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(57)【要約】
【課題】無駄な帯域占有を回避し、有限の伝送帯域の有
効活用を可能とする。
【解決手段】ソース機器１１０からシンク機器１５０に
、所定のコンテンツのベースバンド（非圧縮）の画像デ
ータ（映像信号）を、ワイヤレス送信装置１２０および
ワイヤレス受信装置１４０を用いて、無線送信する。ソ
ース機器１１０は、画像データのブランキング期間に配
置されたＡＶＩInfoFrameパケットに、当該画像データ
が静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報Ｓ
ＰＦを挿入する。シンク機器１５０は、識別情報ＳＰＦ
に基づいて、受信した画像データが静止画コンテンツの
画像データであるか否かを識別でき、静止画コンテンツ
の画像データである場合、画像データの取り込みを停止
し、保持されている画像データを用いる静止制御状態に
移る。ソース機器１１０は、所定時間後に、当該静止画
コンテンツの画像データの送信を停止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置と受信装置とからなる通信システムであって、
　上記送信装置は、
　所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を出力する映像信号出力部と、
　上記所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を発生する
識別情報発生部と、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号および上記識別情報発生部で発生される識
別情報を、上記受信装置に無線で送信する送信部とを備え、
　上記受信装置は、
　上記送信装置から無線で送られてくる上記映像信号および上記識別情報を受信する受信
部と、
　上記受信部で受信された映像信号を処理する映像信号処理部と、
　上記受信部で受信された識別情報に基づいて、上記映像信号処理部の動作を制御する制
御部とを備える
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　送信装置から受信装置に、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を無線で送信する映像
信号伝送方法であって、
　上記送信装置から上記受信装置に、上記映像信号と同期して、あるいは上記映像信号と
は非同期に、上記所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報
を、さらに送信する
　ことを特徴とする映像信号伝送方法。
【請求項３】
　所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を出力する映像信号出力部と、
　上記所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を発生する
識別情報発生部と、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号および上記識別情報発生部で発生される識
別情報を、無線伝送路に送出する送信部と
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項４】
　上記送信部は、
　上記識別情報を、上記映像信号に同期して上記無線伝送路に送出する
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項５】
　上記送信部は、
　上記識別情報を上記映像信号のブランキング期間に挿入した状態で上記無線伝送路に送
出する
　ことを特徴とする請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　上記送信部は、
　上記識別情報を、上記映像信号とは非同期に、上記無線伝送路に送出する
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項７】
　上記映像信号出力部および上記識別情報発生部を含むソース機器と、上記送信部を含む
ワイヤレス送信装置とを有し、
　上記ソース機器および上記ワイヤレス送信装置は有線で接続される
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項８】
　上記ソース機器は、上記ワイヤレス送信装置に、
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　上記識別情報がブランキング期間に挿入された上記映像信号を、複数のチャネルで、差
動信号により送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の送信装置。
【請求項９】
　上記送信部は、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号が静止画コンテンツに係る映像信号である
とき、上記映像信号および上記識別情報を所定時間だけ上記無線伝送路に送出する
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項１０】
　上記送信部は、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号が静止画コンテンツに係る映像信号である
とき、受信側からの上記識別情報の確認応答があった場合に、上記映像信号および上記識
別情報を上記無線伝送路に送出することを停止する
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項１１】
　上記識別情報発生部は、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号が、一の静止画コンテンツに係る映像信号
から他の静止画コンテンツに係る映像信号に変化するとき、
　発生する上記識別情報を、まず静止画コンテンツでないことを示す状態とし、所定時間
後に静止画コンテンツであることを示す状態に変える
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項１２】
　　所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を出力する映像信号出力ステップと、
　上記所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を発生する
識別情報発生ステップと、
　上記映像信号出力ステップで出力される映像信号および上記識別情報発生ステップで発
生される識別情報を、無線伝送路に送出する送信ステップと
　を備えることを特徴とする送信方法。
【請求項１３】
　無線伝送路で送られてくる、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号および上記所定のコ
ンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を受信する受信部と、
　上記受信部で受信された映像信号を処理する映像信号処理部と、
　上記受信部で受信された識別情報に基づいて、上記映像信号処理部の動作を制御する制
御部と
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１４】
　上記受信部を含むワイヤレス受信装置と、上記映像信号処理部および上記制御部を含む
シンク機器とを有し、
　上記ワイヤレス受信装置および上記シンク機器は有線で接続される
　ことを特徴とする請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１５】
　上記ワイヤレス受信装置は、上記シンク機器に、
　上記識別情報がブランキング期間に挿入された上記映像信号を、複数のチャネルで、差
動信号により送信する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の受信装置。
【請求項１６】
　上記制御部は、
　上記受信部で受信される識別情報が静止画コンテンツでないことを示す状態にあるとき
は、上記受信部で受信される映像信号を取り込むように上記映像信号処理部を制御し、上
記受信部で受信される識別情報が静止画コンテンツであることを示す状態にあるときは、
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上記受信部で受信される映像信号の取り込みを停止するように上記映像信号処理部を制御
する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１７】
　無線伝送路で送られてくる、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号および上記所定のコ
ンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を受信する受信ステップと
、
　上記受信ステップで受信された映像信号を処理する映像信号処理ステップと、
　上記受信ステップで受信された識別情報に基づいて、上記映像信号処理ステップの動作
を制御する制御ステップと
　を備えることを特徴とする受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、非圧縮の映像信号を無線送信するための通信システム、映像信号伝送方法
、送信装置、送信方法、受信装置および受信方法に関する。詳しくは、この発明は、所定
のコンテンツの非圧縮の映像信号を無線送信する際に、当該所定のコンテンツが静止画コ
ンテンツであるか否かを識別する識別情報をさらに送ることにより、無駄な帯域占有を回
避し、有限の伝送帯域を有効活用できるようにした通信システム等に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc) レコーダや、セットトップボックス
、その他のＡＶソース（Audio Visual source）から、テレビジョン受像機、プロジェク
タ、その他のディスプレイに対して、デジタル映像信号、すなわち、非圧縮（ベースバン
ド）の映像信号（以下、「画像データ」という）と、その映像信号に付随するデジタル音
声信号（以下、「音声データ」という）とを、高速に伝送する通信インタフェースとして
、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface)が普及しつつある（例えば、特許文
献１参照）。
【０００３】
　ＨＤＭＩについては、画像データと音声データを、高速で、ＨＤＭＩソース（HDMI Sou
rce）からＨＤＭＩシンク（HDMI Sink）に一方向に伝送するＴＭＤＳ(Transition Minimi
zed Differential Signaling)チャネル、ＨＤＭＩソースとＨＤＭＩシンクとの間で双方
向の通信を行うためのＣＥＣライン（Consumer Electronics Control Line）等が規定さ
れている。
【特許文献１】特開２００６－３１９５０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したＨＤＭＩでは、高速伝送を実現するために、ＨＤＭＩケーブルの特性について
劣化のないように定義されているため、長いケーブルの使用には向いていない。そのため
、ソース機器とシンク機器の配置に一定の制限が発生する。
【０００５】
　この制限をなくすために、ワイヤレス伝送技術を用いて解決する提案がなされている。
ワイヤレス伝送になると、ケーブルによる伝送と異なり、ワイヤレスの伝送帯域は有限で
他のシステムとの共存が必要になり、常に伝送帯域を占有することはできない。
【０００６】
　上述の提案においては、ワイヤレス伝送技術を用いて機器間で非圧縮の映像信号を伝送
する際、静止画コンテンツの映像信号であっても、フレームレートによるリフレッシュ周
期で、当該映像信号（ベースバンド画像データ）を再送することが定義されている。しか
し、静止画コンテンツの映像信号であれば、当該映像信号を伝送してしまえば、再送を行
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わなくても、シンク機器で当該映像信号を保持して用いることができる。
【０００７】
　この発明の目的は、無駄な帯域占有を回避し、有限の伝送帯域の有効活用を可能とする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の概念は、
　所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を出力する映像信号出力部と、
　上記所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を発生する
識別情報発生部と、
　上記映像信号出力部から出力される映像信号および上記識別情報発生部で発生される識
別情報を、無線伝送路に送出する送信部と
　を備えることを特徴とする送信装置にある。
【０００９】
　この発明においては、映像信号出力部により所定のコンテンツの非圧縮の映像信号（ベ
ースバンド画像データ）が出力される。また、識別情報発生部により所定のコンテンツが
静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報が発生される。そして、送信部により
上述の映像信号および識別情報が無線伝送路に送出される。
【００１０】
　送信部では、識別情報は、例えば、映像信号に同期して、無線伝送路に送出されるよう
にしてもよい。この場合、例えば、識別情報は映像信号のブランキング期間に挿入された
状態で無線伝送路に送出される。このように映像信号のブランキング期間に識別情報を挿
入する際には、例えば、ＣＥＡ－８６１に規定されているAVI(Auxiliary Video Informat
ion) InfoFrameというパケットを利用できる。このAVI InfoFrameは、本来、映像に関す
る付帯情報をソース機器からシンク機器に送信するためのパケットである。
【００１１】
　送信部では、識別情報は、例えば、映像信号とは非同期に、無線伝送路に送出されるよ
うにしてもよい。この場合、例えば、ＩＥＥＥ１３９４に規定されているAVC Control/Me
ssageパケットを利用できる。
【００１２】
　上述したように、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を無線伝送路に送出する際に、
当該所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報をさらに送出
することで、受信側では、受信された映像信号が静止画コンテンツに係る映像信号である
か否かを識別でき、例えば、受信された映像信号に対する処理を、当該識別結果に基づい
て制御することが可能となる。
【００１３】
　この発明において、例えば、映像信号出力部および識別情報発生部を含むソース機器と
、送信部を含むワイヤレス送信装置とを有し、ソース機器およびワイヤレス送信装置は有
線で接続される、ようにされてもよい。この場合、例えば、ソース機器は、ワイヤレス送
信装置に、識別情報がブランキング期間に挿入された映像信号を、複数のチャネルで、差
動信号により送信するようにされる。つまり、この場合、ソース機器とワイヤレス送信装
置とはＨＤＭＩの通信インタフェースにより接続される。このように、送信装置がソース
機器とワイヤレス送信装置により構成される構造では、無線伝送機能のないソース機器に
、アダプタ形式のワイヤレス送信装置を接続することで、ソース機器で得られる映像信号
および識別情報を無線伝送路に送出することが可能となる。
【００１４】
　また、この発明において、例えば、送信部は、映像信号出力部から出力される映像信号
が静止画コンテンツに係る映像信号であるとき、映像信号および識別情報を所定時間だけ
無線伝送路に送出する、ようにされてもよい。また、この発明において、送信部は、映像
信号出力部から出力される映像信号が静止画コンテンツに係る映像信号であるとき、受信



(6) JP 2008-283561 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

側からの識別情報の確認応答があった場合に、映像信号および識別情報を無線伝送路に送
出することを停止する、ようにされてもよい。
【００１５】
　上述したように、受信側では、識別情報により受信された映像信号が静止画コンテンツ
に係る映像信号であるか否かが識別可能であり、例えば、識別情報が静止画コンテンツに
係る映像信号である場合、映像信号処理部ではその後のフレームの映像信号による取り込
み（リフレッシュ）が停止され、保持されている映像信号が用いられる状態とされる。そ
のため、静止画コンテンツに係る映像信号である場合、上述したように映像信号および識
別情報を無線伝送路に送出することを停止したとしても、問題はない。
【００１６】
　このように、静止画コンテンツに係る映像信号である場合、上述したように映像信号お
よび識別情報の無線伝送路への送出を停止することで、無駄な帯域占有を回避でき、有限
の伝送帯域の有効活用が可能となる。
【００１７】
　また、この発明において、識別情報発生部は、映像信号出力部から出力される映像信号
が、一の静止画コンテンツに係る映像信号から他の静止画コンテンツに係る映像信号に変
化するとき、発生する識別情報を、まず静止画コンテンツでないことを示す状態とし、所
定時間後に静止画コンテンツであることを示す状態に変える、ようにされてもよい。
【００１８】
　上述したように、受信側では、例えば、識別情報が静止画コンテンツに係る映像信号で
ある場合、静止画コンテンツであることを示す識別情報に基づいて、映像信号処理部では
その後のフレームの映像信号による取り込み（リフレッシュ）が停止され、保持されてい
る映像信号が用いられる状態とされる。
【００１９】
　そのため、一の静止画コンテンツに係る映像信号から他の静止画コンテンツに係る映像
信号に変化したとき、その映像信号と共に送信される識別情報が静止画コンテンツである
ことを示す状態にあるとすると、受信側の映像信号処理部では、他の静止画コンテンツに
係る映像信号が取り込まれないという不都合が生じる。上述したように、識別情報発生部
で発生される識別情報の状態が変化することで、受信側の映像信号処理部は、他の静止画
コンテンツに係る映像信号を取り込むようにされ、その後に取り込み（リフレッシュ）を
停止し、保持されている映像信号を用いる状態とされる。
【００２０】
　この発明の他の概念は、
　無線伝送路で送られてくる、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号および上記所定のコ
ンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報を受信する受信部と、
　上記受信部で受信された映像信号を処理する映像信号処理部と、
　上記受信部で受信された識別情報に基づいて、上記映像信号処理部の動作を制御する制
御部と
　を備えることを特徴とする受信装置にある。
【００２１】
　この発明においては、受信部により、無線伝送路で送られてくる、所定のコンテンツの
非圧縮の映像信号および所定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識
別情報が受信される。そして、映像信号処理部により、受信された映像信号が処理される
。映像信号処理部では、例えば、映像信号による画像表示処理が行われる。制御部により
、受信された識別情報に基づいて、映像信号処理部の動作が制御される。
【００２２】
　例えば、映像信号処理部は、受信部で受信される識別情報が静止画コンテンツでないこ
とを示す状態にあるときは、受信部で受信される映像信号を取り込むように制御され、受
信部で受信される識別情報が静止画コンテンツであることを示す状態にあるときは、受信
部で受信される映像信号の取り込みを停止するように制御される。
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【００２３】
　この発明において、例えば、受信部を含むワイヤレス受信装置と、映像信号処理部およ
び制御部を含むシンク機器とを有し、ワイヤレス受信装置およびシンク機器は有線で接続
される、ようにされてもよい。この場合、例えば、ワイヤレス受信装置は、シンク機器に
、識別情報がブランキング期間に挿入された上記映像信号を、複数のチャネルで、差動信
号により送信するようにされる。つまり、この場合、ワイヤレス受信装置とシンク機器と
はＨＤＭＩの通信インタフェースにより接続される。このように、受信装置がワイヤレス
受信装置とシンク機器とにより構成される構造では、無線伝送機能のないシンク機器に、
アダプタ形式のワイヤレス受信装置を接続することで、無線伝送路から映像信号および識
別情報を受信して、シンク機器に供給することが可能となる。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、所定のコンテンツの非圧縮の映像信号を無線送信する際に、当該所
定のコンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報をさらに送るもので
あり、無駄な帯域占有を回避し、有限の伝送帯域を有効活用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。
　図１は、この発明を適用した通信システム１００の構成例を示している。この通信シス
テム１００は、ソース機器１１０と、ワイヤレス送信装置１２０と、ワイヤレス受信装置
１４０と、シンク機器１５０とを有している。
【００２６】
　ソース機器１１０およびワイヤレス送信装置１２０は、送信装置を構成している。つま
り、この送信装置は、無線伝送機能を持たないソース機器１１０に、アダプタ形式のワイ
ヤレス送信装置１２０が接続された構成となっている。ソース機器１１０およびワイヤレ
ス送信装置１２０は、有線、この実施の形態においてはＨＤＭIの通信インタフェースに
より接続されている。ソース機器１１０およびワイヤレス送信装置１２０は、ＨＤＭＩケ
ーブル１３０を介して接続されている。なお、ソース機器１１０およびワイヤレス送信装
置１２０は、ＨＤＭＩケーブル１３０を用いずに、コネクタ同士が直接接続される構成で
あってもよい。
【００２７】
　ソース機器１１０は、制御部１１１と、再生部１１２と、ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソ
ース）１１３とを有している。制御部１１１は、再生部１１２およびＨＤＭＩ送信部１１
３の動作を制御する。再生部１１２は、図示しない記録媒体から、動画コンテンツ、静止
画コンテンツ等の所定のコンテンツの、ベースバンドの画像データ（非圧縮の映像信号）
、およびこの画像データに付随する音声データ（音声信号）を再生し、ＨＤＭＩ送信部１
１３に供給する。再生部１１２における再生コンテンツの選択は、ユーザの操作に基づき
、制御部１１１によって制御される。
【００２８】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１１３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、再生部
１１２から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、ＨＤＭＩケーブル１３０を
介して、ワイヤレス送信装置１２０に一方向に送信する。また、ＨＤＭＩソース１１３は
、送信する画像データ（映像信号）のブランキング期間に、当該画像データが静止画コン
テンツの画像データであるか否かを識別する識別情報を挿入する。上述の制御部１１１は
、この識別情報を発生し、ＨＤＭＩ送信部１１３に供給する。この意味で、制御部１１１
は識別情報発生部を構成している。この識別情報の詳細については、後述する。
【００２９】
　ワイヤレス送信装置１２０は、制御部１２１と、記憶部１２２と、ＨＤＭＩ受信部（Ｈ
ＤＭＩシンク）１２３と、ワイヤレス送受信部１２４とを有している。制御部１２１は、
ＨＤＭＩ受信部１２３およびワイヤレス送受信部１２４の動作を制御する。記憶部１２２
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は、制御部１２１に接続されている。この記憶部１２２には、制御部１２１の制御に必要
な情報等が記憶されている。
【００３０】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉケーブル１３０を介して接続されているソース機器１１０のＨＤＭＩ送信部１１３から
一方向に送信されてくるベースバンドの画像と音声のデータを受信し、ワイヤレス送受信
部１２４に供給する。ワイヤレス送受信部１２４は、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）
１２３から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、所定の周波数帯、例えば６
０ＧＨｚ（ミリ波）帯の信号にアップコンバートして、無線伝送路１７０に送出する。
【００３１】
　ワイヤレス受信装置１４０およびシンク機器１５０は、受信装置を構成している。つま
り、この受信装置は、無線伝送機能を持たないシンク機器１５０に、アダプタ形式のワイ
ヤレス受信装置１４０が接続された構成となっている。ワイヤレス受信装置１４０および
シンク機器１５０は、有線、この実施の形態においてはＨＤＭIの通信インタフェースに
より接続されている。ワイヤレス受信装置１４０およびシンク機器１５０は、ＨＤＭＩケ
ーブル１６０を介して接続されている。なお、ワイヤレス受信装置１４０およびシンク機
器１５０は、ＨＤＭＩケーブル１６０を用いずに、コネクタ同士が直接接続される構成で
あってもよい。
【００３２】
　ワイヤレス受信装置１４０は、制御部１４１と、ワイヤレス送受信部１４２と、ＨＤＭ
Ｉ送信部（ＨＤＭＩソース）１４３とを有している。制御部１４１は、ワイヤレス送受信
部１４２およびＨＤＭＩ送信部１４３の動作を制御する。ワイヤレス送受信部１４２は、
無線伝送路１７０から上述したように所定の周波数帯にアップコンバートされた信号を受
信し、当該信号にダウンコンバートの処理を施して、上述したベースバンドの画像と音声
のデータを得る。そして、このワイヤレス受信部１４２は、得られたベースバンドの画像
と音声のデータをＨＤＭＩ送信部１４３に供給する。
【００３３】
　ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１４３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ワイヤ
レス送受信部１４２から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、ＨＤＭＩケー
ブル１６０を介して、シンク機器１５０に一方向に送信する。
【００３４】
　シンク機器１５０は、制御部１５１と、記憶部１５２と、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシ
ンク）１５３と、表示部１５４とを有している。ここで、表示部１５４は、映像信号処理
部を構成している。制御部１５１は、ＨＤＭＩ受信部１５３および表示部１５４の動作を
制御する。記憶部１５１は、制御部１５１に接続されている。この記憶部１５２には、制
御部１５１の制御に必要な、Ｅ－ＥＤＩＤ(Enhanced-Extended Display Identification.
)等の情報が記憶されている。
【００３５】
　ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１５３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭ
Ｉケーブル１６０を介して接続されているワイヤレス受信装置１４０のＨＤＭＩ送信部（
ＨＤＭＩソース）１４３から一方向に送信されてくるベースバンドの画像と音声のデータ
を受信する。ＨＤＭＩ受信部１５３は、受信した画像データを表示部１５４に供給する。
また、ＨＤＭＩ受信部１５３は、受信した音声のデータを、例えば、図示しないスピーカ
に供給する。スピーカからは、受信した音声データによる音声が出力される。
【００３６】
　また、ＨＤＭＩ受信部１５３は、受信した画像データのブランキング期間に挿入されて
いる識別情報（画像データが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別する識別
情報）を取得し、制御部１５１に供給する。制御部１５１は、当該識別情報に基づいて、
表示部１５４における、画像データに対する処理動作を制御する。表示部１５４は、例え
ば、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)、有機ＥＬ(ElectroLuminescence)、ＣＲＴ(Cathod
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e Ray Tube)等の表示素子を用いて構成される。
【００３７】
　図２は、図１の通信システム１００におけるソース機器１１０のＨＤＭＩ送信部（ＨＤ
ＭＩソース）１１３と、ワイヤレス送信装置１２０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）
１２３の構成例を示している。
【００３８】
　ＨＤＭＩ送信部１１３は、ある垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間（以下、
適宜、「ビデオフィールド」という）から、水平ブランキング期間および垂直ブランキン
グ期間を除いた区間である有効画像区間（以下、適宜、「アクティブビデオ区間」という
）において、ベースバンド（非圧縮）の一画面分の画像データの差動信号を、複数のチャ
ネルで、ＨＤＭＩ受信部１２３に一方向に送信する。また、ＨＤＭＩ送信部１１３は、水
平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、画像データに付随する音声デ
ータおよび制御パケット（Control Packet）、さらにその他の補助データ等に対応する差
動信号を、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ受信部１２３に一方向に送信する。
【００３９】
　ＨＤＭＩ送信部１１３は、ソース信号処理部７１およびＨＤＭＩトランスミッタ７２を
有する。ソース信号処理部７１には、再生部１１２（図１参照）から、ベースバンドの非
圧縮の画像（Video）および音声（Audio）のデータが供給される。ソース信号処理部７１
は、供給される画像および音声のデータに必要な処理を施し、ＨＤＭＩトランスミッタ７
２に供給する。また、ソース信号処理部７１は、ＨＤＭＩトランスミッタ７２との間で、
必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報（Control/Status）等をやりと
りする。
【００４０】
　ＨＤＭＩトランスミッタ７２は、ソース信号処理部７１から供給される画像データを、
対応する差動信号に変換し、複数のチャネルである３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，
＃２で、ＨＤＭＩケーブル１３０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２３に、一方
向に送信する。
【００４１】
　さらに、トランスミッタ７２、ソース信号処理部７１から供給される、非圧縮の画像デ
ータに付随する音声データや制御パケットその他の補助データ（auxiliary data）と、垂
直同期信号（VSYNC）、水平同期信号（HSYNC）等の制御データ（control data）とを、対
応する差動信号に変換し、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブ
ル１３０を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２３に、一方向に送信する。
【００４２】
　また、トランスミッタ７２は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で送信する画
像データに同期したピクセルクロックを、ＴＭＤＳチャネルで、ＨＤＭＩケーブル１３０
を介して接続されているＨＤＭＩ受信部１２３に送信する。
【００４３】
　ＨＤＭＩ受信部１２３は、アクティブビデオ区間において、複数チャネルで、ＨＤＭＩ
送信部１１３から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号を受信すると
共に、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、複数のチャネルで、
ＨＤＭＩ送信部１１３から送信されてくる、補助データや制御データに対応する差動信号
を受信する。
【００４４】
　ＨＤＭＩ受信部１２３は、ＨＤＭＩレシーバ８１およびシンク信号処理部８２を有する
。ＨＤＭＩレシーバ８１は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル１
３０を介して接続されているＨＤＭＩ送信部１１３から一方向に送信されてくる、画像デ
ータに対応する差動信号と、補助データや制御データに対応する差動信号を、同じくＨＤ
ＭＩ送信部１１３からＴＭＤＳクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロックに同
期して受信する。さらに、ＨＤＭＩレシーバ８１は、差動信号を、対応する画像データ、
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補助データ、制御データに変換し、必要に応じて、シンク信号処理部８２に供給する。
【００４５】
　シンク信号処理部８２は、ＨＤＭＩレシーバ８１から供給されるデータに必要な処理を
施し、ワイヤレス送受信部１２４に供給する。その他、シンク信号処理部８２は、ＨＤＭ
Ｉレシーバ８１との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報（Co
ntrol/Status）等をやりとりする。
【００４６】
　ＨＤＭＩの伝送チャネルには、ＨＤＭＩ送信部１１３からＨＤＭＩ受信部１２３に対し
て、画像データ、補助データ、および制御データを、ピクセルクロックに同期して、一方
向にシリアル伝送するための３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２と、ピクセルクロ
ックを伝送する伝送チャネルとしてのＴＭＤＳクロックチャネルとの他に、ＤＤＣ(Displ
ay Data Channel)、さらには、ＣＥＣラインと呼ばれる伝送チャネルがある。
【００４７】
　図３は、図２のＨＤＭＩトランスミッタ７２とＨＤＭＩレシーバ８１の構成例を示して
いる。
【００４８】
　ＨＤＭＩトランスミッタ７２は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ
対応する３つのエンコーダ／シリアライザ７２Ａ，７２Ｂ，７２Ｃを有する。そして、エ
ンコーダ／シリアライザ７２Ａ，７２Ｂ，７２Ｃのそれぞれは、そこに供給される画像デ
ータ、補助データ、制御データをエンコードし、パラレルデータからシリアルデータに変
換して、差動信号により送信する。ここで、画像データが、例えばＲ（赤），Ｇ（緑），
Ｂ（青）の３成分を有する場合、Ｂ成分（Ｂ component）はエンコーダ／シリアライザ７
２Ａに供給され、Ｇ成分（Ｇcomponent）はエンコーダ／シリアライザ７２Ｂに供給され
、Ｒ成分（Ｒ component）はエンコーダ／シリアライザ７２Ｃに供給される。
【００４９】
　また、補助データとしては、例えば、音声データや制御パケットがあり、制御パケット
は、例えば、エンコーダ／シリアライザ７２Ａに供給され、音声データは、エンコーダ／
シリアライザ７２Ｂ，７２Ｃに供給される。
【００５０】
　さらに、制御データとしては、１ビットの垂直同期信号（VSYNC）、１ビットの水平同
期信号（HSYNC）、および、それぞれ１ビットの制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１，ＣＴＬ
２，ＣＴＬ３がある。垂直同期信号および水平同期信号は、エンコーダ／シリアライザ７
２Ａに供給される。制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１はエンコーダ／シリアライザ７２Ｂに
供給され、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３はエンコーダ／シリアライザ７２Ｃに供給され
る。
【００５１】
　エンコーダ／シリアライザ７２Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分、垂直同期
信号および水平同期信号、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコー
ダ／シリアライザ７２Ａは、そこに供給される画像データのＢ成分を、固定のビット数で
ある８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ａは
、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃
０で送信する。
【００５２】
　また、エンコーダ／シリアライザ７２Ａは、そこに供給される垂直同期信号および水平
同期信号の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ａは、そこに供給
される補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリア
ライザ７２Ａは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭ
ＤＳチャネル＃０で送信する。
【００５３】



(11) JP 2008-283561 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

　エンコーダ／シリアライザ７２Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分、制御ビッ
トＣＴＬ０，ＣＴＬ１、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ７２Ｂは、そこに供給される画像データのＧ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ｂは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃１
で送信する。
【００５４】
　また、エンコーダ／シリアライザ７２Ｂは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ０，Ｃ
ＴＬ１の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ｂは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ７２Ｂは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃１で送信する。
【００５５】
　エンコーダ／シリアライザ７２Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分、制御ビッ
トＣＴＬ２，ＣＴＬ３、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ
／シリアライザ７２Ｃは、そこに供給される画像データのＲ成分を、固定のビット数であ
る８ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ｃは、
そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤＳチャネル＃２
で送信する。
【００５６】
　また、エンコーダ／シリアライザ７２Ｃは、そこに供給される制御ビットＣＴＬ２，Ｃ
ＴＬ３の２ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。さらに、エンコーダ／シリアライザ７２Ｃは、そこに供給さ
れる補助データを４ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ／シリアラ
イザ７２Ｃは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、ＴＭＤ
Ｓチャネル＃２で送信する。
【００５７】
　ＨＤＭＩレシーバ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２にそれぞれ対応す
る３つのリカバリ／デコーダ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃを有する。そして、リカバリ／デコ
ーダ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃのそれぞれは、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で差動信
号により送信されてくる画像データ、補助データ、制御データを受信する。さらに、リカ
バリ／デコーダ８１Ａ，８１Ｂ，８１Ｃのそれぞれは、画像データ、補助データ、制御デ
ータを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、さらにデコードして出力する。
【００５８】
　すなわち、リカバリ／デコーダ８１Ａは、ＴＭＤＳチャネル＃０で差動信号により送信
されてくる画像データのＢ成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを受信す
る。そして、リカバリ／デコーダ８１Ａは、その画像データのＢ成分、垂直同期信号およ
び水平同期信号、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコード
して出力する。
【００５９】
　リカバリ／デコーダ８１Ｂは、ＴＭＤＳチャネル＃１で差動信号により送信されてくる
画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８１Ｂは、その画像データのＧ成分、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
【００６０】
　リカバリ／デコーダ８１Ｃは、ＴＭＤＳチャネル＃２で差動信号により送信されてくる
画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３、補助データを受信する。そして、
リカバリ／デコーダ８１Ｃは、その画像データのＲ成分、制御ビットＣＴＬ２，ＣＴＬ３
、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。
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【００６１】
　図４は、ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で各種の伝送データが伝
送される伝送区間（期間）の例を示している。なお、図４は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃
１，＃２において、横×縦が７２０×４８０画素のプログレッシブの画像が伝送される場
合の、各種の伝送データの区間を示している。
【００６２】
　ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で伝送データが伝送されるビデオ
フィールド（Video Field）には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間（Video
Data period）、データアイランド区間（Data Island period）、およびコントロール区
間（Control period）の３種類の区間が存在する。
【００６３】
　ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ（active edg
e）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平ブランキング期間
（horizontal blanking）、垂直ブランキング期間（verticalblanking）、並びに、ビデ
オフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間
であるアクティブビデオ区間（Active Video）に分けられる。
【００６４】
　ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間
では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する７２０画素×４８０ライン分の有効画素
（Active pixel）のデータが伝送される。
【００６５】
　データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブ
ランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間で
は、補助データ（Auxiliary data）が伝送される。
【００６６】
　すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の
一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。
【００６７】
　コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り
当てられている。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデー
タである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
【００６８】
　ここで、現行のＨＤＭＩでは、ＴＭＤＳクロックチャネルで伝送されるピクセルクロッ
クの周波数は、例えば１６５ＭＨｚであり、この場合、データアイランド区間の伝送レー
トは約５００Ｍbps程度である。
【００６９】
　上述したように、データアイランド区間およびコントロール区間では、いずれも、補助
データが伝送されるが、その区別は、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１によって行われる。
すなわち、図５は、制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１と、データアイランド区間およびコン
トロール区間との関係を示している。
【００７０】
　制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１は、例えば、図５の上から１番目に示すように、デバイ
スイネーブル（device enable）状態と、デバイスディセーブル（device disable）状態
との２つの状態を表すことができる。なお、図５の上から１番目では、デバイスイネーブ
ル状態をＨ(High)レベルで表しており、デバイスディセーブル状態をＬ(Low)レベルで表
している。制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１は、データアイランド区間では、デバイスディ
セーブル状態となり、コントロール区間では、デバイスイネーブル状態となり、これによ
り、データアイランド区間とコントロール区間とが区別される。
【００７１】
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　制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１がデバイスディセーブル状態としてのＬレベルとなるデ
ータアイランド区間では、図５の上から２番目に示すように、補助データのうちの、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データ等が伝送される。一方、制御ビットＣＴ
Ｌ０，ＣＴＬ１がデバイスイネーブル状態としてのＨレベルとなるコントロール区間では
、図５の上から３番目に示すように、補助データのうちの、制御に関係するデータである
、例えば、制御パケットやプリアンブル等が伝送される。その他、コントロール区間では
、図５の上から４番目に示すように、垂直同期信号および水平同期信号も伝送される。
【００７２】
　なお、詳細説明は省略するが、図１の通信システム１００におけるワイヤレス受信装置
１４０のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１４３と、シンク機器１５０のＨＤＭＩ受信
部（ＨＤＭＩシンク）１５３も、上述したＨＤＭＩ送信部１１３、ＨＤＭＩ受信部１２３
と同様に構成されている。
【００７３】
　次に、上述したように、ソース機器１１０のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１１３
において、画像データ（映像信号）のブランキング期間に挿入される識別情報（画像デー
タが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別する識別情報）ＳＰＦ(Still Pic
ture Flag)について、説明する。
【００７４】
　図６は、上述したデータアイランド区間に配置される、ＡＶＩ(Auxiliary Video Infor
mation)InfoFrameパケットのデータ構造を示している。ＨＤＭＩでは、当該ＡＶＩInfoFr
ameパケットにより、画像に関する付帯情報をソース機器からシンク機器に伝送可能とな
っている。ＡＶＩInfoFrameは映像フレーム毎に１回伝送されるため、映像信号のフォー
マット等が変更になった場合には、このＡＶＩInfoFrameのデータを変更することでシン
ク機器側に通知される。
【００７５】
　図６に示すデータ構造において、第１～第３のバイトはヘッダを構成している。第１バ
イトにはパケットタイプが記述され、ここでは、本発明で使用されるＡＶＩInfoFrameパ
ケットを示す「０ｘ８２（８２１６）」となっている。第２バイトには、バージョン情報
が記述される。第３バイトには、パケット長を表す情報が記述され、ここでは、「０ｘＤ
（１３）」となっている。
【００７６】
　この実施の形態において、識別情報ＳＰＦは、図６のデータ構造に示すように、ＡＶＩ
InfoFrameパケットの第８バイト（Data Byte5）、第４ビットに配置される。例えば、Ｓ
ＰＦ＝「１」の状態は、静止画コンテンツの画像データであることを示す。また、例えば
、ＳＰＦ＝「０」の状態は、静止画コンテンツの画像データではないことを示す。
【００７７】
　図１に示す通信システム１００の動作を説明する。ソース機器１１０の再生部１１２で
、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツの再生が行われる。再生部１１２で得
られる所定のコンテンツに係るベースバンド（非圧縮）の画像および音声のデータは、Ｈ
ＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１１３に供給される。また、制御部１１１からは、上述
の再生部１１２で再生される所定のコンテンツが、静止画コンテンツであるか否かを示す
識別情報ＳＰＦが発生される。この識別情報ＳＰＦは、制御部１１１からＨＤＭＩ送信部
（ＨＤＭＩソース）１１３に供給される。
【００７８】
　ＨＤＭＩ送信部１１３では、画像データのブランキング期間に、識別情報ＳＰＦが挿入
される。すなわち、このＨＤＭＩ送信部１１３では、画像データのブランキング期間に挿
入される上述のＡＶＩInfoFrameパケットの第８バイト（Data Byte5）、第４ビットに、
識別情報ＳＰＦが配置される。
【００７９】
　そして、ＨＤＭＩ送信部１１３では、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ブランキング期
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間に識別情報ＳＰＦが挿入された画像データおよび音声データが、ＨＤＭＩケーブル１３
０を介して、ワイヤレス送信装置１２０に一方向に送信される。
【００８０】
　ワイヤレス送信装置１２０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２３では、ＨＤＭＩ
に準拠した通信により、ソース機器１１０のＨＤＭＩ送信部１１３から一方向に送信され
てくるベースバンドの画像と音声のデータが受信され、ワイヤレス送受信部１２４に供給
される。ワイヤレス送受信部１２４では、ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１２３から
供給されるベースバンドの画像と音声のデータが、所定の周波数帯、例えば６０ＧＨｚ（
ミリ波）帯の信号にアップコンバートされて、無線伝送路１７０に送出される。
【００８１】
　また、ワイヤレス受信装置１４０のワイヤレス送受信部１４２では、無線伝送路１７０
から上述したように所定の周波数帯にアップコンバートされた信号が受信され、当該信号
にダウンコンバートの処理が施されて、上述したベースバンド（非圧縮）の画像と音声の
データが得られる。このようにワイヤレス受信部１４２で得られるベースバンドの画像と
音声のデータは、ＨＤＭＩ送信部１４３に供給される。ＨＤＭＩ送信部１４３では、ＨＤ
ＭＩに準拠した通信により、ワイヤレス送受信部１４２から供給されるベースバンドの画
像と音声のデータが、ＨＤＭＩケーブル１６０を介して、シンク機器１５０に一方向に送
信される。
【００８２】
　シンク機器１５０のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）１５３では、ＨＤＭＩに準拠し
た通信により、ワイヤレス受信装置１４０のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）１４３か
ら一方向に送信されてくるベースバンドの画像と音声のデータが受信される。ＨＤＭＩ受
信部１５３で受信されたベースバンド（非圧縮）の画像データは表示部１５４に供給され
る。この表示部１５４では、ＨＤＭＩ受信部１５３から供給される画像データが処理され
、当該画像データによる画像が表示される。また、ＨＤＭＩ受信部１５３で受信されたベ
ースバンド（非圧縮）の音声データは、図示しないスピーカに供給され、当該音声データ
による音声が出力される。
【００８３】
　また、ＨＤＭＩ受信部１５３では、画像データのブランキング期間に挿入されていた識
別情報ＳＰＦが取得され、この識別情報ＳＰＦは制御部１５１に供給される。そして、表
示部１５４における動作が、識別情報ＳＰＦに基づいて制御される。すなわち、識別情報
ＳＰＦが「０」で静止画コンテンツでないことを示す状態にあるとき、表示部１５４は、
ＨＤＭＩ受信部１５３で得られた画像データを取り込むように制御される。この場合、表
示部１５４は、フレームレート毎に、表示がリフレッシュされる、リフレッシュ制御状態
となる。
【００８４】
　また、識別情報ＳＰＦが「１」で静止画コンテンツであることを示す状態にあるとき、
表示部１５４は、ＨＤＭＩ受信部１５３で得られた画像データの取り込みを停止するよう
に制御される。この場合、表示部１５４は、取り込み停止前に保持された画像データを用
いた表示を行う、静止制御状態となる。
【００８５】
　上述したソース機器１１０では、再生部１１２で静止画コンテンツが再生される場合、
当該再生部１１２からはフレームレート毎に、同一の画像データが繰り返し得られ、上述
したようにワイヤレス送信装置１２０により所定の周波数帯域にアップコンバートされて
無線伝送路１７０に送出されるが、このような静止画コンテンツに係る画像データの送信
は所定時間だけ行われ、その後は停止される。
【００８６】
　上述したように、シンク機器１５０では、ＨＤＭＩ受信部１５３で受信された画像デー
タが静止画コンテンツの画像データである場合、静止画コンテンツであることを示す状態
にある識別情報ＳＰＦが取得された後のフレームの画像データの取り込み（リフレッシュ



(15) JP 2008-283561 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

）が停止され、保持されている画像データによる静止画表示が行われる。そのため、再生
部１１２で静止画コンテンツが再生される場合、上述したように画像データを無線伝送路
１７０に送出することを所定時間だけで停止したとしても問題はない。このように画像デ
ータの送出が停止されることで、無駄な帯域占有が回避され、有限の伝送帯域の有効活用
が可能となる。
【００８７】
　また、上述したソース機器１１０では、再生部１１２で再生される静止画コンテンツが
ある静止画コンテンツから他の静止画コンテンツにチェンジされる場合、制御部１１１で
発生される識別情報ＳＰＦは、まず静止画コンテンツでないことを示す状態とされ、所定
時間後に静止画コンテンツであることを示す状態に変えられる。
【００８８】
　上述したように、シンク機器１５０では、ＨＤＭＩ受信部１５３で受信された画像デー
タが静止画コンテンツの画像データである場合、静止画コンテンツであることを示す状態
にある識別情報ＳＰＦが取得された後のフレームの画像データの取り込み（リフレッシュ
）が停止され、保持されている画像データによる静止画表示が行われる。
【００８９】
　そのため、ある静止画コンテンツから他の静止画コンテンツにチェンジされる場合、当
該他の静止画コンテンツの画像データと共に送信される識別情報ＳＰＦが静止画コンテン
ツであることを示す状態にあるとすると、シンク機器１５０の制御部１５１は識別情報Ｓ
ＰＦが静止画コンテンツであることを示す状態のままにあると認識し、この制御部１５１
で制御される表示部１５４は、画像データの取り込みを停止した状態のままとされ、当該
表示部１５４にＨＤＭＩ受信部１５３で受信された他の静止画コンテンツの画像データは
取り込まれなくなる。
【００９０】
　ソース機器１１０の制御部１１１で発生される識別情報ＳＰＦの状態が上述したように
変化していくことで、シンク機器１５０の表示部１５４では、他の静止画コンテンツの画
像データの取り込みが行われ、その後に、再び画像データの取り込みが停止され、保持さ
れている画像データを用いる状態とされる。
【００９１】
　図７は、ソース機器１１０とシンク機器１５０との間の制御シーケンスの一例を示して
いる。
【００９２】
　（ａ）ソース機器１１０の再生部１１２で再生されるコンテンツが、ユーザ操作に基づ
いて、動画コンテンツから静止画コンテンツＳＰ１に変更されると、（ｂ）再生部１１２
から、当該静止画コンテンツＳＰ１の画像データが、フレームレートによるリフレッシュ
周期で繰り返し出力され、シンク機器１５０に送信される。（ｃ）この静止画コンテンツ
ＳＰ１の画像データと共に送信されるＡＶＩInfoFrame内の識別情報ＳＰＦは、静止画コ
ンテンツであることを示す状態、例えば「１」とされている。
【００９３】
　（ｄ）シンク機器１５０の表示部１５４は、最初、ソース機器１１０から送られてくる
静止画コンテンツＳＰ１の画像データの取り込みを行う。しかし、当該画像データと共に
送られてくる識別情報ＳＰＦが静止画コンテンツであることを示す状態「１」にあること
から、表示部１５４は、その後、画像データの取り込みを停止し、保持されている画像デ
ータを用いた表示を行う静止制御状態に移る。
【００９４】
　（ｅ）ソース機器１１０は、所定時間後に、再生部１１２からの静止画コンテンツＳＰ
１の再生を停止し、当該静止画コンテンツＳＰ１の画像データを、シンク機器１５０に送
信することを停止する。
【００９５】
　（ｆ）その後、ソース機器１１０の再生部１１２で再生されるコンテンツが、ユーザ操
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作に基づいて、静止画コンテンツＳＰ１から他の静止画コンテンツＳＰ２に変更されると
、（ｇ）ソース機器１１０の再生部１１２から、当該静止画コンテンツＳＰ２の画像デー
タが、フレームレートによるリフレッシュ周期で繰り返し出力され、シンク機器１５０に
送信される。（ｈ）この静止画コンテンツＳＰ２の画像データと共に送信されるＡＶＩIn
foFrame内の識別情報ＳＰＦは、最初、静止画コンテンツでないことを示す状態「０」に
設定されている。（ｉ）そのため、シンク機器１５０の表示部１５４の静止制御状態は解
除され、当該表示部１５４は静止画コンテンツＳＰ２の画像データを取り込み、フレーム
レート毎に表示をリフレッシュするリフレッシュ制御状態となる。
【００９６】
　（ｊ）その後、ソース機器１１０の制御部１１１で発生される、静止画コンテンツＳＰ
２の画像データと共に送信されるＡＶＩInfoFrame内の識別情報ＳＰＦが、静止画コンテ
ンツであることを示す状態「１」に変更される。（ｋ）シンク機器１５０の表示部１５４
は、静止画コンテンツＳＰ２の画像データと共に送られてくる識別情報ＳＰＦが静止画コ
ンテンツであることを示す状態「１」に変わることから、画像データの取り込みを停止し
、保持されている画像データを用いた表示を行う静止制御状態に移る。
【００９７】
　（ｌ）ソース機器１１０は、所定時間後に、再生部１１２からの静止画コンテンツＳＰ
２の再生を停止し、当該静止画コンテンツＳＰ２の画像データを、シンク機器１５０に送
信することを停止する。
【００９８】
　上述したように図１に示す通信システム１００においては、ソース機器１１０からシン
ク機器１５０に所定のコンテンツのベースバンド（非圧縮）の画像データが送信される際
、当該画像データのブランキング期間に配置されたＡＶＩInfoFrameパケットに、所定の
コンテンツが静止画コンテンツであるか否かを識別する識別情報ＳＰＦが挿入されるもの
である。
【００９９】
　そのため、シンク機器１５０において、制御部１５１は、識別情報ＳＰＦに基づいて、
送られてくる画像データが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別できる。そ
して、静止画コンテンツの画像データである場合、表示部１５４は、制御部１５１の制御
により、画像データの取り込みを停止し、保持されている画像データを用いた表示を行う
静止制御状態となる。
【０１００】
　そして、ソース機器１１０は、所定時間後に、再生部１１２からの静止画コンテンツの
再生を停止し、当該静止画コンテンツの画像データをシンク機器１５０に送信することを
停止することができる。これにより、静止画コンテンツの画像データの再送による無駄な
帯域占有を回避でき、有限の伝送帯域を有効活用できるようになる。
【０１０１】
　次に、この発明の他の実施の形態について説明する。図８は、この発明を適用した他の
通信システム２００の構成例を示している。この通信システム２００は、ソース機器２１
０と、シンク機器２２０とにより構成されている。ソース機器２１０およびシンク機器２
２０はいずれも無線伝送機能を持っている。
【０１０２】
　ソース機器２１０は、制御部２１１と、記憶部２１２と、再生部２１３と、ワイヤレス
送受信部２１４とを有している。制御部２１１は、再生部２１３およびワイヤレス送受信
部２１４の動作を制御する。記憶部２１２は、制御部２１１に接続されている。この記憶
部２１２には、制御部２１１の制御に必要な情報等が記憶されている。
【０１０３】
　再生部２１３は、動画コンテンツ、静止画コンテンツ等の所定のコンテンツの、ベース
バンドの画像データ（非圧縮の映像信号）、およびこの画像データに付随する音声データ
（音声信号）を再生し、ワイヤレス送受信部２１４に供給する。再生部２１３における再
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生コンテンツの選択は、ユーザの操作に基づき、制御部２１１によって制御される。また
、制御部２１１は、上述したように再生部２１３からワイヤレス送受信部２１４に供給さ
れる画像データが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別する識別情報を発生
し、ワイヤレス送受信部２１４に供給する。
【０１０４】
　ワイヤレス送受信部２１４は、再生部２１３から供給されるベースバンドの画像と音声
のデータを、所定の周波数帯、例えば６０ＧＨｚ（ミリ波）帯の信号にアップコンバート
して、無線伝送路２３０に送出する。また、ワイヤレス送受信部２１４は、制御部２１１
から供給される識別情報を、上述の所定の周波数帯の信号にアップコンバートして、無線
伝送路２３０に送出する。この場合、識別情報は、画像データとは非同期に、無線伝送路
２３に送出される。
【０１０５】
　シンク機器２２０は、制御部２２１と、記憶部２２２と、ワイヤレス送受信部２２３と
、表示部２２４とを有している。表示部２２４は、映像信号処理部を構成している。制御
部２２１は、ワイヤレス送受信部２２３および表示部２２４の動作を制御する。記憶部２
２２は、制御部２２１に接続されている。この記憶部２２２には、制御部２２１の制御に
必要な、Ｅ－ＥＤＩＤ(Enhanced-Extended Display Identification.)等の情報が記憶さ
れている。
【０１０６】
　ワイヤレス送受信部２２３は、無線伝送路２３０から上述したように所定の周波数帯に
アップコンバートされた信号を受信し、当該信号にダウンコンバートの処理を施して、上
述したベースバンドの画像と音声のデータ、および識別情報（画像データが静止画コンテ
ンツの画像データであるか否かを識別する識別情報）を得る。
【０１０７】
　ワイヤレス送受信部２２３は、得られたベースバンドの画像データを表示部２２４に供
給する。また、ワイヤレス受信部２２３は、得られた音声のデータを、例えば、図示しな
いスピーカに供給する。スピーカからは、受信した音声データによる音声が出力される。
また、ワイヤレス送受信部２２３は、得られた識別情報を制御部２２１に供給する。制御
部２２１に供給する。制御部２２１は、当該識別情報に基づいて、表示部２２４における
、画像データに対する処理動作を制御する。表示部２２４は、例えば、ＬＣＤ(Liquid Cr
ystal Display)、有機ＥＬ(ElectroLuminescence)、ＣＲＴ(Cathode Ray Tube)等の表示
素子を用いて構成される。
【０１０８】
　次に、上述したように、ソース機器２１０の制御部２１１で発生される識別情報（画像
データが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別する識別情報）について、説
明する。
【０１０９】
　この実施の形態においては、上述の識別情報を送信するために、例えば、図９にデータ
構造を示す、AVC Control/Messageパケットを用いる。つまり、ソース機器２１０の制御
部２１１は、識別情報を送信する際、当該AVC Control/Messageパケットを発生する。
【０１１０】
　図９に示すデータ構造において、第０バイトにはバージョン（version）が記述され、
ここでは、デバイス制御の「0x01」が記述される。第１バイトには、シーケンスナンバー
（Sequence Number）が記述される。このシーケンスナンバーはパケットの連続性を示す
ものであるが、ここでは必要がないので、「0x00」が記述される。第２バイトには、オペ
コード（Opcode）およびオペランド（Operand）のデータ長を表す情報が記述され、ここ
では、「0x04」が記述される。第３～第４バイトには、出力フォーマットの通知を示すオ
ペコードが記述され、ここでは、「0x0012」とされる。そして、第５～第６バイトには、
上述した識別情報ＳＰＦとしてのオペランドが記述される。例えば、静止画コンテンツで
あることを示す場合には「0x8000」とされ、静止画コンテンツでないことを示す場合には
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「0x0000」とされる。
【０１１１】
　なお、シンク機器２２０からソース機器２１０へのレスポンスにも、図９に示すデータ
構造のAVC Control/Messageパケットが使用される。その場合、例えば、オペコードは「0
x0013」とされ、オペランドは「0x0000」（受付）もしくは「0x0100」（未）とされる。
【０１１２】
　図８に示す通信システム２００の動作を説明する。ソース機器２１０の再生部２１３で
、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツの再生が行われる。再生部２１３で得
られる所定のコンテンツに係るベースバンド（非圧縮）の画像および音声のデータは、ワ
イヤレス送受信部２１４に供給される。ワイヤレス送受信部２１４では、再生部２１３か
ら供給されるベースバンドの画像と音声のデータが、所定の周波数帯、例えば６０ＧＨｚ
（ミリ波）帯の信号にアップコンバートされて、無線伝送路２３０に送出される。
【０１１３】
　また、制御部２１１では、再生部２１３で再生される所定のコンテンツが静止画コンテ
ンツであるか否かを示す識別情報ＳＰＦを含む、上述のAVC Control/Messageパケット（
図９参照）が発生される。このAVC Control/Messageパケットは、ワイヤレス送受信部２
１４に供給される。ワイヤレス送受信部２１４では、制御部２１１から供給されるAVC Co
ntrol/Messageパケットが、所定の周波数帯、例えば６０ＧＨｚ（ミリ波）帯の信号にア
ップコンバートされて、無線伝送路２３０に送出される。
【０１１４】
　また、シンク機器２２０のワイヤレス送受信部２２３では、無線伝送路２３０から上述
したように所定の周波数帯にアップコンバートされた信号が受信され、当該信号にダウン
コンバートの処理が施されて、上述したベースバンド（非圧縮）の画像と音声のデータ、
および識別情報ＳＰＦを含むAVC Control/Messageパケットが得られる。
【０１１５】
　ワイヤレス送受信部２２３で得られたベースバンド（非圧縮）の画像データは表示部２
２４に供給される。この表示部２２４では、ワイヤレス送受信部２２３から供給される画
像データが処理され、当該画像データによる画像が表示される。また、ワイヤレス送受信
部２２３で得られたベースバンド（非圧縮）の音声データは、図示しないスピーカに供給
され、当該音声データによる音声が出力される。
【０１１６】
　また、ワイヤレス送受信部２２３で得られた、識別情報ＳＰＦを含むAVC Control/Mess
ageパケットは制御部２２１に供給される。そして、表示部２２４における動作が、識別
情報ＳＰＦに基づいて制御される。すなわち、識別情報ＳＰＦ、つまりオペランドが静止
画コンテンツでないことを示す状態にあるとき（reset SPF）、表示部２２４は、ワイヤ
レス送受信部２２３で得られた画像データを取り込むように制御される。この場合、表示
部２２４は、フレームレート毎に、表示がリフレッシュされる、リフレッシュ制御状態と
なる。
【０１１７】
　また、識別情報ＳＰＦ、つまりオペランドが静止画コンテンツであることを示す状態に
あるとき（set SPF）、表示部２２４は、ワイヤレス送受信部２２３で得られた画像デー
タの取り込みを停止するように制御される。この場合、表示部２２４では、取り込み停止
前に保持された画像データを用いた表示を行う、静止制御状態となる。
【０１１８】
　上述したソース機器２１０では、再生部２１３で静止画コンテンツが再生される場合、
当該再生部２１３からはフレームレート毎に、同一の画像データが繰り返し得られ、上述
したようにワイヤレス送受信部２１４から無線伝送路２３０に送出されるが、このような
静止画コンテンツに係る画像データの送信は、シンク機器２２０から、静止画コンテンツ
であることを示す識別情報ＳＰＦの確認応答（レスポンス）があった場合、その後は停止
される。なお、この確認応答は、上述したように、AVC Control/Messageパケットを用い
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て行われる。
【０１１９】
　上述したように、シンク機器２２０では、ワイヤレス送受信部２２３で受信された画像
データが静止画コンテンツの画像データである場合、静止画コンテンツであることを示す
状態にある識別情報ＳＰＦが取得された後のフレームの画像データの取り込み（リフレッ
シュ）が停止され、保持されている画像データによる静止画表示が行われる。そのため、
再生部２１３で静止画コンテンツが再生される場合、上述したように画像データを無線伝
送路２３０に送出することを、識別情報ＳＰＦの確認応答（レスポンス）があった後に停
止したとしても問題はない。このように画像データの送出が停止されることで、無駄な帯
域占有が回避され、有限の伝送帯域の有効活用が可能となる。
【０１２０】
　また、上述したソース機器２１０では、再生部２１３で再生される静止画コンテンツが
ある静止画コンテンツから他の静止画コンテンツにチェンジされる場合、制御部２１１で
発生される識別情報ＳＰＦは、まず静止画コンテンツでないことを示す状態（reset SPF
）とされ、所定時間後に静止画コンテンツであることを示す状態（setSPF）に変えられる
。
【０１２１】
　上述したように、シンク機器２２０では、ワイヤレス送受信部２２３で得られた画像デ
ータが静止画コンテンツの画像データである場合、静止画コンテンツであることを示す状
態にある識別情報ＳＰＦが取得された後のフレームの画像データの取り込み（リフレッシ
ュ）が停止され、保持されている画像データによる静止画表示が行われる。
【０１２２】
　そのため、ある静止画コンテンツから他の静止画コンテンツにチェンジされる場合、当
該他の静止画コンテンツの画像データと共に送信される識別情報ＳＰＦが静止画コンテン
ツであることを示す状態にあるとすると、シンク機器２２０の制御部２２１は識別情報Ｓ
ＰＦが静止画コンテンツであることを示す状態のままにあると認識し、この制御部２２１
で制御される表示部２２４は画像データの取り込みを停止した状態のままとされ、当該表
示部２２４にワイヤレス送受信部２２３で得られた他の静止画コンテンツの画像データは
取り込まれなくなる。
【０１２３】
　ソース機器２１０の制御部２１１で発生される識別情報ＳＰＦの状態が上述したように
変化していくことで、シンク機器２２０の表示部２２４では、他の静止画コンテンツの画
像データの取り込みが行われ、その後に、再び画像データの取り込みが停止され、保持さ
れている画像データを用いる状態とされる。
【０１２４】
　図１０は、ソース機器２１０とシンク機器２２０との間の制御シーケンスの一例を示し
ている。
【０１２５】
　（ａ）ソース機器２１０の再生部２１３で再生されるコンテンツが、ユーザ操作に基づ
いて、動画コンテンツから静止画コンテンツＳＰ１に変更されると、（ｂ）再生部２１３
から、当該静止画コンテンツＳＰ１の画像データが、フレームレートによるリフレッシュ
周期で繰り返し出力され、シンク機器２２０に送信される。（ｃ）静止画コンテンツＳＰ
１の画像データの送信に対応し、制御部２１１で、静止画コンテンツであることを示す状
態（set SRF）にある識別情報ＳＲＦを含むAVC Control/Messageパケットが発生され、こ
のAVC Control/Messageパケットがシンク機器２２０に送信される。
【０１２６】
　（ｄ）シンク機器２２０の表示部２２４は、最初、ソース機器２１０から送られてくる
静止画コンテンツＳＰ１の画像データの取り込みを行う。しかし、ソース機器２１０から
送られてくるAVC Control/Messageパケットに含まれる識別情報ＳＲＦが静止画コンテン
ツであることを示す状態（set SRF）にあることから、表示部２２４は、その後、画像デ
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ータの取り込みを停止し、保持されている画像データを用いた表示を行う静止制御状態に
移る。（ｅ）なお、シンク機器２２０は静止画コンテンツであることを示す状態（set SR
F）にある識別情報ＳＲＦを受け付けた場合、それに対する確認応答（レスポンス）を示
すAVC Control/Messageパケットをソース機器２１０に送信する。
【０１２７】
　（ｆ）ソース機器２１０は、シンク機器２２０から確認応答を受け取った後に、再生部
２１３からの静止画コンテンツＳＰ１の再生を停止し、当該静止画コンテンツＳＰ１の画
像データを、シンク機器２２０に送信することを停止する。
【０１２８】
　（ｇ）その後、ソース機器２１０の再生部２１３で再生されるコンテンツが、ユーザ操
作に基づいて、静止画コンテンツＳＰ１から他の静止画コンテンツＳＰ２に変更されると
、（ｈ）ソース機器２１０の再生部２１３から、当該静止画コンテンツＳＰ２の画像デー
タが、フレームレートによるリフレッシュ周期で繰り返し出力され、シンク機器２２０に
送信される。（ｉ）この静止画コンテンツＳＰ２に対応して、最初、制御部２１１から静
止画コンテンツでないことを示す状態（reset SRF）にある識別情報ＳＲＦを含むAVC Con
trol/Messageパケットが発生され、このAVC Control/Messageパケットがシンク機器２２
０に送信される。（ｊ）そのため、シンク機器２２０の表示部２２４の静止制御状態は解
除され、当該表示部２２４は静止画コンテンツＳＰ２の画像データを取り込み、フレーム
レート毎に表示をリフレッシュするリフレッシュ制御状態となる。
【０１２９】
　（ｋ）なお、シンク機器２２０は静止画コンテンツでないことを示す状態（reset SRF
）にある識別情報ＳＲＦを受け付けた場合、それに対する確認応答（レスポンス）を示す
AVC Control/Messageパケットをソース機器２１０に送信する。（ｌ）ソース機器２１０
では、シンク機器２２０から確認応答を受け取った後に、制御部２１１で発生されるAVC 
Control/Messageパケットが、静止画コンテンツであることを示す状態（setSRF）にある
識別情報ＳＲＦを含むものとされ、このAVC Control/Messageパケットがシンク機器２２
０に送信される。
【０１３０】
　（ｍ）シンク機器２２０の表示部２２４は、ソース機器２１０から送られてくるAVC Co
ntrol/Messageパケットに含まれる識別情報ＳＲＦが静止画コンテンツであることを示す
状態（set SRF）にあることから、その後、画像データの取り込みを停止し、保持されて
いる画像データを用いた表示を行う静止制御状態に移る。
【０１３１】
　（ｎ）なお、シンク機器２２０は静止画コンテンツであることを示す状態（set SRF）
にある識別情報ＳＲＦを受け付けた場合、それに対する確認応答（レスポンス）を示すAV
C Control/Messageパケットをソース機器２１０に送信する。（ｏ）ソース機器２１０は
、シンク機器２２０から確認応答を受け取った後に、再生部２１３からの静止画コンテン
ツＳＰ２の再生を停止し、当該静止画コンテンツＳＰ２の画像データを、シンク機器２２
０に送信することを停止する。
【０１３２】
　上述したように図８に示す通信システム２００においては、ソース機器２１０からシン
ク機器２２０に所定のコンテンツのベースバンド（非圧縮）の画像データが送信される際
、当該画像データの送信に対応して、ソース機器２１０からシンク機器２２０に静止画コ
ンテンツであることを示す状態（set SRF）にある識別情報ＳＲＦを含むAVC Control/Mes
sageパケットが送信されるものである。
【０１３３】
　そのため、シンク機器２２０において、制御部２２１は、識別情報ＳＰＦに基づいて、
送られてくる画像データが静止画コンテンツの画像データであるか否かを識別できる。そ
して、静止画コンテンツの画像データである場合、表示部２２４は、制御部２２１の制御
により、画像データの取り込みを停止し、保持されている画像データを用いた表示を行う
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静止制御状態となる。
【０１３４】
　そして、ソース機器２１０は、シンク機器２２０から静止画コンテンツであることを示
す識別情報ＳＰＦの確認応答（レスポンス）があった場合に、再生部２１３からの静止画
コンテンツの再生を停止し、当該静止画コンテンツの画像データをシンク機器２２０に送
信することを停止することができる。これにより、静止画コンテンツの画像データの再送
による無駄な帯域占有を回避でき、有限の伝送帯域を有効活用できるようになる。
【０１３５】
　なお、上述実施の形態においては、受信装置の映像信号処理部が表示部１５４，２２４
（図１、図８参照）であるものを示したが、受信した映像信号を記録する記録部など、そ
の他の処理を行うものである場合にも、この発明を同様に適用できる。
【０１３６】
　また、上述実施の形態においては、送信装置から受信装置に送信するベースバンド（非
圧縮）の映像信号（画像データ）が静止画コンテンツであるか否かを示す識別情報ＳＰＦ
を、映像信号のブランキング期間に配置されるＡＶＩInfoFrameパケットを利用して送信
するもの、あるいはAVCControl/Messageパケットを利用して送信するものを示したが、識
別情報ＳＰＦを送信する手段はこれらに限定されるものでないことは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　この発明は、無駄な帯域占有を回避し、有限の伝送帯域の有効活用が可能となるもので
あり、送信装置から受信装置に所定のコンテンツのベースバンド（非圧縮）の映像信号を
無線送信する通信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】実施の形態としての通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】ＨＤＭＩソースとＨＤＭＩシンクの構成例を示すブロック図である。
【図３】ＨＤＭＩトランスミッタとＨＤＭＩレシーバの構成例を示すブロック図である。
【図４】ＴＭＤＳ伝送データの構造を示す図である。
【図５】制御ビットＣＴＬ０，ＣＴＬ１と、データアイランド区間およびコントロール区
間との関係を示すタイミングチャートである。
【図６】静止画コンテンツであるか否かを示す識別情報ＳＰＦを送信する際に使用するＡ
ＶＩ InfoFrameパケットのデータ構造を示す図である。
【図７】通信システムにおけるソース機器とシンク機器との間の制御シーケンスの一例を
示す制御シーケンス図である。
【図８】他の実施の形態としての通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図９】静止画コンテンツであるか否かを示す識別情報ＳＰＦを送信する際に使用するAV
C Control/Messageパケットのデータ構造を示す図である。
【図１０】通信システムにおけるソース機器とシンク機器との間の制御シーケンスの一例
を示す制御シーケンス図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１００・・・通信システム、１１０・・・ソース機器、１１１・・・制御部、１１２・
・・再生部、１１３・・・ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）、１２０・・・ワイヤレス
送信装置、１２１・・・制御部、１２２・・・記憶部、１２３・・・ＨＤＭＩ受信部（Ｈ
ＤＭＩシンク）、１２４・・・ワイヤレス送受信部、１３０・・・ＨＤＭＩケーブル、１
４０・・・ワイヤレス受信装置、１４１・・・制御部、１４２・・・ワイヤレス送受信部
、１４３・・・ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）、１５０・・・シンク機器、１５１・
・・制御部、１５２・・・記憶部、１５３・・・ＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）、１
５４・・・表示部、１６０・・・ＨＤＭＩケーブル、１７０・・・無線伝送路、２００・
・・通信システム、２１０・・・ソース機器、２１１・・・制御部、２１２・・・記憶部
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、２１３・・・再生部、２１４・・・ワイヤレス送受信部、２２０・・・シンク機器、２
２１・・・制御部、２２２・・・記憶部、２２３・・・ワイヤレス送受信部、２２４・・
・表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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