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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送する無線通信システムのためのシン
ク機器において、
　映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像データの種別が第１及び第
２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の当該三次元の映像デー
タの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の映像フォーマット情報識
別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを識別する映像フォーマッ
ト情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記ソース機器に送信する第１の制御手段を
備えたことを特徴とするシンク機器。
【請求項２】
　上記映像情報メッセージは、上記シンク機器が上記三次元の映像データをサポートする
か否かを表すデータをさらに含むことを特徴とする請求項１記載のシンク機器。
【請求項３】
　上記第１の制御手段は、上記シンク機器が上記三次元の映像データをサポートするか否
かを表すデータを含む拡張映像情報メッセージを、上記ソース機器に送信することを特徴
とする請求項１記載のシンク機器。
【請求項４】
　上記三次元伝送形式は、上記ソース機器において、上記第１のビデオフレームデータと
上記第２のビデオフレームデータとを所定の合成方法で合成ビデオフレームデータに合成
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するためのパラメータを識別するための情報であることを特徴とする請求項１から３まで
のうちのいずれか１つの請求項記載のシンク機器。
【請求項５】
　上記映像データの解像度は、上記映像データの垂直有効画素数、水平有効画素数、走査
方法、及びフィールドレートを表すことを特徴とする請求項１から４までのうちのいずれ
か１つの請求項記載のシンク機器。
【請求項６】
　上記シンク機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第１
の記憶手段をさらに備え、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から上記映像データを受信したとき、（ａ）上
記映像データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
映像データが圧縮されているときは上記第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択
し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記映像データが
圧縮されていないときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第１の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データをデコードするため
のパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを用いて上記映像データをデコードす
ることを特徴とする請求項１から５までのうちのいずれか１つの請求項記載のシンク機器
。
【請求項７】
　上記シンク機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第１
の記憶手段をさらに備え、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から、上記ソース機器がワイヤレスＨＤにおい
て規定されているＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）パススルーモードをサポートしているか否かを表すデータを含むデ
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バイス情報メッセージを受信し、上記デバイス情報メッセージに基づいて、上記ソース機
器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているか否かを識別し、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から上記映像データを受信したとき、（ａ）上
記映像データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていないときは上記第１の３Ｄ
用詳細タイミング情報テーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像デ
ータであり、かつ、上記ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしている
ときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第１の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データをデコードするため
のパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを用いて上記映像データをデコードす
ることを特徴とする請求項１から５までのうちのいずれか１つの請求項記載のシンク機器
。
【請求項８】
　ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送する無線通信システムのためのソー
ス機器において、
　映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像データの種別が第１及び第
２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の当該三次元の映像デー
タの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の映像フォーマット情報識
別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを識別する映像フォーマッ
ト情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記シンク機器から受信し、上記受信された
映像フォーマットメッセージに含まれる映像フォーマット情報識別子のうちの１つの映像
フォーマット情報識別子を選択し、上記選択された映像フォーマット情報識別子に対応す
る映像フォーマットを有する映像データを生成して、上記シンク機器に送信する第２の制
御手段を備えたことを特徴とするソース機器。
【請求項９】
　上記映像情報メッセージは、上記シンク機器が上記三次元の映像データをサポートする
か否かを表すデータをさらに含むことを特徴とする請求項８記載のソース機器。
【請求項１０】
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器が上記三次元の映像データをサポートするか否
かを表すデータを含む拡張映像情報メッセージを、上記シンク機器から受信することを特
徴とする請求項８記載のソース機器。
【請求項１１】
　上記三次元伝送形式は、上記ソース機器において、上記第１のビデオフレームデータと
上記第２のビデオフレームデータとを所定の合成方法で合成ビデオフレームデータに合成
するためのパラメータを識別するための情報であることを特徴とする請求項８から１０ま
でのうちのいずれか１つの請求項記載のソース機器。
【請求項１２】
　上記映像データの解像度は、上記映像データの垂直有効画素数、水平有効画素数、走査
方法、及びフィールドレートを表すことを特徴とする請求項８から１１までのうちのいず
れか１つの請求項記載のソース機器。
【請求項１３】
　上記ソース機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
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を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第２
の記憶手段をさらに備え、
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器に映像データを送信するとき、（ａ）上記映像
データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル
を選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記シンク
機器が圧縮映像データをサポートしているときは上記第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
シンク機器が圧縮映像データをサポートしていないときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミン
グ情報テーブルを選択し、
　上記第２の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データに基づいて上記二次
元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビデオフレームデータ、又は上記第２の合成ビ
デオフレームデータを生成するためのパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを
用いて、上記映像データに基づいて上記二次元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビ
デオフレームデータ、又は上記第２の合成ビデオフレームデータを生成して、上記シンク
機器に送信することを特徴とする請求項８から１２までのうちのいずれか１つの請求項記
載のソース機器。
【請求項１４】
　上記ソース機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第２
の記憶手段をさらに備え、
　上記第２の制御手段は、上記ソース機器がワイヤレスＨＤにおいて規定されているＨＤ
ＭＩパススルーモードをサポートしているか否かを表すデータを含むデバイス情報メッセ
ージを、上記シンク機器に送信し、
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器に映像データを送信するとき、（ａ）上記映像
データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル
を選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記ソース
機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていないときは上記第１の３Ｄ用詳細
タイミング情報テーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データで
あり、かつ、上記ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているときは
上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第２の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データに基づいて上記二次
元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビデオフレームデータ、又は上記第２の合成ビ
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デオフレームデータを生成するためのパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを
用いて、上記映像データに基づいて上記二次元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビ
デオフレームデータ、又は上記第２の合成ビデオフレームデータを生成して、上記シンク
機器に送信することを特徴とする請求項８から１２までのうちのいずれか１つの請求項記
載のソース機器。
【請求項１５】
　ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送する無線通信システムにおいて、
　請求項８記載のソース機器と、
　請求項１記載のシンク機器を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１６】
　ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送する無線通信システムのための映像
データの伝送方法において、
　上記シンク機器により、映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像デ
ータの種別が第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合
の当該三次元の映像データの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の
映像フォーマット情報識別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを
識別する映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記ソース機器に送
信するステップと、
　上記ソース機器により、映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを上記
シンク機器から受信し、上記受信された映像フォーマットメッセージに含まれる映像フォ
ーマット情報識別子のうちの１つの映像フォーマット情報識別子を選択し、上記選択され
た映像フォーマット情報識別子に対応する映像フォーマットを有する映像データを生成し
て、上記シンク機器に送信するステップとを含むことを特徴とする映像データの伝送方法
。
【請求項１７】
　上記シンク機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の合成方法を用い
て合成ビデオフレームデータに合成するためのパラメータとの関係を示す３Ｄ用詳細タイ
ミング情報テーブルとを予め格納する第１の記憶手段をさらに備え、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から上記映像データを受信したとき、（ａ）上
記映像データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであるときは上記３
Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第１の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データをデコードするため
のパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを用いて上記映像データをデコードす
ることを特徴とする請求項１から５までのうちのいずれか１つの請求項記載のシンク機器
。
【請求項１８】
　上記ソース機器は、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
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デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の合成方法を用い
て合成ビデオフレームデータに合成するためのパラメータとの関係を示す３Ｄ用詳細タイ
ミング情報テーブルとを予め格納する第２の記憶手段をさらに備え、
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器に映像データを送信するとき、（ａ）上記映像
データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル
を選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであるときは上記３Ｄ用詳
細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第２の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データに基づいて上記二次
元ビデオフレームデータ又は上記合成ビデオフレームデータを生成するためのパラメータ
を決定し、上記決定されたパラメータを用いて、上記映像データに基づいて上記二次元ビ
デオフレームデータ又は上記合成ビデオフレームデータを生成して、上記シンク機器に送
信することを特徴とする請求項８から１２までのうちのいずれか１つの請求項記載のソー
ス機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像データの伝送方法、当該映像データを送信するソース機器、当該映像デ
ータを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた無線通信シス
テムに関し、特に、右目用ビデオフレームデータ及び左目用ビデオフレームデータなどの
第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元（以下、３Ｄ又は立体（ｓｔｅｒｅｏ
ｓｃｏｐｉｃ）ともいう。）の映像データの伝送方法、当該映像データを送信するソース
機器、当該映像データを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備
えた通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声及び映像機器（以下、ＡＶ（Ａｕｄｉｏ　ａｎｄ　Ｖｉｓｕａｌ）機器という。）
間で非圧縮のベースバンド映像信号とデジタル音声信号をワイヤレス伝送するための標準
規格であるワイヤレスＨＤ（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ）が策定されている。ワイヤレスＨＤ
はデジタルビデオレコーダやセットトップボックス、パーソナルコンピュータなどのソー
ス機器に蓄えられた高精細の動画データを、ソース機器をシンク機器にケーブル接続する
ことなくハイビジョンテレビなどのシンク機器で視聴するための技術仕様である。また、
双方向のコントロール信号も含んでいるので、テレビジョン装置とデジタルビデオレコー
ダを連動させるように制御することや、複数のＡＶ機器を用いてホームシアターなどを構
成してこれらのＡＶ機器を一元的に制御することができ、これらの制御のためのプロトコ
ルが定義されている。加えて、ワイヤレスＨＤは高品質のコンテンツの伝送が可能である
ために、提供されるコンテンツが不正に再生されたり、違法にコピーされたりしないよう
に、コンテンツ保護方式としてＤＴＣＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　
Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）が定義されている。
【０００３】
　従来技術に係るワイヤレスＨＤの無線伝送方法については、例えば、特許文献１及び２
並びに非特許文献１に記載されている。また、従来技術に係るＡＶデータの無線伝送方法
については、特許文献３及び４に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２５２９２９号公報。
【特許文献２】特開２００９－４８７７号公報。
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０３２０５３９号明細書。
【特許文献４】米国特許出願公開第２００９／００３１３６５号明細書。
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【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／００３０６７５号明細書。
【特許文献６】特開２００２－９５０１８号公報。
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ
　１．０　Ｏｖｅｒｖｉｅｗ、２００７年１０月９日。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術に係るワイヤレスＨＤでは、映像データが１つのフレームデー
タを含む二次元（２Ｄ又は平面（ｆｌａｔ）ともいう。）のコンテンツデータ（以下、二
次元データという。）であることを想定していた。このため、映像データが右目用ビデオ
フレームデータと左目用ビデオフレームデータなどの第１及び第２のビデオフレームデー
タを含む三次元のコンテンツデータ（以下、三次元データという。）の場合には、当該三
次元のコンテンツデータを、ソース機器から３Ｄテレビジョン装置等のシンク機器に無線
送信できなかった。
【０００７】
　また、特許文献５及び６は上記三次元データの伝送方法を開示しているが、ワイヤレス
ＨＤにおいて三次元データを無線伝送するための具体的な方法な構成を開示してはいなか
った。
【０００８】
　本発明の目的は以上の問題点を解決し、右目用ビデオフレームデータと左目用ビデオフ
レームデータなどの第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データを伝
送できる映像データの伝送方法、当該映像データを送信するソース機器、当該映像データ
を受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた通信システムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明に係るシンク機器は、ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送す
る無線通信システムのためのシンク機器において、
　映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像データの種別が第１及び第
２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の当該三次元の映像デー
タの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の映像フォーマット情報識
別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを識別する映像フォーマッ
ト情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記ソース機器に送信する第１の制御手段を
備えたことを特徴とする。
【００１０】
　上記シンク機器において、上記映像情報メッセージは、上記シンク機器が上記三次元の
映像データをサポートするか否かを表すデータをさらに含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、上記シンク機器において、上記第１の制御手段は、上記シンク機器が上記三次元
の映像データをサポートするか否かを表すデータを含む拡張映像情報メッセージを、上記
ソース機器に送信することを特徴とする。
【００１２】
　さらに、上記シンク機器において、上記三次元伝送形式は、上記ソース機器において、
上記第１のビデオフレームデータと上記第２のビデオフレームデータとを所定の合成方法
で合成ビデオフレームデータに合成するためのパラメータを識別するための情報であるこ
とを特徴とする。
【００１３】
　またさらに、上記シンク機器において、上記映像データの解像度は、上記映像データの
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垂直有効画素数、水平有効画素数、走査方法、及びフィールドレートを表すことを特徴と
する。
【００１４】
　また、上記シンク機器において、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第１
の記憶手段をさらに備え、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から上記映像データを受信したとき、（ａ）上
記映像データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
映像データが圧縮されているときは上記第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択
し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記映像データが
圧縮されていないときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第１の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データをデコードするため
のパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを用いて上記映像データをデコードす
ることを特徴とする。
【００１５】
　さらに、上記シンク機器において、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第１
の記憶手段をさらに備え、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から、上記ソース機器がワイヤレスＨＤにおい
て規定されているＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）パススルーモードをサポートしているか否かを表すデータを含むデ
バイス情報メッセージを受信し、上記デバイス情報メッセージに基づいて、上記ソース機
器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているか否かを識別し、
　上記第１の制御手段は、上記ソース機器から上記映像データを受信したとき、（ａ）上
記映像データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
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ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていないときは上記第１の３Ｄ
用詳細タイミング情報テーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像デ
ータであり、かつ、上記ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしている
ときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第１の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データをデコードするため
のパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを用いて上記映像データをデコードす
ることを特徴とする。
【００１６】
　第２の発明に係るソース機器は、ソース機器からシンク機器に映像データを無線伝送す
る無線通信システムのためのソース機器において、
　映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像データの種別が第１及び第
２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の当該三次元の映像デー
タの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の映像フォーマット情報識
別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを識別する映像フォーマッ
ト情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記シンク機器から受信し、上記受信された
映像フォーマットメッセージに含まれる映像フォーマット情報識別子のうちの１つの映像
フォーマット情報識別子を選択し、上記選択された映像フォーマット情報識別子に対応す
る映像フォーマットを有する映像データを生成して、上記シンク機器に送信する第２の制
御手段を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　上記ソース機器において、上記映像情報メッセージは、上記シンク機器が上記三次元の
映像データをサポートするか否かを表すデータをさらに含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、上記ソース機器において、上記第２の制御手段は、上記シンク機器が上記三次元
の映像データをサポートするか否かを表すデータを含む拡張映像情報メッセージを、上記
シンク機器から受信することを特徴とする。
【００１９】
　さらに、上記ソース機器において、上記三次元伝送形式は、上記ソース機器において、
上記第１のビデオフレームデータと上記第２のビデオフレームデータとを所定の合成方法
で合成ビデオフレームデータに合成するためのパラメータを識別するための情報であるこ
とを特徴とする。
【００２０】
　またさらに、上記ソース機器において、上記映像データの解像度は、上記映像データの
垂直有効画素数、水平有効画素数、走査方法、及びフィールドレートを表すことを特徴と
する。
【００２１】
　また、上記ソース機器において、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第２
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の記憶手段をさらに備え、
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器に映像データを送信するとき、（ａ）上記映像
データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル
を選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記シンク
機器が圧縮映像データをサポートしているときは上記第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テ
ーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記
シンク機器が圧縮映像データをサポートしていないときは上記第２の３Ｄ用詳細タイミン
グ情報テーブルを選択し、
　上記第２の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データに基づいて上記二次
元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビデオフレームデータ、又は上記第２の合成ビ
デオフレームデータを生成するためのパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを
用いて、上記映像データに基づいて上記二次元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビ
デオフレームデータ、又は上記第２の合成ビデオフレームデータを生成して、上記シンク
機器に送信することを特徴とする。
【００２２】
　さらに、上記ソース機器において、
　（１）（ａ）第３のビデオフレームデータを含む二次元の映像データの映像フォーマッ
ト情報識別子と、（ｂ）ビデオフレーム毎に、上記二次元の映像データに基づいて二次元
ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す２Ｄ用詳細タイミング
情報テーブルと、
　（２）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第１の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含まない第１の合成ビデオフレームデータに合成するため
のパラメータとの関係を示す第１の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルと、
　（３）（ａ）上記三次元の映像データの映像フォーマット情報識別子と、（ｂ）上記ビ
デオフレーム毎に、上記第１及び第２のビデオフレームデータを、所定の第２の合成方法
を用いて、ブランキング期間を含む第２の合成ビデオフレームデータに合成するためのパ
ラメータとの関係を示す第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルとを予め格納する第２
の記憶手段をさらに備え、
　上記第２の制御手段は、上記ソース機器がワイヤレスＨＤにおいて規定されているＨＤ
ＭＩパススルーモードをサポートしているか否かを表すデータを含むデバイス情報メッセ
ージを、上記シンク機器に送信し、
　上記第２の制御手段は、上記シンク機器に映像データを送信するとき、（ａ）上記映像
データの種別が二次元の映像データであるときは上記２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル
を選択し、（ｂ）上記映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、上記ソース
機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていないときは上記第１の３Ｄ用詳細
タイミング情報テーブルを選択し、（ｃ）上記映像データの種別が三次元の映像データで
あり、かつ、上記ソース機器が上記ＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているときは
上記第２の３Ｄ用詳細タイミング情報テーブルを選択し、
　上記第２の制御手段は、上記映像データの映像フォーマット情報識別子に基づいて上記
選択された詳細タイミング情報テーブルを参照して、上記映像データに基づいて上記二次
元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビデオフレームデータ、又は上記第２の合成ビ
デオフレームデータを生成するためのパラメータを決定し、上記決定されたパラメータを
用いて、上記映像データに基づいて上記二次元ビデオフレームデータ、上記第１の合成ビ
デオフレームデータ、又は上記第２の合成ビデオフレームデータを生成して、上記シンク
機器に送信することを特徴とする。
【００２３】
　第３の発明に係る無線通信システムは、ソース機器からシンク機器に映像データを無線
伝送する無線通信システムにおいて、上記ソース機器と、上記シンク機器を備えたことを
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特徴とする。
【００２４】
　第４の発明に係る映像データの伝送方法は、ソース機器からシンク機器に映像データを
無線伝送する無線通信システムのための映像データの伝送方法において、
　上記シンク機器により、映像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像デ
ータの種別が第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合
の当該三次元の映像データの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の
映像フォーマット情報識別子のうち、上記シンク機器がサポートする映像フォーマットを
識別する映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを、上記ソース機器に送
信するステップと、
　上記ソース機器により、映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを上記
シンク機器から受信し、上記受信された映像フォーマットメッセージに含まれる映像フォ
ーマット情報識別子のうちの１つの映像フォーマット情報識別子を選択し、上記選択され
た映像フォーマット情報識別子に対応する映像フォーマットを有する映像データを生成し
て、上記シンク機器に送信するステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る映像データの伝送方法、当該映像データを送信するソース機器、当該映像
データを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた無線通信シ
ステムによれば、シンク機器は、映像データの解像度と、映像データの種別と、映像デー
タの種別が第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の
当該三次元の映像データの三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数の映
像フォーマット情報識別子のうち、シンク機器がサポートする映像フォーマットを識別す
る映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを、ソース機器に送信し、ソー
ス機器は、シンク機器からの映像フォーマットメッセージに含まれる映像フォーマット情
報識別子のうちの１つの映像フォーマット情報識別子を選択し、選択された映像フォーマ
ット情報識別子に対応する映像フォーマットを有する映像データを生成して、シンク機器
に送信するので、ソース機器からシンク機器に三次元の映像データを送信できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像データ
を伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図３】図１のソース機器１１０によって生成される合成ビデオフレームデータ１８３の
水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。
【図４】図２のデバイス能力要求メッセージ１のフォーマットを示す図である。
【図５】図４の要求タイプ領域１２を用いて要求されるデバイス能力のタイプを示す表で
ある。
【図６】図２のデバイス能力応答メッセージ２のフォーマットを示す図である。
【図７】図２のデバイス能力応答メッセージ２と、デバイス情報メッセージ３と、入力フ
ォーマット情報メッセージ５との関係を示す図である。
【図８】図７のデバイス情報メッセージ３のフォーマットを示す図である。
【図９】図７の入力フォーマット情報メッセージ５のフォーマットを示す図である。
【図１０】図９のフォーマットタイプ領域５５に格納される値とフォーマットタイプとの
関係を示す表である。
【図１１】図７の映像情報メッセージ２００のフォーマットを示す図である。
【図１２】図７の三次元情報メッセージ３００の、三次元フォーマット数領域３０３に０
が格納されたときのフォーマットを示す図である。
【図１３】図７の三次元情報メッセージ３００の、三次元フォーマット数領域３０３にＮ
が格納されたときのフォーマットを示す図である。
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【図１４】本発明の第２の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ａの、３ＤＭ領域
３０６に０ｂ０１が格納されたときのフォーマットを示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ａの、３ＤＭ領域
３０６に０ｂ１０が格納されたときのフォーマットを示す図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｂのフォーマット
を示す図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｃのフォーマット
を示す図である。
【図１８】本発明の第５の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｄのフォーマット
を示す図である。
【図１９】本発明の第６の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｅのフォーマット
を示す図である。
【図２０】本発明の第７の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｆのフォーマット
を示す図である。
【図２１】本発明の第８の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像デー
タを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２２】図２１のＶＩＣ（Ｖｉｄｅｏ　ｆｏｒｍａｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｃｏｄｅ）テーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａの第１の部分を示す表である。
【図２３】図２１のＶＩＣテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａの第２の部分を示す表であ
る。
【図２４】本発明の第８の実施形態において、図９のフォーマットタイプ領域５５に格納
される値とフォーマットタイプとの関係を示す表である。
【図２５】図２１のシンク機器１２０Ａによって送信されるデバイス能力応答メッセージ
２のフォーマットを示す図である。
【図２６】図２５の映像情報メッセージ２００Ａのフォーマットを示す図である。
【図２７】図２５の圧縮映像情報メッセージ４００のフォーマットを示す図である。
【図２８】本発明の第９の実施形態に係る映像情報メッセージ２００Ｂのフォーマットを
示す図である。
【図２９】本発明の第１０の実施形態において、図９のフォーマットタイプ領域５５に格
納される値とフォーマットタイプとの関係を示す表である。
【図３０】本発明の第１０の実施形態において、図２１のシンク機器１２０Ａによって送
信されるデバイス能力応答メッセージ２のフォーマットを示す図である。
【図３１】図３０の拡張映像情報メッセージ９００のフォーマットを示す図である。
【図３２】本発明の第１１の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像デ
ータを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図３３】図３２の３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－
３ｄ１及び１２７－３ｄ１を示す表である。
【図３４】図３２の３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－
３ｄ２及び１２７－３ｄ２を示す表である。
【図３５】図３２のソース機器１１０Ｂによって、第１の合成方法で生成される合成ビデ
オフレームデータ１８３Ａと、図３３の各タイミング値との関係を示すデータ配置図であ
る。
【図３６】図３２のソース機器１１０Ｂによって、第２の合成方法で生成される合成ビデ
オフレームデータ１８３Ｂと、図３４の各タイミング値との関係を示すデータ配置図であ
る。
【図３７】図３２の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図３８】図３７のストリーム開始通知メッセージ８のフォーマットを示す図である。
【図３９】図３８のフォーマットタイプ領域９１に格納される値とフォーマットタイプと
の関係を示す表である。
【図４０】図３８のストリーム開始通知メッセージ８にフォーマット領域９０として含ま



(13) JP 5367814 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

れる映像フォーマット領域５００のフォーマットを示す図である。
【図４１】図１８のストリーム開始通知メッセージ８にフォーマット領域９０として含ま
れる圧縮映像フォーマット領域６００のフォーマットを示す図である。
【図４２】本発明の第１２の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像デ
ータを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。
【図４３】図４２の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【００２７】
　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。なお、以下の各実施形
態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。
【００２８】
第１の実施形態．
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像デー
タを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。図１において、本実施形
態に係る無線通信システムは、ワイヤレスＨＤに準拠している。ＡＶコンテンツデータの
ソース機器として機能するソース機器１１０は、映像音声再生装置１１２と、パケット処
理回路１１３と、アンテナ１１６を備えたパケット無線送受信回路１１４と、ＶＩＣテー
ブル１１５ｔをあらかじめ格納するメモリ１１５と、これらの装置及び回路１１２～１１
５の動作を制御するコントローラ１１１とを備えて構成される。映像音声再生装置１１２
は、例えばＤＶＤプレーヤであって、外部の記憶装置又はＭＤ、ＤＶＤなどの記録媒体か
ら映像データ及び音声データを再生してパケット処理回路１１３に出力する。パケット処
理回路１１３は、入力される映像データ及び音声データを、ビデオフレーム毎に所定のパ
ケットの形式のデジタル信号に変換してパケット無線送受信回路１１４に出力する。さら
に、パケット処理回路１１３は、コントローラ１１１からの制御メッセージ（例えば、詳
細後述する出力フォーマット通知メッセージ１０である。）を所定のパケットの形式のデ
ジタル信号に変換してパケット無線送受信回路１１４に出力する。パケット無線送受信回
路１１４は入力されるデジタル信号に従って搬送波信号をデジタル変調し、変調後の無線
信号を、アンテナ１１６を介してシンク機器１２０のパケット無線送受信回路１２２に無
線送信する。一方、シンク機器１２０から無線送信される無線信号はアンテナ１１６を介
してパケット無線送受信回路１１４によって受信され、パケット無線送受信回路１１４は
受信された無線信号をベースバンド信号に復調した後、パケット処理回路１１３に出力す
る。パケット処理回路１１３は、入力されるベースバンド信号から所定のパケット分離処
理により所定の制御コマンドのみを取り出した後にコントローラ１１１に出力する。
【００２９】
　また、シンク機器１２０は、アンテナ１２８を備えたパケット無線送受信回路１２２と
、パケット処理回路１２３と、映像音声処理回路１２４と、スピーカ１２５と、二次元の
映像データ及び三次元の映像データを表示するディスプレイ１２６と、ＥＤＩＤ（Ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）データ１２７
ｄ及びＶＩＣテーブル１２７ｔをあらかじめ格納するメモリ１２７と、これらの回路等１
２２～１２４，１２７の動作を制御するコントローラ１２１とを備えて構成される。また
、コントローラ１２１は、無線ネットワークの使用帯域及び信号送出のタイミング制御を
管理する帯域管理部１２１ｂを備えて構成される。パケット無線送受信回路１２２は、ア
ンテナ１２８を介して受信された無線信号をベースバンド信号に復調した後、パケット処
理回路１２３に出力する。パケット処理回路１２３は、入力されるデジタル信号から所定
のパケット分離処理により映像データ、音声データ及び所定の制御コマンドのみを取り出
すことにより受信されたパケットをデコードし、映像データ及び音声データを映像音声処
理回路１２４に出力する一方、制御コマンドをコントローラ１２１に出力する。映像音声
処理回路１２４は、入力される音声データを所定の信号処理やＤ／Ａ変換処理を実行した
後、スピーカ１２５に出力して音声の出力を行う一方、入力される映像データを所定の信
号処理やＤ／Ａ変換処理を実行した後、ディスプレイ１２６に出力して表示する。
【００３０】
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　図１において、ＶＩＣテーブル１１５ｔ及び１２７ｔはそれぞれ、映像データの複数の
映像フォーマットを識別するためのＶＩＣ（映像フォーマット情報識別子）を含む。ここ
で、映像フォーマットはシンク機器１２０における映像データの出力仕様を表し、映像デ
ータの垂直有効画素数、水平有効画素数、走査方法（プログレッシブ（ｐ）又はインター
レース（ｉ））、及び垂直同期周波数（以下、フィールドレートともいう。）の各情報を
含む。本実施形態において、ＶＩＣは二次元の映像データの各映像フォーマットにそれぞ
れ割り当てられている。また、ＥＤＩＤデータ１２７ｄは、ＶＩＣテーブル１２７ｔに含
まれるＶＩＣのうちディスプレイ１２６を用いて表示可能な映像データの各ＶＩＣ、ディ
スプレイ１２６の製品情報及び製造者名、映像符号化方式（例えば、ＲＧＢ、ＹＣＢＣＲ

４：４：４又はＹＣＢＣＲ４：２：２）及び音声出力サンプリング等の音声出力仕様（以
下、音声フォーマットという。）等のデータを含む。
【００３１】
　図２は、図１の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。まず始めに、ソー
ス機器１１０とシンク機器１２０との間で、シンク機器１２０がサポートする映像フォー
マットの情報及び音声フォーマットの情報をソース機器１１０が取得するためのデバイス
能力取得処理（入力フォーマット取得処理）が実行される。デバイス能力取得処理におい
て、ソース機器１１０は、シンク機器１２０のデバイス能力の情報を要求するデバイス能
力要求（ＤＥＶＩＣＥ＿ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ＿ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ（デバイス
情報要求メッセージともいう。）１をシンク機器１２０に無線送信する。これに応答して
、シンク機器１２０は、シンク機器１２０のデバイス能力の情報を含むデバイス能力応答
（ＤＥＶＩＣＥ＿ＣＡＰＡＢＩＬＩＴＹ＿ＲＥＳＰＯＮＳＥ）メッセージ（デバイス情報
応答メッセージともいう。）２をソース機器１１０に無線送信する。
【００３２】
　次に、図２において、ソース機器１１０とシンク機器１２０との間で、機器接続処理が
行われる。本実施形態では、ソース機器１１０が機器接続処理、ポート予約処理及び帯域
予約処理を起動（イニシエート）する。機器接続処理において、始めに、ソース機器１１
０はワイヤレスＨＤに準拠した接続要求（ＣＯＮＮＥＣＴ＿ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージ
６をシンク機器１２０に無線送信することにより、ＡＶデータをシンク機器１２０に送信
するか否かを確認する。このとき、接続要求メッセージ６のＳビットは０にセットされ、
ポート領域はソースポートを表すデータを格納する。シンク機器１２０は、接続要求メッ
セージ６を受信すると、ソース機器１１０からの接続要求に対する結果の情報を含むワイ
ヤレスＨＤに準拠した接続応答（ＣＯＮＮＥＣＴ＿ＲＥＳＰＯＮＳＥ）メッセージ７をソ
ース機器１１０に無線送信する。ここで、シンク機器１２０は、ソース機器１１０からの
接続要求を受け入れるときは、接続応答メッセージ７の結果コード領域に「成功」を表す
データを格納し、シンクポート領域にＡＶデータ伝送のために予約されたシンクポートの
データを格納する。接続要求メッセージ６のＲＦビットに１がセットされている場合には
、シンク機器１２０は、接続応答メッセージ７の所定の領域（総データ長領域、フォーマ
ットタイプ領域、データ長領域及びフォーマットデータ領域）に、サポートされるフォー
マットの情報を格納する。接続要求メッセージ６のＲＦビットに０がセットされている場
合には、シンク機器１２０は、接続応答メッセージ７の総データ長領域に０を格納する。
シンク機器１２０は、ソース機器１１０からの接続要求を拒否するときは、接続応答メッ
セージ７の結果コード領域に適切な理由を有する「失敗」を表すデータを格納する。
【００３３】
　図２において、ソース機器１１０は、「成功」を示す接続応答メッセージ７を無線受信
すると、ソース機器１１０からシンク機器１２０に映像データ及び音声データを含むＡＶ
コンテンツデータを伝送するための伝送帯域を確保するためのワイヤレスＨＤに準拠した
帯域（リソース）予約処理を行う。帯域予約処理において、ソース機器１１０は、ＡＶデ
ータを送信するための帯域を要求して予約するために帯域要求コマンドをシンク機器１２
０に無線送信する。これに応答して、シンク機器１２０の帯域管理部１２１ｂは、ソース
機器１１０からシンク機器１２０にＡＶコンテンツデータを送信するために必要な予約期
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間を割り当て、割り当てた予約期間の情報を含む期間指定コマンドをソース機器１１０に
無線送信する。
【００３４】
　さらに、図２において、ソース機器１１０は帯域予約処理を正常に終了すると、ストリ
ーム開始通知メッセージ８をシンク機器１２０に無線送信する。このとき、ストリーム開
始通知メッセージ８の結果コード領域８２（図３８参照。）には「成功」を表すデータが
格納される。なお、ソース機器１１０は帯域予約処理に失敗すると、「失敗」を表すデー
タを格納した結果コード領域８２を含むストリーム開始通知メッセージ８をシンク機器１
２０に無線送信する。なお、詳細後述するように、ストリーム開始通知メッセージ８は、
シンク機器１２０に送信するＡＶデータＤ１の映像フォーマットの情報及び音声フォーマ
ットの情報を含む。ＨＲＰ（Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）スト
リームが割り当てられると、ソース機器１１０は、シンク機器１２０から当該シンク機器
１２０がデータを有するＨＲＰストリームのＨＲＰパケットを受信する準備ができたこと
を表すＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を受信するまで、ＰＨＹ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）ヘッダ及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）ヘッダのみを含むＨＲＰパケットをシンク機器１２０に無線送信する。ソース機器
１１０は、上記ＡＣＫ信号を受信すると、ＨＲＰパケットにＡＶデータＤ１を挿入してシ
ンク機器１２０に無線送信する。
【００３５】
　また、図２において、ソース機器１１０は、ＡＶデータＤ１の映像フォーマット及び音
声フォーマットのうちの少なくとも一方が変更されたときに、当該変更された映像フォー
マット及び音声フォーマットのＡＶデータＤ２をシンク機器１２０に無線送信する前に、
変更された映像フォーマット及び音声フォーマットの情報を含む出力フォーマット通知メ
ッセージ（ＯＵＴＰＵＴ＿ＦＯＲＭＡＴ＿ＮＯＴＩＦＹ）メッセージ１０を、シンク機器
１２０に無線送信する。
【００３６】
　図４は、図２のデバイス能力要求メッセージ１のフォーマットを示す図である。図４に
おいて、デバイス能力要求メッセージ１は、以下の各領域を含む。
（１）デバイス能力要求メッセージ１のタイプを表すデータを格納するオペコード領域１
１。図４において、オペコード領域１１は、このデバイス能力要求メッセージ１がデバイ
ス能力要求メッセージであることを表すデータを格納する。
（２）シンク機器１２０に対して要求するデバイス能力のタイプを表すビットマップデー
タを格納する要求タイプ領域１２。
（３）将来の利用のために予約されたリザーブ領域１３。
（４）デバイス能力要求メッセージ１から、オペコード領域１１と、要求タイプ領域１２
と、リザーブ領域１３と、総メッセージ長領域１４とを除いた領域のデータ長を表すデー
タを格納する総メッセージ長領域１４。
（５）タイプ領域１６と、サブメッセージ長領域１７と、サブメッセージデータ領域１８
とをそれぞれ含む少なくとも１つのサブメッセージ１５。
【００３７】
　ただし、サブメッセージ１５において、タイプ領域１６はサブメッセージデータ領域１
８に格納されるデータのタイプを表すデータを格納し、サブメッセージ長領域１７はサブ
メッセージデータ領域１８に格納されるデータのデータ長を表すデータを格納し、サブメ
ッセージデータ領域１８は、タイプ領域１６に格納されたタイプのデータを格納する。さ
らに、デバイス能力要求メッセージ１には、デバイス能力要求メッセージ１の宛先機器の
ＩＤ及び送信元のソース機器１１０のＩＤのデータを含むヘッダ（図示せず。）が付加さ
れる。
【００３８】
　図５は、図４の要求タイプ領域１２を用いて要求されるデバイス能力のタイプを示す表
である。図４に示すように、要求タイプ領域１２を用いて要求されるデバイス能力のタイ
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プは、デバイス情報と、デバイス名と、ＭＡＣアドレスと、入力フォーマット（サポート
されるフォーマット（ｓｕｐｐｕｒｔｅｄ　ｆｏｒｍａｔ））情報と、ベンダー定義とを
含む。例えば、ソース機器１１０は、シンク機器１２０に対して入力フォーマット情報を
要求するときに、要求タイプ領域１２に格納されるビットマップデータの入力フォーマッ
ト情報に対応するビットに１をセットする。
【００３９】
　図６は、図２のデバイス能力応答メッセージ２のフォーマットを示す図である。図６に
おいて、デバイス能力応答メッセージ２は以下の各領域を含む。
（１）デバイス能力応答メッセージ２のタイプを表すデータを格納するオペコード領域２
１。図６において、オペコード領域２１は、このデバイス能力応答メッセージ２がデバイ
ス能力応答メッセージであることを表すデータを格納する。
（２）デバイス能力応答メッセージ２から、オペコード領域２１と総メッセージ長領域２
２とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納する総メッセージ長領域２２。
（３）タイプ領域２４と、サブメッセージ長領域２５と、サブメッセージデータ領域２６
とをそれぞれ含む少なくとも１つのサブメッセージ２３。
【００４０】
　ただし、サブメッセージ２３において、タイプ領域２４はサブメッセージデータ領域２
６に格納されるデータのタイプを表すデータを格納し、サブメッセージ長領域２５はサブ
メッセージデータ領域２６に格納されるデータのデータ長を表すデータを格納し、サブメ
ッセージデータ領域２６は、タイプ領域２４に格納されたタイプのデータを格納する。以
下、デバイス情報に対応するデータを格納するタイプ領域２４を含むサブメッセージ２３
をデバイス情報メッセージ３といい、入力フォーマット情報に対応するデータを格納する
タイプ領域２４を含むサブメッセージ２３を入力フォーマット情報メッセージ５という。
なお、デバイス能力応答メッセージ２には、デバイス能力応答メッセージ２の宛先機器の
ＩＤ及び送信元のシンク機器１２０のＩＤを含むヘッダ（図示せず。）が付加される。
【００４１】
　図７は、図２のデバイス能力応答メッセージ２と、デバイス情報メッセージ３と、入力
フォーマット情報メッセージ５との関係を示す図である。シンク機器１２０は、受信した
デバイス能力要求メッセージ１の要求タイプ領域１２に格納されたビットマップデータの
デバイス情報に対応するビットが１にセットされているとき、デバイス能力応答メッセー
ジ２の１つのサブメッセージ２３のタイプ領域２４にデバイス情報に対応するデータを格
納し、当該サブメッセージ２３をデバイス情報メッセージ３としてソース機器１１０に無
線送信する。また、シンク機器１２０は、受信したデバイス能力要求メッセージ１の要求
タイプ領域１２に格納されたビットマップデータの入力フォーマット情報に対応するビッ
トが１にセットされているとき、デバイス能力応答メッセージ２の１つのサブメッセージ
２３のタイプ領域２４に入力フォーマット情報に対応するデータを格納し、当該サブメッ
セージ２３を入力フォーマット情報メッセージ５としてソース機器１１０に無線送信する
。
【００４２】
　図８は、図７のデバイス情報メッセージ３のフォーマットを示す図である。図８におい
て、デバイス情報メッセージ３は、以下の各領域を含む。
（１）デバイス情報に対応するデータを格納するタイプ領域２４。
（２）デバイス情報メッセージ３からタイプ領域２４とサブメッセージ長領域２５とを除
いた領域のデータ長を表すデータを格納するサブメッセージ長領域２５。
（３）テレビジョン放送受信機、ＤＶＤプレーヤ及びセットトップボックスなどのデバイ
スカテゴリを表すデータを格納するデバイスカテゴリ領域３１。
（４）規格のバージョンを表すデータを格納するバージョン領域３２。例えば、バージョ
ン１．０又は１．０ａの場合は、バージョン領域３２は１を格納し、バージョン１．１の
場合はバージョン領域３２には２を格納する。
（５）Ａ／Ｖタイプを表すビットマップデータを格納するＡ／Ｖタイプ領域３３。Ａ／Ｖ
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タイプを表すビットマップデータのビット０（ＬＳＢ：Ｌｅａｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａ
ｎｔ　Ｂｉｔ）は映像ソース機器の機能に割り当てられ、ビット１は映像シンク機器の機
能に割り当てられ、ビット２は音声ソース機器の機能に割り当てられ、ビット３は音声シ
ンク機器の機能に割り当てられている。ビットマップデータのビットの値が１にセットさ
れているとき、機器が当該ビットに対応する機能をサポートしていることを示す一方、ビ
ットの値が０にセットされているとき、機器が当該ビットに対応する機能をサポートして
いないことを示す。
（６）高速送受信が可能な無線タイプなどの無線タイプを表すデータを格納する無線タイ
プ領域３４。
（７）ソース機器１１０が高速接続機能（ｆａｓｔ　ｃｏｎｎｅｃｔ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ
：ファーストコネクトシーケンス）をサポートしているか否かを表すデータを格納するＦ
Ｃ（Ｆａｓｔ　Ｃｏｎｎｅｃｔ）領域３５。ＦＣ領域３５は、ソース機器１１０が高速接
続機能をサポートしているときに１を格納する一方、サポートしていないときに０を格納
する。
（８）ソース機器１１０が所定の高速映像フォーマット適応機能（ｆａｓｔ　ｖｉｄｅｏ
　ａｄａｐｔａｔｉｉｏｎ：ファーストビデオアダプテーション）をサポートしているか
否かを表すデータを格納するＦＶ（Ｆａｓｔ　Ｖｉｄｅｏ）領域３６。ＦＶ領域３６は、
ソース機器１１０が所定の高速映像フォーマット適応機能をサポートしているときに１を
格納する一方、サポートしていないときに０を格納する。
（９）ソース機器１１０が所定の高速音声フォーマット適応機能（ｆａｓｔ　ａｕｄｉｏ
　ａｄａｐｔａｔｉｉｏｎ：ファーストオーディオアダプテーション）をサポートしてい
るか否かを表すデータを格納するＦＡ（Ｆａｓｔ　Ａｕｄｉｏ）領域３７。ＦＶ領域３７
は、ソース機器１１０が所定の高速音声フォーマット適応機能をサポートしているときに
１を格納する一方、サポートしていないときに０を格納する。
（１０）機器がワイヤレスＨＤにおいて規定されているＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）パススルーモードをサポート
しているか否かを表すデータを格納するＰＴ（Ｐａｓｓ　Ｔｈｒｏｕｇｈ）領域３８。Ｐ
Ｔ領域３８は、機器がＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているときに１を格納する
一方、サポートしていないときに０を格納する。
（１１）機器がシンク機器でありかつ所定のコンテンツタイプ通知機能をサポートしてい
るか否かを表すデータを格納するＣＦ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｆｌａｇ）領域３９。ＣＦ領域
３９は、機器がコンテンツタイプ通知機能をサポートしているときに１を格納する一方、
サポートしていないときに０を格納する。
（１２）機器がデバイス制御機能（ＤＥＶＣＴＬ）をサポートしているか否かを表すデー
タを格納するＤＣ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）領域４０。ＤＣ領域４０は、機器が
デバイス制御機能をサポートしているときに１を格納する一方、サポートしていないとき
に０を格納する。
（１３）将来の利用のために予約されたリザーブ領域４３。
【００４３】
　図９は、図７の入力フォーマット情報メッセージ５のフォーマットを示す図である。図
９において、入力フォーマット情報メッセージ５は、以下の各領域を含む。
（１）入力フォーマット情報に対応するデータを格納するタイプ領域２４。
（２）入力フォーマット情報メッセージ５からタイプ領域２４とサブメッセージ長領域２
５とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納するサブメッセージ長領域２５。
（３）将来の利用のために予約されたリザーブ領域５３。
（４）フォーマットタイプ領域５５と、データ長領域５６と、フォーマットデータ領域５
７とをそれぞれ含む少なくとも１つのフォーマットデータメッセージ５４。
【００４４】
　ここで、各フォーマットデータメッセージ５４において、フォーマットタイプ領域５５
はフォーマットデータ領域５７に格納されるデータのタイプを表すデータを格納し、デー
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タ長領域５６はフォーマットデータ領域５７に格納されるデータのデータ長を表すデータ
を格納し、フォーマットデータ領域５７はフォーマットタイプ領域５５に格納されたフォ
ーマットタイプのデータを格納する。
【００４５】
　図１０は、図９のフォーマットタイプ領域５５に格納される値とフォーマットタイプと
の関係を示す表である。図１０に示すように、フォーマットタイプ領域５５に格納される
各値に対応するフォーマットタイプは、映像情報（ＶＩＤＥＯ＿ＩＮＦＯ）と、音声情報
（ＡＵＤＩＯ＿ＩＮＦＯ）と、スピーカ配置情報（ＳＰＥＡＫＥＲ＿ＡＬＬＯＣＡＴＩＯ
Ｎ）と、詳細タイミング情報（ＤＥＴＡＩＬＥＤ＿ＴＩＭＩＮＧ＿ＩＮＦＯ）と、最大映
像バッファ情報（ＭＡＸＩＭＵＭ＿ＶＩＤＥＯ＿ＢＵＦＦＥＲ）と、最大音声バッファ情
報（ＭＡＸＩＭＵＭ＿ＡＵＤＩＯ＿ＢＵＦＦＥＲ）と、三次元情報（３Ｄ＿ＩＮＦＯ）と
を含む。以下、映像情報に対応する値（０ｘ０１）を格納するフォーマットタイプ領域５
５を含むフォーマットデータメッセージ５４を映像情報メッセージ２００といい、詳細タ
イミング情報に対応する値（０ｘ０４）を格納するフォーマットタイプ領域５５を含むフ
ォーマットデータメッセージ５４を詳細タイミング情報メッセージといい、三次元情報に
対応する値（０ｘ０７）を格納するフォーマットタイプ領域５５を含むフォーマットデー
タメッセージ５４を三次元情報メッセージ３００という（図７参照。）。なお、本明細書
において、０ｘから始まる数値は１６進数を表し、０ｂから始まる数値は２進数を表す。
【００４６】
　図１１は、図７の映像情報メッセージ２００のフォーマットを示す図である。図１１に
おいて、映像情報メッセージ２００は、以下の各領域を含む。
（１）映像情報に対応する値（０ｘ０１）を格納するフォーマットタイプ領域５５。
（２）映像情報メッセージ２００からフォーマットタイプ領域５５とデータ長領域５６と
を除いた領域のデータ長を表すデータを格納するデータ長領域５６。
（３）サポートされる色空間を表すビットマップデータを格納する色空間領域２０１。色
空間領域２０１に格納されるビットマップデータのビット０はＲＧＢに割り当てられ、ビ
ット１はＹＣｂＣｒ４２２に割り当てられ、ビット２はＹＣｂＣｒ４４４に割り当てられ
、ビット３は予備ビットである。ビットマップデータのビットの値が１にセットされてい
るとき、当該ビットに対応する色空間がサポートされていることを示す一方、ビットの値
が０にセットされているとき、当該ビットに対応する色空間がサポートされていないこと
を示す。
（４）機器がフルレンジ及びリミテッドレンジのＲＧＢ量子化のうちのいずれをサポート
するか、及び機器がフルレンジ及びリミテッドレンジのＹＣｒＣｂ量子化のうちのいずれ
をサポートするかを表すビットマップデータを格納する量子化範囲（ＱＣ）領域２０２。
量子化範囲の値はＩＥＣ６１９６６－２－１によって定義されている。量子化範囲領域２
０２に格納されたビットマップデータのビット０が１であるときは、機器がフルレンジの
ＲＧＢ量子化をサポートしていることを示す一方、０であるときは、機器がリミテッドレ
ンジのＲＧＢ量子化をサポートしていることを示す。また、量子化範囲領域２０２に格納
されたビットマップデータのビット１が１であるときは、機器がフルレンジのＹＣｒＣｂ
量子化をサポートしていることを示す一方、０であるときは、機器がリミテッドレンジの
ＹＣｒＣｂ量子化をサポートしていることを示す。量子化範囲領域２０２に格納されたビ
ットマップデータのビット２及び３は予備ビットである。ソース機器１１０は、フルレン
ジのデータをサポートしていないシンク機器に対してフルレンジのデータを送信しない。
アドビ（Ａｄｏｂｅ）６０１及びｓＹＣＣ６０１は、常にフルレンジである。
（５）サポートされるアスペクト比を表すビットマップデータを格納するＡＲ（Ａｓｐｅ
ｃｔ　Ｒａｔｉｏ）領域２０３。ＡＲ領域２０３に格納されるビットマップデータのビッ
ト０は４：３のアスペクト比に割り当てられ、ビット１は１６：９のアスペクト比に割り
当てられている。ビットマップデータのビットの値が１にセットされているとき、当該ビ
ットに対応するアスペクト比がサポートされていることを示す一方、ビットの値が０にセ
ットされているとき、当該ビットに対応するアスペクト比がサポートされていないことを
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示す。
（６）サポートされる色深度を表すビットマップデータを格納する色深度領域２０４。色
深度領域２０４に格納されるビットマップデータのビット０は２４ビットの色深度に割り
当てられ、ビット１は３０ビットの色深度に割り当てられ、ビット２は３６ビットの色深
度に割り当てられ、ビット３は４８ビットの色深度に割り当てられ、ビット４及び５は予
備ビットである。ビットマップデータのビットの値が１にセットされているとき、当該ビ
ットに対応する色深度がサポートされていることを示す一方、ビットの値が０にセットさ
れているとき、当該ビットに対応する色深度がサポートされていないことを示す。
（７）サポートされるカラリメトリ（Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ）を表すデータを格納する
カラリメトリ領域２０５。カラリメトリ領域２０５に格納されるビットマップデータのビ
ット０はＩＴＵ６０１／ＳＭＰＴＥ１７０Ｍに割り当てられ、ビット１はＩＴＵ７０９に
割り当てられ、ビット２は標準の解像度の原色を用いるＩＥＣ６１９６６－２－４をサポ
ートするためにｘｖＹＣＣ６０１に割り当てられ、ビット３は高精細の原色を用いるＩＥ
Ｃ６１９６６－２－４をサポートするためにｘｖＹＣＣ７０９に割り当てられ、ビット４
は静止画像の原色を用いるＩＥＣ６１９６６－２－１－ａｍ１をサポートするためにｓＹ
ＣＣ６０１に割り当てられ、ビット５は静止画像の原色を用いるＩＥＣ６１９６６－２－
５（ＣＶＤ）をサポートするためにアドビＹＣＣ６０１に割り当てられ、ビット６はアド
ビＲＧＢに割り当てられ、ビット７は予備ビットである。ただし、シンク機器がＲＧＢ色
空間をサポートしていないときは、カラリメトリ領域２０５に格納されるビットマップデ
ータのビット６は０にセットされ、シンク機器がＹＣｂＣｒ色空間をサポートしていない
ときは、ビット２は０にセットされる。
（８）シンク機器１２０がサポートする映像フォーマットの総数Ｎ（Ｎは１以上の整数で
ある。）を格納するフォーマット数領域２０６。
（９）シンク機器１２０がサポートする映像フォーマットのＶＩＣをそれぞれ格納するＮ
個のＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎ。
（１０）映像情報メッセージ２００のメッセージ長を所定のデータ長の単位（本実施形態
において、３２ビットである。）の整数倍に揃えるために設けられるパディング領域２０
８。
【００４７】
　図１２は、図７の三次元情報メッセージ３００の、三次元フォーマット数領域３０３に
０が格納されたときのフォーマットを示す図であり、図１３は、図７の三次元情報メッセ
ージ３００の、三次元フォーマット数領域３０３にＮが格納されたときのフォーマットを
示す図である。図１２及び図１３において、三次元情報メッセージ３００は、以下の各領
域を含む。
（１）三次元情報に対応する値（０ｘ０７）を格納するフォーマットタイプ領域５５。
（２）三次元情報メッセージ３００からフォーマットタイプ領域５５とデータ長領域５６
とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納するデータ長領域５６。
（３）シンク機器１２０が三次元表示をサポートしているか否かを表すデータを格納する
３Ｄ領域３０１。３Ｄ領域３０１は、シンク機器１２０が三次元表示をサポートしている
ときに１を格納し、サポートしていないときに０を格納する。
（４）将来の利用のために予約されたリザーブ領域３０２。
（５）シンク機器１２０が映像フォーマットと詳細後述する三次元伝送形式との複数の組
み合わせのうちの所定の必須の組み合わせ三次元の映像データのみをサポートするときに
は１を格納する一方、上記必須の組み合わせ以外の映像フォーマットと三次元伝送形式と
の組み合わせの三次元の映像データをサポートするときには、図１１の映像情報メッセー
ジ２００のフォーマット数領域２０６に格納されるフォーマット数Ｎを格納する三次元フ
ォーマット数領域３０３。
（６）図１０の映像フォーマットメッセージ２００のＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎ
に対応して設けられ、対応するＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎに格納されたＶＩＣを
有する映像データの解像度を識別する識別子をそれぞれ格納する解像度識別子領域３０４
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－１～３０４－Ｎ。ここで、「解像度」は、映像データの垂直有効画素数、水平有効画素
数、走査方法、及びフィールドレートを表す。
（７）図１０の映像フォーマットメッセージ２００のＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎ
に対応して設けられ、対応するＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎに格納されたＶＩＣを
有する映像データにおいてサポートされる三次元伝送形式をそれぞれ識別する三次元伝送
識別子領域３０５－１～３０５－Ｎ。
【００４８】
　ここで、三次元伝送形式は、映像データのフォーマット構造ともいう。映像データのフ
ォーマット構造は、三次元の映像データに含まれる左目用ビデオフレームデータ、右目用
ビデオフレームデータ、左目用トップフィールドビデオフレームデータ、右目用トップフ
ィールドビデオフレームデータ、左目用ボトムフィールドビデオフレームデータ及び右目
用ボトムフィールドビデオフレームデータ等の各ビデオフレームデータの伝送順序及び伝
送タイミングの各定義を表す。すなわち、映像データのフォーマット構造又は三次元伝送
形式の情報は、パケット処理回路１１３において、ビデオフレーム毎に、１つの映像デー
タに含まれる複数のビデオフレームデータを少なくとも１つの合成ビデオフレームデータ
に合成するための各パラメータを識別するための情報である。
【００４９】
　例えば、フォーマット構造がフレームパッキング（フレームシーケンシャルともいう。
）の場合、合成ビデオフレームデータは、水平表示期間Ｔｈにおいて、垂直表示期間Ｔｖ
内の互いに等しい期間長を有する第１～第Ｋ（Ｋは２以上の整数である。）の各期間でＫ
個のビデオフレームデータが順次送信されるように構成される。ここで、例えば、三次元
のビデオデータに含まれるビデオフレームデータの個数Ｋが２であるときは、第１及び第
２のビデオフレームデータは左目用ビデオフレームデータＬ及び右目用ビデオフレームデ
ータＲである。このとき、上記パラメータは、水平有効期間Ｈａｃｔｉｖｅ、水平ブラン
キング期間Ｈｂｌａｎｋ、垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅ及び垂直ブランキング期間Ｖｂｌ
ａｎｋの各ピクセル数、フィールドレート（Ｈｚ）、ピクセル周波数（ＭＨｚ）並びにビ
デオフレームデータＲ及びＬの間に設けられるブランキング期間の０以上の値を有するラ
イン数Ｖｓｐａｃｅである。また、合成ビデオフレームデータは水平表示期間Ｔｈにおい
て、垂直表示期間Ｔｖの前半で所定のライン数Ｖｖｉｄｅｏの左目用ビデオフレームデー
タＬが送信された後、垂直表示期間Ｔｖの後半で上記所定のライン数Ｖｖｉｄｅｏの右目
用ビデオフレームデータＲが送信されるように構成される。また、三次元のビデオデータ
に含まれるビデオフレームデータの個数Ｎが４であるときは、第１～第４のビデオフレー
ムデータは左目用トップビデオフレームデータＬ＿ｔｏｐ（左目用奇数ビデオフレームデ
ータＬ＿ｏｄｄともいう。）、右目用トップビデオフレームデータＲ＿ｔｏｐ（右目用奇
数ビデオフレームデータＲ＿ｏｄｄともいう。）、左目用ボトムビデオフレームデータＬ
＿ｂｏｔｔｏｍ（左目用偶数ビデオフレームデータＬ＿ｅｖｅｎｔ）もいう。）及び右目
用ボトムビデオフレームデータＲ＿ｂｏｔｔｏｍ（右目用偶数ビデオフレームデータＲ＿
ｅｖｅｎである。
【００５０】
　また、フォーマット構造がフィールドオルタナティブの場合、垂直同期信号の連続する
３つの垂直同期期間間の各期間Ｔｖ１及びＴｖ２のうち、期間Ｔｖ１において、左目用ト
ップビデオフレームデータＬ＿ｔｏｐ（左目用奇数ビデオフレームデータＬ＿ｏｄｄとも
いう。）と、右目用トップビデオフレームデータＲ＿ｔｏｐ（右目用奇数ビデオフレーム
データＲ＿ｏｄｄともいう。）とを第１の合成ビデオフレームデータに合成し、期間Ｔｖ
２において、左目用ボトムビデオフレームデータＬ＿ｂｏｔｔｏｍ（左目用偶数ビデオフ
レームデータＬ＿ｅｖｅｎともいう。）と、右目用ボトムビデオフレームデータＲ＿ｂｏ
ｔｔｏｍ（右目用偶数ビデオフレームデータＲ＿ｅｖｅｎともいう。）とを第２の合成ビ
デオフレームデータに合成する。このとき、第１の合成ビデオフレームデータは水平表示
期間Ｔｈにおいて、垂直表示期間Ｔｖ１の前半で所定のライン数の左目用トップビデオフ
レームデータＬ＿ｔｏｐが送信された後、垂直表示期間Ｔｖ１の後半で所定のライン数の
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右目用トップビデオフレームデータＲ＿ｔｏｐが送信されるように構成される。また、第
２の合成ビデオフレームデータは水平表示期間Ｔｈにおいて、垂直表示期間Ｔｖ２の前半
で所定のライン数の左目用ボトムビデオフレームデータＬ＿ｂｏｔｔｏｍが送信された後
、垂直表示期間Ｔｖ２の後半で所定のライン数の右目用ボトムビデオフレームデータＲ＿
ｂｏｔｔｏｍが送信されるように構成される。
【００５１】
　さらに、フォーマット構造がラインオルタナティブの場合、合成ビデオフレームデータ
は水平表示期間Ｔｈにおいて、垂直表示期間Ｔｖで左目用ビデオフレームデータＬに含ま
れる複数の水平ラインデータＬ＿Ｈと右目用ビデオフレームデータＲに含まれる複数の水
平ラインデータＲ＿Ｈとが交互に送信されるように構成される。
【００５２】
　またさらに、フォーマット構造がサイドバイサイド（フル）の場合、合成ビデオフレー
ムデータは垂直表示期間Ｔｖにおいて、水平表示期間Ｔｈの前半で所定の第１のピクセル
分の左目用ビデオフレームデータＬが送信された後、水平表示期間Ｔｈの後半で所定の第
１のピクセル分の右目用ビデオフレームデータＲが送信されるように構成される。また、
フォーマット構造がサイドバイサイド（ハーフ）の場合、合成ビデオフレームデータは垂
直表示期間Ｔｖにおいて、水平表示期間Ｔｈの前半で第１のピクセルの半分の第２のピク
セル分の左目用ビデオフレームデータＬが送信された後、水平表示期間Ｔｈの後半で第２
のピクセル分の右目用ビデオフレームデータＲが送信されるように構成される。
【００５３】
　また、フォーマット構造がＬ＋Ｄｅｐｔｈの場合、合成ビデオフレームデータは垂直表
示期間Ｔｖにおいて、二次元ビデオデータＬと奥行きデータＤｅｐｔｈとが送信されるよ
うに構成される。そして、フォーマット構造がＬ＋Ｄｅｐｔｈ＋Ｇｒａｐｈｉｃｓ＋（Ｇ
ｒａｐｈｉｃｓ－Ｄｅｐｔｈ）の場合、合成ビデオフレームデータは垂直表示期間Ｔｖに
おいて、二次元ビデオデータＬと、奥行きデータＤｅｐｔｈとグラフィックスデータＧｒ
ａｐｈｉｃｓと、グラフィックスデータと奥行きデータの差分（Ｇｒａｐｈｉｃｓ－Ｄｅ
ｐｔｈ）とが送信されるように構成される。
【００５４】
　図１２において、３Ｄ領域３０１が１を格納し、三次元フォーマット数領域３０３が０
を格納する場合は、シンク機器１２０が映像フォーマットと詳細後述する三次元伝送形式
との複数の組み合わせのうちの所定の必須の組み合わせ三次元の映像データのみをサポー
トすることを表す。本実施形態において、上述した映像フォーマットと三次元伝送形式と
の複数の組み合わせのうちの所定の必須の組み合わせは、以下の３つの組み合わせである
。
（１）１０８０ｐ、２３．９７Ｈｚ／２４Ｈｚ、フレームパッキング；
（２）７２０ｐ、５９．９４Ｈｚ／６０Ｈｚ、フレームパッキング；
（３）７２０ｐ、５０Ｈｚ、フレームパッキング．
【００５５】
　また、図１３において、３Ｄ領域３０１が１を格納し、三次元フォーマット数領域３０
３が１以上の値を格納する場合は、シンク機器１２０が三次元表示をサポートし、上述し
た映像フォーマットと三次元伝送形式との複数の組み合わせ及びその他のオプションとし
て規定された映像フォーマットと三次元伝送形式との複数の組み合わせをサポートしてい
ることを表す。
【００５６】
　さらに、図１３において、三次元伝送識別子領域３０５－１～３０５－Ｎはそれぞれ、
４ビットの三次元ストラクチャ領域を含み、三次元ストラクチャ領域は、三次元伝送形式
を識別する以下の値を格納する。
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ００００」：二次元映像データ；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ０００１」：フレームパッキング；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ００１０」：フィールドオルタナティブ；
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三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ００１１」：ラインオルタナティブ；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ０１００」：サイドバイサイド（フル）；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ０１０１」：サイドバイサイド（ハーフ）；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ０１１０」：Ｌ＋Ｄｅｐｔｈ；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ０１１１」：Ｌ＋Ｄｅｐｔｈ＋Ｇｒａｐｈｉｃｓ＋（Ｇ
ｒａｐｈｉｃｓ－Ｄｅｐｔｈ）；
三次元ストラクチャ領域＝「０ｂ１０００～０ｂ１１１１」：予備領域．
【００５７】
　次に、図１の無線通信システムの動作を具体的に説明する。まず始めに、ソース機器１
１０は、シンク機器１２０に対してデバイス情報及び入力フォーマット情報を要求するデ
バイス能力要求メッセージ１を送信する。これに応答して、シンク機器１２０は、映像情
報メッセージ２００及び三次元情報メッセージ３００を含む入力フォーマット情報メッセ
ージ５を含むデバイス能力応答メッセージ２（図７参照。）を、ソース機器１１０に送信
する。ソース機器１１０は、受信したデバイス能力応答メッセージ２に基づいて、シンク
機器１２０が三次元表示をサポートしているか否か、及びシンク機器１２０がサポートし
ている三次元の映像データの映像フォーマットと三次元伝送形式の組み合わせを識別する
。さらに、ソース機器１２０は、識別されたシンク機器１２０がサポートしている三次元
のビデオデータの映像フォーマットと三次元伝送形式の組み合わせのうちの１つの組み合
わせを選択し、選択された映像フォーマットと三次元伝送形式の組み合わせの映像データ
を生成し、パケット処理回路１１３において、当該映像データに基づいて合成ビデオフレ
ームデータを生成する。
【００５８】
　図３は、図１のソース機器１１０によって生成される合成ビデオフレームデータ１８３
の水平同期信号と垂直同期信号との関係に基づいたデータ配置図である。図３における三
次元伝送形式はフレームパッキングである。図３において、水平表示期間Ｔｈは水平同期
信号の水平同期期間と次の水平同期期間との間の期間であり、垂直表示期間Ｔｖは垂直同
期信号の垂直同期期間と次の垂直同期期間との間の期間である。左目用ビデオフレームデ
ータ１８１と右目用ビデオフレームデータ１８２の水平有効画素数はそれぞれ１９２０ピ
クセルであり、垂直有効画素数はそれぞれ１０８０ピクセルである。また、合成ビデオフ
レームデータ１８３の水平画素数は１９２０ピクセルであり、垂直画素数は２１６０ピク
セルである。さらに、左目用ビデオフレームデータ１８１と右目用ビデオフレームデータ
１８２の垂直同期周波数は２３．９７Ｈｚ又は２４Ｈｚである。パケット処理回路１１３
は、左目用ビデオフレームデータ１８１と右目用ビデオフレームデータ１８２とを合成ビ
デオフレームデータ１８３に合成する。このとき、合成ビデオフレームデータ１８３は水
平表示期間Ｔｈにおいて、垂直表示期間Ｔｖの前半で１０８０ライン分の左目用ビデオフ
レームデータ１８１が送信された後、垂直表示期間Ｔｖの後半で１０８０ライン分の右目
用ビデオフレームデータ１８２が送信されるように構成される。
【００５９】
　次に、ソース機器１１０のコントローラ１１１は、パケット処理回路１１３に対して、
合成ビデオフレームデータ１８３をワイヤレスＨＤによって所定のパケットフォーマット
に従って複数のパケットに分割するように制御する。これに応答して、パケット処理回路
１１３は、合成ビデオフレームデータ１８３を送信するための各サブパケットのヘッダに
含まれる各Ｈポジション（Ｈ－ｐｏｓｉｔｉｏｎ）領域及び各Ｖポジション（Ｖ－ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ）領域に、当該サブパケットに格納された合成ビデオフレームデータ１８３の
先頭ピクセルの水平表示期間Ｔｈ内の水平位置データ及び垂直表示期間Ｔｖ内の垂直位置
データを、右目用ビデオフレームデータ１８２と左目用ビデオフレームデータ１８１とを
識別するためのデータとしてそれぞれ格納するように、合成ビデオフレームデータ１８３
をワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。
そして、ソース機器１１０のコントローラ１１１は、送信する映像データの映像フォーマ
ットの情報を含むストリーム開始通知メッセージ８又は出力フォーマット通知メッセージ
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１０をシンク機器１２０に送信した後に、生成された複数のパケット含むＡＶデータを、
割り当てられた予約期間においてシンク機器１２０に無線送信するようにパケット無線送
受信回路１１４を制御する。シンク機器１２０は、受信した出力フォーマット通知メッセ
ージ１０に含まれる映像フォーマットのデータに基づいて、受信されたＡＶデータ内の映
像データのパケットをデコードする。
【００６０】
　なお、本実施形態及び以下の各実施形態において、ソース機器１１０は、音声データを
、ワイヤレスＨＤに準拠した音声のパケットフォーマットに従って複数の音声パケットに
分割し、合成ビデオフレームデータ１８３の複数のパケットとともにシンク機器１２０に
無線送信する。また、ソース機器１１０において、パケット処理回路１１３は、映像デー
タの種別が二次元の映像データであるときには、ビデオフレーム毎に、選択されたＶＩＣ
の映像フォーマットに従って二次元ビデオフレームデータを生成し、生成されたビデオフ
レームデータをワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケット
に分割して複数のパケットを生成する。
【００６１】
　従来技術に係るワイヤレスＨＤでは、入力フォーマット情報メッセージ５のフォーマッ
トタイプ領域５５に格納される値は、図１０の０ｘ０１～０ｘ０６のみであった。従って
、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シンク機器１２０が三次元表示を
サポートしていること、及びサポートしている三次元の映像データの解像度及び三次元伝
送形式を通知できなかった。このため、ソース機器１１０からシンク機器１２０に三次元
の映像データを送信できなかった。
【００６２】
　本実施形態によれば、ワイヤレスＨＤの無線伝送方法において、入力フォーマット情報
メッセージ５のフォーマットタイプ領域５５に格納される値として三次元情報を表す値を
新たに定義した。そして、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ２００及び三次元情
報メッセージ３００を含む入力フォーマット情報メッセージ５（図７参照。）をソース機
器１１０に送信するので、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シンク機
器１２０が三次元表示をサポートしていること、及びサポートしている三次元の映像デー
タの解像度及び三次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、シンク機器１
２０からの入力フォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２０がサポート
している三次元の映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別された解像度及
び三次元伝送形式を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信する。このため
、ソース機器１１０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送できる。
【００６３】
第２の実施形態．
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ａの、３ＤＭ領
域３０６に０ｂ０１が格納されたときのフォーマットを示す図であり、図１５は、本発明
の第２の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ａの、３ＤＭ領域３０６に０ｂ１０
が格納されたときのフォーマットを示す図である。本実施形態に係る三次元情報メッセー
ジ３００Ａは、第１の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００に比較して、以下の点
が異なる。
（１）リザーブ領域３０に代えて３ＤＭ領域３０６及びリザーブ領域３０７を含む。
（２）３ＤＭ領域３０６が０ｂ０１を格納しているときに三次元伝送形式ビットマップ領
域３０８をさらに含み、３ＤＭ領域３０６が０ｂ１０を格納しているときに三次元伝送形
式ビットマップ領域３０８及び解像度ビットマップ領域３０９を含む。
【００６４】
　図１５において、３ＤＭ領域３０６は、三次元情報メッセージ３００Ａに三次元伝送形
式ビットマップ領域３０８が付加されるか、及び、三次元伝送形式ビットマップ領域３０
８及び解像度ビットマップ領域３０９が付加されるかを表すデータを格納する。３ＤＭ領
域３０６が０ｂ０１を格納しているときは、三次元情報メッセージ３００Ａに三次元伝送
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形式ビットマップ領域３０８が付加され、３ＤＭ領域３０６が０ｂ１０を格納していると
きは三次元伝送形式ビットマップ領域３０８及び解像度ビットマップ領域３０９が付加さ
れる。ここで、三次元伝送形式ビットマップ領域３０８は、各ビットを三次元伝送形式に
それぞれ割り当てたビットマップデータを格納する。また、解像度ビットマップ領域３０
９は、各ビットを映像情報メッセージ２００のＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎに格納
されているＶＩＣにそれぞれ割り当てたビットマップデータを格納する。
【００６５】
　図１４において、３ＤＭ領域３０６が０ｂ０１を格納しているときは、三次元伝送形式
ビットマップ領域３０８は、映像情報メッセージ２００の全てのＶＩＣ領域２０７－１～
２０７－Ｎに格納されているＶＩＣにおいてシンク機器１２０がサポートする三次元伝送
形式を表すビットマップデータを格納する。ビットマップデータのビットの値が１にセッ
トされているとき、シンク機器１２０が当該ビットに対応する三次元伝送形式をサポート
していることを示す一方、ビットの値が０にセットされているとき、シンク機器１２０が
当該ビットに対応する三次元伝送形式をサポートしていないことを示す。
【００６６】
　また、図１５において、３ＤＭ領域３０６が０ｂ１０を格納しているときは、三次元情
報メッセージ３００Ａは、解像度ビットマップ領域３０９に格納されたビットマップデー
タの１にセットされたビットに対応するＶＩＣにおいて、三次元伝送形式ビットマップ領
域３０８に格納されたビットマップデータの１にセットされたビットに対応する三次元伝
送形式を、シンク機器１２０がサポートしていることを示す。なお、解像度ビットマップ
領域３０９は、各ビットがＶＩＣテーブル１２７ｔに含まれるＶＩＣにそれぞれ割り当て
られたビットマップデータを格納してもよい。
【００６７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ
２００及び三次元情報メッセージ３００Ａを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソ
ース機器１１０に送信するので、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シ
ンク機器１２０が三次元表示をサポートしていること、及びサポートしている三次元の映
像データの解像度及び全ての三次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、
シンク機器１２０からの入力フォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２
０がサポートしている三次元の映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別さ
れた解像度及び三次元伝送形式を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信す
る。このため、ソース機器１１０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送でき
る。
【００６８】
第３の実施形態．
　図１６は、本発明の第３の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｂのフォーマッ
トを示す図である。本実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｂは、第１の実施形態
に係る三次元情報メッセージ３００に比較して、以下の点が異なる。
（１）三次元フォーマット数領域３０３に代えて、映像情報メッセージ２００に含まれる
ＶＩＣの総数Ｎを格納する解像度数領域３１０を含む。
（２）三次元伝送形式識別子領域３０５－１～３０５－Ｎに代えて、三次元伝送形式数領
域３１１－１～３１１－Ｎと、三次元伝送形式識別子領域３１２－１－１，…，３１２－
１－Ｍ１，３１２－２－１，…，３１２－１－Ｍ２，…，３１２－Ｎ－１，…，３１２－
Ｎ－ＮＭを含む。ここで、三次元伝送形式数領域３１１－１～３１１－Ｎはそれぞれ、各
解像度識別子領域３０４－１～３０４－Ｎに対応して設けられ、対応する解像度識別子領
域３０４－１～３０４－Ｎに格納された解像度識別子に対応する解像度においてシンク機
器１２０がサポートする三次元伝送形式の数Ｍ１～ＭＮをそれぞれ格納する。また、各三
次元伝送形式数領域３１１－ｎ（ｎ＝１，２，…，Ｎ）に続いて、三次元伝送形式を識別
する三次元伝送形式識別子をそれぞれ格納するＭｎ個の三次元伝送形式識別子領域３１２
－ｎ－１，…，３１２－ｎ－Ｍｎが設けられる。
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【００６９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ
２００及び三次元情報メッセージ３００Ｂを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソ
ース機器１１０に送信するので、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シ
ンク機器１２０が三次元表示をサポートしていること、及びサポートしている三次元の映
像データの解像度及び全ての三次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、
シンク機器１２０からの入力フォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２
０がサポートしている三次元の映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別さ
れた解像度及び三次元伝送形式を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信す
る。このため、ソース機器１１０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送でき
る。
【００７０】
第４の実施形態．
　図１７は、本発明の第４の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｃのフォーマッ
トを示す図である。本実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｃは、第３の実施形態
に係る三次元情報メッセージ３００Ｂに比較して、三次元伝送形式数領域３１１－１～３
１１－Ｎと、三次元伝送形式識別子領域３１２－１－１，…，３１２－１－Ｍ１，３１２
－２－１，…，３１２－１－Ｍ２，…，３１２－Ｎ－１，…，３１２－Ｎ－ＮＭとに代え
て、リザーブ領域３１３－１～３１３－Ｎと、三次元伝送形式ビットマップ領域３１４－
１～３１４－Ｎを含む点が異なる。
【００７１】
　図１７において、三次元伝送形式ビットマップ領域３１４－１～３１４－Ｎはそれぞれ
、各解像度識別子領域３０４－１～３０４－Ｎに対応して設けられ、対応する解像度識別
子領域３０４－１～３０４－Ｎに格納された解像度識別子に対応する解像度においてシン
ク機器１２０がサポートする三次元伝送形式を表すビットマップデータを格納する。ここ
で、ビットマップデータのビットの値が１にセットされているとき、シンク機器１２０が
当該ビットに対応する三次元伝送形式をサポートしていることを示す一方、ビットの値が
０にセットされているとき、シンク機器１２０が当該ビットに対応する三次元伝送形式を
サポートしていないことを示す。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ
２００及び三次元情報メッセージ３００Ｃを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソ
ース機器１１０に送信するので、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シ
ンク機器１２０が三次元表示をサポートしていること、及びサポートしている三次元の映
像データの解像度及び全ての三次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、
シンク機器１２０からの入力フォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２
０がサポートしている三次元の映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別さ
れた解像度及び三次元伝送形式を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信す
る。このため、ソース機器１１０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送でき
る。
【００７３】
第５の実施形態．
　図１８は、本発明の第５の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｄのフォーマッ
トを示す図である。図１８において、三次元情報メッセージ３００Ｄは、フォーマットタ
イプ領域５５、フォーマットデータ長領域５６、３Ｄ領域３０１及びリザーブ領域３０２
に加えて、以下の各領域を含む。
（１）シンク機器１２０がサポートする三次元伝送形式の数Ｍを表すデータを格納する三
次元伝送形式数領域３１５。
（２）シンク機器１２０がサポートする三次元伝送形式を識別する三次元伝送形式をそれ
ぞれ格納する三次元伝送形式識別子領域３１６－１～３１６－Ｍ。
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（３）三次元伝送形式識別子領域３１６－１～３１６－Ｍに対応して設けられ、対応する
三次元伝送形式識別子領域３１６－１～３１６－Ｍに格納された三次元伝送形式識別子に
対応する三次元伝送形式においてシンク機器１２０がサポートする解像度の数Ｎ１～ＮＭ
をそれぞれ格納する解像度数領域３１７－１～３１７－Ｍ。
（４）解像度識別子領域３１８－１－１，…，３１８－１－Ｎ１，３１８－２－１，３１
８－２－Ｎ２，…，３１８－Ｍ－１，３１８－Ｍ－ＮＭ。ここで、各解像度数領域３１７
－１～３１７－ｍ（ｍ＝１，２，…，Ｍ）に続いて、解像度を識別する解像度識別子をそ
れぞれ格納するＮｍ個の解像度識別子領域３１８－ｍ－１～３１８－Ｎｍが設けられる。
【００７４】
　上述した第１～第４の各実施形態では、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ２０
０と、三次元情報メッセージ３００，３００Ａ，３００Ｂまたは３００Ｃとを含む入力フ
ォーマット情報メッセージ５をソース機器１１０に送信した。しかしながら、本実施形態
では、シンク機器１２０は、映像情報メッセージ２００を含まず三次元情報メッセージ３
００Ｃを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソース機器１１０に送信することによ
り、ソース機器１１０に対して、当該シンク機器１２０が三次元表示をサポートしている
こと、及びサポートしている三次元の映像データの解像度及び全ての三次元伝送形式を通
知できる。また、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの入力フォーマット情報メ
ッセージ５に基づいて、シンク機器１２０がサポートしている三次元の映像データの解像
度及び三次元伝送形式を識別し、識別された解像度及び三次元伝送形式を有する映像デー
タを生成してシンク機器１２０に送信する。このため、ソース機器１１０からシンク機器
１２０に三次元の映像データを伝送できる。
【００７５】
第６の実施形態．
　図１９は、本発明の第５の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｅのフォーマッ
トを示す図である。本実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｅは、第５の実施形態
に係る三次元情報メッセージ３００Ｄに比較して、解像度識別子領域３１８－１－１，…
，３１８－１－Ｎ１，３１８－２－１，３１８－２－Ｎ２，…，３１８－Ｍ－１，３１８
－Ｍ－ＮＭに代えて、リザーブ領域３１９－１～３１９－Ｍと、解像度ビットマップ領域
３２０－１～３２０－Ｍとを設けた点が異なる。
【００７６】
　図１９において、解像度ビットマップ領域３２０－１～３２０－Ｍはそれぞれ、三次元
伝送形式識別子領域３１６－１～３１６－Ｍに対応して設けられ、対応する三次元伝送形
式識別子領域３１６－１～３１６－Ｍに格納された三次元伝送形式識別子に対応する三次
元伝送形式においてシンク機器１２０がサポートする解像度を表すビットマップデータを
格納する。ここで、ビットマップデータのビットの値が１にセットされているとき、シン
ク機器１２０が当該ビットに対応する解像度をサポートしていることを示す一方、ビット
の値が０にセットされているとき、シンク機器１２０が当該ビットに対応する解像度をサ
ポートしていないことを示す。
【００７７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０は、三次元情報メッセー
ジ３００Ｅを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソース機器１１０に送信するので
、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シンク機器１２０が三次元表示を
サポートしていること、及びサポートしている三次元の映像データの解像度及び全ての三
次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの入力フ
ォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２０がサポートしている三次元の
映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別された解像度及び三次元伝送形式
を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信する。このため、ソース機器１１
０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送できる。
【００７８】
第７の実施形態．
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　図２０は、本発明の第７の実施形態に係る三次元情報メッセージ３００Ｆのフォーマッ
トを示す図である。図２０において、三次元情報メッセージ３００Ｆは、フォーマットタ
イプ領域５５、フォーマットデータ長領域５６、３Ｄ領域３０１及びリザーブ領域３０２
に加えて、以下の各領域を含む。
（１）シンク機器１２０がサポートする三次元ＶＩＣの数Ｐを表すデータを格納する三次
元ＶＩＣ数領域３２１。
（２）シンク機器１２０がサポートする三次元ＶＩＣをそれぞれ格納する三次元ＶＩＣ領
域３２１－１～３２１－Ｐ。
【００７９】
　ここで、三次元ＶＩＣは、映像データの解像度（すなわち、垂直有効画素数、水平有効
画素数、走査方法、及びフィールドレート）と三次元伝送形式とを識別する識別子である
。三次元ＶＩＣは、例えば、以下のように定義される。
三次元ＶＩＣ＝「１」：１０８０ｐ、２３．９７Ｈｚ／２４Ｈｚ、フレームパッキング；
三次元ＶＩＣ＝「２」：７２０ｐ、５９．９４Ｈｚ／６０Ｈｚ、フレームパッキング；
三次元ＶＩＣ＝「３」：７２０ｐ、５０Ｈｚ、フレームパッキング．
【００８０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０は、三次元情報メッセー
ジ３００Ｆを含む入力フォーマット情報メッセージ５をソース機器１１０に送信するので
、シンク機器１２０はソース機器１１０に対して、当該シンク機器１２０が三次元表示を
サポートしていること、及びサポートしている三次元の映像データの解像度及び全ての三
次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０は、シンク機器１２０からの入力フ
ォーマット情報メッセージ５に基づいて、シンク機器１２０がサポートしている三次元の
映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別された解像度及び三次元伝送形式
を有する映像データを生成してシンク機器１２０に送信する。このため、ソース機器１１
０からシンク機器１２０に三次元の映像データを伝送できる。
【００８１】
　なお、三次元ＶＩＣを第１～第６の実施形態に係るＶＩＣを拡張して定義してもよい。
例えば、３８から４０までの間の値を有するＶＩＣを、以下のように三次元の映像データ
の映像フォーマットに割り当ててもよい。
ＶＩＣ＝「３８」：１０８０ｐ、２３．９７Ｈｚ／２４Ｈｚ、フレームパッキング；
ＶＩＣ＝「３９」：７２０ｐ、５９．９４Ｈｚ／６０Ｈｚ、フレームパッキング；
ＶＩＣ＝「４０」：７２０ｐ、５０Ｈｚ、フレームパッキング．
【００８２】
　シンク機器１２０は、３８から４０までの間の値を有するＶＩＣに対応する映像フォー
マットをサポートしているときは、映像情報メッセージ３００ＦのＶＩＣ領域３２２－１
～３２２－３に３８，３９，４０をそれぞれ格納して、ソース機器１１０に送信する。ソ
ース機器１１０は、これに応答して、３８，３９及び４０のうちの１つのＶＩＣを選択し
て、選択されたＶＩＣに対応する映像フォーマットの映像データをシンク機器１２０に送
信する。
【００８３】
第８の実施形態．
　図２１は、本発明の第８の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像デ
ータを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図であり、図２２及び図２３は、
図２１のＶＩＣテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａを示す表である。
【００８４】
　図２１において、本実施形態に係る無線通信システムは、ソース機器１１０Ａと、シン
ク機器１２０Ａとを備えて構成される。詳細後述するように、シンク機器１２０Ａは、映
像データの解像度と、上記映像データの種別と、上記映像データの種別が第１及び第２の
ビデオフレームデータを含む三次元の映像データである場合の当該三次元の映像データの
三次元伝送形式とを含む映像フォーマットを識別する複数のＶＩＣのうち、シンク機器１
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２０Ａがサポートする映像フォーマットを識別するＶＩＣを含む映像情報メッセージ２０
０Ａを、ソース機器１１０Ａに送信することを特徴としている。また、ソース機器１１０
Ａは、映像情報メッセージ２００Ａをシンク機器１１０Ａから受信し、上記受信された映
像フォーマットメッセージ２００Ａに含まれるＶＩＣのうちの１つのＶＩＣを選択し、上
記選択されたＶＩＣに対応する映像フォーマットを有する映像データを生成して、シンク
機器１２０Ａに送信することを特徴としている。
【００８５】
　図２１において、ソース機器１１０Ａは、第１の実施形態に係るソース機器１１０に比
較して、メモリ１１５に、ＶＩＣテーブル１１５ｔに代えてＶＩＣテーブル１１５ｔａを
予め格納したことを特徴としている。また、シンク機器１２０Ａは、第１の実施形態に係
るシンク機器１２０に比較して、メモリ１２７に、ＶＩＣテーブル１２７ｔに代えてＶＩ
Ｃテーブル１２７ｔａを予め格納し、圧縮された映像データ（以下、圧縮映像データとい
う。）を伸張するために用いられるバッファ１２９をさらに備えたことを特徴としている
。上記各実施形態では、ＶＩＣテーブル１１５ｔ及び１２７ｔは、ＶＩＣと、映像データ
の垂直有効画素数と、水平有効画素数と、走査方法と、フィールドレートとの関係を示す
ように構成されており、ＶＩＣは、二次元の映像データの各映像フォーマットのみに割り
当てられていた。これに対して、本実施形態では、図２２及び図２３に示すように、ＶＩ
Ｃテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａは、ＶＩＣと、映像データの垂直有効画素数と、水
平有効画素数と、走査方法と、フィールドレートと、映像データの種別（二次元の映像デ
ータ（２Ｄ）又は三次元の映像データ（３Ｄ）である。）と、映像データが三次元の映像
データである場合の当該三次元の映像データの三次元伝送形式との関係を示すように構成
される。すなわち、本実施形態において、ＶＩＣは、二次元の映像データの各映像フォー
マットと、三次元の映像データの各映像フォーマットとに割り当てられており、映像デー
タの垂直有効画素数と、水平有効画素数と、走査方法と、フィールドレートと、種別と、
映像データの種別が三次元の映像データである場合の当該三次元の映像データの三次元伝
送形式とを含む映像フォーマットを識別する。図２３に示すように、本実施形態において
、９６から９９までの間の値を有するＶＩＣは、三次元の映像データの映像フォーマット
に割り当てられている。
【００８６】
　また、図２１において、パケット処理回路１２３は、パケット無線送受信回路１２２か
ら入力されるデジタル信号から所定のパケット分離処理により映像データ、音声データ及
び所定の制御コマンドのみを取り出すことにより受信されたパケットをデコードし、映像
データ及び音声データを映像音声処理回路１２４に出力する一方、制御コマンドをコント
ローラ１２１に出力する。ここで、パケット処理回路１２３は、取り出された映像データ
が圧縮されている場合には、バッファ１２９を用いて当該映像データを伸張する。
【００８７】
　図２４は、本発明の第８の実施形態において、図９のフォーマットタイプ領域５５に格
納される値とフォーマットタイプとの関係を示す表である。図２４に示すように、本実施
形態では、第１の実施形態（図１０参照。）に比較して、入力フォーマット情報メッセー
ジ５のフォーマットタイプ領域５５に格納される値を用いて表されるフォーマットタイプ
として、三次元情報に代えて、圧縮映像情報（ＣＯＤＥＤ＿ＶＩＤＥＯ＿ＩＮＦＯ）を新
たに定義した。本実施形態及び以下の各実施形態において、圧縮映像情報に対応する値（
０ｘ０７）を格納するフォーマットタイプ領域５５を含むフォーマットデータメッセージ
５４を、圧縮映像情報メッセージ４００という。
【００８８】
　図２５は、図２１のシンク機器１２０Ａによって送信されるデバイス能力応答メッセー
ジ２のフォーマットを示す図である。シンク機器１２０Ａは、圧縮映像データをサポート
しており、詳細後述する映像情報メッセージ２００Ａ及び圧縮映像情報メッセージ４００
を含む入力フォーマット情報メッセージ５を含むデバイス能力応答メッセージ２を、ソー
ス機器１１０Ａに送信する。
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【００８９】
　図２６は、図２５の映像情報メッセージ２００Ａのフォーマットを示す図である。本実
施形態に係る映像情報メッセージ２００Ａは、第１の実施形態に係る映像情報メッセージ
２０に比較して、以下の点が異なる。
（８）フォーマット数領域２０６に代えて、シンク機器１２０Ａがサポートする二次元の
映像フォーマット及び三次元の映像フォーマットの総数Ｋ（Ｋは１以上の整数である。）
を格納するフォーマット数領域２０６Ａを含む。
（９）ＶＩＣ領域２０７－１～２０７－Ｎに代えて、シンク機器１２０Ａがサポートする
二次元の映像フォーマット及び三次元の映像フォーマットを識別するＶＩＣをそれぞれ格
納するＫ個のＶＩＣ領域２０７Ａ－１～２０７Ａ－Ｋを含む。ここで、ＶＩＣ領域２０７
Ａ－１～２０７Ａ－Ｋは、ＶＩＣテーブル１２７ｔａに含まれるＶＩＣのうち、ＥＤＩＤ
データ１２７ｄに含まれているシンク機器１２０ＡがサポートするＶＩＣを格納する。
【００９０】
　図２７は、図２５の圧縮映像情報メッセージ４００のフォーマットを示す図である。図
２７において、圧縮映像情報メッセージ４００は、以下の各領域を含む。
（１）圧縮映像情報に対応する値（０ｘ０７）を格納するフォーマットタイプ領域５５。
（２）圧縮映像情報メッセージ４００からフォーマットタイプ領域５５とデータ長領域５
６とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納するデータ長領域５６。
（３）将来の利用のために予約されたリザーブ領域４０１。
（４）シンク機器１２０Ａにおいて処理可能な最小のサブスライスサイズを表すデータを
オクテット単位で格納する最小サブスライスサイズ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｓｕｂ－Ｓｌｉｃ
ｅ　Ｓｉｚｅ）領域４０２。
（５）シンク機器１２０Ａがバッファリング可能なスライス数の最大値を表すデータを格
納する最大未処理スライス数（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｓｌｉｃｅｓ　Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ
）領域４０３。
（６）圧縮された映像データのために割り当てられたシンク機器１２０Ａのバッファ１２
９の最大サイズを表すデータをオクテット単位で格納する最大総圧縮映像バッファサイズ
（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｏｔａｌ　Ｃｏｄｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｉｚｅ）領
域４０４。
（７）シンク機器１２０Ａが圧縮された映像データのためにバッファリング可能な最大の
時間長を表すデータを格納する最大総圧縮映像バッファ時間（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｏｔａ
ｌ　Ｃｏｄｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｔｉｍｅ）領域４０５。
【００９１】
　図２７において、領域４０２～４０５にそれぞれ格納される各パラメータは、ソース機
器１１０Ａにおいて映像データを所定の圧縮方法で圧縮するときに用いられる圧縮用パラ
メータである。なお、シンク機器１２０Ａは、圧縮映像データをサポートする又は伸張で
きるときには圧縮映像情報メッセージ４００をソース機器１１０Ａに送信する一方、圧縮
映像データをサポートしない又は伸張できないときには圧縮映像情報メッセージ４００を
ソース機器１１０Ａに送信しない。
【００９２】
　次に、図２１の無線通信システムの動作を具体的に説明する。まず始めに、ソース機器
１１０Ａは、シンク機器１２０Ａに対してデバイス情報及び入力フォーマット情報を要求
するデバイス能力要求メッセージ１を送信する。これに応答して、シンク機器１２０Ａは
、映像情報メッセージ２００Ａ及び圧縮映像情報メッセージ４００を含む入力フォーマッ
ト情報メッセージ５を含むデバイス能力応答メッセージ２（図２５参照。）を、ソース機
器１１０Ａに送信する。ソース機器１１０Ａは、受信したデバイス能力応答メッセージ２
に含まれているＶＩＣに基づいてＶＩＣテーブル１１５ｔを参照して、シンク機器１２０
Ａがサポートしている二次元の映像データの映像フォーマット及び三次元の映像データの
映像フォーマットを識別する。さらに、ソース機器１１０Ａは、受信したデバイス能力応
答メッセージ２が圧縮映像情報メッセージ４００を含むか否かに基づいて、シンク機器１



(30) JP 5367814 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

２０Ａが圧縮映像データをサポートしていることを識別する。さらに、ソース機器１１０
Ａは、識別されたシンク機器１２０Ａがサポートしている二次元の映像データの映像フォ
ーマット及び三次元の映像データの映像フォーマットのうちの１つの映像フォーマットを
選択する。そして、ソース機器１１０Ａにおいて、パケット処理回路１１３は、選択され
た映像フォーマットの映像データを生成する。さらに、パケット処理回路１１３は、選択
された映像フォーマットが三次元の映像データの映像フォーマットであるときには、生成
された映像データに基づいて、第１の実施形態と同様に、ビデオフレーム毎に、当該映像
データに含まれる複数のビデオフレームデータを少なくとも１つの合成ビデオフレームデ
ータに合成する。さらに、パケット処理回路１１３は、上記合成ビデオフレームデータを
伝送するための各パケットのヘッダに含まれる各Ｈポジション（Ｈ－ｐｏｓｉｔｉｏｎ）
領域及び各Ｖポジション（Ｖ－ｐｏｓｉｔｉｏｎ）領域に、当該パケットに格納された合
成ビデオフレームデータの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置情報及び垂直表示期
間内の垂直位置情報を、上記複数のビデオフレームデータを識別するための情報として挿
入するように、上記合成ビデオフレームデータをワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォ
ーマットに従って複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する。さらに、パ
ケット処理回路１１３は、受信された圧縮映像情報メッセージ４００に含まれる圧縮用パ
ラメータを用いて、パケットを所定の圧縮方法で圧縮する。
【００９３】
　そして、ソース機器１１０Ａのコントローラ１１１は、送信する映像データの映像フォ
ーマットの情報を含むストリーム開始通知メッセージ８又は出力フォーマット通知メッセ
ージ１０をシンク機器１２０Ａに送信した後に、生成された圧縮されたパケットを含むＡ
Ｖデータを、割り当てられた予約期間においてシンク機器１２０Ａに無線送信するように
パケット無線送受信回路１１４を制御する。シンク機器１２０Ａは、受信したパケットを
伸張し、受信した出力フォーマット通知メッセージ１０に含まれる映像フォーマットのデ
ータに基づいて、受信されたＡＶデータ内の映像データをデコードする。
【００９４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０Ａは、映像データの垂直
有効画素数と、水平有効画素数と、走査方法と、フィールドレートと、種別と、映像デー
タの種別が三次元の映像データである場合の当該三次元の映像データの三次元伝送形式を
含む映像フォーマットを識別する複数のＶＩＣのうち、シンク機器１２０Ａがサポートす
る映像フォーマットのＶＩＣを含む映像情報メッセージ２００Ａを含む入力フォーマット
情報メッセージ５をソース機器１１０Ａに送信する。従って、シンク機器１２０Ａは、当
該シンク機器１２０Ａが三次元表示をサポートしていること、及びサポートしている三次
元の映像データの解像度及び三次元伝送形式を通知できる。また、ソース機器１１０Ａは
、シンク機器１２０Ａからの映像情報メッセージ２００Ａに含まれているＶＩＣに基づい
てＶＩＣテーブル１１５ｔａを参照して、シンク機器１２０Ａがサポートしている三次元
の映像データの解像度及び三次元伝送形式を識別し、識別された解像度及び三次元伝送形
式を有する映像データを生成してシンク機器１２０Ａに送信する。このため、ソース機器
１１０Ａからシンク機器１２０Ａに三次元の映像データを伝送できる。
【００９５】
第９の実施形態．
　図２８は、本発明の第９の実施形態に係る映像情報メッセージ２００Ｂのフォーマット
を示す図である。本実施形態に係る映像情報メッセージ２００Ｂは、第８の実施形態に係
る映像情報メッセージ２００Ａに比較して、以下の各領域をさらに含むことを特徴として
いる。
（１）シンク機器１２０Ａがサポートするコンテンツの種別を表すビットマップデータを
格納するＣＦＢＭ（ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｆｌａｇ　ＢｉｔＭａｐ）領
域２０９。ＣＦＢＭ領域２０９に格納されるビットマップデータのビット８はテキスト（
Ｔｅｘｔ）に割り当てられ、ビット９は写真（Ｐｈｏｔｏ）に割り当てられ、ビット１０
は映画（Ｃｉｎｅｍａ）に割り当てられ、ビット１１はゲーム（Ｇａｍｅ）に割り当てら
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れ、ビット０～ビット７及びビット１２～ビット１５は予備ビットである。ビットマップ
データのビットの値が１にセットされているとき、シンク機器１２０Ａが当該ビットに対
応するコンテンツをサポートしていることを示す一方、ビットの値が０にセットされてい
るとき、シンク機器１２０Ａが当該ビットに対応するコンテンツをサポートしていないこ
とを示す。
（２）シンク機器１２０Ａがサポートするパーティションモードを表すデータを格納する
ＰＭＢＭ（Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅ　ＢｉｔＭａｐ）領域２１０。ここで、パーテ
ィションモードにおいて、映像ピクセルデータは複数の領域に分割され、分割後の各領域
は異なるサブパケットを用いて伝送される。例えば、パーティションモードが「２ｘ２」
のときは、１つのサブパケットを用いて互いに隣接する４個の映像ピクセルデータが伝送
される。ＰＭＢＭ領域２１０に格納されるビットマップデータのビット０は２ｘ２に割り
当てられ、ビット１は１ｘ１に割り当てられ、ビット２は１ｘ２に割り当てられ、ビット
３は２ｘ１に割り当てられ、ビット４は２ｘ４に割り当てられ、ビット５は４ｘ２に割り
当てられ、ビット６は４ｘ４に割り当てられ、ビット７は２ｘ２クロマ（Ｃｈｒｏｍａ）
に割り当てられ、ビット８～ビット１５は予備ビットである。ビットマップデータのビッ
トの値が１にセットされているとき、シンク機器１２０Ａが当該ビットに対応するパーテ
ィションモードをサポートしていることを示す一方、ビットの値が０にセットされている
とき、シンク機器１２０Ａが当該ビットに対応するパーティションモードをサポートして
いないことを示す。
（３）シンク機器１２０Ａが三次元の映像データをサポートしているか否かを表すデータ
を格納するＳＴ領域２１１。ＳＴ領域２１１は、シンク機器１２０Ａが三次元の映像デー
タをサポートしているときは１を格納する一方、サポートしていないときは０を格納する
。
（４）将来の利用のために予約されたリザーブ領域２１２。
【００９６】
　なお、本実施形態において、シンク機器１２０Ａは、映像データのコンテンツの種別に
応じて、所定の処理を行う。例えば、シンク機器１２０Ａは、受信した映像データのコン
テンツの種別がゲームの場合には、データ処理による遅延を最小限に抑えるために、所定
の最低限の処理のみを行う。
【００９７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、映像情報メッセージ２００Ｂは、映像情報
メッセージ２００Ａに比較してＳＴ領域２１１をさらに含む。従って、第８の実施形態に
比較して、シンク機器１２０Ａは、当該シンク機器１２０Ａが三次元の映像データをサポ
ートしているか否かをソース機器１１０Ａに通知できる。
【００９８】
第１０の実施形態．
　図２９は、本発明の第１０の実施形態において、図９のフォーマットタイプ領域５５に
格納される値とフォーマットタイプとの関係を示す表である。図２９に示すように、本実
施形態では、第８の実施形態（図２４参照。）に比較して、入力フォーマット情報メッセ
ージ５のフォーマットタイプ領域５５に格納される値を用いて表されるフォーマットタイ
プとして、拡張映像情報（ＥＸＴＥＮＤＥＤ＿ＶＩＤＥＯ＿ＩＮＦＯ）を新たに定義した
。本実施形態及び以下の各実施形態において、拡張映像情報に対応する値（０ｘ０８）を
格納するフォーマットタイプ領域５５を含むフォーマットデータメッセージ５４を拡張映
像情報メッセージ９００という。
【００９９】
　図３０は、本発明の第１０の実施形態において、図２１のシンク機器１２０Ａによって
送信されるデバイス能力応答メッセージ２のフォーマットを示す図である。図３０に示す
ように、シンク機器１２０Ａは、映像情報メッセージ２００Ａ及び圧縮映像情報メッセー
ジ４００を含む入力フォーマット情報メッセージ５を含むデバイス能力応答メッセージ２
を、ソース機器１１０Ａに送信する。また、シンク機器１２０Ａは、圧縮映像データをサ
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ポートしているときには、入力フォーマット情報メッセージ５に圧縮映像情報メッセージ
４００をセットする一方、サポートしていないときには、入力フォーマット情報メッセー
ジ５に圧縮映像情報メッセージ４００をセットしない。
【０１００】
　図３１は、図３０の拡張映像情報メッセージ９００のフォーマットを示す図である。図
３１において、拡張映像情報メッセージ９００は、以下の各領域を含む。
（１）拡張映像情報に対応する値（０ｘ０８）を格納するフォーマットタイプ領域５５。
（２）拡張映像情報メッセージ９００からフォーマットタイプ領域５５とデータ長領域５
６とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納するデータ長領域５６。
（３）シンク機器１２０Ａがサポートするコンテンツの種別を表すビットマップデータを
格納するＣＦＢＭ領域９０１。ＣＦＢＭ領域９０１は、映像情報メッセージ２００ＢのＣ
ＦＢＭ領域２０９と同様に構成される。
（４）シンク機器１２０Ａがサポートするパーティションモードを表すデータを格納する
ＰＭＢＭ領域９０２。ＰＭＢＭ領域９０２は、映像情報メッセージ２００ＢのＰＭＢＭ領
域２１０と同様に構成される。
（５）シンク機器１２０Ａが三次元の映像データをサポートしているか否かを表すデータ
を格納するＳＴ領域９０３。ＳＴ領域９０３は、シンク機器１２０Ａが三次元の映像デー
タをサポートしているときは１を格納する一方、サポートしていないときは０を格納する
。
（６）将来の利用のために予約されたリザーブ領域９０４。
【０１０１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０Ａは、ＳＴ領域２１１を
含む拡張映像情報メッセージ９００をソース機器１１０Ａに送信するので、第８の実施形
態に比較して、シンク機器１２０Ａは、当該シンク機器１２０Ａが三次元の映像データを
サポートしているか否かをソース機器１１０Ａに通知できる。
【０１０２】
第１１の実施形態．
　図３２は、本発明の第１１の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像
データを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。また、図３３は、図
３２の３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－３ｄ１及び１
２７－３ｄ１を示す表であり、図３４は、図３２の３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タ
イミング情報テーブル１１５－３ｄ２及び１２７－３ｄ２を示す表である。図３２におい
て、本実施形態に係る無線通信システムは、ソース機器１１０Ｂと、シンク機器１２０Ｂ
とを備えて構成される。ソース機器１１０Ｂは、第８の実施形態に係るソース機器１１０
Ａに比較して、メモリ１１５に、ＶＩＣテーブル１１５ｔａと、２Ｄ用詳細タイミング情
報テーブル１１５－２ｄと、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル
１１５－３ｄ１及び１１５－３ｄ２とを予め格納したことを特徴としている。また、シン
ク機器１２０Ｂは、第８の実施形態に係るシンク機器１２０Ａに比較して、メモリ１２７
に、ＶＩＣテーブル１２７ｔａと、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄと、
３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１２７－３ｄ１及び１２７－
３ｄ２とを予め格納したことを特徴としている。
【０１０３】
　図３２において、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄ及び１２７－２ｄは
、（ａ）二次元の映像データのＶＩＣと、（ｂ）ビデオフレーム毎に、二次元の映像デー
タに基づいて二次元ビデオフレームデータを生成するためのパラメータとの関係を示す。
具体的には、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄ及び１２７－２ｄは、ＶＩ
Ｃテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａにおいて定義された二次元の映像データの映像フォ
ーマットを識別するＶＩＣ（１から５０までの値を有する。）と、走査方法と、水平有効
期間Ｈａｃｔｉｖｅのピクセル数と、水平ブランキング期間Ｈｂｌａｎｋのピクセル数と
、垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数と、垂直ブランキング期間Ｖｂｌａｎｋのピ
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クセル数と、フィールドレート（Ｈｚ）と、ピクセル周波数（ＭＨｚ）との間の関係を示
す。
【０１０４】
　また、図３３において、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１
１５－３ｄ１及び１２７－３ｄ１は、（ａ）三次元の映像データのＶＩＣと、（ｂ）ビデ
オフレーム毎に、三次元の映像データに含まれる左目用ビデオフレームデータ１８１Ａ及
び右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを、第１の合成方法を用いて、ブランキング期間
を含まない合成ビデオフレームデータ１８３Ａに合成するためのパラメータとの関係を示
す。具体的には、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－３
ｄ１及び１２７－３ｄ１は、ＶＩＣテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａにおいて定義され
た三次元の映像データの映像フォーマットを識別するＶＩＣ（９６から９９までの値を有
する。）と、走査方法と、水平有効期間Ｈａｃｔｉｖｅのピクセル数と、水平ブランキン
グ期間Ｈｂｌａｎｋのピクセル数と、垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数と、垂直
ブランキング期間Ｖｂｌａｎｋのピクセル数と、フィールドレート（Ｈｚ）と、ピクセル
周波数（ＭＨｚ）との間の関係を示す。
【０１０５】
　図３５は、図３２のソース機器１１０Ｂによって、第１の合成方法で生成される合成ビ
デオフレームデータ１８３Ａと、図３３の各パラメータ（タイミング値）との関係を示す
データ配置図である。図３５において、合成ビデオフレームデータ１８３Ａは水平表示期
間において、垂直表示期間の前半で垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数と同一のラ
イン数の左目用ビデオフレームデータ１８１Ａが送信された後、垂直表示期間の後半で垂
直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数と同一のライン数の右目用ビデオフレームデータ
１８２Ａが送信されるように構成される。このとき、パケット処理回路１１３は、合成ビ
デオフレームデータ１８３Ａを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに格
納された合成ビデオフレームデータ１８３Ａの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位置
情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、左目用ビデオフレームデータ１８１Ａ及び右
目用ビデオフレームデータ１８２Ａを識別するための情報として挿入するように、上記合
成ビデオフレームデータ１８３ＡをワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従
って複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する。具体的には、水平有効期
間Ｈａｃｔｉｖｅのピクセル数がａであり、垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数が
ｂである場合は、各ヘッダに含まれるビデオフレームナンバー領域と、Ｈポジション領域
と、Ｖポジション領域に格納される各値は、以下のように設定される。
（ａ）左目用ビデオフレームデータ１８１Ａを伝送するパケットのヘッダのビデオフレー
ムナンバー領域に格納される値と、右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを伝送するパケ
ットのヘッダのビデオフレームナンバー領域に格納される値とは同一の値Ｎに設定される
。
（ｂ）左目用ビデオフレームデータ１８１Ａを伝送するパケットのヘッダのＨポジション
領域に格納される値と、右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを伝送するパケットのヘッ
ダのＨポジション領域に格納される値とは、０からａ－１までの間の値に設定される。
（ｃ）左目用ビデオフレームデータ１８１Ａを伝送するパケットのヘッダのＶポジション
領域に格納される値は０からｂ－１までの値に設定され、右目用ビデオフレームデータ１
８２Ａを伝送するパケットのヘッダのＶポジション領域に格納される値はｂから２×ｂ－
１までの値に設定される。
【０１０６】
　また、図３４において、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１
１５－３ｄ２及び１２７－３ｄ２は、（ａ）三次元の映像データのＶＩＣと、（ｂ）ビデ
オフレーム毎に、三次元の映像データに含まれる左目用ビデオフレームデータ１８１Ａ及
び右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを、第２の合成方法を用いて、ブランクキング期
間１８４を含む合成ビデオフレームデータ１８３Ｂに合成するためのパラメータとの関係
を示す。具体的には、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５
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－３ｄ２及び１２７－３ｄ２は、ＶＩＣテーブル１１５ｔａ及び１２７ｔａにおいて定義
された三次元の映像データの映像フォーマットを識別するＶＩＣ（９６から９９までの値
を有する。）と、水平有効期間Ｈａｃｔｉｖｅのピクセル数と、水平ブランキング期間Ｈ
ｂｌａｎｋのピクセル数と、垂直有効期間Ｖａｃｔｉｖｅのピクセル数と、垂直表示期間
において左目用ビデオフレームデータ１８１Ａ及び右目用ビデオフレームデータ１８２Ａ
が送信される各期間のライン数Ｖｖｉｄｅｏと、垂直表示期間において左目用ビデオフレ
ームデータ１８１Ａと右目用ビデオフレームデータ１８２Ａとの間に設けられるブランキ
ング期間１８４のライン数Ｖｓｐａｃｅと、垂直ブランキング期間Ｖｂｌａｎｋのピクセ
ル数と、フィールドレート（Ｈｚ）と、ピクセル周波数（ＭＨｚ）との間の関係を示す。
【０１０７】
　図３６は、図３２のソース機器１１０Ｂによって、第２の合成方法で生成される合成ビ
デオフレームデータ１８３Ｂと、図３４の各タイミング値との関係を示すデータ配置図で
ある。第２の合成方法が選択されている場合、合成ビデオフレームデータ１８３Ｂは水平
表示期間において、垂直表示期間の前半でライン数Ｖｖｉｄｅｏの左目用ビデオフレーム
データ１８１Ａが送信された後、ライン数Ｖｓｐａｃｅのブランキング期間１８４が送信
され、さらに、垂直表示期間の後半でライン数Ｖｖｉｄｅｏの右目用ビデオフレームデー
タ１８２Ａが送信されるように構成される。このとき、パケット処理回路１１３は、合成
ビデオフレームデータ１８３Ｂを伝送するための各パケットのヘッダに、当該パケットに
格納された合成ビデオフレームデータ１８３Ｂの先頭ピクセルの水平表示期間内の水平位
置情報及び垂直表示期間内の垂直位置情報を、左目用ビデオフレームデータ１８１Ａ及び
右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを識別するための情報として挿入するように、上記
合成ビデオフレームデータ１８３ＢをワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに
従って複数のパケットに分割して当該複数のパケットを生成する。具体的には、水平有効
期間Ｈａｃｔｉｖｅのピクセル数がａであって、ライン数Ｖｖｉｄｅｏがｂであって、ラ
イン数Ｖｓｐａｃｅがｃである場合は、各ヘッダに含まれるＨポジション領域と、Ｖポジ
ション領域に格納される値は、以下のように設定される。
（ａ）左目用ビデオフレームデータ１８１Ａを伝送するパケットのヘッダのＨポジション
領域に格納される値と、右目用ビデオフレームデータ１８２Ａを伝送するパケットのヘッ
ダのＨポジション領域に格納される値とは、０からａ－１までの間の値に設定される。
（ｂ）左目用ビデオフレームデータ１８１Ａを伝送するパケットのヘッダのＶポジション
領域に格納される値は０からｂ－１までの値に設定され、右目用ビデオフレームデータ１
８２Ａを伝送するパケットのヘッダのＶポジション領域に格納される値はｂ＋ｃ－１から
２×ｂ＋ｃ－１までの値に設定される。
【０１０８】
　図３７は、図３２の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。図３７におい
て、まず始めに、ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂに対して、シンク機器１２
０Ｂの入力フォーマット情報を要求するデバイス能力要求メッセージ１を送信する。これ
に応答して、シンク機器１２０Ｂは、（ａ）シンク機器１２０Ｂがサポートする映像フォ
ーマットを識別するＶＩＣを含む映像情報メッセージ２００Ａと、（ｂ）シンク機器１２
０Ｂが三次元の映像データをサポートしているか否かの情報を含む拡張映像情報メッセー
ジ９００とを含むデバイス能力応答メッセージ２を、ソース機器１１０Ｂに送信する。こ
のとき、シンク機器１２０Ｂは、圧縮映像データをサポートしているときには、（ｃ）ソ
ース機器１１０Ａにおいて映像データを所定の圧縮方法で圧縮するときに用いられる圧縮
用パラメータを含む圧縮映像情報メッセージ４００を、デバイス能力応答メッセージ２に
さらに含める。ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂから受信した映像情報メッセ
ージ２００Ａに含まれるＶＩＣに基づいて、ＶＩＣテーブル１１５ｔａを参照して、シン
ク機器１２０Ｂがサポートする映像フォーマットを識別する。また、ソース機器１１０Ｂ
は、シンク機器１２０Ｂから受信した拡張映像情報メッセージ９００のＳＴ領域９０３に
格納された値に基づいて、シンク機器１２０Ｂが三次元の映像データをサポートしている
か否かを識別する。さらに、ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂから受信したデ
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バイス能力応答メッセージ２が圧縮映像情報メッセージ４００を含むかに基づいて、シン
ク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしているか否かを識別する。次に、ソース機
器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂがサポートする映像フォーマットのうちの１つの映像
フォーマットを選択し、選択された映像フォーマットの映像データを生成する。
【０１０９】
　さらに、パケット処理回路１１３は、送信する映像データが二次元の映像データの場合
は、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄを選択する。そして、送信する映像
データのＶＩＣに基づいて、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄを参照して
、二次元ビデオフレームデータを生成するためのパラメータを決定し、決定されたパラメ
ータに基づいて、ビデオフレーム毎に、二次元の映像データに基づいて二次元ビデオフレ
ームデータを生成する。次に、パケット処理回路１１３は、生成された二次元ビデオフレ
ームデータをワイヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケットに
分割する。
【０１１０】
　また、パケット処理回路１１３は、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報
テーブル１１５－３ｄ１を選択する。そして、送信する映像データが三次元の映像データ
でありかつシンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしている場合は、当該送信す
る映像データのＶＩＣに基づいて、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テ
ーブル１１５－３ｄ１を参照して、合成ビデオフレームデータを生成するためのパラメー
タを決定し、決定されたパラメータに基づいて、ビデオフレーム毎に、三次元の映像デー
タに基づいて、上述した第１の合成方法で合成ビデオフレームデータを生成する。さらに
、パケット処理回路１１３は、生成された合成ビデオフレームデータを上述したように複
数のパケットに分割し、受信された圧縮映像情報メッセージ４００に含まれる圧縮用パラ
メータを用いて、所定の圧縮方法でパケットを圧縮する。
【０１１１】
　さらに、パケット処理回路１１３は、送信する映像データが三次元の映像データであり
かつシンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしていない場合は、３Ｄフレームシ
ーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－３ｄ２を選択する。そして、送信す
る映像データのＶＩＣに基づいて、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テ
ーブル１１５－３ｄ２を参照して、合成ビデオフレームデータを生成するためのパラメー
タを決定し、決定されたパラメータに基づいて、ビデオフレーム毎に、三次元の映像デー
タに基づいて、上述した第２の合成方法で合成ビデオフレームデータを生成する。さらに
、パケット処理回路１１３は、生成された合成ビデオフレームデータを上述したように複
数のパケットに分割する。
【０１１２】
　次に、図３７において、第１の実施形態と同様に、ソース機器１１０Ｂとシンク機器１
２０Ｂとの間で機器接続処理及び帯域予約処理が行われる。帯域予約処理が終了すると、
ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂに送信するＡＶデータＤ１の映像フォーマッ
トの情報及び音声フォーマットの情報を含むストリーム開始通知メッセージ８をシンク機
器１２０Ｂに送信する。
【０１１３】
　図３８は、図３７のストリーム開始通知メッセージ８のフォーマットを示す図である。
ストリーム開始通知メッセージ８は、ソース機器１１０Ｂからシンク機器１２０Ｂに対し
て帯域予約処理の結果及びＡＶデータＤ１の出力フォーマット（すなわち、ＡＶデータに
含まれる映像データの映像フォーマット及び音声データの音声フォーマットである。）を
通知するために用いられる。図３８において、ストリーム開始通知メッセージ８は、以下
の各領域を含む。
（１）ストリーム開始通知メッセージ８のオペレーションコードを格納するオペコード領
域８１。
（２）図３７の帯域予約処理が成功したか否か（ストリームの送信が正常に開始されるか
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否か）を表すデータを格納する結果コード領域８２。
（３）図３７の帯域予約処理においてＭＡＣ層から得られた（又は、割り当てられた）ス
トリームインデックスを格納するストリームインデックス領域８３。
（４）ＡＶデータの伝送のために予約されたシンクポート番号を格納するシンクポート領
域８４。
（５）シンクポート及びソースポートが映像データのために用いられるときには１を格納
し、シンクポート及びソースポートが映像データのために用いられないときには０を格納
するＶＰ領域８５。
（６）シンクポート及びソースポートが音声データのために用いられるときには１を格納
し、シンクポート及びソースポートが音声データのために用いられないときには０を格納
するＡＰ領域８６。
（７）ＡＶデータの伝送のために予約されたソースポート番号を格納するソースポート領
域８７。
（８）将来の利用ために予約されたリザーブ領域８８。
（９）ストリーム開始通知メッセージ８からオペコード領域８１と総データ長領域８９と
を除いた領域のデータ長を表すデータを格納する総データ長領域８９。
（１０）フォーマットタイプ領域９１と、バージョン領域９２と、データ長領域９３と、
フォーマットデータ領域９４とをそれぞれ含む少なくとも１つのフォーマット領域９０。
【０１１４】
　ここで、各フォーマット領域９０において、フォーマットタイプ領域９１はフォーマッ
トデータ領域９４に格納されるデータのタイプを表すデータを格納し、バージョン領域９
２はフォーマットデータ領域９４の規格のバージョン番号を格納し、データ長領域９３は
フォーマットデータ領域９４に格納されるデータのデータ長を表すデータを格納し、フォ
ーマットデータ領域９４はフォーマットタイプ領域９１に格納されたフォーマットタイプ
のデータを格納する。
【０１１５】
　図３９は、図３８のフォーマットタイプ領域９１に格納される値とフォーマットタイプ
との関係を示す表である。図３９に示すように、フォーマットタイプ領域９１に格納され
る各値に対応するフォーマットタイプは、映像フォーマット情報と、音声フォーマット情
報と、色域メタデータ（Ｇａｍｕｔ　Ｍｅｔａｄａｔａ）情報と、ベンダー依存情報と、
詳細タイミング情報と、最大映像バッファ情報と、最大音声バッファ情報と、圧縮映像情
報とを含む。以下、映像フォーマット情報に対応する値（０ｘ０１）を格納するフォーマ
ットタイプ領域９１を含むフォーマット領域９０を映像フォーマット領域５００といい、
圧縮映像情報に対応する値（０ｘ０７）を格納するフォーマットタイプ領域９１を含むフ
ォーマット領域９０を圧縮映像フォーマット領域６００という。
【０１１６】
　図４０は、図３８のストリーム開始通知メッセージ８にフォーマット領域９０として含
まれる映像フォーマット領域５００のフォーマットを示す図である。図４０において、映
像フォーマット領域５００は、以下の各領域を含む。
（１）映像フォーマット情報に対応する値（０ｘ００）を格納するフォーマットタイプ領
域９１。
（２）以下の領域５０１～５１２の規格のバージョン番号を格納するバージョン領域９２
。
（３）映像フォーマット領域５００からフォーマットタイプ領域９１と、バージョン領域
９２と、データ長領域９３とを除いた領域のデータ長を表すデータを格納するデータ長領
域９３。
（４）送信される映像データの映像フォーマットを表すＶＩＣを格納するＶＩＣ領域５０
１。
（５）送信される映像データのカラーフォーマットのタイプを表すデータを格納するＣＳ
（Ｃｏｌｏｒ　Ｓｐａｃｅ：色空間）領域５０２。
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（６）送信される映像データの色深度のビット数を格納するＣＤ（Ｃｏｌｏｒ　Ｄｅｐｔ
ｈ：色深度）領域５０３。
（７）送信される映像のアスペクト比を表すデータを格納するＰＡＲ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　
Ａｓｐｅｃｔ　Ｒａｔｉｏ：映像アスペクト比）領域５０４。
（８）送信される映像データのカラリメトリ情報（ＩＴＵＢＴ．６０１及びＢＴ．７０９
など。）を格納するＣＭ（Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ：カラリメトリ）領域２０５。
（９）送信される映像データの有効画素のアスペクト比を表すデータを格納するＡＦＡＲ
（Ａｃｔｉｖｅ　Ｆｏｒｍａｔ　Ａｓｐｅｃｔ　Ｒａｔｉｏ）領域５０６。
（１０）サポートされるコンテンツの分類（タイプ）を表すデータを格納するＣＦ（Ｃｏ
ｎｔｅｎｔ　Ｆｌａｇ）領域５０７。
（１１）送信される映像データの量子化（ビット）範囲を表すデータを格納するＱＲ（Ｑ
ｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ　Ｒａｎｇｅ：量子化範囲）領域５０８。
（１２）送信される映像データのタイミング情報として詳細タイミング情報（ＤＥＴＡＩ
ＬＥＤ＿ＴＩＭＩＮＧ＿ＩＮＦＯ）が用いられるときは１を格納する一方、用いられない
ときは０を格納するＤ（Ｄｅｔａｉｌｅｄ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）領
域５０９。
（１３）Ｄ領域５０９に１が格納されているときには詳細タイミング情報のＩＤを格納す
る一方、０が格納されているときには０を格納するＩＤ（ＩＤ　ｏｆ　Ｄｅｔａｉｌｅｄ
　Ｔｉｍｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ領域５１０。
（１４）映像フォーマットのパーティションモードを表すデータを格納するＰＭ（Ｐａｒ
ｔｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅ）領域５１１。
（１５）将来の利用ために予約されたリザーブ領域５１２。
【０１１７】
　図４１は、図３８のストリーム開始通知メッセージ８にフォーマット領域９０として含
まれる圧縮映像フォーマット領域６００のフォーマットを示す図である。図４１において
、圧縮映像フォーマット領域６００は、以下の各領域を含む。
（１）圧縮映像フォーマット情報に対応する値（０ｘ０７）を格納するフォーマットタイ
プ領域９１。
（２）バージョン番号０ｘ０１を格納するバージョン領域９２。
（３）以下の領域６０１～６０３の総データ長を表すデータを格納するデータ長領域９３
。
（４）送信される映像データが圧縮されているときに１を格納する一方、送信される映像
データが圧縮されていないときに０を格納するＡ（Ａｃｔｉｖｅ）領域６０１。
（５）パーティショニングモードが用いられるときに１を格納し、用いられない時に０を
格納するＰ（Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅ）領域６０２。
（６）将来の利用ために予約されたリザーブ領域６０３。
【０１１８】
　図３７に戻り参照すると、ソース機器１１０Ｂは、送信する映像データの映像フォーマ
ットを識別するＶＩＣを含む映像フォーマット領域５００と、送信する映像データが圧縮
されているか否かの情報を含む圧縮映像フォーマット領域６００とを含むストリーム開始
通知メッセージ８を、シンク機器１２０Ｂに送信する。シンク機器１２０Ｂは、ソース機
器１１０Ｂからのストリーム開始通知メッセージ８に含まれるＶＩＣに基づいてＶＩＣテ
ーブル１２７ｔａを参照して、受信される映像データの映像フォーマットを識別すること
により、受信される映像データの種別（二次元の映像データ又は三次元の映像データ）を
識別する。さらに、シンク機器１２０Ｂは、ソース機器１１０Ｂからのストリーム開始通
知メッセージ８に含まれる圧縮映像フォーマット領域６００のＡ領域６０１に格納された
データに基づいて、受信される映像データが圧縮されているか否かを識別する。そして、
シンク機器１２０Ｂは、受信される映像データの種別が二次元の映像データであるときは
２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄを選択し、受信される映像データの種別
が三次元の映像データでありかつ受信される映像データが圧縮されているときは３Ｄフレ
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ームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１２７－３ｄ１を選択し、受信される
映像データの種別が三次元の映像データでありかつ受信される映像データが圧縮されてい
ないときは３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１２７－３ｄ２を
選択する。さらに、シンク機器１２０Ｂにおいて、パケット処理回路１２３は、受信され
た映像データのＶＩＣに基づいて、選択された詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄ
，１２７－３ｄ１又は１２７－３ｄ２を参照して、映像データをデコードするためのパラ
メータを決定し、決定されたパラメータを用いて、受信された映像データをデコードする
。
【０１１９】
　さらに、図３７において、ソース機器１１０Ｂは、ＡＶデータＤ１の映像フォーマット
及び音声フォーマットのうちの少なくとも一方が変更されたときに、当該変更された映像
フォーマット及び音声フォーマットのＡＶデータＤ２をシンク機器１２０Ｂに無線送信す
る前に、変更された映像フォーマット及び音声フォーマットの情報を含む出力フォーマッ
ト通知メッセージ１０を、シンク機器１２０Ｂに無線送信する。ここで、出力フォーマッ
ト通知メッセージ１０は、ストリーム開始通知メッセージ８と同様に、送信する映像デー
タの映像フォーマットを識別するＶＩＣを含む映像フォーマット領域５００と、送信する
映像データが圧縮されているか否かの情報を含む圧縮映像フォーマット領域６００とを含
む。シンク機器１２０Ｂは、出力フォーマット通知メッセージ１０及びＡＶデータＤ２を
受信し、ＡＶデータＤ１の受信時と同様に、ＡＶデータＤ２内の映像データをデコードす
る。
【０１２０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、シンク機器１２０Ｂは、映像情報メッセー
ジ２００Ａと、拡張映像情報メッセージ９００と、圧縮映像情報メッセージ４００とを含
むデバイス能力応答メッセージ２をソース機器１１０Ｂに送信するので、ソース機器１１
０Ｂは、シンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしているか否かを識別できる。
さらに、ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしてい
るときは、三次元の映像データに基づいて第１の方法で合成ビデオフレームデータ１８３
Ａを生成する一方、シンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポートしていないときは、
三次元の映像データに基づいて第２の方法で合成ビデオフレームデータ１８３Ｂを生成す
る。また、シンク機器１２０Ｂは、受信された映像データの種別及び圧縮されているか否
かに基づいて、詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄ，１２７－３ｄ１及び１２７－
３ｄ２のうちの１つの詳細タイミング情報テーブルを選択し、選択された詳細タイミング
情報テーブル１２７－２ｄ，１２７－３ｄ１又は１２７－３ｄ２を参照して、映像データ
をデコードするためのパラメータを決定し、決定されたパラメータを用いて、受信された
映像データをデコードする。一般に、ブランキング期間１８４を含まない合成ビデオフレ
ームデータ１８３Ａを圧縮する場合に比較して、ブランキング期間１８４を含む合成ビデ
オフレームデータ１８３Ｂを圧縮する場合は、圧縮処理が成功しないことがある。本実施
形態によれば、ソース機器１１０Ｂは、シンク機器１２０Ｂが圧縮映像データをサポート
しているときは、ブランキング期間を含まない合成ビデオフレームデータ１８３Ａを生成
して圧縮するので、圧縮された三次元の映像データを、従来技術に比較して、安定してシ
ンク機器１２０Ｂに送信できる。
【０１２１】
　なお、図３６のブランキング期間１８４において、音声データ又は制御データなどを送
信してもよい。
【０１２２】
第１２の実施形態．
　図４２は、本発明の第１２の実施形態に係る映像データのパケット伝送方法を用い映像
データを伝送する無線通信システムの構成を示すブロック図である。図４２において、本
実施形態に係る無線通信システムは、ＡＶデータのソース機器である映像音声再生装置１
１２Ａと、送信アダプタ装置であるソース機器１１０Ｃと、受信アダプタ装置であるシン
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ク機器１２０Ｃと、ＡＶデータのシンク機器である映像音声出力装置１３０とを備えて構
成される。映像音声再生装置１１２Ａは、例えばＤＶＤプレーヤであって、外部の記憶装
置又はＭＤ、ＤＶＤなどの記録媒体から映像データ及び音声データを再生して、ソース機
器１１０Ｃのパケット処理回路１１３に出力する。また、ソース機器１１０Ｃは、第１１
の実施形態に係るソース機器１１０Ｂに比較して、映像音声再生装置１１２を含まない点
のみが異なる。ソース機器１１０Ｃは、映像音声再生装置１１２からのＡＶデータに代え
て、映像音声再生装置１１２ＡからのＡＶデータを、ソース機器１１０Ｂと同様に処理し
て、シンク機器１２０Ｃに無線送信する。ここで、ソース機器１１０Ｃは、映像音声再生
装置１１２Ａに対してＨＤＭＩに準拠したＨＤＭＩケーブルによって接続されているとき
には、ＨＤＭＩパススルーモードをサポートする一方、映像音声再生装置１１２Ａに対し
てＨＤＭＩケーブル以外の接続ケーブルを用いて接続されているときには、ＨＤＭＩパス
スルーモードをサポートしない。
【０１２３】
　さらに、図４２において、シンク機器１２０Ｃは、第１１の実施形態に係るシンク機器
１２０Ｂに比較して、映像音声処理回路、スピーカ１２５及びディスプレイ１２６を含ま
ない点のみが異なる。シンク機器１２０Ｃは、ソース機器１１０Ｃから無線受信したＡＶ
データを、シンク機器１２０Ｂと同様に処理して、映像音声出力装置１３０の映像音声処
理回路１２４に出力する。またさらに、映像音声出力装置１３０は、映像音声処理回路１
２４と、スピーカ１２５と、ディスプレイ１２６とを備えて構成される。映像音声処理回
路１２４は、入力される音声データを所定の信号処理やＤ／Ａ変換処理を実行した後、ス
ピーカ１２５に出力して音声の出力を行う一方、入力される映像データを所定の信号処理
やＤ／Ａ変換処理を実行した後、ディスプレイ１２６に出力して表示する。
【０１２４】
　図４３は、図４２の無線通信システムの動作を示すシーケンス図である。図４３におい
て、まず始めに、ソース機器１１０Ｃは、シンク機器１２０Ｃに対して、シンク機器１２
０Ｃの入力フォーマット情報を要求するデバイス能力要求メッセージ１を送信する。これ
に応答して、シンク機器１２０Ｃは、（ａ）シンク機器１２０Ｃがサポートする映像フォ
ーマットを識別するＶＩＣを含む映像情報メッセージ２００Ａと、（ｂ）シンク機器１２
０Ｃが三次元の映像データをサポートしているか否かの情報を含む拡張映像情報メッセー
ジ９００とを含むデバイス能力応答メッセージ２を、ソース機器１１０Ｃに送信する。ソ
ース機器１１０Ｃは、シンク機器１２０Ｃから受信した映像情報メッセージ２００Ａに含
まれるＶＩＣに基づいてＶＩＣテーブル１１５ｔａを参照して、シンク機器１２０Ｃがサ
ポートする映像フォーマットを識別する。また、ソース機器１１０Ｃは、シンク機器１２
０Ｃから受信した拡張映像情報メッセージ９００のＳＴ領域９０３に格納された値に基づ
いて、シンク機器１２０Ｃが三次元の映像データをサポートしているか否かを識別する。
次に、ソース機器１１０Ｃは、シンク機器１２０Ｃがサポートする映像フォーマットのう
ちの１つの映像フォーマットを選択し、選択された映像フォーマットの映像データを生成
する。
【０１２５】
　パケット処理回路１１３は、送信する映像データが二次元の映像データの場合は、２Ｄ
用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄを選択する。そして、送信する映像データの
ＶＩＣに基づいて、２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１１５－２ｄを参照して、ビデオ
フレームデータを生成するためのパラメータを決定し、決定されたパラメータに基づいて
、ビデオフレーム毎に、二次元の映像データに基づいてビデオフレームデータを生成する
。そして、パケット処理回路１１３は、生成されたビデオフレームデータをワイヤレスＨ
Ｄに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。
【０１２６】
　また、パケット処理回路１１３は、送信する映像データが三次元の映像データであり、
かつ、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていない場合は、３
Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－３ｄ１を選択する。そ
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して、送信する映像データのＶＩＣに基づいて、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイ
ミング情報テーブル１１５－３ｄ１を参照して、合成ビデオフレームデータを生成するた
めのパラメータを決定し、決定されたパラメータに基づいて、ビデオフレーム毎に、三次
元の映像データに基づいて、上述した第１の合成方法で合成ビデオフレームデータを生成
する。さらに、パケット処理回路１１３は、生成された合成ビデオフレームデータをワイ
ヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割し、受信され
た圧縮映像情報メッセージ４００に含まれる圧縮用パラメータを用いて、所定の圧縮方法
でパケットを圧縮する。
【０１２７】
　さらに、パケット処理回路１１３は、送信する映像データが三次元の映像データであり
、かつ、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしている場合は、３
Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１１５－３ｄ２を選択する。そ
して、送信する映像データのＶＩＣに基づいて、３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイ
ミング情報テーブル１１５－３ｄ２を参照して、合成ビデオフレームデータを生成するた
めのパラメータを決定し、決定されたパラメータに基づいて、ビデオフレーム毎に、三次
元の映像データに基づいて、上述した第２の合成方法で合成ビデオフレームデータを生成
する。さらに、パケット処理回路１１３は、生成された合成ビデオフレームデータをワイ
ヤレスＨＤに準拠したパケットフォーマットに従って複数のパケットに分割する。
【０１２８】
　次に、図４３において、シンク機器１２０Ｃは、ソース機器１１０Ｃに対して、ソース
機器１１０Ｃのデバイス情報を要求するデバイス能力要求メッセージ１Ａを送信する。こ
れに応答して、ソース機器１１０Ｃは、デバイス情報メッセージ３（図８参照。）を含む
デバイス能力応答メッセージ２Ａを、シンク機器１２０Ｃに送信する。このとき、ソース
機器１１０Ｃは、上述したＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているときは、デバイ
ス情報メッセージ３のＰＴ領域８３に１を格納する一方、ＨＤＭＩパススルーモードをサ
ポートしていないときは、デバイス情報メッセージ３のＰＴ領域８３に０を格納する。シ
ンク機器１２０Ｃは、ソース機器１１０Ｃからのデバイス情報メッセージ３のＰＴ領域８
３に格納されたデータに基づいて、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサ
ポートしているか否かを識別する。
【０１２９】
　次に、図４２において、第１の実施形態と同様に、ソース機器１１０Ｃとシンク機器１
２０Ｃとの間で機器接続処理及び帯域予約処理が行われる。帯域予約処理が終了すると、
ソース機器１１０Ｃは、シンク機器１２０Ｃに送信するＡＶデータＤ１の映像フォーマッ
トの情報及び音声フォーマットの情報を含むストリーム開始通知メッセージ８をシンク機
器１２０Ｃに送信する。シンク機器１２０Ｃは、ソース機器１１０Ｃからのストリーム開
始通知メッセージ８に含まれる映像フォーマット領域５００に格納されたＶＩＣに基づい
てＶＩＣテーブル１２７ｔａを参照して、受信される映像データの映像フォーマットを識
別することにより、受信される映像データの種別（二次元の映像データ又は三次元の映像
データ）を識別する。そして、シンク機器１２０Ｃは、受信される映像データの種別が二
次元の映像データであるときは２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄを選択し
、受信される映像データの種別が三次元の映像データであり、かつ、ソース機器１１０Ｃ
がＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていないときは３Ｄフレームシーケンシャル用
詳細タイミング情報テーブル１２７－３ｄ１を選択し、受信される映像データの種別が三
次元の映像データであり、かつ、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポ
ートしているときは３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テーブル１２７－
３ｄ２を選択する。さらに、シンク機器１２０Ｃにおいて、パケット処理回路１２３は、
受信された映像データのＶＩＣに基づいて、選択された詳細タイミング情報テーブル１２
７－２ｄ，１２７－３ｄ１又は１２７－３ｄ２を参照して、映像データをデコードするた
めのパラメータを決定し、決定されたパラメータを用いて、受信された映像データをデコ
ードする。
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【０１３０】
　さらに、図４２において、ソース機器１１０Ｃは、ＡＶデータＤ１の映像フォーマット
及び音声フォーマットのうちの少なくとも一方が変更されたときに、当該変更された映像
フォーマット及び音声フォーマットのＡＶデータＤ２をシンク機器１２０Ｃに無線送信す
る前に、変更された映像フォーマット及び音声フォーマットの情報を含む出力フォーマッ
ト通知メッセージ１０を、シンク機器１２０Ｃに無線送信する。ここで、出力フォーマッ
ト通知メッセージ１０は、ストリーム開始通知メッセージ８と同様に、送信する映像デー
タの映像フォーマットを識別するＶＩＣを含む映像フォーマット領域５００と、送信する
映像データが圧縮されているか否かの情報を含む圧縮映像フォーマット領域６００とを含
む。シンク機器１２０Ｃは、出力フォーマット通知メッセージ１０及びＡＶデータＤ２を
受信し、ＡＶデータＤ１の受信時と同様に、ＡＶデータＤ２内の映像データをデコードす
る。
【０１３１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ソース機器１１０Ｃはデバイス情報メッセ
ージ３をシンク機器１２０Ｃに送信するので、シンク機器１２０Ｃは、ソース機器１１０
ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているか否かを識別できる。さらに、ソース
機器１１０Ｃは、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていない
ときは、三次元の映像データに基づいて第１の方法で合成ビデオフレームデータ１８３Ａ
を生成する一方、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしていると
きは、三次元の映像データに基づいて第２の方法で合成ビデオフレームデータ１８３Ｂを
生成する。また、シンク機器１２０Ｃは、受信された映像データの種別及びソース機器１
１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているか否かに基づいて、詳細タイミン
グ情報テーブル１２７－２ｄ，１２７－３ｄ１及び１２７－３ｄ２のうちの１つの詳細タ
イミング情報テーブルを選択し、選択された詳細タイミング情報テーブル１２７－２ｄ，
１２７－３ｄ１又は１２７－３ｄ２を参照して、映像データをデコードするためのパラメ
ータを決定し、決定されたパラメータを用いて、受信された映像データをデコードする。
一般に、ブランキング期間１８４を含む合成ビデオフレームデータ１８３Ｂは、ブランキ
ング期間１８４を含まない合成ビデオフレームデータ１８３Ａに比較して、ＨＤＭＩで規
定されているフレームパッキングと相性がよい。本実施形態によれば、ソース機器１１０
Ｃは、ソース機器１１０ＣがＨＤＭＩパススルーモードをサポートしているときは、三次
元の映像データに基づいて第２の方法で、ブランキング期間を含む合成ビデオフレームデ
ータ１８３Ａを生成するので、三次元の映像データを、従来技術に比較して、安定してシ
ンク機器１２０Ｃに送信できる。
【０１３２】
　なお、第１１及び第１２の実施形態において、シンク機器１２０Ｂ，１２０Ｃは、映像
情報メッセージ２００Ａ及び拡張映像情報メッセージ９００を含むデバイス能力応答メッ
セージ２を、ソース機器１１０Ｂ，１１０Ｃにそれぞれ送信したが、本発明はこれに限ら
ず、シンク機器１２０Ｂ，１２０Ｃは映像情報メッセージ２００Ｂを含むデバイス能力応
答メッセージ２を、ソース機器１１０Ｂ，１１０Ｃにそれぞれ送信してもよい。
【０１３３】
　また、上記各実施形態において示したメッセージの各フォーマットは一例にすぎず、メ
ッセージ内に同様の領域が含まれていれば各領域の配置順序及びサイズなどを変更しても
よい。
【０１３４】
　さらに、上記各実施形態において、帯域管理部１２１ｂはシンク機器１２０，１２０Ａ
，１２０Ｂ，１２０Ｃに設けられたが、本発明はこれに限らず、ソース機器１１０，１１
０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ又は他の機器に設けられてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　以上詳述したように、本発明に係る映像データの伝送方法、当該映像データを送信する
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ソース機器、当該映像データを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機
器を備えた無線通信システムによれば、シンク機器は、映像データの解像度と、映像デー
タの種別と、映像データの種別が第１及び第２のビデオフレームデータを含む三次元の映
像データである場合の当該三次元の映像データの三次元伝送形式とを含む映像フォーマッ
トを識別する複数の映像フォーマット情報識別子のうち、シンク機器がサポートする映像
フォーマットを識別する映像フォーマット情報識別子を含む映像情報メッセージを、ソー
ス機器に送信し、ソース機器は、シンク機器からの映像フォーマットメッセージに含まれ
る映像フォーマット情報識別子のうちの１つの映像フォーマット情報識別子を選択し、選
択された映像フォーマット情報識別子に対応する映像フォーマットを有する映像データを
生成して、シンク機器に送信するので、ソース機器からシンク機器に三次元の映像データ
を送信できる。
【０１３６】
　本発明に係る映像データの伝送方法、当該映像データを送信するソース機器、当該映像
データを受信するシンク機器、並びに当該ソース機器及びシンク機器を備えた無線通信シ
ステムは、特に、例えば、ワイヤレスＨＤなどの無線通信規格に準拠した無線通信システ
ムにおけるＡＶコンテンツデータの伝送に利用できる。
【符号の説明】
【０１３７】
１，１Ａ…デバイス能力要求メッセージ、
２，２Ａ…デバイス能力応答メッセージ、
３…デバイス情報メッセージ、
５…入力フォーマット情報メッセージ、
６…接続要求メッセージ、
７…接続応答メッセージ、
８…ストリーム開始通知メッセージ、
１０…出力フォーマット通知メッセージ、
１１０，１１０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ…ソース機器、
１１１…コントローラ、
１１２，１１２Ａ…映像音声再生装置、
１１３…パケット処理回路、
１１４…パケット無線送受信回路、
１１５…メモリ、
１１５ｔ，１１５ｔａ…ＶＩＣテーブル、
１１５－２ｄ…２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル、
１１５－３ｄ１，１１５－３ｄ２…３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テ
ーブル、
１１６…アンテナ、
１２０…シンク機器、
１２１…コントローラ、
１２１ｂ…帯域管理部、
１２２…パケット無線送受信回路、
１２３…パケット処理回路、
１２４…映像音声処理回路、
１２５…スピーカ、
１２６…ディスプレイ、
１２７…メモリ、
１２７ｄ…ＥＤＩＤデータ、
１２７ｔ，１２７ｔａ…ＶＩＣテーブル、
１２７－２ｄ…２Ｄ用詳細タイミング情報テーブル、
１２７－３ｄ１，１２７－３ｄ２…３Ｄフレームシーケンシャル用詳細タイミング情報テ
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ーブル、
１２９…バッファ、
１３０…映像音声出力装置、
１８１，１８１Ａ…左目用ビデオフレームデータ、
１８２，１８２Ａ…右目用ビデオフレームデータ、
１８３，１８３Ａ，１８３Ｂ…合成ビデオフレームデータ、
２００，２００Ａ，２００Ｂ…映像情報メッセージ、
３００，３００Ａ～３００Ｆ…三次元情報メッセージ、
４００…圧縮映像情報メッセージ、
５００…映像フォーマット領域、
６００…圧縮映像フォーマット領域、
９００…拡張映像情報メッセージ。

【図１】 【図２】
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