を含む、複数のグループに分類し、前記複数のグループそれぞれの構成の一覧を示すリ
スト情報を生成するリスト情報生成手段と、
　前記生成されたリスト情報を画面上に表示するリスト情報表示手段と、
　ユーザ操作に応じて、前記リスト情報によって示される前記複数のグループの一つを選
択する選択手段と、
　前記選択されたグループに応じて、前記複数の電子機器の内から前記コンテンツデータ
に含まれる映像データを伝送すべき第１の電子機器と前記コンテンツデータに含まれるオ
ーディオデータを伝送すべき第２の電子機器とを特定し、前記特定された第１の電子機器
と前記特定された第２の電子機器とが異なる電子機器である場合、前記コンテンツデータ
に含まれる映像データおよびオーディオデータを前記特定された第１の電子機器および第
２の電子機器にそれぞれ無線信号によって伝送し、前記特定された第１の電子機器と前記
特定された第２の電子機器とが一つの電子機器である場合、前記コンテンツデータに含ま
れる映像データおよびオーディオデータを前記一つの電子機器に無線信号によって伝送す
るデータ伝送制御手段とを具備することを特徴とするデータ伝送装置。
【請求項６】
　前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器とが異なる電子機器で
ある場合、前記特定された第１の電子機器が表示可能な映像データフォーマットを示す前
記第１の電子機器の機器情報と前記特定された第２の電子機器が処理可能なオーディオデ
ータフォーマットを示す前記第２の電子機器の機器情報とを前記ソースデバイスに通知し
、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器とが一つの電子機器で
ある場合、前記一つの電子機器が表示可能な映像データフォーマットおよび前記一つの電
子機器が表示可能なオーディオデータフォーマットをそれぞれ示す前記一つの機器の機器
情報を前記ソースデバイスに通知する通知手段をさらに具備することを特徴とする請求項
５記載のデータ伝送装置。
【請求項７】
　ソースデバイスに接続されたデータ伝送装置を制御して、前記ソースデバイスから出力
されるコンテンツデータを複数の電子機器に無線信号によって選択的に伝送するデータ伝
送方法であって、
　前記複数の電子機器それぞれとの無線通信によって前記複数の電子機器それぞれの機能
を検出するステップと、
　前記検出された前記複数の電子機器それぞれの機能に応じて、前記複数の電子機器を、
各々のグループが映像表示に使用可能な電子機器とオーディオ出力に使用可能な電子機器
との組み合わせ、または映像表示およびオーディオ出力の双方に使用可能な一つの電子機
器を含む、複数のグループに分類し、前記複数のグループそれぞれの構成の一覧を示すリ
スト情報を生成するステップと、
　前記生成されたリスト情報を前記ソースデバイスに送信するステップと、
　前記ソースデバイスから出力される前記複数のグループの一つを指定する選択情報に応
じて、前記複数の電子機器の内から前記コンテンツデータに含まれる映像データを伝送す
べき第１の電子機器と前記コンテンツデータに含まれるオーディオデータを伝送すべき第
２の電子機器とを特定する機器特定ステップと、
　前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器とが異なる電子機器で
ある場合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータを前記特
定された第１の電子機器および第２の電子機器にそれぞれ無線信号によって伝送し、前記
特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器とが一つの電子機器である場
合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータを前記一つの電
子機器に無線信号によって伝送するデータ伝送制御ステップとを具備することを特徴とす
るデータ伝送方法。
【請求項８】
　前記ソースデバイスは、前記ソースデバイスに設けられた所定のボタンの操作に応答し
て、伝送先電子機器に対して映像表示またはオーディオ出力をすべきことを指示するメッ
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セージであって前記選択情報が付加されたメッセージを出力すると共に、前記コンテンツ
データの出力を開始し、
　前記機器特定ステップは、前記ソースデバイスから出力される前記メッセージに付加さ
れた前記選択情報に応じて前記第１の機器と前記第２の機器とを特定することを特徴とす
る請求項７記載のデータ伝送方法。
【請求項９】
　前記データ伝送制御手段は、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電
子機器とが異なる電子機器である場合、前記メッセージおよび前記コンテンツデータに含
まれる映像データを前記特定された第１の電子機器に無線信号によって伝送すると共に、
前記メッセージおよび前記コンテンツデータに含まれるオーディオデータを前記特定され
た第２の電子機器に無線信号によって伝送することを特徴とする請求項８記載のデータ伝
送方法。
【請求項１０】
　前記データ伝送制御手段は、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電
子機器とが一つの電子機器である場合、前記メッセージと、前記コンテンツデータに含ま
れる前記映像データおよび前記オーディオデータとを、前記一つの電子機器に無線信号に
よって伝送することを特徴とする請求項９記載のデータ伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソースデバイスから出力されるコンテンツデータを電子機器に伝送するデー
タ伝送装置およびデータ伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像データを伝送するためのインタフェースとして、ＨＤＭＩ（High-Definitio
n Multimedia Interface）などのインタフェース規格が用いられている。ＨＤＭＩインタ
フェースは、デジタルテレビジョン信号のようなコンテンツデータを、ＤＶＤ（Digital 
Versatile Disc）プレーヤのようなソースデバイスから、ＴＶセット、プロジェクタ、オ
ーディオシステムのような電子機器に送信するために使用される。ソースデバイスと電子
機器（シンクデバイスと称されることもある）との間は一本のケーブルを介して接続され
る。ソースデバイスから出力されるコンテンツデータに含まれる映像データおよびオーデ
ィオデータの双方は、一本のケーブルを介して電子機器に伝送される。
【０００３】
　しかし、ケーブル接続はソースデバイスおよび電子機器それぞれの設置場所を制限する
ので、ソースデバイスおよび電子機器をそれぞれ任意の場所に配置することは困難となる
。
【０００４】
　特許文献１には、ＤＶＤデバイスと、ＴＶ、オーディオ機器のような電子機器との間を
無線接続する無線ネットワークシステムが開示されている。この無線ネットワークシステ
ムにおいては、ＤＶＤデバイスと電子機器それぞれとの間の距離が検出され、ＤＶＤデバ
イスから所定距離内に存在する電子機器が優先的にＤＶＤデバイスに無線接続される。
【特許文献１】特開２００６－２４６０５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１のシステムにおいては、映像出力に使用すべき電子機器とオーディ
オ出力に使用すべき電子機器との組み合わせの選択に関しては特に考慮されていない。Ｈ
ＤＭＩのようなインタフェースが無線化されたならば、ソースデバイスは複数の電子機器
に容易に無線接続することができる。このため、ソースデバイスから出力されるコンテン
ツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータそれぞれを任意の電子機器に伝送



(5) JP 2009-4877 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

するための新たな機能の実現が必要である。
【０００６】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、ソースデバイスからのコンテンツ
データに含まれる映像データおよびオーディオデータそれぞれを複数の電子機器内の任意
の１以上の電子機器に伝送することが可能なデータ伝送装置およびデータ伝送方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の課題を解決するため、本発明は、ソースデバイスに接続され、前記ソースデバイ
スから出力されるコンテンツデータを複数の電子機器に無線信号によって選択的に伝送す
るデータ伝送装置であって、前記複数の電子機器それぞれとの無線通信によって前記複数
の電子機器それぞれの機能を検出する機能検出手段と、前記検出された前記複数の電子機
器それぞれの機能に応じて、前記複数の電子機器を、各々のグループが映像表示に使用可
能な電子機器とオーディオ出力に使用可能な電子機器との組み合わせ、または映像表示お
よびオーディオ出力の双方に使用可能な一つの電子機器を含む、複数のグループに分類し
、前記複数のグループそれぞれの構成の一覧を示すリスト情報を生成するリスト情報生成
手段と、前記生成されたリスト情報を前記ソースデバイスに送信するリスト情報送信手段
と、前記ソースデバイスから出力される前記複数のグループの一つを指定する選択情報に
応じて、前記複数の電子機器の内から前記コンテンツデータに含まれる映像データを伝送
すべき第１の電子機器と前記コンテンツデータに含まれるオーディオデータを伝送すべき
第２の電子機器とを特定し、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子
機器とが異なる電子機器である場合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよび
オーディオデータを前記特定された第１の電子機器および第２の電子機器にそれぞれ無線
信号によって伝送し、前記特定された第１の電子機器と前記特定された第２の電子機器と
が一つの電子機器である場合、前記コンテンツデータに含まれる映像データおよびオーデ
ィオデータを前記一つの電子機器に無線信号によって伝送するデータ伝送制御手段とを具
備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ソースデバイスからのコンテンツデータに含まれる映像データおよび
オーディオデータそれぞれを複数の電子機器内の任意の１以上の電子機器に伝送すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。　
　図１には、本発明の一実施形態に係るデータ伝送装置を含む無線伝送システムの構成例
が示されている。この無線伝送システムは、映像伝送装置１０１、ＴＶセット１１１、プ
ロジェクタ１１２、ＡＶアンプ（オーディオシステム）１１３、ソースデバイス１２１，
１２２、等から構成されている。
【００１０】
　映像伝送装置１０１は本実施形態のデータ伝送装置であり、ソースデバイス１２１，１
２２の各々から出力される、映像データおよびオーディオデータを含むコンテンツデータ
を、複数の電子機器（ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３、等）
に無線信号によって選択的に伝送する。
【００１１】
　ソースデバイス１２１，１２２の各々は、例えば、ＤＶＤプレーヤ、ＡＶレコーダ等の
デバイスであり、映像データ（非圧縮の映像データ）、およびオーディオデータを含むコ
ンテンツデータを再生して当該コンテンツデータのストリームを出力することができる。
ソースデバイス１２１の出力端子は、例えば、ＨＤＭＩ規格のケーブルを介して映像伝送
装置１０１の入力端子に接続されている。同様に、ソースデバイス１２２の出力端子も、
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例えば、ＨＤＭＩ規格のケーブルを介して映像伝送装置１０１の別の入力端子に接続され
ている。
【００１２】
　ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々は、映像表示機能、
オーディオ出力機能、または映像表示機能とオーディオ出力機能の双方を有する電子機器
である。ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々は、ソースデ
バイスから出力されるストリーム（コンテンツデータ）を受信するＳｉｎｋデバイスとし
て機能する。
【００１３】
　映像伝送装置１０１は、ソースデバイス１２１、１２２の各々から出力されるコンテン
ツデータを受信し、その受信したコンテンツデータを、無線信号によってＴＶセット１１
１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３に選択的に伝送する。映像送信装置１０１と
、ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々との間の無線インタ
フェースは、例えば、ＨＤＭＩ規格のケーブルを無線化したものと同等の能力を持つ。こ
の無線伝送システムにおいて使用される無線通信方式は、無線ＬＡＮと比較して高速な、
例えば、WirelessHD、またはＵＷＢ（Ultra Wideband）のような高速無線通信方式が好適
である。この場合、映像伝送装置１０１は、WirelessHD、ＵＷＢのような高速無線通信方
式を用いて無線通信を実行し、またＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ
１１３の各々も、WirelessHD、ＵＷＢのような高速無線通信方式を用いて無線通信を実行
する。WirelessHDにおいては、60GHz帯のミリ波を用いて無線通信が実行される。
【００１４】
　映像伝送装置１０１は、例えばＨＤＭＩ規格で規定された通信手順に従って、ＴＶセッ
ト１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々との通無線信を実行することが
できる。この無線通信により、映像伝送装置１０１は、ソースデバイス１２１、１２２の
各々から出力される、非圧縮の映像データを含むコンテンツデータをＴＶセット１１１、
プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３に選択的に伝送する。
【００１５】
　映像伝送装置１０１は、映像伝送装置１０１に無線接続可能な複数の電子機器（図１の
例では、ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３）それぞれの機能に
応じて、これら複数の電子機器を複数のグループ（複数のトポロジーグループ）に分類し
、これらグループそれぞれの構成の一覧を示すリスト情報（トポロジーリスト情報）を生
成する。各トポロジーグループは、映像表示に使用可能な電子機器（Ｓｉｎｋデバイス）
とオーディオ出力に使用可能な電子機器（Ｓｉｎｋデバイス）との組み合わせ、または映
像表示およびオーディオ出力の双方に使用可能な一つの電子機器、から構成される。
【００１６】
　ＴＶセット（ＴＶデバイスとも云う）１１１は映像表示機能およびオーディオ出力機能
の双方を有するＳｉｎｋデバイスである。プロジェクタ１１２は、映像表示機能を有し、
オーディオ出力機能は有さないＳｉｎｋデバイスである。ＡＶアンプ１１３はオーディオ
出力機能を有し、映像表示機能を有さないＳｉｎｋデバイスである。このため、これらＴ
Ｖセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３それぞれの機能に応じて、映像
伝送装置１０１は、図２に示すようなトポロジーリスト情報を生成する。
【００１７】
　図２のトポロジーリスト情報においては、ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、Ａ
Ｖアンプ１１３は４つのトポロジーグループに分類されている。なお、図２においては、
コンテンツデータの中には、映像データのみを含み、オーディオデータを含まないものも
存在することを考慮して、オーディオ出力機能のみを有するプロジェクタ２のみから構成
されるトポロジーグループも、トポロジーグループの一つとして扱われている。
【００１８】
　すなわち、トポロジーグループ１には、ＴＶセット１１１のみが属している。トポロジ
ーグループ１は、映像表示およびオーディオ出力の双方をＴＶセット１１１を用いて行う



(7) JP 2009-4877 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

トポロジーグループである。トポロジーグループ１が例えばソースデバイス１２１によっ
て選択された場合、ソースデバイス１２１から出力されるコンテンツデータに含まれる、
映像データおよびオーディオデータの双方が、映像伝送装置１０１とＴＶセット１１１と
の間に確立された無線通信チャネルを介して、映像伝送装置１０１からＴＶセット１１１
に伝送される。
【００１９】
　トポロジーグループ２には、プロジェクタ１１２のみが属している。トポロジーグルー
プ２は、映像表示をプロジェクタ１１２を用いて行うトポロジーグループである。トポロ
ジーグループ２が例えばソースデバイス１２１によって選択された場合、ソースデバイス
１２１から出力されるコンテンツデータに含まれる、映像データおよびオーディオデータ
の双方が、または当該コンテンツデータに含まれる映像データのみが、映像伝送装置１０
１とプロジェクタ１１２との間に確立された無線通信チャネルを介して、映像伝送装置１
０１からプロジェクタ１１２に伝送される。
【００２０】
　トポロジーグループ３には、ＴＶセット１１１とＡＶアンプ１１３とが属している。ト
ポロジーグループ３は、映像表示をＴＶセット１１１を用いて行い、オーディオ出力をＡ
Ｖアンプ１１３を用いて行うトポロジーグループである。トポロジーグループ３が例えば
ソースデバイス１２１によって選択された場合、ソースデバイス１２１から出力されるコ
ンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータの内、映像データは、映像
伝送装置１０１とＴＶセット１１１との間に確立された無線通信チャネルを介して、映像
伝送装置１０１からＴＶセット１１１に伝送される。一方、ソースデバイス１２１から出
力されるコンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータの内、オーディ
オデータは、映像伝送装置１０１とＡＶアンプ１１３との間に確立された無線通信チャネ
ルを介して、映像伝送装置１０１からＡＶアンプ１１３に伝送される。
【００２１】
　トポロジーグループ４には、プロジェクタ１１２とＡＶアンプ１１３とが属している。
トポロジーグループ４は、映像表示をプロジェクタ１１２を用いて行い、オーディオ出力
をＡＶアンプ１１３を用いて行うトポロジーグループである。トポロジーグループ４が例
えばソースデバイス１２１によって選択された場合、ソースデバイス１２１から出力され
るコンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータの内、映像データは、
映像伝送装置１０１とプロジェクタ１１２との間に確立された無線通信チャネルを介して
、映像伝送装置１０１からプロジェクタ１１２に伝送される。一方、ソースデバイス１２
１から出力されるコンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータの内、
オーディオデータは、映像伝送装置１０１とＡＶアンプ１１３との間に確立された無線通
信チャネルを介して、映像伝送装置１０１からＡＶアンプ１１３に伝送される。
【００２２】
　映像伝送装置１０１は、トポロジーリスト情報をソースデバイス１２１，１２２の各々
に送信する。ソースデバイス１２１，１２２の各々は、トポロジーリスト情報によって指
定される複数のトポロジーグループの中の任意の一つを指定することができる。
【００２３】
　例えば、トポロジーリスト情報によって指定される複数のトポロジーグループは、ソー
スデバイスに設けられたチャネル切り替えボタンのような一つの操作ボタンに割り当てる
ことができる。ユーザがこの操作ボタンを押すたびに、選択されるべきトポロジーグルー
プは、トポロジーグループ１、２、３、４、１、…の順番で、順次切り替えられる。また
、複数のトポロジーグループをソースデバイスに設けられた複数の操作ボタンにそれぞれ
割り当ててもよい。
【００２４】
　次に、図３を参照して、映像伝送装置１０１の構成例を説明する。
【００２５】
　映像伝送装置１０１は、無線通信部２０１、ＨＤＭＩインタフェース部２０２、機能検



(8) JP 2009-4877 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

出部２０３、トポロジーリスト生成部２０４、リスト情報送信部２０５、データ伝送制御
部２０６、および伝送先特定部２０７等を備えている。
【００２６】
　無線通信部２０１は、ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３それ
ぞれとの無線通信を実行する。ＨＤＭＩインタフェース部２０２は、ＨＤＭＩケーブルを
介してソースデバイス１２１に接続されており、また他のＨＤＭＩケーブルを介してソー
スデバイス１２２に接続されている。ＨＤＭＩインタフェース部２０２は、ＨＤＭＩケー
ブルを介してソースデバイス１２１，１２２の各々との通信を実行する。
【００２７】
　機能検出部２０３は、映像伝送装置１０１に無線接続可能なＳｉｎｋデバイスそれぞれ
との無線通信によって、それらＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出する。例えば、機
能検出部２０３は、映像伝送装置１０１に無線接続可能なＳｉｎｋデバイスを検出するた
めのスキャン処理を実行し、そして検出されたＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能（能力と
も云う）を検出する。例えば、映像伝送装置１０１からの電波が届くエリア内に、ＴＶセ
ット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３それぞれが存在する場合には、機能
検出部２０３は、ＴＶセット１１１、プロジェクタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々との
無線通信を無線通信部２０１を介して実行し、これによってＴＶセット１１１、プロジェ
クタ１１２、ＡＶアンプ１１３の各々の機能を検出する。
【００２８】
　ＨＤＭＩ規格においては、複数のＳｉｎｋデバイスの種類それぞれに対してユニークな
デバイスタイプ情報（例えばユニークな論理アドレス）が割り当てられている。したがっ
て、機能検出部２０３は、スキャン処理等によって検出された複数のＳｉｎｋデバイスそ
れぞれからデバイスタイプ情報（Ｓｉｎｋタイプ情報）を取得することにより、複数のＳ
ｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出することができる。
【００２９】
　トポロジーリスト生成部２０４は、機能検出部２０３によって検出された複数のＳｉｎ
ｋデバイスそれぞれの機能に応じて、複数のＳｉｎｋデバイスを、各々のグループが映像
表示に使用可能なＳｉｎｋデバイスとオーディオ出力に使用可能なＳｉｎｋデバイスとの
組み合わせ、または映像表示およびオーディオ出力の双方に使用可能な一つのＳｉｎｋデ
バイスを含む、複数のトポロジーグループに分類し、この複数のトポロジーグループそれ
ぞれの構成（例えば、トポロジーグループそれぞれに属するＳｉｎｋデバイス名等）の一
覧を示す上述のトポロジーリスト情報を生成する。
【００３０】
　リスト情報送信部２０５は、トポロジーリスト生成部２０４によって生成されたトポロ
ジーリスト情報をソースデバイス１２１，１２２の各々に送信する。ＨＤＭＩ規格のケー
ブルにおいては、データ転送用のデータ伝送線群に加え、制御情報およびステータスを転
送するための制御信号線であるＣＥＣ（Consumer Electronics Control）線が定義されて
いる。このため、ソースデバイス１２１，１２２の各々へのトポロジーリスト情報の送信
にはＣＥＣ線を用いることができる。データ伝送線群は、例えば、３組の差動信号線対か
ら構成されている。
【００３１】
　ソースデバイス１２１，１２２の各々は、３組の作動信号線対を介して、コンテンツデ
ータ（非圧縮の映像データ、オーディオデータ）を出力することができる。この場合、オ
ーディオデータの伝送は、例えば、映像データのブランキング期間内に実行される。
【００３２】
　データ伝送制御部２０６は、ソースデバイス１２１または１２２から出力されるコンテ
ンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータそれぞれの伝送先を特定し、特
定された映像データ用の伝送先に対しては映像データを無線信号によって伝送し、特定さ
れたオーディオデータ用の伝送先に対してはオーディオデータを無線信号によって伝送す
る。映像データおよびオーディオデータそれぞれの伝送先を特定するために、データ伝送
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制御部２０６は、伝送先特定部２０７を備えている。
【００３３】
　伝送先特定部２０７は、ソースデバイス１２１（または１２２）から出力される、複数
のトポロジーグループの一つを指定する選択情報に応じて、ソースデバイス１２１（また
は１２２）から出力されるコンテンツデータに含まれる映像データを伝送すべき第１のＳ
ｉｎｋデバイス（ターゲットデバイス）と当該コンテンツデータに含まれるオーディオデ
ータを伝送すべき第２のＳｉｎｋデバイス（ターゲットデバイス）とを特定する。
【００３４】
　特定された第１のＳｉｎｋデバイスと特定された第２のＳｉｎｋデバイスとが異なるＳ
ｉｎｋデバイスである場合、データ伝送制御部２０６は、特定された第１のＳｉｎｋデバ
イスおよび第２のＳｉｎｋデバイスそれぞれとの無線通信を無線通信部２０１を介して実
行して、ソースデバイス１２１（または１２２）から出力されるコンテンツデータに含ま
れる映像データおよびオーディオデータを、特定された第１のＳｉｎｋデバイスおよび第
２のＳｉｎｋデバイス、つまり異なる２つのＳｉｎｋデバイスに、それぞれ無線信号によ
って伝送する。ソースデバイスから出力されるコンテンツデータのストリームには映像デ
ータおよびオーディオデータが含まれているので、データ伝送制御部２０６は、受信した
ストリームから映像データおよびオーディオデータをそれぞれ抽出し、抽出した映像デー
タを特定された第１のＳｉｎｋデバイスに伝送し、抽出したオーディオデータを特定され
た第２のＳｉｎｋデバイスに伝送する。
【００３５】
　一方、特定された第１のＳｉｎｋデバイスと特定された第２のＳｉｎｋデバイスとが一
つの同一のＳｉｎｋデバイスである場合、データ伝送制御部２０６は、当該一つのＳｉｎ
ｋデバイスとの無線通信を無線通信部２０１を介して実行して、ソースデバイス１２１（
または１２２）から出力されるコンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオ
データを、当該一つのＳｉｎｋデバイスに無線信号によって伝送する。
【００３６】
　前述の選択情報は、例えば、Ｓｉｎｋデバイスから出力されるメッセージに付加するこ
とができる。このメッセージは、Ｓｉｎｋデバイスが、コンテンツデータを伝送すべき伝
送先Ｓｉｎｋデバイスに対して、映像表示またはオーディオ出力をすべきことを指示する
メッセージである。このメッセージは、例えば、ＨＤＭＩ規格で定義されたワンタッチプ
レイ機能の実現のために使用することができる。ワンタッチプレイ機能は、ユーザがソー
スデバイスの操作ボタンを一回押すだけで、ソースデバイスに対してコンテンツデータの
ストリームの出力を実行させ、且つソースデバイスに結合された伝送先Ｓｉｎｋデバイス
に対してストリームの処理（映像表示、オーディオ出力）を開始させる機能である。
【００３７】
　本実施形態のシステムにおいては、任意のＳｉｎｋデバイスを用いたワンタッチプレイ
機能を実現するために、例えば、上述のワンタッチプレイ用のメッセージに選択情報が付
加された状態で、当該メッセージがソースデバイスから映像伝送装置１０１に送信される
。すなわち、ユーザがソースデバイスに設けられたある操作ボタンを押すと、ソースデバ
イスは、伝送先Ｓｉｎｋデバイスに対して映像表示またはオーディオ出力をすべきことを
指示する、ワンタッチプレイ用のメッセージを出力すると共に、コンテンツデータの出力
を開始する。このメッセージには、そのメッセージに対応する引数として、一つのトポロ
ジーグループを指定する選択情報が付加されている。選択情報が付加されたメッセージは
、例えば、上述のＣＥＣ線を介してソースデバイスから映像伝送装置１０１に伝送され、
またコンテンツデータはデータ伝送線群を介してソースデバイスから映像伝送装置１０１
に伝送される。
【００３８】
　伝送先特定部２０７は、ソースデバイスから出力されるメッセージに付加された選択情
報に応じて、複数のＳｉｎｋデバイスの中から、第１のＳｉｎｋデバイスと第２のＳｉｎ
ｋデバイスとを特定する。
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【００３９】
　特定された第１のＳｉｎｋデバイスと特定された第２のＳｉｎｋデバイスとが異なるＳ
ｉｎｋデバイスである場合、データ伝送制御部２０６は、特定された第１のＳｉｎｋデバ
イスおよび第２のＳｉｎｋデバイスそれぞれとの無線通信を無線通信部２０１を介して実
行して、ソースデバイスから出力されるメッセージと、ソースデバイスから出力されるコ
ンテンツデータに含まれる映像データとを、特定された第１のＳｉｎｋデバイスに無線信
号によって伝送すると共に、上記メッセージと、ソースデバイスから出力されるコンテン
ツデータに含まれるオーディオデータとを、特定された第２のＳｉｎｋデバイスに無線信
号によって伝送する。これにより、異なる２つのＳｉｎｋデバイスにそれぞれワンタッチ
プレイ機能を実行させることが可能となる。
【００４０】
　一方、特定された第１のＳｉｎｋデバイスと特定された第２のＳｉｎｋデバイスとが一
つの同一のＳｉｎｋデバイスである場合、データ伝送制御部２０６は、当該一つのＳｉｎ
ｋデバイスとの無線通信を無線通信部２０１を介して実行して、ソースデバイスから出力
されるメッセージと、ソースデバイスから出力されるコンテンツデータに含まれる映像デ
ータおよびオーディオデータとを、当該一つのＳｉｎｋデバイスに無線信号によって伝送
する。
【００４１】
　次に、図４および図５を参照して、映像伝送装置１０１の動作例について説明する。
【００４２】
　図４は、映像伝送装置１０１からソースデバイス１２１，１２２の各々にトポロジーリ
スト情報を送信する動作を示している。
【００４３】
　映像伝送装置１０１は、トポロジーグループ１～４それぞれの構成を示すトポロジーリ
スト情報を生成する。このトポロジーリスト情報においては、トポロジーグループ１～４
それぞれに関連づけられたＳｉｎｋデバイス識別情報が含まれている。Ｓｉｎｋデバイス
識別情報は、対応するトポロジーグループに属する１以上のＳｉｎｋデバイスを示す。例
えば、トポロジーグループ１に関連づけられたＳｉｎｋデバイス識別情報には、ＴＶセッ
トを識別する識別情報（ＴＶ）が含まれている。トポロジーグループ２に関連づけられた
Ｓｉｎｋデバイス識別情報には、プロジェクタを識別する識別情報（プロジェクタ）が含
まれている。トポロジーグループ３に関連づけられたＳｉｎｋデバイス識別情報には、Ｔ
Ｖセットを識別する識別情報（ＴＶ）とＡＶアンプを識別する識別情報（ＡＭＰ）とが含
まれている。トポロジーグループ４に関連づけられたＳｉｎｋデバイス識別情報には、プ
ロジェクタを識別する識別情報（プロジェクタ）とＡＶアンプを識別する識別情報（ＡＭ
Ｐ）とが含まれている。トポロジーグループ１～４は、例えば、Ｓｉｎｋデバイスに設け
られた４つの操作ボタンに割り当てることができる。もちろん、トポロジーグループ１～
４を、Ｓｉｎｋデバイスに設けられた１つの操作ボタンに割り当ててもよい。
【００４４】
　図５には、ソースデバイス１２１から出力される選択情報付きメッセージを受信に応答
して実行される映像伝送装置１０１の動作を示している。
【００４５】
　ここでは、トポロジーグループ１～４がＳｉｎｋデバイスに設けられた４つの操作ボタ
ンにそれぞれ割り当てられている場合を想定する。４つの操作ボタンの内の１つがユーザ
によって操作された時、ソースデバイス１２１は、操作された操作ボタンに割り当てられ
たトポロジーグループを指定する選択情報付きのメッセージをＣＥＣ線を介して映像伝送
装置１０１に送信すると共に、コンテンツデータをプレイバックする処理を開始し、コン
テンツデータのストリームをデータ伝送線群を介して映像伝送装置１０１に送信する。こ
のストリームには、映像データとオーディオデータとが含まれている。
【００４６】
　図５においては、トポロジーグループ４を指定する選択情報付きのメッセージ（＜One 
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Touch Play with Sink Select＞）が出力された場合を示している。メッセージ＜One Tou
ch Play with Sink Select＞に付加された選択情報は、例えば、トポロジーグループ４を
指定するグループ番号（＝４）と、トポロジーグループ４に属するＳｉｎｋデバイス識別
情報（プロジェクタおよびＡＭＰ）とが含まれている。
【００４７】
　トポロジーグループ４を指定する選択情報付きのメッセージを受信すると、映像伝送装
置１０１は、その選択情報に応じて、プロジェクタ１１２を映像データを伝送すべき第１
のＳｉｎｋデバイスとして特定すると共に、ＡＶアンプ１１３をオーディオデータを伝送
すべき第２のＳｉｎｋデバイスとして特定する。そして、映像伝送装置１０１は、受信し
たメッセージ＜One Touch Play with Sink Select＞から選択情報を取り除き、メッセー
ジ＜One Touch Play＞のみをプロジェクタ１１２に無線信号によって伝送すると共に、ソ
ースデバイス１２１から受信したコンテンツデータに含まれる映像データをプロジェクタ
１１２に無線信号によって伝送する。さらに、映像伝送装置１０１は、メッセージ＜One 
Touch Play＞をＡＶアンプ１１３に無線信号によって伝送すると共に、ソースデバイス１
２１から受信したコンテンツデータに含まれるオーディオデータをＡＶアンプ１１３に無
線信号によって伝送する。
【００４８】
　次に、図６のフローチャートを参照して、映像伝送装置１０１によって実行される一連
の処理手順を説明する。
【００４９】
　まず、映像伝送装置１０１は、映像伝送装置１０１に無線接続可能なＳｉｎｋデバイス
それぞれとの無線通信によって、それらＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出する（ス
テップＳ１０１）。このステップＳ１０１では、映像伝送装置１０１は、例えば、特定種
類のＳｉｎｋデバイスを探索するための問い合わせパケットをブロードキャストして当該
特定種類のＳｉｎｋデバイスからの応答の有無を判別する処理を、探索対象とすべきＳｉ
ｎｋデバイスの種類を変更しながら繰り返し実行する。これにより、映像伝送装置１０１
に無線接続可能なＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出することができる。
【００５０】
　次いで、映像伝送装置１０１は、検出されたＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能に応じて
、それらＳｉｎｋデバイスを、それらＳｉｎｋデバイスによって構成し得る複数のトポロ
ジーグループに分類し、これら複数のトポロジーグループそれぞれの構成の一覧を示すト
ポロジーリスト情報を生成する（ステップＳ１０２）。映像伝送装置１０１は、生成した
トポロジーリスト情報を各ソースデバイスに送信する（ステップＳ１０３）。
【００５１】
　あるソースデバイスから送信される、選択情報付きメッセージを受信すると（ステップ
Ｓ１０４のＹＥＳ）、映像伝送装置１０１は、選択情報付きメッセージに含まれる選択情
報に応じて、ソースデバイスからの映像データが伝送されるべき第１のＳｉｎｋデバイス
（ビデオデータ用ターゲットデバイス）と、ソースデバイスからのオーディオデータが伝
送されるべき第２のＳｉｎｋデバイス（オーディオデータ用ターゲットデバイス）とを特
定する（ステップＳ１０５）。このステップＳ１０５では、映像伝送装置１０１は、生成
したトポロジーリスト情報を参照して、選択情報によって指定されたトポロジーグループ
に属するＳｉｎｋデバイスを検出する。選択情報内に、当該選択情報によって指定された
トポロジーグループに属する各ＳｉｎｋデバイスのＳｉｎｋデバイス識別情報が含まれて
いるならば、映像伝送装置１０１は、生成したトポロジーリスト情報を参照せずとも、ビ
デオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとを特定する
ことができる。
【００５２】
　次いで、映像伝送装置１０１は、ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデー
タ用ターゲットデバイスとが同じ一つのＳｉｎｋデバイスであるか否かを判定する（ステ
ップＳ１０６）。



(12) JP 2009-4877 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

【００５３】
　ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとが同じ
一つのＳｉｎｋデバイスであるならば（ステップＳ１０６のＹＥＳ）、映像伝送装置１０
１は、当該１つのＳｉｎｋデバイスとの無線接続を確立し、そして、当該１つのＳｉｎｋ
デバイスに対して、ソースデバイスから受信したメッセージと、ソースデバイスから受信
したコンテンツデータ（ビデオデータおよびオーディオデータ）とを伝送する（ステップ
Ｓ１０７）。
【００５４】
　ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとが異な
る２つのＳｉｎｋデバイスであるならば（ステップＳ１０６のＮＯ）、映像伝送装置１０
１は、ビデオデータ用ターゲットデバイスとして特定されたＳｉｎｋデバイスとオーディ
オデータ用ターゲットデバイスとして特定されたＳｉｎｋデバイスそれぞれとの無線接続
を確立し、そして、ビデオデータ用ターゲットデバイスとして特定されたＳｉｎｋデバイ
スに対して、ソースデバイスから受信したメッセージと、ソースデバイスから受信したコ
ンテンツデータに含まれるビデオデータとを伝送し、オーディオデータ用ターゲットデバ
イスとして特定されたＳｉｎｋデバイスに対して、ソースデバイスから受信したメッセー
ジと、ソースデバイスから受信したコンテンツデータに含まれるオーディオデータとを伝
送する（ステップＳ１０８）。
【００５５】
　以上のように、本実施形態においては、ソースデバイスからのコンテンツデータに含ま
れる映像データおよびオーディオデータそれぞれを複数のＳｉｎｋデバイス内の任意の１
以上のＳｉｎｋデバイスに伝送することが可能となる。特に、選択情報が付加されたメッ
セージを用いることにより、複数のＳｉｎｋデバイスに選択的に無線接続可能な環境にお
いても、任意のＳｉｎｋデバイスを対象に、そのＳｉｎｋデバイスに映像表示またはオー
ディオ出力を自動的に実行させるというワンタッチプレイ機能を実現することができる。
【００５６】
　なお、メッセージとは無関係に、選択情報のみをＳｉｎｋデバイスから映像伝送装置１
０１に送信するようにしてもよい。
【００５７】
　次に、図７を参照して、本実施形態の映像伝送装置１０１を含む無線伝送システムの他
の構成例を説明する。
【００５８】
　図７の無線伝送システムにおいては、映像伝送装置１０１は、例えば、パーソナルコン
ピュータのような情報処理装置から構成されている。この映像伝送装置１０１は、ユーザ
の操作に応じて、トポロジーリスト情報によって示される複数のトポロジーグループの内
から、使用すべき一つのトポロジーグループを選択する機能を有している。すなわち、映
像伝送装置１０１は、生成したトポロジーリスト情報を、映像伝送装置１０１に設けられ
た画面、またはＴＶセット１１１のようなＳｉｎｋデバイスの画面上に表示し、ユーザに
よる映像伝送装置１０１に設けられた入力装置（操作ボタン、キーボード、リモコンユニ
ット、マウス、等）の操作に応じて、使用すべき一つのトポロジーグループを複数のトポ
ロジーグループの中から選択する。この映像伝送装置１０１の機能により、ユーザは、映
像表示、オーディオ出力を実行させるべき伝送先Ｓｉｎｋデバイス（または伝送先のＳｉ
ｎｋデバイス群）を容易に切り替えることが出来る。
【００５９】
　伝送先Ｓｉｎｋデバイスの切り替え動作は、例えば、以下の手順で実行される。
【００６０】
　（１）ユーザからの要求に応答して、映像伝送装置１０１は、生成したトポロジーリス
ト情報（トポロジーグループ１，２，３，４）を、例えば、ＴＶセット１１１のようなＳ
ｉｎｋデバイスの画面上に表示する。ユーザは、映像伝送装置１０１に設けられた入力装
置を操作することにより、トポロジーグループ１，２，３，４の内の一つを指定する。映
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像伝送装置１０１は、ユーザによって指定されたトポロジーグループを選択し、選択され
たトポロジーグループに応じて、複数のＳｉｎｋデバイスの内から、映像データを伝送す
べき第１のＳｉｎｋデバイス（ビデオデータ用ターゲットデバイス）とオーディオデータ
を伝送すべき第２のＳｉｎｋデバイス（オーディオデータ用ターゲットデバイス）とを特
定する。そして、映像伝送装置１０１は、ソースデバイスからの映像データをビデオデー
タ用ターゲットデバイスに無線信号によって伝送すると共に、ソースデバイスからのオー
ディオデータをオーディオデータ用ターゲットデバイスに無線信号によって伝送する。
【００６１】
　例えば、今、ＴＶセット１１１に映像データおよびオーディオデータが伝送されている
状態で、ユーザによって、トポロジーグループ４が新たに指定された場合を想定する。映
像伝送装置１０１は、トポロジーグループ４に属するプロジェクタ１１２およびＡＶアン
プ１１３それぞれとの無線接続を確立し、そして、ソースデバイスからの映像データをプ
ロジェクタ１１２に無線信号によって伝送する処理と、ソースデバイスからのオーディオ
データをＡＶアンプ１１３に伝送する処理を開始する。
【００６２】
　この場合、ＴＶセット１１１が表示可能な映像データフォーマット（例えば、映像デー
タ解像度、ピクセルエンコード方式（RGB4:4:4，YCrCb4:4:4，YCrCb4:2:2，YCrCb4:2:0，
等））とプロジェクタ１１２が表示可能な映像データフォーマットとが異なる場合がある
。同様に、ＴＶセット１１１が処理可能なオーディオデータフォーマット（例えば、オー
ディオデータの信号のフォーマット、等）とＡＶアンプ１１３が処理可能なオーディオデ
ータフォーマットとが異なる場合もある。
【００６３】
　そこで、映像伝送装置１０１は、新たに選択されたビデオデータ用ターゲットデバイス
が表示可能な映像データフォーマットを示すビデオデータ用ターゲットデバイスの機器情
報、例えば、プロジェクタ１１２の機器情報を、ソースデバイスに通知する。また、映像
伝送装置１０１は、新たに選択されたオーディオデータ用ターゲットデバイスが処理可能
なオーディオデータフォーマットを示すオーディオデータ用ターゲットデバイスの機器情
報、例えば、ＡＶアンプ１１３の機器情報を、ソースデバイスに通知する
　ＨＤＭＩ規格に対応する各Ｓｉｎｋデバイスは、ＥＤＩＤ（Extended Display Identif
ication Data）と称される情報を保持している。この情報は、対応するＳｉｎｋデバイス
がサポートする映像データフォーマット、オーディオデータフォーマット等を示す機器情
報を含んでいる。したがって、映像伝送装置１０１は、例えば、プロジェクタ１１２のＥ
ＤＩＤおよびＡＶアンプ１１３のＥＤＩＤを用いることにより、プロジェクタ１１２が表
示可能な映像データフォーマットおよびＡＶアンプ１１３が処理可能なオーディオデータ
フォーマットをソースデバイスに通知することができる。
【００６４】
　この通知の処理は、例えば、以下の手順で行うことが出来る。
【００６５】
　（２）例えば、トポロジーグループ１からトポロジーグループ４への切り替え時におい
ては、映像伝送装置１０１は、ソースデバイスに通知すべきＳｉｎｋデバイスのＥＤＩＤ
を、ＴＶセット１１１が表示可能なビデオデータフォーマットおよびＴＶセット１１１が
処理可能なオーディオデータフォーマットを示す情報から、プロジェクタ１１２が表示可
能なビデオデータフォーマットおよびＡＶアンプ１１３が処理可能なオーディオデータフ
ォーマットを示す情報に更新する。
【００６６】
　（３）次いで、映像伝送装置１０１は、ＨＤＭＩケーブル内に定義されたホットプラグ
検出信号をリセットする。すなわち、映像伝送装置１０１は、ホットプラグ検出信号を一
旦ディスエーブル状態に設定した後、ホットプラグ検出信号をイネーブル状態に設定する
。このホットプラグ検出信号は、Ｓｉｎｋデバイスがレディ状態になったことをソースデ
バイスに通知するための信号である。ホットプラグ検出信号がイネーブルになった時、ソ
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ースデバイスは、ＳｉｎｋデバイスのＥＤＩＤを取得する処理を自動的に開始する。これ
により、変更された新たなＥＤＩＤ（プロジェクタ１１２が表示可能なビデオデータフォ
ーマットを示す情報、ＡＶアンプ１１３が処理可能なオーディオデータフォーマットを示
す情報）をソースデバイスに通知することができる。
【００６７】
　（４）この後、映像伝送装置１０１は、ソースデバイスに対して新たな論理アドレスを
割り当てる処理を必要に応じて実行する。
【００６８】
　ソースデバイスは、映像データを新たなＳｉｎｋデバイスが表示可能なビデオデータフ
ォーマットにエンコードし、そのエンコードした映像データを出力する。また、ソースデ
バイスは、オーディオデータを新たなＳｉｎｋデバイスが処理可能なオーディオデータフ
ォーマットにエンコードし、そのエンコードしたオーディオデータを出力する。
【００６９】
　なお、映像伝送装置１０１がパーソナルコンピュータから構成されている場合において
は、ソースデバイスは、例えば、映像伝送装置１０１に内蔵されたＤＶＤドライブおよび
このＤＶＤドライブを制御するソフトウェアによって実現することもできる。
【００７０】
　図８には、トポロジーグループの他の例が示されている。
【００７１】
　図８のトポロジーリスト情報においては、前述のトポロジーグループ１～４に加え、ト
ポロジーグループ５，６が設けられている。
【００７２】
　トポロジーグループ５には、ＴＶセット１１１とプロジェクタ１１２とが属している。
このトポロジーグループ５は、例えば、２つの異なる画面イメージを同時に２つのＳｉｎ
ｋデバイス（ＴＶセット１１１とプロジェクタ１１２）に表示するため等に用いられる。
【００７３】
　トポロジーグループ６には、ＴＶセット１１１とプロジェクタ１１２とＡＶアンプ１１
３とが属している。このトポロジーグループ６は、例えば、２つの異なる画面イメージを
同時に２つのＳｉｎｋデバイス（ＴＶセット１１１とプロジェクタ１１２）に表示し、オ
ーディオデータの出力処理をＡＶアンプ１１３に実行させる場合等に利用される。
【００７４】
　使用すべきトポロジーグループの切替は、例えば、キーボード上のキーの操作によって
行うこともできる。例えば、ユーザが“Fn”キーと“F5”キーとを同時に押すたびに、使
用すべきトポロジーグループを、トポロジーグループ１、２、３、４、５、６、１、２、
…のように切り替えることができる。
【００７５】
　次に、図９を参照して、図７のシステム構成に適用される映像伝送装置１０１の構成例
を説明する。
【００７６】
　この映像伝送装置１０１は、図３で説明したリスト情報送信部２０５の代わりに、リス
ト情報表示部３０１およびグループ選択部３０２を備えている。さらに、映像伝送装置１
０１は、機器情報通知部３０３も備えている。他の点は、図３の構成と同じである。
【００７７】
　リスト情報表示部３０１は、ユーザからの要求に応じて、トポロジーリスト生成部２０
４によって生成されたトポロジーリスト情報を映像伝送装置１０１に設けられた画面また
はＳｉｎｋデバイスの画面上に表示する。グループ選択部３０２は、ユーザ操作に応じて
、トポロジーリスト情報によって示される複数のトポロジーグループの一つを選択する。
【００７８】
　伝送先特定部２０７は、グループ選択部３０２によって選択されたトポロジーグループ
に応じて、ソースデバイスから出力されるコンテンツデータに含まれる映像データを伝送
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すべき第１のＳｉｎｋデバイス（ビデオデータ用ターゲットデバイス）と当該コンテンツ
データに含まれるオーディオデータを伝送すべき第２のＳｉｎｋデバイス（オーディオデ
ータ用ターゲットデバイス）とを特定する。
【００７９】
　機器情報通知部３０３は、特定されたビデオデータ用ターゲットデバイスが表示可能な
映像データフォーマットを示すビデオデータ用ターゲットデバイスの機器情報と、特定さ
れたオーディオデータ用ターゲットデバイスが処理可能なオーディオデータフォーマット
を示すオーディオデータ用ターゲットデバイスの機器情報とを、ソースデバイスに通知す
る処理を実行する。
【００８０】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図１０に示した映像伝送装置１０１によっ
て実行される一連の処理手順を説明する。
【００８１】
　まず、映像伝送装置１０１は、映像伝送装置１０１に無線接続可能なＳｉｎｋデバイス
それぞれとの無線通信によって、それらＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出する（ス
テップＳ２０１）。このステップＳ２０１では、映像伝送装置１０１は、例えば、特定種
類のＳｉｎｋデバイスを探索するための問い合わせパケットをブロードキャストして当該
特定種類のＳｉｎｋデバイスからの応答の有無を判別する処理を、探索対象とすべきＳｉ
ｎｋデバイスの種類を変更しながら繰り返し実行する。これにより、映像伝送装置１０１
に無線接続可能なＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能を検出することができる。
【００８２】
　次いで、映像伝送装置１０１は、検出されたＳｉｎｋデバイスそれぞれの機能に応じて
、それらＳｉｎｋデバイスを、それらＳｉｎｋデバイスが取り得る複数のトポロジーグル
ープに分類し、これら複数のトポロジーグループそれぞれの構成の一覧を示すトポロジー
リスト情報を生成する（ステップＳ２０２）。映像伝送装置１０１は、生成したトポロジ
ーリスト情報を、映像伝送装置１０１に設けられた画面またはＳｉｎｋデバイスの画面上
に表示する（ステップＳ２０３）。この後、映像伝送装置１０１は、ユーザ操作に応じて
、トポロジーグループの１つを選択する（ステップＳ２０４）。
【００８３】
　そして、映像伝送装置１０１は、選択されたトポロジーグループに応じて、ソースデバ
イスからの映像データが伝送されるべき第１のＳｉｎｋデバイス（ビデオデータ用ターゲ
ットデバイス）と、ソースデバイスからのオーディオデータが伝送されるべき第２のＳｉ
ｎｋデバイス（オーディオデータ用ターゲットデバイス）とを特定する（ステップＳ２０
５）。
【００８４】
　次いで、映像伝送装置１０１は、ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデー
タ用ターゲットデバイスとが同じ一つのＳｉｎｋデバイスであるか否かを判定する（ステ
ップＳ２０６）。
【００８５】
　ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとが同じ
一つのＳｉｎｋデバイスであるならば（ステップＳ２０６のＹＥＳ）、映像伝送装置１０
１は、当該１つのＳｉｎｋデバイスの機器情報（当該１つのＳｉｎｋデバイスが表示可能
な映像データフォーマットと、当該１つのＳｉｎｋデバイスが処理可能なオーディオデー
タフォーマットとを示す）をソースデバイスに通知する（ステップＳ２０７）。そして、
映像伝送装置１０１は、当該１つのＳｉｎｋデバイスとの無線接続を確立し、そして、当
該１つのＳｉｎｋデバイスに対して、ソースデバイスから受信したコンテンツデータ（ビ
デオデータおよびオーディオデータ）を伝送する（ステップＳ２０８）。
【００８６】
　ビデオデータ用ターゲットデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとが異な
る２つのＳｉｎｋデバイスであるならば（ステップＳ２０６のＮＯ）、映像伝送装置１０
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１は、ビデオデータ用ターゲットデバイスの機器情報（ビデオデータ用ターゲットデバイ
スが表示可能な映像データフォーマットを示す）とオーディオデータ用ターゲットデバイ
スの機器情報（オーディオデータ用ターゲットデバイスが処理可能なオーディオデータフ
ォーマットを示す）とをソースデバイスに通知する（ステップＳ２０９）。
【００８７】
　次いで、映像伝送装置１０１は、ビデオデータ用ターゲットデバイスとして特定された
Ｓｉｎｋデバイスとオーディオデータ用ターゲットデバイスとして特定されたＳｉｎｋデ
バイスそれぞれとの無線接続を確立し、そして、ビデオデータ用ターゲットデバイスとし
て特定されたＳｉｎｋデバイスに対して、ソースデバイスから受信したコンテンツデータ
に含まれるビデオデータを伝送し、オーディオデータ用ターゲットデバイスとして特定さ
れたＳｉｎｋデバイスに対して、ソースデバイスから受信したコンテンツデータに含まれ
るオーディオデータを伝送する（ステップＳ２１０）。
【００８８】
　以上のように、図９の映像伝送装置１０１の構成においても、ソースデバイスからのコ
ンテンツデータに含まれる映像データおよびオーディオデータそれぞれを複数のＳｉｎｋ
デバイス内の任意の１以上のＳｉｎｋデバイスに伝送することが可能となる。また、ユー
ザによる映像伝送装置１０１の操作に応じて、容易に、伝送先Ｓｉｎｋデバイスの組み合
わせを変更することができる。
【００８９】
　なお、図３、図９で説明した機能検出部２０３、トポロジーリスト生成部２０４、リス
ト情報送信部２０５、データ伝送制御部２０６、伝送先特定部２０７、リスト情報表示部
３０１、グループ選択部３０２、機器情報通知部３０３それぞれの機能は、映像伝送装置
１０１内に設けられたＣＰＵによって実行される通信制御プログラムによって実現するこ
とができる。この場合、図６のフローチャートで説明した処理、および図１０のフローチ
ャートで説明した処理は、それぞれＣＰＵによって実行することが出来る。もちろん、上
述の機能検出部２０３、トポロジーリスト生成部２０４、リスト情報送信部２０５、デー
タ伝送制御部２０６、伝送先特定部２０７、リスト情報表示部３０１、グループ選択部３
０２、機器情報通知部３０３の機能をそれぞれ専用の回路によって実現したり、またこれ
ら機能をマイクロコンピュータやＤＳＰ等によって実現してもよい。
【００９０】
　また、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像伝送装置を含む無線伝送システムの構成例を示す
ブロック図。
【図２】同実施形態の映像伝送装置によって生成されたトポロジーリスト情報の例を示す
図。
【図３】同実施形態の映像伝送装置の構成例を示すブロック図。
【図４】同実施形態の映像伝送装置からソースデバイスにトポロジーリスト情報を送信す
る動作を説明するための図。
【図５】同実施形態の映像伝送装置によって実行される、選択情報付きメッセージに対す
る処理の例を説明するための図。
【図６】同実施形態の映像伝送装置によって実行される一連の処理の手順の例を示すフロ
ーチャート。
【図７】本実施形態の映像伝送装置を含む無線伝送システムの他の構成例を示すブロック
図。
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【図８】同実施形態の映像伝送装置によって生成されたトポロジーリスト情報の他の例を
示す図。
【図９】同実施形態の映像伝送装置の他の構成の例を示すブロック図。
【図１０】同実施形態の映像伝送装置によって実行される一連の処理の手順の他の例を示
すフローチャート。
【符号の説明】
【００９２】
　１０１…映像伝送装置、１１１…ＴＶセット、１１２…プロジェクタ、１１３…ＡＶア
ンプ、１２１，１２２…ソースデバイス、２０１…無線通信部、２０２…ＨＤＭＩインタ
フェース部、２０３…機能検出部、２０４…トポロジーリスト生成部、２０５…リスト情
報送信部、２０６…データ伝送制御部、２０７…伝送先特定部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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