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を短縮する。再生までの時間を短縮するために、サ一バー装置 1 0 0 において、コ ンテンツ子一タの前回再生時の
伝送帯域に対するコ ンテンツ子一タのエンコー ドレー トと異なるレー トでエンコー ドされたコ ンテンツ子一タのス
ター ト部分を任意時間分用意 しておき、再生開始時にそれをクライアン ト装置 2 0 0 に送信 し、再生する。また、
コ ンテンツ子一タの送信時にコ ンテンツ子一タの最初の部分を任意時間分、前述と同じよ な異なるエンコー ド
レー トで リアルタイムでエンコー ドしながら、それを送信 し、再生する。



明 細 書

コンテンツ 失信システムにおけるサ一バー装置およびコンテンツ失信方
、法

技術分野

０００ 本発明は、コンテンツ送信システムにぉけるザーバー装置ぉよびコンテンツ送信方
、法に関するものである。

背景技術
」０００2 従来、ネットワークを介してストリームデータを送受信するシステムにぉいて、エンド

ユーザが体験するコンテンソの起動時間を短縮させる方法及び装置が存在する (特

許文献 )

０００3」 特許文献 に記載の方法及び装置は、特許文献 の図2のよぅに構成され、クライア

"ノト装置からのコンテンツ要求を受信すると、サ一バー装置はストリーミノグ対象コン

テンソの開始部分をコンテンツのエンコードレートより高いレートで送出し、開始部分

以外をコンテンツのエンコードレートで送信する。これにより、クライアント装置は、コン

テンソのエンコードレートでエンコードされた開始部分に比べて、開始部分を短い時

間でバッファリングできる。よって、クライアント装置は、コンテンツを速く再生できる。

」０００4 特許文献1:特開2００3 43583号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5」 しかしながら、上述した特許文献 に記載の方法及び装置にぉいては、送信開始

時がコンテ 、ンソのエンコードレートに近い帯域であった場合、ザーバー装置から送出

レートをコンテンツのエンコードレートより高くして送信することができない。このため、

クライアント装置でコンテンツ開始部分の短い時間でのバッファリングが困難となる。

よって、素早いコンテンツの再生ができないといぅ問題があった。本発明が解決しよぅ

とする課題には、上記した問題が一例として挙げられる。

」０００6 本発明では、上記問題に鑑みてなされたものであって、サ一バー装置にぉいてコ

、ンテンソの送信開始部分のデータをコンテ 、ンソの木来のエンコードレートと異なる (例



えば低い) レートでエンコードして送信することにより、クライアント装置におけるコンテ

スソを再生するまでの時間を短縮できるコンテシソ送信システムにおけるサ一バー装

置およびコンテスソ送信方法を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

０００7」 上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項 に記載の発明は、サ一バ

ー装置とクライアント装置とをネットワークを介して通信可能に接続され、上記ザーバ

ー装置に記録されたコンテシソヂ一タを上記クライアント装置に送信するコンテンツ

送信システムにおけるサ一バー装置であって、上記ネットワークにおける伝送帯域に

応じたエンコードレートと異なるエンコードレートとなるように、上記コンテンツヂ一タの

再生開始部分のエンコードパラメータを決定するエンコードパラメータ決定部と、上

記エンコードパラメータで上記再生開始部分をエンコードするエンコーダと、を備える

ことを特徴とする。

」０００8 また、請求項8に記載の発明は、サ一バー装置とクライアント装置とをネットワークを

介して通信可能に接続され、上記サ一バー装置に記録されたコンテシソデータを上

記クライアント装置に送信するコンテシソ送信システムを用いたコンテシソ送信方、法

であって、上記ネットワークにおける伝送帯域に応じたエンコードレートと異なるエン

コードレートとなるように、上記コンテスソデータの再生開始部分のエンコードパラメ

ータを決定するエンコードパラメータ決定ステップと、上記エンコードパラメータで上

記再生開始部分をエンコードするェンコードステップと、を有することを特徴とする。

図面の簡単な説明

０００9 ] 図 図 は、本実施の形態のシステム構成図である。

図 」2 図2は、コンテシソデータを6００ b sのエンコードレートでェンコードする場合

の概念図である。

図3」図3は、最初の4秒分を2００ b s、次の4秒分を4００ b sでエンコードしている

場合を一例に示す概念図である。

図 」4 図4は、サ一バー装置 ００でのコンテンツヂ一タの送信の一例を示す概念図で

ある。

図 」5 図5は、等速エンコードで 、コンテンソデータをエンコードし送信した場合のコンテ



ン、ソデータの送信の一例を示す概念図である。

図 」6 図6は、本実施の形態が適用される木システムのサ一バー装置 ００の構成の

一例を示すブロック図である。

図7」図7は、本実施の形態が適用される本システムのクライアント装置2００の構成の

一例を示すブロッ夕図である。

図8 図8ほ、本実施形態における本システムの動作処理の一例を示すフローチヤー

トである。

図 」9 図9は、サ一バー装置 ００におけるエンコードパラメータの取得動作の一例を

示すフローチヤートである。

図1 」０図 ０は、ザーバー装置 ００におけるコンテンソの送信準備の動作の一例を示

すフローチヤートである。

図 」皿 図 は、ザーバー装置 ００におけるコンテンソの送信の動作の一例を示すフ

ローチヤートである。

図1 」2 図 2は、コンテン、ソヂ一タの再生とともに、時間の経過に従って、エンコードレ

ートを決定する再生開始コンテンソヂ一タの一例を示す概念図である。

図1 」3 図 3は、再生開始コンテ 、ンソヂ一タの部分は一定のエンコードレートの一例

を示す概念図である。

図1 」4 図 4は、コンテン、ソヂ一タを受信した際のバッファ部2０4の使用状況の一例

を示す概念図である。

」図15 図 5は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例 の概要を示す図

である。

図 」16 図 6は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例2の概要を示す図

である。

図17」図 7は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例3の概要を示す図

である。

図 8 図 8は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例4の概要を示す図

である。

符号の説明



００1０ ００ サ一バー装置

０2 コンテスソデータ入力部

０4 記録部

０6 履歴記録部

０8 エンコードパラメータ決定部

０ エンコードパラメータ設定部

2 エンコーダ

4 送信部

6 受信部

8 制御部

2００ クライアント装置

2０2 受信部

2０4 バッファ部

2０6 ヂコーダ

2０8 表示部

2 ０ 送信部

2 2 制御部

3００ ネットワーク

発明を実施するための最良の形態
」００11 以下に、本発明にかかるコンテスソ送信システムにおけるサ一バー装置およびコン

テスソ送信方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の

形態によりこの発明が限定されるものではない。

００12] 本実施の形態の概要」

以下、本実施の形態の概要について説明し、その後、本実施の形態の構成および

処理等にっいて詳細に説明する。図 は本実施の形熊のシステム構成図である。

００13
」 本実施の形態は、サ一バー装置 ００とクライアント装置2００とをネットワーク3００を

介して通信可能に接続され、サ一バー装置 ００に記録されたコンテシソヂ一タをクラ

イアント装置2００に送信するコンテスソ送信システムに関する。



００1 」4 このように構成された本実施の形態のコンテンソ送信システムは、サ一バー装置 ０

(例えば、ハードヂイスクレコーダ・パソコンなど) に記録されたコンテン、ソヂ一タ (例

えば、番組・シーンなど)をクライアント装置2００(例えば、パソコン・P などのポー

タブル端末など) にて通信をィ吏って再生するときに、クライアント装置2００からの再生

要求に対してコンテン、ソデータの再生までの時間を短縮することができる。

００ 5 すなわち、本実施の形態のサ一バー装置 ００は、ネットワークにおける伝送帯域に

応じたエンコードレートと異なるエンコードレートとなるように、コンテ 、ンソデータの再生

開始部分のエンコードパラメータを決定するエンコードパラメータ決定部と、エンコー

ドパラメータで再生開始部分をエンコードするエンコーダと、を備える。

」００16 ここで、エンコードパラメータ決定部は、ネットワークにおける伝送帯域に応じたエン

コードレートより、再生開始部分の再生時間における平均エンコードレートが低くなる

ようにエンコードパラメータを決定してもよく、また、再生開始部分の再生時間の経過

に従ってエンコードレートが上がるようにエンコードパラメータを決定してもよい。

００1 」7 さらに、エンコードパラメータ決定部は、予め設定されたエンコードパラメータを、再

生開始部分のエンコードパラメータとして決定してもよい。

００1 」8 また、サ一バー装置 ００は、コンテ 、ンソデータとは別の他のコンテン、ソデータにお

ける過去の送信時のエンコードレートをエンコードレート情報として保持する履歴記

録部を更に備えてもよく、エンコードパラメータ決定部は、履歴記録部に保持されて

いるエンコードレート情報に基づいて、再生開始部分のエンコードパラメータを決定

してもよい。

」００19 また、サ一バー装置 ００は、コンテンソデータの終了、停止又は中断が発生したと

きの当該コンテンソデータのエンコードレート情報を保持ずる履歴記録部を更に備え

てもよく、エンコードパラメータ決定部は、履歴記録部に保持されているエンコードレ

ート情報に基づいて、再生開始部分のエンコードパラメータを決定してもよい。

」００2０ さらに、エンコードパラメータ決定部は、コンテン、ソデータの解析により取得するコン

テ 、ンソデータャ青報と履歴記録部に保持されているエンコードレート情報とに基づいて

、再生開始部分のエンコードパラメータを決定してもよい。

００2 換言すると、本実施の形態は、再生までの時間を短縮するために、サ一バー装置



００において、コンテン、ソデータの前回再生時などの伝送帯域に対するコンテン、ソデ

ータのエンコードレートと異なる (例えば低い) レートでエンコードされたコンテ 、ンソヂ

一夕のスタート部分を任意時間分用意しておき、再生開始時にそれをクライアント業

置2００に送信する。また、コンテン、ソデータの送信時にコンテンツデータの最初の部

分を任意時間分、前述と同じような異なるエンコードレートでリアルタイムでエンコード

しながら、それを送信する。

」００2 2 ここで、ネットワークにおける伝送帯域に応じたエンコードレートと異なるレートでエ

ンコードされた任意の再生時間分のコンテンツデータ開始部分を「再生開始コンテン
、ソデータ」とする。サ一バー装置 ００は送信開始時に伝送帯域に対して、異なるエン

コードレートの再生開始コンテ 、ンソデータを送信する。クライアント装置2００の受信バ

、ソファは、コンテンツデータ表示に必要なデータを短い時間で受信し、コンデスソデ

ータを再生する。よって、コンテン、ソデータを速く表示することができる。これにより、ユ

ーザーの再生時の再生待ちによるストレスを軽減することができる。

」００2 3 次に、本実施の形熊の再生開始コンテンソヂ一夕のようにエンコードして、それを送

信することによって、クライアント装置2００での再生開始時間を速くできる理由を以下

に図2～図5を参照して詳細に説明する。

」００24 まず、送信コンテン、ソヂ一夕として、図2に示すようにエンコードされたコンテン、ソヂ

一夕を送信する。図2は、コンテ 、ンソデータを6００ b sのエンコードレートでエンコー

ドする場合の概念図である。

」００2 5 また、本実施の形熊は、エンコードパラメータについて、再生開始コンテンソデータ

の再生時間の経過に従って再生開始コンテン、ソデータのエンコードレートを (例えば

、上がっていくように)決定してもよい。例えば、再生開始部分について、本実施の形

態のようにエンコードすると、送信されるコンテン、ソデータは図3のようになる。

」００2 6 図3は、最初の4秒分を2００ b s、次の4秒分を4 bpsでエンコードしている場

合を一例に示す概念図である。

００2 7」 本実施の形態では、図3のようにエンコードされたコンテンツデータを送信すること

により、クライアントの受信バッファにおいて、再生に必要なデータをはやく受信する

ことにより、再生開始までの時間の短縮を行っている。このときのザーバー装置 ００



でのコンテンツデータの送信は図4のように行う。

」００2 8 図4に示すように、図3のようにコンテンツデータを作成した際に図4のような伝送帯

域では、サ一バー装置 ００は、最初の 秒間で、コンテンツヂ一夕の再生時間の3秒

分を送信する。

」００2 9 これにより、クライアントの受信バッファは、最初の 秒間で、コンテンツデータの再

生時間の3秒分を受信できる。ここで、クライアント装置2００が、3秒分のコンテンツデ

ータを受信バッファにためることにより、再生できるならば、クライアントは、すぐにコン

テンツデータを再生できる。

」００3０ ここで、伝送帯域がエンコードレートに近い状態で、そのままのエンコードレート(図

2の6００ b s)で送信していたならば、3秒分のコンテンツデータを受信するのに、3

秒かかり、コンテンツデータは3秒後から再生されることになる。

００3 また、ザーバー装置 ００でのエンコードについては、本実施の形態の再生開始コ

ンテンツデータをあらかじめ用意する場合は、そのデータをそのまま図4のように送れ

ばよいが、送信時にリアルタイムにコンテンツヂ一夕を生成して送信する場合は、エ

ンコードについて通常エンコードスピードのエンコード(以下、「等速エンコード」と記

述する。) ではなく、より速いエンコード(以下、「 倍速エンコード」と記述する。) を行

フ。

」００3 2 これにより、コンテン、ソヂ一夕時間 (コンテンツデータの長さ) に対して、より短い時間

ですばやくコンテンツデータをエンコードできるので、図4 に示すように、コンテンツヂ

一夕を送信できる。

００3 3 ここで、 倍速エンコードを行わないで、等速エンコードでコンテンツデータをエンコ

ードし送信すると、コンテンツデータの送信は図5のようになる。再生開始部分につい
て、異なるレートでエンコードしても、図5の場合、次時間分のコンテンツデータが作

成されていないので、図4のようにコンテンツデータを送信できない。従って、リアルタ

イムにコンテンツデータを生成して送信する場合には、 倍速エンコードを行って、送

信したほうがよい。

００34 ] システム構成」

次に、本システムの構成について図6および図7を参照して説明する。図6は、本実



施の形態が適用される木システムのサ一バー装置 ００の構成の一例を示すブロック

図であり、該構成のうち木実施の形熊に関係する部分のみを概念的に示している。

００3 」5 図6においてサ一バー装置 ００は、概略的に、コンテスソデータ入力部 ０2、記録

部 ０4、履歴記録部 ０6、ェンコードパラメータ決定部 ０8、ェンコードパラメータ設

定部 ０、ェンコーダ 2、送信部 4、受信部 6および制御部 8を備え、各

部が相互に通信可能に構成されている。

」００36 図6に示すよぅに、これらサ一バー装置 ００の各構成要素のぅち、コン元スソデータ

入力部 ０2は、コンテスソデータを受信するチューナー、DEM Xやディスクなどの記

録媒体からコン元スソデータを入カする機能を有する。

００37」 また、記録部 ０4は、入力されたコンテスソデータを記録する機能を有する。再生

開始コンテン、ソデータをあらかじめ保持する場合は、それを記録する機能を有する。

」００38 また、履歴記録部 ０6は、コンテスソデータのクライアント装置への送信時 (開始、

途中、終了・停止・中断時など) に設定されていたェンコードレート情報の履歴を保持

する機能を有する。

」００39 また、ェンコードパラメータ決定部 ０8は、ェンコードレート情報の履歴、または、コ

ンテシソデータの解析により取得するコンテシソヂ一タ情報に従って、再生開始コン

テスソデータのェンコードレートおよび再生時間を含むェンコードパラメータを決定

する機能を有する。

」００4０ また、ェンコードパラメータ設定部 ０は、ェンコードパラメータ決定部 ０8で決定

したェンコードパラメータを保持し、コンテスソ再生要求取得時にコンテシソに対する

ェンコードパラメータをェンコーダ 2に設定する機能を有する。

００4 また、ェンコーダ 2は、ェンコードパラメータに従って、再生開始コンテスソデー

タをェンコードする機能を有する。また、コンテン、ソデータのぅち再生開始コンテンツ

データ以外の部分をェンコードする機能を有する。

」００42 また、送信部 4は、コンテスソデータのぅち再生開始コンテスソデータと再生開始

コンテン、ソデータ以外の部分をクライアント装置2００に送信する機能を有する。

００43」 また、受信部 6は、クライアント装置2００からの要求を受信する機能を有する。

００ 」44 また、制御部 8は、各部の制御を行ぅ機能を有する。



」００45 次に、図7は、本実施の形熊が適用される木システムのクライアント装置2００の構成

の一例を示すブロック図であり、該構成のうち木実施の形態に関係する部分のみを

概念的に示している。

」００46 図7においてクライアント装置2００は、概略的に、受信部2０2、バッファ部2０4、デ

コーダ2０6、表示部2０8、送信部2 ０および制御部2 2を備えて構成され、各部は

相互に通信可能に接続されている。

００47」 図7に示すように、これらクライアント装置2００の各構成要素のうち、受信部2０2は、

、コンテンソデータのうち再生開始コンテ 、ンソデータと再生開始コンテンツデータ以外

の部分を受信する機能を有する。

」００48 また、バッファ部2０4は、受信したコンテン、ソデータのうち再生開始コンテンツデー
、タと再生開始コンテンソデータ以外の部分をバッファリングする機能を有する。

」００49 また、デコーダ2０6は、コンテンツデータのうち再生開始コンテンツデータと再生開

始コンテンツヂ一夕以外の部分をデコードする機能を有する。

」００5０ また、表示部2０8は、デコードしたコンテン、ソヂ一夕のうち再生開始コンテン、ソヂ一

タと再生開始コンテン、ソデータ以外の部分を表示する機能を有する。

００5 また、送信部2 ０は、クライアントの要求を送信する機能を有する。

００ 」52 また、制御部2 2は、各部の制御を行う機能を有する。

００5 3」 なお、これら各部によって行われる処理の詳細については、後述する。

００54] システムの処理

次に、このように構成された本実施の形熊における木システムの処理の一例につい

て、以下に図8～図 4等を参照して詳細に説明する。

００5 5」 図8は、本実施形態における本システムの動作処理の一例を示すフローチヤートで

ある。

００5 」6 なお、下記の動作に 、おいて、再生開始コンテンソデータについて、あらかじめ用意

して送信する場合 (ケース ) と、送信時にリアルタイムに生成して送信する場合 (ケー

ス2)の2つのケースがある。

００5 7」 まず、図8に示すように、最初に、サ一バー装置 ００は、エンコードパラメータの取

得を行う (ステップS ０)



」００58 ここで、図9を用いてステップS ０におけるエンコードパラメータの取得の動作に

ついて説明する。図9は、サ一バー装置 ００におけるエンコードパラメータの取得動

作の一例を示すフローチヤートである。

」００59 エンコードパラメータの取得は、コンテ 、ンソデータ入力部 ０2にコンテンツデータが

入力された時、また、コンテン、ソデータ送信時にコンテン、ソデータの終了、停止、中

断が起こった時に行われる。

」００6０ まず、コンテンツデータ入力部 ０2にコンテンツデータが入力されると(ステップS

) 、、コンテンソデータは記録部 ０4に記録されると同時に、最初の部分の任意時

間分がエンコードパラメータ決定部 ０8に入力される。

００6 そして、履歴記録部 ０6より、コンテン、ソデータ送信時のエンコードレート情報をエ

ンコードパラメータ決定部 ０8は取得する (ステップS 2)。このとき取得するエンコ

ードレート情報は、過去の送信時のエンコードレートの平均値などである。

」００62 そして、エンコードパラメータ決定部 ０8は、このエンコードレート青報と入力したコ

ンテン、ソデータを解析した結果のコンテン、ソデータ情報より、再生開始コンテン、ソデ

ータのエンコードパラメータを決定する (ステップS 4、ステップS 6～ステップS

8)

」００63 また、エンコードパラメータ決定部 ０8は、エンコードレート情報のみでエンコードパ

ラメータの決定をすることもできる (ステップS 4～ステップS 5)。また、エンコー

ドパラメータは、予め送信時のヂフオルト値として設定されていてもよい。

」００64 また、コンテンツヂ一タ送信時にコンテンツヂ一タの終了、停止、中断が起こった時

については (ステップS ) 、エンコードパラメータ決定部 ０8は、終了、停止、中

断が起こった時のエンコードレート情報を履歴記録部 ０6より取得する (ステップS

3)

００65」 そして、記録部 ０4よりその 、コンテンソデータの次回送信時の最初部分を任意時間

分取得し、それを解析してコンテン、ソデータ情報を得て (ステップS 4、ステップS

6) 、それと取得したエンコードレート情報よりエンコードパラメータを決定する (ス

テップS 7)

」００66 このときも、エンコードレート情報のみで、エンコードパラメータを決定することができ



る (ステップS 4、ステップS 5)。また、エンコードパラメータは、予め送信時の

ヂフオルト値として設定されていてもよい。

」００67 エンコードパラメータを決定後、エンコードパラメータ設定部 ０は、決定したエン

コードパラメータを保持し、コンテンツデータの最初部分のエンコードにこれを設定す

る (ステップS 8)

」００68 以上、サ一バー装置 ００におけるエンコードパラメータの取得動作が終了する。

」００69 再び図8に戻り、ザーバー装置 ００は、コンテンソの送信準備を行う (ステップ

０)

００7 」０ ここで、図 ０を用いてステップS ０におけるコンテンツの送信準備の動作につい
て説明する。図 ０は、サ一バー装置 ００におけるコンテンソの送信準備の動作の一

例を示すフローチヤートである。

００7 なお、ケース (ステップS において、 oの場合 ) において、コンテンツデータ

入力時に再生開始コンテンソを作成する場合においては、この再生開始コンテンツ

ヂ一タ事前作成をコンテンツヂ一タ入力と同時に行う。一方、コンテン、ソデータの終

了、停止、中断時に作成する場合は、次回送信のエンコードパラメータ設定直後に
ー ト行フ。

」００72 ケース については、エンコードパラメータ設定部 ０にエンコードパラメータが設

定されると、コンテン、ソヂ一タの最初の部分を任意時間分あらかじめエンコードする (

ステップS o、ステッ S
」００73 そして、このエンコードしたデータを再生開始コンテン、ソヂ一タとして、記録部 ０4

でそれを保持する (ステップS

００7 」4 なお、ケース2 (ステップS において、 esの場合 ) については、コンテン、ソデー

タが入力されると、記録部 ０4で保持する。コンテンソ再生要求をクライアント装置2０

0から取得すると、リアルタイムで、ザーバー装置 ００はエンコードパラメータを決定し

、決定したエンコードパラメータでコンテンツの開始部分をエンコードして送信する。

００75」 以上、サ一バー装置 ００におけるコンテンツの送信準備の動作が終了する。

」００76 再び図8に戻り、ザーバー装置 ００は、コンテン、ソの送信を行う (ステップ ０)

００77」 ここで、図 を用いてステップS ０におけるコンテンツの送信の動作について説



明する。図 、サ一バー装置 ００におけるコンテンソの送信の動作の一例を示す

フローチヤートである。

００7 」8 クライアント装置2００の送信部2 ０が再生要求を送信し、サ一バー装置 ００の受信

部 6がそれを受信すると(ステップS ) 、以下の動作に従って、ザーバー装置

００は要求されたコンテンツデータをクライアント装置に送信する。

」００79 なお、コンテン、ソデータの送信は先に記述したようにケース とケース2の二つがあ

る (ステップS

」００8０ ケース では、コンテン、ソデータ再生要求受信後、記録部 ０4にある、そのコンテン
、ソデータの再生開始コンテ 、ンソデータを送信部 4より送信する (ステップS

００8 そして、再生開始コンテン、ソデータ送信後、そのコンテンツデータの再生開始コン

テ 、ンソデータ以外の部分をエンコーダ 2でエンコードし、それを続けて送信する (ス

テップS

」００82 一方、ケース2では、コンテン、ソデータ再生要求受信後、記憶部 4に保持 れた

コンテンツヂ一夕をエンコーダ 2に入力し、リアルタイムでそれをエンコードする。そ

して、そのエンコードされたヂ一夕をそのまま送信部 4より送信する (ステップS

4 c

」００83 このとき、コンテン、ソデータの最初の任意時間分のエンコードパラメータは、再生開

始コンテンツヂ一夕のエンコードパラメータとしてエンコードパラメータ設定部 1 ０に

設定されたものである。

」００84 そして、クライアント装置2００は、コンテン、ソヂ一夕を受信すると、それをバッファ部2

０4に入力する。バッファ部2０4は、コンテン、ソデータのヂコードに必要な量を受ける

と、それをデコーダ2０6に入力し、クライアントは、デコードしたデータを表示部2０8

で表示する。

００85」 以上、サ一バー装置 ００におけるコンテンツの送信の動作が終了する。

」００86 再び図8に戻り、ザーバー装置 ００は、コンテ 、ンソデータ送信時にコンテン、ソデー

タの終了、停止、中断が起こった時には、ステップS ０に戻って動作を繰り返す(ス

テップS ０)

００87」 以上、本システムにおける処理動作が終了する。



００88 上述したように、本実施の形態は、送信コンテンツデータの最初の任意時間分を、

求めたエンコードパラメータでエンコードして、その部分を送信することによって、コン

テンツデータの再生までの時間を短縮している。

」００89 そのエンコードパラメータは、上述したよぅに、エンコードパラメータ決定部 ０8で、

履歴記録部 ０6のエンコードレート情報とコンテンツデータを解析したコンテンツデ

ータ情報より求める。

」００9０ ここで、コンテンツデータ情報は、送信コンテンツデータの最初の任意時間分を解

析することにより求められる。コンテンツデータの符号化方式、ビットレート、フレーム

レート、ピクチヤザイズや圧縮情報 (Q値、符号量、動きべクトルなどの圧縮に用いら

れる 青報 )などである。

００9 また、エンコードレート情報は、前回送信時 (開始、途中、終了・停止・中断時など)

の伝送帯域に対するコンテンツデータのエンコードレートやそれらの過去のエンコー

ドレートの平均などの情報である。

」００92 これらの情報より、送信時の伝送帯域に対するコンテンツヂ一タのエンコードレート

と異なる (例えば低い)エンコードレートでエンコードするようなエンコードパラメータを

求める。

」００93 このような本実施の形熊のエンコードパラメータでエンコードした再生開始コンテン
、ソデータの概念の一例を図 2、図 3に示す。

」００94 図 2は、コンテン、ソヂ一タの再生とともに、時間の経過に従って、エンコードレート

を決定する再生開始コンテンツデータの一例を示す概念図である。なお、図 2の上

段の図は、時間の経過に従って、エンコードレートが上がっていくように決定する再

生開始コンテンツデータの一例を示し、また、下段の図は、時間の経過に従って、一

時的に高いエンコードレートとなっている部分があるが、再生開始コンテンツデータ

全体のデータサイズは、本来のザイズより小さくなる再生開始コンテンツデータの一

例を示す。

００95」 ザーバー装置 ００は送信開始時に再生開始コンテンツデータを送信することにより

、クライアント装置2００側の受信バッファは、コンテンツ表示に必要なデータを短い時

間で受信する。よって、クライアントは、コンテンツを速く表示することができる。これに



より、ュ一ザ一の再生時の再生待ちによるストレスを軽減することができる。

」００96 また、図 3は、再生開始 、コンテ"ノソヂ一タの部分は一定のェンコードレートの一例

を示す概念図である。

」００97 なお、図 2、図 3の例では、再生開始コンテンツデータ後の残り " 、部分のコンテノソ

ヂ一タのェンコードレートは伝送帯域とほぼ同じよぅになる。

」００98 クライアント装置2００は、この再生開始コンテ" 、
ノソデータをバッファ部2０4に入力し

て、コンテ" 、
ノソデータ表示に必要なデータ量を蓄えたら、それをデコーダ2０6でデコ

ードし、表示部2０8により表示する。

」００99 バッファ部2０4で任意のデータザイズを受信しデコードする場合、再生開始コンテ

"ズソデータのよぅにェンコードされたデータの受信は、送信時伝送帯域に対するレー

トでェンコードされたコンテ" 、
ノソデータの受信より長時間分のデータを受信する。つま

り、同じ再生時間分のデータの受信を考慮すると、再生開始コンテ" 、
ノソデータの受信

はより 、さいサイズでその時間分の再生時間を 、取得できる。これにより、コンテ"ノソデ

ータ表示に必要な受信バッファのデータ量の閾値を 、さくできる。

０1 」００ ここで、図 4は 、、コンテ 、
ノソデータを受信した際のバッファ部2０4の使用状況の一

例を示す概念図である。

０1０ 図 4において受信バッファ は、本実施の形態によりェンコードされた再生開始コ

ンテ" 、
ノソデータを受信したバッファの状態を示したものである。一方、受信バッファB

は、通常の送信時伝送帯域に対するレートでェンコードされたコンテ"ノソデータを受

信したバッファの状態を示したものである。

００2 なお、図 4において、一例として、受信バッファ内の模様 (ハッチ)の表示は、同じ

模様 (ハッチ) については2秒分のデータザイズを表すものとする。

、」０1０3 両者とも図 4における上の点線において、コンテ"ノソデータを表示する場合、受信

バッファ はその時点で7秒分のコンテ" 、
ノソデータを保持するが、受信バッファ は、

4秒分のコンテ" 、
ノソデータを保持する。

０1０4」 ここで、4秒分のコンテ 、
"ノソデータサイズを保持した時にコンテ" 、

ノソデータを表示す

る場合、受信バッファ は、下の点線の位置分コンテ" 、
ノソデータを受信したとき、コン

テ" 、
ノソデータを表示できる。つまり、バッファ は、バッファ に対してより少ないサイズ



のデータの受信でコンテ 、ンソデータを表示する。

」０1０5 したがって、受信バッファ の場合においては、再生開始 、コンテンソデータのように

コンテ 、ンソヂ一タの最初の任意時間分をエンコードして送信することにより、コンテン
、ソデータ表示に必要なデータを短い時間で受信できる。よって、コンテンツデータを

表示するまでの時間を短縮できる。

、００6 すなわち、本実施の形態では、コンテンソデータの送信開始部分のデータについ

て、コンテンツデータの送信時 (開始、途中、終了・停止・中断時など) に設定されて

いたエンコードレートと異なるレートでエンコードすることにより、上述した効果を奏す

る。

」０1０7 ここで、送信開始部分のデータのエンコードレートは、コンテンツデータ送信時のエ

ンコードレートの履歴情報やコンテンツデータ自身の解析情報をもとに求めたエンコ

ードパラメータや、予め送信時のデフオルト値として設定されているエンコードパラメ

ータをもとに求めてもよい。

」０1０8 また、コンテン、ソヂ一タを記録部 ０4に記録するときに同時に送信開始部分のデー

タのエンコードレートを求めてもよい。

０1 」０9 一方、コンテ 、ンソデータ再生要求後、そのエンコードレートを使ってリアルタイムに

エンコードし、送信開始部分のデータをそのまま送信してもよい。また、リアルタイムに

送信しない場合は、あらかじめ、送信開始部分のヂ一タを求めたエンコードレートで

エンコードして保持し、コンテンソデータ再生要求時にそれを送信してもよい。

０ 」０ これにより、コンテ 、ンソデータの送信開始部分のデータをコンテン、ソデータのェンコ

ードレートと異なる (例えば低い)レートでエンコードして送信するため、受信バッファ

は再生に必要なコンテンツデータをすばやく受信できるので 、、コンテンソデータを再

生するまでの時間を短縮できる。また、送信開始時がコンテンツデータのエンコード

レートに近い帯域であっても、受信バッファは再生に必要 、なコンテンソデータをすば

やく受信でき、より速いコンテンツデータの再生ができる。

０ また、サ一バー装置は、再生開始コンテン、ソデータを送信することにより、クライアン

ト装置2００の受信バッファにおいて、任意のバッファザイズに対して長時間分のコン

テン、ソデータを受信できる。なぜならば、再生開始コンテンツデータは、再生開始部



分の木来のェンコードレート(コンテスソの再生開始コンテスソデータ以外の部分の

ェンコードレート)でェンコードされたデータに比べて、 、さいサイズだからである。よ

って、送信開始後の再生開始コンテシソデータ送信時に通信切断などの不測の事

態が起こった時、再生中断までの時間を長く確保できる。

０11 」2 また、ユーザーのコンテスソデータ再生要求に対して、より速いコンテスソデータの

再生ができるので、再生時の再生待ちによるストレスを軽減できる。

実施例 1

０113」 図 5は、本発明にかかるコンテシソ送信システムの実施例 の概要を示す図である

。実施例 は、サ一バー装置 ００として (ハードディス列レコーダを用い、クライ

アント装置2００として レコーダのコンテシソヂ一タをネットワーク (携帯電話網、

無線 など) を介して受信するポータブル端末を用いた場合を一例として説明す

る。

０11 」4 ここで、 (ハードヂィス列レコーダは、 ドライブを搭載した レコーダ

や チューナーボードを搭載したパソコンを含む。

０115] レコーダは、チューナーが受信したコンテシソヂ一タや に記録されたコ

ンテスソデータを へ録画すると同時に、そのデータの最初の任意時間分をェン

コードするためのパラメータを取得する。

０11 」6 エンコードパラメータは、コンテン、ソデータの最初の任意時間分を解析した情報や

過去のコンテスソデータの送信時エンコードレートより求められる。

０117」 そして、想定される送信時の伝送帯域と異なる (例えば低い)エンコードレートでェ
ンコードするパラメータである。

０118] レコーダは、あらかじめコンテスソデータの最初の部分を任意時間分、求め

たェンコードパラメータでエンコードし、 に記録する。

」０119 ポータブル端末からのコンテスソデータ再生要求を受信すると、 レコーダが

要求されたコンテスソデータをポータブル端末に送信する。

０12０ このとき、 レコーダは にェンコードされたコンテン、ソデータの最初の部分

を送信する。そして、その後、最初の部分以外のコンテスソデータを送信する。ポー

タブル端末はコンテンツヂ一タを受信すると、それをヂコードし、表示する。



Ⅳ

０12 また、コンテンツヂ一夕再生中にコンテンツヂ一夕の停止、終了、中断となった場合

レコーダは、そのコンテン、ソデータの次回再生時の最初の部分をエンコード

する。

」０122 そのときのエンコードパラメータは、コンテンツデータの停止、終了、中断時のコンテ

ズソデータのエンコード情報とそのときのコンテ 、ンソデータの次回再生位置から任意

時間分のコンテン、ソデータ解析情報をもとに求める。

０123] レコーダは、求めたパラメータでその次回再生時の最初の部分を事前にエン

コードし、それを に記録する。

」０124 ポータブル端末からそのコンテンツデータの次回再生要求を受信したときには、同

様に、その事前エンコードしたコンテン、ソデータの最初の部分を送信する。

実施例 2

」０125 図 6は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例2の概要を示す図である

。実施例2は、サ一バー装置 ００として (ハードディスク)レコーダを用い、クライ

アント装置2００として レコーダのコンテン、ソヂ一夕をネットワーク (携帯電話網、

無線 など) を介して受信するポータブル端末を用いた場合を一例として説明す

る。

」 、
０126 ここで、上述した実施例 では、送信するコンテンソデータの最初の部分を事前に

エンコードしたが、実施例2では、ポータブル端末からのコンテン、ソデータ再生要求

を受信すると、そのコンテ 、ンソデータの最初の部分を、求めたエンコードパラメータで

リアルタイムでエンコードして送信する場合を一例として説明する。

０127」 なお、エンコードパラメータは実施例 と同様にコンテンツデータス力時に事前に求

めて、メモリまたは、 に保持しておく場合を一例として説明する。

まず、ポータブル端末からのコンテン、ソデータ再生要求を受信すると、 レコー

ダは要求されたコンテン、ソデータをポータブル端末に送信する。

このとき、 レコーダは求めたエンコードパラメータでコンテ 、ンソヂ一夕の最初の

部分リアルタイムでエンコードし送信する。

」０128 そして、その後、最初の部分以外のコンテンツヂ一夕を送信する。ポータブル端末

はコンテン、ソデータを受信すると、それをデコードし、表示する。



佗

」０129 また、コンテンツヂ一タ再生中にコンテンツヂ一タの停止、終了、中断となった場合

レコーダは、その 、コンテンソデータの次回再生時のエンコードパラメータを求

める。

０1 」3０ そのときのエンコードパラメータは、コンテンツデータの停止、終了、中断時のコンテ

ズソデータのエンコード情報とそのときのコンテ 、ンソデータの次回再生位置から任意

時間分のコンテン、ソデータ解析情報をもとに求める。

０13 1] レコーダは、ポータブル端末からそのコンテン、ソデータの次回再生要求を受

信したとき、求めたパラメータでその最初の部分をリアルタイムでエンコードし送信す

る。

実施例 3

０13 」2 図 7は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例3の概要を示す図である

。実施例3は、サ一バー装置 ００として (ハードディスク)レコーダを用い、クライ

アント装置2００として レコーダのコンテン、ソヂ一タをネットワーク (携帯電話網、

無線 など) を介して受信するポータブル端末を用いた場合を一例として説明す

る。

」０133 実施例3は、実施例 の事前にエンコードされたコン 、テンソデータの最初の部分を

エンコード終了後、ポータブル端末にあらかじめ送信し、その またはメモリに記

録、保持する場合を一例に説明する。

」０134 まず、ポータブル端末はコンテンツデータ再生要求を レコーダに送信すると、

すでに保持している再生要求したコンテンツデータの最初の部分をデコードし、表示

する。

０135」 また、 レコーダは 、、コンテンソデータ再生要求を受信すると、すでに送信した

そのコンテ 、ンソデータの最初の部分以外のコンテン、ソデータを送信する。

」０136 そして、ポー 、タブル端末は保持しているコンテンソデータの最初の部分の再生後、

それをヂコードし、表示する。

０137 また、コンテンツヂ一タ再生中にコンテンツヂ一タの停止、終了、中断となった場合

レコーダは、そのコンテン、ソデータの次回再生時の最初の部分を実施例 同

様に作成する。



０13 」8 そして、作成後、それをポータブル端末に送信する。次回コンテンソデータ再生要

求時にポータブル端末はその事前に保持しているコンテン、ソデータの最初部分を再

生する。

実施例 4

０13 」9 図 8は、本発明にかかるコンテンソ送信システムの実施例4の概要を示す図である

。実施例4は、サ一バー装置 ００として (ハードディスク) レコーダを用い、クライ

アント装置2００として レコーダのコンテン、ソヂ一夕をネットワーク (携帯電話網、

無線 など) を介して受信するポータブル端末を用いた場合を一例として説明す

る。

」０14０ 実施例4は、コンテン、ソヂ一夕の再生において、任意の位置から直接再生するとい

ったジヤンプ再生を行う場合を一例として説明する。

０14 ポータブル端末からコンテンソデータの指示された位置からの再生要求を受信する

と、 レコーダは要求されたコンテン、ソヂ一夕を指示された位置からポータブル端

末に送信する。

０1 」42 このとき、 レコーダは指示された位置から任意の時間分、コンテン、ソヂ一夕を

リアルタイムでエンコードし送信する。

」０143 なお、エンコードパラメータは、過去の送信時のエンコードレート情報より求める。

」０144 そして、その後、指示された位置から任意の時間分以外のコンテ" 、
ノソデータを送信

する。ポータブル端末はコンテ" 、
ノソデータを受信すると、それをデコードし、表示する

０145] 他の実施の形態」

さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施

の形態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種

々の異なる実施の形態にて実施されてよレ屹のである。

」０146 また、実施形熊において説明した各処理のうち、自動的に行なわれるものとして説

明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行なわ

れるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行ぅこともで

きる。



2 ０

０147
」 この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種の

登録ヂ一夕や検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成につ

いては、特記する場合を除いて任意に変更することができる。

」０148 また、ザーバー装置 ００およびクライアント装置2 ００に関して、図示の各構成要素

は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の丸く構成されていることを要し

ない。

」０149 例えば、ザーバー装置 ００およびクライアント装置2 ００の各部または各装置が備え

る処理機能、特に各制御部にて行なわれる各処理機能については、その全部または

任意の一部を、C P (Ce a P oces s )および当該 P にて解釈実行

されるプログラムにて実現することができ、あるレ ま、ワイヤードロ、がノクによるハードウ

ェアとして実現することも可能である。なお、プログラムは、後述する記録媒体に記録

されており、必要に応じてサ一バー装置 ００およびクライアント装置2 ００に機械的に

読み取られる。

」０1 5０ すなわち、R O または などの記憶部などには、O S ( O e a S s e ) と

協働して P に命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録さ

れている。このコンピュータプログラムは、R 等に口一ドされることによって実行

れ、 P と協働して制御部を構成する。

０1 5 また、本発明にかかるプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納

することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ヂィスク

R O P R O P R O C O 等の任意の「可搬用の物

理媒体」や、各種コンピュータシステムに内蔵されるR O R 等の任意の「

固定用の物理媒体」、あるレ ま、 W 、インターネットに代表されるネットワー

クを介してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のよぅに、短期にプログラ

ムを保持する「通信媒体」を含芭ものとする。

０1 5
」

2 また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法で

あり、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし

も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構

成されるものや、O S O e a g S s e ) に代表される別個のプログラムと協働し



てその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において記

録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のイン

ストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。

産業上の利用可能性

以上詳述に説明したように、本発明によれば、コンテンツデータを再生するまでの

時間を短縮でき、再生中断までの時間を長く確保でき、再生時の再生待ちによるスト

レスを軽減できる、コンテン、ソ送信システムにおけるサ一バー装置およびコンテンツ

送信方法を提供することができる。



請求の範囲

ザーバー装置とクライアント装置とをネットワークを介して通信可能に接続され、上

記ザーバー装置に記録されたコン元スソデータを上記クライアント装置に送信するコ

ンテスソ送信システムにおけるサ一バー装置であって、

上記ネットワークにおける伝送帯域に応じたェンコードレートと異なるェンコードレ

ートとなるよぅに、上記コンテスソデータの再生開始部分のェンコードパラメータを決

定するェンコードパラメータ決定部と、

上記エンコードパラメータで上記再生開始部分をェンコードするェンコーダと、

を備えることを特徴とするサ一バー装置。

」2 請求項 に記載のサ一バー装置において、

上記エンコードパラメータ決定部は、上記ネットワークにおける伝送帯域に応じたェ
ンコードレートより、上記再生開始部分の再生時間における平均エンコードレートが

低くなるよぅにェンコードパラメータを決定することを特徴とするサ一バー装置。

3」 請求項2に記載のサ一バー装置において、

上記エンコードパラメータ決定部は、上記再生開始部分の再生時間の経過に従っ
て上記エンコードレートが上がるよぅにェンコードパラメータを決定する、

ことを特徴とするサ一バー装置。

」4 請求項 に記載のザーバー装置において、

上記エンコードパラメータ決定部は、予め設定されたェンコードパラメータを、上記

再生開始部分のェンコードパラメータとして決定することを特徴とするサ一バー装置

5」 請求項 に記載のザーバー装置において、

上記コンテスソデータとは別の他のコンテスソデータにおける過去の送信時のェン

コードレートをェンコードレート情報として保持する履歴記録部を更に備え、

上記エンコードパラメータ決定部は、上記履歴記録部に保持されている上記エンコ

ードレート情報に基づいて、上記再生開始部分のェンコードパラメータを決定するこ

とを特徴とするサ一バー装置。

」6 請求項 に記載のサ一バー装置において、



上記コンテン、ソデータの終了、停止又は中断が発生したときの当該コンテン、ソヂ一

タのェンコードレート情報を保持する履歴記録部を更に備え、

上記エンコードパラメータ決定部は、上記履歴記録部に保持されている上記エンコ

ードレート情報に基づいて、上記再生開始部分のェンコードパラメータを決定するこ

とを特徴とするサ一バー装置。

7」 請求項5又は6に記載のサ一バー装置において、

上記 、
エンコードパラメータ決定部は、上記コンテンソデータの解析により取得するコ

ンテン、ソデータ情報と前記履歴記録部に保持されているェンコードレート情報とに基

づいて、上記再生開始部分のェンコードパラメータを決定する、

ことを特徴とするサ一バー装置。

8 サ一バー装置とクライアント装置とをネットワークを介して通信可能に接続され、上

記ザーバー装置に記録されたコン元スソデータを上記クライアント装置に送信するコ

上記ネットワークにおける伝送帯域に応じたェンコードレートと異なるェンコードレ

ートとなるように、上記コンテ 、ンソデータの再生開始部分のェンコードパラメータを決

定するェンコードパラメータ決定ステップと、

上記エンコードパラメータで上記再生開始部分をェンコードするェンコードステップ

と、

を有することを特徴とするコンテンソ送信方法。































INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/056255
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
H04N7/173(2006 .01) i , H04L12/56 (2006 .01) i, H04N7/26 (2006 .01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classi cation system followed by classification symbols)
H04N7/173 , H04L12/56 , H04N7/26

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2007
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2007 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2007

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X JP 2003-274401 A (Victor Company Of Japan, 1-2 , 4 , i
Y Ltd. ), 3 , 5-7

26 September, 2003 (26.09.03),
Par. Nos. [0021] to [0024]; Fig. 6
(Family: none)

JP 2004-153616 A (Kyocera Corp.),
27 May, 2004 (27.05.04) ,
Par. Nos. [0049] to [0051]
(Family: none)

JP 2002-204278 A (Toshiba Corp.), 5 - 7
19 July, 2002 (19.07.02),
Par. No. [0055]

US 2002/0053053 A l EP 1202487 A2
DE 60118493 T

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other γ document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
1 1 June, 2007 ( 1 1 . 0 6 . 0 7 ) 1 9 June, 2007 ( 1 9 . 0 6 . 0 7 )

Name and mailing ad打ess of the ISA/ Authorized officer
Japanese Patent Office

F c imile N ぃ Tele hone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/056255

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A JP 2004-2354 8 A (Nippon Telegraph And 1 - i
Telephone Corp. ),
22 January, 2004 (22.01.04),
Full text; all drawings
(Family: none)

A JP 2003-244695 A (KDDI Corp.), 1 - i
29 August, 2003 (29.08.03),
Full text; all drawings

US 2003/0152032 Al EP 1345446 Al

A JP 2003-143583 A (Microsoft Corp.), 1 -
16 May, 2003 (16.05.03) ,
Full text; all drawings

US 2003/0005139 Al EP 1271953 A2

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/056255

Box No. II Observations here certain claims ere found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

(see the extra sheet ) .

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

I I As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of
any additional fee.

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee..

I I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

I x I No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/056255

Continuation of Box No. Ill of continuation of first sheet (2)

Since a result of the search revealed that inventions in claims 1-2,
4 and 8 are disclosed in a document: JP 2003-274401 A (Victor Company
Of Japan, Ltd.), 26 September, 2003 (26.09.03), paragraphs [0021] to
[0024], Fig. 6 , it becomes clear that the inventions are not novel.

I . The "special technical feature" ofa claim 3 is that an encode parameter
is determined so that an encoding rate increases as a reproduction time
goes for a reproduction start portion.

II. The "special technical feature" of claims 5-7 is provided with a
history recording unit for recording an encoding rate at a transmitting
time in the past as encoding information, so that an encoding parameter
for a reproducing start portion is determined in accordance with
encoding rate information held at the history recording unit.

Since these inventions have no technical relation including the same
one or not less than two of or corresponding special technical features,
it is deemed that they are not related to define a single general inventive
concept .

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2005)



国際調査報告 国際出願番号-

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I PC) )

Int.Cl. H04N7/173 (2006. 01) i , H04L12/56 (2006. 01) i , H04N7/26 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C )

Int.Cl. H04N7/173, H04L12/56, H04N7/26

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 7 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 7 年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 7 年

国際調査で使用した電子デ タ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X J P 2003-274401 A (日本ビクタ - 式会 ) 1 - 2 ,
2003. 09. 26, 段落 0021 0 0 2 4 , 図 6 4 ， 8
(7 ア な し)

Y 5 - 7

Y J P 2004-153616 A (京セラ株式会社
2004. 05. 27, 段落 0049 0 0 5 1
(7 ア な し)

庄 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
ΓA 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 t 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
r p 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同— / テ ト7 ア V 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 1 . 0 6 . 2 0 0 7 1 9 . 0 6 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 C 9 4 6 5

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 岩井 健二
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4 番 号 電話番号 03-3581-1 101 内線 3 5 4 1

様式 PCT ノ I S A ノ210 (第 2 ジ) (2005 年 4 月



国際調査報告 国際出願番号 ノ

C (続き)・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

Y JP 2002 204278 A (株式会社東芝 5 7
2002. 07. 19, 段落 0055
& U S 2002 0053053 A 1
& EP 1202487 A 2
& DE 601 18493 T

A JP 2004 2354 A 日本電信電話株式会社 1 8
2004. 01. 22, 全文，
(7 ア な し)

A JP 2003 244695 A (KDDI 株式会社 1 8
2003. 08. 2 9，全文，全図
& U S 2003 0152032 A l
& EP 1345446 A l

A JP 2003 143583 A イク P ソ7 ト ポ イ 1 - 8
ョ ) 2 0 0 3 . 0 5 . 1 6 ，全文，全図

& U S 2 0 0 3 / 0 0 0 5 1 3 9 A 1
& E P 1 2 7 1 9 5 3 A 2

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ
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調査の結果、請求の範囲 1 - 2 ，4 ，8 に係 る発明は、文献 J P 2 0 0 3 - 2 7 4 4 0 1
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な ら、単一の一般的発明概念を形成するよ に連関して るもの は認、められな 。
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