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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線映像送信装置から無線により送信された映像信号を受信する無線映像受信装置にお
いて、
　人の存在に関する情報を検出する人検出部と、
　所定数の通信チャネルのうち１つを用いて前記無線映像送信装置から前記映像信号を受
信するとともに前記無線映像送信装置と無線通信を行う送受信部と、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記無線映像受信装置の待機状態において前記人検出部により人の存在
が検出された場合に、前記検出された情報に基づく信号を前記所定数の通信チャネルのう
ち１つを用いて前記送受信部により無線映像送信装置に送信させ、該無線映像送信装置か
ら前記検出された情報に基づく信号に対する返答コマンドを前記送受信部が受信すると特
定待機状態に移行し、該特定待機状態において前記装置を起動するための制御コマンドを
受信した場合は、前記所定数の通信チャンネルから選定された前記所定数よりも少ない選
定通信チャネルの１つを用いて前記制御コマンドに基づく起動要求信号を前記送受信部に
より送信させ、
　前記選定通信チャンネルは、前記検出された情報に基づく信号を送信した通信チャンネ
ルを含む、
　ことを特徴とする無線映像受信装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の無線映像受信装置において、前記人検出部は、人感センサまたは撮像
装置であることを特徴とする無線映像受信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の無線映像受信装置において、前記人検出部は、前記人の存在に関する
情報として、前記無線映像受信装置の操作に用いられるリモコンからのリモコン信号を検
出することを特徴とする無線映像受信装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の無線映像受信装置において、前記人検出部は、前記人の存在に関する
情報として、前記無線映像受信装置に有線接続される機器からの信号を検出することを特
徴とする無線映像受信装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の無線映像受信装置において、前記制御部は、
　前記待機状態において前記人検出部により人の存在に関する情報が検出された場合は、
前記送受信部により該検出信号を前記複数の通信チャネルを順次切り替えて前記無線映像
送信装置に送信させ、前記送受信部により前記無線映像送信装置から前記検出された情報
に基づく信号に対する返答コマンドを受信した場合に前記特定待機状態に移行することを
特徴とする無線映像受信装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線映像受信装置において、前記選定通信チャネルは、前記所定数の
通信チャネルのうち、無線映像送信装置への前記検出された情報に基づく信号の送信に使
用した通信チャネルであることを特徴とする無線映像受信装置。
【請求項７】
　無線映像受信装置に無線により映像信号を送信する無線映像送信装置において、
　前記無線映像受信装置との間で無線通信に使用される所定数の通信チャンネルの一つを
用いて前記映像信号を前記無線映像受信装置に送信し、かつ前記所定数の通信チャンネル
の一つにより前記無線映像受信装置から送信された起動要求信号を受信する送受信部と、
　前記無線映像受信装置から送信される起動要求信号を前記送受信部で受信するために、
前記所定数の通信チャネルの全てを間欠的にサーチする第１の待機モードと、前記所定数
の通信チャネルから選定された前記所定数よりも少ない選定通信チャネルを間欠的にサー
チする第２の待機モードとの移行を制御する制御部と、を備え、
　前記送受信部は、更に、前記所定数の通信チャンネルの一つを用いて前記無線映像受信
装置から送信された人の存在に基づく信号を受信可能であり、
　前記制御部は、前記送受信部で前記人の存在に基づく信号を受信した場合に、前記第１
の待機モードから前記第２の待機モードに移行し、
　前記第２の待機モードでサーチされる前記選定通信チャンネルは、前記人の存在に基づ
く信号を送信した通信チャンネルを含むことを特徴とする無線映像送信装置。
【請求項８】
　請求項７に記載に無線映像送信装置において、前記送受信部は、前記無線映像受信装置
から所定の通信チャネルで送信された前記人の存在に関する情報を受信するとともに、該
情報の受信に応答する返答コマンドを、前記所定の通信チャネル又は別の通信チャネルで
前記無線映像受信装置に送信可能であり、
　前記所定の通信チャネル又は別の通信チャネルを、前記第２の待機モードでサーチされ
る前記限定された通信チャネルとすることを特徴とする無線映像送信装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の無線映像送信装置において、更に、前記所定の通信チャネル又は別の
通信チャネルの情報を記憶する記憶部を備え、該記憶部に記憶された前記所定の通信チャ
ネル又は別の通信チャネルの情報を前記送受信部により前記無線映像受信装置に送信する
ことを特徴とする無線映像送信装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の無線映像送信装置において、前記制御部は、前記人の存在に基づく信
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号が入力された場合に前記サーチの周期を短くすることを特徴とする無線映像送信装置。
【請求項１１】
　請求項７に記載の無線映像送信装置において、前記送受信部は、前記無線映像受信装置
から前記所定数の通信チャネルのうち１つの通信チャネルで送信された前記人の存在に関
する情報を受信するとともに、該情報の受信に応答する返答コマンドを、前記１つの通信
チャネル又は別の通信チャネルで前記無線映像受信装置に送信可能であり、
　前記所定の通信チャネル又は別の通信チャネルを、前記第２の待機モードにおいてサー
チされる前記選定通信チャネルとしたことを特徴とする無線映像送信装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の無線映像受信装置において、前記制御部は、前記人検出部により人の
存在が検出されない場合は、前記送受信部の電源をオフし、人の存在が検出された場合は
前記送受信部の電源をオンすることを特徴とする無線映像受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、待機期間中の受信処理を間欠的に行う無線映像送信装置および無線映像受信
装置において、無線映像送信装置と無線映像受信装置の起動時間を高速化、及び待機時電
力消費を低減するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中央制御装置が無線端末間の接続を仲介する従来の省電力型の無線通信技術として、例
えば、特許文献１に記載のものが知られている。特許文献１には、待ち受け時間中の受信
処理を間欠的に行う二つの無線端末機器を有する無線通信制御方式において、送信側無線
端末の発呼時点が受信側無線端末の受信処理時間に一致していないとき、無線端末間の無
線通信を仲介する制御装置が、送信側無線端末に、受信側無線端末の直近の受信処理時間
を通知し、通知を受けた送信側無線端末が呼接続時間を制御装置に通知した後、待機状態
に移ることで順調な接続性と、総合的な電力消費の低減を実現する技術が開示されている
。
【０００３】
　また、人感センサを用いたＡＶ機器の省電力化技術として、例えば特許文献２に記載の
ものが知られている。特許文献２には、ＡＶ機器の電源を付けたままユーザがＡＶ機器の
そばから離れて所定の時間が経過すると、ＡＶ機器の電源をＯＦＦにしてＡＶ機器の電力
消費を低減する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３０３２７６号公報
【特許文献２】特開２００７－９６４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術は、次の課題を有している。特許文献１では、中央制御装置が必要であり
、中央制御装置自体を起動及び動作させるための電力が必要となる。携帯電話基地局等の
大規模な無線通信に適用することで、総合的な電力消費の低減を実現することは可能であ
るが、家庭内のような小さなネットワーク内における総合的な電力消費の低減ができなく
なる可能性がある。また特許文献２には、無線通信を行う場合の人感センサを用いた消費
電力低減については開示されていない。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、無線映像送信装置と無線映像受信装
置の間で、待機期間中の受信処理を間欠的に行う場合において、装置の起動時間を高速化
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し、かつ待機時の電力消費を低減可能な技術を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、特許請求の範囲に記載されているように、無線映像送信装置から無線により
送信された映像信号を受信する無線映像受信装置において、人の存在に関する情報を検出
された場合は、無線映像送信装置との間の通信に使用可能な通信チャネル数を、前記検出
前に使用される通信チャネル数よりも少なくしたことを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、無線映像受信装置に無線により映像信号を送信する無線映像送信装置に
おいて、無線映像受信装置からの起動要求を確認するために前記無線映像受信装置との間
で無線通信に使用される全通信チャネルを間欠的にサーチする第１の待機モードと、該第
１の待機モードよりも限定された通信チャネルを間欠的にサーチする第２の待機モードと
備え、人が存在する場合に第２の待機モードに移行することを特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、無線映像受信装置に無線により映像信号を送信する無線映像送信装置に
おいて、待機モードにおいて無線映像受信装置からの起動要求を確認するために前記無線
映像受信装置との間で無線通信に使用される通信チャネルを間欠的にサーチし、このサー
チ周期を、人が存在する場合は短くしたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、無線映像送信装置から無線により送信された映像信号を受信する無線
映像受信装置において、無線映像受信装置の無線部電源がオフしている時に、人が存在す
る場合は、無線部電源をオンさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、人が存在する場合は、無線映像送信装置と無線映像受信装置との間の
通信チャネル候補を限定、または通信チャネルのサーチ周期を短くすることによって、無
線映像送信装置と無線映像受信装置の待機時からの起動時間短縮と待機電力の低減が可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る人検知手段を有する装置の処理動作のフローチャート
【図２】本実施形態に係る人検知手段を有する装置に相対する装置の処理動作のフローチ
ャート
【図３】本発明の実施形態が適用される無線ネットワークの一構成例を示すブロック図
【図４】第１実施例に係る起動要求の確認の模式図
【図５】本実施形態に係る起動シーケンスのタイムチャート
【図６】本実施形態に係る待機モードの移行動作のタイムチャート
【図７】本実施形態に係る無線映像受信装置の一構成例を示す図
【図８】第２実施例に係る起動要求の確認の模式図
【図９】第３実施例に係る起動要求の確認の模式図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図３は、本発明の第一の実施形態に係る無線通信システムの一構成例を示すブロック図
である。かかる無線通信システムは無線ネットワーク（３００）を有しており、この無線
ネットワーク（３００）は、無線映像送信装置（３０２）と、例えばＴＶ等のモニターや
音声出力のためのアンプ等、複数の無線映像受信装置３０６～３０９を含む無線映像受信
群（３０１）とを含んでいる。そしてこの無線ネットワーク（３００）内において、無線
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映像送信装置（３０２）から無線映像受信装置群（３０６～３０９）に対して無線により
映像信号及び音声信号を送信するとともに、無線映像送信装置（３０２）と無線映像受信
装置群（３０６～３０９）との間で制御コマンドを通信するように為されている。前記無
線映像送信装置（３０２）には、映像及び音声信号を出力する例えばＤＶＤプレーヤ（３
０３）及び／またはＨＤＤレコーダ（３０４）が、例えばＨＤＭＩ（High-Definition Mu
ltimedia Interface）ケーブルにより有線接続されている。尚、以下ではＤＶＤプレーヤ
（３０３）、ＨＤＤレコーダ（３０４）、モニターやアンプ等を「ＡＶ機器」と呼ぶ場合
もある。また、無線映像送信装置（３０２）はテレビジョン放送を受信するためのチュー
ナを有するＳＴＢとしてもよい。
【００１５】
　上記システムの動作について図７も併用して以下に説明する。図７は、本システムに適
用される本実施例にかかる無線映像受信装置（３０６～３０９）の一構成例を示しており
、ここでは、無線映像受信装置（３０６～３０９）がモニターである例を示している。無
線映像送信装置（３０２）から無線伝送されるヘッダーや制御コマンドが重畳された映像
・音声信号は、アンテナ（１５）および送受信部（１３）を介して受信され、該受信され
た映像・音声信号は変調・復調部（１２）により復調される。変調・復調部（１２）で復
調された映像・音声信号は、信号処理部（１１）に供給される。信号処理部（１１）では
、復調された映像信号に像処理等を施し、後段の画像表示部（１０）へ信号を供給する。
画像表示部（１０）は、信号処理部（１１）からの信号に基づき映像を表示するための、
例えば液晶パネルやプラズマディスプレイパネル等で構成されている。また、映像・音声
信号に重畳されたヘッダーや制御コマンドも同様に変調・復調部（１２）により復調され
、該復調されたヘッダーや制御コマンドは、ＣＰＵ（１４）に供給される。
【００１６】
　人検出部（１７）は、人の存在に関する情報を検出するための要素であり、駆動部（１
６）により駆動制御され、例えば無線映像受信装置（３０６～３０９）の周囲（特に画像
表示部（１０）の表示面前方側）に視聴者が存在するか否かを検出・判断し、その検出信
号をＣＰＵ（１４）に供給する。リモコン受光部（１８）は、図示しない無線映像受信装
置用のリモコンに対するユーザの操作により発生されたリモコンからのリモコン信号を受
信し、ＣＰＵ（１４）に供給する。ＣＰＵ（１４）は、供給されたヘッダーや制御コマン
ドを解析すると共に、人検出部からの検出信号、及びリモコン受光部で受信したリモコン
信号を入力し、無線映像送信装置を制御する為のヘッダーや制御コマンドを生成する。生
成された無線映像送信装置を制御する為のヘッダーや制御コマンドは、変調・復調部（１
２）により無線伝送のためのキャリアを用いて変調され、送受信部（１３）を経てアンテ
ナ（１５）から無線映像送信装置（３０２）に対して無線伝送される。
【００１７】
　尚、前記人検出部（１７）は無線映像受信装置の近くに視聴者（人）が存在するかを検
出・判断するためのもので、例えば画像表示部（１０）の周囲に取り付けられた赤外線セ
ンサ等の人感センサまたはカメラ等の撮像装置等で構成される。人検出部（１７）は、人
そのものを直接的に検知する以外にも、例えば、無線映像受信装置の電源がオン状態にお
いて、図示していない無線映像受信装置の無線入力以外の有線接続された信号源や内蔵信
号源等が外部入力として選択されていることを検出することにより視聴者の有無を間接的
に検出する構成であってもよい。これ以外にも、例えばリモコン受光部（１８）が何らか
の信号を受信したこと、及び／または照度センサを用いて部屋の明るさがある閾値以上に
なったことを検出することにより、視聴者の有無を間接的に検出するようにしてもよい。
【００１８】
　図３において、ユーザが無線映像受信装置（３０６）であるモニター（受信装置＃１）
でＨＤＤレコーダ（３０４）からのある再生映像を視聴している場合において、現在視聴
中のある再生映像をＨＤＤレコーダ（３０４）に記録された別の再生映像に切り換えたい
とき、ユーザは、ＨＤＤレコーダ（３０３）用のリモコンを操作し、再生映像切り換えの
ための制御コマンドを含むリモコン信号を受信装置＃１に向けて送信する。受信装置＃１
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は、当該リモコン信号を受光し、その制御コマンドの信号を上述した変調・復調部（１２
）、送受信部（１３）及びアンテナ（１５）を経て無線映像送信装置（３０２）へ無線伝
送する。
【００１９】
　無線映像受信装置群（３０６～３０９）から無線伝送された制御コマンドは、無線映像
送信装置（３０２）のアンテナを介して送受信部で受信され、この制御コマンドは無線映
像送信装置（３０２）内のＣＰＵによって、その種類が解析される。制御コマンドが、上
記のようにＨＤＤレコーダ（３０４）の再生映像を切り換えるためのものであれば、ＣＰ
Ｕは、ＨＤＭＩケーブルのＣＥＣ（CONSUMER ELECTRONICS CONTROL）ラインを介して当該
制御コマンドをＨＤＤレコーダ（３０４）へ送信する。
【００２０】
　このようにして、ＡＶ機器、無線映像送信装置（３０２）及び無線映像受信装置群（３
０６～３０９）を備えた無線ネットワーク（３００）が構成される。
【００２１】
　このようなシステムにおける、待機期間中のユーザの起動要求から、実際に起動処理に
移行するまでの処理（以下、「起動シーケンス」と呼ぶ）の一例について以下に説明する
。尚、以下の説明では、図３の無線映像送信装置（３０２）から無線映像受信群（３０６
～３０９）への伝送方向を下り、逆方向を上りと定義する。すなわち、ここでは、映像・
音声信号及び無線映像送信装置から無線映像受信群への制御コマンドは下り方向、無線映
像受信装置から無線映像送信装置への制御コマンドは上り方向となる。また、説明の簡単
化の為に、以下では特定の無線映像受信装置（３０６）から始まる起動シーケンスを例に
して説明する。
【００２２】
　ユーザが映像を視聴していない待機期間中において、無線映像受信装置（３０６）を起
動させたいとき、ユーザは、無線映像受信装置用のリモコンを操作し（例えばリモコンの
電源ボタンをＯＮする操作）、起動のための制御コマンド（例えば電源ＯＮコマンド）を
含むリモコン信号を無線映像受信装置（３０６）に向けて送信する。無線映像受信装置（
３０６）は、当該リモコン信号を受光し、その制御コマンドの信号を無線により無線映像
送信装置（３０２）へ無線伝送する。
【００２３】
　無線映像受信装置（３０６）から無線伝送された制御コマンドは、図示しない無線映像
送信装置（３０２）のアンテナを介して送受信部で受信され、この受信された制御コマン
ドは無線映像送信装置（３０２）内のＣＰＵによって、その種類が解析される。制御コマ
ンドが、上記のように起動するためのものであれば、無線映像送信装置（３０２）内のＣ
ＰＵは、当該無線映像送信装置（３０２）の各部に対する電源供給やソフトウェア立ち上
げ等の起動処理を行う。
【００２４】
　このような無線システムにおいては、無線映像送信装置（３０２）が無線映像受信装置
（３０６）から無線伝送された制御コマンドを受信する為に、無線映像送信装置（３０２
）は、無線映像受信装置が使用する通信チャネルを知る必要がある。そこで、音声・映像
信号が送信されていない待機期間中においては、例えば図４（ａ）のように、無線映像送
信装置（３０２）は、期間Ｔ１の間に、無線システムにおける全ての通信チャネル（図で
はチャネル数をＸとしている）をサーチして無線映像受信装置（３０６）がどの通信チャ
ネルを使って制御コマンドを送信しているかを確認するための起動要求の確認（４００）
を行う。この時、無線映像送信装置は、待機期間中の消費電力を低く抑える為に、この待
機期間中において起動要求の確認（４００）を間欠的に行い、起動要求の確認（４００）
を行わない間（期間Ｔ２）は無線映像送信装置の動作をほぼ停止（以下、「待機動作」と
呼ぶ）している。このように、待機期間中の無線映像送信装置は、起動要求の確認（４０
０）と待機動作とを繰り返し行うようにされている（以下、これを「通常待機モード」（
第１の待機モード）と呼ぶ）。
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【００２５】
　次に、無線映像受信装置（３０６）から制御コマンドが送信された場合の起動シーケン
スの一例を、図５（ａ）を参照しながら説明する。
【００２６】
　無線映像受信装置（３０６）も無線映像送信装置（３０２）と同様に、待機期間中に起
動要求の確認（４００）と待機動作（５０３）を周期的に繰り返す。この無線映像受信装
置（３０６）における起動要求の確認（４００）の周期と待機動作（５０３）の期間は、
無線映像送信装置（３０２）における起動要求の確認（４００）の周期（Ｔ１＋Ｔ２）お
よび待機動作（５００）の期間（Ｔ１）と同じでもよいし、異なっていてもよい。
【００２７】
　ある時刻において、ユーザが、無線映像受信装置（３０６）を起動するための制御コマ
ンドを含むリモコン信号を無線映像受信装置（３０６）に向けて送信（５０２）した場合
、無線映像受信装置（３０６）は制御コマンドとしての起動要求信号（５０４）を、まず
通信チャネルｃｈ１を用いて期間Ｔ５の間に無線映像送信装置に送信する。期間Ｔ５中に
無線映像送信装置からの応答が得られない場合、無線映像受信装置（３０６）は次の通信
チャネルであるｃｈ２に切り替え、起動要求信号（５０５）を送信する。この起動要求信
号の送信中に、無線映像送信装置（３０２）が起動要求の確認（４００）を行い、通信チ
ャネルｃｈ２をサーチした場合、通信チャネルｃｈ２を用いて無線映像受信装置からの起
動のための制御コマンドである起動要求信号が受信され、無線映像送信装置および無線映
像受信装置は起動処理（５０１および５０６）を行う。このように、起動要求信号の送信
とその応答の確認による使用可能な通信チャネルのサーチは、チャネル数Ｘが２１とする
と、ｃｈ１からｃｈ２１まで順次行われる。よって、ｃｈ１～ｃｈ２０が例えば他の装置
の通信に割り当てられて使用できない場合、ｃｈ１～ｃｈ２０のそれぞれについて上記起
動要求信号層の送信とその応答の確認をすることとなり、上記通信チャネルをサーチする
ための時間が長くなり応答性が低下する。
【００２８】
　また、上記起動シーケンスの一例の場合、待機動作を行う期間（Ｔ２）を長くすればす
るほど待機期間中の消費電力は低く抑えられるが、起動要求の確認（４００）を行う周期
が長くなり、ユーザ操作に対する応答性が低下する。例えば、図５（ａ）の例において、
Ｔ１＝２ｓ、Ｔ２＝８ｓ、Ｔ５＝５ｓとすると、ユーザが操作してから最大で１０ｓ程度
経過後に起動処理を始めることになり、ユーザへ不快感を与えることとなる。
【００２９】
　そこで本実施例では、映像受信装置側で人を検知した場合には、使用することが可能な
通信チャネル候補を予め限定する（すなわち少なくする）ことで、起動要求の確認時間を
短くして起動時間の高速化を図るものである。例えば、図４（ｂ）に示されるように、映
像受信装置側で使用することが可能な通信チャネル候補がｃｈ１～ｃｈ３である場合、通
信チャンネルの全てではなく、そのチャネルのみに対して期間Ｔ３の間、起動要求の確認
を行えばよい（４０１）。例えば、無線システムの通信チャネル数Ｘが２１で構成される
場合、使用可能な通信チャネル候補の数を３とすると、起動要求の確認を、全通信チャネ
ルをサーチする場合と同程度の消費電力でありながら１／７の周期で行う事が可能となる
。換言すれば、人が無線映像受信装置によって検知された場合は、予め使用可能な通信チ
ャネル候補を限定する、すなわち人が検出された場合のサーチ対象の通信チャネルを人が
検出されない場合に比べて少なくすることで、起動要求の確認周期を短くするようにして
いる（以下、このような限定された通信チャネルについて起動要求の確認を行うようにす
る状態を「特定待機モード」（第２の待機モード）と呼ぶ）。これにより、全通信チャネ
ルをサーチする場合と同程度の消費電力で、無線映像送信装置と無線映像受信装置の起動
シーケンスの高速化が可能となる。
【００３０】
　次に、本実施例の特定待機モードにおける、起動シーケンスを、図５（ｂ）を参照しな
がら説明する。
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【００３１】
　無線映像受信装置（３０６）も無線映像送信装置（３０２）と同様に、特定待機モード
において、起動要求の確認(５０７)と待機動作（５０３）を周期的に繰り返す。特定待機
モードでの無線映像受信装置（３０６）における起動要求の確認（４００）の周期と待機
動作（５０３）の期間は、特定待機モードでの無線映像送信装置（３０２）における起動
要求の確認（４００）の周期（Ｔ３＋Ｔ４）および待機動作（５００）の期間（Ｔ３）と
同じでもよいし、異なっていてもよい。
【００３２】
　ある時刻において、ユーザが、無線映像受信装置（３０６）を起動するための制御コマ
ンドを含むリモコン信号を無線映像受信装置（３０６）に向けて送信（５０２）した場合
、無線映像受信装置（３０６）は制御コマンドとしての起動要求信号（５０４）を、予め
候補を限定した使用可能な通信チャネルである特定チャネルを用いて無線映像送信装置（
３０２）に送信する（図の例ではｃｈ１を使用）。この起動要求信号送信中に、無線映像
送信装置が起動要求の確認（４０１）を行い、通信チャネルｃｈ１をサーチした場合、通
信チャネルｃｈ１を用いて無線映像受信装置から送られた起動のための制御コマンドであ
る起動要求信号が受信され、無線映像送信装置および無線映像受信装置は起動処理（５０
１および５０６）を行う。
【００３３】
　上記のように、本実施例に係る特定待機モードでは、起動シーケンスにおける起動要求
の確認（４０１）を行う周期が短いため、ユーザ操作に対する応答性が向上する。
【００３４】
　次に、無線映像受信装置のＣＰＵ（１４）で実行される、本実施例における人検出部（
１７）を用いた通常待機モードと特定待機モードの移行処理について図１のフローチャー
トを用いて説明する。尚、以下ではステップを「Ｓ」と記す。
【００３５】
　無線映像受信装置の電源が切られた場合（Ｓ１００）、人検出部（１７）により人の存
在に関する情報を検出し、無線映像受信装置付近に人が存在するかを判断する（Ｓ１０１
）。人が存在しない場合は、通常待機モード（Ｓ１０８）に移行する。通常待機モードで
は、前述の通り、全ての通信チャネルをサーチする、起動要求の確認を行う。尚、人検出
部（１７）により人の存在を判断する（Ｓ１０１）のは、常時行ってもよいし、間欠的に
行う起動要求の確認（５０７）に同期させてもよい。
【００３６】
　一方、人検出部（１７）により人が存在すると判断された場合、無線映像送信装置に対
して、人検出信号を通信チャネルｃｈ_Ｎで送信（Ｓ１０２）し、送信した人検出信号に
対し、無線映像送信装置からの返答コマンドがあるかを判断する（Ｓ１０３）。ここで、
Ｎの初期値は「１」とする。すなわち人検出信号は、最初に通信チャネルｃｈ１で送信さ
れる。無線映像送信装置からの返答コマンドがある場合は、特定待機モード（Ｓ１０４）
に移行し、限定された通信チャネル候補のみをサーチする起動要求の確認（５０７）を行
う。一方、無線映像送信装置からの返答コマンドが無い場合は、通信チャネルの番号Ｎの
値に１を加算し（Ｓ１０９）、そのＮの値が全送信チャネル数Ｘ（例えば２１）以下であ
るかを判定する（Ｓ１１０）。Ｎの値がＸ以下の場合は再びＳ１０２に進み、Ｘより大き
い場合は通常待機モードに移行する。
【００３７】
　特定待機モードに移行した後、ＣＰＵ（１４）は、前記返答コマンドを受信してからの
時間を計測する（Ｓ１０５）。該返答コマンドを受信してから所定の時間が経過した場合
、再び人検出部（１７）により人の存在を判断する（Ｓ１０６）。人が存在しない場合は
、通常待機モード（Ｓ１０８）に移行する。一方、人が存在する場合は、特定通信チャネ
ル（例えばＳ１０３で無線映像送信装置からの返答コマンドを受信した通信チャネル）を
用いて、無線映像送信装置に対して上記特定待機モードを継続するよう指示するための継
続コマンドを送信し（Ｓ１０７）、この継続コマンドに対する無線映像送信装置からの返
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答コマンドがあるかを判断する（Ｓ１１１）。返答があれば無線映像受信装置自身も特定
待機モードを継続する（Ｓ１０４）。なければ、通常待機モード（Ｓ１０８）に移行する
。
【００３８】
　ここで、前記返答コマンドは、無線映像送信装置と無線映像受信装置が通信可能なチャ
ネル候補を限定するための情報、通信可能なネットワーク内に存在する機器の数の情報、
特定待機モードをタイムアウトするまでの時間の情報、無線映像送信装置が無線映像受信
装置からのコマンドを受け取ったという合図のいずれかを含むものであることが望ましい
。
【００３９】
　また、上記Ｓ１０２、Ｓ１０３、Ｓ１０９及びＳ１１０の処理は、上述の使用可能な通
信チャネル候補の選定にも用いられる。この選定については後述する。
【００４０】
　続いて、無線映像送信装置のＣＰＵで実行される処理について図２を用いて説明する。
【００４１】
　無線映像送信装置の電源が切られた場合（Ｓ２００）、通常待機モード（Ｓ２０１）に
移行する。通常待機モードでは、前述の通り、全ての通信チャネルをサーチする起動要求
の確認（４００）を行う。無線映像送信装置は、無線映像受信装置から人検出信号を受信
（Ｓ２０２）するまでは、通常待機モード（Ｓ２０１）を維持する。人検出信号を受信（
Ｓ２０２）すると、この人検出信号に対する前記返答コマンドを無線映像受信装置に対し
て送信（Ｓ２０３）した後、特定待機モード（Ｓ２０４）に移行し、使用することが可能
な通信チャネル候補のみをサーチする起動要求の確認（４０１）を行う。その後、前記返
答コマンドを送信してからの時間を計測する（Ｓ２０５）。該返答コマンドを送信してか
ら、所定の時間が経過するまでの間、無線映像受信装置からの上述した継続コマンドを受
信するかを判断（Ｓ２０６）し、受信した場合は前記返答コマンドを無線映像受信装置に
対して送信（Ｓ２０７）する。前記継続コマンドを、任意の時間が経過するまでの間に受
信できない場合は、通常待機モード（Ｓ２０１）に移行する。ここで、前記返答コマンド
中に特定待機モードをタイムアウトするまでの時間の情報を多重するか、もしくは前記人
検出信号中に、継続コマンド送信周期の情報を多重してもよく、そのためにＳ２０５にお
ける所定の時間を、無線映像受信装置のＳ１０５における所定の時間よりも大きく設定す
ることが望ましい。
【００４２】
　次に、図１及び図６を用いて、特定待機モードにおける使用可能な通信チャネル候補の
選定処理の一例を説明する。
【００４３】
　通常待機モード中に、無線映像受信装置の人検出部（１７）の出力がＯＦＦ状態（人を
検出していない状態）からＯＮ状態（人を検出した状態）に変化した際、無線映像受信装
置は人検出信号を、図１のＳ１０２に示されるように、通信チャネルｃｈ_Ｎ（最初はＮ
＝１）を用いて送信する（６０３）。無線映像送信装置は、間欠的に行う起動要求の確認
（４００）中に無線映像受信装置からの人検出信号を受信し（６０１）、通信チャネルｃ
ｈ１を通信可能な通信チャネル候補とし、図示しないメモリ或いは無線映像送信装置のＣ
ＰＵ内の記憶領域（以下では、まとめて「記憶部」と呼ぶこととする）に当該通信チャネ
ル候補の情報（ここではｃｈ１）を格納する。そして図１のＳ１０３に示されるように、
無線映像受信装置は無線映像送信装置からの返答コマンドがあるかを判断する。図６の例
では無線映像受信装置は無線映像送信装置からの返答コマンドを受信しないため、図１の
Ｓ１０９のようにＮの値に１を加算して通信チャネルをｃｈ２に切り替える。ここでは全
通信チャネル数Ｘが２１であり、Ｎの値（つまり２）はＸ以下なので、Ｓ１０２に戻って
再度人検出信号を送信する（６０４）。ｃｈ１の場合と同様に、無線映像送信装置は、間
欠的に行う起動要求の確認（４００）中に無線映像受信装置からの人検出信号を受け（６
０５）、通信チャネルｃｈ２を通信可能な通信チャネル候補とし、その情報（ここではｃ
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ｈ２）を記憶部に格納する。このとき、記憶部には通信可能な通信チャネル候補の情報と
して「ｃｈ１」及び「ｃｈ２」が格納されることとなる。記憶部に格納された、使用可能
な通信チャネル候補のチャネル数がある所定数になった場合（図では例としてチャネル候
補の数が２つの場合を示す）、無線映像送信装置は前記返答コマンドを無線映像受信装置
に対して送信（６０２）する。返答コマンドを送信した無線映像送信装置および返答コマ
ンドを受信した無線映像受信装置は、特定待機モードに移行する。よってこの例では、無
線映像送信装置は、特定待機モードにおける起動要求の確認時に通信チャネルｃｈ１及び
ｃｈ２の２つのチャネルをサーチすることとなる。
【００４４】
　このようにして特定待機モードにおけるサーチ対象となる通信チャネル候補が選定され
、人が存在する場合に移行される特定待機モードでは、通常待機モードにサーチされる通
信チャネル数（すなわち全チャネル数）よりも少ない通信チャネルがサーチされる。
【００４５】
　通信チャネル候補の選定は上記の例に限られるものではなく、例えば、複数の通信チャ
ネル候補（例えばｃｈ１～ｃｈ３）を予め設定しておき、これを特定待機モードで使用す
るようにしてもよい。更にまた、人検出部（１７）による人の検出の前に、予め無線映像
受信装置と無線映像送信装置との間で通信チャネル候補（すなわち空チャネル）を予めサ
ーチして記憶しており、これを特定待機モードで使用するようにしてもよい。
【００４６】
　以上説明したように、本実施例によれば、無線映像受信装置が人検出部を用いて人の存
在を検出した場合に、使用することが可能な通信チャネル候補を限定（少なく）すること
で、待機電力を増やすことなく、間欠的に動作する起動要求の確認周期を通常待機モード
時に比べ短くすることが出来、起動シーケンスの高速化が図れる。また、電波状況の変化
等により限定した通信チャネル候補が使用できなくなった場合においても、継続コマンド
に対する返答コマンドがない場合、通常待機モードに移行することで無線映像受信装置と
無線映像送信装置の電源状態の不一致を防ぐことが可能となる。
【００４７】
　尚、本実施例では人検出部（１７）を無線映像受信装置に取り付けた例を示したが、無
線映像送信装置に取り付けてもよい。更にまた、本実施例は、無線映像受信装置と無線映
像送信装置の役割が入れ替わった場合においても同様に適用できることは言うまでもない
。
【実施例２】
【００４８】
　続いて、本発明の第２実施例について図８を用いて以下に説明する。本発明の第２実施
例は、無線映像送信装置および無線映像受信装置における、特定待機モード時における起
動要求の確認の際に、サーチする通信チャネルが実施例１と異なる。
【００４９】
　図８（ｂ）は、第２実施例を適用した場合における起動要求の確認の様子の一例を示す
。図８（ａ）は、図４（ａ）と同じである。
【００５０】
　先に説明した通り、待機期間中の受信処理を間欠的に行う無線映像送信装置および無線
映像受信装置において、人検出部を用いて無線映像送信装置と無線映像受信装置との間の
通信チャネル候補を限定することで、無線映像送信装置と無線映像受信装置の待機時から
の起動時間短縮と待機電力の低減が可能となる。
【００５１】
　第２実施例では、映像受信装置側で人を検出した場合において、使用可能な通信チャネ
ル候補を予め限定しつつ、全チャネルの起動要求の確認も行うことで、起動時間の高速化
および起動シーケンスの安定性の向上を図るものである。特定待機モードにおける起動要
求の確認期間（Ｔ６）は、限定された通信チャネル候補が割り当てられる第1期間（８０
２）と、この第１期間（８０２）に連続し、当該通信チャネル候補以外の通信チャネル少
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なくとも１つが回割り当てられる第２期間（８０３）で構成される。図８（ｂ）では例と
して、限定された通信チャネル候補がｃｈ１およびｃｈ２の場合を示している。
【００５２】
　実施例１と同様にして限定（選定）された通信チャネル候補がｃｈ１およびｃｈ２の場
合、ｃｈ１およびｃｈ２を、第１期間（８０２）に割り当てられる。一方、この通信チャ
ネル候補以外の通信チャネルの１つが、第２期間（８０３）に割り当てられる。全通信チ
ャネル数を例えば２１とすると、１９個の起動要求の確認期間に第２期間（８０３）には
、それぞれｃｈ３～１９が順次割り当てるようにしており、図８の例では、例えば最初の
起動要求の確認期間における第２期間（８０３）にはｃｈ３が、次の起動要求の確認期間
における第２期間（８０３）にはｃｈ４が、その次の起動要求の確認期間における第２期
間（８０３）にはｃｈ５が割り当てられている。
【００５３】
　このように起動要求の確認期間を構成することで、限定された通信チャネル候補の起動
要求の確認周期は短くしつつも全通信チャネルに対する起動要求の確認周期を長く設定す
ることが可能となる。従って、電波状況の変化等により限定された通信チャネル候補（例
えばｃｈ１、ｃｈ２）が使用できなくなった場合においても、他の通信チャネル（例えば
ｃｈ３、ｃｈ４等）を使用することができ、無線送受信システム全体の起動処理の安定性
が向上する。例えば、限定された通信チャネル候補数が２、第２期間（８０３）に割り当
てられる通信チャネル数が１である場合、起動要求の確認（８０１）は、
　１，２，３，待機（Ｔ７），１，２，４，待機（Ｔ７），１，２，５・・・
　の順で通信チャネルをサーチする。尚、前記全通信チャネルに対する起動要求の確認周
期は１０ｓ以下であることが望ましい。
【００５４】
　このように、本実施例によれば、無線映像受信装置が人検出部を用いて人の存在を検知
した場合に、限定された通信チャネル候補を優先的に割り当て、且つ間欠的に動作する起
動要求の確認周期を通常待機モード時に比べ短くすることで、起動シーケンスの高速化が
図れる。また、全通信チャネルをサーチすることで、電波状況の変化等により限定した通
信チャネル候補が使用できなくなった場合においても起動シーケンスの安定性が向上し、
無線映像受信装置と無線映像送信装置の電源状態の不一致を防ぐことが可能となる。
【００５５】
　上記第２実施例では、第２期間（８０３）に割り当てられる通信チャネルを１つとして
が、これに限られるものではなく、２つ或いはそれ以上の通信チャネルを割り当てるよう
にしてもよい。
【実施例３】
【００５６】
　次に本発明に係る第３実施例について、図９を参照して説明する。本発明の第３実施例
は、無線映像送信装置および無線映像受信装置における、特定待機モード時における起動
要求の確認の際に、全通信チャネルをサーチする点が実施例１と異なる。
【００５７】
　実施例３では、待機期間中の受信処理を間欠的に行う無線映像送信装置および無線映像
受信装置において、人検出部によって人の存在を検出した場合、起動要求の確認（４００
）を行う周期を通常待機モード時よりも短くしている。このように構成することによって
、待機時の消費電力は通常待機モードより増加するが、ユーザ操作に対する応答性を向上
し、無線映像送信装置と映像受信装置の起動時間を高速化する。
【００５８】
　勿論、第３実施例のように特定待機モード時は起動要求の確認周期を短くしつつ、その
起動要求の確認では全チャネルをサーチするのではなく、第１実施例のように選定された
通信チャネル候補をサーチするようにしてもよい。また、第３実施例のように特定待機モ
ード時は起動要求の確認周期を短くしつつ、その起動要求の確認では、第２実施例のよう
に選定された通信チャネル候補とそれ以外の通信チャネルをサーチするようにしてもよい
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。このようにすれば、映像受信装置の起動時間を高速化しつつも消費電力の増加を抑制す
ることができる。
【実施例４】
【００５９】
　本発明の第４実施例は、無線映像受信装置における、通常待機モード時における起動要
求の確認の際に、通信チャネルをサーチする間欠受信動作を行わない点が実施例１と異な
る。
【００６０】
　実施例４では、人検出部によって人の存在を検出出来ない場合、待機期間中の受信処理
を行わず、無線部（例えば変調・復調部や送受信部等の無線伝送に係わるブロック）の電
源をオフすることで、消費電力を低減することが出来る。例えば、図４を例にして説明す
ると、人検出部で人の存在が検出できない場合は、期間Ｔ２の「待機動作」を維持したま
まとし、人の存在が検出されると、初めて期間Ｔ１の「起動要求の確認」が行われるよう
に上記無線部（例えば変調・復調部や送受信部等の無線伝送に係わるブロック）を制御す
る。かかる制御は、無線映像受信装置のＣＰＵ（１４）及び／または無線映像送信装置の
ＣＰＵで行われる。
【００６１】
　無線映像受信装置であるＴＶが無線部を内蔵又は連携動作可能な場合、ＴＶが待機状態
の際には無線部の電源をオフし、このオフ状態において、人検出部によって人の存在を検
出した場合には上記の特定待機状態に入ることもできる。このように、人の存在を検出す
る以前は無線部の電源をオフしておくことにより、省電力効果を高める事ができる。従来
、人検出部によるＴＶの省電力化は、ＴＶの周辺に人が存在しない時にＴＶを待機状態に
移行させるために用いられているが、本発明によれば、ＴＶセットが待機時にも無線映像
受信部を待機状態にすることにも有効活用できる。
【００６２】
　また、人検出部によって人の存在が検出された場合に実行される起動要求の確認では、
全通信チャネルをサーチするようにしてもよいし、第１実施例において説明した方法によ
り限定された通信チャネル候補のみをサーチするようにしてもよい。当然、第２の実施例
のように、上記限定された通信チャネル候補と、それ以外の少なくとも一つの通信チャネ
ルとをサーチするようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、無線映像送信装置から無線映像受信装置に対し、映像・音声信号を送信する
システムに利用され、特に、かかるシステムにおいて、例えばユーザの操作に基づく起動
処理にかかる、起動時間を高速化させる場合に好適である。
【符号の説明】
【００６４】
１０　画像表示部
１１　信号処理部
１２　変調復調部
１３　送受信部
１４　ＣＰＵ（制御部）
１５　アンテナ
１６　駆動部
１７　人体検出部
１８　リモコン受光部
３００　無線ネットワーク
３０１　無線映像受信群
３０２　無線映像送信装置
３０３　ＡＶ機器
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４００　通常待機モード時における無線映像送信装置の起動要求の確認
４０１　特定チャネルでの待機モード時における無線映像送信装置の起動要求の確認
５００　無線映像送信装置の待機動作
５０１　無線映像送信装置の起動処理
５０２　ユーザ操作による起動要求信号
５０３　無線映像受信装置の待機動作
５０４　通信チャネルｃｈ１を用いた起動要求信号送信動作
５０５　通信チャネルｃｈ２を用いた起動要求信号送信動作
５０６　無線映像受信装置の起動処理
５０７　特定チャネルでの待機モード時における無線映像受信装置の起動要求の確認
６００　通常待機モード時における無線映像受信装置の起動要求の確認
６０１　通信チャネルｃｈ１を用いた通信の確立
６０２　返答コマンド送信動作
６０３　通信チャネルｃｈ１を用いた人検知信号送信動作
６０４　通信チャネルｃｈ２を用いた人検知信号送信動作
６０５　通信チャネルｃｈ２を用いた通信の確立
８０１　特定チャネルでの待機モード時における無線映像送信装置の起動要求の確認
８０２　限定した使用することが可能な通信チャネル候補を割り当てる領域
８０３　全チャネルをある特定の期間内にすくなくとも１回割り当てる領域

【図１】 【図２】
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