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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間軸上で相関を有するフレームデータ群を送信側から受信側へ伝送する際に、初期フ
レームタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、それ以
後の各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差分で構成される従属情
報を伝送するデータ伝送システムで使用される符号化データ記録装置において、
　前記自立情報及び従属情報を受信する手段と、
　前記受信された自立情報及び従属情報をもとにフレームごとに表示データを復号してこ
の復号された表示データを表示器に順次表示すると共に、送信フレームデータを前記自立
情報及び従属情報に符号化する機能を有するデータ符号化復号処理手段と、
　前記データ符号化復号処理手段が前記表示データを復号して表示する処理を行っている
状態で、前記表示データの記録開始指示が入力された場合に、この記録開始指示が入力さ
れた時点で前記データ符号化復号処理手段により復号された表示データを当該データ符号
化復号処理手段に戻して自立情報に再符号化した後記録媒体に記録すると共に、それ以後
記録が終了するまでの期間には前記データ符号化復号処理手段により復号された各表示デ
ータを順次当該データ符号化復号処理手段に戻して従属情報に再符号化した後前記記録媒
体に記録するデータ記録制御手段と
を具備したことを特徴とする符号化データ記録装置。
【請求項２】
　前記データ記録制御手段は、前記記録開始指示が入力された時点から記録が終了するま
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での期間に、前記復号された表示データの再符号化処理のために、前記データ符号化復号
処理手段による送信フレームデータの符号化処理を一時中断させることを特徴とする請求
項１記載の符号化データ記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばＭＰＥＧ－４（Moving Picture Experts Group-4）を採用したデータ
伝送システムのように、初期フレームで絶対値情報を送信し以後は前フレームとの従属情
報を順次送信するシステムで使用する符号化データ記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この発明は、例えばＭＰＥＧ－４（Moving Picture Experts Group-4）を採用したデータ
伝送システムのように、初期フレームで絶対値情報を送信し以後は前フレームとの差分情
報を順次送信するシステムで使用する符号化データ記録装置に関する。
【０００３】
【従来の技術】
近年、携帯電話装置や携帯情報端末では、音声通信サービスのみならず、ＳＭＳ（Short 
Message Service）や電子メールサービス、無線インターネットを利用した情報配信サー
ビス等の種々伝送サービスを使用できるようになってきている。しかしこの種のシステム
において、動画像データのような情報量の大きいデータを伝送しようとすると、伝送路帯
域がネックとなりそのままでは伝送することができない。
【０００４】
そこで、動画像データを無線伝送する場合には動画像の圧縮／伸張処理が必要となり、そ
の実現手段の一つとしてＭＰＥＧ－４と呼ばれる画像圧縮／伸張方式の採用が検討されて
いる。ＭＰＥＧ－４は、動画像データのように時間軸上で関連性を有するデータを、静止
画として圧縮した１画面の全画像情報要素を含み画像データとして独立して意味をなす自
立情報としての画像フレーム（以後Ｉフレームと称する）と、１フレーム前の画像データ
との差分情報からなるフレーム（以後Ｐフレームと称する）とで表す。そして、伝送開始
後の最初のフレームタイミングではＩフレームを送信し、以後の各フレームタイミングで
はＰフレームを順次送信するようにしたもので、これにより例えば数Mbps 相当の情報量
を持つ動画像データを数十Kbps に圧縮して伝送することを可能としている。
【０００５】
ところが、この様に初期フレームのみ絶対値情報を伝送し以後の各フレームでは前フレー
ムとの差分情報を伝送するシステムでは、受信側の装置において例えば使用者がデータ受
信途中で録画ボタンを押したとすると、差分情報（Ｐフレーム）しか記録することができ
ず、この結果録画した画像データからは有効な画像再生を行うことができない。
【０００６】
そこでＭＰＥＧ－４では、各Ｐフレームの画面を多数のブロックに分割し、各Ｐフレーム
ごとに任意のブロックのみ差分化しない絶対値情報を伝送するという工夫がなされている
。上記全画素を含むブロックはマクロブロックと呼ばれ、受信側は１画面を構成するすべ
てのマクロブロックを複数のＰフレームにより受信することで、完全な１画面データを再
生することが可能となる。
【０００７】
この様な方式であれば、受信側の装置においてデータ受信途中で録画ボタンが押されたと
しても、１画面を構成するマクロブロック数に相当する数のＰフレームを受信して記録す
ることで完全な１画面データを再生することが可能となる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながらこの様な方式では、録画を開始してから１画面を構成するマクロブロック数
に相当する数のＰフレームを受信し記録するまでの期間は、完全な１画面データを再生す
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ることができない。上記期間は例えば１０秒程度にも及ぶ。このため、希望する場面の画
像を記録し損なうことがあり、非常に好ましくなかった。
【０００９】
この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、データ受信途
中で記録を開始する場合でも、記録指示の入力直後から高品質のデータを記録できるよう
にした符号化データ記録装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するためにこの発明は、時間軸上で相関を有するフレームデータ群を送
信側から受信側へ伝送する際に、初期フレームタイミングでは上記データ群のうち独立し
て意味をなす自立情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ主として
元のデータとの差分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送システムで使用される符
号化データ記録装置において、
　上記自立情報及び従属情報を受信し、これらの情報をもとにフレームごとに表示データ
を復号してこの復号された表示データを表示器に順次表示すると共に、送信フレームデー
タを上記自立情報及び従属情報に符号化する機能を有するデータ符号化復号処理手段と、
データ記録制御手段を備える。そして、このデータ記録制御手段により、上記データ符号
化復号処理手段が上記表示データを復号して表示する処理を行っている状態で、上記表示
データの記録開始指示が入力された場合に、この記録開始指示が入力された時点で上記デ
ータ符号化復号処理手段により復号された表示データを当該データ符号化復号処理手段に
戻して自立情報に再符号化した後記録媒体に記録すると共に、それ以後記録が終了するま
での期間には上記データ符号化復号処理手段により復号された各表示データを順次当該デ
ータ符号化復号処理手段に戻して従属情報に再符号化した後上記記録媒体に記録するよう
にしたものである。
【００１１】
　したがってこの発明によれば、データ受信途中で記録指示が入力されると、この時点で
表示器に表示される再生フレームデータが記録媒体に記録されることになる。このため、
記録データの再生時には、記録指示入力時点から高品質のフレームデータを再生すること
が可能となる。
　しかも、データ符号化復号処理部において表示のために復号再生された表示データが、
データ符号化復号処理部で再符号化されて記録媒体に記録されるため、受信データを圧縮
した状態で記録することができる。このため、記録媒体に記録する受信データ量を減らす
ことが可能となり、これにより記録の記憶容量をより有効に使用できるようにして、受信
データの記録時間を延ばすことが可能となる。
　さらに、表示データの再符号化処理を既存のデータ符号化復号処理部の符号化機能を利
用して行っているので、新たに再符号化用のエンコーダを設ける必要がなく、これにより
端末の回路規模の大型化を回避することができる。
【００１２】
　またこの発明は、記録開始指示が入力された時点から記録が終了するまでの期間に、復
号された表示データの再符号化処理のために、データ符号化復号処理手段による送信フレ
ームデータの符号化処理を一時中断させることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明に係わる符号化データ記録装置のいくつかの実施形態を説
明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
この発明の第１の実施形態は、符号化データ記録機能を備えた携帯電話端末において、Ｍ
ＰＥＧ－４による無線テレビジョン電話通信中に、通信相手側の端末から伝送された画像
フレームを復号再生して表示部に表示している状態で、使用者が録画開始操作を行った場
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合に、以後録画終了操作が行われるまで、上記表示部に表示するために生成される復号画
像データをメイン記録部に順次記録するようにしたものである。
【００１６】
図１は、この発明に係わる符号化データ記録機能を備えた携帯電話端末が使用される移動
通信システムの概略構成図である。同図において、移動通信システムがカバーするサービ
スエリアには複数の基地局ＢＳ１，ＢＳ２，…が分散して設置してあり、これらの基地局
ＢＳ１，ＢＳ２，…は網ＮＷにそれぞれ接続されている。携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，
…はそれぞれ、無線チャネルを介して最寄りの基地局ＢＳ１，ＢＳ２に接続され、これら
の基地局ＢＳ１，ＢＳ２からさらに網ＮＷに接続される。網ＮＷでは、携帯電話端末ＭＳ
１，ＭＳ２，…の発呼要求に応じて、該当する携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間を交換接続
するための処理が行われる。そして、この交換接続処理により通信リンクが確立すると、
以後携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間では無線テレビジョン電話通信が可能となる。
【００１７】
なお、上記無線チャネルのアクセス方式としては、例えばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code 
Division Multiple Access）方式が使用されるが、他にもＦＤＭＡ（Frequency Division
 Multiple Access）方式やＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access）方式、さらには
狭帯域のＣＤＭＡ方式を採用することも可能である。
【００１８】
図２は、上記移動通信システムにおいて、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２が相互に動画像デ
ータ、音声データ及びコンピュータ・データを多重化伝送することにより、無線テレビジ
ョン電話通信を行う際の仕組みを示す図である。
【００１９】
携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２は物理レイヤ（具体的には移動交換網ＮＷ）により相互に接
続され、ＭＵＸ－ＰＤＵと呼ばれるパケット単位でデータ伝送を行う。ＭＵＸ－ＰＤＵは
、図示するごとく先頭にフラグとヘッダとを配置し、その後ろに画像データ、音声データ
及びコンピュータ・データを交互に配置したものである。ヘッダにはＭＵＸ－ＰＤＵの内
容を表す情報が挿入される。
【００２０】
物理レイヤの上位にはＡＬ／ＭＵＸレイヤ（具体的には多重分離部）が配置され、このＡ
Ｌ／ＭＵＸレイヤにおいて上記ＭＵＸ－ＰＤＵが生成される。また、ＡＬ／ＭＵＸレイヤ
の上位には高位レイヤが配置され、ここでビデオチャネル、オーディオチャネル及び制御
・データチャネルの接続が行われる。高位レイヤは、後述するマルチメディア処理部、音
声コーデック及びデータ通信部により実現される。
【００２１】
動画像データは束ねられてビデオチャネルにより伝送されるが、このビデオチャネルには
ＭＰＥＧ－４ストリームが埋め込まれている。このＭＰＥＧ－４ストリームでは、後述す
る図６に示すように１画面の全ての画素を含むＩフレーム（初期フレーム）が先ず送られ
、以後各フレームタイミングごとに前フレームとの差分情報からなるＰフレームが順次送
られる。
【００２２】
さて、上記各携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…は次のように構成される。図３はその外観
を示すもので、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
この携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２は、無線テレビジョン電話通信機能を有するもので、そ
の筐体前面パネルには送話器としてのマイクロホン３１、受話器としてのスピーカ３２、
液晶表示器（ＬＣＤ）３４及びキー入力部３５がそれぞれ配設されている。また筐体上部
には、伸縮可能なアンテナ１１と、カメラ３３が装着されている。このカメラ３３は、Ｃ
ＭＯＳ又はＣＣＤ等の固体撮像素子を採用したもので、静止画像又は動画像を撮像可能で
ある。さらに筐体背面部には、電源部用の装着部が設けられており、この装着部にはバッ
テリパックを構成する電源部４が着脱自在に装着される。
【００２３】
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次に、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…の回路は次のように構成される。図４はその構成
を示すブロック図であり、無線部１と、ベースバンド部２と、入出力部３と、電源部４と
から構成される。
【００２４】
すなわち、基地局ＢＳ１，ＢＳ２，…から移動通信システム用の無線チャネルを介して到
来した無線周波信号は、アンテナ１１で受信されたのちアンテナ共用器（ＤＵＰ）１２を
介して受信回路（ＲＸ）１３に入力される。受信回路１３は、高周波増幅器、周波数変換
器及び復調器を備える。そして、上記無線信号を低雑音増幅器で低雑音増幅したのち、周
波数変換器において周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）１４から発生された受信局部発振信号
とミキシングして受信中間周波信号又は受信ベースバンド信号に周波数変換し、その出力
信号を復調器でディジタル復調する。復調方式としては、例えばＱＰＳＫ方式に対応した
直交復調方式が用いられる。なお、上記周波数シンセサイザ１４から発生される受信局部
発振信号周波数は、ベースバンド部２に設けられた主制御部２１から指示される。
【００２５】
上記復調器から出力された復調信号はベースバンド部２に入力される。ベースバンド部２
は、主制御部２１と、多重分離部２２と、音声符号復号部（以後音声コーデックと呼称す
る）２３と、マルチメディア処理部２４と、一時記憶部２５と、メイン記録部２６とを備
えている。
【００２６】
このうち一時記憶部２５は、例えばリングバッファ又はＦＩＦＯ（First-in First-out）
メモリからなり、主制御部２１の指示に従い、マルチメディア処理部２４において復号さ
れた表示画像データ及び多重分離部２２から出力された復号前の受信画像フレームを一時
保持する。
【００２７】
メイン記憶部２６は、例えばＲＡＭやＥＥＰＲＯＭからなり、主制御部２１の指示に従い
、上記一時記憶部２５から転送された復号後の表示画像データ及び復号前の受信画像フレ
ームを選択的に記録する。なお、このメイン記憶部２６には、携帯電話端末に対し着脱可
能な可搬性を有するフラッシュメモリ等を使用することが可能である。
【００２８】
上記復調信号は、主制御部２１において制御情報であるかマルチメディア情報であるかが
識別され、マルチメディア情報であれば多重分離部２２に供給されてここで音声フレーム
と画像フレームとに分離される。そして、音声フレームは音声コーデック２３に供給され
てここで音声復号され、これにより再生された音声信号は入出力部３のスピーカ３２から
拡声出力される。これに対し画像フレームは、マルチメディア処理部２４に供給されてこ
こで画像復号処理され、これにより復号された画像データは図示しないＬＣＤ制御部を介
して入出力部３のＬＣＤ３４に供給され表示される。
【００２９】
またＬＣＤ３４には、主制御部２１から出力された自装置の動作状態を表す種々情報、例
えば電話帳や受信電界強度検出値、バッテリの残量なども表示される。
【００３０】
一方、入出力部３のマイクロホン３１から出力された端末使用者の送話音声信号は、ベー
スバンド部２の音声コーデック２３に入力され、ここで音声符号化されたのち多重分離部
２２に入力される。またカメラ（ＣＡＭ）３３から出力された画像信号は、ベースバンド
部２のマルチメディア処理部２４に入力され、ここで画像符号化処理が施されたのち上記
多重分離部２２に入力される。多重分離部２２では、上記符号化された音声フレームと画
像フレームとがH.223等で規定される所定のフォーマットにより多重化され、この多重化
された送信フレームデータは主制御部２１から無線部１の送信回路（ＴＸ）１５に入力さ
れる。
【００３１】
送信回路１５は、変調器、周波数変換器及び送信電力増幅器を備える。上記送信フレーム
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データは、変調器でディジタル変調されたのち、周波数変換器により周波数シンセサイザ
１４から発生された送信局部発振信号とミキシングされて無線周波信号に周波数変換され
る。変調方式としては、ＱＰＳＫ方式が用いられる。そして、この生成された送信無線周
波信号は、送信電力増幅器で所定の送信レベルに増幅されたのち、アンテナ共用器１２を
介してアンテナ１１に供給され、このアンテナ１１から図示しない基地局に向け送信され
る。
【００３２】
なお、電源部４には、リチウムイオン電池等のバッテリ４１と、このバッテリ４１を充電
するための充電回路４２と、電圧生成回路（ＰＳ）４３とが設けられている。電圧生成回
路４３は、例えばＤＣ／ＤＣコンバータからなり、バッテリ４１の出力電圧をもとに所定
の電源電圧Ｖccを生成する。
【００３３】
また入出力部３には、操作時及び通信時にＬＣＤ３４及びキー入力部３５を照明するため
の照明器３６が設けられている。この照明器３６は、例えばバックライト又はイルミネー
ションと呼ばれる。
【００３４】
ところで主制御部２１は、マイクロプロセッサと、ＲＯＭ及びＲＡＭなどからなる内部メ
モリとを備えたもので、無線チャネルの接続制御や通信リンク確立後の通信制御等、通常
の制御機能に加えて、この発明に係わる制御機能として、表示データ記録制御手段２１ａ
を備えている。
【００３５】
この表示データ記録制御手段２１ａは、通信中に入出力部３において録画開始操作が行わ
れた場合に、以後録画終了操作が行われるまでの間に、ＬＣＤ３４に表示するためにマル
チメディア処理部２４で復号再生された表示画像データを、一時記憶部２５を介してメイ
ン記録部２６に供給して順次記憶させる。または、録画開始操作が行われた時点でデコー
ド再生された表示画像データと、それ以後録画終了操作が行われるまでの間に多重分離部
２２から出力された各受信画像フレームとを、一時記憶部２５を介してメイン記録部２６
に供給して順次記憶させる。
【００３６】
次に、以上のように構成された携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…の受信画像記録動作を説
明する。
いま仮に、図１に示す携帯電話端末ＭＳ１と携帯電話端末ＭＳ２とがＭＰＥＧ－４を用い
た無線テレビジョン電話通信を開始したとする。そうすると、送信側の携帯電話端末ＭＳ
１は、カメラ３３により撮像して得た画像データをもとに先ず初期基準画面情報であるＩ
フレームを作成し、このＩフレームを最初のフレームタイミングで送信する。そして第２
フレーム以降の各フレームタイミングではそれぞれ、１フレーム前の画像データとの差分
情報（Ｐフレーム）をそれぞれ作成し、この差分情報をＰフレームとして順次送信する。
【００３７】
これに対し通信相手の携帯電話端末ＭＳ２は、先ず携帯電話端末ＭＳ１から伝送されたＩ
フレームを受信し、このＩフレームをもとにマルチメディア処理部２４で完全な１画面デ
ータをデコード再生してこの１画面データをＬＣＤ３４に表示する。そして、それ以後は
携帯電話端末ＭＳ１から伝送されたＰフレームを順次受信し、これらのＰフレームをそれ
ぞれその１フレーム前にデコード再生した画像データに加算することでそれぞれ１画面デ
ータをデコード再生し、これらの１画面データをＬＣＤ３４に表示する。
【００３８】
図５は、上記ＭＰＥＧ－４を使用した画像データ圧縮伝送方式の動作例を模式的に示した
ものである。同図において、いま例えば送信側の携帯電話端末ＭＳ１においてＶ１，Ｖ２
，Ｖ３，…に示す画像データがカメラ３３により順次得られたとする。そうすると送信側
の携帯電話端末ＭＳ１は、先ず上記画像データＶ１を静止画として符号化してこれをＩフ
レームとして送信する。これに対し受信側の携帯電話端末ＭＳ２は、上記Ｉフレームをも
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とに１画面データＶ１′をデコード再生してこれをＬＣＤ３４に表示する。
【００３９】
次に送信側の携帯電話端末ＭＳ１は、上記画像データＶ２，Ｖ３，…が得られるごとに、
これらの画像データＶ２，Ｖ３，…とその１フレーム前の画像データＶ１，Ｖ２，…との
間の差分を検出し、この差分情報をそれぞれＰフレームとして送信する。これに対し受信
側の携帯電話端末ＭＳ２は、上記Ｐフレームを受信するごとにそれぞれ、そのデータを１
フレーム前にデコード再生した画像データＶ１′，Ｖ２′，…に加算して画像データをデ
コード再生し、これらの再生画像データをＬＣＤ３４に表示する。
【００４０】
さて、以上のような無線テレビジョン電話通信を行っている状態で、いま例えば携帯電話
端末ＭＳ２において使用者がキー入力部３５を操作して録画開始指示を入力したとする。
【００４１】
そうすると携帯電話端末ＭＳ２の主制御部２１は、この時点でマルチメディア処理部２４
によりデコード再生された表示画像データを、一時記憶部２５を介してメイン記憶部２６
に供給し記憶させる。そして、以後録画終了操作が行われるまでの期間に受信され、かつ
マルチメディア処理部２４でデコード再生された各表示画像データを、一時記憶部２５を
介してメイン記録部２６に順次供給し記憶させる。図６にこの記録動作の様子を示す。
【００４２】
この様にすることで、画像データストリームの受信途中で録画開始操作が行われたとして
も、メイン記憶部２６にはマルチメディア処理部２４においてデコードされた表示画像デ
ータが記録される。このため、記録データの再生時には、録画開始操作が行われた時点か
ら高品質の画像データを再生することが可能となる。
【００４３】
なお、以上の動作例では録画開始操作が行われた時点から録画終了操作が行われるまでの
全期間において、マルチメディア処理部２４においてデコードされた表示画像データをメ
イン記憶部２６に記憶するようにしている。
【００４４】
しかし、これに限らず、例えば図７に示すように録画操作が行われた時点においてのみ、
マルチメディア処理部２４においてデコードされた表示画像データをメイン記憶部２６に
記憶し、以後録画終了操作が行われるまでの期間では多重分離部２２から出力された受信
画像フレーム、つまりＰフレームをメイン記憶部２６に記憶するようにしてもよい。
【００４５】
このようにすると、録画開始操作が行われた時点から録画終了操作が行われるまで、デコ
ードされた画像データを記憶する場合に比べ、メイン記憶部２６に記録する画像データ量
を大幅に減らすことが可能となり、これによりメイン記憶部２６の記憶容量をより有効に
使用できるようにして、画像データの記録時間を延ばすことが可能となる。
【００４６】
（第２の実施形態）
この発明の第２の実施形態は、ＭＰＥＧ－４による無線テレビジョン電話通信を行う携帯
電話端末において、受信した画像フレームをマルチメディア処理部でデコードしてその表
示画像データを表示部に表示する動作を行っている状態で、使用者が録画開始操作を行っ
た場合に、この時点で上記マルチメディア処理部でデコードされた表示画像データを当該
マルチメディア処理部に戻してＩフレームに再エンコードしたのちメイン記憶部に記憶す
ると共に、それ以後録画終了時点までの間では上記マルチメディア処理部でデコードされ
た表示画像データを当該マルチメディア処理部に戻してＰフレームに再エンコードして上
記メイン記録部に順次記録するようにしたものである。
【００４７】
図８は、この第２の実施形態に係わる符号化データ記録機能を備えた携帯電話端末の機能
構成図である。なお、同図において前記図４と同一部分には同一符号を付して詳しい説明
は省略する。
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【００４８】
ベースバンド部２の主制御部２１は、この発明に係わる新たな制御機能として、表示デー
タ記録制御手段２１ｂと、再エンコード制御手段２１ｃとを備えている。
【００４９】
表示データ記録制御手段２１ｂは、通信中に入出力部３において録画開始操作が行われた
場合に、この録画開始操作時点から録画終了操作が行われるまでの間にマルチメディア処
理部２４でデコード再生される表示画像データを、メイン記憶部２６に記憶させるための
全体の処理を実行する。
【００５０】
再エンコード制御手段２１ｃは、上記表示データ記録制御手段２１ｂが表示画像データを
メイン記憶部２６に記憶する際に、この表示画像データをマルチメディア処理部２４に戻
して再エンコードさせ、この再エンコードにより生成されたＩフレーム及びＰフレームを
メイン記憶部２６に記憶させる。
【００５１】
この様な構成であるから、通信中に録画開始操作が行われると、主制御部２１は先ずこの
録画開始操作時点でマルチメディア処理部２４によりデコードされた表示画像データを、
マルチメディア処理部２４のエンコード部に入力して再エンコードさせ、この再エンコー
ドにより得られたＩフレームを一時記憶部２５を介してメイン記憶部２６に記憶させる。
【００５２】
そして、以後録画終了操作が行われるまでの間では、マルチメディア処理部２４でデコー
ドされた表示画像データが得られるごとに、当該表示画像データをマルチメディア処理部
２４のエンコード部に入力して再エンコードさせ、この再エンコードにより得られたＰフ
レームを一時記憶部２５を介してメイン記憶部２６に記憶させる。図９はこの再エンコー
ドを利用した記録動作の様子を示す図である。
【００５３】
なお、上記記録開始操作が行われてから録画終了操作が行われるまでの期間には、表示画
像データの再エンコード処理のために主制御部２１はマルチメディア処理部２４における
送信画像データのエンコード処理を一時中断する。
【００５４】
以上のように第２の実施形態によれば、マルチメディア処理部２４において表示のために
デコード再生された表示画像データが、マルチメディア処理部２４で再エンコードされて
メイン記憶部２６に記録されるため、受信画像データを圧縮した状態で記録することがで
きる。このため、メイン記憶部２６に記録する画像データ量を減らすことが可能となり、
これによりメイン記憶部２６の記憶容量をより有効に使用できるようにして、画像データ
の記録時間を延ばすことが可能となる。
【００５５】
しかも、表示画像データの再エンコード処理を既存のマルチメディア処理部２４のエンコ
ード部を利用して行っているので、新たに再エンコード用のエンコーダを設ける必要がな
く、これにより端末の回路規模の大型化を回避することができる。
【００５６】
（第３の実施形態）
この発明の第３の実施形態は、ＭＰＥＧ－４による無線テレビジョン電話通信中に使用者
が録画開始操作を行った場合に、この録画開始操作時点から録画終了時点までの間に上記
マルチメディア処理部でデコードされた表示画像データを一時記憶部に一時保持し、通信
終了後にこの一時記憶部に保持された表示画像データを読み出してマルチメディア処理部
で初期フレームとしてのＩフレーム及びそれに続くＰフレームに再エンコードし、これら
をメイン記憶部に記憶するようにしたものである。
【００５７】
図１０は、この第３の実施形態に係わる符号化データ記録機能を備えた携帯電話端末の機
能構成図である。なお、同図において前記図８と同一部分には同一符号を付して詳しい説
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明は省略する。
【００５８】
ベースバンド部２の主制御部２１は、この発明に係わる新たな制御機能として、表示デー
タ一時保持制御手段２１ｄと、表示データ記録制御手段２１ｅと、再エンコード制御手段
２１ｆとを備えている。
【００５９】
表示データ一時保持制御手段２１ｄは、無線テレビジョン電話通信中に使用者が録画開始
操作を行った場合に、この録画開始操作時点から録画終了時点までの間にマルチメディア
処理部２４でデコードされた表示画像データを一時記憶部２５に一時保持させる。
【００６０】
表示データ記録制御手段２１ｅは、通信の終了を監視し、通信が終了すると上記一時記憶
部２５に保持されている表示画像データを読み出してマルチメディア処理部２４に再エン
コードさせた後、メイン記憶部２６に記憶させる。
【００６１】
再エンコード制御部２１ｆは、マルチメディア処理部２４の動作を制御して、上記一時記
憶部２５から読み出された表示画像データを再エンコードさせる。
【００６２】
この様な構成であるから、通信中に録画開始操作が行われると、主制御部２１の制御に従
い、この録画開始操作時点から録画終了時点までの期間にマルチメディア処理部２４によ
りデコードされた表示画像データが一時記憶部２５に転送されて保持される。そして、そ
の後通信の終了が検出されると、主制御部２１の制御に従い、上記一時記憶部２５に保持
されている表示画像データが時間順に順次読み出されてマルチメディア処理部２４のエン
コード部に入力され、ここで初期フレームとしてのＩフレーム及びそれに続くＰフレーム
に再エンコードされる。そして、この再エンコードされたＩフレーム及びＰフレームは一
時記憶部２５を介してメイン記憶部２６に記憶される。
【００６３】
したがって第３の実施形態によれば、表示画像データが、マルチメディア処理部２４で再
エンコードされてメイン記憶部２６に記録されるため、受信画像データを圧縮した状態で
記録することができる。このため、メイン記憶部２６に記録する画像データ量を減らすこ
とが可能となり、これによりメイン記憶部２６の記憶容量をより有効に使用できるように
して、画像データの記録時間を延ばすことが可能となる。
【００６４】
しかも、上記再エンコード処理を通信終了後に行うようにしているため、マルチメディア
処理部２４による送信画像データのエンコード処理を一時停止することなく再エンコード
処理を行うことができる。また、主制御部２１の処理負担を軽減することができ、これに
より処理能力の高いＣＰＵやＤＳＰを不要にすることができる。
【００６５】
（その他の実施形態）
第２の実施形態では、表示画像データをマルチメディア処理部２４で再エンコードする場
合に、送信画像データのエンコード処理を一時中断させるようにしたが、マルチメディア
処理部２４の信号処理能力に余裕がある場合には、送信画像データのエンコード処理と表
示画像データの再エンコード処理とを時分割で行うようにしてもよい。
【００６６】
また、マルチメディア処理部２４とは別に再エンコード用の画像エンコーダを設け、この
画像エンコーダにより表示画像データの再エンコード処理を行うようにしてもよい。この
場合、再エンコード用の画像エンコーダとして、ＭＰＥＧ－２エンコーダ等のようなより
高品質のエンコードが可能なエンコーダを用いるとよい。
【００６７】
さらに、画像データの符号化圧縮／伸張方式についてはＭＰＥＧ－４以外にH.263等のそ
の他の方式を採用してもよく、また伝送データの種類についても動画像データ以外に静止
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画データやその他のデータであってもよい。
【００６８】
さらに、前記各実施形態では、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間で無線テレビジョン電話通
信を行う場合を例にとって説明した。しかし、それに限らず例えば携帯電話端末又はそれ
に代わる携帯情報端末を網ＮＷを介してインターネット上のＷＷＷサーバ等に接続し、こ
のサーバからホームページの情報等をダウンロードするような場合にもこの発明を適用で
きる。
【００６９】
また前記各実施形態では、移動通信システムを例にとって説明したが、この発明は無線Ｌ
ＡＮやＢＴ（Bluetooth）に代表される近距離無線データ通信方式を使用する機器間無線
伝送システム等にも適用することができ、さらには有線伝送システムに適用してもよい。
【００７０】
その他、端末装置の種類やその構成、再エンコード手段の構成などについても、この発明
の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【００７１】
【発明の効果】
　以上詳述したようにこの発明では、データ符号化復号処理手段が表示データを復号して
表示する処理を行っている状態で、上記表示データの記録開始指示が入力された場合に、
この記録開始指示が入力された時点で上記データ符号化復号処理手段により復号された表
示データを当該データ符号化復号処理手段に戻して自立情報に再符号化した後記録媒体に
記録すると共に、それ以後記録が終了するまでの期間には上記データ符号化復号処理手段
により復号された各表示データを順次当該データ符号化復号処理手段に戻して従属情報に
再符号化した後上記記録媒体に記録するようにしている。
【００７２】
したがってこの発明によれば、データ受信途中で記録を開始する場合でも、表示用として
再生されたフレームデータを利用することで、記録指示の入力直後から高品質のデータを
記録することが可能な符号化データ記録装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明に係わる符号データ記録装置が使用されるデータ伝送システムの一つ
である移動通信システムの概略構成を示す図。
【図２】　ＭＰＥＧ－４によるマルチメディア伝送システムのレイヤ構造を示す図。
【図３】　この発明に係わる符号データ記録装置の第１の実施形態である携帯電話端末の
外観を示す図。
【図４】　この発明に係わる符号データ記録装置の第１の実施形態である携帯電話端末の
回路構成を示す機能ブロック図。
【図５】　ＭＰＥＧ－４を使用した画像データ圧縮伝送方式の動作を模式的に示す図。
【図６】　図４に示した携帯電話端末による画像データ記録動作の一例を示す図。
【図７】　図４に示した携帯電話端末による画像データ記録動作の他の例を示す図。
【図８】　この発明に係わる符号データ記録装置の第２の実施形態である携帯電話端末の
回路構成を示す機能ブロック図。
【図９】　図８に示した携帯電話端末による画像データ記録動作を示す図。
【図１０】　この発明に係わる符号データ記録装置の第３の実施形態である携帯電話端末
の回路構成を示す機能ブロック図。
【図１１】　図１０に示した携帯電話端末による画像データ記録動作を示す図。
【符号の説明】
ＮＷ…網
ＢＳ１，ＢＳ２…基地局
ＭＳ１，ＭＳ２…携帯電話端末
１…無線部
２…ベースバンド部
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３…入出力部
４…電源部
１１…アンテナ
１２…アンテナ共用器（ＤＰＸ）
１３…受信回路（ＲＸ）
１４…周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）
１５…送信回路（ＴＸ）
２１…携帯電話機の主制御部
２１ａ，２１ｂ，２１ｅ…表示データ記録制御手段
２１ｃ，２１ｆ…再エンコード制御手段
２１ｄ…表示データ一時保持制御手段
２２…多重分離部
２３…音声コーデック
２４…マルチメディア処理部
２５…一時記憶部
２６…メイン記憶部
３１…マイクロホン
３２…スピーカ
３３…カメラ
３４…液晶表示器（ＬＣＤ）
３５…キー入力部
３６…照明器
４１…バッテリ
４２…充電回路（ＣＨＧ）
４３…電圧生成回路（ＰＳ）
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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