
JP 6467822 B2 2019.2.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データを送信する送信装置と、前記映像データを受信して前記映像データに基づく
映像を表示する表示装置とを備え、
　前記送信装置は、有線接続部と、前記映像データを無線送信する複数の無線送信部とを
備え、
　前記表示装置は、有線接続部と、前記映像データを受信する複数の無線受信部とを備え
、
　前記送信装置は、前記送信装置の前記有線接続部と前記表示装置の前記有線接続部とが
互いに有線で接続された状態で、前記映像データの分割数及び分割方法と、前記分割数及
び分割方法に従って前記映像データを分割した部分映像データの各々を受信する前記無線
受信部の識別情報とが解像度ごとに設定された対応情報を前記表示装置から受信し、前記
部分映像データを送信させる前記無線送信部の識別情報を前記表示装置に送信し、
　前記識別情報に基づき、前記無線送信部と前記無線受信部とを対応付けるペアリングを
実行し、前記ペアリングで対応付けられた前記無線送信部から前記無線受信部へ前記部分
映像データを無線送信する、
　ことを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　前記送信装置は、前記表示装置に送信する前記映像データの解像度に基づいて前記映像
データの分割数及び分割方法を選択し、選択した前記分割数及び前記分割方法に基づいて
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前記映像データを分割した前記部分映像データの各々を受信する無線受信部の識別情報を
、前記部分映像データを送信させる前記無線送信部に通知する、ことを特徴とする請求項
１に記載の表示システム。
【請求項３】
　前記送信装置が備える前記無線送信部のそれぞれは、前記表示装置が備える前記無線受
信部のいずれか１つと対応付けられて無線送信を実行し、
　前記送信装置は、前記映像データの一部である部分映像データを複数取得して、複数の
前記無線送信部のそれぞれに、いずれかの前記部分映像データを割り当てて送信し、
　前記表示装置は、複数の前記無線受信部により、複数の前記無線送信部のそれぞれが送
信する複数の前記部分映像データを受信し、受信した複数の前記部分映像データをもとに
映像を表示する、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示システム。
【請求項４】
　前記表示装置は、複数の前記無線受信部のそれぞれが受信する前記部分映像データと前
記映像データの全体との対応関係に従って、複数の前記無線受信部で受信する複数の前記
部分映像データに基づく映像を表示し、
　前記送信装置及び前記表示装置は、前記無線送信部が送信する前記部分映像データと前
記映像データの全体との対応、及び、前記無線受信部が受信する前記部分映像データと前
記映像データの全体との対応が適合するように、前記無線送信部と前記無線受信部とを対
応付けて前記ペアリングを行う、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載
の表示システム。
【請求項５】
　前記送信装置は、前記無線受信部と前記無線送信部との数が同数である場合、及び前記
無線受信部の数が前記無線送信部の数よりも少ない場合に、前記表示装置との無線接続が
可能であると判定し、前記送信装置と前記表示装置とを対応付ける前記ペアリングを実行
する、ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の表示システム。
【請求項６】
　前記送信装置は、前記ペアリングで対応付けられた前記表示装置に対して接続確認用の
映像データを送信する、ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の表示シ
ステム。
【請求項７】
　前記送信装置の前記有線接続部と、前記表示装置の前記有線接続部とは、ＨＤ映像デー
タを有線伝送するインターフェースに対応する、ことを特徴とする請求項１から６のいず
れか一項に記載の表示システム。
【請求項８】
　外部装置と有線で接続される有線接続部と、
　前記外部装置との無線通信を実行する複数の無線送信部と、を備え、
　前記有線接続部が前記外部装置に有線で接続された場合に、映像データの分割数及び分
割方法と、前記分割数及び分割方法に従って前記映像データを分割した部分映像データの
各々を受信する前記外部装置の複数の無線受信部の識別情報とが設定された対応情報を前
記外部装置から受信し、前記部分映像データを送信させる前記無線送信部の識別情報を前
記外部装置に送信し、
　前記識別情報に基づき、前記無線送信部と前記無線受信部とを対応付けるペアリングを
実行し、前記ペアリングで対応付けられた前記無線送信部から前記無線受信部へ前記部分
映像データを無線送信する、
　ことを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　有線接続部と、映像データを無線送信する複数の無線送信部とを備える送信装置と、有
線接続部と、前記映像データを受信する複数の無線受信部とを備える表示装置とを備える
表示システムの制御方法であって、
　前記送信装置の前記有線接続部と前記表示装置の前記有線接続部とが互いに有線で接続
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された状態で、前記映像データの分割数及び分割方法と、前記分割数及び分割方法に従っ
て前記映像データを分割した部分映像データの各々を受信する前記無線受信部の識別情報
とが解像度ごとに設定された対応情報を前記表示装置から受信するステップと、
　前記部分映像データを送信させる前記無線送信部の識別情報を前記表示装置に送信する
ステップと、
　前記識別情報に基づき、前記無線送信部と前記無線受信部とを対応付けるペアリングを
実行し、前記ペアリングで対応付けられた前記無線送信部から前記無線受信部へ前記部分
映像データを無線送信するステップと、
　を有することを特徴とする表示システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示システム、送信装置、及び、表示システムの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置に対してデータを無線通信により送信する方法が知られている（例えば
、特許文献１参照）。特許文献１には、表示装置としてのプロジェクターに対し、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＤ（登録商標）に対応する送信機から画像情報を送信する構成が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１１７６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のように表示装置にデータを無線送信する場合、送信側の送信装置と表示装
置とを通信相手先として対応付ける、ペアリングと呼ばれる設定が必要となる。従来、対
応付けられる送信装置と表示装置とが相互に無線通信を行うことで、ペアリングを行うこ
とがあった。しかしながら、送信装置と表示装置とを、意図した通りに対応させてペアリ
ングを行うことは、必ずしも容易とはいえなかった。例えば、ペアリングの実行時に、無
線通信可能な範囲内に他の装置が存在する場合、この他の装置と、送信装置又は表示装置
とが対応付けられてしまうことがあった。このような事態は、ペアリングの手順を複雑化
したり、ユーザーが入力操作を行ったりすることで防止できるが、操作が煩雑になるため
ユーザーの負担が増してしまう。また、通信プロトコルの規格や仕様により、設定の手順
を変更することが制限される場合は、手順を変更することで上記のような事態を防止する
ことはできない。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、無線通信を行う送信装置と表示装置と
を対応付ける設定を行う際に、確実に、意図した通りに設定できる表示システム、送信装
置、及び、表示システムの制御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】
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明の表示システムは、映像データを送信する送信装置と
、前記映像データを受信して前記映像データに基づく映像を表示する表示装置とを備え、
前記送信装置は、有線接続部と、前記映像データを無線送信する無線送信部とを備え、前
記表示装置は、有線接続部と、前記映像データを受信する無線受信部とを備え、前記送信
装置及び前記表示装置は、前記送信装置の前記有線接続部と前記表示装置の前記有線接続
部とが互いに有線で接続された状態で、前記無線送信部と前記無線受信部とが通信を実行
する場合に使用される識別情報を送受信し、送受信した前記識別情報に基づき、前記送信
装置と前記表示装置とを対応付けるペアリングを実行し、前記ペアリングで対応付けられ
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た前記送信装置から前記表示装置に前記映像データを無線送信することを特徴とする。
　本発明によれば、送信装置と表示装置とを無線通信により接続する場合に、所望の対応
関係で、確実に対応付けることができる。
【０００６】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置は複数の前記無線送信部を備え、前記
表示装置は複数の前記無線受信部を備え、前記送信装置が備える前記無線送信部のそれぞ
れは、前記表示装置が備える前記無線受信部のいずれか１つと対応付けられて無線送信を
実行し、前記送信装置は、前記映像データの一部である部分映像データを複数取得して、
複数の前記無線送信部のそれぞれに、いずれかの前記部分映像データを割り当てて送信し
、前記表示装置は、複数の前記無線受信部により、複数の前記無線送信部のそれぞれが送
信する複数の前記部分映像データを受信し、受信した複数の前記部分映像データをもとに
映像を表示することを特徴とする。
　本発明によれば、映像データを複数の部分映像データとして表示装置に送信するシステ
ムを構成することができ、部分映像データを送信する送信装置と表示装置とを、ペアリン
グによって意図した通りに対応づけることができる。
【０００７】
　また、上記表示システムにおいて、前記表示装置は、複数の前記無線受信部のそれぞれ
が受信する前記部分映像データと前記映像データの全体との対応関係に従って、複数の前
記無線受信部で受信する複数の前記部分映像データに基づく映像を表示し、前記送信装置
及び前記表示装置は、前記無線送信部が送信する前記部分映像データと前記映像データの
全体との対応、及び、前記無線受信部が受信する前記部分映像データと前記映像データの
全体との対応が適合するように、前記無線送信部と前記無線受信部とを対応付けて前記ペ
アリングを行うことを特徴とする。
　本発明によれば、映像データを複数の部分映像データとして表示装置に送信する場合に
、表示装置における部分映像データと映像データとの対応を、送信装置に適合させること
ができる。これにより、表示装置が、部分映像データと映像データとの対応に適した処理
を行うことができる。
【０００８】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置は、前記表示装置が備える前記無線受
信部の数が、前記送信装置が備える前記無線送信部の数よりも少ないか否かを判定する判
定部を備えることを特徴とする。
　本発明によれば、送信装置が送信する部分映像データの数等を、表示装置の構成に合わ
せて、適切に設定できる。
【０００９】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置及び前記表示装置は、前記送信装置が
前記表示装置の前記無線受信部を識別する情報、及び、前記表示装置が前記送信装置の前
記無線送信部を識別する情報の少なくともいずれかを含む前記識別情報を送受信すること
を特徴とする。
　本発明によれば、識別情報に基づいて送信装置と表示装置とを対応付けて、ペアリング
を行うことができる。
【００１０】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置は、前記ペアリングで対応付けられた
前記表示装置に対して接続確認用の映像データを送信することを特徴とする。
　本発明によれば、送信装置の機能により、ペアリングで対応付けられた表示装置との接
続を確認できる。
【００１１】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置は、操作を受け付ける操作部を備え、
前記操作部により受け付けた操作に従って、前記識別情報の送受信及び前記ペアリングを
実行し、前記表示装置は、前記送信装置から送信される制御データに基づいて前記識別情
報の送受信及び前記ペアリングを開始することを特徴とする。
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　本発明によれば、送信装置に設けられた操作部に対する操作により、送信装置と表示装
置とのペアリングを実行できる。
【００１２】
　また、上記表示システムにおいて、前記送信装置の前記有線接続部と、前記表示装置の
前記有線接続部とは、ＨＤ映像データを有線伝送するインターフェースに対応することを
特徴とする。
　本発明によれば、ＨＤ映像データを伝送するインターフェースを利用して、識別情報を
送受信できる。
【００１３】
　本発明の送信装置は、外部装置と有線で接続される有線接続部と、前記外部装置と無線
通信を実行する無線通信部と、前記有線接続部が前記外部装置に有線で接続された場合に
、前記無線通信部により前記外部装置を識別する識別情報を、前記外部装置から取得し、
前記外部装置から取得した前記識別情報に基づいて、前記無線通信部を前記外部装置に対
応付けるペアリングを実行し、ペアリングにより対応付けられた前記無線通信部から前記
外部装置へ映像データを送信することを特徴とする。
　本発明によれば、送信装置を外部装置に無線通信により接続する場合に、所望の対応関
係で確実に対応付けることができる。
【００１４】
　本発明の表示システムの制御方法は、映像データを送信する送信装置と、前記映像デー
タを受信して前記映像データに基づく映像を表示する表示装置とを備える表示システムの
制御方法であって、前記送信装置と前記表示装置とを接続する有線の伝送経路を介して、
前記送信装置と前記表示装置とが無線通信を実行する場合に使用する識別情報を送受信す
るステップと、前記識別情報に基づき、無線通信を行う前記送信装置と前記表示装置とを
対応付けるペアリングを実行するステップと、ペアリングにより対応付けられた前記送信
装置から前記表示装置へ映像データを無線通信で送信するステップとを有することを特徴
とする。
　本発明によれば、送信装置を外部装置に無線通信により接続する場合に、所望の対応関
係で確実に対応付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態の表示システムの構成を示す図である。
【図２】無線接続の手順を示すフローチャートである。
【図３】第２実施形態の表示システムの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態の表示システム１Ａの構成を示す図である。
　表示システム１Ａは、ワイヤレストランスミッター１００と、プロジェクター２００と
を備える。ワイヤレストランスミッター１００は、プロジェクター２００にケーブル１５
０で有線接続される。また、ワイヤレストランスミッター１００は、プロジェクター２０
０に対し、無線通信によって接続する。
　ワイヤレストランスミッター１００は、ケーブル５０を介して映像ソース機器１０に接
続する。表示システム１Ａは、映像ソース機器１０が出力する映像データを、ワイヤレス
トランスミッター１００がプロジェクター２００に送信し、プロジェクター２００が映像
データに基づき画像を投射（表示）するシステムである。
【００１７】
　映像ソース機器１０は、表示システム１Ａに対し映像データを供給する装置であり、上
記のようにケーブル５０を介してワイヤレストランスミッター１００に接続する。映像ソ
ース機器１０は、例えば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）再生装置、Ｂｌｕｅ－ｒａ
ｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標）再生装置、パーソナルコンピューター等の映像出力装置である
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。また、映像ソース機器１０は、テレビチューナー装置、ＣＡＴＶ（Cable television）
のセットトップボックス、ビデオゲーム装置等であってもよい。また、携帯型の映像再生
装置や音楽再生装置、携帯型電話機、スマートフォン、タブレット型コンピューター、ノ
ート型コンピューター等の携帯型の機器を映像ソース機器１０として用いることも可能で
ある。
【００１８】
　本実施形態では、映像ソース機器１０、ワイヤレストランスミッター１００及びプロジ
ェクター２００をＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface：登録商標）で接続
する例を示す。映像ソース機器１０、ワイヤレストランスミッター１００及びプロジェク
ター２００が送受信するデータは、ＨＤＭＩフォーマットの映像データ、音声データ及び
ＣＥＣコマンドを含む。
　ケーブル５０は、ＨＤＭＩ規格に対応したケーブルである。ケーブル５０には、映像デ
ータ、音声データ及び同期信号等（以下、単に映像データと表記する）の送受信に使用す
るデータ線５１と、ＣＥＣ（Consumer Electronics Control Line）コマンドの送受信に
使用するＣＥＣ線５２とを含む。
【００１９】
　ワイヤレストランスミッター１００は、第１有線通信部１０１と、第１無線送信部１０
３と、第１無線接続制御部１０４と、第２無線送信部１０５と、第２無線接続制御部１０
６とを備える。また、ワイヤレストランスミッター１００は、接続切替部１１１と、テス
ト映像パターン生成部１１３と、映像切替部１１４と、映像分割部１１５と、制御部１２
０と、操作部１２１とを備える。なお、制御部１２０は、図１に示すワイヤレストランス
ミッター１００の各部と制御信号線で接続しているが、図１では制御信号線の図示が省略
される。
【００２０】
　第１有線通信部１０１は、映像切替部１１４と、接続切替部１１１とに接続し、ケーブ
ル１５０が挿抜されるポート１０２を有する。第１有線通信部１０１は、ケーブル１５０
がポート１０２に接続されると、ケーブル１５０に含まれるＨＰＤ（Hot Plug Detection
）線の信号がＨｉｇｈであるか否かを検出して、ポート１０２への装置の接続を検知する
。第１有線通信部１０１は、ポート１０２への装置の接続を検知すると、その旨を制御部
１２０に通知する。
　第１有線通信部１０１は、ＨＤ（High Definition）映像データを有線伝送するインタ
ーフェースに対応しており、例えば、ＨＤＭＩ規格に対応している。ケーブル１５０はＨ
Ｄ映像データを伝送可能なケーブルであり、例えば、ケーブル５０と同様のＨＤＭＩケー
ブルを用いることができる。
　第１有線通信部１０１は、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００
とを無線接続せずに、ケーブル１５０により接続する場合に、ケーブル５０を介して入力
される映像データを、ケーブル１５０を介してプロジェクター２００に送信する。また、
第１有線通信部１０１は、接続切替部１１１から入力されるＣＥＣコマンドを、ケーブル
１５０を介してプロジェクター２００に送信する。
【００２１】
　第１無線送信部１０３は、第１無線接続制御部１０４と、接続切替部１１１と、映像分
割部１１５とに接続する。
　第１無線送信部１０３は、ワイヤレストランスミッター１００に無線接続される装置（
本実施形態ではプロジェクター２００）と無線通信を行う通信モジュールである。第１無
線送信部１０３は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ規格に対応した無線送信部である。
　第１無線送信部１０３は、第１無線接続制御部１０４の制御により、プロジェクター２
００の無線受信部（例えば、第１無線受信部２０３）と無線接続し、映像分割部１１５か
ら入力される映像データをプロジェクター２００に送信する。また、第１無線送信部１０
３は、接続切替部１１１からＣＥＣコマンドを入力した場合には、入力したＣＥＣコマン
ドをプロジェクター２００の無線受信部に送信する。
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【００２２】
　第１無線接続制御部１０４は、第１無線送信部１０３に接続する。
　第１無線接続制御部１０４は、第１無線送信部１０３を制御して、第１無線送信部１０
３を、プロジェクター２００の無線受信部（例えば、第１無線受信部２０３）に接続させ
て、無線通信路を形成する。
　また、第１無線接続制御部１０４は、第１無線送信部１０３の識別情報（以下、第１識
別情報という）を記憶する。また、第１無線接続制御部１０４は、第１無線送信部１０３
と無線通信を行う、プロジェクター２００の無線受信部を識別する識別情報を、プロジェ
クター２００から取得して記憶する。本実施形態では、第１無線接続制御部１０４は、第
１無線受信部２０３の識別情報である第２識別情報を、プロジェクター２００から取得し
て記憶する。第１識別情報には、例えば、第１無線送信部１０３のＭＡＣアドレスを用い
ることができ、第２識別情報には、例えば、第１無線受信部２０３のＭＡＣアドレスを用
いることができる。なお、第１無線接続制御部１０４が、第２識別情報をプロジェクター
２００から取得する手順については後述する。
【００２３】
　第２無線送信部１０５は、第２無線接続制御部１０６と、接続切替部１１１と、映像分
割部１１５とに接続する。
　第２無線送信部１０５は、ワイヤレストランスミッター１００に無線接続される装置（
本実施形態ではプロジェクター２００）と無線通信を行う通信モジュールである。第２無
線送信部１０５は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ規格に対応した無線送信部である。
　第２無線送信部１０５は、第２無線接続制御部１０６の制御により、プロジェクター２
００の無線受信部（例えば、第２無線受信部２０５）と無線接続し、映像分割部１１５か
ら入力される映像データをプロジェクター２００に送信する。また、第２無線送信部１０
５は、接続切替部１１１からＣＥＣコマンドを入力した場合には、入力したＣＥＣコマン
ドをプロジェクター２００の無線受信部に送信する。
【００２４】
　第２無線接続制御部１０６は、第２無線送信部１０５に接続する。
　第２無線接続制御部１０６は、第２無線送信部１０５を制御して、第２無線送信部１０
５を、プロジェクター２００の無線受信部（例えば、第２無線受信部２０５）に接続させ
て、無線通信路を形成する。
　また、第２無線接続制御部１０６は、第２無線送信部１０５の識別情報（以下、第３識
別情報という）を記憶する。また、第２無線接続制御部１０６は、第２無線送信部１０５
と無線通信を行う、プロジェクター２００の無線受信部を識別する識別情報を、プロジェ
クター２００から取得して記憶する。本実施形態では、第２無線接続制御部１０６は、第
２無線受信部２０５の識別情報である第４識別情報を、プロジェクター２００から取得し
て記憶する。第３識別情報には、例えば、第２無線送信部１０５のＭＡＣアドレスを用い
ることができ、第４識別情報には、例えば、第２無線受信部２０５のＭＡＣアドレスを用
いることができる。なお、第２無線接続制御部１０６が、第４識別情報をプロジェクター
２００から取得する手順については後述する。
【００２５】
　接続切替部１１１は、ケーブル５０に含まれるＣＥＣ線５２に接続する。また、接続切
替部１１１は、第１有線通信部１０１と、第１無線送信部１０３と、第２無線送信部１０
５とに接続する。
　接続切替部１１１は、通常動作モードにおいて、ＣＥＣ線５２を介してＣＥＣコマンド
を入力する。通常動作モードとは、ワイヤレストランスミッター１００がプロジェクター
２００に無線接続され、映像ソース機器１０からワイヤレストランスミッター１００に映
像データが供給されれば、この映像データをプロジェクター２００に送信するモードであ
る。接続切替部１１１は、通常動作モードにおいて、ＣＥＣ線５２を介してＣＥＣコマン
ドを入力した場合には、ＣＥＣコマンドを第１無線送信部１０３又は第２無線送信部１０
５に出力する。ＣＥＣコマンドは、無線接続された第１無線送信部１０３又は第２無線送
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信部１０５により、プロジェクター２００に送信される。
　また、接続切替部１１１は、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２０
０とを無線接続せずに、ケーブル１５０により接続する場合に、ＣＥＣ線５２を介して入
力されるＣＥＣコマンドを第１有線通信部１０１に出力する。第１有線通信部１０１は、
接続切替部１１１から入力されるＣＥＣコマンドを、ケーブル１５０を介してプロジェク
ター２００に送信する。
【００２６】
　テスト映像パターン生成部１１３は、映像切替部１１４に接続する。テスト映像パター
ン生成部１１３は、第１無線送信部１０３と、第２無線送信部１０５との無線接続を確認
するためのテスト映像データ（接続確認用の映像データ）を生成して、映像切替部１１４
に出力する。
【００２７】
　映像切替部１１４は、ケーブル５０に含まれるデータ線５１に接続する。また、映像切
替部１１４は、テスト映像パターン生成部１１３と、映像分割部１１５と、第１有線通信
部１０１とに接続する。
　映像切替部１１４は、データ線５１を介して映像ソース機器１０から入力される映像デ
ータの出力先を、制御部１２０の制御に従って第１有線通信部１０１と、映像分割部１１
５とに切り替える。すなわち、映像切替部１１４は、ペアリングモードにおいては、テス
ト映像パターン生成部１１３から出力されるテスト映像データを映像分割部１１５に出力
する。ペアリングモードとは、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２０
０とを無線通信可能な状態に設定する動作モードである。また、ペアリングとは、ワイヤ
レストランスミッター１００とプロジェクター２００とを対応付ける一連の動作を指す。
より具体的には、表示システム１Ａがペアリングを実行すると、ワイヤレストランスミッ
ター１００の備える無線送信部（１０３、１０５）と、プロジェクター２００の備える無
線受信部（２０３、２０５）との対応付けが行われる。ペアリングにより対応付けられた
無線送信部（１０３、１０５）と無線受信部（２０３、２０５）との間で、無線通信を実
行可能となる。
　また、映像切替部１１４は、通常動作モードにおいて、データ線５１を介して映像デー
タが入力される場合には、この映像データを映像分割部１１５に出力する。また、映像切
替部１１４は、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００とを無線接続
せずに、ケーブル１５０により有線接続する場合には、ケーブル５０を介して入力される
映像データを第１有線通信部１０１に出力する。映像データは、第１有線通信部１０１に
よりケーブル１５０に出力され、プロジェクター２００に送信される。
【００２８】
　映像分割部１１５は、映像切替部１１４と、第１無線送信部１０３と、第２無線送信部
１０５とに接続する。
　映像分割部１１５は、制御部１２０の制御に従って、映像切替部１１４から入力される
映像データを分割する。映像分割部１１５は、分割した映像データ（部分映像データ）の
それぞれを、制御部１２０の制御に従って第１無線送信部１０３又は第２無線送信部１０
５に出力する。
【００２９】
　制御部１２０は、演算装置としてのＣＰＵ、各種制御プログラムが記録されたＲＯＭ、
ＣＰＵが各種の演算処理を行う際にワーキングメモリーとして使用されるＲＡＭ等をハー
ドウェアとして備える。制御部１２０は、図１に示すワイヤレストランスミッター１００
の各部に不図示の制御信号線を介して接続し、各部を制御する。
【００３０】
　また、制御部１２０は、操作部１２１に接続する。操作部１２１は、ユーザーの操作入
力を受け付け、受け付けた操作情報を制御部１２０に出力する。例えば、ワイヤレストラ
ンスミッター１００をペアリングモードにする設定が操作部１２１より入力された場合、
制御部１２０は、ワイヤレストランスミッター１００の動作モードをペアリングモードに
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設定する。また、制御部１２０は、有線接続されたプロジェクター２００にペアリング開
始要求（制御データ）を送信して、プロジェクター２００をペアリングモードに移行させ
る。
　また、制御部１２０は、第１有線通信部１０１の有するポート１０２へのケーブル１５
０の接続が検知された場合に、ワイヤレストランスミッター１００をペアリングモードに
設定するようにしてもよい。
【００３１】
　プロジェクター２００は、第２有線通信部２０１と、第１無線受信部２０３と、第３無
線接続制御部２０４と、第２無線受信部２０５と、第４無線接続制御部２０６と、映像処
理部２１１と、表示部２１２と、制御部２２０とを備える。制御部２２０は、図１に示す
プロジェクター２００の各部と制御信号線で接続しているが、図１では制御信号線の図示
は省略される。
【００３２】
　第２有線通信部２０１は、ケーブル１５０が挿抜されるポート２０２を有する。第２有
線通信部２０１は、ケーブル１５０がポート２０２に接続されると、ケーブル１５０に含
まれるＨＰＤ線の信号がＨｉｇｈであるか否かを検出して、ポート２０２への装置の接続
を検知する。第２有線通信部２０１は、ポート２０２への装置の接続を検知すると、その
旨を制御部２２０に通知する。
　第２有線通信部２０１は、ＨＤ映像データを有線伝送するインターフェースに対応して
おり、例えば、ＨＤＭＩ規格に対応している。
【００３３】
　第１無線受信部２０３は、第３無線接続制御部２０４と、映像処理部２１１とに接続す
る。
　第１無線受信部２０３は、プロジェクター２００に無線接続される装置（本実施形態で
はワイヤレストランスミッター１００）と無線通信を行う通信モジュールである。第１無
線受信部２０３は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ規格に対応した無線受信部である。
　第１無線受信部２０３は、第３無線接続制御部２０４の制御により、ワイヤレストラン
スミッター１００の無線送信部（例えば、第１無線送信部１０３）と無線接続する。第１
無線受信部２０３は、ワイヤレストランスミッター１００から無線通信により送信される
映像データを受信して、受信した映像データを映像処理部２１１に出力する。
【００３４】
　第３無線接続制御部２０４は、第２有線通信部２０１と、第１無線受信部２０３とに接
続する。
　第３無線接続制御部２０４は、第１無線受信部２０３を制御して、第１無線受信部２０
３を、ワイヤレストランスミッター１００の無線送信部（例えば、第１無線送信部１０３
）に接続させて、無線通信路を形成する。
　また、第３無線接続制御部２０４は、第１無線受信部２０３と無線通信を行う、ワイヤ
レストランスミッター１００の無線受信部を識別する識別情報を、ワイヤレストランスミ
ッター１００から取得して記憶する。本実施形態では、第３無線接続制御部２０４は、第
１無線送信部１０３の識別情報である第１識別情報を、ワイヤレストランスミッター１０
０から取得して記憶する。なお、第３無線接続制御部２０４が、第１識別情報をワイヤレ
ストランスミッター１００から取得して記憶する手順については後述する。
【００３５】
　第２無線受信部２０５は、第４無線接続制御部２０６と、映像処理部２１１とに接続す
る。
　第２無線受信部２０５は、プロジェクター２００に無線接続される装置（本実施形態で
はワイヤレストランスミッター１００）と無線通信を行う通信モジュールである。第２無
線受信部２０５は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ規格に対応した無線受信部である。
　第２無線受信部２０５は、第４無線接続制御部２０６の制御により、ワイヤレストラン
スミッター１００の無線送信部（例えば、第２無線送信部１０５）と無線接続する。第２
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無線受信部２０５は、ワイヤレストランスミッター１００から無線通信により送信される
映像データを受信して、受信した映像データを映像処理部２１１に出力する。
【００３６】
　第４無線接続制御部２０６は、第２有線通信部２０１と、第２無線受信部２０５とに接
続する。
　第４無線接続制御部２０６は、第２無線受信部２０５を制御して、第２無線受信部２０
５を、ワイヤレストランスミッター１００の無線送信部（例えば、第２無線送信部１０５
）に接続させて、無線通信路を形成する。
　また、第４無線接続制御部２０６は、第２無線受信部２０５と無線通信を行う、ワイヤ
レストランスミッター１００の無線受信部を識別する識別情報を、ワイヤレストランスミ
ッター１００から取得して記憶する。本実施形態では、第４無線接続制御部２０６は、第
２無線送信部１０５の識別情報である第３識別情報を、ワイヤレストランスミッター１０
０から取得して記憶する。なお、第４無線接続制御部２０６が、第３識別情報をワイヤレ
ストランスミッター１００から取得して記憶する手順については後述する。
【００３７】
　映像処理部２１１は、第１無線受信部２０３、第２無線受信部２０５及び表示部２１２
に接続する。映像処理部２１１は、フレームメモリー（不図示）を備える。映像処理部２
１１は、第１無線受信部２０３と第２無線受信部２０５との少なくとも一方から入力した
映像データに対して、画像サイズや解像度、静止画像か動画像であるか、動画像である場
合はフレームレート等の属性などを判定する。そして、映像処理部２１１は、映像データ
を１フレームごとにフレームメモリーに展開する。また、映像処理部２１１は、フレーム
メモリーに展開したフレーム毎の画像を表示信号として表示部２１２に出力する。
【００３８】
　表示部２１２は、映像処理部２１１と接続し、映像処理部２１１から出力される表示信
号に基づく投射画像をスクリーンに投射する。
【００３９】
　制御部２２０は、ハードウェアとして、演算装置としてのＣＰＵ、各種制御プログラム
が記録されたＲＯＭ、ＣＰＵが各種の演算処理を行う際にワーキングメモリーとして使用
されるＲＡＭ等を備える。制御部２２０は、ＣＰＵやＲＡＭ等のハードウェアと、ＲＯＭ
に記録された制御プログラムとの協働によってプロジェクター２００の各部を制御する。
　また、制御部２２０のＲＯＭは、プロジェクター２００との無線接続が可能であるか否
かを判定するための判定情報を記憶する。判定情報は、サポート解像度と、ペアリング情
報と、仕向地情報と、コンテンツ保護規格対応の有無情報とを含む。
【００４０】
　サポート解像度は、プロジェクター２００が表示可能な映像データの解像度の情報であ
る。このサポート情報から、プロジェクター２００に無線送信する映像データの帯域が求
められる。さらに、求めた帯域から映像データの送信に必要なチャンネル数を求めること
ができる。つまり、サポート解像度は、映像データを分割してプロジェクター２００に無
線通信する場合に、無線通信に必要な無線チャンネル数の情報に相当する。例えば、サポ
ート解像度は、「映像データの解像度が４ｋである場合、必要な無線チャンネル数は２チ
ャンネル」といった情報を含む。なお、いわゆる４ｋの解像度とは、4096×2160、4096×
2304、4096×2048又は3840×2160等を指す。
【００４１】
　ペアリング情報は、プロジェクター２００が通信可能な無線チャンネル数の情報を含む
。この無線チャンネル数は、プロジェクター２００の有する無線受信部の数に相当する。
図１に示すプロジェクター２００は、第１無線受信部２０３と第２無線受信部２０５との
２つの無線受信部を有するため、無線チャンネル数は２チャンネルである。
　また、ペアリング情報は、プロジェクター２００の備える各無線受信部の識別情報を含
む。本実施形態の場合、第１無線受信部２０３の第２識別情報と、第２無線受信部２０５
の第４識別情報とがペアリング情報に相当する。
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【００４２】
　さらに、ペアリング情報は、映像データを複数に分割してプロジェクター２００に無線
送信する場合の対応情報を含む。対応情報は、分割されたそれぞれの映像データ（部分映
像データ）と、分割前の映像データとの対応を示す情報を含む。具体的には対応情報は、
分割の対象となる映像データの解像度と、解像度毎に、映像データを分割する分割数及び
分割方法を定める情報と、分割された映像データの受信機能を割り当てるプロジェクター
２００の無線受信部（無線チャンネル）に関する情報とを含む。例えば、対応情報は、映
像データの解像度として４ｋを指定する情報、分割数及び分割方法として、映像データの
フレームを水平方向に２分割する水平２分割を指定する情報等を含む。
　また、対応情報は、分割された映像データの部分の情報として、水平２分割された左側
の映像データの受信を割り当てる（担当する）無線受信部の識別情報（例えば、第１無線
受信部２０３の識別情報である第２識別情報）を含む。また、対応情報は、分割された映
像データの部分の情報として、水平２分割された右側の映像データの受信を担当する無線
受信部の識別情報（例えば、第２無線受信部２０５の識別情報である第４識別情報）を含
む。
【００４３】
　また、仕向地情報は、プロジェクター２００の出荷される国又は地域を示す情報であり
、コンテンツ保護規格対応の有無情報とは、プロジェクター２００が、コンテンツを保護
する規格に対応しているか否かを示す情報である。
【００４４】
　制御部２２０は、プロジェクター２００がワイヤレストランスミッター１００とケーブ
ル１５０で接続され、ワイヤレストランスミッター１００からペアリング開始要求（制御
データ）を受信すると、プロジェクター２００をペアリングモードに移行させる。また、
制御部２２０は、第２有線通信部２０１の有するポート２０２へのケーブル１５０の接続
が検知された場合に、プロジェクター２００をペアリングモードに移行させるようにして
もよい。
【００４５】
　図２は、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００との無線接続の手
順を示すフローチャートである。
　ポート１０２と、ポート２０２とにケーブル１５０が接続されると、第１有線通信部１
０１は、ＨＰＤ線の信号がＨｉｇｈであることを検知して、ポート１０２に装置が接続さ
れたことを検知する（ステップＳ１）。装置の接続を検知すると、第１有線通信部１０１
は、ポート１０２に装置が接続された旨を制御部１２０に通知する。第２有線通信部２０
１は、ＨＰＤ線の信号がＨｉｇｈであることを検知して、ポート２０２が装置に接続され
たことを検知する（ステップＳ２１）。装置の接続を検知すると、第２有線通信部２０１
は、ポート２０２に装置が接続された旨を制御部２２０に通知する。
【００４６】
　次に、ワイヤレストランスミッター１００の制御部１２０は、ペアリングモードへの移
行指示を操作部１２１から入力したか否かを判定する（ステップＳ２）。否定判定の場合
、制御部１２０は、ワイヤレストランスミッター１００の動作モードの変更は行わず、ワ
イヤレストランスミッター１００を通常動作モードのままとする（ステップＳ１１）。ま
た、肯定判定の場合、制御部１２０は、ワイヤレストランスミッター１００の動作モード
をペアリングモードに移行させる。また、制御部１２０は、有線接続されたプロジェクタ
ー２００にペアリング開始要求を送信して（ステップＳ３）、プロジェクター２００をペ
アリングモードに移行させる。ペアリング開始要求を受信したプロジェクター２００の制
御部２２０は、プロジェクター２００の動作モードをペアリングモードに移行させる（ス
テップＳ２２）。
【００４７】
　次に、制御部１２０は、ケーブル１５０により接続したプロジェクター２００が、ワイ
ヤレストランスミッター１００との無線接続が可能な装置であるか否かを判定する。制御
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部１２０は、プロジェクター２００に、判定情報の送信を要求する（ステップＳ４）。判
定情報の送信要求を受信したプロジェクター２００の制御部２２０は、判定情報をワイヤ
レストランスミッター１００に送信する（ステップＳ２３）。
【００４８】
　制御部１２０は、判定情報をプロジェクター２００から取得すると、取得した判定情報
に基づいて、プロジェクター２００との無線接続が可能であるか否かを判定する(ステッ
プＳ５）。
　例えば、制御部１２０は、判定情報からサポート解像度の情報を取得し、映像ソース機
器１０から供給される解像度の映像データを、プロジェクター２００が表示可能であるか
否かを判定する。また、制御部１２０は、ペアリング情報から、プロジェクター２００の
無線チャンネル数の情報を取得する。制御部１２０は、プロジェクター２００の備える無
線チャンネルの数が、ワイヤレストランスミッター１００の備える無線チャンネルの数（
すなわち、無線送信部の数）よりも少ないか否かを判定する。制御部１２０は、プロジェ
クター２００の備える無線チャンネルの数が、ワイヤレストランスミッター１００の備え
る無線チャンネルの数よりも少なければ、無線接続可能であると判定する。また、制御部
１２０は、映像ソース機器１０から供給される映像データが、コンテンツの保護を必要と
するコンテンツである場合に、プロジェクター２００がコンテンツ保護規格に対応した装
置であるか否かを判定する。
【００４９】
　制御部１２０は、上述の判定条件が満たされない場合、プロジェクター２００との無線
接続は不可と判定する（ステップＳ５／ＮＯ）。この場合、制御部１２０は、ワイヤレス
トランスミッター１００の動作モードをペアリングモードから通常動作モードに移行させ
る（ステップＳ１１）。また、制御部１２０は、プロジェクター２００に通常動作モード
への移行要求を送信して、この処理フローを終了する。
【００５０】
　また、制御部１２０は、上述の判定条件が満たされていると判定すると、プロジェクタ
ー２００との無線接続が可能であると判定する（ステップＳ５／ＹＥＳ）。この場合、制
御部１２０は、判定情報に含まれる対応情報に基づいて、プロジェクター２００の備える
無線受信部（２０３、２０５）にペアリングする無線送信部（１０３、１０５）を決定す
る。ペアリングは、各無線送信部（１０３、１０５）が送信する映像データの部分と映像
データの全体との対応と、無線受信部（２０３、２０５）が受信する映像データの部分と
映像データの全体との対応が適合するように行われる。映像データの部分（部分映像デー
タ）とは、映像分割部１１５により分割された映像データの一部である。
【００５１】
　制御部１２０は、対応情報を参照して、映像データの分割方法と、分割数とをまず決定
する。例えば、参照した対応情報に、映像データの解像度が４ｋである場合に、映像デー
タの表す１フレームの画像を水平方向に２分割するように設定されている場合、制御部１
２０は、映像分割部１１５に、映像データを水平方向に２分割するように指示する。
　また、制御部１２０は、ワイヤレストランスミッター１００の有する無線送信部に、分
割された映像データのどの部分の送信を担当させるのかの対応付けを決定する（ステップ
Ｓ６）。例えば、制御部１２０は、参照した対応情報に、２分割された左側の映像データ
（以下、左側映像データという）の受信を第１無線受信部２０３が担当すると設定されて
いた場合、まず、この第１無線受信部２０３とペアリングする無線送信部を選択する。例
えば、制御部１２０は、第１無線受信部２０３とペアリングする無線送信部として第１無
線送信部１０３を選択する。制御部１２０は、選択した第１無線送信部１０３に、左側映
像データを送信するように映像分割部１１５に指示する。
　また、例えば、参照した対応情報に、２分割された右側の映像データ（以下、右側映像
データという）の受信を第２無線受信部２０５が担当すると設定されていた場合、制御部
１２０は、この第２無線受信部２０５とペアリングする無線送信部を選択する。例えば、
制御部１２０は、第２無線受信部２０５とペアリングする無線送信部として第２無線送信
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部１０５を選択する。制御部１２０は、選択した第２無線送信部１０５に、右側映像デー
タを送信するように映像分割部１１５に指示する。
【００５２】
　また、制御部１２０は、第１無線接続制御部１０４に、左側映像データの受信を担当す
る第１無線受信部２０３の第２識別情報を送信する。第１無線接続制御部１０４は、制御
部１２０から送信された第２識別情報を記憶する。また、制御部１２０は、第２無線接続
制御部１０６に、右側映像データの受信を担当する第２無線受信部２０５の第４識別情報
を送信する。第２無線接続制御部１０６は、制御部１２０から送信された第４識別情報を
記憶する。
【００５３】
　さらに、制御部１２０は、第１無線送信部１０３を識別する第１識別情報、及び、この
第１識別情報の示す第１無線送信部１０３が左側映像データの送信を担当する旨を示す情
報を含む対応情報をプロジェクター２００の制御部２２０に送信する（ステップＳ７）。
また、制御部１２０は、第２無線送信部１０５を識別する第３識別情報と、この第３識別
情報の示す第２無線送信部１０５が右側映像データの送信を担当する旨とを含む対応情報
をプロジェクター２００の制御部２２０に送信する（ステップＳ７）。
【００５４】
　プロジェクター２００の制御部２２０は、ワイヤレストランスミッター１００から対応
情報を受信すると（ステップＳ２４）、受信した対応情報に基づいて、第１無線送信部１
０３の第１識別情報を第３無線接続制御部２０４に出力する。第３無線接続制御部２０４
は、制御部２２０から入力される第１無線送信部１０３の第１識別情報を記憶する。また
、制御部２２０は、ワイヤレストランスミッター１００から受信した対応情報に基づいて
、第２無線送信部１０５の第３識別情報を第４無線接続制御部２０６に出力する。第４無
線接続制御部２０６は、制御部２２０から入力される第２無線送信部１０５の第３識別情
報を記憶する。
【００５５】
　この後、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００とは、識別情報を
用いたペアリングにより、無線接続を実行する（ステップＳ８、Ｓ２５）。
　ワイヤレストランスミッター１００の第１無線接続制御部１０４は、第１無線送信部１
０３を制御して、ペアリングによる無線接続を実行する。第１無線送信部１０３は、無線
接続する機器を探索する際に、第１無線送信部１０３の第１識別情報及び第１無線受信部
２０３の第２識別情報を重畳した無線電波を出力して、接続要求を行う。
【００５６】
　プロジェクター２００の第１無線受信部２０３は、第１無線送信部１０３の出力する無
線電波を受信して第３無線接続制御部２０４に出力する。
　第３無線接続制御部２０４は、第１無線受信部２０３から入力される無線電波に重畳さ
れた識別情報、すなわち、第１無線送信部１０３の第１識別情報及び第１無線受信部２０
３の第２識別情報を取り出す。第３無線接続制御部２０４は、取り出した識別情報に基づ
いて、接続要求のあった第１無線送信部１０３と第１無線受信部２０３とを接続するか否
かを判定する。第３無線接続制御部２０４は、取り出した識別情報に、第１無線受信部２
０３の第２識別情報が含まれ、制御部２２０から通信相手として指定された第１無線送信
部１０３の第１識別情報が含まれる場合に、無線接続を許可する。第３無線接続制御部２
０４により無線接続を許可された第１無線受信部２０３は、第１無線送信部１０３の接続
要求に応答する。
【００５７】
　ワイヤレストランスミッター１００の第２無線接続制御部１０６は、第２無線送信部１
０５を制御して、ペアリングによる無線接続を実行する。第２無線送信部１０５は、無線
接続する機器を探索する際に、第２無線送信部１０５の第３識別情報及び第２無線受信部
２０５の第４識別情報を重畳した無線電波を出力して、接続要求を行う。
【００５８】
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　プロジェクター２００の第２無線受信部２０５は、第２無線送信部１０５の出力する無
線電波を受信して第４無線接続制御部２０６に出力する。
　第４無線接続制御部２０６は、第２無線受信部２０５から入力される無線電波に重畳さ
れた識別情報、すなわち、第２無線送信部１０５の第３識別情報及び第２無線受信部２０
５の第４識別情報を取り出す。第４無線接続制御部２０６は、取り出した識別情報に基づ
いて、接続要求のあった第２無線送信部１０５と第２無線受信部２０５とを接続するか否
かを判定する。第４無線接続制御部２０６は、取り出した識別情報に、第２無線受信部２
０５の第４識別情報が含まれ、制御部２２０から通信相手として指定された第２無線送信
部１０５の第３識別情報が含まれる場合に、無線接続を許可する。第４無線接続制御部２
０６により無線接続を許可された第２無線受信部２０５は、第２無線送信部１０５の接続
要求に応答する。
【００５９】
　ワイヤレストランスミッター１００と、プロジェクター２００とが無線接続されると、
制御部１２０は、テスト映像パターン生成部１１３に、テスト映像データの生成を指示す
る。
　テスト映像パターン生成部１１３により生成されたテスト映像データは、映像切替部１
１４を介して映像分割部１１５に出力される。映像分割部１１５は、制御部１２０から指
示された設定に従って、テスト映像データを水平方向に２分割する。また、映像分割部１
１５は、制御部１２０から指示された設定に従って、２分割したテスト映像データの左側
（以下、左側テストデータという）を第１無線送信部１０３に出力する。また、映像分割
部１１５は、２分割したテスト映像データの右側（右側テストデータという）を第２無線
送信部１０５に出力する。
【００６０】
　第１無線送信部１０３は、無線接続されたプロジェクター２００の第１無線受信部２０
３に左側テストデータを送信する（ステップＳ９）。第１無線受信部２０３は、左側テス
トデータを受信すると（ステップＳ２６／ＹＥＳ）、受信した左側テストデータを映像処
理部２１１に出力する。
　また、第２無線送信部１０５は、無線接続されたプロジェクター２００の第２無線受信
部２０５に右側テストデータを送信する（ステップＳ９）。第２無線受信部２０５は、右
側テストデータを受信すると（ステップＳ２６／ＹＥＳ）、受信した右側テストデータを
映像処理部２１１に出力する。
【００６１】
　映像処理部２１１は、フレームメモリーに、第１無線受信部２０３から入力した左側テ
ストデータに基づく画像と、第２無線受信部２０５から受信した右側テストデータに基づ
く画像とを展開して、１フレーム分の画像に合成する。映像処理部２１１により合成され
た１フレーム分の画像は、表示信号として表示部２１２に出力される。表示部２１２は、
映像処理部２１１から出力される表示信号に基づく投射画像をスクリーンに投射する（ス
テップＳ２７）。
　ユーザーは、スクリーンに投射されたテスト映像データを目視して、ワイヤレストラン
スミッター１００とプロジェクター２００との無線接続に成功したか否かを判定する。無
線接続に成功した場合、ユーザーは、操作部１２１を操作して無線接続の正常終了を示す
操作入力を入力する。制御部１２０は、操作部１２１から正常終了に対応した信号が入力
されることで、無線接続の成功と判定する（ステップＳ１０／ＹＥＳ）。無線接続に成功
したと判定すると、制御部１２０は、動作モードをペアリングモードから通常動作モード
に移行させる（ステップＳ１１）。また、制御部１２０は、プロジェクター２００に通常
動作モードへの移行要求を送信して、この処理フローを終了する。この通常動作モードへ
の移行要求は、ケーブル１５０を介してプロジェクター２００に送信してもよいし、第１
無線送信部１０３又は第２無線送信部１０５により無線送信してもよい。プロジェクター
２００の制御部２２０は、ワイヤレストランスミッター１００からの要求により通常動作
モードに移行して（ステップＳ２８）、この処理フローを終了する。
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【００６２】
　なお、図１に示すワイヤレストランスミッター１００は、テスト映像データを生成する
テスト映像パターン生成部１１３を設けて、ワイヤレストランスミッター１００とプロジ
ェクター２００との無線接続の確認を行っていた。しかし、ワイヤレストランスミッター
１００とプロジェクター２００との無線接続の確認を映像ソース機器１０から供給される
映像データに基づいて行う場合、テスト映像パターン生成部１１３をワイヤレストランス
ミッター１００に設けない構成でもよい。
【００６３】
　本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
　ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００とをペアリングする動作で
、複数のプロジェクター２００が近接して存在する場合、ワイヤレストランスミッター１
００が意図しないプロジェクター２００とペアリングしてしまう可能性があった。
　このため、本実施形態は、無線接続させたいワイヤレストランスミッター１００とプロ
ジェクター２００とをケーブル１５０により有線接続して、無線接続の通信相手を識別す
る識別情報を送受信する。そして、送受信した識別情報に基づいて、ワイヤレストランス
ミッター１００の無線送信部（１０３、１０５）と、プロジェクター２００の無線受信部
（２０３、２０５）とを無線接続させる。従って、意図したワイヤレストランスミッター
１００とプロジェクター２００とを簡単な操作で無線接続させることができる。
【００６４】
　また、ワイヤレストランスミッター１００は、複数の無線送信部（１０３、１０５）を
備え、プロジェクター２００は、複数の無線受信部（２０３、２０５）を備える。ワイヤ
レストランスミッター１００が備える無線送信部（１０３、１０５）のそれぞれは、プロ
ジェクター２００が備える無線受信部（２０３、２０５）のいずれか１つと対応付けられ
て無線送信を実行する。また、ワイヤレストランスミッター１００は、映像データの一部
である部分映像データを複数取得して、複数の無線送信部（１０３、１０５）のそれぞれ
に、いずれかの部分映像データを割り当てて送信する。プロジェクター２００は、複数の
無線受信部（２０３、２０５）により、複数の無線送信部（１０３、１０５）のそれぞれ
が送信する複数の部分映像データを受信し、受信した複数の部分映像データをもとに映像
を表示する。従って、複数取得した、映像データの一部である部分映像データを、複数の
無線送信部（１０３、１０５）のそれぞれに割り当ててプロジェクター２００に送信する
ことができる。
【００６５】
　また、４ｋ映像データ等の高解像度の映像データを伝送する場合、広い帯域を確保する
目的で、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００とを複数の無線通信
チャンネルにより接続することが想定される。このため本実施形態は、無線送信部（１０
３、１０５）が送信する映像データの部分と映像データの全体との対応と、無線受信部（
２０３、２０５）が受信する映像データの部分と映像データの全体との対応とが適合する
ようにペアリングを行う。すなわち、ペアリングされる無線送信部（１０３、１０５）と
無線受信部（２０３、２０５）とを、分割された映像データの同一の部分の送信と受信と
に割り当てる。これによりプロジェクター２００は、各無線受信部（２０３、２０５）に
より受信した映像データの部分を合成して、分割前の映像データを再現し、スクリーンに
投射することができる。
【００６６】
　また、ワイヤレストランスミッター１００の制御部１２０は、プロジェクター２００が
備える無線受信部（２０３、２０５）の数が、ワイヤレストランスミッター１００が備え
る無線送信部（１０３、１０５）の数よりも少ないか否かを判定する。従って、ワイヤレ
ストランスミッター１００が送信する部分映像データの数等を、プロジェクター２００の
構成に合わせて適切に設定できる。
【００６７】
　また、ワイヤレストランスミッター１００及びプロジェクター２００が送受信する情報
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には、ワイヤレストランスミッター１００がプロジェクター２００の無線受信部（２０３
、２０５）を識別する情報を含む。また、送受信する情報には、プロジェクター２００が
ワイヤレストランスミッター１００の無線送信部（１０３、１０５）を識別する情報を含
む。従って、ワイヤレストランスミッター１００に、プロジェクター２００の無線受信部
を識別させることができ、また、プロジェクター２００に、ワイヤレストランスミッター
１００の無線送信部を識別させることができる。
【００６８】
　また、ワイヤレストランスミッター１００は、ペアリングで対応付けられた無線送信部
（１０３、１０５）から無線受信部（２０３、２０５）に対し、接続確認用の映像データ
を送信する。従って、ワイヤレストランスミッター１００の機能により、ペアリングで対
応付けられたプロジェクター２００との接続を確認できる。
【００６９】
　また、ワイヤレストランスミッター１００は、操作を受け付ける操作部１２１を備え、
操作部１２１により受け付けた操作に従って、識別情報の送受信及びペアリングを実行す
る。また、プロジェクター２００は、ワイヤレストランスミッター１００から送信される
制御データに基づいて識別情報の送受信及びペアリングを開始する。従って、ワイヤレス
トランスミッター１００に設けられた操作部１２１に対する操作により、ワイヤレストラ
ンスミッター１００とプロジェクター２００とをペアリングさせることができる。
【００７０】
　また、ワイヤレストランスミッター１００の第１有線通信部１０１と、プロジェクター
２００の第２有線通信部２０１とは、ＨＤ映像データを有線伝送するインターフェースに
対応する。従って、ＨＤ映像データを伝送するインターフェースを利用して、識別情報を
送受信することができる。
【００７１】
［第２実施形態］
　図３は、本発明を適用した第２実施形態に係る表示システム１Ｂの構成を示す図である
。なお、図３に示す機能部のうち第１実施形態と同様に構成される各部については同符号
を付して説明を省略する。
　表示システム１Ｂは、ワイヤレストランスミッター１７０と、プロジェクター２５０と
を備える。
【００７２】
　ワイヤレストランスミッター１７０は、第１実施形態のワイヤレストランスミッター１
００と同様に、第１有線通信部１０１、接続切替部１１１、テスト映像パターン生成部１
１３、映像切替部１１４、制御部１２０及び操作部１２１を備える。また、ワイヤレスト
ランスミッター１７０は、１つの無線送信部１０７と、１つの無線接続制御部１０８とを
備える点で、ワイヤレストランスミッター１００とは異なる。
　また、プロジェクター２５０は、第１実施形態で説明したプロジェクター２００と同様
に第２有線通信部２０１、映像処理部２１１、表示部２１２及び制御部２２０を備える。
また、プロジェクター２５０は、１つの無線受信部２０７と、１つの無線接続制御部２０
８とを備える点で、プロジェクター２００とは異なる。
【００７３】
　図１の表示システム１Ａは、ワイヤレストランスミッター１００が複数の無線送信部（
１０３、１０５）を備え、プロジェクター２００が備える複数の無線受信部（２０３、２
０５）と無線接続する構成であった。ここで、ワイヤレストランスミッター１００及びプ
ロジェクター２００が備える無線送信部と無線受信部の数は特に制限はなく、３以上であ
っても１つであってもよい。そこで、１つの無線送信部と１つの無線受信部とを用いる構
成について、第２実施形態として説明する。
　表示システム１Ｂは、１つの無線送信部１０７を備えるワイヤレストランスミッター１
７０から、１つの無線受信部を備えるプロジェクター２５０に、映像データを無線送信す
る。また、ワイヤレストランスミッター１７０の第１有線通信部１０１と、プロジェクタ
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ー２５０の第２有線通信部２０１とを、ケーブル１５０で有線接続できる。
【００７４】
　表示システム１Ｂは、第１実施形態の表示システム１Ａと同様に、図２に示す動作を実
効可能である。第２実施形態において、ペアリング情報は、プロジェクター２００が通信
可能な無線チャンネル数（ここでは１）の情報を含んでもよいし、省略してもよい。ワイ
ヤレストランスミッター１７０は、図２のステップＳ６の処理を省略する。この他は、ワ
イヤレストランスミッター１７０及びプロジェクター２５０が図２の動作を実行し、ペア
リングを行うことができる。また、ペアリングが実行されて、表示システム１Ｂの無線送
信部１０７と無線受信部２０７とが無線接続されると、映像切替部１１４は、テスト映像
パターン生成部１１３の生成したテスト映像データを無線送信部１０７に出力する。無線
送信部１０７は、入力した映像データを、無線通信によりプロジェクター２５０の無線受
信部２０７に送信する。
【００７５】
　プロジェクター２５０は、無線受信部２０７により受信した映像データを映像処理部２
１１で映像処理して、映像処理部２１１の備えるフレームメモリーに展開する。フレーム
メモリーに展開されたフレーム毎の画像は、表示信号として映像処理部２１１から表示部
２１２に出力され、スクリーンに投射される。ユーザーは、スクリーンに投射されたテス
ト映像データを目視して、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２００と
の無線接続に成功したか否かを判定する。無線接続が成功している場合には、ユーザーは
、操作部１２１を操作して無線接続の正常終了を示す操作入力を入力する。
【００７６】
　この第２実施形態では、１つの無線通信チャネルを介してワイヤレストランスミッター
１７０からプロジェクター２５０に映像データを送信する構成において、上記第１実施形
態と同様の効果を得ることができる。表示システム１Ｂは１つの無線送信部１０７と１つ
の無線受信部２０７とを備えるので、複数の無線送信部と無線受信部に対する部分映像デ
ータの割り当てを適合させる処理は必要ない。しかしながら、ペアリングを実行するとき
に、無線送信部１０７及び無線受信部２０７が無線通信可能な範囲内に、無線通信を実行
する他の装置が存在した場合、これら他の装置がペアリング中に応答する可能性がある。
第２実施形態では、ケーブル１５０を介してペアリング情報を送受信することで、他の装
置が応答するような手順を経ることなく、ワイヤレストランスミッター１７０とプロジェ
クター２５０をペアリングにより対応付けることができる。
【００７７】
　第１及び第２実施形態のワイヤレストランスミッター１００、１７０及びプロジェクタ
ー２００、２５０は、一例として、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ等の規格化された無線通信プロ
トコルで動作する。この種の無線通信プロトコルに対応した機器は数多くあるので、ワイ
ヤレストランスミッター１００、１７０とプロジェクター２００、２５０についてペアリ
ングを行う場合に、同種の無線通信プロトコルで動作する機器が周囲に存在する可能性が
ある。また、製品出荷時や販売店においては、複数のワイヤレストランスミッター１００
、１７０、又は複数のプロジェクター２００、２５０が存在する環境下で、ペアリングを
実行させることがあり得る。このような環境下でも、第１及び第２実施形態で説明した表
示システム１Ａ、１Ｂによれば、ケーブル１５０を利用して、対応させたいワイヤレスト
ランスミッター１００、１７０と、プロジェクター２００、２５０とをペアリングで対応
付けることができる。
　さらに、第１及び第２実施形態で説明した動作は、規格化された無線通信プロトコルを
改変する必要が無い。このため、無線通信プロトコルの規格による制約を受けずに実現で
きる。
【００７８】
　なお、上述した各実施形態は本発明の好適な実施の形態である。但し、これに限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形実施が可能である
。
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　例えば、第１実施形態では、ワイヤレストランスミッター１００とプロジェクター２０
０との間で、第１無線送信部１０３の第１識別情報と、第１無線受信部２０３の第２識別
情報とを交換していた。そして、ペアリングの際には、第１無線送信部１０３は、第１無
線送信部１０３の第１識別情報と、第１無線受信部２０３の第２識別情報とが重畳された
無線電波を送信して、第１無線受信部２０３に接続要求を行っていた。
　しかし、第１無線送信部１０３の出力する無線電波には、少なくとも第１無線受信部２
０３の第２識別情報が重畳されていれば、第３無線接続制御部２０４は、ワイヤレストラ
ンスミッター１００の第１無線送信部１０３を特定することが可能である。従って、識別
情報の交換の際には、第１無線受信部２０３の第２識別情報をワイヤレストランスミッタ
ー１００が取得して、第１無線接続制御部１０４に第２識別情報を記憶させれば、第１無
線送信部１０３と第１無線受信部２０３とのペアリングが実現できる。同様に、識別情報
の交換の際には、第２無線受信部２０５の第４識別情報をワイヤレストランスミッター１
００が取得して、第２無線接続制御部１０６に第４識別情報を記憶させれば、第２無線送
信部１０５と第２無線受信部２０５とのペアリングが実現できる。
【００７９】
　また、上述した各実施形態は、制御部１２０の制御により、ワイヤレストランスミッタ
ー１００、１７０とプロジェクター２００、２５０とを無線接続する例である。この実施
形態とは異なる態様として、制御部２２０の制御によりワイヤレストランスミッター１０
０、１７０を動作させて、ワイヤレストランスミッター１００、１７０とプロジェクター
２００、２５０とを無線接続してもよい。より詳細には、ワイヤレストランスミッター１
００からプロジェクター２００へ第１無線送信部１０３の第１識別情報が送信され、第３
無線接続制御部２０４が第１識別情報を記憶していれば、第１無線送信部１０３と第１無
線受信部２０３とがペアリングされる。同様に、ワイヤレストランスミッター１００から
プロジェクター２００へ第２無線送信部１０５の第３識別情報が送信され、第４無線接続
制御部２０６が第３識別情報を記憶していれば、第２無線送信部１０５と第２無線受信部
２０５とがペアリングされる。第２実施形態のワイヤレストランスミッター１７０とプロ
ジェクター２５０とをペアリングさせる場合も同様である。
【００８０】
　また、第１実施形態では、映像データを分割する例として、映像データの１フレーム分
の画像を水平方向に２分割する例を説明した。映像データの分割方法はこれに限られず、
様々な態様で分割することができる。例えば、映像データの１フレーム分の画像を垂直方
向に２分割するものであってもよいし、また、分割数も２分割に限らず３分割、４分割で
あってもよい。また、映像データを偶数フィールドと奇数フィールドとに分割するのであ
ってもよい。
【００８１】
　また、第１実施形態は、高解像度の映像データを、より低解像度の複数の映像データに
分割して送受信することにより、１チャンネル当たりの帯域、すなわち１つの無線送信部
と１つの無線受信部とが送受信する単位時間あたりのデータ量を抑える構成を例示した。
この構成によれば、１チャンネル当たりの帯域の制限を超えるデータ量の映像データを送
受信できるという利点があるが、本発明の適用対象はこれに限定されない。例えば、３Ｄ
（立体）映像データをワイヤレストランスミッター１００からプロジェクター２００に送
信する場合にも適用できる。左眼用のフレームの映像データと右眼用のフレームの映像デ
ータとを、第１無線送信部１０３と第２無線送信部１０５とでそれぞれ送信する。この場
合、プロジェクター２００は、第１無線受信部２０３と第２無線受信部２０５とで、左眼
用のフレームの映像データと、右眼用のフレームの映像データとをそれぞれ受信する。こ
の場合、映像分割部１１５は、映像ソース機器１０から入力される３Ｄ映像データから、
左眼用のフレームで構成される映像データと、右眼用のフレームで構成される映像データ
とをそれぞれ生成する。映像ソース機器１０から入力される３Ｄ映像データは、例えば、
サイドバイサイド方式、フレームシーケンシャル方式、ラインバイライン方式、トップア
ンドボトム方式により、左眼用のフレームと右眼用のフレームとを含む。映像分割部１１
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５は、これらの方式に合わせて、映像データのフレームを分割して、左眼用のフレームの
映像データと、右眼用のフレームの映像データとを生成する。ここで、映像分割部１１５
は、必要に応じて、解像度変換処理を実行してもよい。また、プロジェクター２００の映
像処理部２１１は、第１無線受信部２０３及び第２無線受信部２０５で受信する左眼用の
フレームの映像データと、右眼用のフレームの映像データとを合成することなく、表示部
２１２で表示することができる。例えば、プロジェクター２００がアクティブシャッター
方式で３Ｄ映像データに基づく３Ｄ映像を表示する場合、表示部２１２は、アクティブシ
ャッター方式のメガネ型表示器の動作タイミングに合わせて、左眼用のフレームと右眼用
のフレームとを交互に表示する。この場合、表示システム１Ａにおける１チャンネル当た
りの帯域の制限を超える転送レートで、高解像度の３Ｄ映像データをプロジェクター２０
０に送信できる。また、プロジェクター２００では、分割された映像データを合成する処
理が不要である。さらに、プロジェクター２００が、３Ｄ映像データから左眼用のフレー
ムと右眼用のフレームとを切り出し、解像度変換によりアスペクト比を調整する処理等を
実行する必要もなくなる。このため、プロジェクター２００の処理の負荷を軽減し、処理
遅延を軽減できる等の利点がある。
【００８２】
　また、上記各実施形態では、ワイヤレストランスミッター１００、１７０が、テスト映
像パターン生成部１１３により、テスト映像データを生成して、映像切替部１１４に出力
する構成を例に挙げて説明した。本発明はこれに限定されず、ワイヤレストランスミッタ
ー１００、１７０がテスト映像パターン生成部１１３を備えない構成としてもよい。この
場合、表示システム１Ａ、１Ｂがペアリングを実行した後に、ワイヤレストランスミッタ
ー１００、１７０にテスト映像データを入力して、このテスト映像データをプロジェクタ
ー２００、２５０に送信すれば、接続確認を行うことができる。
【００８３】
　また、本発明の表示装置は、スクリーンに画像を投射するプロジェクター２００、２５
０に限定されない。例えば、表示装置は、液晶表示パネルに画像／映像を表示する液晶モ
ニター若しくは液晶テレビ、又はＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）に画像／映像を
表示するモニター装置又はテレビ受像機であってもよい。また、表示装置は、ＯＬＥＤ（
Organic light-emitting diode）、ＯＥＬ（Organic Electro-Luminescence）等と呼ばれ
る有機ＥＬ表示パネルに画像／映像を表示するモニター装置又はテレビ受像機等の自発光
型の表示装置であってもよい。この場合、液晶表示パネル、プラズマディスプレイパネル
、有機ＥＬ表示パネルが表示部に相当する。
【００８４】
　また、図１、３に示した表示システム１Ａ、１Ｂの各機能部は、ハードウェアとソフト
ウェアとの協働により実現される機能的構成を示すものであって、具体的な実装形態は特
に制限されない。従って、必ずしも各機能部に個別に対応するハードウェアが実装される
必要はなく、一つのプロセッサーがプログラムを実行することで複数の機能部の機能を実
現する構成とすることも勿論可能である。また、上記実施形態においてソフトウェアで実
現される機能の一部をハードウェアで実現してもよく、又はハードウェアで実現される機
能の一部をソフトウェアで実現してもよい。その他、表示システム１Ａ、１Ｂの他の各部
の具体的な細部構成についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意に変更可能である
。
【符号の説明】
【００８５】
　１０…映像ソース機器、１００、１７０…ワイヤレストランスミッター（送信装置）、
１０１…第１有線通信部（有線接続部）、１０３…第１無線送信部（無線送信部）、１０
４…第１無線接続制御部、１０５…第２無線送信部（無線送信部）、１０６…第２無線接
続制御部、１０７…無線送信部、１０８…無線接続制御部、１１１…接続切替部、１１３
…テスト映像パターン生成部、１２０…制御部（判定部）、１２１…操作部、２００、２
５０…プロジェクター（表示装置）、２０１…第２有線通信部（有線接続部）、２０３…
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第１無線受信部（無線受信部）、２０４…第３無線接続制御部、２０５…第２無線受信部
（無線受信部）、２０６…第４無線接続制御部、２０７…無線受信部、２０８…無線接続
制御部、２１１…映像処理部、２１２…表示部、２２０…制御部。

【図１】 【図２】
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