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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信を利用した他の情報処理装置への送信対象となる送信データと前記他の情報処
理装置から出力された出力データとの比較結果に基づいて前記他の情報処理装置へのデー
タ送信に係る遅延時間を取得する取得部と、
　前記取得された遅延時間に基づいて前記他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内
容を決定するための制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記他の情報処理装置へのデータ送信に用いられる複数のパラメータに
ついて計測された前記遅延時間を前記パラメータ毎に取得し、
　前記制御部は、前記取得された遅延時間のうちの最も値が小さい遅延時間に対応するパ
ラメータを前記設定内容として決定する
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記遅延時間を前記パラメータ毎に計測するため、前記複数のパラメー
タを順次設定する請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記送信データをエンコードする際に用いられるパラメータを前記設定
内容として決定する請求項１記載の情報処理装置。
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【請求項５】
　前記送信データを記憶する記憶部と、
　前記出力データを取得するデータ取得部とをさらに具備し、
　前記取得部は、前記記憶された送信データと前記取得された出力データとの比較結果に
基づいて前記遅延時間を算出する
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記他の情報処理装置への送信対象となる送信画像データと前記他の情
報処理装置から出力された出力画像データとの比較結果と、前記他の情報処理装置への送
信対象となる送信音声データと前記他の情報処理装置から出力された出力音声データとの
比較結果とに基づいて前記遅延時間を算出する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記送信画像データおよび前記出力画像データは、前記遅延時間を測定するためのテス
ト画像データであり、
　前記送信音声データおよび前記出力音声データは、前記遅延時間を測定するためのテス
ト音声データである
請求項６記載の情報処理装置。
【請求項８】
　無線通信を利用した他の情報処理装置への送信対象となる送信データと前記他の情報処
理装置から出力された出力データとの比較結果に基づいて前記他の情報処理装置へのデー
タ送信に係る遅延時間を取得する取得手順と、
　前記取得された遅延時間に基づいて前記他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内
容を決定する制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、無線通信を利用して各種情報のやり取り
を行う情報処理装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信を利用して各種データのやり取りを行う無線通信技術が存在する。例え
ば、２つの無線通信装置間において無線通信により各種データのやり取りを行う情報交換
装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２７８３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術によれば、有線回線で接続しなくても無線通信により２つの無線通信装
置間において各種データのやり取りを行うことができる。ただし、このように２つの無線
通信装置間において各種データのやり取りを行う場合には、無線通信による遅延が発生す
ることがある。
【０００５】
　ここで、例えば、送信側の情報処理装置から送信された画像データに基づく画像を表示
部に表示している受信側の情報処理装置において、その画像に関する操作を行うための操
作入力をユーザが行う場合を想定する。この場合には、その操作入力が反映された画像デ
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ータに基づく画像が表示部に表示されるまでの時間は、その遅延分だけ遅くなることが想
定される。このように、その操作入力が反映された画像が表示されるまでの時間が長くな
ると、ユーザが違和感を覚えることが想定される。この場合には、ユーザの興味が低減し
てしまうことも想定される。そこで、適切な遅延時間としてユーザの興味を高めることが
重要となる。
【０００６】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、適切な遅延時間とすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、無
線通信を利用した他の情報処理装置へのデータ送信に係る遅延時間を取得する取得部と、
上記取得された遅延時間に基づいて上記他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内容
を決定するための制御を行う制御部とを具備する情報処理装置およびその制御方法ならび
に当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、無線通信を利用
した他の情報処理装置へのデータ送信に係る遅延時間に基づいて、他の情報処理装置への
データ送信に係る設定内容を決定するという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記取得部は、上記他の情報処理装置へのデータ送信
に用いられる複数のパラメータについて計測された上記遅延時間を上記パラメータ毎に取
得し、上記制御部は、上記取得された遅延時間のうちの最も値が小さい遅延時間に対応す
るパラメータを上記設定内容として決定するようにしてもよい。これにより、取得された
遅延時間のうちの最も値が小さい遅延時間に対応するパラメータを決定するという作用を
もたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記遅延時間を上記パラメータ毎に計
測するため、上記複数のパラメータを順次設定するようにしてもよい。これにより、遅延
時間をパラメータ毎に計測するため、複数のパラメータを順次設定するという作用をもた
らす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記制御部は、上記他の情報処理装置への送信対象と
なるデータをエンコードする際に用いられるパラメータを上記設定内容として決定するよ
うにしてもよい。これにより、他の情報処理装置への送信対象となるデータをエンコード
する際に用いられるパラメータを決定するという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記他の情報処理装置への送信対象となるデータを記
憶する記憶部と、上記他の情報処理装置から出力された上記データを取得するデータ取得
部とをさらに具備し、上記取得部は、上記記憶されたデータと上記取得されたデータとの
比較結果に基づいて上記遅延時間を算出するようにしてもよい。これにより、記憶部に記
憶されたデータと、取得されたデータとの比較結果に基づいて遅延時間を算出するという
作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記取得部は、上記他の情報処理装置への送信対象と
なる画像データと上記他の情報処理装置から出力された当該画像データとの比較結果と、
上記他の情報処理装置への送信対象となる音声データと上記他の情報処理装置から出力さ
れた当該音声データとの比較結果とに基づいて上記遅延時間を算出するようにしてもよい
。これにより、他の情報処理装置への送信対象となる画像データと、他の情報処理装置か
ら出力されたその画像データとの比較結果と、他の情報処理装置への送信対象となる音声
データと、他の情報処理装置から出力されたその音声データとの比較結果とに基づいて遅
延時間を算出するという作用をもたらす。
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【００１３】
　また、この第１の側面において、上記画像データを、上記遅延時間を測定するためのテ
スト画像データとし、上記音声データを、上記遅延時間を測定するためのテスト音声デー
タとするようにしてもよい。これにより、テスト画像データおよびテスト音声データを用
いて遅延時間を測定するという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術によれば、適切な遅延時間とすることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本技術の実施の形態における通信システム１００の構成例を示す図である。
【図２】本技術の実施の形態における情報処理装置２００の機能構成例を示すブロック図
である。
【図３】本技術の実施の形態における画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５
の記憶内容の一例を示す図である。
【図４】本技術の実施の形態における遅延時間情報記憶部２８０の記憶内容の一例を示す
図である。
【図５】本技術の実施の形態における情報処理装置３００の機能構成例を示すブロック図
である。
【図６】本技術の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間における通
信処理例を示すシーケンスチャートである。
【図７】本技術の実施の形態における情報処理装置２００によるパラメータ設定制御処理
の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図８】本技術の実施の形態における情報処理装置３００によるデータ受信処理の処理手
順の一例を示すフローチャートである。
【図９】本技術の実施の形態の変形例における情報処理装置６００の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【図１０】本技術の実施の形態の変形例における情報処理装置７００の機能構成例を示す
ブロック図である。
【図１１】本技術の実施の形態の変形例における画像情報記憶部６４０および７３０の記
憶内容の一例を示す図である。
【図１２】本技術の実施の形態の変形例における通信システム８００の構成例を示す図で
ある。
【図１３】本技術の実施の形態の変形における情報処理装置８１０および撮像装置８５０
の機能構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．実施の形態（パラメータ設定制御：送信機器および受信機器間における無線通信に
よる遅延時間に基づいてエンコードパラメータを決定する例）
　２．変形例
【００１７】
　＜１．実施の形態＞
　［通信システムの構成例］
　図１は、本技術の実施の形態における通信システム１００の構成例を示す図である。図
１では、２つの情報処理装置（情報処理装置２００および３００）を直接無線接続する際
におけるシステム構成の一例を示す。
【００１８】
　通信システム１００は、情報処理装置２００および３００を備える。情報処理装置２０
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０は、例えば、無線通信機能を備える送信機器（例えば、画像（映像）および音声をネッ
トワークを通じて送信する電子機器）である。また、情報処理装置３００は、例えば、無
線通信機能を備える受信機器（例えば、ネットワークから受信した画像および音声を出力
する電子機器）である。
【００１９】
　例えば、情報処理装置２００および３００は、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical an
d Electronics Engineers）８０２．１１仕様に準拠した無線通信装置である。そして、
情報処理装置２００および３００は、無線通信機能を利用して各種情報のやり取りを行う
ことができる。
【００２０】
　ここで、通信システム１００に用いられる無線通信として、例えば、無線ＬＡＮ（Loca
l Area Network）を用いることができる。この無線ＬＡＮとして、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（
Wireless Fidelity）　Ｄｉｒｅｃｔ、ＴＤＬＳ（Tunneled Direct Link Setup）、アド
ホックネットワークを用いることができる。また、通信システム１００に用いられる近距
離無線ＡＶ（Audio Visual）伝送通信として、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ
　Ｍｉｒａｃａｓｔを用いることができる。なお、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍ
ｉｒａｃａｓｔは、Ｗｉ－Ｆｉ　ＤｉｒｅｃｔやＴＤＬＳの技術を利用して、一方の端末
で再生される音声や表示映像を他の端末に送信し、他の端末でも同様にその音声、映像デ
ータを出力させるミラーリング技術である。
【００２１】
　また、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔでは、ＴＣＰ／ＩＰ（Tran
smission Control Protocol/Internet Protocol）上でＵＩＢＣ（User Input Back Chann
el）を実現している。ＵＩＢＣは、一方の端末から他方の端末へマウスやキーボード等の
入力機器の操作情報を送信する技術である。なお、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍ
ｉｒａｃａｓｔの代わりに、他のリモートデスクトップソフトウェア（例えば、ＶＮＣ（
Virtual Network Computing））を適用するようにしてもよい。
【００２２】
　また、情報処理装置２００には、撮像装置４００が装着されている。撮像装置４００は
、被写体を撮像して画像データを生成し、この生成された画像データを情報処理装置２０
０に出力する撮像装置である。また、撮像装置４００は、画像データの生成時における周
囲の音声を取得し、この取得された音声に関するデータ（音声データ）を情報処理装置２
００に出力する。撮像装置４００は、例えば、マイクロフォン付きのＷｅｂカメラにより
実現される。なお、本技術の実施の形態では、別の電子機器として存在する撮像装置４０
０を情報処理装置２００に装着して使用する例を示すが、撮像装置が内蔵されている情報
処理装置を用いるようにしてもよい。
【００２３】
　なお、情報処理装置２００は、例えば、無線通信機能を備える携帯型の情報処理装置（
例えば、カメラを搭載した電子機器（例えば、パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タ
ブレット端末））である。また、情報処理装置３００は、例えば、無線通信機能を備える
表示装置（例えば、テレビジョン、プロジェクタ、パーソナルコンピュータ）や携帯型の
情報処理装置（例えば、スマートフォン、タブレット端末）である。
【００２４】
　また、図１では、情報処理装置２００に装着されている撮像装置４００を用いて、情報
処理装置３００の表示部３４１を撮影することができる状態で通信システム１００を使用
する例を示す。例えば、無線通信を利用して情報処理装置２００が画像データおよび音声
データを送信し、情報処理装置３００がその画像データおよび音声データを受信して出力
させることができる。また、撮像装置４００は、情報処理装置３００の表示部３４１に表
示される画像を撮影して、その画像データを情報処理装置２００に出力することができる
。
【００２５】
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　ここで、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔでは、画像（映
像）はＨ．２６４を用いて圧縮・展開すると定められている。また、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ
　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔでは、Ｈ．２６４を送信側で調整することがで
きる。なお、例えば、送信機器および受信機器が同じ会社の機器である場合には、適切な
パラメータが設定されていることが多いが、送信機器および受信機器が異なる会社の機器
である場合に、遅延等の問題が生じやすい。また、Ｈ．２６４は、パラメータの変更が多
い。このため、適切なパラメータを設定することが重要である。そこで、本技術の実施の
形態では、送信機器および受信機器間における無線通信による遅延時間に基づいて適切な
エンコードパラメータを決定する例を示す。
【００２６】
　［情報処理装置（送信側）の構成例］
　図２は、本技術の実施の形態における情報処理装置２００の機能構成例を示すブロック
図である。
【００２７】
　情報処理装置２００は、アンテナ２１０と、無線通信部２２０と、画像・音声生成部２
３０と、画像・音声圧縮部２４０と、画像情報記憶部２５０と、音声情報記憶部２５５と
を備える。また、情報処理装置２００は、データ取得部２６０と、遅延時間算出部２７０
と、遅延時間情報記憶部２８０と、制御部２９０とを備える。
【００２８】
　無線通信部２２０は、無線通信を利用して、他の情報処理装置（例えば、情報処理装置
３００）との間で各情報（例えば、画像データ（映像データ）および音声データ）の送受
信をアンテナ２１０を介して行うものである。例えば、画像データの送信処理が行われる
場合には、画像・音声生成部２３０により生成された画像データが画像・音声圧縮部２４
０により圧縮され、この圧縮された画像データが無線通信部２２０を経由してアンテナ２
１０から送信される。
【００２９】
　画像・音声生成部２３０は、出力対象となるデータ（画像データ、音声データ）を生成
するものであり、生成されたデータを画像・音声圧縮部２４０に出力する。例えば、画像
・音声生成部２３０は、表示部２０１（図１に示す）に表示される画像（例えば、ゲーム
の表示画面、ＣＧ画面、レンダリング）を生成する。また、このように生成されたデータ
は、他の情報処理装置（例えば、情報処理装置３００）への送信対象となる。また、画像
・音声生成部２３０は、生成された画像データを時間情報に関連付けて画像情報記憶部２
５０に記録させるとともに、生成された音声データを時間情報に関連付けて音声情報記憶
部２５５に記録させる。
【００３０】
　画像・音声圧縮部２４０は、制御部２９０により決定されたエンコードパラメータを用
いて、画像・音声生成部２３０により生成されたデータ（画像データおよび音声データ）
を圧縮（エンコード）するものである。そして、画像・音声圧縮部２４０は、その圧縮さ
れたデータ（画像データおよび音声データ）を無線通信部２２０に出力する。なお、画像
・音声圧縮部２４０は、ソフトウエアによるエンコードの実行により実現するようにして
もよく、ハードウエアによるエンコードの実行により実現するようにしてもよい。
【００３１】
　画像情報記憶部２５０は、画像・音声生成部２３０により生成された画像データを時間
情報に関連付けて記憶するものであり、記憶されている情報（画像情報）を遅延時間算出
部２７０に供給する。なお、画像情報記憶部２５０の記憶内容については、図３を参照し
て詳細に説明する。
【００３２】
　音声情報記憶部２５５は、画像・音声生成部２３０により生成された音声データを時間
情報に関連付けて記憶するものであり、記憶されている情報（音声情報）を遅延時間算出
部２７０に供給する。なお、音声情報記憶部２５５の記憶内容については、図３を参照し
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て詳細に説明する。
【００３３】
　データ取得部２６０は、撮像装置４００により生成された画像データおよび音声データ
を取得するものであり、取得された画像データおよび音声データを遅延時間算出部２７０
に供給する。すなわち、データ取得部２６０は、他の情報処理装置から出力されたデータ
を取得するデータ取得部である。
【００３４】
　遅延時間算出部２７０は、画像データおよび音声データの少なくとも１つに基づいて、
情報処理装置２００と他の情報処理装置（例えば、情報処理装置３００）との間でデータ
の送受信を行う際に生じる遅延時間を算出するものである。そして、遅延時間算出部２７
０は、算出された遅延時間を遅延時間情報記憶部２８０に記憶させる。
【００３５】
　例えば、遅延時間算出部２７０は、画像情報記憶部２５０に記憶されている画像情報と
、データ取得部２６０により取得された画像データとを比較し、この比較結果に基づいて
遅延時間を算出する。また、例えば、遅延時間算出部２７０は、音声情報記憶部２５５に
記憶されている音声情報と、データ取得部２６０により取得された音声データとを比較し
、この比較結果に基づいて遅延時間を算出する。また、例えば、遅延時間算出部２７０は
、画像データの比較結果と、音声データの比較結果とに基づいて、遅延時間を算出するよ
うにしてもよい。例えば、画像データの比較結果（差分値）と、音声データの比較結果（
差分値）との平均値を遅延時間として算出することができる。すなわち、遅延時間算出部
２７０は、無線通信を利用した他の情報処理装置へのデータ送信に係る遅延時間を取得す
る。なお、遅延時間算出部２７０は、特許請求の範囲に記載の取得部の一例である。
【００３６】
　遅延時間情報記憶部２８０は、画像・音声圧縮部２４０に設定されているエンコードパ
ラメータと、このエンコードパラメータの設定時における遅延時間（遅延時間算出部２７
０により算出された遅延時間）とを関連付けて記憶するものである。そして、遅延時間情
報記憶部２８０は、記憶されている遅延時間情報を制御部２９０に供給する。なお、遅延
時間情報記憶部２８０の記憶内容については、図４を参照して詳細に説明する。
【００３７】
　制御部２９０は、情報処理装置２００の各部を制御するものである。例えば、制御部２
９０は、画像・音声生成部２３０により生成された画像データおよび音声データを情報処
理装置３００に送信する制御を行う。また、制御部２９０は、画像・音声圧縮部２４０に
おけるエンコードパラメータを設定するための制御を行う。
【００３８】
　また、例えば、制御部２９０は、遅延時間算出部２７０により算出された遅延時間に基
づいて、他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内容を決定するための制御を行う。
この設定内容は、例えば、他の情報処理装置への送信対象となるデータをエンコードする
際に用いられるパラメータである。この場合に、制御部２９０は、例えば、その遅延時間
をパラメータ毎に計測するため、複数のパラメータを順次設定することができる。また、
例えば、制御部２９０は、遅延時間算出部２７０により算出された遅延時間のうちの最も
値が小さい遅延時間に対応するパラメータを、その設定内容として決定することができる
。
【００３９】
　なお、情報処理装置２００は、上述した各部以外にも、表示部２０１（図１に示す）、
音声出力部、操作受付部、インジケータ等を備えることができるが、これらについては、
図２での図示を省略する。
【００４０】
　表示部２０１は、例えば、画像・音声生成部２３０により生成された画像を表示する表
示部である。なお、表示部２０１として、例えば、有機ＥＬ（Electro Luminescence）、
ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示パネルを用いることができる。インジケータ
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は、遅延時間を計測中か否かを示すインジケータである。
【００４１】
　音声出力部（図示せず）は、例えば、画像・音声生成部２３０により生成された音声を
出力する音声出力部（例えば、スピーカ）である。なお、送信機器および受信機器の双方
から画像を出力するが、音声については何れか一方のみから出力することが好ましい。こ
のため、送信機の音声を拾ってしまうことは想定していない。
【００４２】
　操作受付部（図示せず）は、ユーザにより行われた操作入力を受け付ける操作受付部で
あり、例えば、キーボード、マウス、ゲームパッド、タッチパネル、カメラである。なお
、操作受付部および表示部２０１については、使用者がその指を表示面に接触または近接
することにより操作入力を行うことが可能なタッチパネルを用いて一体で構成することが
できる。
【００４３】
　［画像情報記憶部および音声情報記憶部の記憶内容例］
　図３は、本技術の実施の形態における画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５
５の記憶内容の一例を示す図である。図３では、画像・音声生成部２３０が各記憶部（画
像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５）にデータを記録する場合における記憶
内容例を示す。図３のａには、画像情報記憶部２５０の記憶内容を示し、図３のｂには、
音声情報記憶部２５５の記憶内容を示す。なお、画像情報記憶部２５０および音声情報記
憶部２５５は、他の情報処理装置への送信対象となるデータを記憶する記憶部の一例であ
る。すなわち、画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５は、特許請求の範囲に
記載の記憶部の一例である。
【００４４】
　図３のａに示すように、画像情報記憶部２５０には、画像情報２５１と、時間情報２５
２とが関連付けて記憶されている。なお、図３のａでは、３０ｆｐｓの例を示す。
【００４５】
　画像情報２５１は、画像・音声生成部２３０により生成された画像データ（フレーム）
である。なお、図３のａでは、説明の容易のため、画像データ（フレーム）を識別するた
めの番号のみを画像情報２５１に示す。
【００４６】
　時間情報２５２は、基準時刻からの経過時間である。例えば、画像・音声圧縮部２４０
により最初に生成された画像データ（フレーム）の生成時刻を基準時刻とし、この基準時
刻からの経過時間が時間情報２５２に順次記録される。
【００４７】
　このように、画像情報記憶部２５０には、画像・音声生成部２３０により生成された画
像データ（フレーム）と、この画像データ（フレーム）に関する時間情報（基準時刻から
の経過時間）とが関連付けて順次記録される。例えば、フレーム（例えば、３３ｍｓｅｃ
）毎に記録される。
【００４８】
　図３のｂに示すように、音声情報記憶部２５５には、音声情報２５６と、時間情報２５
７とが関連付けて記憶されている。なお、図３のｂでは、４４，１００Ｈｘの例を示す。
【００４９】
　音声情報２５６は、画像・音声生成部２３０により生成された音声データ（例えば、テ
スト用の音声「ポン」）である。なお、図３のｂでは、説明の容易のため、音声データを
識別するための番号のみを音声情報２５６に示す。
【００５０】
　時間情報２５７は、基準時刻からの経過時間である。例えば、画像・音声圧縮部２４０
により最初に生成された画像データ（フレーム）の生成時刻を基準時刻とし、この基準時
刻からの経過時間が時間情報２５７に順次記録される。
【００５１】
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　このように、音声情報記憶部２５５には、画像・音声生成部２３０により生成された音
声データと、この音声データに関する時間情報（基準時刻からの経過時間）とが関連付け
て順次記録される。
【００５２】
　図３では、画像・音声生成部２３０が各記憶部にデータを記録する場合における記憶内
容例を示すが、一定時間毎に各記憶部が画像・音声生成部２３０に対して問合せを行うこ
とにより、一定時間毎のデータを順次記録するようにしてもよい。
【００５３】
　［遅延時間情報記憶部の記憶内容例］
　図４は、本技術の実施の形態における遅延時間情報記憶部２８０の記憶内容の一例を示
す図である。
【００５４】
　遅延時間情報記憶部２８０には、エンコードパラメータ２８１と、遅延時間２８２とが
関連付けて記憶されている。
【００５５】
　エンコードパラメータ２８１は、画像・音声圧縮部２４０が、送信対象となる画像デー
タを圧縮（エンコード）する際に用いられるパラメータ（エンコードパラメータ）である
。このエンコードパラメータは、制御部２９０により設定される。
【００５６】
　遅延時間２８２は、遅延時間算出部２７０により算出された遅延時間である。すなわち
、画像・音声圧縮部２４０に設定されているエンコードパラメータの各組合せ（例えば、
Ａ乃至Ｘ）について、エンコードパラメータおよび遅延時間が順次記録される。
【００５７】
　このように、遅延時間情報記憶部２８０には、遅延時間算出部２７０により算出された
遅延時間（情報処理装置３００へのデータ送信に用いられる複数のパラメータについて計
測された遅延時間）が、パラメータ毎に記憶される。
【００５８】
　［エンコードパラメータおよび遅延時間の関係例］
　ここで、エンコードパラメータと遅延時間との関係について説明する。ここでは、近年
、動画の圧縮方法として広く用いられているＨ．２６４に関して、遅延時間に関係するエ
ンコードパラメータ（圧縮パラメータ）のうち、いくつかの例について説明する。
【００５９】
　［圧縮率（ビットレート）］
　基本的に、圧縮率を上げてビットレートの値を低くすることにより、画像データの送信
に必要な帯域を減らすことができる。このように、画像データの送信に必要な帯域を減ら
すことにより、ネットワークが多少混雑したような場合でも、画像データが送信途中で欠
落して再送処理が必要となるケースを減少させることができ、遅延を小さくすることがで
きる。
【００６０】
　［画像の解像度］
　一般的に、解像度が大きくなるほど圧縮、展開に必要な計算量が増え、圧縮処理、展開
処理に時間がかかる。このため、画像の解像度を大きくするのに応じて、遅延時間が大き
くなると考えられる。
【００６１】
　［Ｂフレーム（Bi-directional Predicted Frame）の使用の有無］
　Ｂフレームは、時間軸においてそのフレームの前後に位置するＩフレーム（Intra-code
d Frame）から予測されるフレームである。すなわち、時間軸においてＢフレームよりも
後に位置するＩフレームを受信しない限り、そのＢフレームを表示することができない。
このため、送信機器がＢフレームを送信してから、受信機器がそのＢフレームを表示する
までの遅延時間は大きくなる。基本的に、リアルタイム性が要求されるようなアプリケー
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ションの場合には、Ｂフレームは使われないことが多い。
【００６２】
　［動き探索の範囲］
　動き探索処理は、連続している２枚のフレームにおいて、物体がどの方向にどれだけ動
いたかを検出する処理である。この動き探索処理では、探索範囲の上限が定められている
ことが多い。比較的広い範囲を探索するように設定されている場合には、動画全体の圧縮
率を上げることが可能性であるが、送信機器が画像データをエンコード処理する際におけ
る負荷が上がる。このため、比較的広い範囲を探索するように設定されている場合には、
フレーム送出までの時間が長くなる可能性がある。
【００６３】
　［スライスエンコーディングの使用の有無］
　スライスエンコーディングは、１つのフレーム全体を圧縮する代わりに、フレームを複
数のブロックに分割してそれぞれを圧縮する処理である。スライスエンコーディングを使
用すると、１つのフレーム全体の圧縮の完了を待たずに部分的にフレームを送信できるた
め、遅延時間を短縮することができる。
【００６４】
　［デブロッキングフィルタの使用］
　一般的に、デブロッキングフィルタを使用すると画質を向上させることができるが、一
方でＨ．２６４のデコーダの負荷が大きくなり、受信機器の処理量が増加する。このため
、比較的短い時間でデコードするためには、デブロッキングフィルタを採用しない方が好
ましい。
【００６５】
　ここで、送信機器に内蔵されているエンコーダや受信機器に内蔵されているデコーダが
特定の用途に特化して設計されている場合を想定する。この場合には、上述したパラメー
タ以外のパラメータ（例えば、参照フレーム数、プロファイル、レベル等）の変更も遅延
時間の増減に寄与する可能性がある。また、一部の受信機器においては、映像ストリーム
や音声ストリームに含まれるタイムスタンプ情報が適切に設定されていないと、画像デー
タ、音声データの出力が遅れることがある。なお、そのタイムスタンプ情報は、ＰＴＳ（
Presentation Time Stamp）、ＤＴＳ（Decoding Time Stamp）と称される。
【００６６】
　また、無線通信を行う情報処理装置が複数のコーデック（Ｃｏｄｅｃ）を使用可能であ
る場合には、遅延時間が比較的少なくなるコーデックを選択することが好ましい。例えば
、ＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧは、各フレームを独立に圧縮する（すなわち、フレーム間の圧縮
を行わない）。このため、他のフレームの受信状況に関わらず、そのフレームのデータを
受け取った直後にそのフレームを出力することができる。また、例えば、ＭｏｔｉｏｎＪ
ＰＥＧは、圧縮、展開に要する計算量が小さいため、計算に要する時間を短くすることが
できる。このため、例えば、画像データの圧縮においては、Ｈ．２６４を使用するよりも
ＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧを使用した方が遅延時間を少なくすることができる。
【００６７】
　［情報処理装置（受信側）の構成例］
　図５は、本技術の実施の形態における情報処理装置３００の機能構成例を示すブロック
図である。
【００６８】
　情報処理装置３００は、アンテナ３１０と、無線通信部３２０と、画像・音声展開部３
３０と、画像・音声出力部３４０とを備える。
【００６９】
　無線通信部３２０は、無線通信を利用して、他の情報処理装置（例えば、情報処理装置
２００）との間で各情報（例えば、画像データおよび音声データ）の送受信をアンテナ３
１０を介して行うものである。例えば、画像データの受信処理が行われる場合には、アン
テナ３１０により受信された画像データが、無線通信部３２０を経由して画像・音声展開
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部３３０により展開（復号）され、この展開された画像データが表示部３４１に供給され
る。そして、その展開された画像データに応じた画像が表示部３４１に表示される。
【００７０】
　画像・音声展開部３３０は、情報処理装置２００から出力されたデータ（画像データお
よび音声データ）を展開（デコード）するものであり、展開されたデータ（画像データお
よび音声データ）を画像・音声出力部３４０に出力する。なお、画像・音声展開部３３０
は、ソフトウエアによるデコードの実行により実現するようにしてもよく、ハードウエア
によるデコードの実行により実現するようにしてもよい。
【００７１】
　画像・音声出力部３４０は、表示部３４１および音声出力部３４２を備える。
【００７２】
　表示部３４１は、画像・音声展開部３３０により展開された画像データに基づく各画像
（例えば、図１に示す表示画面）を表示する表示部である。なお、表示部３４１として、
例えば、有機ＥＬパネル、ＬＣＤパネル等の表示パネルを用いることができる。なお、表
示部３４１として、使用者がその指を表示面に接触または近接することにより操作入力を
行うことが可能なタッチパネルを用いるようにしてもよい。
【００７３】
　音声出力部３４２は、画像・音声展開部３３０により展開された音声データに基づく各
種音声（映画の音声、ゲームの音声等）を出力する音声出力部（例えば、スピーカ）であ
る。
【００７４】
　［通信例］
　図６は、本技術の実施の形態における通信システム１００を構成する各装置間における
通信処理例を示すシーケンスチャートである。なお、図６では、送信側の情報処理装置２
００および受信側の情報処理装置３００間において、最初に、テスト用の情報の送受信を
行う場合における通信処理例を示す。ここで、テスト用の情報は、例えば、遅延時間を測
定するためのテスト用の画像データと、遅延時間を測定するためのテスト用の音声データ
との少なくとも１つである。なお、テスト用の画像データに基づいて表示される画像（テ
スト画像）は、例えば、１フレーム毎に数字を付した画像である。また、テスト用の音声
データに基づいて出力される音声（テスト音声）は、例えば、所定数のフレーム間隔で設
定される所定音（例えば、「ポン」）である。
【００７５】
　最初に、送信側の情報処理装置２００は、受信側の情報処理装置３００に画像データお
よび音声データを送信するための画像・音声送信の準備を行う（５０１）。この準備には
、例えば、無線通信部２２０、画像・音声圧縮部２４０、画像情報記憶部２５０、音声情
報記憶部２５５、遅延時間情報記憶部２８０の初期化処理が含まれる。また、送信側の情
報処理装置２００の制御部２９０は、この準備において、画像・音声圧縮部２４０におけ
るエンコードパラメータの初期値を設定する。
【００７６】
　ここで、使用するネットワークの種別によっては、この準備の時点（５０１）で無線通
信部２２０を制御し、受信機器（受信側の情報処理装置３００）とのネットワーク接続を
確立するようにしてもよい。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓ
ｔの場合には、ＷＦＤ（Wi-Fi Direct）　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ等の一連の
動作において、受信機器とのネットワーク接続を確立することができる。その一連の動作
は、例えば、ＷＦＤ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ、ＷＦＤ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ（Ｏｐｔｉｏｎａｌ）、ＷＦＤ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐで
ある。なお、ＷＦＤ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙは、相手機器を発見する処理で
ある。また、ＷＦＤ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙは、相手機器の詳細情報を取
得する処理である。また、ＷＦＤ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐは、相手機器との
ネットワーク接続を確立する処理である。
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【００７７】
　また、画像データおよび音声データの伝送方式によっては、この準備の時点（５０１）
で受信機器との間で設定情報を交換するようにしてもよい。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲ
ＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔの場合には、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｎｅｇｏｔｉａｔ
ｉｏｎと呼ばれる事前設定をこの時点で行う。ここで、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｎｅｇｏ
ｔｉａｔｉｏｎは、ＷＦＤのコネクションセットアップが完了した後、ＷＦＤ　ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔの前に、ＷＦＤ　ＳｏｕｒｃｅとＷＦＤ　Ｓｉｎｋ
間でＲＴＳＰ（Real Time Streaming Protocol）プロトコルを用いたメッセージシーケン
スの交換を行う処理である。
【００７８】
　また、受信側の情報処理装置３００は、送信側の情報処理装置２００から画像データお
よび音声データを受信するための画像・音声受信の準備を行う（５０２）。この準備には
、例えば、無線通信部３２０、画像・音声展開部３３０、画像・音声出力部３４０の初期
化処理が含まれる。
【００７９】
　ここで、送信側の情報処理装置２００と同様に、使用するネットワークの種別によって
は、この準備の時点（５０２）で無線通信部３２０を制御し、送信機器（送信側の情報処
理装置２００）とのネットワーク接続を確立するようにしてもよい。また、画像データお
よび音声データの伝送方式によっては、この準備の時点（５０２）で送信機器との間で設
定情報を交換するようにしてもよい。なお、これらの各処理については、送信側の情報処
理装置２００と同様であるため、ここでの説明を省略する。
【００８０】
　続いて、送信側の情報処理装置２００は、受信側の情報処理装置３００への画像データ
および音声データの送信を開始する（５０３）。また、送信側の情報処理装置２００は、
画像データおよび音声データの送信とともに、画像・音声生成部２３０により生成された
画像データおよび音声データを、各記憶部（画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部
２５５）に順次記録させる（５０３）。
【００８１】
　具体的には、画像・音声生成部２３０により生成された画像データおよび音声データが
画像・音声圧縮部２４０により圧縮される。そして、その圧縮された画像データおよび音
声データが無線通信部２２０を介してストリームとして受信側の情報処理装置３００に送
信される（５０３）。また、画像・音声生成部２３０により生成された画像データが画像
情報記憶部２５０に順次記録され、画像・音声生成部２３０により生成された音声データ
が音声情報記憶部２５５に順次記録される（５０３）
【００８２】
　また、これ以降も同様に、画像・音声生成部２３０により生成された画像データおよび
音声データの送信および記録が順次行われる。なお、画像情報記憶部２５０および音声情
報記憶部２５５の記憶容量に制限がある場合も想定される。この場合には、画像・音声生
成部２３０により生成された画像データおよび音声データのうちの最新のデータ（例えば
、最新の所定秒間のデータ）のみを画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５に
記録させるようにしてもよい。
【００８３】
　また、受信側の情報処理装置３００は、送信側の情報処理装置２００からのストリーム
（圧縮された画像データおよび音声データ）の受信を開始する（５０４）。具体的には、
送信側の情報処理装置２００からのストリームが無線通信部３２０により受信されると、
この受信したストリームが画像・音声展開部３３０に入力されて展開される。そして、そ
の展開された画像データおよび音声データが画像・音声出力部３４０から出力される（５
０５）。
【００８４】
　続いて、送信側の情報処理装置２００のデータ取得部２６０は、撮像装置４００により
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生成された画像データおよび音声データを取得する。そして、送信側の情報処理装置２０
０の遅延時間算出部２７０は、その取得された画像データと、画像情報記憶部２５０に記
憶されている画像データとに基づいて、画像データの遅延時間を算出する（５０６）。ま
た、送信側の情報処理装置２００の遅延時間算出部２７０は、その取得された音声データ
と、音声情報記憶部２５５に記憶されている音声データとに基づいて、音声データの遅延
時間を算出する（５０６）。すなわち、遅延時間の測定が行われる（５０６）。
【００８５】
　具体的には、遅延時間算出部２７０は、データ取得部２６０により取得された画像デー
タと一致する画像データを、画像情報記憶部２５０から抽出する。例えば、遅延時間算出
部２７０は、文字認識技術（例えば、テンプレートマッチング処理）により画像データに
含まれる数値を認識することができる。そして、遅延時間算出部２７０は、その抽出され
た画像データに関連付けられている時間情報と、現在時刻とに基づいて、遅延時間を算出
する。例えば、その抽出された画像データに関連付けられている時間情報と、現在時刻と
の差分値が算出され、この差分値が遅延時間として算出される。
【００８６】
　また、音声データについても同様に遅延時間を算出することができる。すなわち、遅延
時間算出部２７０は、データ取得部２６０により取得された音声データと一致する音声デ
ータを、音声情報記憶部２５５から抽出する。例えば、遅延時間算出部２７０は、音声認
識技術（例えば、音声信号（波形）のマッチング処理）により、特定の音声データ（例え
ば、「ポン」）を認識することができる。そして、遅延時間算出部２７０は、その抽出さ
れた音声データに関連付けられている時間情報と、現在時刻とに基づいて、遅延時間を算
出する。例えば、その抽出された音声データに関連付けられている時間情報と、現在時刻
との差分値が算出され、この差分値が遅延時間として算出される。
【００８７】
　このように、遅延時間算出部２７０は、画像データの比較結果と、音声データの比較結
果とに基づいて遅延時間を算出することができる。
【００８８】
　また、これらの遅延時間の計測については、必要に応じて数秒乃至数十秒間行われる。
例えば、遅延時間の計測時間を長くした場合には、計測された遅延時間の平均値を求め、
この平均値を遅延時間とすることができる。このように、遅延時間の計測時間を長くする
ことにより、計測される遅延時間の精度を高めることができる。
【００８９】
　ここで、画像データを用いて算出された遅延時間と、音声データを用いて算出された遅
延時間とが異なる値となることも想定される。このような場合には、画像データに基づく
遅延時間を優先して用いるようにしてもよく、画像データを用いて算出された遅延時間と
、音声データを用いて算出された遅延時間との平均値を用いるようにしてもよい。
【００９０】
　また、この例では、画像データおよび音声データの双方を用いて遅延時間を計測する例
を示したが、画像データおよび音声データの何れか一方を用いて遅延時間を計測するよう
にしてもよい。
【００９１】
　続いて、送信側の情報処理装置２００の遅延時間算出部２７０は、計測により求められ
た遅延時間と、画像・音声圧縮部２４０に設定されているエンコードパラメータ（圧縮に
関する各種設定）とを関連付けて遅延時間情報記憶部２８０に記録させる（５０７）。
【００９２】
　続いて、送信側の情報処理装置２００の制御部２９０は、試すことができる他のエンコ
ードパラメータが存在するか否かを判断する。そして、送信側の情報処理装置２００の制
御部２９０は、試すことができる他のエンコードパラメータが存在する場合には、画像・
音声圧縮部２４０の設定内容を他のエンコードパラメータに変更する（５０８）。
【００９３】
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　このように、エンコードパラメータの設定が変更された場合には（５０８）、画像・音
声生成部２３０により生成された画像データおよび音声データが、変更後のエンコードパ
ラメータを用いて画像・音声圧縮部２４０により圧縮される。そして、その圧縮された画
像データおよび音声データが無線通信部２２０を介してストリームとして受信側の情報処
理装置３００に送信される（５０３）。また、画像・音声生成部２３０により生成された
画像データが画像情報記憶部２５０に順次記録され、画像・音声生成部２３０により生成
された音声データが音声情報記憶部２５５に順次記録される（５０３）
【００９４】
　このように、送信側の情報処理装置２００は、途中でエンコードパラメータを変更する
が、受信側の情報処理装置３００では、その変更に対応する処理を特に行わない。すなわ
ち、受信側の情報処理装置３００は、送信側の情報処理装置２００から送信されたストリ
ーム（画像データおよび音声データ）を受信して順次出力するのみでよい。ただし、以下
に示すように、送信側の情報処理装置２００が、明示的にエンコードパラメータの変更を
通知することも可能である。このような場合には、受信側の情報処理装置３００は、その
通知に基づいて画像・音声展開部３３０や画像・音声出力部３４０の再初期化を行うよう
にしてもよい。
【００９５】
　なお、なんらかの手段により受信側の情報処理装置３００が対応しているエンコードパ
ラメータを予め把握している場合には、送信側の情報処理装置２００は、受信側の情報処
理装置３００が対応していないパラメータを試さずに省略することができる。例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔの場合には、上述したＣａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎの手続きにより、送信機器は、受信機器がサポートして
いる映像フォーマットの種類や解像度等を取得することができる。このため、送信機器が
パラメータを変更する場合には、そのように取得された受信機器に関する情報（受信機器
がサポートしている映像フォーマットの種類や解像度等）をチェックすることにより、受
信機器がサポートしていないものを予め省くことができる。
【００９６】
　また、新しいエンコードパラメータを用いてストリームを送信する前に、送信機器は、
その以前のストリームの送信を一時的に中断し、受信機器に対して、別の種類のストリー
ムを送信する旨を伝達するようにしてもよい。
【００９７】
　また、伝送方式によっては、明示的にエンコードパラメータの変更を別の経路で受信機
器に通知することもできる。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓ
ｔの場合には、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｒｅ－ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎと呼ばれる仕組み
により通知することができる。ここで、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｒｅ－ｎｅｇｏｔｉａｔ
ｉｏｎは、ＷＦＤ　ＳｏｕｒｃｅからＷＦＤ　Ｓｉｎｋに対して、画像（映像）の解像度
やフレームレートの変更を事前に通知するものである。また、ＷＦＤ　Ｓｏｕｒｃｅは、
ＷＦＤ　Ｓｅｓｓｉｏｎにおけるパラメータを、ＲＴＳＰプロトコルを用いて適宜アップ
デートすることができる。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａｃａｓｔ
の規格を独自に拡張し、ＲＴＳＰプロトコルでさらに様々なパラメータをアップデートす
ることができる。そして、このアップデートされたパラメータを用いて遅延時間の測定（
５０６）を行うようにしてもよい。
【００９８】
　また、エンコードパラメータの設定が変更された場合には（５０８）、送信側の情報処
理装置２００は、新たに設定されたエンコードパラメータについて遅延時間の計測（５０
６）、遅延時間等の記録（５０７）を行う。すなわち、エンコードパラメータの設定が変
更される毎に（５０８）、遅延時間の計測（５０６）、遅延時間等の記録（５０７）が繰
り返し行われる。
【００９９】
　また、試すことができる全てのエンコードパラメータについて遅延時間の計測（５０６
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）、遅延時間等の記録（５０７）が行われた場合には、試した中から最適なエンコードパ
ラメータが抽出される（５０９）。具体的には、送信側の情報処理装置２００の制御部２
９０は、遅延時間情報記憶部２８０に記憶されている遅延時間のうちから最小値を抽出し
、この抽出された最小値の遅延時間に関連付けて記憶されているエンコードパラメータを
抽出する（５０９）。例えば、図４に示すように、遅延時間が記録されている場合には、
最小値「５」が抽出され、この抽出された最小値の遅延時間に関連付けて記憶されている
エンコードパラメータ「Ａ３乃至Ｘ３」が抽出される（５０９）。すなわち、最適なエン
コードパラメータが決定される（５０９）。
【０１００】
　続いて、送信側の情報処理装置２００の制御部２９０は、その決定されたエンコードパ
ラメータを画像・音声圧縮部２４０に設定する（５１０）。そして、送信側の情報処理装
置２００は、新たに設定されたエンコードパラメータを用いて圧縮された画像データおよ
び音声データの送信を開始する（５１１）。
【０１０１】
　なお、例えば、測定中である場合には（５０１乃至５１０）、その旨を示すインジケー
タによりその旨を表示させることができる。また、表示画面上のメッセージ表示によりそ
の旨をユーザに通知するようにしてもよい。
【０１０２】
　また、受信側の情報処理装置３００は、送信側の情報処理装置２００からのストリーム
（圧縮された画像データおよび音声データ）の受信を開始し（５１２）、その受信した画
像データおよび音声データを画像・音声出力部３４０から出力する（５１３）。
【０１０３】
　なお、新しいエンコードパラメータを用いてストリームを送信する前に、送信側の情報
処理装置２００は、それ以前のストリームの送信を一時的に中断するようにしてもよい。
また、新しいエンコードパラメータを用いてストリームを送信する前に、送信側の情報処
理装置２００は、別の経路を用いて新しいエンコードパラメータを受信側の情報処理装置
３００に通知するようにしてもよい。
【０１０４】
　また、図６では、テスト用の情報の送受信を行う際に遅延時間を計測する例を示したが
、通常の情報の送受信を行う際に遅延時間を計測するようにしてもよい。例えば、ユーザ
が通信システム１００を用いてゲームをしている場合に、定期的または不定期に、そのゲ
ームに係る画像データおよび音声データの送受信を行う際の遅延時間を計測することがで
きる。この場合には、定期的または不定期に、最適なエンコードパラメータの決定を行い
、最適なエンコードパラメータを適宜設定するようにしてもよい。
【０１０５】
　この場合に、データ取得部２６０により取得された画像データと一致する画像データを
、画像情報記憶部２５０から抽出する場合には、例えば、画像データにおける各画素の輝
度の差分値の絶対値に基づいて抽出することができる。例えば、比較対象となる２つの画
像データ（データ取得部２６０により取得された画像データ、画像情報記憶部２５０に記
憶されている画像データ）を同一サイズとし、各画像データにおける各画素の輝度の差分
値の絶対値を算出する。そして、その算出された輝度の差分値の絶対値が最も小さい画像
データ（画像情報記憶部２５０の画像データ）を、データ取得部２６０により取得された
画像データと一致する画像データとして画像情報記憶部２５０から抽出することができる
。
【０１０６】
　［情報処理装置（送信側）の動作例］
　図７は、本技術の実施の形態における情報処理装置２００によるパラメータ設定制御処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、この例では、送信側の情報処理
装置２００および受信側の情報処理装置３００間で無線通信を行う例を示す。
【０１０７】
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　最初に、制御部２９０は、受信側の情報処理装置３００に画像データおよび音声データ
を送信するための画像・音声送信の準備を行う（ステップＳ９０１）。この準備には、例
えば、無線通信部２２０、画像・音声圧縮部２４０、画像情報記憶部２５０、音声情報記
憶部２５５、遅延時間情報記憶部２８０の初期化処理が含まれる。また、制御部２９０は
、この準備において、画像・音声圧縮部２４０におけるエンコードパラメータの初期値を
設定する。
【０１０８】
　続いて、制御部２９０は、受信側の情報処理装置３００への画像データおよび音声デー
タの送信を開始するための制御を行う（ステップＳ９０２）。また、制御部２９０は、画
像・音声生成部２３０により生成された画像データおよび音声データを、各記憶部（画像
情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５）に順次記録させるための制御を行う（ス
テップＳ９０２）。
【０１０９】
　続いて、遅延時間の計測が開始されたか、または、遅延時間の計測中であるかが判断さ
れる（ステップＳ９０３）。遅延時間の計測が開始されておらず、かつ、遅延時間の計測
中でない場合には（ステップＳ９０３）、ステップＳ９１１に進む。
【０１１０】
　一方、遅延時間の計測が開始された場合、または、遅延時間の計測中である場合には（
ステップＳ９０３）、遅延時間の測定が行われる（ステップＳ９０４）。すなわち、遅延
時間算出部２７０は、データ取得部２６０により取得された画像データと、画像情報記憶
部２５０に記憶されている画像データとに基づいて、画像データの遅延時間を算出する（
ステップＳ９０４）。また、遅延時間算出部２７０は、その取得された音声データと、音
声情報記憶部２５５に記憶されている音声データとに基づいて、音声データの遅延時間を
算出する（ステップＳ９０４）。なお、ステップＳ９０４は、特許請求の範囲に記載の取
得手順の一例である。
【０１１１】
　続いて、遅延時間算出部２７０は、計測により求められた遅延時間と、画像・音声圧縮
部２４０に設定されているエンコードパラメータ（圧縮に関する各種設定）とを関連付け
て遅延時間情報記憶部２８０に記録させる（ステップＳ９０５）。
【０１１２】
　続いて、制御部２９０は、試すことができる他のエンコードパラメータが存在するか否
かを判断する（ステップＳ９０６）。そして、試すことができる他のエンコードパラメー
タが存在する場合には（ステップＳ９０６）、制御部２９０は、画像・音声圧縮部２４０
の設定内容を他のエンコードパラメータに変更する（ステップＳ９０７）。
【０１１３】
　続いて、制御部２９０は、変更後のエンコードパラメータを用いた画像データおよび音
声データの送信を開始するための制御を行う（ステップＳ９０８）。また、制御部２９０
は、画像・音声生成部２３０により生成された画像データおよび音声データを、各記憶部
（画像情報記憶部２５０および音声情報記憶部２５５）に順次記録させるための制御を行
い（ステップＳ９０８）、ステップＳ９０３に戻る。
【０１１４】
　続いて、試すことができる他のエンコードパラメータが存在しない場合には（ステップ
Ｓ９０６）、制御部２９０は、試した中から最適なエンコードパラメータを決定する（ス
テップＳ９０９）。なお、ステップＳ９０９は、特許請求の範囲に記載の制御手順の一例
である。続いて、制御部２９０は、その決定されたエンコードパラメータを画像・音声圧
縮部２４０に設定する（ステップＳ９１０）。続いて、制御部２９０は、新たに設定され
たエンコードパラメータを用いた画像データおよび音声データの送信を開始するための制
御を行う（ステップＳ９１１）。
【０１１５】
　続いて、画像・音声の出力終了指示が行われたか否かが判断され（ステップＳ９１２）
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、画像・音声の出力終了指示が行われていない場合には、ステップＳ９０３に戻る。一方
、画像・音声の出力終了指示が行われた場合には（ステップＳ９１２）、パラメータ設定
制御処理の動作を終了する。
【０１１６】
　［情報処理装置（受信側）の動作例］
　図８は、本技術の実施の形態における情報処理装置３００によるデータ受信処理の処理
手順の一例を示すフローチャートである。なお、この例では、送信側の情報処理装置２０
０および受信側の情報処理装置３００間で無線通信を行う例を示す。
【０１１７】
　最初に、送信側の情報処理装置２００から画像データおよび音声データを受信するため
の画像・音声受信の準備が行われる（ステップＳ９２１）。この準備には、例えば、無線
通信部３２０、画像・音声展開部３３０、画像・音声出力部３４０の初期化処理が含まれ
る。
【０１１８】
　続いて、送信側の情報処理装置２００からのストリーム（圧縮された画像データおよび
音声データ）を受信する（ステップＳ９２２）。続いて、受信したストリームが画像・音
声展開部３３０に入力されて展開され、その展開された画像データおよび音声データが画
像・音声出力部３４０から出力される（ステップＳ９２３）。
【０１１９】
　続いて、画像・音声の出力終了指示が行われたか否かが判断され（ステップＳ９２４）
、画像・音声の出力終了指示が行われていない場合には、ステップＳ９２２に戻る。一方
、画像・音声の出力終了指示が行われた場合には（ステップＳ９２４）、データ受信処理
の動作を終了する。
【０１２０】
　［ユースケース例］
　ここで、図１を参照してユースケース例について説明する。
【０１２１】
　上述したステップＳ９０１乃至Ｓ９０８の各処理が実行されている間は、受信側の情報
処理装置３００から出力される画像および音声を撮像装置４００が適切に取得する必要が
ある。このため、送信側の情報処理装置２００のユーザは、撮像装置４００の光軸方向を
受信側の情報処理装置３００の表示部３４１に向けておく必要がある。例えば、ユーザは
、図１に示すように、受信側の情報処理装置３００の前に机を設置し、この机の上に送信
側の情報処理装置２００を置き、撮像装置４００の光軸方向を受信側の情報処理装置３０
０の表示部３４１に向ける等の工夫が必要となる。また、ユーザは、送信側の情報処理装
置２００を手でしっかりと持つことにより、撮像装置４００の光軸方向を受信側の情報処
理装置３００の表示部３４１に向けるようにしてもよい。また、撮像装置４００が適切に
画像および音声を取得することができているか否かを確認することができるアプリケーシ
ョンを、送信側の情報処理装置２００上で実行しておくようにしてもよい。
【０１２２】
　また、ステップＳ９０１乃至Ｓ９０８の各処理が終了した場合に、送信側の情報処理装
置２００または受信側の情報処理装置３００からその旨を通知するための通知情報を出力
するようにしてもよい。例えば、送信側の情報処理装置２００の表示部２０１または受信
側の情報処理装置３００の表示部３４１にその旨のメッセージを表示することができる。
これにより、ユーザが、撮像装置４００を受信側の情報処理装置３００に向けておく必要
がある期間を容易に把握することができる。
【０１２３】
　なお、送信側の情報処理装置２００の表示部２０１または受信側の情報処理装置３００
の表示部３４１には、例えば、各種ゲーム（例えば、アクションゲーム、対戦ゲーム、カ
ーレース）を表示させることができる。
【０１２４】
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　＜２．変形例＞
　以上では、送信側の情報処理装置における撮像装置により取得された画像データまたは
音声データを用いて、２つの情報処理装置間における無線通信の遅延時間を取得する例を
示した。ただし、他の測定方法を用いて遅延時間を取得するようにしてもよい。そこで、
以下では、他の測定方法を用いて遅延時間を取得する例を示す。
【０１２５】
　［内部時計を用いて遅延時間を取得する例］
　最初に、送信側および受信側の情報処理装置における内部時計を同期させ、この内部時
計を用いて遅延時間を取得する例を示す。
【０１２６】
　［情報処理装置の構成例］
　図９は、本技術の実施の形態の変形例における情報処理装置６００の機能構成例を示す
ブロック図である。なお、情報処理装置６００は、図２に示す情報処理装置２００の変形
例であるため、情報処理装置２００と共通する部分については、同一の符号を付して、そ
の説明の一部を省略する。
【０１２７】
　情報処理装置６００は、無線通信部６１０と、画像・音声生成部６２０と、時刻情報管
理部６３０と、画像情報記憶部６４０と、遅延時間算出部６５０とを備える。なお、無線
通信部６１０は、図２に示す無線通信部２２０に対応し、画像・音声生成部６２０は、図
２に示す画像・音声生成部２３０に対応し、画像情報記憶部６４０は、図２に示す画像情
報記憶部２５０に対応する。
【０１２８】
　無線通信部６１０は、無線通信を利用して他の情報処理装置から送信された画像情報（
図１０に示す画像情報記憶部７３０に記憶されている画像情報）を受信すると、この画像
情報を遅延時間算出部６５０に出力するものである。
【０１２９】
　画像・音声生成部６２０は、生成された画像データを識別するための画像識別情報を時
間情報に関連付けて画像情報記憶部６４０に記録させるものである。
【０１３０】
　時刻情報管理部６３０は、精度の高い外部時計から時刻情報を取得して管理するもので
あり、管理している時刻情報を画像情報記憶部６４０に供給する。なお、時刻情報管理部
６３０については、図１０に示す時刻情報管理部７２０とともに詳細に説明する。
【０１３１】
　画像情報記憶部６４０は、時刻情報管理部６３０から供給された時刻情報と、画像・音
声生成部６２０により生成された画像データを識別するための画像識別情報とを関連付け
て記憶するものである。そして、画像情報記憶部６４０は、記憶されている情報（画像情
報）を遅延時間算出部６５０に供給する。なお、画像情報記憶部６４０の記憶内容につい
ては、図１１を参照して詳細に説明する。
【０１３２】
　遅延時間算出部６５０は、画像情報記憶部６４０に記憶されている画像情報と、無線通
信部６１０を介して受信した画像情報とに基づいて、遅延時間を算出するものであり、算
出された遅延時間を遅延時間情報記憶部２８０に記憶させる。なお、遅延時間の算出方法
については、図１１を参照して詳細に説明する。
【０１３３】
　［情報処理装置の構成例］
　図１０は、本技術の実施の形態の変形例における情報処理装置７００の機能構成例を示
すブロック図である。なお、情報処理装置７００は、図５に示す情報処理装置３００の変
形例であるため、情報処理装置３００と共通する部分については、同一の符号を付して、
その説明の一部を省略する。
【０１３４】
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　情報処理装置７００は、画像・音声展開部７１０と、時刻情報管理部７２０と、画像情
報記憶部７３０と、無線通信部７４０とを備える。なお、無線通信部７４０は、図５に示
す無線通信部３２０に対応し、画像・音声展開部７１０は、図５に示す画像・音声展開部
３３０に対応する。
【０１３５】
　時刻情報管理部７２０は、精度の高い外部時計から時刻情報を取得して管理するもので
あり、管理している時刻情報を画像情報記憶部７３０に供給する。ここで、時刻情報管理
部６３０（図９に示す）および時刻情報管理部７２０として、例えば、ＧＰＳ（Global P
ositioning System）受信器を用いることができる。このＧＰＳ受信器によりＧＰＳ信号
を受信することにより、情報処理装置６００および７００の内部時計を、精度の高い外部
時計（ＧＰＳの原子時計）に同期させることができる。
【０１３６】
　なお、情報処理装置６００および７００の内部時計を同期させることができる他の同期
方法を用いるようにしてもよい。例えば、標準電波を用いて情報処理装置６００および７
００の内部時計を同期させるようにしてもよい。
【０１３７】
　なお、この例では、情報処理装置６００および７００の内部時計を、精度の高い外部時
計に同期させる例を示したが、一方の内部時計を他方の内部時計に精度の高い方法で同期
させるようにしてもよい。例えば、情報処理装置６００および７００のうち、一方にＮＴ
Ｐ（Network Time Protocol）サーバ機能を搭載し、他方にＮＴＰクライアント機能を搭
載させる。そして、遅延時間の測定の前に、ＮＴＰクライアントがＮＴＰサーバに現在時
刻を問い合わせ、ＮＴＰサーバが自身の内部時計に基づく時刻をＮＴＰクライアントに返
却する。この場合には、ＮＴＰクライアントは、その返却された時刻に基づいて自身の内
部時計を調整することにより、情報処理装置６００および７００の内部時計を同期させる
ことができる。
【０１３８】
　画像情報記憶部７３０は、時刻情報管理部７２０から供給された時刻情報と、画像・音
声展開部７１０により展開された画像データを識別するための画像識別情報とを関連付け
て記憶するものである。そして、画像情報記憶部７３０に記憶されている情報（画像情報
）が、無線通信部７４０を介して情報処理装置６００に供給される。なお、画像情報記憶
部７３０の記憶内容については、図１１を参照して詳細に説明する。
【０１３９】
　無線通信部７４０は、定期的または不定期に、画像情報記憶部７３０に記憶されている
画像情報をアンテナ３１０を介して他の情報処理装置（例えば、情報処理装置６００）に
送信するものである。
【０１４０】
　［画像情報記憶部の記憶内容例］
　図１１は、本技術の実施の形態の変形例における画像情報記憶部６４０および７３０の
記憶内容の一例を示す図である。図１１のａには、画像情報記憶部６４０の記憶内容を示
し、図１１のｂには、画像情報記憶部７３０の記憶内容を示す。
【０１４１】
　図１１のａに示すように、画像情報記憶部６４０には、画像識別情報６４１および時間
情報６４２が関連付けて記憶されている。また、図１１のｂに示すように、画像情報記憶
部７３０には、画像識別情報７３１および時間情報７３２が関連付けて記憶されている。
【０１４２】
　画像識別情報６４１は、画像・音声生成部６２０により生成された画像データ（フレー
ム）を識別するための画像識別情報（例えば、フレームの順序）である。また、画像識別
情報７３１は、画像・音声展開部７１０により展開された画像データ（フレーム）を識別
するための画像識別情報（例えば、フレームの順序）である。
【０１４３】
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　時間情報６４２は、時刻情報管理部６３０から供給された時刻情報である。例えば、画
像・音声生成部６２０により生成された画像データ（フレーム）の生成時刻が時間情報６
４２に順次記録される。また、時間情報７３２は、時刻情報管理部７２０から供給された
時刻情報である。例えば、画像・音声展開部７１０により展開された画像データ（フレー
ム）の展開時刻（生成時刻）が時間情報７３２に順次記録される。なお、図１１では、説
明の容易のため、フレーム間の時間間隔を大きくして示す。
【０１４４】
　ここで、遅延時間の算出方法について説明する。この変形例では、上述したように、送
信機器および受信機器のそれぞれの内部時計を同期させた状態で、受信機器が、画像デー
タを表示した時刻を送信機器へ送信する。例えば、情報処理装置６００および７００のそ
れぞれの内部時計を同期させた状態で、定期的または不定期に、画像情報記憶部７３０に
記憶されている画像情報を、受信側の情報処理装置７００が、送信側の情報処理装置６０
０に送信する。
【０１４５】
　受信側の情報処理装置７００からの画像情報を受信した場合には、送信側の情報処理装
置６００の遅延時間算出部６５０は、その受信した画像情報と、画像情報記憶部６４０に
記憶されている画像情報とに基づいて、遅延時間を算出する。
【０１４６】
　例えば、図１１のｂに示すように、受信側の情報処理装置７００における１フレーム目
の表示時刻は「１７時０８分１８秒５」であり、２フレーム目の表示時刻は「１７時０８
分１９秒５」である。また、図１１のａに示すように、送信側の情報処理装置６００にお
ける１フレーム目の生成時刻は「１７時０８分１７秒４」であり、２フレーム目の生成時
刻は「１７時０８分１８秒４」である。この場合には、送信側の情報処理装置６００の遅
延時間算出部６５０は、受信側の情報処理装置７００における各フレームの表示時刻と、
送信側の情報処理装置６００における各フレームの生成時刻との差分を算出し、この差分
値を遅延時間とする。例えば、図１１に示す例では、受信側の情報処理装置７００におけ
る各フレームの表示時刻と、送信側の情報処理装置６００における各フレームの生成時刻
との差分として、１．１秒が算出される。なお、各フレームの表示時刻と生成時刻との差
分がフレーム毎に異なる場合には、算出された差分の平均値を用いるようにしてもよい。
【０１４７】
　なお、この変形例では、画像データを用いて遅延時間を算出する例を示したが、音声デ
ータについても同様に遅延時間を算出することができる。
【０１４８】
　［送信機器および受信機器の出力画像を外部機器で取得して遅延時間を取得する例］
　次に、送信機器および受信機器の出力画像を外部機器で取得し、この出力画像の比較結
果に基づいて遅延時間を取得する例を示す。
【０１４９】
　［通信システムの構成例］
　図１２は、本技術の実施の形態の変形例における通信システム８００の構成例を示す図
である。図１２では、２つの情報処理装置（情報処理装置８１０および３００）を直接無
線接続する際におけるシステム構成の一例を示す。なお、通信システム８００は、図１に
示す通信システム１００の変形例であるため、通信システム１００と共通する部分につい
ては、同一の符号を付して、その説明の一部を省略する。
【０１５０】
　通信システム８００は、情報処理装置３００と、情報処理装置８１０と、撮像装置８５
０とを備える。なお、情報処理装置８１０は、図１に示す情報処理装置２００に対応する
。
【０１５１】
　撮像装置８５０は、被写体を撮像して画像データを生成し、この生成された画像データ
に基づいて、情報処理装置８１０および３００間でデータの送受信を行う際に生じる遅延
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時間を算出するものである。そして、撮像装置８５０は、算出された遅延時間を、無線通
信を利用して情報処理装置８１０に出力する。なお、撮像装置８５０として、無線通信機
能を備えるハイスピードカメラを用いることができる。
【０１５２】
　［情報処理装置および撮像装置の構成例］
　図１３は、本技術の実施の形態の変形における情報処理装置８１０および撮像装置８５
０の機能構成例を示すブロック図である。なお、情報処理装置８１０は、図２に示す情報
処理装置２００の変形例であるため、情報処理装置２００と共通する部分については、同
一の符号を付して、その説明の一部を省略する。
【０１５３】
　撮像装置８５０は、撮像部８６０および遅延時間算出部８７０を備える。
【０１５４】
　撮像部８６０は、被写体を撮像して画像データを生成し、この生成された画像データを
遅延時間算出部８７０に出力するものである。
【０１５５】
　遅延時間算出部８７０は、撮像部８６０から出力された画像データに基づいて、情報処
理装置８１０および３００間でデータの送受信を行う際に生じる遅延時間を算出するもの
である。そして、遅延時間算出部８７０は、算出された遅延時間を、無線通信を利用して
情報処理装置８１０に出力し、遅延時間情報記憶部２８０に記録させる。なお、図１３で
は、説明の容易のため、情報処理装置８１０および撮像装置８５０間の無線通信に関する
機能構成を省略する。
【０１５６】
　ここで、遅延時間の算出方法について説明する。この変形例では、図１２に示すように
、２つの情報処理装置（情報処理装置８１０および３００）を近づけて同じ向きに並べ、
撮像装置８５０を用いて、２つの情報処理装置の出力画像を同時に撮影する。この場合に
、２つの情報処理装置（情報処理装置８１０および３００）には、テスト画像（例えば、
１フレーム毎に数字が増加する画像）を表示させる。すなわち、図１２に示す状態で、送
信側の情報処理装置８１０が受信側の情報処理装置３００にテスト画像を順次送信し、情
報処理装置８１０および３００のそれぞれにテスト画像を表示させる。
【０１５７】
　撮像装置８５０の撮像部８６０は、送信側の情報処理装置８１０および受信側の情報処
理装置３００のそれぞれに表示されている２つのテスト画像を含む画像データを生成し、
この生成された画像データを遅延時間算出部８７０に出力する。
【０１５８】
　遅延時間算出部８７０は、撮像部８６０から出力された画像データに含まれる２つのテ
スト画像を検出し、この検出されたテスト画像の比較結果に基づいて遅延時間を算出する
。例えば、公知の画像解析方法を用いてテスト画像を検出することができる。例えば、矩
形状の物体を検出する画像検出技術を用いて、テスト画像を抽出することができる。また
、上述した文字認識技術を用いて、各テスト画像に含まれる数字を特定することができる
。
【０１５９】
　例えば、図１２に示す例では、送信側の情報処理装置８１０の表示部２０１に「２５」
が表示され、受信側の情報処理装置３００の表示部３４１に「１９」が表示されている。
この場合には、遅延時間算出部８７０は、送信側の情報処理装置８１０および受信側の情
報処理装置３００間の遅延時間は、６フレーム分であると判断することができる。例えば
、テスト画像が３０ｆｐｓで送信されている場合には、遅延時間として２００（ｍｓｅｃ
）が算出される。
【０１６０】
　なお、この変形例では、１つの撮像装置８５０を用いて２つのテスト画像を取得する例
を示したが、複数の撮像装置を用いて２つのテスト画像を取得するようにしてもよい。例
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えば、同時にシャッターを切れる２つのカメラを用いて、送信機器および受信機器を同時
に撮影して２つのテスト画像を取得することができる。この場合には、何れかのカメラ（
または、送信機器）において、遅延時間を算出することができる。
【０１６１】
　なお、この変形例では、画像データを用いて遅延時間を算出する例を示すが、音声デー
タを用いて遅延時間を算出するようにしてもよい。例えば、情報処理装置３００および情
報処理装置８１０から出力される同一の音声データ（例えば、「ポン」）を撮像装置８５
０が取得する。そして、遅延時間算出部８７０は、情報処理装置３００から出力される音
声データ（例えば、「ポン」）と、情報処理装置８１０から出力される音声データ（例え
ば、「ポン」）とに基づいて、遅延時間を算出する。例えば、情報処理装置３００から出
力される音声データ（例えば、「ポン」）と、情報処理装置８１０から出力される音声デ
ータ（例えば、「ポン」）との取得タイミングの差分に基づいて遅延時間を算出すること
ができる。
【０１６２】
　ここで、ある情報処理装置から出力されている画像および音声を、リアルタイムに他の
情報処理装置にネットワークを介して送信して出力させる通信システムを考える。この通
信システムにおいて、画像データを非圧縮のまま転送しようとすると、非常に広い帯域を
必要としてしまう。このため、画像データおよび音声データの送信前に、画像データおよ
び音声データを何らかの方式を用いて圧縮し、受信した情報処理装置においては、その圧
縮された画像データおよび音声データを展開して表示させることが多い。例えば、Ｗｉ－
Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅが策定を進めているＷｉ－Ｆｉ　ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ　Ｍｉｒａ
ｃａｓｔにおいては、画像は、Ｈ．２６４を用いて圧縮・展開すると定められている。
【０１６３】
　このように、上述した通信システムでは、ネットワークを用いた無線通信による遅延と
ともに、画像データおよび音声データの圧縮にかかる時間と、展開にかかる時間による遅
延が発生する。
【０１６４】
　例えば、ユーザによる操作入力に基づいて画面全体の描画が定まるようなアプリケーシ
ョン（例えば、ゲーム）を、上述した通信システムに適用する場合を想定する。例えば、
タブレット端末上でゲームアプリケーションを動作させ、タブレット端末が出力している
ゲーム画面および音声を、ディスプレイ端末（例えば、テレビジョン）にネットワークを
介して送信することを考える。この場合には、ユーザがタブレット端末に操作入力を与え
てから、その操作入力が反映された画像および音声がディスプレイ端末から出力されるま
での間、上述した遅延による時間差が生じる。特に、動きが激しいゲームやタイミングが
厳しいゲームにおいては、このような遅延または時間差がユーザに大きな違和感を与えて
しまうおそれがある。この場合には、ユーザのゲームに対する興味が低下してしまうおそ
れがある。
【０１６５】
　ここで、画像データおよび音声データの圧縮方式には様々な種類があり、種類によって
圧縮や展開に要する計算量や時間が異なる。また、ある一つの圧縮方式（例えば、Ｈ．２
６４）をとっても、その内部では数多くのパラメータが使用されており、その値によって
も圧縮や展開にかかる時間が変化する。なお、送信機器内のエンコーダ（圧縮機）や受信
機器内のデコーダ（展開機）が特定の使い方に特化して設計・実装されていた場合（例え
ば、テレビ放送の受信用等）を想定する。この場合には、その使い方と同じ圧縮方式・圧
縮パラメータ設定を用いることにより、圧縮や展開に要する時間が小さくなる可能性があ
る。このように、圧縮、展開による遅延時間は、圧縮方式やその設定により変化する。
【０１６６】
　また、低い圧縮率で画像データおよび音声データを伝送しようとすると、伝送量が大き
くなる。したがって、伝送するネットワークの帯域が小さい場合、または、ネットワーク
が混雑している場合に、低い圧縮率を選択してしまうと、画像データや音声データが伝送
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途中で欠落し、再送処理によって逆に遅延が大きくなる可能性がある。
【０１６７】
　これらのことを踏まえると、ネットワークを用いて画像データおよび音声データを送信
する際には、使用する圧縮方式やそのパラメータを適切に調整することにより、遅延時間
を短縮し、ユーザ体験を向上させることができる。
【０１６８】
　そこで、本技術の実施の形態では、送信機器側で圧縮方式やパラメータを様々に変化さ
せ、圧縮→伝送→展開の全体の遅延量の変化を監視し、各パラメータについて遅延時間を
計測する。そして、計測された遅延時間に基づいて、遅延に関するパラメータの調整を行
い、ユーザに対する遅延の影響を補償する。例えば、最も遅延時間が少ない圧縮パラメー
タを決定することができる。これにより、圧縮と伸張に係る遅延時間の最低値を送信側で
探索し、通信システム全体として遅延を補償することができる。
【０１６９】
　すなわち、本技術の実施の形態では、画像データおよび音声データを圧縮し、この圧縮
された画像データおよび音声データを送信機器から受信機器にネットワークを経由して送
信して出力する通信システムにおいて、適切な圧縮パラメータを決定することができる。
これにより、ユーザにとって適切な遅延時間とすることができる。
【０１７０】
　なお、圧縮と伸張による遅延時間は、送信機器と受信機器の組み合わせによって変化し
てしまうことが多いが、本技術の実施の形態では、どのような組み合わせでも遅延時間を
最短にするパラメータを見つけ出すことができる。
【０１７１】
　また、本技術の実施の形態では、圧縮・展開にかかる時間だけでなく、ネットワークの
帯域による影響も含め、全体としての遅延時間の最適値を探ることができる。また、本技
術の第１の実施の形態で示したように、送信機器側のみで処理を完結することができる。
この場合には、受信機器には特別な装置・処理を追加する必要がなく、受信機器および送
信機器間で、遅延等に関する情報をネットワークを通じてやり取りする必要がない。また
、新たにネットワーク通信プロトコルを設計・実装する必要がなく、互換性の問題が発生
しない。また、ユーザの操作が必要なく、自動で測定・調整が完了することができる。
【０１７２】
　なお、遅延の発生よりも高画質を求めるユーザも存在することが想定される。そこで、
例えば、遅延を最小化する以外にも、遅延量と圧縮率のバランスを取る場合や、遅延量と
画像・音声品質のバランスを取る場合等のような用途にも本技術の実施の形態を応用する
ことができる。例えば、ユーザが重視する設定項目（遅延量と圧縮率のバランス、遅延量
と画像・音声品質のバランス）をユーザ操作に基づいて設定可能とし、この設定に基づい
て、エンコードパラメータを決定するようにしてもよい。
【０１７３】
　また、本技術の実施の形態では、送信機器または外部機器において遅延時間を計測する
例を示したが、受信機器において遅延時間を計測するようにしてもよい。この場合には、
受信機器において計測された遅延時間を、送信機器に送信して用いるようにする。
【０１７４】
　また、本技術の実施の形態では、送信機器から受信機器への送信対象となるデータとし
て、画像データおよび音声データを例にして説明した。ただし、画像データおよび音声デ
ータ以外の他のデータを、送信機器から受信機器への送信対象とする場合についても、本
技術の実施の形態を適用することができる。
【０１７５】
　ここで、上述したように、複数のコーデック（Ｃｏｄｅｃ）を使用可能な情報処理装置
が存在する。このため、例えば、送信機器および受信機器の何れもが複数のコーデックに
対応していることも想定される。そこで、送信機器および受信機器の何れもが複数のコー
デックに対応している場合には、送信機器および受信機器の双方において、複数のコーデ
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ックの全てを順番に試して遅延時間を測定するようにしてもよい。この場合には、その測
定された遅延時間に基づいて、データ送信に係る設定内容として、送信機器および受信機
器のそれぞれに設定すべきコーデックの種類が決定される。例えば、その測定された遅延
時間の中で、遅延時間が最も短いコーデックが、送信機器および受信機器のそれぞれに設
定すべきコーデックとして決定される。
【０１７６】
　また、本技術の実施の形態では、無線通信機能を備える表示装置、携帯型の情報処理装
置を例にして説明したが、無線通信機能を備える他の情報処理装置についても本技術の実
施の形態を適用することができる。例えば、家庭用ゲーム機器、携帯用映像処理装置、携
帯用ゲーム機器、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ（例えば、カメラ一体型
レコーダ）、デジタルフォトフレーム等の情報処理装置に適用することができる。また、
例えば、無線通信機能を備える無線通信機器を装着することにより、無線通信を行うこと
が可能な情報処理装置（例えば、無線通信機能を備えていないパーソナルコンピュータ）
についても本技術の実施の形態を適用することができる。
【０１７７】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１７８】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）
、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることがで
きる。
【０１７９】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）
　無線通信を利用した他の情報処理装置へのデータ送信に係る遅延時間を取得する取得部
と、
　前記取得された遅延時間に基づいて前記他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内
容を決定するための制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
（２）
　前記取得部は、前記他の情報処理装置へのデータ送信に用いられる複数のパラメータに
ついて計測された前記遅延時間を前記パラメータ毎に取得し、
　前記制御部は、前記取得された遅延時間のうちの最も値が小さい遅延時間に対応するパ
ラメータを前記設定内容として決定する
前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記制御部は、前記遅延時間を前記パラメータ毎に計測するため、前記複数のパラメー
タを順次設定する前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記制御部は、前記他の情報処理装置への送信対象となるデータをエンコードする際に
用いられるパラメータを前記設定内容として決定する前記（１）から（３）のいずれかに
記載の情報処理装置。
（５）
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　前記他の情報処理装置への送信対象となるデータを記憶する記憶部と、
　前記他の情報処理装置から出力された前記データを取得するデータ取得部とをさらに具
備し、
　前記取得部は、前記記憶されたデータと前記取得されたデータとの比較結果に基づいて
前記遅延時間を算出する
前記（１）から（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記取得部は、前記他の情報処理装置への送信対象となる画像データと前記他の情報処
理装置から出力された当該画像データとの比較結果と、前記他の情報処理装置への送信対
象となる音声データと前記他の情報処理装置から出力された当該音声データとの比較結果
とに基づいて前記遅延時間を算出する前記（１）から（５）のいずれかに記載の情報処理
装置。
（７）
　前記画像データは、前記遅延時間を測定するためのテスト画像データであり、
　前記音声データは、前記遅延時間を測定するためのテスト音声データである
前記（６）に記載の情報処理装置。
（８）
　無線通信を利用した他の情報処理装置へのデータ送信に係る遅延時間を取得する取得手
順と、
　前記取得された遅延時間に基づいて前記他の情報処理装置へのデータ送信に係る設定内
容を決定する制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【符号の説明】
【０１８０】
　１００、８００　通信システム
　２００、３００、６００、７００、８１０　情報処理装置
　２０１、３４１　表示部
　２１０、３１０　アンテナ
　２２０、３２０、６１０、７４０　無線通信部
　２３０、６２０　画像・音声生成部
　２４０　画像・音声圧縮部
　２５０、６４０、７３０　画像情報記憶部
　２５５　音声情報記憶部
　２６０　データ取得部
　２７０、６５０、８７０　遅延時間算出部
　２８０　遅延時間情報記憶部
　２９０　制御部
　３３０、７１０　画像・音声展開部
　３４０　画像・音声出力部
　３４２　音声出力部
　４００、８５０　撮像装置
　６３０、７２０　時刻情報管理部
　８６０　撮像部
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