
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データ配信装置から無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデータを送信する通
信システムにおいて、
前記無線通信端末は、
前記データ配信装置がコンテンツデータを符号化する符号化レートを決定するために必要
な情報を送信するレート情報送信手段を備え、
前記データ配信装置は、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得手段と、
前記無線通信端末から送信された前記情報を受信する受信手段と、
前記情報に基づいてデータ配信装置から前記コンテンツデータを符号化する符号化レート
を決定する符号化レート決定手段と、
前記符号化レート決定手段によって決定された符号化レートに基づいてソースデータを選
択するソースデータ選択手段と、
前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランスコード手段と、
前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備えることを特徴とす
る通信システム。
【請求項２】
データ配信装置から無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデータを送信する通
信システムにおいて、
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前記無線通信端末は、
前記データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化する符号化レートを決定する符号化
レート決定手段と、
前記符号化レートの情報をデータ配信装置に送信するレート情報送信手段と、を備え、
前記データ配信装置は、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得手段と、
前記符号化レート決定手段によって決定された符号化レートに基づいて、ソースデータを
選択するソースデータ選択手段と、
前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランスコード手段と、
前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備えることを特徴とす
る通信システム。
【請求項３】
データ配信装置から送信されたコンテンツデータを無線通信回線を介して受信する無線通
信端末において、
前記データ配信装置がコンテンツデータを符号化する符号化レートを決定するために必要
な情報を送信する送信手段と、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータのうち、前記情報に基づいて決定さ
れた符号化レートに基づいて選択されたソースデータを、前記決定された符号化レートで
再符号化され送信されたコンテンツデータを受信する受信手段と、を備えることを特徴と
する無線通信端末。
【請求項４】
データ配信装置から送信されたコンテンツデータを無線通信回線を介して受信する無線通
信端末において、
前記データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化する符号化レートを決定する符号化
レート決定手段と、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータをのうち、前記決定した符号化レー
トに基づいて選択されたソースデータを、前記決定された符号化レートで再符号化され送
信されたコンテンツデータを受信する受信手段と、を備えることを特徴とする無線通信端
末。
【請求項５】
コンテンツデータを無線通信端末に無線通信回線を介して送信するデータ配信装置におい
て、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得手段と、
前記コンテンツデータの符号化レートを決定するために必要な情報を前記無線通信端末か
ら受信する受信手段と、
データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化する符号化レートを、前記情報に基づい
て決定する符号化レート決定手段と、
前記符号化レート決定手段によって決定された符号化レートに基づいてソースデータを選
択するソースデータ選択手段と、
前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランスコード手段と、
前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備えることを特徴とす
るデータ配信装置。
【請求項６】
コンテンツデータを無線通信端末に無線通信回線を介して送信するデータ配信装置におい
て、
複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得手段と、前記無線通
信端末において決定された符号化レートに基づいてソースデータを選択するソースデータ
選択手段と、
前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランスコード手段と、
前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備えることを特徴とす
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るデータ配信装置。
【請求項７】
データ配信装置から前記無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデータを送信す
る通信方法において、
前記無線通信端末は、前記データ配信装置がコンテンツデータを符号化する符号化レート
を決定するために必要な情報を前記データ配信装置に送信し、
前記データ配信装置は、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得可能
であって、前記無線通信端末から送信された前記情報を受信し、データ配信装置が前記コ
ンテンツデータを符号化する符号化レートを前記情報に基づいて決定し、前記決定された
符号化レートに基づいてソースデータを選択し、前記選択されたソースデータを前記符号
化レートで再符号化してコンテンツデータを送信することを特徴とする通信方法。
【請求項８】
データ配信装置から前記無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデータを送信す
る通信方法において、
前記無線通信端末は、前記データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化する符号化レ
ートを決定し、
前記データ配信装置は、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得可能
であって、前記決定された符号化レートに基づいてソースデータを選択し、前記選択され
たソースデータを前記符号化レートで再符号化してコンテンツデータを送信することを特
徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、データ通信を行う通信システムに関し、特に無線区間の伝送レートを変化させ
ることができる通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、移動通信網でも通信回線の伝送容量が増大し、また携帯電話機等の移動体端末装置
も高機能化して、従来の音声通話サービスに加えてデータや画像、さらには動画像データ
の送受信を行えるものが登場し、携帯電話のサービスにおいても動画像データのダウンロ
ードサービスやストリーミングサービスが提供され始めている。このようなサービスの多
様化に伴い、移動体通信網では、下り回線においてより大量のデータを送信することが要
求されるようになってきている。そして、このようなニーズに対応するため、基地局から
通信端末への下り回線の伝送効率を高めた１ｘＥＶ－ＤＯ（ 1x Evolution Data Only）シ
ステムを使用した高速パケット通信ネットワークが提案されている。
【０００３】
この１ｘＥＶ－ＤＯシステムでは、測定した回線品質において最も効率良く高速パケット
通信を行うことができる通信モードを選択し、３８．４ｋｂｐｓ～２．４Ｍｂｐｓのデー
タレートでデータ通信が可能となっている。基地局は、各通信端末における回線品質に応
じて送信スロットの割り当てを決めるスケジューリングを行う。基地局はシステム全体と
しての伝送効率の向上を考慮して、通信可能な伝送レートが高い無線通信端末に優先的に
通信リソースを割り当てて、システム全体としてデータの伝送効率を高めている。
【０００４】
動画像データの配信方法としてストリーミング技術を用いた方法があり、ストリーミング
中のデータ再生のリアルタイム性を確保するため、データ転送プロトコルとしてＲＦＣ１
８８９で規定されるＲＴＰ（ Realtime Transport Protcol）とその制御プロトコルである
ＲＴＣＰ（ RTP Control Protcol）が使用される。ストリーミングサーバではこのＲＴＣ
Ｐ情報を使用することによりクライアント側の受信レートの予測が可能となり、これを用
いてサーバの送信レートを制御する可変レート制御方法によるストリーミングが行われる
。そして、情報を送信する際、受信側端末からのＲＴＣＰデータに基づいて、送信レート
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を徐々に上げるように送信レートを制御する技術が知られている。
【０００５】
１ｘＥＶ－ＤＯシステムのような伝送レートの変動幅が大きい通信システムにおいてスト
リーミングデータを伝送する際には、伝送レートの変動に合わせて符号化レートを変更し
ながらデータの配信を行う可変レート型のストリーミングが有効である。これは無線区間
の実効レートの低下に対しては符号化レートを下げて基地局でのバッファリングによる遅
延やデータの廃棄を回避し、無線区間の実効レートの上昇に対しては可能な限り符号化レ
ートを上げ、画質のよい画像を提供しようとするものである。可変レートを実現する方法
として、同一の映像ソースを用いて符号化レートを変更して再符号化するトランスコーデ
ィング方式と、異なるビットレートの映像ソースを選択して送信するファイル切替方式が
提案されている。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－１３５７８３号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、１ｘＥＶ－ＤＯシステムのようなベストエフォート型の高速無線パケット
通信ネットワークでは、無線通信の特性上、ビットエラー率やパケットロス率、遅延時間
などが有線ネットワークと比較して大きく、そのデータ伝送帯域幅も急激に変動するとい
う問題を有している。特にデータの連続性やリアルタイム性が要求される動画像のストリ
ーミングサービスにおいては、伝送帯域の変動幅や遅延時間の大きさがサービス上大きな
問題となる。
【０００８】
また、前述したトランスコーディング技術では復号処理と符号化処理を行う必要があるた
め、トランスコーダの負荷が大きく、サーバでの変換処理の負荷が大きくなる。特に帯域
変動の幅が大きな１ｘＥＶ－ＤＯシステムでは変換する符号化レートの差が大きくなるた
めに変換処理の効率も悪くなってしまうという問題がある。例えば、ソースデータが２．
４Ｍｂｐｓのストリームデータだけであると、これをもとに１．０Ｍｂｐｓのストリーム
データを作る場合も、６４ｋｂｐｓのストリームデータを作る場合も、いずれも２．４Ｍ
ｂｐｓのストリームデータを一旦デコードする必要がある。特に１００ｋｂｐｓ以下のレ
ートまで下げる場合には、上述の方法だけでは十分な画質が得られないために符号化前に
画像サイズの変更処理も必要となってくる。このような場合、１枚の画像の変換に時間が
かかって変換後のストリームデータの所望のフレームレートが得られず、動画像の品質が
劣化してしまうという問題がある。
【０００９】
一方、ファイル切替方式では、予め符号化レートが異なる複数のストリームファイルを用
意し、送信中のレート変更に応じてこれらのストリームファイルから１つを選択して送信
することによって可変レート制御を実現している。このようにファイル切替え型のレート
制御では、各符号化レートに対応したストリームファイルを用意することで１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ網の広い帯域に対応できるが、ファイル数が少ないと細かいレート制御ができず、ファ
イル数が多いとサーバの記憶領域を圧迫するという問題がある。
【００１０】
本発明は、伝送レートの変動が大きい通信システムでストリーミングデータを送信する際
に最適なビットレートでデータを送信することができる通信システムを提供することを目
的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
第１の発明は、データ配信装置から無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデー
タを送信する通信システムにおいて、前記無線通信端末は、前記データ配信装置がコンテ
ンツデータを符号化する符号化レートを決定するために必要な情報を送信するレート情報
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送信手段を備え、前記データ配信装置は、複数のレートで符号化されたコンテンツソース
データを取得する取得手段と、前記無線通信端末から送信された前記情報を受信する受信
手段と、前記情報に基づいてデータ配信装置から前記コンテンツデータを符号化する符号
化レートを決定する符号化レート決定手段と、前記符号化レート決定手段によって決定さ
れた符号化レートに基づいてソースデータを選択するソースデータ選択手段と、前記選択
されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランスコード手段と、前記再符
号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備える。
【００１２】
第２の発明は、データ配信装置から無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツデー
タを送信する通信システムにおいて、前記無線通信端末は、前記データ配信装置が前記コ
ンテンツデータを符号化する符号化レートを決定する符号化レート決定手段と、前記符号
化レートの情報をデータ配信装置に送信するレート情報送信手段と、を備え、前記データ
配信装置は、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得手段と
、前記符号化レート決定手段によって決定された符号化レートに基づいて、ソースデータ
を選択するソースデータ選択手段と、前記選択されたソースデータを前記符号化レートで
再符号化するトランスコード手段と、前記再符号化されたソースデータを送信するデータ
送信手段と、を備える。
【００１３】
第３の発明は、データ配信装置から送信されたコンテンツデータを無線通信回線を介して
受信する無線通信端末において、前記データ配信装置がコンテンツデータを符号化する符
号化レートを決定するために必要な情報を送信する送信手段と、複数のレートで符号化さ
れたコンテンツソースデータのうち、前記情報に基づいて決定された符号化レートに基づ
いて選択されたソースデータを、前記決定された符号化レートで再符号化され送信された
コンテンツデータを受信する受信手段と、を備える。
【００１４】
第４の発明は、データ配信装置から送信されたコンテンツデータを無線通信回線を介して
受信する無線通信端末において、前記データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化す
る符号化レートを決定する符号化レート決定手段と、複数のレートで符号化されたコンテ
ンツソースデータをのうち、前記決定した符号化レートに基づいて選択されたソースデー
タを、前記決定された符号化レートで再符号化され送信されたコンテンツデータを受信す
る受信手段と、を備える。
【００１５】
第５の発明は、コンテンツデータを無線通信端末に無線通信回線を介して送信するデータ
配信装置において、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得
手段と、前記コンテンツデータの符号化レートを決定するために必要な情報を前記無線通
信端末から受信する受信手段と、データ配信装置が前記コンテンツデータを符号化する符
号化レートを、前記情報に基づいて決定する符号化レート決定手段と、前記符号化レート
決定手段によって決定された符号化レートに基づいてソースデータを選択するソースデー
タ選択手段と、前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符号化するトランス
コード手段と、前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信手段と、を備える
。
【００１６】
第６の発明は、コンテンツデータを無線通信端末に無線通信回線を介して送信するデータ
配信装置において、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータを取得する取得
手段と、前記無線通信端末において決定された符号化レートに基づいてソースデータを選
択するソースデータ選択手段と、前記選択されたソースデータを前記符号化レートで再符
号化するトランスコード手段と、前記再符号化されたソースデータを送信するデータ送信
手段と、を備える。
【００１７】
第７の発明は、データ配信装置から前記無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツ
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データを送信する通信方法において、前記無線通信端末は、前記データ配信装置がコンテ
ンツデータを符号化する符号化レートを決定するために必要な情報を前記データ配信装置
に送信し、前記データ配信装置は、複数のレートで符号化されたコンテンツソースデータ
を取得可能であって、前記無線通信端末から送信された前記情報を受信し、データ配信装
置が前記コンテンツデータを符号化する符号化レートを前記情報に基づいて決定し、前記
決定された符号化レートに基づいてソースデータを選択し、前記選択されたソースデータ
を前記符号化レートで再符号化してコンテンツデータを送信することを特徴とする。
【００１８】
第８の発明は、データ配信装置から前記無線通信端末に無線通信回線を介してコンテンツ
データを送信する通信方法において、前記無線通信端末は、前記データ配信装置が前記コ
ンテンツデータを符号化する符号化レートを決定し、前記データ配信装置は、複数のレー
トで符号化されたコンテンツソースデータを取得可能であって、前記決定された符号化レ
ートに基づいてソースデータを選択し、前記選択されたソースデータを前記符号化レート
で再符号化してコンテンツデータを送信することを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
図１は、本発明の実施の形態の無線通信システムの構成図である。
【００２１】
クライアント端末１０は、無線基地局３０及びネットワーク（ＩＰネットワーク等）４０
を介して、リアルタイム性を持ったコンテンツデータ（動画像、静止画、音楽、音声、字
幕等）を送信するデータ配信装置（ストリーミングサーバ２０）に接続されている。
【００２２】
クライアント端末１０は、データ通信に対応する携帯電話機や、ＰＤＡ（ Personal Digit
al Assistants）や、無線機を内蔵したデータ通信カードが付加されたコンピュータ装置
等の無線通信端末である。
【００２３】
クライアント端末１０と無線基地局３０との間は、１ｘＥＶ－ＤＯ網（ 1x Evolution Dat
a Only網）で接続されている。この１ｘＥＶ－ＤＯ網は、クライアント端末１０から送信
された無線通信回線の品質情報（ＤＲＣ情報）及び接続されているクライアント端末１０
の数に基づいて、各クライアント端末１０に割り当てるデータ通信の帯域幅を決定し、各
クライアント端末１０に対する無線通信回線の伝送レートを決定する。
【００２４】
ここで、１ｘＥＶ－ＤＯシステムにおける無線基地局３０とクライアント端末１０との間
で行われる高速パケット通信について説明する。
【００２５】
１ｘＥＶ－ＤＯシステムにおいて用いられるパケットは、各ユーザ宛てのデータが時分割
多重されたデータ部の先頭に、パイロット信号や制御情報を含むヘッダが付加されて構成
される。制御情報には各通信端末への通信リソースの割り当てを示す割り当て情報が含ま
れる。
【００２６】
まず、無線基地局３０は、自局のカバーエリアに収容されているクライアント端末１０に
前記パイロット信号を含むパケットを送信する。各クライアント端末１０は、受信信号に
含まれるパイロット信号に基づいて下り回線の回線品質（例えば、希望波対干渉波比（Ｃ
ＩＲ））を測定する。各クライアント端末１０には、下り回線の回線品質とその回線品質
でパケットを伝送する際に最適な通信モードとの対応関係を示すテーブルが記憶されてお
り、各クライアント端末１０は、このテーブルを参照して、測定した回線品質において最
も効率良く高速パケット通信を行うことができる通信モードを選択する。通信モードとは
、送信データに割り当てられるスロット長、送信データの符号化率、変調方式、拡散率を
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組み合わせた複数のモードが用意されている。そして、通信モードを選択することで、３
８．４ｋｂｐｓ～２．４Ｍｂｐｓの広い帯域幅のデータレートでの高速データ通信が可能
となっている。各クライアント端末１０は、選択した通信モードを示す信号（ＤＲＣ信号
）を無線基地局３０に送信する。また無線基地局３０に接続された他のクライアント端末
１０も、同様にしてＤＲＣ信号を無線基地局３０に送信する。
【００２７】
無線基地局３０は、各クライアント端末１０から送信されたＤＲＣ信号に基づいて、回線
品質の良好なクライアント端末１０から優先的に通信リソースを割り当てるスケジューリ
ングを行う。これにより、回線品質の良いクライアント端末１０には、伝送レートを高く
してデータを送信するので通信の所要時間を短縮することができ、回線品質の悪いクライ
アント端末１０には伝送レートを低くしてデータを送信するので誤り耐性を高めることが
できる。
【００２８】
無線基地局３０は、通信リソースの割り当てに従って、送信データに対するスロットを割
り当て、符号化処理、変調処理、拡散処理等を施し、各クライアント端末１０宛ての送信
データを時分割多重して送信フレームを構成し、その送信フレームを各クライアント端末
１０に送信する。この際、送信フレームの先頭のヘッダには、各クラインアント端末１０
への通信リソースの割り当てを示す制御情報（割り当て情報）が挿入される。クライアン
ト端末１０は、割り当て情報を参照することにより、通信モードを知って、自局宛てのデ
ータを復調することができる。
【００２９】
このように、従来の１ｘＥＶ－ＤＯシステムでは、回線品質がよい通信端末から優先的に
通信リソースを割り当てることにより、システム全体としてデータの伝送効率を高めてい
る。
【００３０】
図２は、本発明の実施の形態の無線通信システムを構成する各装置のブロック図である。
【００３１】
クライアント端末１０は、無線基地局３０からの電波（下りの信号）を受信し、無線基地
局３０に対し電波（上りの信号）を送信するアンテナ１１を有し、該アンテナ１１は無線
部１２に接続されている。無線部１２は送信部及び受信部によって構成され、送信部はア
ンテナ１１から送信する高周波信号を生成し、受信部はアンテナ１１で受信した高周波信
号に増幅、周波数変換等をして、ベースバンド信号として送受信部１３に出力する。
【００３２】
送受信部１３は変復調回路及びＣＯＤＥＣ部を含んで構成されており、変復調回路によっ
てベースバンド信号を復調する。復調された信号はＣＯＤＥＣ部に送られ、ＣＯＤＥＣ部
にてデータ信号に復号される。また、ＣＯＤＥＣ部はデータ信号を符号化し、符号化され
た信号は送受信部１３に送られ、変調される。変調された信号は、送信部にて高周波信号
に変換され、アンテナ１１から送信される。
【００３３】
送受信部１３には、受信バッファ１４が接続されており、クライアント端末１０が受信し
たストリーミングデータを一時的に記憶して、短時間の伝送レートの低下、回線の切断等
があっても、ストリーミングデータが途切れることなく再生されるようにしている。受信
バッファ１４から読み出されたデータは、復号部１５に送られ、ＭＰＥＧ等の動画像ファ
イルとして符号化されたデータを映像信号に復号する。そして、復号された映像データは
表示部１６に表示され、動画像データが再生される。
【００３４】
制御部１７は、無線部１２、送受信部１３、受信バッファ１４、復号部１５等のクライア
ント端末１０の各部を制御する。具体的には、無線部１２に対してチャネルを指定して送
受信周波数や、送受信タイミングを制御する。また、所定の通信プロトコルに従って、ク
ライアント端末１０と無線基地局３０との間の無線通信回線の設定、解放、位置登録等の
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各種制御信号を生成し、これらの信号の送受信を制御する。
【００３５】
さらに、本発明の実施の形態では、無線通信網は１ｘＥＶ－ＤＯ網なので、クライアント
端末１０は、無線基地局３０から送信された信号（例えば、パイロット信号、制御パケッ
ト等）を受信して求めたＣＩＲに基づいて、効率よくデータ通信を行うことができるもの
として選択された通信モードを示す信号であるＤＲＣ情報を無線通信回線品質情報として
無線基地局３０に対して送信する。つまり、制御部１７は受信信号から求めたＣＩＲを取
得して、予め記憶された変換テーブルを参照して、伝送レートを決定する。そして決定さ
れた伝送レートに基づいてＤＲＣ情報を生成して、無線部１２に送る。このように、無線
部１２等によって無線通信回線の品質を検出する検出手段が構成される。また、制御部１
７及び無線部１２等によって、検出手段が検出した回線品質の情報をストリーミングサー
バ２０に送信する回線品質情報送信手段が構成される。
【００３６】
また、制御部１７は、ストリーミングサーバ２０から送信されたデータのパケットを監視
しており、ストリーミング中に受信レートの変化状況を取得する。すなわち、パケットロ
ス率、ロスパケット数、受信したパケットのシーケンス番号の最大値、到着間隔ジッタ等
を含む受信レポート（ＲＲ）を、データの受信状況情報（フィードバック情報）としてス
トリーミングサーバ２０に送信する。このように、制御部１７等によってデータの受信状
況を検出する検出手段が構成される。また、制御部１７及び無線部１２等によって、スト
リーミングサーバ２０から送信されたデータの受信状況情報をストリーミングサーバ２０
に送信する受信状況情報送信手段が構成される。
【００３７】
また受信バッファ１４のバッファ占有量情報をフィードバック情報として送信するように
構成してもよい。
【００３８】
制御部１７は、復号部１５に対して、復号のための情報を指示する。
【００３９】
無線基地局３０は、無線部に接続されたアンテナ３１を有しており、クライアント端末１
０からの電波（上りの信号）を受信し、クライアント端末１０に対し電波（下りの信号）
を送信する。無線部は送信部及び受信部によって構成され、送信部はアンテナ３１から送
信する高周波信号を生成し、受信部はアンテナ３１で受信した高周波信号に増幅、周波数
変換等をして、ベースバンド信号として送受信部に出力する。
【００４０】
送受信部は変復調回路及びＣＯＤＥＣ部を含んで構成されており、変復調回路によってベ
ースバンド信号を復調する。復調された信号は、ＣＯＤＥＣ部に送られ、ＣＯＤＥＣ部に
てデータ信号に復号される。ＣＯＤＥＣ部はデータ信号を符号化し、符号化された信号は
送受信部に送られ、変調される。変調された信号は、送信部にて高周波信号に変換され、
アンテナ３１から送信される。
【００４１】
送受信部にはインターフェース部が接続されており、無線基地局３０は、該インターフェ
ース部を介してインターネット等のネットワーク（ＩＰネットワークなど）４０に接続さ
れている。
【００４２】
また、無線基地局３０は、無線基地局３０の各部（無線部、送受信部、インターフェース
部等）を制御する制御部を備える。具体的には、この制御部は、無線部に対してチャネル
を指定して送受信周波数や、送受信タイミングを制御する。また、クライアント端末１０
からの接続要求に対して、その接続の許否及びクライアント端末１０の接続数を制御する
。
【００４３】
さらに、本発明の実施の形態では、無線通信網は１ｘＥＶ－ＤＯ網なので、クライアント
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端末１０から送信された無線通信回線の品質情報及び接続されているクライアント端末数
に基づいて、各クライアント端末１０に割り当てるデータ通信の帯域幅を決定し、各クラ
イアント端末１０に対する無線通信回線の伝送レートを決定する。
【００４４】
すなわち、無線基地局３０の制御部及び無線部等によって、クライアント端末１０から送
信された無線通信回線品質情報（ＤＲＣ情報）及び受信状況情報（受信レポート：ＲＲ）
を受信する回線品質情報受信手段が構成され、制御部等によって、無線通信回線のデータ
伝送レートを決定する伝送レート決定手段が構成されている。
【００４５】
データ配信装置は、動画像データを無線通信端末に送信（配信）する装置であり、動画像
データを記憶している。データ配信装置はサービス提供側の装置であって、例えば、サー
バ等のコンピュータ装置であり、本実施の形態ではサーバとして説明する。なお、動画像
データ等のコンテンツを記憶している記憶装置はサーバ内に設けられていてもサーバ外に
設けられていてもよい。
【００４６】
ストリーミングサーバ２０は、クライアント端末１０にデータを送信するコンピュータ装
置である。ストリーミングサーバ２０は、ソースとなる複数のストリームデータを格納す
るストリームデータ格納部（ストレージ装置、ハードディスク等の記憶装置）に映像ソー
ス２１ａ～２１ｅを記憶している。この映像ソースは、１ｘＥＶ－ＤＯ網の広い帯域を複
数のレベルに分け、そのレベル毎に設定したビットレートで符号化されたストリームデー
タを格納する。本実施の形態では、３８．４ｋｂｐｓ～２．４Ｍｂｐｓの範囲を５つのレ
ベルに分け、ビットレートを高いほうから２．４Ｍｂｐｓ、１．２Ｍｂｐｓ、６００ｋｂ
ｐｓ、３００ｋｂｐｓ、１００ｋｂｐｓに設定して符号化した複数のストリームファイル
を用意する。
【００４７】
ストリームデータ選択部２６は、レート予測部２４で予測した無線区間の実効レートに合
わせて、ストリームデータ格納部から適切なビットレートの映像ソース２１ａ～２１ｅを
選択する。例えば、予測レートが４００ｋｂｐｓであれば６００ｋｂｐｓのストリームデ
ータを選択し、予測レートが１００ｋｂｐｓ以下であれば１００ｋｂｐｓのストリームデ
ータを選択する。そして、該映像ソースを記憶装置から読み出して、トランスコーディン
グ部２２に送る。
【００４８】
トランスコーディング部２２では、読み出した映像ソースを、読み出した映像データと異
なるビットレートでＭＰＥＧ等の動画像符号化規格に基づいて再符号化して、送信部２３
に送る。すなわち、トランスコーディング部２２では、ストリームデータ選択部２６で選
択されたストリームデータ（映像ソース）からビットストリームを読み出し、予測レート
に合わせた符号化レートでの再符号化（トランスコーディング）を行い、レートを変更す
る。
【００４９】
具体的には、トランスコーディング部２２では、例えば、ＭＰＥＧ－１やＭＰＥＧ－２な
どのデータ形式で保存されている動画コンテンツを一旦画像データに復号した後、別の符
号化方式（例えば、ＭＰＥＧ－４）や別の画像フォーマット、符号化レートで再符号化す
る。再符号化の際に必要なビットレートを得るために処理するフレームを間引いてフレー
ムレートを変更したり、再符号化の際に量子化係数を変更して圧縮率を上げたり、送信す
るＤＣＴ係数の数を減らしてデータ量の削減を行っている。この技術により１つの画像ソ
ースから無線区間のレート変動に合わせて複数レートのストリームデータを送信すること
が可能となる。
【００５０】
送信部２３は、ストリームデータを通信プロトコルに基づいてセグメント化しデータをパ
ケットとしてネットワーク（ＩＰネットワークなど）４０に送信する。
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【００５１】
レート予測部２４は、ストリーミングサーバ２０が符号化するデータの符号化レートを予
測して、データの符号化レートを決定する。すなわち、本発明では、クライアント端末１
０は、ストリーミングサーバ２０から送信されたデータの受信状況情報として、パケット
ロス率、ロスパケット数、受信したパケットのシーケンス番号の最大値、到着間隔ジッタ
等を含む受信レポートをストリーミングサーバ２０に送信する。また、クライアント端末
１０は、クライアント端末１０と無線基地局３０との間の無線通信回線の品質情報として
ＤＲＣ情報をストリーミングサーバ２０に送信する。そして、ストリーミングサーバ２０
は、受信したフィードバック情報（受信レポート（受信状況情報）及びＤＲＣ情報（回線
品質情報））に基づいて、無線区間の実効レートを予測して、ストリーミングサーバ２０
が符号化するデータの符号化レートを決定する。
【００５２】
この実効レートの予測は、クライアント端末１０から最近受信したフィードバック情報の
みを使用してもよいし、過去に受信したフィードバック情報や該フィードバック情報から
予測レートを記憶しておき、その変動から伝送時間を加味した将来のレートを予測するよ
うに構成してもよい。また、様々な情報を用いた他の公知の予測方法も取りうる。また、
レート予測の間隔や符号化レートの切替え間隔についても特に限定はしない。ただしスト
リームデータの切替えはストリームデータ内のＩフレーム（Ｉ－ＶＯＰ）の開始時点にす
ることが望ましい。
【００５３】
制御部２５は、トランスコーディング部２２、送信部２３等のストリーミングサーバ２０
の各部を制御する。具体的には、レート予測部２４からデータ符号化レートを取得し、デ
ータ符号化レートに適合した符号化方法、符号化のための情報（例えば、ＤＣＴ係数、量
子化係数等）をトランスコーディング部２２に指示する。また、送信部２３から送信され
るパケット数を制御する。
【００５４】
このように、本発明の実施の形態のストリーミングサーバ２０では、ストリームデータ選
択部２６とトランスコーディング部２２とによって、ファイル切替方式とトランスコーデ
ィング方式とを組み合わせて用いている。そして、１ｘＥＶ－ＤＯ網の広い帯域（３８．
４ｋｂｐｓ～２．４Ｍｂｐｓ）を複数のレベルに分け、そのレベル毎にソースとなるビッ
トストリームデータ（映像ソース２１ａ～２１ｅ）を記憶して、ストリームデータ選択部
２６はクライアントからのフィードバック情報をもとに送信するストリームデータを選択
し、ファイルを切り替える。さらに送信部２３との間に設けられたトランスコーディング
部２２がフィードバック情報に基づいて予測したレートでトランスコーディングをするこ
とによって、ファイルを切り替えた後の実効レートとの差を調整する。また、実効レート
の変動幅が小さい場合はトランスコーディングのみでレート制御を行うように制御する。
【００５５】
このように構成することでソースとなるストリームデータから実際に送信するストリーム
データに変換する際のビットレートの変更幅が小さくなり、ソースデータからの画質の劣
化が少なくなるとともに、変換処理にかかる時間も短縮できる。
【００５６】
なお、以上説明した実施の形態では、ストリーミングサーバ２０がストリーミングデータ
を符号化するレートをストリーミングサーバ２０で算出したが、クライアント端末１０で
、ストリーミングサーバ２０がストリーミングデータを符号化するレートを算出して、ク
ライアント端末１０からストリーミングサーバ２０に通知するように構成してもよい。
【００５７】
図３は、本発明の実施の形態のストリーミングサーバ２０の送信処理を説明するフローチ
ャートである。
【００５８】
本フローチャートでは、ストリーミングサーバ２０は、ストリーミングデータの配信開始
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時には設定可能な最も低いレートからデータの配信を開始し、その後フィードバック情報
（受信レポート）を使って実効レートを予測して符号化レートを制御する。
【００５９】
トランスコーディング部２２は、ビットストリーム中のスタートコードを検出する（Ｓ１
）。
【００６０】
そして、スタートコードがシーケンスエンドコードであるか否かを判定する（Ｓ２）。ス
タートコードがシーケンスエンドコードの場合、データの送信処理を終了する（Ｓ１０）
。
【００６１】
一方、スタートコードがシーケンスエンドコードでない場合、実効レート予測処理（Ｓ３
）に進む。レート予測部２４では、クライアント端末１０からのフィードバック情報に基
づいて無線通信回線の実効レートを予測して実効レート予測処理を行う（Ｓ３）。このと
きクライアント端末１０から最近受信したフィードバック情報のみを使用してもよいし、
過去に受信したフィードバック情報や該フィードバック情報から予測レートを記憶してお
き、その変動から伝送時間を加味した将来のレートを予測するように構成してもよい。様
々な情報を用いた他の公知の予測方法が取りうる。
【００６２】
実効レートの予測後、実効レートの予測値とトランスコーディング部２２の符号化レート
とを比較し、符号化レートの変更が必要か否かを判定する（Ｓ４）。そして、実効レート
の予測値（すなわち、ストリーミングサーバ２０からデータを送信するレート）と読み出
された映像ソース２１ａ～２１ｅの符号化レートに相違がなければ、トランスコーディン
グ部２２で符号化レートを変更する必要がないものと判定し、ステップＳ９に移行し、現
在の符号化レートを維持して再符号化（トランスコーディング）を継続する。
【００６３】
一方、実効レートの予測値より読み出された映像ソース２１ａ～２１ｅの符号化レートの
方が大きければ、符号化レートの変更が必要であると判定する。そして、ストリーミング
サーバ２０から送信するデータの符号化レートを実効レートに合わせるために、映像ソー
ス（ストリームデータ）の切替えが必要か否かを判定する（Ｓ５）。
【００６４】
すなわち、トランスコーディング部２２において、データの符号化レートを大きく変化さ
せると、ストリームデータの品質（画質、音質等）が劣化するので、トランスコーディン
グ部２２に入力される映像ソースは、再符号化後の符号化レートに最も近いものを使用す
ることが望ましい。そこで、ステップＳ５では、映像ソースの切替えが必要か否かを判定
して、ストリームデータの切替えが必要なければ、ステップＳ８に移行し、トランスコー
ディング部の符号化レートを設定し（Ｓ８）、トランスコーディングを行う（Ｓ９）。
【００６５】
一方、ストリームデータ（映像ソース）の切替えが必要な場合は、ビットストリームデー
タのヘッダ情報から次にトランスコーディングを行うデータの符号化タイプがフレーム内
符号化か否かを判別する（Ｓ６）。フレーム内符号化であるの場合には、ストリームデー
タ選択部はこの予測レートから適切なビットレートのストリームデータを選択して、スト
リームデータ（映像ソース）を切り替えるする（Ｓ７）。
【００６６】
例えば、予測レートが４００ｋｂｐｓであれば６００ｋｂｐｓのストリームデータを選択
する。続いてトランスコーディング部２２を、６００ｋｂｐｓのソースデータから４００
ｋｂｐｓのストリームデータを生成するための符号化レートに設定し、トランスコーディ
ングを行う。また、予測レートが１００ｋｂｐｓ以下であれば１００ｋｂｐｓのストリー
ムデータを選択し、トランスコーディング部２２を、１００ｋｂｐｓのソースデータから
目的とするレートのストリームデータを生成するための符号化レートに設定する。
【００６７】
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フレーム内符号化でない場合は、ソースとなるストリームデータを変更せず、トランスコ
ーディング部２２の符号化レートの変更だけで制御を行う。例えば、いま６００ｋｂｐｓ
のストリームデータをソースとしてストリーミングを行っている状態で、予測レートが２
００ｋｂｐｓとなった場合には、符号化タイプがフレーム内符号化であればストリームデ
ータを３００ｋｂｐｓに切り替えた後トランスコーディングで２００ｋｂｐｓのデータを
送出するが、フレーム内符号化でない場合には６００ｋｂｐｓのソースデータから２００
ｋｂｐｓのストリームデータに変換してデータを送信する。そして、次のフレーム内符号
化フレームのタイミングでストリームデータを切り替える。
【００６８】
これとは逆に、予測レートがソースデータの符号化レートより高くなった場合、次のフレ
ーム内符号化フレームのタイミングまでは、そのストリームデータで変換可能な最高レー
トで送信を行い、次のフレーム内符号化フレームのタイミングでストリームデータを切り
替える。
【００６９】
図４は、本発明を適用した場合の符号化レートの変化を示す図である。横軸は通信開始か
らの経過時間、縦軸は予測レートを示す。
【００７０】
予測レートが１００ｋｂｐｓを超え３００ｋｂｐｓ以下の値であるときは、ストリームデ
ータ選択部２６で３００ｋｐｂｓの映像ソース２１ｄが選択され、トランスコーディング
部２２で１００ｋｂｐｓ～３００ｋｂｐｓのストリーミングデータに再符号化される。そ
して、予測レートが３００ｋｂｐｓを超える（６００ｋｂｐｓ以下の）値まで上昇してく
ると、ストリームデータ選択部２６で６００ｋｂｐｓの映像ソース２１ｃが選択され、ト
ランスコーディング部２２で３００ｋｂｐｓ～６００ｋｂｐｓのストリーミングデータに
再符号化される。さらに、予測レートが６００ｋｂｐｓを超える（１．２Ｍｂｐｓ以下の
）値まで上昇してくると、ストリームデータ選択部２６で１．２Ｍｂｐｓの映像ソース２
１ｂが選択され、トランスコーディング部２２で６００ｋｂｐｓ～１．２Ｍｂｐｓのスト
リーミングデータに再符号化される。さらに、予測レートが１．２Ｍｂｐｓを超える値ま
で上昇してくると、ストリームデータ選択部２６で２．４Ｍｂｐｓの映像ソース２１ａが
選択され、トランスコーディング部２２で１．２Ｍｂｐｓ～２．４Ｍｂｐｓのストリーミ
ングデータに再符号化される。このようにストリーミングサーバ２０から送信されるスト
リーミングデータの符号化レートによって、異なる符号化レートの映像データ２１ａ～２
１ｅが選択される。なお、この予測レートと映像ソースの切り替えにヒステリシス特性を
持たせると、短時間の変化に対して映像ソースの切り替えが頻繁に生じることがなく、都
合がよい。
【００７１】
また、実効レートの変動幅が小さい場合はトランスコーディングのみでレート制御を行う
ように制御する。
【００７２】
【発明の効果】
第１の発明では、予測レート（受信レポート及び／又はＤＲＣ情報）に基づいて決定され
た符号化レートに基づいて、ソースデータを選択するソースデータ選択手段（ストリーム
データ選択部２６）と、前記選択されたソースデータの符号化レートを変更するトランス
コード手段（トランスコーディング部２２）とを備え、トランスコーディング方式とファ
イル切替え方式とを組み合わせてビットレートを可変する制御をするので、クライアント
からのフィードバック情報に基づいて複数の記憶されたファイルを切り替えて、そして、
ファイルを切り替えた後の実効レートとの差の調整にはトランスコーディングによるので
、伝送レートの変動の大きい通信システムにおいても、効率よく、細かなレートを制御す
ることができる。また、ストリーミングサーバに対する変換処理の負荷や記憶領域に関す
る負荷が軽減できる。そして、高速パケット通信ネットワークでのストリーミングサービ
スの品質を向上することができる。
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【００７３】
第２の発明では、無線通信端末（クライアント端末１０）に、予測レート（受信レポート
及び／又はＤＲＣ情報）に基づいて、サーバが前記コンテンツデータを符号化する符号化
レートを決定する符号化レート決定手段（制御部１７）を備え、サーバ（ストリーミング
サーバ２０）に、前記無線通信端末で決定された符号化レートに基づいて、ソースデータ
を選択するソースデータ選択手段（ストリーミングデータ選択部２６）と、前記選択され
たソースデータの符号化レートを変更するトランスコード手段（トランスコーディング部
２２）とを備え、無線通信端末でサーバが前記コンテンツデータを符号化する符号化レー
トを決定するので、サーバの負荷を軽減することができ、細かい判断をすることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態の無線通信システムの構成図である。
【図２】　本発明の実施の形態の無線通信システムを構成する各装置のブロック図である
。
【図３】　本発明の実施の形態のストリーミングサーバ２０の送信処理のフローチャート
である。
【図４】　本発明を適用した場合の符号化レートの変化を示す図である。
【符号の説明】
１０　クライアント端末
１１　アンテナ
１２　無線部
１３　送受信部
１４　受信バッファ
１５　復号部
１６　表示部
１７　制御部
２０　ストリーミングサーバ
２１　映像ソース
２２　トランスコーディング部
２３　送信部
２４　レート予測部
２５　制御部
２６　ストリームデータ選択部
３０　無線基地局
３１　アンテナ
４０　ネットワーク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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