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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画データを送信する送信装置であって、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得手段と、
　動画データを送信する送信手段と、
　第１のフレームレートおよび前記第１のフレームレートより低い第２のフレームレート
で、前記送信手段から送信される複数の動画データのフレームレートを制御するフレーム
レート制御手段と、
　前記フレームレート制御手段によって決定された前記第１，第２のフレームレートで前
記送信手段から送信すべき動画データをそれぞれ生成する生成手段と、を有し、
　前記フレームレート制御手段は、前記送信手段から前記複数の動画データが送信されて
いる際に前記取得手段によって取得された状態情報に応じて、前記第１のフレームレート
を下げる割合が、前記第２のフレームレートを下げる割合よりも大きくなるように、前記
第１及び第２のフレームレートを下げるよう変更し、
　前記生成手段は、前記変更されたフレームレートで前記送信手段から送信すべき動画デ
ータを生成することを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記送信装置が動画データを前記第１のフレームレートと前記第２の
フレームレートとで送信するための処理負荷を前記状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御手段は、前記処理負荷が所定の負荷に達すると前記第１及び第



(2) JP 5812634 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

２のフレームレートを下げることを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　送信すべき動画データを入力する入力手段を有し、
　前記取得手段は、前記入力手段が前記動画データを入力してから前記第１のフレームレ
ートと前記第２のフレームレートとで前記動画データを送信するまでの時間に関する処理
時間を状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御手段は、前記処理時間が所定の時間を超えると前記第１及び第
２のフレームレートを下げることを特徴とする請求項１又は２に記載の送信装置。
【請求項４】
　送信待ちの動画データを記憶する記憶手段を有し、
　前記取得手段は、前記送信待ちの動画データのフレーム数、及び、前記送信待ちの動画
データのデータ量のうち、少なくとも一方を前記状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御手段は、前記取得されたフレーム数、及び、前記取得されたデ
ータ量のうち、少なくとも一方が所定値を超えると、前記第１及び第２のフレームレート
を下げることを特徴とする請求項１乃至３のうち、いずれか１項に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記フレームレート制御手段は、前記第１のフレームレートと、前記第２のフレームレ
ートと、更に、前記第２のフレームレートよりも低い第３のフレームレートで動画データ
を送信している場合、前記第１及び第２のフレームレートを変更する際に、前記第３のフ
レームレートが所定のフレームレートよりも低い場合、前記第３のフレームレートを下げ
ないことを特徴とする請求項１乃至４のうち、いずれか１項に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記フレームレート制御手段が第１のフレームレートを下げた後の第３のフレームレー
トと前記フレームレート制御手段が前記第２のフレームレートを下げた後の第４のフレー
ムレートとが同じフレームレートで、前記変更の後に取得された状態情報に応じて送信中
の動画データのフレームレートを更に下げる場合、前記第３のフレームレートの変更後の
第５のフレームレートよりも、前記第４のフレームレートの変更後の第６のフレームレー
トのほうが低くなるように、前記第３のフレームレートと前記第４のフレームレートを下
げることを特徴とする請求項１乃至５のうち、いずれか１項に記載の送信装置。
【請求項７】
　前記フレームレート制御手段は、前記状態情報に応じて、前記フレームレート制御手段
が前記第１のフレームレートを下げた後の第３のフレームレートを前記変更前の前記第１
のフレームレートに変更し、前記フレームレート制御手段が前記第２のフレームレートを
下げた後の第４のフレームレートを前記変更前の前記第２のフレームレートに変更するこ
とを特徴とする請求項１乃至６のうち、いずれか１項に記載の送信装置。
【請求項８】
　複数の異なる解像度で動画データを送信する送信装置であって、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得手段と、
　動画データを送信する送信手段と、
　第１の解像度の動画データと、前記第１の解像度よりも低い第２の解像度の動画データ
とを前記送信手段が送信中に、前記状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げ
るか否か決定し、前記状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げる場合、前記
第１の解像度の動画データのフレームレートを下げ、さらに、前記第１の解像度の動画デ
ータのフレームレートを下げた後の状態情報に応じて前記第２の解像度の動画データのフ
レームレートを下げるか否か決定する制御手段とを有することを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　複数の異なるフレームレートで動画データを送信する送信装置が行う送信方法であって
、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得工程と、
　動画データを送信する送信工程と、
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　第１のフレームレートおよび前記第１のフレームレートより低い第２のフレームレート
で、前記送信工程において送信される複数の動画データのフレームレートを制御するフレ
ームレート制御工程と、
　前記フレームレート制御工程において決定された前記第１，第２のフレームレートで前
記送信工程において送信すべき動画データをそれぞれ生成する生成工程と、を有し、
　前記送信工程において前記複数の動画データが送信されている際に前記取得された状態
情報に応じて、前記フレームレート制御工程において、前記第１のフレームレートを下げ
る割合が、前記第２のフレームレートを下げる割合よりも大きくなるように、前記第１及
び第２のフレームレートを下げるよう変更し、
　前記生成工程において、前記変更されたフレームレートで前記送信工程において送信す
べきデータを生成することを特徴とする送信方法。
【請求項１０】
　前記取得工程において、前記送信装置が動画データを前記第１のフレームレートと前記
第２のフレームレートで送信するための処理負荷を前記状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御工程において、前記処理負荷が所定の負荷に達すると前記第１
及び第２のフレームレートを下げることを特徴とする請求項９に記載の送信方法。
【請求項１１】
　前記取得工程において、送信すべき動画データを入力してから前記第１のフレームレー
トと前記第２のフレームレートとで前記動画データを送信するまでの時間に関する処理時
間を前記状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御工程において、前記処理時間が所定の時間を超えると前記第１
及び第２のフレームレートを下げることを特徴とする請求項９に記載の送信方法。
【請求項１２】
　前記取得工程において、送信待ちの動画データのフレーム数、及び、前記送信待ちの動
画データのデータ量のうち、少なくとも一方を前記状態情報として取得し、
　前記フレームレート制御工程において、前記取得されたフレーム数、及び、前記取得さ
れたデータ量のうち、少なくとも一方が所定値を超えると、前記第１及び第２のフレーム
レートを下げることを特徴とする請求項９に記載の送信方法。
【請求項１３】
　複数の異なる解像度で動画データを送信する送信装置が行う送信方法であって、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得工程と、
　動画データを送信する送信工程と、
　第１の解像度の動画データと、前記第１の解像度よりも低い第２の解像度の動画データ
とを前記送信工程において送信中に、前記状態情報に応じて動画データのフレームレート
を下げるか否か決定し、前記状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げ、さら
に、前記第１の解像度の動画データのフレームレートを下げ、前記第１の解像度の動画デ
ータのフレームレートを下げた後の状態情報に応じて前記第２の解像度の動画データのフ
レームレートを下げるか否か決定する制御工程とを有することを特徴とする送信方法。
【請求項１４】
　複数の異なるフレームレートで動画データを送信する送信装置のコンピュータに、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得手順と、
　動画データを送信する送信手順と、
　第１のフレームレートおよび前記第１のフレームレートより低い第２のフレームレート
で、前記送信手順において送信される複数の動画データのフレームレートを制御するフレ
ームレート制御手順と、
　前記フレームレート制御手順によって決定された前記第１，第２のフレームレートで送
信すべき動画データをそれぞれ生成する生成手順と、を実行させることを特徴とするプロ
グラムであって、
　前記フレームレート制御手順において、前記複数の動画データが送信されている際に取
得された状態情報に応じて、前記第１のフレームレートを下げる割合が、前２のフレーム
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レートを下げる割合よりも大きくなるように、前記第１及び第２のフレームレートを下げ
るよう変更し、
　前記生成手順において、前記変更されたフレームレートで送信すべき動画データを生成
することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　前記コンピュータに、
　前記取得手順において、前記コンピュータが動画データを前記第１のフレームレートと
前記第２のフレームレートで送信するための処理負荷を前記状態情報として取得する処理
を実行させ、
　前記フレームレート制御手順において、前記処理負荷が所定の負荷に達すると前記第１
及び第２のフレームレートを下げる処理を実行させるための請求項１４に記載のプログラ
ム。
【請求項１６】
　前記コンピュータに、
　前記取得手順において、送信すべき動画データを入力してから前記第１のフレームレー
トと前記第２のフレームレートとで前記動画データを送信するまでの時間に関する処理時
間を前記状態情報として取得する処理を実行させ、
　前記フレームレート制御手順において、前記処理時間が所定の時間を超えると前記第１
及び第２のフレームレートを下げる処理を実行させるための請求項１４に記載のプログラ
ム。
【請求項１７】
　前記コンピュータに、
　前記取得手順において、送信待ちの動画データのフレーム数、及び、前記送信待ちの動
画データのデータ量のうち、少なくとも一方を前記状態情報として取得する処理を実行さ
せ、
　前記フレームレート制御手順において、前記取得されたフレーム数、及び、前記取得さ
れたデータ量のうち、少なくとも一方が所定値を超えると、前記第１及び第２のフレーム
レートを下げる処理を実行させるための請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１８】
　複数の異なるフレームレートで動画データを送信する送信装置のコンピュータに、
　前記送信装置の状態情報を取得する取得手順と、
　動画データを送信する送信手順と、
　第１の解像度の動画データと、前記第１の解像度よりも低い第２の解像度の動画データ
とを前記送信手順において送信中に、前記状態情報に応じて動画データのフレームレート
を下げるか否か決定し、前記状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げる場合
、前記第１の解像度の動画像データのフレームレートを下げ、さらに、前記第１の解像度
の動画データのフレームレートを下げた後の状態情報に応じて前記第２の解像度の動画像
データのフレームレートを下げるか否かを決定する制御手順とを実行させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画データの送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワークカメラやビデオ会議システムなど、ネットワークを介して動画デー
タをリアルタイムに送受信するストリーミング技術が実用化されている。
特許文献１には、動画データを送信する際に、ネットワークの伝送速度に応じてフレーム
間引きをすることが記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３０９８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、複数の異なるフレームレートで動画データを送信している場合のフレー
ムレートの変更方法によっては、特定の動画データの品質が低くなりすぎてしまう恐れが
あった。
【０００５】
　例えば、動画データを、第１のクライアントへ１秒間に６０フレームのフレームレート
（６０ｆｐｓ）で送信し、第２のクライアントへ１０ｆｐｓで送信しているときに、送信
装置の処理負荷が閾値を超えた場合について説明する。この場合、各クライアントへ送信
する動画データのフレームレートをそれぞれ半分にすると、第２のクライアントへ送信さ
れる動画データのフレームレートが５ｆｐｓとなってしまい、動画の内容がわからなくな
ってしまう恐れがあった。
【０００６】
　また、例えば、あるクライアントへ第１の動画データを６０ｆｐｓ、第２の動画データ
を１０ｆｐｓで送信しているときに、送信装置の処理負荷に応じて、フレームレートをそ
れぞれ半分にすると、第２の動画データのフレームレートが低くなりすぎてしまった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の異なるフレ
ームレートで動画データを送信している場合のフレームレートの変更によって、特定の動
画データの品質が低くなりすぎる可能性を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の問題点を解決するために、本発明の送信装置は、動画データを送信する送信装置
であって、前記送信装置の状態情報を取得する取得手段と、動画データを送信する送信手
段と、第１のフレームレートおよび前記第１のフレームレートより低い第２のフレームレ
ートで、前記送信手段から送信される複数の動画データのフレームレートを制御するフレ
ームレート制御手段と、前記フレームレート制御手段によって決定された前記第１，第２
のフレームレートで前記送信手段から送信すべき動画データをそれぞれ生成する生成手段
と、を有し、前記フレームレート制御手段は、前記送信手段から前記複数の動画データが
送信されている際に前記取得手段によって取得された状態情報に応じて、前記第１のフレ
ームレートを下げる割合が、前記第２のフレームレートを下げる割合よりも大きくなるよ
うに、前記第１及び第２のフレームレートを下げるよう変更し、前記生成手段は、前記変
更されたフレームレートで前記送信手段から送信すべき動画データを生成することを特徴
とする。
　また、複数の異なる解像度で動画データを送信する送信装置であって、前記送信装置の
状態情報を取得する取得手段と、動画データを送信する送信手段と、第１の解像度の動画
データと、前記第１の解像度よりも低い第２の解像度の動画データとを前記送信手段が送
信中に、前記状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げるか否か決定し、前記
状態情報に応じて動画データのフレームレートを下げる場合、前記第１の解像度の動画デ
ータのフレームレートを下げ、さらに、前記第１の解像度の動画データのフレームレート
を下げた後の状態情報に応じて前記第２の解像度の動画データのフレームレートを下げる
か否か決定する制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の異なるフレームレートで動画データを送信している場合のフレ
ームレートの変更によって、特定の動画データの品質が低くなりすぎてしまう可能性を低
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減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】送信装置１００の機能構成例を示すブロック図
【図２】送信装置１００の処理を説明するためのフローチャート
【図３】実施形態のシステム構成例を示す図
【図４】ＣＰＵ負荷とフレームレートの関係を説明するための図
【図５】送信装置５００の機能構成例を示すブロック図
【図６】送信装置５００の処理を説明するためのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。尚、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定
されるものではない。
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の実施形態に係る送信装置１００の機能構成例を示すブロック図である
。なお、本形態の送信装置１００は、複数の異なるフレームレートで動画データを送信す
る送信装置である。
　図１に示すように、本実施形態の送信装置１００は、動画符号化部１０２、フレームレ
ート制御部１０３、パケット生成部１０４、負荷取得部１０５、バッファ１０６、通信イ
ンタフェース１０７を備える。また、送信装置１００は、映像を入力する映像入力装置１
０１、及び伝送路１０８に接続される。
　映像入力装置１０１は、受信装置へ送信すべき動画データを入力する装置である。映像
入力装置１０１は、例えば、ビデオカメラやＷｅｂカメラなどである。ただし、映像入力
装置１０１が送信装置１００と一体となっていても良い。
　つまり、送信装置１００は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、ノートブ
ックＰＣ、コンピュータを内蔵した各種家電装置、ゲーム機、携帯電話、デジタルビデオ
カメラ、デジタルカメラなどの機器、或いはこれらの組み合わせにより実現可能である。
【００１３】
　伝送路１０８は、各種ネットワークに代表される伝送路であり、本実施形態においては
、動画データを始めとする各種パケットを送受信するためのネットワークである。送受信
されるデータはバッファ１０６において一時的に記憶される。
【００１４】
　動画符号化部１０２は、上述の映像入力装置１０１から入力された動画データをＭｏｔ
ｉｏｎ－ＪＰＥＧ方式により圧縮符号化する。動画データは、そのまま送信するにはデー
タ量が多いため、送信前に圧縮符号化される。なお、動画符号化部の符号化方式は、Ｍｏ
ｔｉｏｎ－ＪＰＥＧ方式に限らない。動画符号化部１０２は、圧縮符号化した動画データ
をフレーム単位でパケット生成部１０４へ入力する。
　パケット生成部１０４は、動画符号化部１０２から入力された動画データをパケット化
し、バッファ１０６へ記憶させる。本実施形態では、動画データの符号化方式としてＭｏ
ｔｉｏｎ－ＪＰＥＧを用い、符号化動画データの転送プロトコルとしてＲＴＰ（Ｒｅａｌ
－ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いる。従ってパケット生成部
１０４は、Ｍｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧで符号化された動画データのＲＴＰペイロードフォー
マットを規定しているＩＥＴＦ　ＲＦＣ２４３５に従って符号化動画データをパケット化
する。
【００１５】
　フレームレート制御部１０３は、動画データのフレームレートを制御すると共に、制御
後のフレームレートに基づいてバッファ１０６内の動画パケットを読み出して受信装置へ
送信する。フレームレート制御部１０３によるフレームレートの制御方法については後述
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する。
【００１６】
　次に、本実施形態の送信装置１００によるフレームレート制御処理の詳細について、図
２を用いて説明する。図２は、本実施形態に係る送信装置１００におけるフレームレート
制御処理を説明するためのフローチャートである。なお、本形態の送信装置１００は、複
数の異なるフレームレートで動画データを送信する送信装置である。また、本形態の送信
装置１００は、図２の処理を実行するためのプログラムをＣＰＵが読み出して実行するこ
とにより、図２の処理を実現する。ただし、図２の処理の少なくとも一部を専用のハード
ウェアで行うようにすることも可能である。また、本形態の送信装置１００は、受信装置
に対して動画データの送信を開始するタイミングで図２の処理を開始する。
【００１７】
　本形態の送信装置１００は、図３に示すように、複数の受信装置（３０１～３０３）へ
動画データを送信する。図３に示すように、送信装置１００は、受信装置３０１に対して
３０ｆｐｓ（ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓｅｃ）、受信装置３０２に対して１５ｆｐｓ、受信
装置３０３に対して１０ｆｐｓで動画データを送信する。本形態の送信装置１００は、異
なる動画データを異なるフレームレートで複数の受信装置へ送信する。ただし、各受信装
置へ送信される動画データは、映像入力装置１０１からの同一の入力内容に基づく動画デ
ータであっても良い。
【００１８】
　負荷取得部１０５は、送信装置１００の現在の処理負荷を取得する（Ｓ２０１）。負荷
取得部１０５は、例えば、複数の動画データの送信処理を含む複数の処理を行う処理部（
ＣＰＵ）の処理負荷を状態情報として取得する。
【００１９】
　ただし、この例に限らず、負荷取得部１０５は、映像入力装置１０１からの動画データ
の入力時刻と当該動画データのパケットの送信時刻との時間差や、動画データの入力時刻
と動画パケットの生成時刻との時間差を現在の処理負荷として取得することも可能である
。また、負荷取得部１０５は、動画パケットの生成時刻と送信時刻の時間差を現在の処理
負荷として取得することも可能である。これらの時間差は、送信装置１００による処理時
間に対応する。本形態では、取得された時間差が大きいほど、現在の処理負荷が大きいと
判定される。
【００２０】
　なお、送信装置１００は、ＣＰＵの負荷や時間差の情報を組み合わせて、現在の処理負
荷を判定することも可能である。また、送信装置１００のＣＰＵの負荷は、ＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などから取得することができる。また、送信装置１００の
処理負荷に限らず、バッファ１０６に記憶された送信待ちの動画データのデータ量や、フ
レーム数などを取得するようにしても良い。すなわち、Ｓ２０１（取得手順）において、
送信装置１００の負荷取得部１０５は、送信装置１００の状態情報（処理負荷の情報や、
バッファ１０６の状況など）を取得する。なお、以下の説明では、状態情報として処理負
荷を取得する例を中心に説明する。
【００２１】
　本形態の負荷取得部１０５は、現在の処理負荷を定期的に取得する。ただし、処理負荷
を、例えば、エラーパケットの増加や、新規の動画データの送信開始や、既存の動画デー
タの送信終了に応じて取得するようにしても良い。
【００２２】
　フレームレート制御部１０３は、各受信装置に送信している動画データのフレームレー
トの値を取得する（Ｓ２０２）。第１及び第２及び第３の受信装置へ動画データを送信し
ている場合、フレームレート制御部１０３は、まず、第１の受信装置へ送信している動画
データの初期フレームレートと現在のフレームレートを取得する。初期フレームレートは
、ＲＴＰパケット（動画パケット）送信前に、送信装置と受信装置との間で、ＲＴＳＰ、
ＳＤＰ、ＳＩＰ、ＳＯＡＰ等の制御用プロトコルを利用して通信することにより、予め決
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定されたフレームレートの値である。なお、ＲＴＳＰはＲｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａ
ｍｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＳＤＰはＳｅｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌである。また、ＳＩＰはＳｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ、ＳＯＡＰはＳｉｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌで
ある。
【００２３】
　また、現在のフレームレートは、後述するフレームレートの制御が行われていなければ
、初期フレームレートと同値である。第１の受信装置へ送信されている動画データのフレ
ームレートと初期フレームレートがＳ２０２で取得されると、Ｓ２０３へ進む。
　フレームレート制御部１０３は、Ｓ２０１において負荷取得部１０５が取得した処理負
荷が、閾値以上か否かを判定する（Ｓ２０３）。閾値は任意の値を設定することが可能で
あるが、本実施形態の送信装置１００は、例えばＣＰＵ負荷８０％を閾値とする。
【００２４】
　ただし、８０％に限らない。また、例えば、動画データの入力時刻と当該動画データの
パケットの送信時刻の差（１００ミリ秒）を閾値として設定することも可能である。また
、例えば、動画データのパケットの生成時刻と送信時刻との時間差（３０ミリ秒）を閾値
として設定することも可能である。さらに、現在の処理負荷が閾値以上であるか否かを、
上記の複数の閾値の組み合わせに基づいて判定するようにしても良い。
【００２５】
　Ｓ２０３で処理負荷が閾値以上であると判定された場合、フレームレート制御部１０３
は、Ｓ２０２で取得された現在のフレームレートが閾値以上か否かを判定する（Ｓ２０４
）。閾値は任意の値にすることが可能であるが、本実施形態の送信装置１００は、１１ｆ
ｐｓを閾値とする。
【００２６】
　Ｓ２０４で現在のフレームレートが閾値未満であると判定された場合、Ｓ２０８に進み
、閾値以上であると判定された場合、Ｓ２０６へ進む。
　Ｓ２０６において、フレームレート制御部１０３は、フレームレートを下げる処理を行
う。すなわち、フレームレート制御部１０３は、Ｓ２０２で取得された現在のフレームレ
ートが１１ｆｐｓ以上であり、Ｓ２０３で処理負荷が所定の負荷に達したと判定されると
、フレームレートを下げる処理を行う。
【００２７】
　また、上述のように、処理負荷は、ＣＰＵの負荷に限らず、例えば、映像入力装置１０
１からの動画データの入力時刻から当該動画データのパケットの送信時刻までの時間差な
どであっても良い。すなわち、フレームレート制御部１０３は、動画データの入力時刻と
送信時刻との時間差が所定値に達すると、Ｓ２０６の処理を実行するようにすることも可
能である。
【００２８】
　また、Ｓ２０１で取得される状態情報は、処理負荷に限らず、例えば、バッファ１０６
に記憶される送信待ちの動画データのフレーム数やデータ量であっても良い。すなわち、
フレームレート制御部１０３は、バッファ１０６に記憶される送信待ちの動画データのフ
レーム数やデータ量の少なくとも一方が所定値に達すると、Ｓ２０６の処理を実行するよ
うにすることも可能である。
【００２９】
　本形態のフレームレート制御部１０３は、現在のフレームレートが高いほど、より大き
い割合でフレームレートが下がるように、変更後のフレームレートを決定する。例えば、
フレームレート制御部１０３は、現在のフレームレートが３０ｆｐｓの場合、変更後のフ
レームレートが１５ｆｐｓになり、現在のフレームレートが１５ｆｐｓの場合、変更後の
フレームレートが１０ｆｐｓとなるようにフレームレートを制御する。
【００３０】
　すなわち、フレームレート制御部１０３は、３０ｆｐｓと１５ｆｐｓとで動画データを
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送信中に、これらのフレームレートを送信装置１００の処理負荷に応じて下げる場合、Ｓ
２０６（変更手順）において、以下のようにフレームレートを変更する。すなわち、フレ
ームレート制御部１０３は、変更前（３０ｆｐｓ）と、変更後の変更フレームレート（１
５ｆｐｓ）との割合（－１／２）が、変更前（１５ｆｐｓ）と、変更後の変更フレームレ
ート（１０ｆｐｓ）との割合（－１／３）よりも大きくなるようにフレームレートを変更
する。
【００３１】
　なお、本形態の動画符号化部１０２は、Ｓ２０６でフレームレートが下げられても、フ
レームレートを下げる前と同じフレームレートで動画データの符号化を行い、パケット生
成部１０４は、下げられたフレームレートで動画パケットを生成する。本形態の動画符号
化部１０２は、専用のハードウェアで動画の符号化処理を行う。
【００３２】
　一方、フレームレート制御部１０３は、Ｓ２０２で取得された現在のフレームレートが
１１ｆｐｓよりも低い場合、Ｓ２０３で処理負荷が閾値以上であると判定されても、フレ
ームレートの変更を行わない。
【００３３】
　Ｓ２０６でフレームレートを下げる処理を行った後、又は、Ｓ２０４でフレームレート
が閾値（１１ｆｐｓ）未満であると判定された場合、フレームレート制御部１０３は、す
べての動画データについて、Ｓ２０２からＳ２０７の処理を完了したか判定する（Ｓ２０
８）。Ｓ２０８で完了していないと判定された場合はＳ２０２へ戻り、完了したと判定さ
れた場合は図２の処理を終了する。Ｓ２０２へ戻った場合、第２の受信装置３０２に関す
る初期フレームレートと現在のフレームレートが取得され、Ｓ２０３以下の処理が行われ
る。
【００３４】
　本形態では、図２の処理を終了後、所定時間が経過すると、再び図２の処理が開始され
る。ただし、所定時間経過後に限らず、例えば、エラーパケットの増加や、新規の動画デ
ータの送信開始や、既存の動画データの送信終了に応じて、図２の処理を開始するように
しても良い。
　Ｓ２０３において、送信装置１００の処理負荷が閾値未満であると判定された場合、フ
レームレート制御部１０３は、Ｓ２０２で取得された現在のフレームレートが、初期フレ
ームレートよりも低いか否かを判定する（Ｓ２０５）。
　Ｓ２０５で現在のフレームレートが初期フレームレートよりも低いと判定された場合、
初期フレームレートを上限として、現在のフレームレートを上げる処理を行う（Ｓ２０７
）。例えば、初期フレームレートが３０ｆｐｓであったにもかかわらず、送信装置１００
の処理負荷に応じて１５ｆｐｓに下げられ、その後、処理負荷が閾値よりも低くなった場
合、現在のフレームレートを、３０ｆｐｓを上限として回復させる。
【００３５】
　すなわち、フレームレート制御部１０３は、状態情報（処理負荷やバッファ１０６の状
況）に応じて、複数の変更フレームレートのそれぞれを初期フレームレートに変更する。
【００３６】
　なお、上記の例において、１５ｆｐｓのフレームレートをどこまで上げるかは、現在の
処理負荷に基づいて決定することができる。また、フレームレートを下げるか否かを判定
するための閾値と、フレームレートを回復させるか否かを判定するための閾値は、別の値
にすることが可能である。すなわち、フレームレートを下げるか否かの判定のための処理
負荷の閾値（ＣＰＵ負荷８０％）を、フレームレートを回復するか否かの判定のための処
理負荷の閾値（ＣＰＵ負荷６０％）よりも高くすることで、フレームレートの変更頻度を
少なくすることができる。なお、本形態の動画符号化部１０２は、Ｓ２０７でフレームレ
ートが上がっても、フレームレートが上がる前と同じフレームレートで動画データの符号
化を行う。このようにすることで、動画符号化部１０２でのフレームレートの変更頻度を
少なくすることができる。
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【００３７】
　Ｓ２０５でフレームレートが下げられていない（初期フレームレートと現在のフレーム
レートが同値）と判定された場合、Ｓ２０８へ進む。
【００３８】
　次に、本実施形態のシステム全体の処理について、図３及び図４を用いて説明する。
【００３９】
　図３は、本実施形態の送信装置１００と、複数の受信装置（３０１～３０３）の接続形
態の一例を示す図である。送信装置１００と第１の受信装置３０１及び第２の受信装置３
０２、第３の受信装置３０３は、ネットワーク３０４（図１では伝送路１０８に相当）を
介して相互に接続されている。
【００４０】
　また、各受信装置へ送信する動画像の解像度は、全てＶＧＡ（６４０ｘ４８０ピクセル
）であるとする。初期フレームレートはそれぞれ、第１の受信装置３０１が３０ｆｐｓ（
ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓｅｃ）、第２の受信装置３０２が１５ｆｐｓ、第３の受信装置３
０３が１０ｆｐｓであるとする。また、本実施形態では、フレームレートの閾値として１
１ｆｐｓが設定されているものとする。
【００４１】
　図４は、送信装置１００において、負荷取得部１０５により取得されるＣＰＵ負荷と、
第１～第３の受信装置（３０１～３０３）へ送信される動画データのフレームレートとの
関係を時間経過と共に示す図である。
　図４の４０１は、送信装置１００の負荷取得部１０５により取得されるＣＰＵ負荷を時
間経過と共に示す図である。本実施形態では、ＣＰＵ負荷の閾値として８０％が設定され
ているものとする。また、時刻０から時刻ｔ１までの期間のＣＰＵ負荷はｃ１、時刻ｔ１
から時刻ｔ２までの期間のＣＰＵ負荷はｃ３、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの期間のＣＰＵ
負荷はｃ４、時刻ｔ３以降のＣＰＵ負荷はｃ２であり、ｃ１＜ｃ２＜ｃ３＜８０（％）＜
ｃ４とする。
【００４２】
　また、図４の４０２～４０４は、第１の受信装置３０１～第３の受信装置のそれぞれへ
送信される動画データのフレームレートの変化を時間経過と共に示している。
　まず時刻０に、第１の受信装置３０１への動画データの送信が開始される。ここでＣＰ
Ｕ負荷はｃ１であり、閾値の８０％未満である。従って、フレームレートは初期値の３０
ｆｐｓのままで第１の受信装置３０１へ動画データが送信される。
　続いて時刻ｔ１に、第２の受信装置３０２への動画データの送信が開始される。これに
よりＣＰＵ負荷がｃ１からｃ３となるが、依然として閾値の８０％未満である。従って、
第１の受信装置３０１のフレームレートは初期値の３０ｆｐｓのまま、第２の受信装置３
０２のフレームレートも初期値の１５ｆｐｓのままで動画データが送信される。
【００４３】
　さらに時刻ｔ２に、第３の受信装置３０３への動画データの送信が開始される。これに
よりＣＰＵ負荷がｃ３からｃ４となり、閾値の８０％以上となる。
　その後時刻ｔ３に、フレームレートを下げるためのフレームレート制御が行われる。時
刻ｔ２から時刻ｔ３までの期間は、負荷取得部１０５がＣＰＵ負荷を取得してからフレー
ムレート制御部１０３がフレームレートを下げるまでに要する時間である。フレームレー
トの制御の結果、第１の受信装置３０１のフレームレートは３０ｆｐｓから半分の１５ｆ
ｐｓへ減少し、第２の受信装置３０２のフレームレートは１５ｆｐｓから２／３の１０ｆ
ｐｓへ減少する。このように、本形態のフレームレート制御部１０３は、送信装置１００
の処理負荷が閾値以上となった時点において高いフレームレートであるほど、大きい割合
でフレームレートが下がるように、変更後のフレームレートを決定する。
【００４４】
　なお、第３の受信装置３０３のフレームレートは１０ｆｐｓであり、閾値（１１ｆｐｓ
）未満であるため変更されない。すなわち、フレームレート制御部１０３は、第１の受信
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装置３０１と第２の受信装置３０２へ送信する動画データのフレームレートを下げる場合
において、第３の受信装置３０３へ送信する動画データのフレームレートを下げない。上
記のようなフレームレートの制御により、送信装置１００のＣＰＵ負荷は、ｃ４からｃ２
へと減少し、閾値の８０％未満となる。
【００４５】
　以上のように、送信装置１００のフレームレート制御部１０３は、送信中の動画データ
のフレームレートを下げる場合、下げる前のフレームレートが高いほど、より大きい割合
でフレームレートが下がるように、変更後のフレームレートを決定する。このようにする
ことで、複数の異なるフレームレートで動画データを送信している場合において、フレー
ムレートの制御により、特定の動画データのフレームレートが過度に下がりすぎてしまう
可能性を低減できる。
【００４６】
　なお、実施形態では、複数の受信装置に異なるフレームレートで動画データを送信する
例を中心に説明したが、１つの受信装置に異なるフレームレートで動画データを送信する
場合にも、本発明は適用可能である。
【００４７】
　また、上記の説明では、図２のＳ２０２で、現在のフレームレートと、対応する初期フ
レームレートの組を１つ、取得する例について説明したが、送信中の現在のフレームレー
トと初期フレームレートの組をすべてＳ２０２で取得するようにしても良い。この場合、
Ｓ２０３で処理負荷が閾値以上と判定され、Ｓ２０２で取得された複数の現在のフレーム
レートのうち、１つ以上のフレームレートが閾値以上の場合、フレームレート制御部１０
３は、Ｓ２０６でフレームレートを下げるためのフレームレート制御を行う。
【００４８】
　また、フレームレート制御部１０３は、第１の初期フレームレートの変更後の第１の変
更フレームレートと、第２の初期フレームレートの変更後の第２の変更フレームレートが
同じ場合に、さらにフレームレートを下げる場合、以下のように制御する。すなわち、フ
レームレート制御部１０３は、第１の変更フレームレートの変更後の第３の変更フレーム
レートよりも、第２の変更フレームレートの変更後の第４の変更フレームレートが低くな
るように、フレームレートを制御する。ただし、第１の初期フレームレートは第２の初期
フレームレートより高い。このようにすることで、現在のフレームレートが、複数の受信
装置間で同じ場合は、よりユーザの要求に近いフレームレートに制御することができる。
【００４９】
　また、送信中の動画データの解像度に基づいて、フレームレートを制御するようにして
も良い。例えば、図３に示したような例において、第１の受信装置３０１へ送信している
動画データの解像度がＱｕａｄ－ＶＧＡ（１２８０ｘ９６０ピクセル）の場合は、１５ｆ
ｐｓよりもさらにフレームレートが下がるようにしても良い。そして、第２の受信装置３
０２へ送信される動画データ（ＶＧＡサイズ）のフレームレートは、１５ｆｐｓよりも高
くすることができる。このようにすることで、特定の動画データの品質が低くなりすぎて
しまう可能性を低減できる。解像度を用いたフレームレートの制御の詳細は、第２の実施
形態で述べる。
【００５０】
　＜第２の実施形態＞
　次に第２の実施形態について、第１の実施形態との差異を中心に説明する。
　本実施形態では、送信する動画データの解像度が異なる場合の実施形態について説明す
る。
【００５１】
　図５は、第２の実施形態の送信装置５００の機能構成例を示すブロック図である。図５
に示すように、本実施形態の送信装置５００は、第１の動画符号化部５０１、第２の動画
符号化部５０２、第１のパケット生成部５０３、第２のパケット生成部５０４を備える。
同図において、図１と同じ部分には同じ番号を付与している。
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【００５２】
　第１の動画符号化部５０１は、映像入力装置１０１から入力された動画データを、Ｑｕ
ａｄ－ＶＧＡ（１２８０ｘ９６０ピクセル）のＭｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧ方式により圧縮符
号化する。第１の動画符号化部５０１は、圧縮符号化した動画データをフレーム単位で第
１のパケット生成部５０３へ入力する。
【００５３】
　また第２の動画符号化部５０２は、映像入力装置１０１から入力された動画データを、
ＶＧＡ（６４０ｘ４８０ピクセル）のＭｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧ方式により圧縮符号化する
。第２の動画符号化部５０２は、圧縮符号化した動画データをフレーム単位で第２のパケ
ット生成部５０４へ入力する。
【００５４】
　第１のパケット生成部５０３と第２のパケット生成部５０４は、第１の動画符号化部５
０１及び第２の動画符号化部５０２から各々入力された動画データをパケット化し、バッ
ファ１０６へ記憶させる。本実施形態の第１のパケット生成部５０３と第２のパケット生
成部５０４は、第１の実施形態のパケット生成部１０４と同様に、ＲＴＰペイロードフォ
ーマットを規定しているＩＥＴＦ　ＲＦＣ２４３５に従って符号化動画データをパケット
化するものとする。
【００５５】
　次に、本実施形態の送信装置１００によるフレームレート制御処理の詳細について、図
６を用いて説明する。図６は、本実施形態の送信装置５００におけるフレームレート制御
処理を説明するためのフローチャートである。なお、本形態の送信装置５００は、複数の
異なるフレームレートで動画データを送信する送信装置である。また、本形態の送信装置
５００は、図６の処理を実行するためのプログラムをＣＰＵが読み出して実行することに
より、図６の処理を実現する。
【００５６】
　ただし、図６の処理の少なくとも一部を専用のハードウェアで行うようにすることも可
能である。また、本形態の送信装置５００は、受信装置に対して動画データの送信を開始
するタイミングで図６の処理を開始する。なお、本形態では、第１の受信装置に対してＱ
ｕａｄ－ＶＧＡの動画データを送信し、第２の受信装置に対してＶＧＡの動画データを送
信しているものとする。
【００５７】
　まず負荷取得部１０５は、送信装置５００の現在の状態情報を取得する（Ｓ６０１）。
状態情報は、第１の実施形態と同様に、送信装置１００の処理負荷や、バッファ１０６に
記憶されている送信待ちの動画データのデータ量やフレーム数に関する情報である。なお
、以下では、状態情報として、送信装置１００の処理負荷を用いる例を中心に説明する。
【００５８】
　フレームレート制御部１０３は、各受信装置に送信する動画データの解像度とフレーム
レートの値を取得する（Ｓ６０２）。本実施形態では、第１の受信装置へＱｕａｄ－ＶＧ
Ａの動画データを送信し、第２の受信装置へＶＧＡの動画データを送信している。また、
フレームレートの取得方法については第１の実施形態と同様である。
【００５９】
　Ｓ６０３～Ｓ６０５、Ｓ６０７の処理は、第１の実施形態のＳ２０３～ステップＳ２０
５、Ｓ２０７の処理に対応する。
　Ｓ６０２で取得された現在のフレームレートが閾値以上であるとＳ６０４で判定された
場合、フレームレート制御部１０３は、当該フレームレートで送信している動画データの
解像度がＱｕａｄ－ＶＧＡであるか否かを判定する（Ｓ６０６）。解像度がＱｕａｄ－Ｖ
ＧＡであると判定された場合、Ｓ６０８へ進み、解像度がＱｕａｄ－ＶＧＡでない（ＶＧ
Ａである）と判定された場合、Ｓ６０９へ進む。
　Ｓ６０６で解像度がＱｕａｄ－ＶＧＡと判定された場合、フレームレート制御部１０３
は、Ｑｕａｄ－ＶＧＡの動画データのフレームレートを下げる（Ｓ６０８）。すなわち、
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本形態のフレームレート制御部１０３は、送信装置５００の処理負荷が閾値以上となった
場合、所定解像度（Ｑｕａｄ－ＶＧＡ）以上の動画データのフレームレートを下げる。一
方、フレームレート制御部１０３は、処理負荷が閾値以上となっても、所定解像度未満（
ＶＧＡ）の動画データのフレームレートを下げない。所定解像度の例は、Ｑｕａｄ－ＶＧ
Ａに限らない。
【００６０】
　なお、本形態の第１の動画符号化部５０１は、Ｓ６０８でフレームレートを下げても、
フレームレートを下げる前と同じフレームレートで動画データの符号化を行い、第１のパ
ケット生成部５０３は、下げられたフレームレートで動画パケットの生成を行う。本形態
の第１の動画符号化部５０１と第２の動画符号化部５０２は、専用のハードウェアで動画
の符号化処理を行う。
【００６１】
　フレームレート制御部１０３は、送信中のすべての動画データについて、Ｓ６０２から
Ｓ６０８の処理を完了したか判定し（Ｓ６０９）、完了していないと判定された場合はＳ
６０２に戻る。
【００６２】
　一方、Ｓ６０９ですべての動画データについての処理が完了したと判定された場合、図
６の処理を終了する。本形態では、図６の処理を終了後、所定時間が経過すると、再び図
６の処理が開始される。ただし、所定時間経過後に限らず、例えば、エラーパケットの増
加や、新規の動画データの送信開始や、既存の動画データの送信終了に応じて、図６の処
理を開始するようにしても良い。
【００６３】
　以上のように、送信装置５００のフレームレート制御部１０３は、送信装置５００の処
理負荷に応じて、所定解像度以上の動画データのフレームレートを下げる。このようにす
ることで、フレームレートの制御により、特定の動画データの品質が過度に下がりすぎて
しまう可能性を低減できる。
【００６４】
　なお、本形態では、送信装置５００の処理負荷が所定値以上になると、所定解像度以上
の動画データのフレームレートを下げ、所定解像度以下の動画データのフレームレートを
下げない例について説明したが、この形態に限らない。例えば、送信中の動画データの解
像度に応じて、フレームレートの低減量を決定するようにしても良い。
【００６５】
　例えば、第１の受信装置にＱｕａｄ－ＶＧＡの動画データを３０ｆｐｓで送信し、第２
の受信装置にＶＧＡの動画データを３０ｆｐｓで送信しているときに、送信装置５００の
処理負荷が閾値以上になった場合、以下のようにフレームレートを制御できる。すなわち
送信装置５００は、第１の受信装置へ送信する動画データのフレームレートを１５ｆｐｓ
に下げ、その後の処理負荷に応じて、第２の受信装置へ送信する動画データのフレームレ
ートを２０ｆｐｓに下げることができる。なお、処理負荷の代わりに、ほかの状態情報（
例えばバッファ１０６に記憶されている送信待ち動画データのフレーム数やデータ量）を
用いても良い。
【００６６】
　このように、解像度が高い動画データほど、より大きい割合でフレームレートが下がる
ように、フレームレートを制御することで、特定の動画データの品質が下がりすぎてしま
う可能性を低減できる。
【００６７】
　上記の実施形態では、送信装置１００が動画データの符号化処理を行う機能を有してい
たが、動画符号化部１０２と送信装置１００が別々の装置であっても良い。
【００６８】
　また、前述の実施形態では、データ転送プロトコルとしてＲＴＰを用いたが、データ転
送プロトコルとしてはＲＴＰに限らずＯＳＩ参照モデルの同一レイヤーの他のプロトコル
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または別レイヤーの他のプロトコルを用いる事が可能である。
【００６９】
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体（記憶媒体）等としての実施態様をとることが可能である。
【００７０】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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