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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアデータのソース機器（１２）と、
　上記ソース機器（１２）からマルチメディアデータを受信し、前記マルチメディアデー
タのオーディオコンポーネントをビデオデータに多重化し、広帯域デジタルコンテンツ保
護（High-Bandwidth Digital Content Protection：ＨＤＣＰ）を用いて前記多重化され
たデータを暗号化する第１の高精細度マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）コンポ
ーネント（１８）と、
　上記第１のＨＤＭＩコンポーネント（１８）から、暗号化されたデータを少なくとも１
つの有線（１９）で受信し、暗号化されたビデオデータ内で多重化されたオーディオデー
タを通過させる間に暗号化されたビデオデータを逆多重化する第１のデジタルビジュアル
インタフェース（ＤＶＩ）コンポーネント（２０）と、
　上記第１のＤＶＩコンポーネント（２０）から、上記暗号化されたデータを受信し、該
暗号化されたデータを無線受信機（３４）に無線で送信する無線送信機（２４）と、
　上記無線受信機（３４）から上記暗号化されたデータを受信する第２のＤＶＩコンポー
ネント（３８）と、
　上記第２のＤＶＩコンポーネント（３８）から上記暗号化されたマルチメディアデータ
を受信し、上記暗号化されたマルチメディアデータを平文化する第２のＨＤＭＩコンポー
ネント（４０）と、
　上記第２のＨＤＭＩコンポーネント（４０）から上記マルチメディアデータを少なくと
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も１つの有線で受信し、該マルチメディアデータに基づく映像を表示する該マルチメディ
アデータの表示器（４４）と、
　上記表示器（４４）に関連する制御データを上記マルチメディアデータに多重化する多
重化手段とを備え、
　上記制御データは、上記マルチメディアデータの帰線期間に多重化されることを特徴と
するデータ伝送システム。
【請求項２】
　上記マルチメディアデータを所定の周波数に変調してアップコンバートする変換手段で
あって、変調及びアップコンバートされたマルチメディアデータが無線で伝送され得るよ
うにする変換手段と、
　無線で受信した上記マルチメディアデータを処理する処理手段と、
　上記マルチメディアデータから制御データを分離する分離手段とを更に備える請求項１
記載のデータ伝送システム。
【請求項３】
　上記マルチメディアデータの表示器（４４）は、上記無線送信機（２４）が設置された
室内に配設され、該無線送信機（２４）は、上記マルチメディアデータを約６０ギガヘル
ツ（６０ＧＨｚ）の周波数で無線で送信することを特徴とする請求項１記載のデータ伝送
システム。
【請求項４】
　上記マルチメディアデータは、高精細度（ＨＤ）マルチメディアデータであることを特
徴とする請求項１記載のデータ伝送システム。
【請求項５】
　上記オーディオデータは、上記ビデオデータストリームの帰線期間内に多重化されるこ
とを特徴とする請求項１記載のデータ伝送システム。
【請求項６】
　上記オーディオデータは、バイナリパルス列における１つのパルスの立ち下がりエッジ
を用いて、ビデオデータストリーム内に多重化されることを特徴とする請求項１記載のデ
ータ伝送システム。
【請求項７】
　上記マルチメディアデータの表示器（４４）は、プラズマディスプレイであることを特
徴とする請求項１記載のデータ伝送システム。
【請求項８】
　上記マルチメディアデータの表示器（４４）は、液晶ディスプレイであることを特徴と
する請求項１記載のデータ伝送システム。
【請求項９】
　第１の高精細度マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）コンポーネント（１８）と
、マルチメディアデータの表示器（４４）に接続された第２のＨＤＭＩコンポーネント（
４０）との間でオーディオデータ及びビデオデータを含むマルチメディアデータを伝送す
る伝送システムにおいて、
　上記第１のＨＤＭＩコンポーネント（１８）は、マルチメディアデータのソース機器（
１２）からマルチメディアデータを受信し、前記マルチメディアデータのオーディオコン
ポーネントをビデオデータに多重化し、広帯域デジタルコンテンツ保護（High-Bandwidth
 Digital Content Protection：ＨＤＣＰ）を用いて前記多重化されたデータを暗号化し
、
　上記第１のＨＤＭＩコンポーネント（１８）から、暗号化された上記マルチメディアデ
ータを受信し、暗号化されたビデオデータ内で多重化されたオーディオデータを通過させ
る間に暗号化されたビデオデータを逆多重化する第１のデジタルビジュアルインタフェー
ス（ＤＶＩ）コンポーネント（２０）と、
　上記第１のＤＶＩコンポーネント（２０）から、上記暗号化されたマルチメディアデー
タを受信し、該暗号化されたマルチメディアデータを無線受信機（３４）に無線で送信す



(3) JP 4709770 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

る無線送信機（２４）と、
　上記無線受信機（３４）から上記暗号化されたマルチメディアデータを受信し、上記暗
号化されたマルチメディアデータを平文化する上記第２のＨＤＭＩコンポーネント（４０
）に該マルチメディアデータを送信する第２のＤＶＩコンポーネント（３８）と、
　上記表示器（４４）に関連する制御データを上記マルチメディアデータに多重化する多
重化手段とを備え、
　上記制御データは、上記マルチメディアデータの帰線期間に多重化されることを特徴と
するデータ伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチメディア無線表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオデータは、ソース機器、例えばコンピュータから表示装置、例えばビデ
オモニタに、デジタルビジュアルインタフェース（Digital Visual Interface：以下、Ｄ
ＶＩという。）として知られているプロトコルを用いて伝送することができる。ＤＶＩは
、主としてコンピュータ用に開発されたものであり、オーディオデータの処理を想定して
いない。
【０００３】
　このため、例えば、デジタル映画等を再生するためにオーディオデータを含むデジタル
マルチメディアデータにも対応できるように通信プロトコルを拡張するために、高精細度
マルチメディアインタフェース（High Definition Multimedia Interface：ＨＤＭＩ）と
呼ばれるプロトコルが開発された。ＨＤＭＩは、ビデオデータだけではなく、オーディオ
データの使用も想定する点、及びテレビジョン関連の解像度を処理する点を除けば、ＤＶ
Ｉと同様である。ＤＶＩ及びＨＤＭＩは、いずれも、有線伝送を意図し、更に、ＨＤＭＩ
は、広帯域デジタルコンテンツ保護（High-Bandwidth Digital Content Protection：Ｈ
ＤＣＰ）として知られる暗号化法を用いるデジタルマルチメディアデータの暗号化を許可
している。また、ＤＶＩは、任意の特性として、ＨＤＣＰをサポートする。
【０００４】
　ところで、テーブル上の空間を確保し、室内における人の移動を容易にするとともに視
界を広げるためには、最少限の配線を使って、表示装置上でマルチメディアを観られるよ
うにすることが望ましい。特に、電源線は天井裏や壁の中を通っているが、データ伝送用
の配線は、多くの場合、天井裏や壁の中を通っていないので、例えば、プロジェクタは天
井に取り付け、プラズマディスプレイ又は液晶高精細度（ＨＤ）テレビジョン表示装置は
壁に取り付け、邪魔になる配線をなくし、表示用のマルチメディアデータを受信できるよ
うにすることが望ましい。
【０００５】
　なお、本発明がただの無線伝送システムではないことは、明らかである。具体的には、
例えば、伸長された高精細度（ＨＤ）ビデオ等、圧縮又は伸長されたマルチメディアデー
タを搬送するには帯域幅が十分ではないＩＥＥＥ８０２．１１（ｂ）等の無線リンクを用
いる場合、圧縮されたマルチメディア標準精細度（ＳＤ）ビデオデータを送信しなくては
ならないことがあり、この場合、プロジェクタ側では、比較的高価な伸長モジュールが必
要になる。幾つかの無線リンク、例えばＩＥＥＥ８０２．１１（ａ）の帯域幅は、圧縮Ｈ
Ｄビデオを搬送するには十分であるが、非圧縮のＳＤ又はＨＤビデオを搬送するには不十
分である。また、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ）では、その無線リンクの距離が十分に長く
（部屋を越えており）、送信装置であるラップトップコンピュータがある部屋の隣の部屋
で検出することができるので、著作権保護が必要とされる場合がある。このことを考慮し
、本発明では、非圧縮マルチメディア、特にＨＤビデオとして知られている予想以上に膨
大なジャンルの非圧縮マルチメディアの短距離無線通信に特に適した非常に短距離で、好
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ましくは指向性があり、広帯域の無線リンクの必要性に注目する。
【０００６】
　如何なる場合でも、上述したように、ＨＤＭＩ規格及びＤＶＩ規格では、無線伝送を想
定していない。オーディオ及びビデオデータの無線短距離伝送を実現するために、ＨＤＣ
Ｐ－暗号化ＨＤＭＩを処理し、処理されたデータを送信し、無線伝送路の他端でこれを受
信した後、ＨＤＭＩディスプレイ装置に送信するように無線コンポーネントを変更するに
は、更なるＨＤＭＩ送信機及び受信機を使用する必要がある。このために、追加されるコ
ンポーネント及びＨＤＭＩコンポーネントについて、更なる鍵のライセンス等が必要とな
り、ＤＶＩコンポーネントより高価となる場合がある。また、ＨＤＭＩの無線コンポーネ
ントは、ＨＤＣＰを平文化し、データを送信し、受信側でデータを再暗号化するため、こ
のデータは、伝送路の一部では「クリア」であり、したがって、不正に傍受されやすい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るデータ伝送システムは、マルチメディアデータのソース機器と、ソース機
器からマルチメディアデータを受信する第１の高精細度マルチメディアインタフェースコ
ンポーネントとを備える。更に、データ伝送システムは、第１のＨＤＭＩコンポーネント
から、広帯域デジタルコンテンツ保護（High-Bandwidth Digital Content Protection：
ＨＤＣＰ）を用いて暗号化されたマルチメディアデータを少なくとも１つの有線で受信す
る第１のデジタルビジュアルインタフェース（Digital Visual Interface：ＤＶＩ）コン
ポーネントを備える。第１のＤＶＩコンポーネントは、如何なる点でもマルチメディアデ
ータを平文化又は暗号化しないが、マルチメディアデータを分離及びデコードし、暗号化
されたベースバンドマルチメディアデータを生成することができる。更に、データ伝送シ
ステムは、第１のＤＶＩコンポーネントから、暗号化されたマルチメディアデータを受信
し、暗号化されたマルチメディアデータを無線受信機に無線で送信する無線送信機を備え
る。第１のＤＶＩコンポーネントからの暗号化されたマルチメディアデータは、ビデオデ
ータストリーム内に多重化されたオーディオデータを含む。更に、データ伝送システムは
、無線受信機から暗号化されたマルチメディアデータを受信する第２のＤＶＩコンポーネ
ントを備える。更に、データ伝送システムは、第２のＨＤＭＩコンポーネントからマルチ
メディアデータを少なくとも１つの有線で受信し、マルチメディアデータに基づく映像を
表示する、例えばＬＣＤ又はプラズマディスプレイ装置等のマルチメディアデータの表示
器を備える。
【０００８】
　好適な実施の形態においては、マルチメディアデータの表示器は、無線送信機が設置さ
れた室内に配設される。無線送信機は、マルチメディアデータを約６０ＧＨｚ（ギガヘル
ツ）の周波数で無線で送信してもよく、マルチメディアデータは、高精細度（high defin
ition：ＨＤ）マルチメディアデータであってもよい。オーディオデータは、ビデオデー
タストリームの帰線期間内に多重化してもよく、又は、クロック信号の立ち下がりエッジ
を用いて、ビデオデータストリーム内に多重化してもよい。
【０００９】
　他の側面として、第１の高精細度マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）コンポー
ネントと、マルチメディアデータの表示器に接続された第２のＨＤＭＩコンポーネントと
の間でオーディオデータ及びビデオデータを含むマルチメディアデータを伝送するデータ
伝送システムは、第１のＨＤＭＩコンポーネントから、暗号化されたマルチメディアデー
タを受信する第１のデジタルビジュアルインタフェース（ＤＶＩ）コンポーネントを備え
る。第１のＤＶＩコンポーネントが受信するマルチメディアデータは、必要であれば、暗
号化してもよい。更に、データ伝送システムは、第１のＤＶＩコンポーネントから、暗号
化されたマルチメディアデータを受信し、暗号化されたマルチメディアデータを無線受信
機に無線で送信する無線送信機を備える。無線受信機は、第２のＤＶＩコンポーネントに
データを送信する。続いて、第２のＤＶＩコンポーネントは、第２のＨＤＭＩコンポーネ
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ントにマルチメディアデータを送信する。
【００１０】
　他の側面として、第１のデジタル通信プロトコルに基づいてデータを処理する送信側コ
ンポーネントと、第１のデジタル通信プロトコルに基づいてデータを処理する受信側コン
ポーネントとの間でオーディオデータ及びビデオデータを含むマルチメディアデータを伝
送するデータ伝送システムは、第２の通信プロトコルに基づいてデータを処理する第１の
コンポーネントを備える。第１のコンポーネントは、送信側コンポーネントからマルチメ
ディアデータを受信する。無線送信機は、第１のコンポーネントからマルチメディアデー
タを受信し、無線受信機にマルチメディアデータを無線で送信する。また、第２のコンポ
ーネントは、第２の通信プロトコルに基づいてデータを処理し、無線受信機からマルチメ
ディアデータを受信する。第２のコンポーネントは、マルチメディアデータを受信側コン
ポーネントに送信する。
【００１１】
　他の側面として、デジタルマルチメディアデータを伝送するデータ伝送システムは、暗
号化されたマルチメディアデータを受信し、暗号化されたマルチメディアデータを平文化
しないで処理するＤＶＩ手段と、ビデオデータと、ビデオデータ内に多重化されたオーデ
ィオデータを含む暗号化されたマルチメディアデータを受信し、暗号化されたマルチメデ
ィアデータを無線で送信する無線送信手段とを備える。また、データ伝送システムは、マ
ルチメディアデータを受信する無線受信手段を備える。更に、データ伝送システムは、無
線受信手段からのデータを処理する第２のＤＶＩ手段を備える。
【００１２】
　更に他の側面として、本発明が提供する、無線伝送路を含む無線リンクを介して受信し
た、オーディオデータ及びビデオデータを含むデジタルマルチメディアデータを処理する
モジュールは、無線受信機と同じ空間内の無線送信機から暗号化された形式のマルチメデ
ィアデータを受信する。ＤＶＩコンポーネントは、無線受信機から暗号化されたマルチメ
ディアデータを受信し、ビデオデータに多重化されたオーディオデータを含むマルチメデ
ィアデータを、暗号化又は平文化することなく、ＨＤＭＩコンポーネントに送信する。
【００１３】
　他の側面として、データ伝送システムは、ビデオデータと、ビデオデータに多重化され
たオーディオデータに、通常、ＤＶＩ又はＨＤＭＩには含まれない表示のための制御デー
タを多重化する多重化器を備えていてもよい。
【００１４】
　本発明の詳細、その構造及び動作は、添付の図面によって明瞭に理解される。添付の図
面では、同様の部分には、共通の参照番号を付している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１に示すシステム１０は、ベースバンドマルチメディアデータ、特にオーディオを含
む高精細度（ＨＤ）デジタルビデオデータのソース機器１２を含む。ソース機器１２は、
ラップトップコンピュータ、他のマルチメディアコンピュータ又はサーバであってもよい
。また、ソース機器１２は、衛星放送受信機、地上波放送受信機、ケーブル放送受信機、
ＤＶＤプレーヤ、又は他のマルチメディアのソース機器であってもよい。
【００１６】
　ソース機器１２は、ライン１４を介して、メディア受信機１６に多重化されたマルチメ
ディアデータを送信する。メディア受信機１６は、セットトップボックスであってもよく
、高精細度マルチメディアインタフェース（High Definition Multimedia Interface：Ｈ
ＤＭＩ）送信機１８を含んでいてもよい。ＨＤＭＩ送信機１８は、ＨＤＭＩプロトコルを
用いて、マルチメディアデータを処理し、特に、広帯域幅デジタルコンテンツ保護（High
-Bandwidth Digital Content Protection：ＨＤＣＰ）を用いてデータを暗号化し、マル
チメディアデータについて、テレビジョン解像度、例えば、１６×９のディスプレイ比を
サポートする。
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【００１７】
　ＨＤＭＩ送信機１８は、当分野で周知のＨＤＭＩの原理に基づき、ケーブル又は他の有
線１９で、デジタルビジュアルインタフェース（Digital Visual Interface：ＤＶＩ）受
信機２０に、ＨＤＣＰ－暗号化マルチメディアデータを送信する。ＤＶＩ受信機２０は、
本発明に基づき、ＤＶＩプロトコルを用いて受信データを処理する。ＨＤＭＩ送信機１８
は、処理の一部として、ビデオデータを多重化し、及びオーディオデータをビデオデータ
ストリーム内に多重化する。この多重化は、ビデオの垂直帰線期間（vertical blanking 
interval：ＶＢＩ）にオーディオデータを多重化することによって、又はクロック信号の
立ち下がりエッジを用いて行ってもよく、他の手法を用いてもよい。ＤＶＩ受信機２０は
、ビデオデータを分離すると共に、データストリーム内に多重化されたオーディオデータ
を通過させる。いずれの場合も、ＤＶＩ受信機２０は、如何なる時点でも、ストリームを
平文化も再暗号化もしない。
【００１８】
　ＤＶＩ受信機２０からの暗号化されたマルチメディアデータは、例えば、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）又はフィールドプログラマブルゲートアレー（ＦＰＧＡ）等のプロ
セッサ２２に送信される。プロセッサ２２は、無線送信機２４による送信アンテナ２６を
介する無線伝送のためにデータを処理する。プロセッサ２２は、例えば、２４本の多重化
ライン２８として表現される２４ラインのビデオ信号及び制御信号を、例えば、ＱＰＳＫ
変調をサポートするために必要な２つの信号に再多重化する。また、表示のための更なる
制御信号をビデオデータストリーム内に多重化してもよい。また、無線伝送の分野で周知
の原理に基づいて、無線伝送に適するエラー訂正を行ってもよい。
【００１９】
　いずれの場合も、暗号化されたマルチメディアデータは、無線リンク３０を介して、受
信機アンテナ３２に無線で送信され、受信機アンテナ３２は、無線受信機３４にデータを
供給する。本発明の原理に基づき、無線リンク３０の搬送波の周波数は、リンク上の信号
が部屋の外で受信できないように、十分に高くされている。また、マルチメディアデータ
は、コンテンツを不正にコピー（bootlegging）することが基本的には維持できない程の
大量のデータを毎秒伝送するように、非圧縮データ形式で無線リンク３０上を伝送しても
よく、好ましくはないが、あるデータは圧縮してもよい。また、必要に応じて、マルチメ
ディアデータを圧縮形式で伝送してもよい。無線送信機２４と無線受信機３４（したがっ
て、その間の無線リンク）は、好ましくは、一定の（変化しない、単一の）周波数、約６
０ＧＨｚで動作し、より好ましくは、５９ＧＨｚ～６４ＧＨｚの範囲で動作し、また、無
線リンクのデータ転送速度は、好ましくは一定であり、且つ最低でも２ギガビット／秒（
２．０Ｇｂｐｓ）である。ＤＱＰＳＫを使用する場合、無線リンクのデータ転送速度は、
２．２Ｇｂｐｓであり、このデータ転送速度は、約２．５Ｇｂｐｓとすることもできる。
すなわち、無線リンクの帯域幅は、一定の２．５ＧＨｚとすることができる。
【００２０】
　このことから、無線送信機２４は、好ましくは、技術的に知られている原理に基づいて
符号化を行うエンコーダを備えている。符号化データは、６０ＧＨｚの変調器によって約
６０ＧＨｚで変調され、アップコンバータによって約６０ＧＨｚにアップコンバートされ
、無線リンク３０を介して伝送される。上述した広帯域チャンネル及び簡単な変調方式、
例えばＤＱＰＳＫ、ＱＰＳＫ、ＢＰＳＫ又は８ＰＳＫ等を用いることにより、高いデータ
転送速度の簡単なビデオデータ無線伝送システムを実現することができる。例えば、ＤＱ
ＰＳＫを用いた場合、シンボル転送速度の２倍のデータ転送速度を実現することができる
。８ＰＳＫの場合、３．３Ｇｂｐｓのデータ転送速度を実現することができる。
【００２１】
　無線受信機３４は、無線送信機２４と相補的な回路であり、すなわち、ダウンコンバー
タと、６０ＧＨｚの復調器と、デコーダとを備える。如何なる場合も、無線受信機３４か
らのデータは受信機のプロセッサ３６に供給され、受信機のプロセッサ３６は、エラー訂
正を行うとともに、ＤＶＩ送信機３８における処理に適するようにデータを再多重化する
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。また、プロセッサ３６は、必要に応じて、表示するための如何なる制御信号をビデオデ
ータから分離してもよい。ＤＶＩ送信機３８は、ＤＶＩの分野で周知の原理に基づき、暗
号化されたマルチメディアデータを、平文化することなく処理し、ケーブル又は他の有線
３９で、ＨＤＭＩ受信機４０にマルチメディアデータを送信する。ＨＤＭＩ受信機４０は
、ＤＶＤプレーヤ、テレビジョン又は他のプレーヤ等のメディアプレーヤ４２の一部であ
ってもよい。ＨＤＭＩ受信機４０は、ＨＤＣＰの原理に基づいてマルチメディアデータを
平文化し、ビデオデータからオーディオデータを分離する。そして、マルチメディアコン
テンツは、例えば陰極線管（ＣＲＴ）、液晶表示パネル（ＬＣＤ）、プラズマディスプレ
イパネル（ＰＤＰ）、又は薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）パネル、プロジェクタのスクリー
ン等のディスプレイ４４に表示される。
【００２２】
　本発明では、ＤＶＩ受信機２０、プロセッサ２２及び無線送信機２４は、シングルチッ
プ上に構成してもよく、個別の基板上に構成してもよい。実際には、ＤＶＩ受信機２０、
プロセッサ２２及び無線送信機２４は、メディア受信機１６に組み込まれる。同様に、無
線受信機３４、プロセッサ３６及びＤＶＩ送信機３８は、シングルチップ上に構成しても
よく、必要に応じて、メディアプレーヤ４２に組み込んでもよい。いずれの場合も、メデ
ィア受信機１６、メディアプレーヤ４２及び各コンポーネントは、住居の壁を透過しない
６０ＧＨｚの好適な無線搬送周波数のために、同じ空間内に配設することが好ましい。
【００２３】
　ＤＶＩコンポーネントは、メディア受信機１６（例えば、セットトップボックス）と、
メディアプレーヤ４２（例えば、テレビジョン又はＤＶＤプレーヤ）との間の通信パスの
無線部分で用いられるので、この部分には、暗号鍵（又はこれに伴うライセンス）は不要
である。また、マルチメディアデータは、ＤＶＩコンポーネント２０、３８の間に確立さ
れるＤＶＩコンポーネント２０、３８を含む無線部分では平文化されないので、調整に関
する問題は全く又は殆ど生じない。
【００２４】
　上述した動作をフローチャートとして図２に示す。まず、ブロック４６において、ベー
スバンドのデジタルマルチメディア（オーディオを含むデジタルビデオ）データを受信し
、ブロック４８において、例えば、ＨＤＭＩ等、ビデオとオーディオの両方を目的とした
デジタルプロトコルにカプセル化する。ブロック５０では、例えば、ＨＤＣＰの分野で周
知の原理に基づき、マルチメディアデータを暗号化する。続いて、ブロック５２において
、ビデオだけを目的としたＤＶＩ等のプロトコルを用いてデジタル受信機に暗号化マルチ
メディアデータを有線で送信する。ブロック５４では、例えば、ビデオデータを分離し、
オーディオデータをビデオデータ内に暗号化されたまま残すことによってマルチメディア
データを処理する。この時点では、マルチメディアデータは、平文化されない。
【００２５】
　ブロック５６では、好ましくは、６０ＧＨｚの搬送周波数を用いて、同じ部屋内のプレ
ーヤにマルチメディアデータを無線で送信する。ブロック５８において、マルチメディア
データを無線で受信及び処理し、ブロック６０において、例えば、ビデオだけを目的とし
たプロトコルを用いて、ビデオデータを平文化しないで再多重化する送信機（例えば、Ｄ
ＶＩ送信機）にマルチメディアデータを供給する。ブロック６２では、暗号化された形式
のままのビデオデータをＨＤＭＩ受信機等の受信機に有線で供給し、この受信機は、オー
ディオ及びビデオの両方を目的としたプロトコルを用いて、オーディオデータをビデオか
ら分離し、マルチメディアデータを平文化する。そして、出力を表す平行四辺形のブロッ
ク６４において、マルチメディアストリームを表示する。
【００２６】
　以上、本発明に基づく、デジタルマルチメディアの無線伝送方法及びシステムについて
、詳細に説明したが、ここに説明した具体例は、本発明の好ましい実施の形態及び本発明
によって意図される広範な手段を代表するものであり、本発明の範囲は、他の具体例をも
包含することは当業者にとって明らかであり、したがって、本発明の範囲は、添付の請求
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の範囲によってのみ制限される。特許請求の範囲において、単数で記載される構成要素は
、明確な記載がない限り「単一のみ」を意味するのではなく、「１以上」を意味する。上
述の好ましい実施形態の構成要素の構造上及び機能上の同等物で、当業者にとって知られ
ているもの又は後に知られることになるものについては、ここで参照することにより明示
的に援用し、本願の特許請求の範囲に含まれるものとする。また、装置又は方法を本願の
特許請求の範囲に含めるために、その装置又は方法が、本発明により解決されるべき個々
の課題に一々対応する必要はない。更に、本願における構成要素、構成部品、方法のステ
ップは、いずれも、特許請求の範囲に明示的に記載されているか否かに関わらず公開され
るものではない。本願の特許請求の範囲の構成要素は、いずれも、「・・・する手段」と
いう語句を用いて明示的に記載されていない限り、また、方法クレームの場合は構成要素
が「動作」ではなく「ステップ」として記載されていない限り、米国特許法第１１２条（
３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２）第６パラグラフの規定に該当しない。請求の範囲で用いてい
るがここでは定義を示していない用語は、全て、本明細書及びファイル履歴に矛盾しない
通常の慣用的な意味で用いられている。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に基づくシステムを示すブロック図である。
【図２】本発明に基づくロジックのフローチャートである。

【図１】 【図２】
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