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(57)【要約】
　無線でソース（１２）からのマルチメディアデータは
、６０ＧＨｚ帯のシステムを介してディスプレイ（１４
）に送信される。ディスプレイ（１４）において、暗号
化、ＥＤＩＤ及びスレーブ（６０）に書き込まれたデー
タを、１２Ｃプロトコルに基づいて、ソース（１２）に
おけるマスタ（４６）によって、速やかに読み出すため
に、ディスプレイ側のマスタシミュレータ（５４）は、
スレーブ（６０）の変化を継続的にポーリングし、スレ
ーブシミュレータ（４８）内のシャドウメモリをソース
側の現在の状態に維持し、これにより、マスタ（４６）
からの読出処理は、無線リンク（５２）を経由すること
なく、スレーブシミュレータ（４８）のシャドウメモリ
から直ちに実行できる。
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【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システム（１２）と、
　ディスプレイ（１４）を含み、上記ソースシステム（１２）と無線通信するマルチメデ
ィアデータの表示システム（１４）とを備え、
　上記ソースシステム（１２）は、上記表示システム（１４）内の少なくとも１つのスレ
ーブ（６０）にデータを書き込む少なくとも１つのマスタ（４６）を有し、
　上記ソースシステム（１２）内に、上記マスタ（４６）によってデータが書き込まれる
上記スレーブ（６０）の少なくとも一部を反映する少なくとも１つのスレーブシミュレー
タ（４８）を備え、該マスタ（４６）からの読出コマンドは、該スレーブシミュレータ（
４８）によって処理されることを特徴とするマルチメディア表示システム。
【請求項２】
　上記表示システム（１４）内に、上記スレーブ（６０）と通信し、該スレーブ（６０）
における変化に応じて、上記スレーブシミュレータ（４８）を更新する少なくとも１つの
マスタシミュレータ（５４）を備えることを特徴とする請求項１記載のマルチメディア表
示システム。
【請求項３】
　上記スレーブシミュレータ（４８）内に第１のシャドウメモリ（５０）を備え、上記マ
スタシミュレータ（５４）内に第２のシャドウメモリ（５６）を備え、該マスタシミュレ
ータ（５４）は、自動ループで動作し、上記スレーブ（６０）内のデータと、上記第２の
シャドウメモリ（５６）内のデータとを比較し、該比較に基づいて、上記第１のシャドウ
メモリ（５０）を更新することを特徴とする請求項２記載のマルチメディア表示システム
。
【請求項４】
　上記マルチメディアデータは、少なくともデジタルビジュアルインタフェース（ＤＶＩ
）マルチメディアデータ及び高精細度マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）マルチ
メディアデータの何れかであることを特徴とする請求項１記載のマルチメディア表示シス
テム。
【請求項５】
　上記無線リンクは、６０ＧＨｚ帯のリンクであることを特徴とする請求項４記載のマル
チメディア表示システム。
【請求項６】
　上記マスタ（４６）と上記スレーブ（６０）との間で伝送されるデータは、少なくとも
広帯域デジタルコンテンツ保護（ＨＤＣＰ）データ及び拡張ディスプレイ識別データ（Ｅ
ＤＩＤ）の何れかであることを特徴とする請求項４記載のマルチメディア表示システム。
【請求項７】
　上記マスタ（４６）は、マイクロコントローラによって実現され、上記スレーブ（６０
）は、レジスタを有するデュアルポートＲＡＭによって実現されることを特徴とする請求
項１記載のマルチメディア表示システム。
【請求項８】
　　上記データは、少なくとも部分的に、Ｉ２Ｃプロトコルの一部を用いて、上記マスタ
（４６）と上記スレーブ（６０）との間で伝送されることを特徴とする請求項１記載のマ
ルチメディア表示システム。
【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、例えば、デジタルビジュアルインタフェース（Digital Visu
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al Interface：ＤＶＩ）として知られるプロトコルを用いて、ＤＶＤプレーヤ、ビデオ受
信機、ＡＴＳＣチューナ、又は他のコンピュータ等のソースから、例えば、フラットパネ
ルビデオモニタ等のディスプレイに送信することができる。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、何れも、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：ＨＤ
ＣＰ）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、最小限の配線を使って、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（liquid crystal high definiti
on：ＨＤＤ）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
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】
　本発明者等は、５７ＧＨｚと６４ＧＨｚの間（本明細書では、「６０ＧＨｚ帯」と呼ぶ
。）のスペクトル帯域で機能する無線システムを開発した。６０ＧＨｚ帯のスペクトルは
、通信距離が短く、指向性が高く（したがって、生来的に安全性が高く）及びデータ帯域
幅が広いといった特性を有する。本願と同じ譲受人に譲渡されており、引用により本願に
援用される係属中の米国特許出願番号第１０／６６６，７２４号、第１０／７４４，９０
３号（システム）、第１０／８９３，８１９号、第１１／１３６，１９９号（ＰＬＬ関連
の発明）及び第１１／０３５，８４５号（複数のアンテナ）には、広帯域６０ＧＨｚリン
クを用いて、室内のソースから室内の受信機に、高精細度（ＨＤ）ビデオを高精細度マル
チメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）フォーマットで送信する様々なシステム及び方法
が開示されている。この周波数では、信号は、通信範囲が短く、指向性が高いため、ビデ
オデータを圧縮されていない形式で送信することができ、このため、１秒あたりに送信さ
れるデータが多くなり、データの剽窃が実質的に困難となる。
【０００７】
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　本発明者らは、特定の用途に関わらず、６０ＧＨｚ帯の無線リンクに関して、以下のよ
うな問題点を見出した。なお、制御のために、例えば、所謂「Ｉ２Ｃ」プロトコル等の適
切なプロトコルを用いて、データのソースにおける（マイクロコントローラ等の）マスタ
コンポーネントが、ディスプレイ内の（レジスタ等の）スレーブコンポーネントから／に
情報を読み出し、及び書き込むことが必要なこともある。マスタは、通常、スレーブのレ
ジスタ位置に／からデータを書き込み／読み出し、それぞれが固有のアドレスを有する複
数のスレーブを用いることができる。例えば、ソース内のマスタは、上述したＨＤＣＰに
関連するセキュリティ情報を、ディスプレイ内の１つ以上のスレーブに書き込む必要があ
る場合がある。
【０００８】
　更に、特に、再生すべきビデオデータの平文化をサポートするために必要な暗号鍵交換
の場合、マスタとスレーブとの間のデータの読出及び書込は、略々実時間で実行すること
が望ましい。本発明者らは、このような処理は、無線アプリケーションにおいて、困難で
あることを見出した。これは、特に、無線アプリケーションにおいて読出を実行する場合
、無線リンクを介して、マスタからスレーブに読出要求を送信し、所定の動作を実行し、
無線リンクを介して、スレーブからマスタに要求されたデータを返すために、望ましくな
い遅延が導入される可能性があるためである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　マルチメディア表示システムは、マルチメディアデータのソースシステムと、マルチメ
ディアデータの表示システムとを備える。表示システムは、ディスプレイを含み、ソース
システムと無線通信する。ソースシステムは、表示システム内の少なくとも１つのスレー
ブにデータを書き込むマスタを有し、ソースシステム内に設けられたスレーブシミュレー
タは、マスタによってデータが書き込まれるスレーブの少なくとも一部を反映する。これ
により、マスタからの読出コマンドは、無線リンクを介して読出コマンドを送信すること
なく、スレーブシミュレータから処理することができる。
【００１０】
　表示システム内に、スレーブと通信し、スレーブにおける変化に応じて、スレーブシミ
ュレータを更新する少なくとも１つのマスタシミュレータを設けてもよい。このために、
スレーブシミュレータ内に第１のシャドウメモリを設け、マスタシミュレータ内に第２の
シャドウメモリを設けてもよく、マスタシミュレータは、自動ループで動作し、スレーブ
内のデータと、第２のシャドウメモリ内のデータとを比較し、比較に基づいて、第１のシ
ャドウメモリを更新する。
【００１１】
　マルチメディアデータは、非限定的な具体例として、デジタルビジュアルインタフェー
ス（Digital Visual Interface：ＤＶＩ）マルチメディアデータ及び高精細度マルチメデ
ィアインタフェース（High Definition Multimedia Interface：ＨＤＭＩ）マルチメディ
アデータの何れかであってもよい。無線リンクは、６０ＧＨｚ帯のリンクであってもよく
、マスタとスレーブとの間で伝送されるデータは、少なくとも広帯域デジタルコンテンツ
保護データ（High-Bandwidth Digital Content Protection：ＨＤＣＰ）及びディスプレ
イ識別データ（extended display identification data：ＥＤＩＤ）の何れかであっても
よい。例示的な実施の形態においては、マスタは、マイクロコントローラによって実現さ
れ、スレーブは、レジスタを有するデュアルポートＲＡＭによって実現される。データは
、少なくとも部分的に、Ｉ２Ｃプロトコルの一部を用いて、マスタとスレーブとの間で伝
送してもよい。
【００１２】
　他の側面として、無線リンクを用いるソースシステムからのマルチメディアを、赤外線
無線通信を介して、表示システムに表示するマルチメディア表示システムは、ソースシス
テムにおけるマスタからのマルチメディアを表示するために有用な情報を、表示システム
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におけるスレーブに書き込む書込手段を備える。マルチメディア表示システムは、更に、
無線リンクを介して読出コマンドを送信することなく、ソースシステムにおけるスレーブ
シミュレータからのデータによって、マスタからの読出コマンドを実行する。
【００１３】
　更に他の側面として、ディスプレイに、ソースからのマルチメディアを表示するマルチ
メディア表示方法は、６０ＧＨｚ帯無線リンクを用いて、ソースからディスプレイに無線
でマルチメディアを送信するステップと、ディスプレイにおいて、無線リンクを用いて、
ソースにおけるマスタからのデータをスレーブに書き込むステップとを有する。マルチメ
ディア表示方法は、更に、スレーブにおける変化を定期的にポーリングするステップを有
する。ここでは、全ての変化に関する情報が、無線リンクのを介して、ソースの少なくと
も１つのシャドウメモリに供給され、これにより、シャドウメモリは、スレーブのコンテ
ンツを反映する。マスタから発せられる、スレーブをアドレス指定した読出コマンドは、
シャドウメモリから即時に実行される。
【００１４】
　以下では、本発明の構造及び処理に関する詳細を添付の図面を参照して説明する。添付
の図面では、同一の部分には共通の符号を付している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　まず、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
オデータを含む高精細度（high definition：ＨＤ）デジタルビデオデータのソース１２
を備える。ソース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プレーヤ等であってもよく、又はビデオ受信機、ＡＴＳＣチ
ューナ等の他のマルチメディアのソース機器であってもよく、この他のコンピュータであ
ってもよい。
【００１６】
　ソース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：ＨＤＭ
Ｉ）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-Ban
dwidth 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。
【００１７】
　ＨＤＭＩ送信機１８は、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ことができる。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。何れの場合も
、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イ（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
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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】
　何れの場合も、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６０
ＧＨｚ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
。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、ＤＶＤプレーヤ、テレビジョン受像機又は他のプレーヤであるメディアプレーヤ
４２にマルチメディアデータを送信する。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（Ｌ
ＣＤ）、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。何れの場合も、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６
０ＧＨｚ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。
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【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受信機２０、３８の間に確立されるＤＶ
Ｉ受信機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】
　図２は、本発明のソースコンポーネント及びスレーブコンポーネントの構成を示してい
る。なお、ソースコンポーネントは、例えば、プロセッサ２２によって実現してもよく、
スレーブコンポーネントは、例えば、シンク、すなわち受信機のプロセッサ３６によって
実現してもよい。
【００２５】
　ソースコンポーネントは、例えば適切なマイクロコントローラによって実現されるマス
タ４６を備える。マスタ４６は、スレーブシミュレータ４８と有線で通信し、スレーブシ
ミュレータ４８は、例えば、デュアルポートＲＡＭによって実現されるマスタ側のシャド
ウメモリ５０を備える。一方、スレーブシミュレータ４８は、無線リンク５２（例えば、
上述した無線リンク）を介して、マスタシミュレータ５４と通信し、マスタシミュレータ
５４は、後述する処理を実行するために、スレーブ側のシャドウメモリ５６及びロジック
５８を備える。マスタシミュレータ５４は、有線でスレーブ６０と通信し、マスタシミュ
レータ５４は、本質的には、マスタ４６と論理的に同じであり、スレーブシミュレータ４
８は、本質的には、スレーブ６０と論理的に同じである。マスタシミュレータ５４は、マ
イクロコントローラによって実現してもよく、スレーブシミュレータ４８及びスレーブ６
０は、レジスタ位置に対する読出コマンド及び書込コマンドを受け付けることができる。
例えば、後述するロジックを用いて、マスタ４６は、スレーブ６０に暗号鍵等のセキュリ
ティ情報を書き込むことができ、及びマスタ４６は、スレーブ６０から、上述した受信機
（スレーブ側）コンポーネントによってソース１２からのマルチメディアを表示するため
に有用な、スレーブ６０内の情報を読み出すことができる。したがって、シャドウメモリ
５０、５６は、スレーブ６０のレジスタの内容を反映する。
【００２６】
　図３は、本発明に基づく書込ロジックを示している。ブロック６２において、マスタ４
６は、使用が望まれるスレーブ６０のアドレス、サブアドレス（例えば、スレーブ６０に
おいて使用が望まれるレジスタのサブアドレス）、及びデータバイトを提供する一連のビ
ットをアサートする。この情報は、適切なハンドシェークによって捕捉され、無線プロト
コルにラッピングされ、スレーブシミュレータ４８から無線リンク５２を介して、スレー
ブ側のマスタシミュレータ５４に送信される。マスタシミュレータ５４は、ブロック６６
において、書込コマンドを受信し、ブロック６８において、スレーブ６０にデータを書き
込むことによって書込コマンドを実行する。最初に書き込まれるデータは、必要であれば
、マスタシミュレータ５４が図４に示す読出準備ロジックを実行する前に、シャドウメモ
リ５０、５６に保存してもよい。何れの場合も、スレーブ６０への書込が終了した後に、
受信機側（シンク）コンポーネントは、例えば、上述したＩ２Ｃプロトコル等の書込原理
に基づいて、送信機側（ソース）コンポーネントに対して、書込の完了を肯定応答する。
【００２７】
　ここで、マスタ４６は、読出コマンドに対する実質的に即座の応答を期待し、無線リン
クを介して読出要求を送信し、応答を受け取るために必要な十分な時間がない場合もある
。ここに説明するシャドウメモリ及びシミュレータは、この問題を解決する。詳しくは、
図４に示すように、スレーブ６０内の情報は、様々な理由のために変化することがあるた
め、マスタシミュレータ５４は、ブロック７０において、スレーブ６０のレジスタを読み
出し、判定ブロック７２において、マスタシミュレータ５４のシャドウメモリ５６に反映
されている対応するデータと比較するロジックを定期的に実行することによってシャドウ
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メモリ５０、５６を最新の状態に維持する。ここで、データが同じである場合、ロジック
は、ブロック７０に戻り、スレーブ６０の次のレジスタを検査する。
【００２８】
　一方、スレーブ６０に変化が検出された場合、ロジックは、判定ブロック７２からブロ
ック７４に移行し、マスタシミュレータ５４のシャドウメモリ５６を更新する。そして、
ブロック７６において、マスタシミュレータ５４は、スレーブシミュレータ４８に更新情
報を送信し、これによりシャドウメモリ５０を更新する。なお、マスタ４６が次に読出コ
マンドを発行した場合、読出コマンドは、スレーブシミュレータ４８において即時に実行
され、無線リンク５２を介してコマンド及び応答を送受することなく、スレーブシミュレ
ータ４８がマスタ４６に応答を返す。マスタ４６とスレーブシミュレータ４８の間では、
マスタ４６がスレーブ６０にアクセスしているかのように、全てのプロトコルタイミング
が維持される。
【００２９】
　図４に示すポーリングロジックは、スレーブ６０の全ての可能なサブアドレスをポーリ
ングすることによって、又は不揮発性であることが既知であるサブアドレスだけをポーリ
ングすることによって、又はこれらの何らかの組合せによって実現してもよい。このよう
に、幾つかの具体例では、マスタ４６が読み出す可能性があるスレーブ６０内のメモリ位
置は、マスタ４６によって、スレーブ６０のどのアドレスが読み出されているかを観察す
ることによって、マスタシミュレータ５４によって学習され、これらのメモリ位置のみを
限定的にポーリングしてもよく、単に他のメモリ位置より頻繁にポーリングしてもよい。
また上述したロジックは、２つ以上のデータタイプ及び／又はデバイスに拡張でき、例え
ば、上述したロジックを用いて、ＤＶＩディスプレイ内の拡張ディスプレイ識別データ（
extended display identification data：ＥＤＩＤ）の書込及び読出を行ってもよく、更
にＨＤＣＰ鍵交換及び他のデータの全てをサポートできる。
【００３０】
　上述したロジックは、プロセッサの１つ以上によって実行でき、これらは全て、マスタ
からスレーブへの書込要求及び読出要求を実行する様々な構成の非限定的な具体例である
。
【００３１】
　以上、本発明に基づく、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。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、何れも、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、何れも、「・・・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（３５
Ｕ．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】
【００３２】
【図１】本発明に基づくシステムの非限定的な例示的な実現例を示すブロック図である。
【図２】マスタコンポーネント及びスレーブコンポーネントのブロック図である。
【図３】書込ロジックのフローチャートである。
【図４】読出準備ロジックのフローチャートである。
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