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iWave は、カメラからの映像をキャプチャして、i.MX51 CPU ボード及び WiFi を使用して送信側から

受信側にストリーム伝送する WiFi ストリーミング デモを開発致しました。  

ここでは、特徴、ブロック図、仕様を説明します。 

 

特徴特徴特徴特徴    

 

• ビデオ ストリーミング (VGA サイズ、 30FPS) 

• 低伝搬遅延 (平均 105mS) 

• Soft AP  (外部 AP が不要) 

• WiFi インフラストラクチャ モード 接続 

(WiFi Direct についても対応可能) 

 

ハードウハードウハードウハードウェアブロックェアブロックェアブロックェアブロック図図図図    

 

WiFi デモのハードウェアブロック図は下記の通りです。 

PC
キャリア ボード

CMOS カメラ

WiFi モジュール

受信側受信側受信側受信側送信側送信側送信側送信側

ディスプレイ アプリケーション

iW-G8D モジュール
(i.MX51 CPU ボード)

 

図図図図 1: 1: 1: 1: ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアブロックブロックブロックブロック図図図図 

 

ブロック図には、送信側のブロックと受信側ブロックがあり、本デモでは、ライブビデオが WiFi で送

信側ブロックから受信側ブロックにストリームされます。 送信側は、iW-G8D モジュール (i.MX51 

CPU ボード)とキャリア ボードで構成され、CMOS カメラ及び WiFi モジュールをサポートしておりま

す。受信側では、カスタムディスプレイアプリケーション (VLC player も使用できます) を走らせるた

め Windows PC を使用します。  



データデータデータデータ    フロチャートフロチャートフロチャートフロチャート    

 

データ フロチャートを図 2 に示します。  

送信側： G8D モジュール (i.MX51 CPU ボード) +キャリア ボード

MJPEG
エンコード
(HW エンコーダ)

WiFi
プロトコル

WiFi
モジュール

CMOS
カメラ

CMOS カメラ
インターフェイス

受信側： Windows PC

WiFi
インターフェイス

WiFi
プロトコル

MJPEG
デコード

ディスプレイ
アプリ

Soft AP

注：MPEG4 コーデックも使用できます。 

図図図図 2222：：：：データデータデータデータ    フロチャートフロチャートフロチャートフロチャート 

 

説明説明説明説明    

 

No 項目 説明 

1 送信側送信側送信側送信側     

2 CMOS カメラ Pixel plus メーカーの CMOS カメラ(POA030D)を使用 

注：OmniVision カメラもテスト済み  

3 CMOS カメラ  

インターフェイス 

CMOS カメラ インターフェイス HW 及びドライバをサポート  

4 MJPEG エンコード  

(HW エンコーダ) 

カメラから受信したビデオをi.MX51 CPU の HW エンコーダで

MJPED 形式にエンコード 

30FPS で VGA データをサポート 

5 WiFi プロトコル MJPEG でエンコード後、WiFi パケットを TCP/IP プロトコル

で WiFi 送信できるよう準備 

6 WiFi モジュール WiFi 通信用に、11bgn サポートの WiFi モジュール

(WYSAAVDX7-IW)を使用 

7 Soft AP WiFi モジュールの soft AP をネットワーク接続用のアクセス 

ポイントとして使用  

(デモ用の外部 AP は不要) 



 

No 項目 説明 

1 受信側受信側受信側受信側    Windows PC を使用 

2 WiFi インターフェイス  WiFi パケットを TCP/IP プロトコルで PC の WiFi インター

フェイス経由で受信 

3 WiFi プロトコル ビデオ データを WiFi で受信  

4 MJPEG デコード MJPEG ビデオ データをデコード 

5 ディスプレイ 

アプリケーション 

ビデオをカスタム ディスプレイ アプリケーションにより表示 

 

ソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラム    

ソフトウェアブロックダイアグラムは下記の通りです。 

受信側受信側受信側受信側送信側送信側送信側送信側

Linux OS

カメラ
ドライバ

SDIO WiFi
ドライバ

カメラ
WiFi

モジュール

ストリーミング アプリケーション

WiFi
スタック

Windows OS

WiFi
ドライバ

WiFi
インターフェイス

ディスプレイ アプリケーション

WiFi
スタック

 

図図図図 2222：：：：    ソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラムソフトウェアブロックダイアグラム 

 

送信側は、Linux OS で動作しカメラドライバ及び SDIO WiFi ドライバをサポートしております。 

ストリーミング アプリケーション及び WiFi スタックは、Linux OS 上で動きます。 

受信側は、Windows OS で動作し、WiFi インターフェイス用のドライバをサポートしております。ディス

プレイ アプリケーションは、Windows PC 上で動きます。



仕様仕様仕様仕様 

 

デモ環境の仕様は下記の通りです。 

No 項目 説明 

1 CPU i.MX51 CPU 

2 カメラ Pixelplus メーカー製 CMOS カメラ (POA030D) 

3 WiFi モジュール 11bgn サポート WiFi モジュール (WYSAAVDX7-IW) 

4 WiFi インターフェイス SDIO インターフェイス 

5 WiFi モード WiFi インフラストラクチャ 

6 WiFi アクセス ポインと WiFi モジュールの soft AP を使用 

7 OS Linux 

8 エンコード標準 MJPEG 

9 送信プロトコル TCP/IP 

10 解像度 VGA 

11 フレーム レート 30 FPS 

12 測定した遅延 カメラ キャプチャからビデオ表示まで平均 105ms  

13 電源 外部電源 5V アダプタ 

 

iWave iWave iWave iWave のカスタムサービスのカスタムサービスのカスタムサービスのカスタムサービス    

 

iWave は、以下のカスタムサービスに対応いたします。 

• HW カスタマイズ サポート  

� CPU ボード + カスタマイズ キャリア ボード設計を低価格で迅速に開発 

� お客様の要求仕様により、シングルボードの開発もサポート 

� シングルボードでお客様の要求インターフェイスを全てサポート可能 

• SW カスタマイズ サポート 

� お客様の必要とする機能の開発 

� アプリケーション 開発 

� 追加のインターフェイス ドライバの開発/移植 

• WiFi Direct にも対応可能です。 

ご要望により FPGA 開発も承ります。 

 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

アイウェーブ・ジャパン株式会社 TEL 045-227-7626 www.iwavejapan.co.jp 

〒231-0013 横浜市中区住吉町 3 丁目 29 番 関内住吉ビル 8 階 B 


