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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階層符号化データを複数に分割し別チャネルで映像送信装置からネットワークを通じて
映像受信装置に伝送する映像伝送システムであって、
　前記映像送信装置は、
　前記映像受信装置から映像受信装置が移動中であることを示す情報を受信する受信手段
と、
　前記映像受信装置が移動中である場合は、分割階層符号化データのうち基本レイヤの映
像符号化帯域を予め設定した下限帯域まで下げる制御手段と、を有し、
　前記映像受信装置は、前記情報を送信する送信手段、
　を有することを特徴とする映像伝送システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　基本レイヤの映像符号化帯域を予め設定した下限帯域まで下げる場合、下げた分の基本
レイヤの映像符号化帯域分だけ、最下位の拡張レイヤの映像符号化帯域を増やす、
　ことを特徴とする請求項１記載の映像伝送システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　基本レイヤの映像符号化帯域を予め設定した下限帯域まで下げる場合、最下位の拡張レ
イヤの映像符号化帯域を予め設定した数に分割する、
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　ことを特徴とする請求項１記載の映像伝送システム。
【請求項４】
　階層符号化データを複数に分割し別チャネルで映像送信装置からネットワークを通じて
映像受信装置に伝送する映像伝送システムであって、
　前記映像送信装置は、前記映像受信装置から前記映像受信装置の階層符号化データの受
信者数を示す情報を受信する受信手段と、
　前記情報において階層符号化データの拡張レイヤの受信者数が所定値以下と判断される
場合、最下位の拡張レイヤの映像符号化帯域を分割する制御手段と、を有し、
　前記映像受信装置は、前記情報を送信する送信手段、を有することを特徴とする映像伝
送システム。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　受信状況として、所定数の受信者において共通に受信されている複数の拡張レイヤが存
在すると判断される場合、当該共通に受信されている複数の拡張レイヤを１つのレイヤに
結合する、
　ことを特徴とする請求項４記載の映像伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワークを通じて映像を伝送する映像伝送システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の映像伝送システムで伝送される映像データは、ある一定の伝送帯域で伝送できるよ
うに、通常、Ｈ.２６１方式やＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式などによ
って一定帯域以下に圧縮符号化されており、一度符号化された映像データは伝送帯域が変
わっても映像品質を変えることはできない。
【０００３】
しかし、近年のネットワークの多様化に伴い、伝送路の帯域変動が大きく、複数の帯域に
見合った品質で映像を伝送可能な映像データが必要とされており、これに対応するために
、階層構造を持ち複数帯域に対応できる階層符号化方式が規格化されている。このような
階層符号化方式の中でも、とりわけ帯域選択に関して自由度が高い方式であるＭＰＥＧ－
４ ＦＧＳ（Fine Granularity Scalability）が現在規格化されている。ＭＰＥＧ－４ Ｆ
ＧＳにより符号化された映像データは、単体で復号化が可能な動画像ストリームである一
の基本レイヤと、基本レイヤの復号化動画像品質を向上させるための動画像ストリームで
ある、少なくとも一以上の拡張レイヤとで構成される。基本レイヤは低帯域で低画質の映
像データであり、これに拡張レイヤを帯域に応じて足し合わせることにより自由度の高い
高画質化が可能である。
【０００４】
ＭＰＥＧ－４ ＦＧＳにおいては、伝送する拡張レイヤの総データサイズを制御して様々
な帯域に適応させることが可能であり、帯域に応じた品質の映像を伝送することが可能で
ある。
【０００５】
このように、いずれの映像符号化方式も、入力映像を決められた帯域で伝送できるように
圧縮符号化を行い、映像データの帯域を適切な値に制御する役割を持っている。このため
、伝送路の帯域に比べて映像データの帯域が高い場合は、映像データをリアルタイムに伝
送できず、受信端末においては映像に遅延が発生するだけでなく、映像データがネットワ
ークで欠落し映像が停止してしまう（途切れの発生）。逆に、映像データの帯域が伝送路
の帯域よりも低い場合は、遅延は発生しないが、映像品質が極端に低下してしまう。特に
ＴＶ電話やライブ中継などリアルタイム性と高品質映像が要求される場合は、映像データ
の帯域を伝送路の帯域に合わせることが必要となる。
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【０００６】
そこで、帯域変動による映像の途切れを防止するための従来技術では、受信端末からのビ
ットレート変更要求に応じて、サーバが、あらかじめ生成されたビットレートの異なる複
数の映像ストリームの中から１つを選択して送信するようにしている（たとえば、特許文
献１参照）。
【０００７】
図２１は、従来の映像伝送システムの構成の一例を示す図である。
【０００８】
映像ストリームを送信するサーバ１０は、ビットレート切り替え部１１で、映像ストリー
ムを受信するクライアント２０からの転送レート変更要求を受けて、異ビットレート映像
データ蓄積部１３から対応ビットレートの映像データを選択しクライアント２０に送信す
る。
【０００９】
そして、クライアント２０は、映像データ受信部２１でサーバ１０から送信された映像デ
ータを受信し、データバッファ管理部２３にデータを出力し、受信速度を再生データ管理
部２５に出力する。データバッファ管理部２３では、映像データ受信部２１から入力した
映像データを内部バッファに格納し、格納状況を管理し、滞留データ状況を再生データ管
理部２５に出力し、さらに、映像復号化表示部２７からのデータリード要求時は映像デー
タを内部バッファから読み出して映像復号化表示部２７に出力する。映像復号化表示部２
７では、データリード要求をデータバッファ管理部２３に出力し、データバッファ管理部
２３から入力した映像データを復号化し表示する。再生データ管理部２５では、データバ
ッファ管理２３から入力する滞留データ状況と映像データ受信部２１から入力する受信速
度を用いて転送ビットレート変更の判断を行い、変更ビットレートをレート変更要求部２
９に出力する。このとき、再生データ管理部２５における転送ビットレート変更判断方法
としては、滞留データが上方しきい値を超える場合は、直前までの受信速度の平均値を求
めてビットレートダウン要求とし、逆に、滞留データが下方しきい値を下回る場合は、直
前までの受信速度の平均値を求めてビットレートアップ要求とする。レート変更要求部２
９では、再生データ管理部２５から入力されるビットレートを用いてビットレート変更要
求をサーバ１０に送信する。
【００１０】
このように、従来の技術においては、受信端末（クライアント２０）からのビットレート
変更要求に応答して、サーバ１０が異なるビットレートの映像データの中から適するデー
タを選択し送信することにより、受信端末において映像を途切れることなく受信すること
ができる。
【００１１】
【特許文献１】
特開平１０－３３６６２６号公報（第１頁、第１図）
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術においては、平均的な帯域を用いて映像データの帯域制御を行
うため、受信端末の移動などにより伝送路の帯域が大きく変動した場合には、予測が外れ
ることが多い。特に、映像データの帯域が伝送帯域よりも高くなった場合は、映像データ
をリアルタイムに伝送できず、映像に遅延が発生するだけでなく、映像データがネットワ
ークで欠落し映像が停止してしまう（途切れの発生）。このため、受信端末の移動などに
より伝送帯域が大きく変動した場合であっても途切れのない映像受信が可能な映像伝送シ
ステムが望まれている。
【００１３】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、伝送帯域が変動する無線ネットワーク
などを含むネットワークにおいて、受信端末の移動などにより帯域が大きく変動した場合
においても、途切れのない映像伝送を実現することができる映像伝送システムを提供する
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ことを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の映像伝送システムは、階層符号化データを複数に分割し別チャネルで映像送信装
置からネットワークを通じて映像受信装置に伝送する映像伝送システムであって、前記映
像送信装置は、前記映像受信装置からの特定情報を受信する受信手段と、受信された特定
情報を用いて分割階層符号化データの帯域を制御する制御手段とを有し、前記映像受信装
置は、前記特定情報を送信する送信手段を有する構成を採る。
【００１５】
この構成によれば、映像受信装置（受信端末）からの特定情報を用いて分割階層符号化デ
ータの帯域を制御するため、受信端末の情報に合わせた帯域制御が可能となり、たとえば
、特定情報が端末の移動情報である場合は、伝送帯域が変動する無線ネットワークなどを
含むネットワークにおいて、受信端末の移動により帯域が大きく変動した場合においても
、途切れのない映像伝送を実現することができる。
【００１６】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記特定情報は、前記映像受信装置
が移動中であることを示す情報であり、前記制御手段は、前記映像受信装置が移動中であ
ることを示す情報に応じて、分割階層符号化データのうち基本レイヤの帯域を下げる、構
成を採る。
【００１７】
この構成によれば、受信端末が移動中の場合は基本レイヤの帯域を下げるため、受信端末
は映像を途切れることなく受信することができる。
【００１８】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記制御手段は、基本レイヤの帯域
を下げる場合、最下位の拡張レイヤの帯域を上げる、構成を採る。
【００１９】
この構成によれば、基本レイヤの帯域を下げる場合は最下位の拡張レイヤの帯域を上げる
ため、基本レイヤを下げたことによる他の端末の受信画質への影響を抑えることができる
。
【００２０】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記制御手段は、基本レイヤの帯域
を下げる場合、最下位の拡張レイヤの帯域を分割する、構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、基本レイヤの帯域を下げる場合は最下位の拡張レイヤの帯域を分割す
るため、帯域変動時における帯域への適応度を上げることができる。
【００２２】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記特定情報は、前記映像受信装置
の受信状況を示す情報であり、前記制御手段は、前記映像受信装置の受信状況を示す情報
を用いて、分割階層符号化データのうち拡張レイヤの帯域を決定する、構成を採る。
【００２３】
この構成によれば、映像受信装置の受信状況を示す情報を用いて拡張レイヤの帯域を決定
するため、映像伝送効率の向上を図り、また、多くの受信端末で高品位の映像受信を行う
ことができる。
【００２４】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記制御手段は、前記映像受信装置
の受信状況を示す情報を用いて受信者数が所定値以下と判断される場合、最下位の拡張レ
イヤの帯域を分割する、構成を採る。
【００２５】
この構成によれば、受信者数が所定値以下の場合は最下位の拡張レイヤの帯域を分割する
ため、多くの受信端末で分割された拡張レイヤを受信して高品位の映像受信を行うことが
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できる。
【００２６】
本発明の映像伝送システムは、上記の構成において、前記制御手段は、前記映像受信装置
の受信状況を示す情報を用いて共通に受信されている拡張レイヤが存在すると判断される
場合、当該共通に受信されている拡張レイヤを１つのレイヤに結合する、構成を採る。
【００２７】
この構成によれば、共通に受信されている拡張レイヤが存在する場合は当該共通に受信さ
れている拡張レイヤを１つのレイヤに結合するため、映像伝送効率の向上を図ることがで
きる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、階層符号化された映像ストリームを複数の端末に伝送するシステムにお
いて、階層符号化データを複数のレイヤに分割し別チャネルで伝送する際に、受信端末か
らの情報（たとえば、ハンドオーバやユーザ要求など）を用いて階層別の帯域を動的に制
御することである。
【００２９】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３０】
（実施の形態１）
本実施の形態では、無線を含み帯域変動の大きい環境で階層符号化映像ストリームを伝送
する映像伝送システムにおいて、端末の移動などにより大きな帯域変動が予想される場合
には基本レイヤの帯域を極限まで下げることにより、途切れのない映像受信を可能とする
映像伝送システムについて説明する。
【００３１】
図１は、本発明の実施の形態１に係る映像伝送システムの構成を示す図である。
【００３２】
この映像伝送システムは、映像を送信する映像送信装置（以下「送信端末」ともいう）１
００と、映像を受信する映像受信装置（以下「受信端末」ともいう）１５０と、映像送信
装置１００から送信された映像を映像受信装置１５０に中継するネットワーク１８０とを
有する。すなわち、映像送信装置１００から送信された映像は、ネットワーク１８０を通
じて映像受信装置１５０に伝送される。
【００３３】
映像送信装置１００は、映像入力部１０２、映像符号化部１０４、チャネル分割部１０６
、映像送信部１０８、端末情報受信部１１０、および帯域算出部１１２を有する。
【００３４】
映像入力部１０２は、外部から提供されまたは当該装置１００で生成された映像を構成す
る画像を１フレームごとに映像符号化部１０４に出力する。
【００３５】
映像符号化部１０４は、映像入力部１０２から出力された画像を入力画像として階層符号
化し、得られた符号化データをチャネル分割部１０６に出力する。
【００３６】
たとえば、ＭＰＥＧ－４ ＦＧＳ符号化を用いる場合、映像符号化部１０４は、入力画像
に対して基本レイヤ（ＢＬ）と、画質を向上させる拡張レイヤ（ＥＬ）とで構成される符
号化データを生成する（たとえば、図２（Ａ）参照）。このとき、本実施の形態では、基
本レイヤの帯域は、帯域算出部１１２から与えられる。
【００３７】
この場合、基本レイヤに拡張レイヤを加えることにより、画質を向上することができる。
また、拡張レイヤは下位層からデータを分割することができ、基本レイヤに加えるデータ
の量を制御することにより、向上させる品質の程度を制御することが可能である。
【００３８】
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チャネル分割部１０６は、映像符号化部１０４から出力された符号化データを複数に分割
し、分割データを映像リストと共に映像送信部１０８に出力する。このとき、本実施の形
態では、拡張レイヤの分割帯域は、帯域算出部１１２から与えられる。たとえば、チャネ
ル分割結果の一例は、図２（Ｂ）に示すとおりである。処理の詳細については、後で説明
する。
【００３９】
また、映像リストの一例は、たとえば、図３に示すとおりである。映像リストには、チャ
ネル番号、レイヤ名称、および各レイヤを受信するために必要な帯域が示されている。な
お、映像リストは、図３に示すものに限定されるわけではなく、チャネルごとの帯域が示
されたものであればよい。
【００４０】
映像送信部１０８は、チャネル分割部１０６から出力された分割データおよび映像リスト
を別々のチャネルでネットワーク１８０に送信する。具体的には、たとえば、分割され別
々のチャネルに割り当てられた符号化データ（基本レイヤと拡張レイヤ）を別々のチャネ
ルでネットワーク１８０にマルチキャスト送信するとともに、各レイヤの帯域とチャネル
番号が示された映像リストをマルチキャスト送信する。マルチキャスト送信を行う場合、
チャネル番号は、たとえば、マルチキャストアドレスで示される。ここで、マルチキャス
ト送信とは、１つの送信端末からデータを送信するチャネルに関して、受信を選択した端
末に対してのみデータが伝送される方式であり、複数の受信端末が受信を行う場合におい
ても同一伝送路内では伝送されるデータに重複がないため、伝送効率が良い伝送方式であ
る。
【００４１】
なお、映像ストリームの送信方法は、もちろん、マルチキャスト送信に限定されない。
【００４２】
端末情報受信部１１０は、受信端末（映像受信装置１５０）から送信された端末情報を受
信し、帯域算出部１１２に出力する。ここで、端末情報は、受信端末が移動していること
または移動を開始することを示す情報（端末移動情報）である。
【００４３】
帯域算出部１１２は、端末情報受信部１１０から出力された端末情報を用いて、基本レイ
ヤの帯域および拡張レイヤの分割帯域をそれぞれ算出し、前者（基本レイヤの帯域）を映
像符号化部１０４に、後者（拡張レイヤの分割帯域）をチャネル分割部１０６にそれぞれ
出力する。
【００４４】
このとき、本実施の形態では、帯域算出部１１２は、端末移動情報を入力すると、基本レ
イヤの帯域（ビットレート）を極限まで下げ超低ビットレートに設定する（図４参照）。
この結果、途切れのない映像受信が可能になる。このとき、画質は拡張レイヤで補われる
。処理の詳細については、後で説明する。
【００４５】
一方、映像受信装置１５０は、端末情報送信部１５２、映像受信部１５４、映像復号化部
１５６、および映像表示部１５８を有する。
【００４６】
端末情報送信部１５２は、端末が移動しているまたは移動を開始すると判断される場合、
端末移動情報を映像送信装置１００に送信するとともに、映像受信部１５４に出力する。
【００４７】
映像受信部１５４は、映像送信装置１００から送信された映像リストを受信し、映像リス
ト内で受信可能な映像データを複数選択して受信し、映像復号化部１５６に出力する。
【００４８】
具体的には、映像受信部１５４は、映像送信装置１００から送信された映像リストを受信
し、映像リストに示された帯域と現在の受信帯域とを比較し、チャネル番号の下から順に
受信可能な複数のチャネル番号を決定する。ただし、本実施の形態では、端末情報送信部
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１５２から端末移動情報を入力した場合は、少なくとも基本レイヤのチャネルは受信する
。そして、映像受信部１５４は、決定したチャネル番号の映像データを受信し、受信した
映像データを映像復号化部１５６に出力するとともに、受信した映像データの量から現在
の受信帯域を測定する。
【００４９】
映像復号化部１５６は、映像受信部１５４から出力された映像データ（符号化データ）を
復号化し、復号化して得られた映像を映像表示部１５８に出力する。
【００５０】
映像表示部１５８は、映像復号化部１５６から出力された映像を画面に表示する。この映
像表示部１５８は、表示デバイスで構成されている。
【００５１】
次いで、上記構成を有する映像送信装置１００の動作について、図５に示すフローチャー
トを用いて説明する。なお、図５に示すフローチャートは、映像送信装置１００の図示し
ない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして記憶
されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【００５２】
まず、ステップＳ１０００では、映像入力部１０２で、映像を構成する画像を１フレーム
ごとに映像符号化部１０４に出力する。
【００５３】
そして、ステップＳ１１００では、端末情報受信部１１０が受信端末（映像受信装置１５
０）から端末移動情報を受信したか否かを判断する。この判断の結果として端末移動情報
を受信していない場合は（Ｓ１１００：ＮＯ）、ステップＳ１２００に進み、端末移動情
報を受信した場合は（Ｓ１１００：ＹＥＳ）、ステップＳ１３００に進む。
【００５４】
ステップＳ１２００では、帯域算出部１１２で、定常モード帯域算出処理を行う。具体的
には、受信端末からの端末移動情報を受信していない場合であるため、あらかじめ設定さ
れた基本レイヤの帯域Ｂ１＿ＢＬと拡張レイヤの分割帯域Ｂ１＿ＥＬ(1)～Ｂ１＿ＥＬ(i)
（ｉはあらかじめ設定された分割レイヤ数）を用いて、映像符号化部１０４に基本レイヤ
の帯域を出力するとともに、チャネル分割部１０６に拡張レイヤの分割帯域を出力する。
そして、ステップＳ１４００に進む。
【００５５】
一方、ステップＳ１３００では、帯域算出部１１２で、移動モード帯域算出処理を行う。
具体的には、受信端末からの端末移動情報を受信した場合であるため、基本レイヤの帯域
Ｂ＿ＢＬと拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(1)～Ｂ＿ＥＬ(i)（ｉはあらかじめ設定された
分割レイヤ数）を算出し、映像符号化部１０４に基本レイヤの帯域を出力するとともに、
チャネル分割部１０６に拡張レイヤの分割帯域を出力する。そして、ステップＳ１４００
に進む。
【００５６】
ここで、基本レイヤの帯域Ｂ＿ＢＬは、たとえば、次の（式１）、
【数１】

を用いて算出する。ただし、Ｂ＿ＢＬは、算出後の基本レイヤの帯域、Ｂ１＿ＢＬは、定
常モードの基本レイヤの帯域、Ｎは、端末の移動に伴い基本レイヤの帯域を下げるための
帯域低減パラメータである。たとえば、Ｎ＝１０とした場合、端末の移動に合わせて基本
レイヤの帯域（ビットレート）を１／１０に下げることになる。Ｎの値は、端末の移動に
より帯域が大きく変動したとしても映像を途切れずに受信できる最低限の帯域を確保可能
な値に設定される。
【００５７】



(8) JP 4227438 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

また、拡張レイヤの分割帯域は、たとえば、定常モードの場合と同一であるとする。
【００５８】
ステップＳ１４００では、映像符号化部１０４で、映像符号化処理を行う。具体的には、
映像入力部１０２からの入力映像に対して階層符号化を行い、基本レイヤと拡張レイヤで
構成される符号化データを生成し（図２（Ａ）参照）、チャネル分割部１０６に出力する
。このとき、基本レイヤは、帯域算出部１１２から出力された帯域Ｂ＿ＢＬにて符号化を
行う。
【００５９】
そして、ステップＳ１５００では、チャネル分割部１０６で、チャネル分割処理を行う。
具体的には、映像符号化部１０４から出力された符号化データと、帯域算出部１１２から
出力された拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(1)～Ｂ＿ＥＬ(i)とを用いて、拡張レイヤを複
数のチャネルに分割し、基本レイヤを含めた分割データを映像リスト（図３参照）と共に
映像送信部１０８に出力する。
【００６０】
たとえば、図２（Ａ）に示す構造の符号化データを例にとって説明すると、基本レイヤを
１つのチャネルとし（ＢＬ）、拡張レイヤ（ＥＬ）をあらかじめ決められたデータ量で分
割し別チャネルとする。
【００６１】
一例として、符号化データを４つに分割する場合、各チャネルのビットレートが設定ビッ
トレートＢ＿ＢＬ、Ｂ＿ＥＬ(1)、Ｂ＿ＥＬ(2)、Ｂ＿ＥＬ(3)となるように、拡張レイヤ
（ＥＬ）をＥＬ＿１、ＥＬ＿２、ＥＬ＿３と３つに分割する（図２（Ｂ）参照）。なお、
当然のことながら、分割数は４に限定されない。
【００６２】
そして、ステップＳ１６００では、映像送信部１０８で、映像送信処理を行う。具体的に
は、チャネル分割部１０６から出力された分割データ（１つの基本レイヤと複数に分割さ
れた拡張レイヤ、図２（Ｂ）参照）を対応する別々のチャネルでネットワーク１８０にマ
ルチキャスト送信するとともに、各レイヤの帯域とチャネル番号が示された映像リスト（
図３参照）をマルチキャスト送信する。
【００６３】
次いで、上記構成を有する映像受信装置１５０の動作について、図６に示すフローチャー
トを用いて説明する。なお、図６に示すフローチャートは、映像受信装置１５０の図示し
ない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして記憶
されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【００６４】
まず、ステップＳ２０００では、自端末が移動中か否か、より具体的には、自端末が移動
しているかまたは移動を開始するか否かを判断する。この判断は、たとえば、端末におけ
る電波状況や、無線アクセスポイントをまたぐハンドオーバ状態などの情報を用いて行う
。また、ユーザが端末の移動を明示する方法も可能である。この判断の結果として自端末
が移動中の場合は（Ｓ２０００：ＹＥＳ）、ステップＳ２１００に進み、自端末が移動中
でない場合は（Ｓ２０００：ＮＯ）、ただちにステップＳ２２００に進む。
【００６５】
ステップＳ２１００では、端末情報送信部１５２で端末移動情報送信処理を行う。具体的
には、自端末が移動中であるため、端末移動情報を映像送信装置１００に送信するととも
に、映像受信部１５４に出力する。そして、ステップＳ２２００に進む。
【００６６】
ステップＳ２２００では、映像受信部１５４で映像受信処理を行う。具体的には、映像送
信装置１００から送信された映像リストを受信し、映像リストに示された帯域と現在の受
信帯域とを比較し、チャネル番号の下から順に受信可能な複数のチャネル番号を決定する
。ただし、上記のように、端末情報送信部１５２から端末移動情報を入力した場合は、少
なくとも基本レイヤのチャネルは受信する。そして、決定したチャネル番号の映像データ
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を受信し、受信した映像データを映像復号化部１５６に出力するとともに、受信した映像
データの量から現在の受信帯域を測定する。
【００６７】
そして、ステップＳ２３００では、映像復号化部１５６で映像復号化処理を行う。具体的
には、映像受信部１５４から出力された映像データ（符号化データ）を復号化し、復号化
して得られた映像を映像表示部１５８に出力する。
【００６８】
そして、ステップＳ２４００では、映像表示部１５８で映像表示処理を行う。具体的には
、映像復号化部１５６から出力された映像を画面に表示する。
【００６９】
次いで、上記構成の映像伝送システムにおける主要な信号のやり取りについて、図７（Ａ
）および図７（Ｂ）のシーケンス図を用いて説明する。ここで、図７（Ａ）は、移動時の
場合であり、図７（Ｂ）は、定常時の場合である。
【００７０】
まず、図７（Ａ）を用いて移動時の場合について説明する。
【００７１】
移動時の場合（移動を開始する場合を含む）、受信端末１５０は、端末情報（具体的には
端末移動情報）を、ネットワーク１８０を通じて送信端末１００に送信する
（▲１▼）。
【００７２】
そして、送信端末１００は、受信端末１５０からの端末移動情報を受信すると、帯域を算
出し、具体的には、基本レイヤの帯域（ビットレート）を極限まで下げ超低レートに設定
した後（▲２▼）、映像リストをネットワーク１８０を通じて受信端末１５０に送信する
（▲３▼）。
【００７３】
そして、受信端末１５０は、送信端末１００からの映像リストを受信すると、受信した映
像リストを用いて受信チャネルを決定する（▲４▼）。
【００７４】
そして、送信端末１００は、入力映像に対して、１フレームごとに、映像符号化とチャネ
ル分割を行い、分割後の符号化データを別々のチャネルでネットワーク１８０を通じて受
信端末１５０に送信する（▲５▼）。
【００７５】
そして、受信端末１５０は、送信端末１００からの符号化映像データを上記受信チャネル
で受信し、復号化し、画面に表示する（▲６▼）。
【００７６】
次に、図７（Ｂ）を用いて定常時の場合について説明する。
【００７７】
定常時の場合、送信端末１００は、受信端末１５０からの端末移動情報を受信せず、帯域
を算出し、具体的には、基本レイヤの帯域（ビットレート）を所定の定常時のレートに設
定した後（▲１▼）、映像リストをネットワーク１８０を通じて受信端末１５０に送信す
る（▲２▼）。その後の処理は、図７（Ａ）に示す移動時の場合と同様であるため、その
説明を省略する（ただし、図中の番号は１ずつ繰り上がっている）。
【００７８】
このように、本実施の形態によれば、受信端末１５０が移動中の場合は、階層符号化デー
タの基本レイヤの帯域を極限まで下げるため、移動中の受信端末は、少なくとも基本レイ
ヤのみを受信することで、途切れない映像受信を行うことができる。
【００７９】
図８は、本実施の形態を適用したＭＰＥＧ－４ ＦＧＳによる映像伝送システムの一例を
示す構成図である。
【００８０】
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映像サーバ１００は、基本レイヤと複数（Ｎ個）の拡張レイヤとで構成される映像ストリ
ームをネットワークに伝送して各種の端末１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃに送る。たとえ
ば、端末１５０ａは、高帯域の端末（たとえば、高品位のパソコンやデジタルテレビなど
）であり、端末１５０ｂは、中帯域の端末（たとえば、中品位のパソコンなど）であり、
端末１５０ｃは、低帯域の端末（たとえば、携帯電話やＰＤＡなど）である。高帯域の端
末１５０ａは、高帯域のＬＡＮ１８０ａに接続され、中帯域の端末１５０ｂは、中帯域の
インターネット１８０ｂに接続され、低帯域の端末１５０ｃは、低帯域のモバイル網１８
０ｃに接続されている。
【００８１】
このとき、高帯域のＬＡＮ１８０ａ、中帯域のインターネット１８０ｂ、および低帯域の
モバイル網１８０ｃにそれぞれ接続された各端末１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃは、各自
の受信帯域に合わせて、受信するストリームを選択し、帯域に応じた品質の映像を受信す
ることができる。たとえば、高帯域の端末１５０ａは、基本レイヤとすべての拡張レイヤ
１～Ｎを受信して、高品質の映像を得ることができる。また、中帯域の端末１５０ｂは、
基本レイヤと２つの拡張レイヤ１～２を受信して、中品質の映像を得ることができる。ま
た、低帯域の端末１５０ｃは、基本レイヤと１つの拡張レイヤ１を受信して、低品質の映
像を得ることができる。
【００８２】
しかも、このとき、低帯域の端末１５０ｃが移動中の場合、映像サーバ１００は基本レイ
ヤの帯域を極限まで下げるため、移動中の端末１５０ｃは、少なくとも基本レイヤのみを
受信することで、映像を途切れることなく受信することができる。
【００８３】
（実施の形態２）
本実施の形態では、無線を含み帯域変動の大きい環境で階層符号化映像ストリームを伝送
する映像伝送システムにおいて、端末の移動などにより大きな帯域変動が予想される場合
には基本レイヤの帯域を極限まで下げるとともに、最下位の（つまり、基本レイヤに一番
近い）拡張レイヤの帯域を上げることにより、途切れのない映像受信を可能とするだけで
なく、基本レイヤの帯域変更による品質低下を防止することができる映像伝送システムに
ついて説明する。
【００８４】
図９は、本発明の実施の形態２に係る映像伝送システムの構成を示す図である。なお、こ
の映像伝送システムにおける映像送信装置２００は、図１に示す映像伝送システムにおけ
る映像送信装置１００と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号
を付し、その説明を省略する。また、映像受信装置１５０は、図１に示すものと全く同一
であるため、その説明を省略する。
【００８５】
本実施の形態の特徴は、実施の形態１では端末の移動時に基本レイヤの帯域を極限まで下
げるだけであるのに対し、ここでは、端末の移動時に基本レイヤの帯域を極限まで下げる
とともに、さらに、最下位の拡張レイヤの帯域を上げて画質の補完を図ることである（図
１０参照）。このため、映像送信装置２００は、帯域算出部２０２を有する。
【００８６】
帯域算出部２０２は、図１の帯域算出部１１２と同様に、端末情報受信部１１０から出力
された端末情報を用いて、基本レイヤの帯域および拡張レイヤの分割帯域をそれぞれ算出
し、前者（基本レイヤの帯域）を映像符号化部１０４に、後者（拡張レイヤの分割帯域）
をチャネル分割部１０６にそれぞれ出力する。ただし、本実施の形態では、帯域算出部２
０２は、端末移動情報を入力すると、基本レイヤの帯域を下げるとともに、最下位の拡張
レイヤの帯域を上げる。この結果、基本レイヤの帯域を下げたことによる他の端末への影
響を抑えることができる。処理の詳細については、後で説明する。
【００８７】
次いで、上記構成を有する映像送信装置２００の動作について、図１１に示すフローチャ



(11) JP 4227438 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

ートを用いて説明する。なお、図１１に示すフローチャートは、映像送信装置２００の図
示しない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして
記憶されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【００８８】
本実施の形態では、図１１に示すように、ステップＳ１３２０を図５に示すフローチャー
トに挿入し、ステップＳ１３００を削除している。
【００８９】
ステップＳ１０００～ステップＳ１２００は、図５に示すフローチャートの各ステップと
同様であるため、その説明を省略する。
【００９０】
ステップＳ１３２０では、帯域算出部２０２で、移動モード帯域算出処理を行う。具体的
には、受信端末からの端末移動情報を受信した場合であるため、基本レイヤの帯域Ｂ＿Ｂ
Ｌと拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(1)～Ｂ＿ＥＬ(i)（ｉはあらかじめ設定された分割レ
イヤ数）を算出し、映像符号化部１０４に基本レイヤの帯域を出力するとともに、チャネ
ル分割部１０６に拡張レイヤの分割帯域を出力する。そして、ステップＳ１４００に進む
。
【００９１】
ここで、基本レイヤの帯域算出方法は、実施の形態１と同様に、上記の（式１）を用いて
算出する。
【００９２】
これに対し、拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(1)は、たとえば、次の（式２）、
【数２】

を用いて算出する。ただし、Ｂ＿ＥＬ(1)は、最下位の拡張レイヤの帯域、Ｂ１＿ＥＬ(1)
は、最下位拡張レイヤの定常モードの帯域、Ｂ＿ＢＬは、移動モードの基本レイヤの帯域
、Ｂ１＿ＢＬは、定常モードの基本レイヤの帯域である。また、最下位以外の拡張レイヤ
の帯域Ｂ＿ＥＬ(2)～Ｂ＿ＥＬ(i)は、定常モードの場合と同一とする。
【００９３】
このように、最下位の拡張レイヤの帯域を基本レイヤの帯域の減少に合わせて向上させる
ことにより、品質低下を防止することができる。
【００９４】
ステップＳ１４００～ステップＳ１６００は、図５に示すフローチャートの各ステップと
同様であるため、その説明を省略する。
【００９５】
このように、本実施の形態によれば、受信端末１５０が移動中の場合は、階層符号化デー
タの基本レイヤの帯域を極限まで下げるとともに、最下位の拡張レイヤの帯域を上げるた
め、移動中の受信端末は、少なくとも基本レイヤのみを受信することで、途切れない映像
受信を行うことができるだけでなく、他の端末は、受信映像の品質低下を防止することが
できる。
【００９６】
（実施の形態３）
本実施の形態では、無線を含み帯域変動の大きい環境で階層符号化映像ストリームを伝送
する映像伝送システムにおいて、端末の移動などにより大きな帯域変動が予想される場合
には基本レイヤの帯域を極限まで下げるとともに、最下位の（つまり、基本レイヤに一番
近い）拡張レイヤの帯域を細かく分割することにより、途切れのない映像受信を可能とす
るだけでなく、帯域変動時の受信映像の品質を可及的に向上することができる映像伝送シ
ステムについて説明する。
【００９７】
図１２は、本発明の実施の形態３に係る映像伝送システムの構成を示す図である。なお、
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この映像伝送システムにおける映像送信装置３００は、図１に示す映像伝送システムにお
ける映像送信装置１００と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符
号を付し、その説明を省略する。また、映像受信装置１５０は、図１に示すものと全く同
一であるため、その説明を省略する。
【００９８】
本実施の形態の特徴は、実施の形態１では端末の移動時に基本レイヤの帯域を極限まで下
げるだけであるのに対し、ここでは、端末の移動時に基本レイヤの帯域を極限まで下げる
とともに、さらに、最下位の拡張レイヤの帯域を上げて細かく分割して帯域変動時の帯域
への適応度を上げることである（図１３参照）。このため、映像送信装置３００は、帯域
算出部３０２を有する。
【００９９】
帯域算出部３０２は、図１の帯域算出部１１２と同様に、端末情報受信部１１０から出力
された端末情報を用いて、基本レイヤの帯域および拡張レイヤの分割帯域をそれぞれ算出
し、前者（基本レイヤの帯域）を映像符号化部１０４に、後者（拡張レイヤの分割帯域）
をチャネル分割部１０６にそれぞれ出力する。ただし、本実施の形態では、帯域算出部３
０２は、端末移動情報を入力すると、基本レイヤの帯域を下げるとともに、最下位の拡張
レイヤの帯域を上げて細かく分割する。この結果、基本レイヤの帯域を下げたことによる
他の端末への影響を抑え、しかも、帯域変動時の帯域への適応度を上げることができる。
処理の詳細については、後で説明する。
【０１００】
次いで、上記構成を有する映像送信装置３００の動作について、図１４に示すフローチャ
ートを用いて説明する。なお、図１４に示すフローチャートは、映像送信装置３００の図
示しない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして
記憶されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【０１０１】
本実施の形態では、図１４に示すように、ステップＳ１３４０を図５に示すフローチャー
トに挿入し、ステップＳ１３００を削除している。
【０１０２】
ステップＳ１０００～ステップＳ１２００は、図５に示すフローチャートの各ステップと
同様であるため、その説明を省略する。
【０１０３】
ステップＳ１３４０では、帯域算出部３０２で、移動モード帯域算出処理を行う。具体的
には、受信端末からの端末移動情報を受信した場合であるため、基本レイヤの帯域Ｂ＿Ｂ
Ｌと拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(1)～Ｂ＿ＥＬ(i)（ｉはあらかじめ設定された分割レ
イヤ数）を算出し、映像符号化部１０４に基本レイヤの帯域を出力するとともに、チャネ
ル分割部１０６に拡張レイヤの分割帯域を出力する。そして、ステップＳ１４００に進む
。
【０１０４】
ここで、基本レイヤの帯域は、実施の形態１と同様に、上記の（式１）を用いて算出する
。
【０１０５】
これに対し、拡張レイヤの分割帯域Ｂ＿ＥＬ(j)は、たとえば、次の（式３）、
【数３】

を用いて算出する。ただし、Ｂ＿ＥＬ(j)は、最下位を第１位として第ｊ位の拡張レイヤ
の帯域、Ｂ１＿ＥＬ(1)は、最下位拡張レイヤの定常モードの帯域、Ｂ＿ＢＬは、移動モ
ードの基本レイヤの帯域、Ｂ１＿ＢＬは、定常モードの基本レイヤの帯域、Ｍは、最下位
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の拡張レイヤの分割数である。
【０１０６】
たとえば、移動モードにおけるＭ＝３の場合の帯域分割結果の一例は、図１５（Ｃ）に示
すとおりである。なお、図１５（Ａ）は符号化データの構造を示し、図１５（Ｂ）は定常
モードにおける帯域分割結果の一例を示し、それぞれ図２（Ａ）および図２（Ｂ）に対応
している。
【０１０７】
このように、最下位の拡張レイヤの帯域を基本レイヤの帯域の減少に合わせて向上させた
上で細かく分割することにより、帯域変動が大きい環境において、各端末が受信可能なチ
ャネルを選択することにより細かい単位で受信映像の品質を適応させることができる。
【０１０８】
ステップＳ１４００～ステップＳ１６００は、図５に示すフローチャートの各ステップと
同様であるため、その説明を省略する。
【０１０９】
このように、本実施の形態によれば、受信端末１５０が移動中の場合は、階層符号化デー
タの基本レイヤの帯域を極限まで下げるとともに、最下位の拡張レイヤの帯域を上げて細
かく分割してチャネル数を増加させるため、移動中の受信端末は、基本レイヤに加えて受
信可能な分割拡張レイヤを選択的に受信することで、途切れない映像受信を行うことがで
きるだけでなく、伝送帯域に細かく適応した品質で映像受信を行うことができる。
【０１１０】
（実施の形態４）
本実施の形態では、無線を含み帯域変動の大きい環境で階層符号化映像ストリームを伝送
する映像伝送システムにおいて、端末のレイヤ受信状況に応じて、拡張レイヤの構成を算
出することにより、映像の伝送効率の向上を図ることができる映像伝送システムについて
説明する。
【０１１１】
図１６は、本発明の実施の形態４に係る映像伝送システムの構成を示す図である。なお、
この映像伝送システムにおける映像送信装置４００および映像受信装置４５０は、図１に
示す映像伝送システムにおける映像送信装置１００および映像受信装置１５０とそれぞれ
同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略
する。
【０１１２】
本実施の形態の特徴は、受信端末情報（具体的には受信レイヤ情報）を用いて各拡張レイ
ヤの帯域を決定することである。たとえば、受信者が少ない場合は拡張レイヤを分割し（
図１７の▲１▼参照）、共通に受信される拡張レイヤは１つのレイヤにまとめる（図１７
の▲２▼参照）。このため、映像送信装置４００は、映像送信部４０２、受信状況受信部
４０４、および帯域算出部４０６を有し、映像受信装置４５０は、受信状況送信部４５２
を有する。
【０１１３】
映像送信部４０２は、図１の映像送信部１０８と同様に、チャネル分割部１０６から出力
された分割データおよび映像リストを別々のチャネルでネットワーク１８０に送信する。
さらに、本実施の形態では、帯域算出部４０６から出力される映像リストもネットワーク
１８０に送信する。なお、チャネル分割部１０６から出力される映像リストと帯域算出部
４０６から出力される映像リストは、同様のものである（図３参照）。
【０１１４】
受信状況受信部４０４は、複数の受信端末（映像受信装置４５０）から送信された受信状
況を受信し、受信レイヤ情報を生成して帯域算出部４０６に出力する。ここで、受信状況
は、各受信端末が現在受信しているレイヤの情報であり、受信レイヤ情報は、各レイヤに
対する受信端末の総数を示す情報である。
【０１１５】
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受信レイヤ情報の一例は、たとえば、図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）に示すとおりであ
る。ここで、ＣＬＩＥＮＴ＿ＮＵＭは、受信端末の総数を示し、ＢＬ＝ｘは、基本レイヤ
を受信している端末の数がｘであり、ＥＬ＿Ｉ＝ｙは、拡張レイヤＥＬ＿I（Ｉは拡張レ
イヤの番号）を受信している端末の数がｙであることをそれぞれ示している。
【０１１６】
帯域算出部４０６は、受信状況受信部４０４から出力された受信レイヤ情報を用いて、拡
張レイヤの分割帯域を算出し、算出した拡張レイヤの分割帯域をチャネル分割部１０６に
出力する。また、あらかじめ設定された基本レイヤの帯域を映像符号化部１０４に出力す
る。
【０１１７】
受信状況送信部４５２は、当該受信端末４５０が現在受信しているレイヤの情報を受信状
況として送信端末（映像送信装置４００）に送信する。このとき、現在受信しているレイ
ヤの情報は、映像受信部１５４ａから与えられる。
【０１１８】
次いで、上記構成を有する映像送信装置４００の動作について、図１９に示すフローチャ
ートを用いて説明する。なお、図１９に示すフローチャートは、映像送信装置４００の図
示しない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして
記憶されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【０１１９】
本実施の形態では、図１９に示すように、ステップＳ１１２０、ステップＳ１１４０、ス
テップＳ１１６０、およびステップＳ１１８０を図５に示すフローチャートに挿入し、ス
テップＳ１１００、ステップＳ１２００、およびステップＳ１３００を削除している。
【０１２０】
ステップＳ１０００は、図５に示すフローチャートのステップと同様であるため、その説
明を省略する。
【０１２１】
ステップＳ１１２０では、受信状況受信部４０４は、受信状況受信処理を行う。具体的に
は、複数の受信端末（映像受信装置４５０）から送信された受信状況を受信し、受信レイ
ヤ情報（図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）参照）を生成して帯域算出部４０６に出力する
。
【０１２２】
そして、ステップＳ１１４０では、帯域算出部４０６で、拡張レイヤ構成算出処理を行う
。具体的には、あらかじめ設定された基本レイヤの帯域を映像符号化部１０４に出力する
とともに、受信状況受信部４０４から出力された受信レイヤ情報を用いて、拡張レイヤの
構成つまり分割帯域を算出し、得られた拡張レイヤの分割帯域をチャネル分割部１０６に
出力する。
【０１２３】
ここで、拡張レイヤの分割は、たとえば、次の（式４）および（式５）、
【数４】

【数５】

を用いて行う。
【０１２４】
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すなわち、全端末において受信されている拡張レイヤの総数が１以上の場合は、（式４）
を用いる。ただし、（式４）において、Ｂ＿ＥＬ(i)´は、帯域算出後の拡張レイヤｉの
帯域、Ｂ＿ＥＬ(i)は、前回の拡張レイヤｉの帯域、ｍは、全受信端末が受信している拡
張レイヤの総数である。たとえば、図１８（Ａ）の例では、全端末数が３であり、ＥＬ＿
１、ＥＬ＿２の受信端末数がいずれも３であるため、ｍ＝２となる。
【０１２５】
このように、（式４）を用いる場合は、全端末で受信されている拡張レイヤを１つにまと
めることにより、ヘッダ情報などのオーバーヘッドを削減し、伝送効率を向上することで
きる（図１７の▲２▼参照）。
【０１２６】
また、全端末において受信されている拡張レイヤの総数が０であり、かつ、次の（式６）
の条件が満たされる場合は、
【数６】

（式５）を用いる。すなわち、受信端末が少ない場合は、最下位の拡張レイヤを分割する
。ただし、（式５）において、Ｍは、帯域分割パラメータであり、拡張レイヤＥＬ＿１の
帯域を等分割するためのパラメータである。また、（式６）において、Ｋは、端末割合パ
ラメータ、ＣＬＩＥＮＴ＿ＮＵＭは、受信端末の総数、Ｎ（ＥＬ＿１）は、拡張レイヤＥ
Ｌ＿１を受信している端末の数である。
【０１２７】
たとえば、図１８（Ｂ）において、Ｋ＝２、Ｍ＝３と想定すると、全端末数の１／２の端
末がＥＬ＿１を受信していない場合は、（式５）を用いて、拡張レイヤＥＬ＿１を３つに
分割し、より多くの端末において拡張レイヤを受信しやすくことができる。
【０１２８】
また、全端末において受信されている拡張レイヤの総数が０であり、かつ、（式６）の条
件が満たされない場合は、前回と同じ帯域を用いる。
【０１２９】
そして、ステップＳ１１６０では、帯域算出部４０６で、ステップＳ１１４０の処理結果
としてレイヤ構成が変更されたか否かを判断する。この判断は、拡張レイヤの分割帯域が
前回算出した帯域と異なるか否かによってなされる。この判断の結果として拡張レイヤの
構成が変わった場合は（Ｓ１１６０：ＹＥＳ）、映像リスト（図３参照）を生成して映像
送信部４０２に出力し、ステップＳ１１８０に進む。これに対し、拡張レイヤの構成が変
わらない場合は（Ｓ１１６０：ＮＯ）、ただちにステップＳ１４００に進む。
【０１３０】
ステップＳ１１８０では、映像送信部４０２で、映像リスト送信処理を行う。具体的には
、帯域算出部４０６から出力された映像リストをネットワーク１８０に送信する。そして
、ステップＳ１４００に進む。
【０１３１】
ステップＳ１４００～ステップＳ１６００は、図５に示すフローチャートの各ステップと
同様であるため、その説明を省略する。
【０１３２】
次いで、上記構成を有する映像受信装置４５０の動作について、図２０に示すフローチャ
ートを用いて説明する。なお、図２０に示すフローチャートは、映像受信装置４５０の図
示しない記憶装置（たとえば、ＲＯＭやフラッシュメモリなど）に制御プログラムとして
記憶されており、同じく図示しないＣＰＵによって実行される。
【０１３３】
本実施の形態では、図２０に示すように、ステップＳ２２５０を図６に示すフローチャー
トに挿入し、ステップＳ２０００およびステップＳ２１００を削除している。
【０１３４】
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ステップＳ２２００は、図６に示すフローチャートのステップと同様であるため、その説
明を省略する。ただし、本実施の形態では、映像受信部１５４ａは、現在受信しているレ
イヤの情報を受信状況送信部４５２に出力する。
【０１３５】
ステップＳ２２５０では、受信状況送信部４５２で、受信状況送信処理を行う。具体的に
は、当該受信端末４５０が現在受信しているレイヤの情報を受信状況として送信端末（映
像送信装置４００）に送信する。
【０１３６】
なお、本実施の形態では、受信状況の送信を映像受信処理の度に行っているが、これに限
定されるわけではなく、伝送路の混雑を避けるため、一定の間隔で送信することも可能で
ある。
【０１３７】
ステップＳ２３００およびステップＳ２４００は、図６に示すフローチャートの各ステッ
プと同様であるため、その説明を省略する。
【０１３８】
このように、本実施の形態によれば、受信端末からの受信状況に応じて、共通受信されて
いる拡張レイヤを１つのレイヤとし、または、受信端末が少ない場合は最下位の拡張レイ
ヤを分割するため、伝送効率を向上するだけでなく、多くの端末でより高品位な映像を受
信することができる。
【０１３９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、伝送帯域が変動する無線ネットワークなどを含む
ネットワークにおいて、受信端末の移動などにより帯域が大きく変動した場合においても
、途切れのない映像伝送を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る映像伝送システムの構成を示す図
【図２】（Ａ）ＭＰＥＧ－４ ＦＧＳ符号化を用いた場合の符号化データの構造の一例を
示す図
（Ｂ）図２（Ａ）の符号化データに対するチャネル分割結果の一例を示す図
【図３】映像リストの一例を示す図
【図４】実施の形態１の概念を説明するための図
【図５】実施の形態１に対応する映像送信装置の動作を示すフローチャート
【図６】実施の形態１に対応する映像受信装置の動作を示すフローチャート
【図７】（Ａ）実施の形態１に対応する映像伝送システムにおける端末移動時の主要な情
報のやり取りを示すシーケンス図
（Ｂ）実施の形態１に対応する映像伝送システムにおける定常時の主要な情報のやり取り
を示すシーケンス図
【図８】実施の形態１を適用したＭＰＥＧ－４ ＦＧＳによる映像伝送システムの一例を
示す構成図
【図９】本発明の実施の形態２に係る映像伝送システムの構成を示す図
【図１０】実施の形態２の概念を説明するための図
【図１１】実施の形態２に対応する映像送信装置の動作を示すフローチャート
【図１２】本発明の実施の形態３に係る映像伝送システムの構成を示す図
【図１３】実施の形態３の概念を説明するための図
【図１４】実施の形態３に対応する映像送信装置の動作を示すフローチャート
【図１５】（Ａ）ＭＰＥＧ－４ ＦＧＳ符号化を用いた場合の符号化データの構造の一例
を示す図
（Ｂ）定常モードにおける図１５（Ａ）の符号化データに対するチャネル分割結果の一例
を示す図
（Ｃ）移動モードにおける図１５（Ａ）の符号化データに対するチャネル分割結果の一例
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を示す図
【図１６】本発明の実施の形態４に係る映像伝送システムの構成を示す図
【図１７】実施の形態４の概念を説明するための図
【図１８】（Ａ）受信レイヤ情報の一例を示す図
（Ｂ）受信レイヤ情報の他の一例を示す図
【図１９】実施の形態４に対応する映像送信装置の動作を示すフローチャート
【図２０】実施の形態４に対応する映像受信装置の動作を示すフローチャート
【図２１】従来の映像伝送システムの構成の一例を示す図
【符号の説明】
１００、２００、３００、４００　映像送信装置
１０２　映像入力部
１０４　映像符号化部
１０６　チャネル分割部
１０８、４０２　映像送信部
１１０　端末情報受信部
１１２、２０２、３０２、４０６　帯域算出部
１５０、４５０　映像受信装置
１５２　端末情報送信部
１５４、１５４ａ　映像受信部
１５６　映像復号化部
１５８　映像表示部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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