
Miracast – シームレスなビデオ表示用のワイヤレスデバイス 
 

Miracast は、Wi-Fi Alliance が定めたデバイス間でシームレスなビデオ表示をするための Wi-Fi 

表示標準です。 ワイヤレス接続のインターセクション及びストリームされるオーディオ/ビデオコン

テンツは、Miracast ということができます。 このソリューションは、デバイス間でのシームレスなミラ

ーリングを可能にし、或いは Wi-Fi Direct.Miracast を活用してソースが表示できるどんなタイプの

コンテンツも共有が可能です。 

MiracastMiracastMiracastMiracast のののの長所長所長所長所：  

• コンテンツ サポート： Miracast は、ソースが表示できる如何なるタイプのコンテンツもアプリケ

ーションやファイル形式 の制約なしにサポートします。 

• インストールが容易： WPS (Wi-Fi Protected Setup) の助けにより Wi-Fi ネットワーク設定、

WPA2 セキュリティ及びデバイスの追加が自動的にできます。 

• バッテリー寿命： WMM Power Save により、待機時の AP 接続時間を最小化することでスマホ

やタブレット等のモバイル機器のバッテリー寿命を引き延ばします。また、Wi-Fi Direct のパワ

ーセーブ機能も AP なしのデバイス接続時に同様の利点があります。 

• 費用対効果： Miracast は、被接続デバイスの Wi-Fi 機能を活用します。そのため、接続用に

追加のワイヤレス技術、ケーブル接続用のポートを実装する必要がありません。 

• 需要主導型の接続： ソースとディスプレイ機器間の接続は、ユーザーの通常のアプリケーショ

ンやサービスとのやり取りで可能です。 これでユーザーは、準備段階としてデバイス間の接続

を確立する必要がなく、表示するコンテンツを選択するだけでよい環境を作ります。 

• 使いやすさ： 複雑なセットアップの煩わしさがなくデバイス間でシームレスにコンテンツの共有

ができます。 

• 強力な Wi-Fi 基盤： Miracast は、Wi-Fi CERTIFIED 802.11n の性能及び Wi-Fi アクセス ポイ

ントがない場合でもデバイス間を接続できる Wi-Fi Direct を活用しています。 

• インターオペラビリティが実証済み： Miracast は、如何なるソースと表示デバイスの間でも両

方が Miracast 認証機器であればベンダーにかかわらず動作します。 

• トラフィックマネジメント： Miracast は、ビデオ転送に影響を及ぼす近接ネットワークとの輻輳を

避けるため Wi-Fi Direct 及び TDLS から最適のチャンネルを選択するチャンネル セレクション

メカニズムを使用しています。 サービスメカニズムの品質は、待ち時間に影響を受けやすいビ

デオトラフィックを優先することで、見え方を向上します。 

• 信頼性の高いセキュリティ：  Wi-Fi Protected Access (WPA2)セキュリティにより、全ての Wi-Fi 

CERTIFIED ネットワークにおいてユーザーのプライバシーを守ります。 

 

 

 

 

 



下図は、複数の Wi-Fi Alliance certification 

しています。 

  

Miracast デバイスは、オプションで

同一 Wi-Fi アクセスポイントにつながるクライアントデバイスが

certification プログラムです。 

Miracast Miracast Miracast Miracast のののの接続形態接続形態接続形態接続形態：：：： 

Miracast は、一般的な Wi-Fi インフラストラクチャ
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Fi Alliance certification プログラムから得ている Miracast のベネフィットを

オプションで Tunneled Direct Link Setup (TDLS) をサポートします

アクセスポイントにつながるクライアントデバイスが直接通信できる Wi-

インフラストラクチャ ネットワークは必要なく、多くのデバイスがコン

テンツにアクセスするネットワーク接続を利用できます。デバイス間の直接接続

Wi-Fi Direct 或いはオプション機能である TDLS の何

に直接接続すると、一方はソース（送信側デバイス）としての

しコンテンツを描画するデバイス）として機能します。 
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下図は、Miracast がサポートする 4 つの接続形態を示しています。 

 

� 接続形態１：ソースとディスプレイの直接接続 

   （AP なし） 

 

� 接続形態２：ソースが AP にアクセスし、 

   ディスプレイに直接接続 

 

� 接続形態３： ソースとディスプレイの直接接続 

   AP は Wi-Fi Miracast デバイスではあるが、 

接続されていない 

 

� 接続形態４： ソースとディスプレイは直接接続され、 

   AP とも接続されている 

    

    

    

ソースかディスプレイかをソースかディスプレイかをソースかディスプレイかをソースかディスプレイかを決定決定決定決定するするするする要素要素要素要素：：：： 

デバイスは、使用の仕方でソース或いはディスプレイとなりますが、その能力がその役割決定に

大きく影響します。 ノート PC、スマホやカメラなどのコンテンツを生成、トランスコード或いは保存

できるデバイスは、殆どソースになり、デジタル TV やプロジェクタはディスプレイとなります。 タブ

レットの様な機器は、それをコンテンツの生成、トランスコードや保存に使う場合はソースとして、ソ

ースから送られてくるコンテンツを表示する場合は、ディスプレイの役割をします。 

 

MiracastMiracastMiracastMiracast のマルチメディアコンテンツのワイヤレスストリーミングのマルチメディアコンテンツのワイヤレスストリーミングのマルチメディアコンテンツのワイヤレスストリーミングのマルチメディアコンテンツのワイヤレスストリーミングのののの方法方法方法方法：：：：    

Miracast のセッションは、ソース若しくはディスプレイからの要求で開始します。ソース デバイスに

はコンテンツがなければなりません、コンテンツをストリーミング、コピーまたはダウンロードして取

得したり、スクリーン ミラーリング、ビジネス アプリケーション或いはゲームのような場合はソース 

デバイス自身で生成することもあります。 

送信するコンテンツが決まればソース デバイスは、使用可能なディスプレイ デバイス及びその性

能を調べて、ユーザーにどのデバイスをディスプレイとして使うかを尋ねます。 この時点で、ソー

スデバイスは、選定したディスプレイデバイスとのリンクを構成し送信の準備をします。 



下図は、Miracast のワイヤレスストリーミングを

接続が完了すると、ソースデバイスはディスプレイデバイスの

するチャンネル条件を考慮してコンテンツをエンコードします

ンテンツを受信し、デコードしてそれを

 

MiracastMiracastMiracastMiracast がサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットは

MiracastMiracastMiracastMiracast    のサポートフォーマットのサポートフォーマットのサポートフォーマットのサポートフォーマット 

    

    

    

    

ディスプレイのディスプレイのディスプレイのディスプレイの解像度解像度解像度解像度 

のワイヤレスストリーミングを表しています。 

ソースデバイスはディスプレイデバイスの能力、Wi-Fi を介した送信

してコンテンツをエンコードします。  最後にディスプレイデバイスがコ

デコードしてそれを表示します。 

がサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットはがサポートするフォーマットは下表下表下表下表のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです：：：：    

 

  

1． 17 種類の Consumer Electronics Association (CEA) 

ォーマット、 640 x 480 から最大 1920 x 1080 pixels

～ 60ｆｐｓ  

2． 29 種類の Video Electronics Standards Association 

(VESA) フォーマット、800 x 600 から最大 1920 x 1200 

pixels、 30～ 60 fps 

3． 12 種類のハンドヘルドフォーマット、 640 x 360

960 x 540 pixels、 30～ 60 fps 

  

 

 

送信を最適化

にディスプレイデバイスがコ

Consumer Electronics Association (CEA) フ

1920 x 1080 pixels、24 

Video Electronics Standards Association 

1920 x 1200 

640 x 360 から最大 



    

ビデオビデオビデオビデオ 

  

HD ビデオ用の ITU-T H.264 ( Advanced Video Coding [AVC]) 、

supporting the Constrained Baseline Profile (CBP)及び 3.1～

4.2 の Miracast-specific Constrained High Profile (CHP)  

    

    

    

オーディオオーディオオーディオオーディオ 

  

１．義務的コーデック： Linear Pulse-Code Modulation   

(LPCM) 16 bits、 48 kHz sampling、 2 channels 

１． オプショナルオーディオコーデック：: 

・ LPCM mode 16 bits、44.1 kHz sampling、 2 channels. 

・Advanced Audio Coding (AAC) modes 

・Dolby Advanced Codec 3 (AC3) modes 

  

Miracast Miracast Miracast Miracast のののの主主主主なメカニズムなメカニズムなメカニズムなメカニズム        (Miracast(Miracast(Miracast(Miracast のセッションのセッションのセッションのセッション管理管理管理管理))))：：：：    

1. デバイス発見： ソース及びディスプレイ デバイスは、接続前にお互いを発見します。 

2. サービス発見（オプション）：ソース及びディスプレイ デバイスは、接続前にお互いの Miracast

能力を発見します。 

3. デバイス選定： 接続確立のため、離隔したデバイスを選定します。どのデバイスがディスプレ

イかソースであるかを決めるためユーザー入力及びローカルポリシーを使用します。 

4. 接続セットアップ： 接続セットアップは、接続を管理するため接続方法 （Wi-Fi Direct 又は 

TDLS)を選定します。ソースとディスプレイデバイス間の接続が完了すると、ディスプレイ デバ

イスはソースとディスプレイ デバイス間のセッションを構成、管理する Real-Time Streaming 

Protocol (RTSP) を使用するコントロールポートで Transmission Control Protocol (TCP) 接続

を開始します。 

5. 能力調整：ソース及びディスプレイ  デバイスは、Miracast セッション用にパラメータを決定しま

す。 

6. コンテンツ保護設定（オプション）： デバイスがコンテンツ保護をサポートし、保護を必要とする

コンテンツをストリーミングする場合は、High-bandwidth Digital Content   Protection (HDCP) 

2.0/2.1 を使ってリンクコンテンツ保護用のセッションキーを使用します。 HDCP セッションキー

は、RTP セッション開始前に設定します。 

7. セッション設定とストリーミング： 能力調整が完了するとソース及びディスプレイ  デバイスは、

コンテンツをストリーミングする前に Miracast セッションを確立します。ソース デバイスで得ら

れるオーディオ/ビデオ コンテンツを Moving Picture Experts Group 2 Transport Stream 

(MPEG2-TS) コーディングでパケット化し、Real-Time Protocol (RTP) User Datagram Protocol 

(UDP) 及び Internet Protocol (IP)でカプセル化します。 

8. ユーザー入力バック チャンネル設定（オプション）： 送信コントロール及びユーザー インターフ

ェイスとのユーザーのやり取り関連のデータ情報用の User Interface Back Channel (UIBC) が



設定されます。Human Interface Device Class (HIDC) や汎用の二つのユーザー入力カテゴリ

ーが利用可能です。 

9. ペイロード制御： ペイロードの送信が始まると、デバイスはチャンネル条件及び消費電力に基

づき送信パラメータを選択します。 

10. ディスプレイ セッションの終了： ソース又はディスプレイ デバイスの何れかが Miracast セッシ

ョンを停止します。 

  

Miracast は、ワイヤレスでの直接接続が容易であり、常時デバイス間でコンテンツを共有できるよ

うにケーブルを接続したり、マニュアルでワイヤレス リンクを構成するための時間と労力を削減で

きます。 Miracast により、デバイスは相互に相手を識別して接続を確立、制御し、また、夫々の能

力やネットワーク状況をベースにコンテンツの送信を最適化します。 Miracast は、ユーザーにケ

ーブル接続と同様な機能を持ちながら、 Wi-Fi のカバレッジ内でポータビリティの利点をもたらし

ます。 

 

ユーザーのユーザーのユーザーのユーザーの MiracastMiracastMiracastMiracast 使用使用使用使用方法方法方法方法：: 

Miracast を始めるには以下のように行ってください： 

1. Power on both the ソース (送信側) とディスプレイ (受信側) デバイスの電源を入れ、デフォ

ールトでイネーブルになっていない場合は Miracast をイネーブルにする。 

2. ディスプレイ  デバイスでユーザー インターフェイスを使用している場合： 

1. 全てのコンパーチブルなソース デバイスの発見を要求する。 

2.  発見された或いは以前に接続したソース デバイスをブラウズする。 

3. 接続するソースデバイスを選定する。 

3. ソース デバイスでユーザー インターフェイスを使用している場合： 

1. 全てのコンパーチブルなディスプレイ デバイスの発見を要求する。 

2. 発見された或いは以前に接続したディスプレイ デバイスをブラウズする。 

3. 接続するディスプレイデバイスを選定する。 

4. ソースのコンテンツ再生を開始する。 

二つのデバイスを最初に接続するために Wi-Fi Direct を使用します。 その後のセッションでは、

二つのデバイスはこのステップを繰り返すことなく接続を認識します。 ユーザーは、ソース或いは

ディスプレイ デバイスの何れからでも新しいセッションを開始できます。ソース デバイス及びディ

スプレイデバイスは、一度に一つのセッションしか行えません。また、どちらのデバイスでもセッシ

ョンを終了できます。 

 


