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(57)【要約】
【課題】電子会議システムにおいて、ネットワークの通
信状況を考慮し、会議の種類に応じて最適なデータ量を
決定する。
【解決手段】複数の通信端末及び配信管理サーバがネッ
トワークを介して接続され、前記通信端末間で会議を行
うためのデータ通信を行なう電子会議システムであって
、通信端末は、受信品質情報と、会議種類情報を含む会
議属性情報とを配信管理サーバに送信する送信手段と、
配信管理サーバは、受信品質情報及び会議属性情報を受
信する受信手段１０１と、会議種類情報毎に、受信品質
情報及びデータの圧縮パラメータを関連付けた品質管理
情報を記憶する記憶手段１０６と、受信された受信品質
情報及び会議種類情報に基づいて、品質管理情報から圧
縮パラメータを取得する配信管理制御手段１００と、取
得された圧縮パラメータを通信端末に送信する送信手段
１０１と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信端末及び配信管理サーバがネットワークを介して接続され、前記通信端末間
で会議を行うためのデータ通信を行なう電子会議システムであって、
　前記通信端末は、
　データを受信した際のネットワークの通信状況を示す受信品質情報と、前記会議の種類
を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを前記配信管理サーバに送信する送信手段と、
　前記配信管理サーバは、
　前記受信品質情報及び前記会議属性情報を受信する受信手段と、
　前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラメータを関連付けた品
質管理情報を記憶する第１記憶手段と、
　受信された前記受信品質情報及び前記会議属性情報に含まれる前記会議種類情報に基づ
いて、前記品質管理情報から前記圧縮パラメータを取得する配信管理制御手段と、
　取得された前記圧縮パラメータを前記通信端末に送信する送信手段と、
　を備える電子会議システム。
【請求項２】
　前記会議属性情報は、前記会議を識別する会議識別情報、前記会議を行う通信端末を識
別する端末識別情報をさらに含み、
　前記配信管理サーバは、
　前記会議属性情報を記憶する第２記憶手段を備え、
　前記配信管理制御手段は、
　再度受信品質情報が受信された場合、該受信品質情報を送信した通信端末の前記端末識
別情報と前記第２記憶手段に記憶された会議属性情報とから前記会議種類情報を特定する
特定手段を備え、
　特定された前記会議種類情報と再度受信された前記受信品質情報とに基づいて、前記品
質管理情報から前記圧縮パラメータを取得する請求項１記載の電子会議システム。
【請求項３】
　前記配信管理サーバは、
　前記端末識別情報と会議に関する優先順とを関連付けた会議優先情報を記憶する第３記
憶手段を備え、
　前記配信管理制御手段は、
　前記会議属性情報に含まれる前記端末識別情報と前記会議優先情報とから特定される優
先順の平均値にも基づいて、前記圧縮パラメータを取得する請求項２記載の電子会議シス
テム。
【請求項４】
　前記配信管理制御手段は、
　前記受信品質情報が所定値以上である場合をカウントし、カウント値が前記平均値を超
えた場合、さらに映像及び／又は音声の品質を落とすよう前記圧縮パラメータを取得する
請求項３記載の電子会議システム。
【請求項５】
　複数の通信端末から映像データ及び音声データを受信し、合成された映像データ及び音
声データを各通信端末に送信する配信管理サーバであって、
　前記通信端末がデータを受信した際のネットワークの通信状況を示す受信品質情報と、
前記会議の種類を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを受信する受信手段と、
　前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラメータを関連付けた品
質管理情報を記憶する記憶手段と、
　受信された前記受信品質情報及び前記会議属性情報に含まれる前記会議種類情報に基づ
いて、前記品質管理情報から前記圧縮パラメータを取得する配信管理制御手段と、
　取得された前記圧縮パラメータを前記通信端末に送信する送信手段と、
　を備える配信管理サーバ。
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【請求項６】
　複数の通信端末から映像データ及び音声データを受信し、合成された映像データ及び音
声データを各通信端末に送信する配信管理サーバにおけるデータ制御方法であって、
　前記通信端末がデータを受信した際のネットワークの通信状況を示す受信品質情報と、
前記会議の種類を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを受信する受信ステップと、
　記憶手段に記憶され、前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラ
メータを関連付けた品質管理情報に基づいて、受信された前記受信品質情報及び前記会議
属性情報に含まれる前記会議種類情報から前記圧縮パラメータを取得する配信管理制御ス
テップと、
　取得された前記圧縮パラメータを前記通信端末に送信する送信ステップと、
　を有するデータ制御方法。
【請求項７】
　複数の通信端末から映像データ及び音声データを受信し、合成された映像データ及び音
声データを各通信端末に送信するプログラムであって、
　前記通信端末がデータを受信した際のネットワークの通信状況を示す受信品質情報と、
前記会議の種類を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを受信する受信ステップと、
　記憶手段に記憶され、前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラ
メータを関連付けた品質管理情報に基づいて、受信された前記受信品質情報及び前記会議
属性情報に含まれる前記会議種類情報から前記圧縮パラメータを取得する配信管理制御ス
テップと、
　取得された前記圧縮パラメータを前記通信端末に送信する送信ステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　前記請求項７記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子会議システム、配信管理サーバ、データ制御方法、プログラム、及び記
録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子会議システム（遠隔会議システム）は、ネットワークを介して２拠点間以上で専用
機若しくはパソコンなどの遠隔会議端末を使用して、映像および音声を相互に通信するシ
ステムである。電子会議システムにおいて、映像・音声の通信品質は、使用するネットワ
ーク帯域に強く依存する。従来の電子会議システムでは、使用できるネットワーク帯域が
狭い場合は、映像・音声の品質を落とし（データ量を減らし）、映像・音声を途切れない
ような工夫している。
【０００３】
　ここで、２拠点間でプレゼンテーションを行うような遠隔会議の例を述べる。まずＡ拠
点には発表者がいて、それをＢ拠点で聴講すると仮定する。Ｂ拠点では発表を聞くため、
Ａ拠点の映像と音声を、高品質になるよう設定を行う。Ａ拠点では、Ｑ＆Ａに備えて、Ｂ
拠点の映像と音声を、高品質になるよう設定を行う。ここで、ネットワーク帯域が十分に
ない場合、Ａ拠点もしくはＢ拠点のどちらかのデータがロスする。例えば、Ａ拠点から送
られるデータがロスした場合は、Ｂ拠点の映像もしくは音声が乱れて、プレゼンテーショ
ン資料が読めない、もしくは発表内容を聞き損じという問題が生じる。この問題に備えて
、映像・音声品質をネットワーク帯域に合わせて、映像・音声品質を自動で調整する機能
が搭載された遠隔会議システムが存在する。
【０００４】
　例えば、特開２００７－３２９６８２号公報には、例えばマイク音量や資料などの送受
信データを監視し、会議の状態変化に応じて、帯域に割り当てるデータの優先度を動的に
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変更して帯域を最適化することにより、円滑な電子会議システムを実現する技術が開示さ
れている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の電子会議システムでは、会議の状態変化に応じて送受信するデー
タ量を決定するが、ネットワークの通信状況によっては、最適に決定されたデータを正確
に送受信することができない場合があるという問題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、電子会議システムにおいて
、ネットワークの通信状況を考慮し、会議の種類に応じて最適なデータ量を決定すること
ができる電子会議システム、配信管理サーバ、データ制御方法、プログラム、及び記録媒
体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明における一観点の電子会議システムは、複数の通信端末及び配信管理サーバがネ
ットワークを介して接続され、前記通信端末間で会議を行うためのデータ通信を行なう電
子会議システムであって、前記通信端末は、データを受信した際のネットワークの通信状
況を示す受信品質情報と、前記会議の種類を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを前
記配信管理サーバに送信する送信手段と、前記配信管理サーバは、前記受信品質情報及び
前記会議属性情報を受信する受信手段と、前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及び
データの圧縮パラメータを関連付けた品質管理情報を記憶する第１記憶手段と、受信され
た前記受信品質情報及び前記会議属性情報に含まれる前記会議種類情報に基づいて、前記
品質管理情報から前記圧縮パラメータを取得する配信管理制御手段と、取得された前記圧
縮パラメータを前記通信端末に送信する送信手段と、を備える。
【０００８】
　また、本発明における他の観点の配信管理サーバは、複数の通信端末から映像データ及
び音声データを受信し、合成された映像データ及び音声データを各通信端末に送信する配
信管理サーバであって、前記通信端末がデータを受信した際のネットワークの通信状況を
示す受信品質情報と、前記会議の種類を示す会議種類情報を含む会議属性情報とを受信す
る受信手段と、前記会議種類情報毎に、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラメータを
関連付けた品質管理情報を記憶する記憶手段と、受信された前記受信品質情報及び前記会
議属性情報に含まれる前記会議種類情報に基づいて、前記品質管理情報から前記圧縮パラ
メータを取得する配信管理制御手段と、取得された前記圧縮パラメータを前記通信端末に
送信する送信手段と、を備える。
【０００９】
　また、本発明における他の観点のデータ制御方法は、複数の通信端末から映像データ及
び音声データを受信し、合成された映像データ及び音声データを各通信端末に送信する配
信管理サーバにおけるデータ制御方法であって、前記通信端末がデータを受信した際のネ
ットワークの通信状況を示す受信品質情報と、前記会議の種類を示す会議種類情報を含む
会議属性情報とを受信する受信ステップと、記憶手段に記憶され、前記会議種類情報毎に
、前記受信品質情報及びデータの圧縮パラメータを関連付けた品質管理情報に基づいて、
受信された前記受信品質情報及び前記会議属性情報に含まれる前記会議種類情報から前記
圧縮パラメータを取得する配信管理制御ステップと、取得された前記圧縮パラメータを前
記通信端末に送信する送信ステップと、を有する。
【００１０】
　また、本発明の電子会議システム、配信管理サーバ、及びデータ通信方法は、コンピュ
ータにより実行可能なプログラムにより実現することができ、また、プログラムを記録し
た記録媒体をコンピュータに読み取らせて実現することも可能である。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、電子会議システムにおいて、ネットワークの通信状況を考慮し、会議
の種類に応じて最適なデータ量を決定することができる電子会議システム、配信管理サー
バ、データ制御方法、プログラム、及び記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る電子会議システムの一例を示す図。
【図２】本発明に係る配信管理サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図
【図３】実施例１に係る遠隔会議端末の機能構成の一例を示すブロック図。
【図４】ＲＴＣＰ　ＲＲのパケットフォーマットを示す図。
【図５】実施例１に係る配信管理サーバの機能構成の一例を示すブロック図。
【図６】会議管理ＤＢに記憶されるデータ構造の一例を示す図。
【図７】品質管理ＤＢに記憶されるデータ構造の一例を示す図。
【図８】実施例１における通信制御処理の一例を示すシーケンス図。
【図９】実施例１における通信終了処理の一例を示すシーケンス図。
【図１０】実施例２に係る配信管理サーバの機能構成の一例を示すブロック図。
【図１１】実施例２における優先情報ＤＢのデータ構造の一例を示す図。
【図１２】実施例２における会議管理ＤＢのデータ構造の一例を示す図。
【図１３】実施例２における品質管理ＤＢのデータ構造の一例を示す図。
【図１４】変形例に係る電子会議システム（その１）の一例を示す図。
【図１５】変形例に係る電子会議システム（その２）の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明にかかる電子会議システム、配信管理サーバ、デー
タ制御方法、プログラム及び記録媒体の実施例を詳細に説明する。
【００１４】
　＜システム構成とハードウェア構成＞
　図１は、本発明に係る電子会議システムの一例を示す図である。図１に示すように、電
子会議システムは、配信管理サーバ１０、遠隔会議端末（通信端末）Ａ２０、遠隔会議端
末Ｂ３０を含む。
【００１５】
　本発明に係る電子会議システムは、各遠隔会議端末と配信管理サーバがネットワークを
介してつながっており、通信できる状態にある。各遠隔会議端末は、会議の種類（例えば
、プレゼンテーション形式やレビュー形式など）、会議パラメータおよび映像・音声デー
タの受信品質を配信管理サーバ１０に送信する。配信管理サーバ１０は会議の種類及び受
信品質に応じて優先順位が高いと判断した映像・音声のデータの帯域を高く、優先度が低
いと判断した映像・音声のデータの帯域を低くするよう遠隔会議端末に指示する。
【００１６】
　次に、本発明に係る配信管理サーバ１０のハードウェア構成について説明する。図２は
、本発明に係る配信管理サーバ１０のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００１７】
　図２に示すように、配信管理サーバ１０は、制御部１１、主記憶部１２、補助記憶部１
３、外部記憶装置Ｉ／Ｆ部１４、ネットワークＩ／Ｆ部１６、操作部１７、表示部１８を
含む。
【００１８】
　制御部１１は、コンピュータの中で、各装置の制御やデータの演算、加工を行うＣＰＵ
である。また、制御部１１は、主記憶部１２に記憶されたプログラムを実行する演算装置
であり、入力装置や記憶装置からデータを受け取り、演算、加工した上で、出力装置や記
憶装置に出力する。
【００１９】
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　主記憶部１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）など
であり、制御部１１が実行する基本ソフトウェアであるＯＳやアプリケーションソフトウ
ェアなどのプログラムやデータを記憶又は一時保存する記憶装置である。
【００２０】
　補助記憶部１３は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などであり、アプリケーションソフト
ウェアなどに関連するデータを記憶する記憶装置である。
【００２１】
　外部記憶装置I／F部１４は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）などのデータ伝送路を介
して接続された記憶媒体１５（例えば、フラッシュメモリなど）と配信管理サーバ１０と
のインタフェースである。
【００２２】
　また、記憶媒体１５に、所定のプログラムを格納し、この記憶媒体１５に格納されたプ
ログラムは外部記憶装置Ｉ／Ｆ部１４を介して配信管理サーバ１０にインストールされ、
インストールされた所定のプログラムは配信管理サーバ１０により実行可能となる。
【００２３】
　ネットワークＩ／Ｆ部１６は、有線及び／又は無線回線などのデータ伝送路により構築
されたＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）などのネットワー
クを介して接続された通信機能を有する周辺機器と当該配信管理サーバ１０とのインタフ
ェースである。
【００２４】
　操作部１７や表示部１８は、キースイッチ（ハードキー）とタッチパネル機能（ＧＵＩ
のソフトウェアキーを含む：Graphical User Interface）を備えたＬＣＤ（Liquid Cryst
al Display）とから構成され、配信管理サーバ１０が有する機能を利用する際のＵＩ（Us
er Interface）として機能する表示及び／又は入力装置である。なお、表示部１８は、必
ずしも必要ではない。
【００２５】
　［実施例１］
　次に、実施例１に係る電子会議システムについて説明する。図３は、実施例１に係る遠
隔会議端末Ａ２０の機能構成の一例を示すブロック図である。遠隔会議端末Ａ２０は、映
像をエンコード（符号化）するためにカメラ２０１、映像入力制御部２０２、映像エンコ
ーダ２０３を含む。また、遠隔会議端末Ａ２０は、音声をエンコードするためにマイク２
０９、音声入力制御部２１０、音声エンコーダ２１１を含む。また、遠隔会議端末Ａ２０
は、送信するデータの制御を行うために操作制御部２０５、配信ポリシー制御部２０６を
含む。
【００２６】
　また、遠隔会議端末Ａ２０は、各データを配信管理サーバ１０に通信するために配信制
御部２１２、通信制御部２０７を含む。また、遠隔会議端末Ａ２０は、映像をデコード及
び表示するために映像デコーダ２１４、映像出力制御部２１５、映像表示装置２１６を含
む。また、遠隔会議端末Ａ２０は、音声をデコード及び出力するために音声デコーダ２１
７、音声出力制御部２１８、スピーカ２１９を含む。
【００２７】
　カメラ２０１は、映像を撮影し、撮影した映像を映像入力部２０２に出力する。映像入
力制御部２０２は、遠隔会議端末Ａ２０に接続するカメラのデバイスドライバおよびカメ
ラから入力された映像データをハンドリングする。
【００２８】
　映像エンコーダ２０３は、映像入力制御部２０２を介して取得した非圧縮の映像データ
を圧縮する映像コーデックである。圧縮方式としてH.264やMPEG-4などがある。また、映
像エンコーダ２０３は、配信制御部２１２から指示される圧縮パラメータ（圧縮方式、解
像度、フレームレート、ビットレートなど）に応じて、圧縮パラメータの変更を行う。
【００２９】
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　マイク２０９は、話者の音声を入力し、音声データを音声入力制御部２１０に出力する
。音声入力制御部２１０は、遠隔会議端末Ａ２０に接続するマイクのデバイスドライバお
よびマイクから入力される音声データをハンドリングする。
【００３０】
　音声エンコーダ２１１は、音声入力制御部２１０を介して取得した非圧縮の音声データ
を圧縮する音声コーデックである。圧縮方式としてG.711、AACなどがある。
【００３１】
　操作部２０４は、ユーザから操作を受付ける機能を有し、例えばボタンなどである。操
作制御部２０５はボタン操作を制御する機能を有する。ユーザは、操作部２０４を介して
、プレゼンテーション形式、レビュー形式、指示・命令形式、ブレインストーミング形式
などの会議の種類を選択する。操作制御部２０５は、ユーザにより選択された会議の種類
情報を配信ポリシー制御部２０６に出力する。
【００３２】
　配信ポリシー制御部２０６は、会議の種類を示す会議種類情報、遠隔会議端末を識別す
るための端末識別情報、会議を識別するための会議識別情報を含む会議属性情報を、通信
制御部２０７を介して配信管理サーバ１０に送信する。
【００３３】
　また、配信ポリシー制御部２０６は、ネットワークの通信状況を示す受信品質情報もし
くは会議終了の通知、配信管理サーバ１０からの圧縮パラメータの指示などを、通信制御
部２０７を介して送受信する機能を有する。
【００３４】
　ここで、配信ポリシー制御部２０６が扱うデータについて詳しく説明する。会議属性情
報は、会議の種類、会議を主催（オーナー）している遠隔会議端末のＩＤ、その他の端末
のＩＤを配信管理サーバ１０へ通知する。ここで、ＩＤはＩＰアドレスでも良いし、ＳＩ
Ｐ　ＵＲＩでもよい。会議の種類はプレゼンテーション形式もしくはレビュー形式、指示
・命令形式、ブレインストーミング形式などがある。会議種類はテキストでもよいし、種
類に応じてＩＤを定義して、ＩＤを送信してもよい。送信データはテキスト形式でもバイ
ナリ形式でも実現可能である。
【００３５】
　次に、受信品質情報について説明する。後述するＲＴＣＰのＲＲ（Receiver Reports）
により、受信パケット間隔ジッタおよびパケットロス発生率、ネットワーク遅延時間が容
易に把握できるので、これらのデータは配信管理サーバ１０に転送される。
【００３６】
　また、受信品質情報には、受信側・配信元の遠隔会議端末のＩＤを含んでいる。さらに
、ＲＴＣＰを使わずにもしくはＲＴＣＰと合わせて、使用可能なネットワーク帯域、再送
許容時間などを演算して送信することで、より最適な映像・音声に変更できる。
【００３７】
　次に、会議終了通知について説明する。会議終了通知は、会議が終了したことを、配信
管理サーバ１０に通知するための情報である。終了通知には会議ＩＤが含まれる。
【００３８】
　次に、圧縮パラメータについて説明する。圧縮パラメータは、映像に対しては解像度、
フレームレート、音声に対してはビットレートなどがある。例えば、解像は1920×1080、
1280×720などがある。また、フレームレートは、30、15などがある。また、ビットレー
トは、256kbps、128kbpsなどがある。
【００３９】
　このほかにも、圧縮パラメータは、端末初期設定値に対するパーセンテージでもよいし
、圧縮アルゴリズムなどでもよい。また、音声の場合は、圧縮アルゴリズム、平均データ
圧縮量、サンプリング周波数などでもよい。
【００４０】
　さらに、圧縮パラメータは、遠隔会議が行われる画面レイアウトを指示してもよい。例
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えば、三拠点間の遠隔会議が行われる場合は、映像のサイズ、表示位置、会議資料のサイ
ズ、表示位置を指定できてもよい。
【００４１】
　配信制御部２１２は、映像エンコーダ２０３および音声エンコーダ２１１から取得した
映像データおよび音声データを、ネットワークを介して配信管理サーバ１０に送信する。
また、配信制御部２１２は、配信管理サーバ１０から受信した映像データおよび音声デー
タを映像デコーダ２１４および音声デコーダ２１７に出力する。
【００４２】
　また、配信制御部２１２は、例えば、ＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）および
ＲＴＳＰ（Real Time Streaming Protocol）のクライアントおよびサーバおよびＲＴＣＰ
（RTP Control Protocol）を制御する。ＲＴＰは、音声や動画などのデータストリームを
リアルタイムに配送するためのデータ転送プロトコルである。ＲＴＳＰはストリーミング
データの制御（いわゆるVideo Cassette Recorderの操作）を行なうためのプロトコルで
、ＲＴＰと協調して動作する。ＲＴＣＰはＲＴＰでデータを送受信するためのセッション
を制御するプロトコルである。
【００４３】
　このほかに、配信制御部２１２は、ＲＴＳＰアドレスを相互に交換するための通信手段
を備えている。たとえば、ＰＯＳＩＸ（Portable Operating System Interface）標準の
ソケットインターフェースを使って接続して、相互に通信することが考えられる。また、
配信制御部２１２は、ＳＩＰやＨ．３２３などの呼制御を使ってもよい。
【００４４】
　また、配信制御部２１２は、受信品質を算出する。以下、ＲＴＣＰのＲＲにより受信パ
ケット間隔ジッタおよびパケットロス発生率、ネットワーク遅延時間を把握する仕方を説
明する。
【００４５】
　図４は、ＲＴＣＰ　ＲＲのパケットフォーマットを示す図である。欠落率には、あるレ
ポーティングインターベル内で欠落したパケットの数を、受信すべき数で割った値が入る
。欠落率は、２進の小数点を、フィールドの左端に設定された固定小数点数で表現する。
つまり、欠落率に２５６をかけた数の整数部分と同じ値になる。
【００４６】
　例えば、１／４のパケットが欠落した場合、欠落率は１／４×２５６＝６４となる。パ
ケットの重複が原因で受信したパケットの数が受信すべき数よりも大きくなり、欠落パケ
ットの数が負になった場合は、欠落率に０がセットされる。
【００４７】
　パケットジッタ間隔は、レポート対象者のＳＳＲＣによって送信されたデータパケット
に対し、ネットワーク転送時間のばらつきを投下的に見積もったものである。この測定単
位には、タイムスタンプが使用される。したがって、ＲＴＰのタイムスタンプと同様に、
３２ビットの符号なし整数で表される。
【００４８】
　ネットワーク遅延時間は、たとえば、ＩＣＭＰの"echo request"を相手先に送信して、
その応答である"echo reply"を受信するまでの時間をネットワーク遅延時間としてもよい
。また、ＲＴＣＰ　ＲＲとＳＲ（Sender Reports）を使ってネットワーク往復時間を算出
することもできる。
【００４９】
　この方法で算出される値は、ネットワーク往復時間である。エンドポイントにおける処
理時間（例えば受信側でのジッタの影響を緩和するためにメディアの再生前にデータをバ
ッファする時間）は含まれない。
【００５０】
　送信側は、ＲＲの最新送信レポート(LSR:Last Sender Report)のタイムスタンプと最新
送信レポート経過時間（DLSR:Delay since Last Sender Report）のフィールドを使って
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、受信側との往復時間を計算することができる。ＲＲパケットを受信したとき、現在時刻
からＬＳＲフィールドの値を引けば、ＳＲパケットを送信してからこのＲＲパケット受信
するまでの間の経過時間が得られる。その値から、さらにＤＬＳＲフィールドの値を引き
、受信側での処理による経過時間を取り除けば、ネットワークの往復時間を取得すること
ができる。
【００５１】
　図３に戻り、通信制御部２０７は、通信に必要なプロトコルスタックおよびネットワー
クインターフェイスカードを含む。映像デコーダ２１４は、配信制御部２１２から取得し
た圧縮された映像データを伸張する映像コーデックである。
【００５２】
　映像出力制御部２１５は、遠隔会議端末Ａ２０に接続するディスプレイなどの映像表示
装置２１６のデバイスドライバであり、映像デコーダ２１４で伸張された映像データを映
像表示装置２１６に出力する。映像表示装置２１６は、映像を表示するディスプレイであ
り、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などである。
【００５３】
　音声デコーダ２１７は、配信制御部２１２から取得した音声データを伸張する音声コー
デックである。音声出力制御部２１８は、遠隔会議端末Ａ２０に接続するスピーカ２１９
のデバイスドライバであり、音声デコーダ２１７で伸張された音声データをスピーカ２１
９に出力する。スピーカ２１９は、音声出力制御部２１８から取得した音声データを出力
する。
【００５４】
　次に、配信管理サーバ１０の機能について説明する。図５は、実施例１に係る配信管理
サーバ１０の機能構成の一例を示すブロック図である。図５に示すように、配信管理サー
バ１０は、通信制御部１０１、配信管理制御部１００、会議管理ＤＢ（第２記憶手段）１
０４、品質管理ＤＢ（第１記憶手段）１０６を含む。配信管理制御部１００は、配信ポリ
シー制御部１０２、会議管理部１０３、品質管理部１０５を含む。
【００５５】
　通信制御部１０１は、ネットワークインターフェースカード(NIC)のデバイスドライバ
およびネットワークスタックを含む。通信制御部１０１は、ネットワークを介して各遠隔
会議端末と各データの送受信を行う。
【００５６】
　配信管理制御部１００は、通信制御部１０１から取得した受信品質情報及び会議属性情
報に含まれる会議種類情報に基づいて、品質管理ＤＢ１０６から圧縮パラメータを決定す
る。以下、配信管理制御部１００の詳細を説明する。
【００５７】
　配信ポリシー制御部１０２は、各遠隔会議端末から会議属性情報（会議の種類や端末の
IDなど）、受信品質情報（ジッタ、パケットロス発生率および遅延時間など）および、終
了の通知を受信する機能を有する。また、配信ポリシー制御部１０２は、会議管理部１０
３に対して会議属性情報を通知し、品質管理部１０５から圧縮パラメータを取得・判断し
て、各遠隔会議端末に対して、通信制御部１０１を介して圧縮パラメータを送信する機能
を有する。
【００５８】
　会議管理部１０３は、配信ポリシー制御部１０２から会議属性情報を取得すると、取得
した会議管理ＤＢ１０４に記憶する。
【００５９】
　会議管理ＤＢ１０４は、会議属性情報を記憶・管理する。図６は、会議管理ＤＢ１０４
に記憶されるデータ構造の一例を示す図である。図６に示すように、会議ＩＤ、会議種類
、オーナー端末、オーディエンス端末が関連付けられている。
【００６０】
　例えば、会議ＩＤ「12345678」は、会議種類「プレゼンテーション形式」、オーナーは
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「192.168.0.xx」、オーディエンス１「192.168.0.xy」、オーディエンス２「192.168.1.
yy」が関連付けられている。
【００６１】
　品質管理部１０５は、配信ポリシー制御部１０２から会議種類情報と受信品質情報とを
取得した場合、品質管理ＤＢ１０６から圧縮パラメータを取得する。品質管理部１０５は
、取得した圧縮パラメータを配信ポリシー制御部１０２に出力する。
【００６２】
　品質管理ＤＢ１０６は、会議種類ごとに、受信品質情報に対応する圧縮パラメータを示
す品質情報を記憶・管理する。図７は、品質管理DB１０６に記憶されるデータ構造の一例
を示す図である。
【００６３】
　図７に示すように、会議種類ごとに、受信品質（パケットロス値）に対応する圧縮パラ
メータ（映像の解像度、映像のフレームレート、音声のビットレート）が関連付けられて
いる。
【００６４】
　例えば、会議種類が「プレゼンテーション形式」でパケットロス敷値が「０～１％」で
ある場合、「オーナー」の映像の解像度は「1920×1080」であり、映像のフレームレート
は「30」であり、音声のビットレートは「256kbps」である。また、同条件の場合、「オ
ーディエンス」の映像の解像度は「720×480」であり、映像のフレームレートは「15」で
あり、音声のビットレートは「256kbps」である。
【００６５】
　これより、品質管理部１０５は、会議種類と受信品質が定まれば、品質情報から圧縮パ
ラメータを決定することができる。
【００６６】
　以上の機能により、実施例１に係る遠隔会議端末が会議属性情報及び受信品質情報を配
信管理サーバ１０に送信し、配信管理サーバ１０が圧縮パラメータを決めて、変更指示を
行うことが可能となる。
【００６７】
　＜動作＞
　次に、実施例１に係る電子会議システムの動作について説明する。図８は、実施例１に
おける通信制御処理の一例を示すシーケンス図である。図８に示すように、ステップＳ１
０１において、ユーザは、操作部２０４を介して接続先の設定を行う。接続先は複数あっ
ても良い。
【００６８】
　ステップＳ１０２において、ユーザは操作部２０４を介して会議種類を設定する。会議
種類は、例えば、プレゼンテーション形式、レビュー形式、指示・命令形式、ブレインス
トーミング形式などである。これらの会議の種類は利用シーンに応じて追加・削除ができ
てもよい。ここで設定された情報は一旦、配信ポリシー制御部２０６で記憶される。同時
に設定情報は配信制御部２１２にも伝えられる。
【００６９】
　ステップＳ１０３において、遠隔会議端末Ａ２０の配信制御部２１２は、遠隔会議端末
Ｂ３０に対して接続要求を行う。ステップＳ１０４において、遠隔会議端末Ｂ３０は、遠
隔会議端末Ａ２０に接続許可を通知する。例えば、両端末には、Webクライアントが搭載
されていてＨＴＴＰ経由でＳＤＰ（Session Description Protocol）を受信し、メディア
クライアント（Windows Media Player、Quick time playerなど）を起動することである
。
【００７０】
　メディアクライアントはＷｅｂクライアントからＳＤＰを受け取るのでＳＥＴＵＰを送
信することから始める。一方、メディアクライアントが直接ＲＴＳＰ経由でメディアにア
クセスした場合はＤＥＳＣＲＩＢＥから処理を始め、ＳＤＰを受信し、ＳＥＴＵＰする必
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要がある。
【００７１】
　映像・音声データを受信するまでのフローは標準規格に沿っているので省略する。また
、映像・音声の配信を開始する際、両端末は、配信を開始してよいかを確認するメッセー
ジを、映像出力制御部２１５を介して表示してもよい。この処理を端末同士相互に行うこ
とで映像・音声の双方向通信が開始される。
【００７２】
　ここで、配信が開始されると、遠隔会議端末Ａ２０は会議ＩＤを作成する。会議ＩＤは
ランダムな数字でも良いし、ＵＵＩＤ（Universally Unique Identifier）でもよい。
【００７３】
　ステップＳ１０５において、配信ポリシー制御部２０６は、会議属性情報を配信管理サ
ーバ１０に通知する。会議属性情報には、会議種類情報、会議を識別する会議識別情報、
遠隔会議端末を識別する端末識別情報などを含む。
【００７４】
　会議属性情報は、例えば以下の形式で送信される。
SendConfProperty,12345678,192.168.0.xx,192.168.0.xy,192.168.0.yy¥n　・・・（１）
(会議属性情報),(会議ID),(オーナー端末のID),(オーディエンス１のID), (オーディエン
ス2のID), … ,(オーディエンスnのID)¥n
　上記会議属性情報はオーナーの遠隔会議端末Ａ２０から配信管理サーバ１０に対してＴ
ＣＰ／ＩＰ上でテキストデータとして送信する。
【００７５】
　ステップＳ１０６において、会議管理部１０３は、会議属性情報を会議管理ＤＢ１０４
に記憶する。
【００７６】
　ステップＳ１０７において、品質管理部１０５は、会議種類情報をキーとして、オーナ
ー及びオーディエンスの圧縮パラメータを取得する。配信開始時、パケットロス閾値は０
％とする。ステップＳ１０８において、配信管理サーバ１０は、取得した圧縮パラメータ
をメディア属性としてオーナー及びオーディエンスの全ての端末に送信（指示）する。
【００７７】
　圧縮パラメータ（メディア属性）は、以下の形式で送信される。
SetCompParameter,1920x1080,30,256¥n　・・・（２）
(圧縮パラメータ),(送信映像解像度),(送信フレームレート),(音声ビットレート)¥n
上記圧縮パラメータは配信管理サーバから会議参加端末に対してＴＣＰ／ＩＰ上でテキス
トデータとして送信する。
【００７８】
　圧縮パラメータを受信した遠隔会議端末Ｂ３０は、取得した圧縮パラメータで映像・音
声をエンコードする。例えば、オーナー端末がメディア属性指示で解像度1920x1080、フ
レームレート30を受信した場合、エンコーダの設定値を変更する。エンコーダが受信した
解像度もしくはフレームレートをサポートしていない場合は最も近い値を設定する。音声
の場合も同様に音声エンコーダに指示をする。
【００７９】
　ステップＳ１０９において、次に遠隔会議端末Ａ２０は、任意に指定された間隔で、受
信品質情報を、配信管理サーバ１０に通知する。指定の間隔は1秒程度でよい。受信品質
情報はＲＴＣＰにより取得する。
【００８０】
　ステップＳ１１０において、配信管理サーバ１０は、受信品質情報を受信すると、会議
管理部１０３に対して送信元のＩＰアドレスをキーとして、会議種類情報を取得する。
【００８１】
　ステップＳ１１１において、品質管理部１０５は、会議種類情報と、受信品質情報に含
まれるパケットロス発生率をキーとして、圧縮パラメータを取得する。例えば、会議種類
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がレビュー形式で、受信品質情報のパケットロス発生率が３％であった場合、パケット発
生率が１％～５％に対応する圧縮パラメータを取得する。
【００８２】
　ステップＳ１１２において、配信管理サーバ１０は、圧縮パラメータを、遠隔会議端末
Ｂ３０に対して送信する。ステップＳ１１３において、遠隔会議端末Ｂ３０は、圧縮パラ
メータを受信し、受信した圧縮パラメータに基づいて映像、音声をエンコードして遠隔会
議端末Ａ２０に送信する。
【００８３】
　ステップＳ１１４において、遠隔会議端末Ｂ３０は、任意に指定された間隔で、受信品
質情報を、配信管理サーバ１０に通知する。指定の間隔は1秒程度でよい。受信品質情報
はＲＴＣＰにより取得する。
【００８４】
　ステップＳ１１５において、配信管理サーバ１０は、受信品質情報を受信すると、会議
管理部１０３に対して送信元のＩＰアドレスをキーとして、会議種類情報を取得する。
【００８５】
　ステップＳ１１６において、品質管理部１０５は、会議種類情報と、受信品質情報に含
まれるパケットロス発生率をキーとして、圧縮パラメータを取得する。例えば、会議種類
がレビュー形式で、受信品質情報のパケットロス発生率が７％であった場合、パケット発
生率が５％～に対応する圧縮パラメータを取得する。
【００８６】
　ステップＳ１１７において、配信管理サーバ１０は、圧縮パラメータを、遠隔会議端末
Ａ２０に対して送信する。ステップＳ１１８において、遠隔会議端末Ａ２０は、圧縮パラ
メータを受信し、受信した圧縮パラメータに基づいて映像、音声をエンコードして遠隔会
議端末Ｂ３０に送信する。
【００８７】
　なお、ステップＳ１１４は、ステップＳ１０９の前後に行ってもよく、各遠隔会議端末
間で相互通信を行ない、受信品質情報を取得した時点で、配信管理サーバ１０に送信する
ようにすればよい。
【００８８】
　以上より、相互通信を行なう各遠隔会議端末は、配信管理サーバ１０により会議種類情
報及び受信品質情報に基づいて決定された圧縮パラメータを用いて、最適なデータ量で相
互通信を行なうことができる。
【００８９】
　次に、実施例１における通信終了処理について説明する。図９は、実施例１における通
信終了処理の一例を示すシーケンス図である。ステップＳ２０１において、ユーザは、操
作部２０４を介して、会議の終了操作を行う。
【００９０】
　ステップＳ２０２において、配信制御部２１２は、操作制御部２０５から終了通知を受
けると、接続先の遠隔会議端末Ｂ３０に終了要求を行う。ステップＳ２０３において、遠
隔会議端末Ｂ３０は、終了の許可を遠隔会議端末Ａ２０に通知する。
【００９１】
　ステップＳ２０４において、配信ポリシー制御部２０６は、通信制御部２０７を介して
、会議の終了を配信管理サーバ１０に通知する。会議の終了通知には、少なくとも会議Ｉ
Ｄは含まれる。
【００９２】
　ステップＳ２０５において、配信管理サーバ１０は、終了通知を受信すると、会議管理
部１０３を介して、会議管理ＤＢ１０４にアクセスして、受信した会議ＩＤと同一のエン
トリを削除する。
【００９３】
　以上、実施例１によれば、電子会議システムにおいて、ネットワークの通信状況を考慮
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し、会議の種類に応じて最適なデータ量を決定することができる。
【００９４】
　［実施例２］
　次に、実施例２に係る電子会議システムについて説明する。実施例２では、配信管理サ
ーバが、遠隔会議端末毎に優先順を保持し、会議種類情報、受信品質情報、優先順情報に
基づいて、圧縮パラメータを決めるところが実施例１と異なる。
【００９５】
　現在のＩＰネットワークは、利用可能な帯域をどのように使うかを決めるＱｏＳ（Qual
ity of Service）制御は行われていない。例えば、ＩＰネットワークの帯域が10Mbpsであ
ったとする。一つのテレビ会議が約3Mbps使うとすると、三つのテレビ会議を行うことが
できる。
【００９６】
　ここにさらに一つのテレビ会議が行われると、新しいテレビ会議は品質が低いものとな
る。また、新しいテレビ会議が加わったことにより、既に行われている３つのテレビ会議
の品質に影響し、映像の乱れや音声の途切れが発生することになる。
【００９７】
　そこで、ネットワーク帯域を割り振るようなＱｏＳ制御が必要になる。例えば、四つ目
に新たに行われた重要なテレビ会議の品質が低くならないような、さらに４つ同時にテレ
ビ会議が行われても極力映像の乱れや音声の途切れが発生しないような制御を実現する仕
組みである。
【００９８】
　この仕組みとして、予め端末自体に優先順位が設定されており、パケットロスが発生す
ると、その優先順位に応じて映像・音声品質を制御する。この仕組みを以下、実施例２と
して説明する。
【００９９】
　＜機能構成＞
　図１０は、実施例２に係る配信管理サーバ４０の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。配信管理サーバ４０は、配信管理制御部３００、通信制御部１０１、会議管理ＤＢ３
０５、品質管理ＤＢ３０７、優先情報ＤＢ３０３を含む。配信管理制御部３００は、配信
ポリシー制御部３０１、優先管理部３０２、会議管理部３０４、品質管理部３０６を含む
。ここで、図１０に示す機能において、図５に示す機能と同様の機能のものは同じ符号を
付し、その説明を省略する。
【０１００】
　配信管理制御部３００は、通信制御部１０１から取得した会議属性情報に含まれる端末
識別情報に対応する会議優先情報を取得し、会議優先情報の平均値を算出して、この平均
値にも基づいて、圧縮パラメータを取得する。以下、配信管理制御部３００の詳細を説明
する。
【０１０１】
　配信ポリシー制御部３０１は、優先管理部３０２から取得した各遠隔会議端末の優先順
情報に基づいて、会議に接続される端末の優先順の平均値を算出する。配信ポリシー制御
部３０１は、優先順の平均値を、会議管理部３０４を介して会議管理ＤＢ３０５に登録す
る。
【０１０２】
　また、配信ポリシー制御部３０１は、受信品質情報を取得すると、優先順の平均値と受
信品質情報とに基づいて、圧縮パラメータを取得する。圧縮パラメータの取得処理の詳細
は後述する。
【０１０３】
　優先管理部３０２は、配信ポリシー制御部３０１から端末ＩＤを取得すると、会議管理
ＤＢ３０３から端末ＩＤに対応する会議プライオリティ（優先順情報）を取得し、取得し
た会議プライオリティを配信ポリシー制御部３０１に出力する。
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【０１０４】
　優先情報ＤＢ３０３は、各端末ＩＤに優先順を関連付けた優先順情報を記憶する。図１
１は、実施例２における優先情報ＤＢ３０３のデータ構造の一例を示す図である。図１１
に示す例では、例えば、端末ＩＤ「192.168.0.xx」の会議プライオリティは「３」であり
、端末ＩＤ「192.168.0.xy」の会議プライオリティは「３」である。
【０１０５】
　会議管理部３０４は、配信ポリシー制御部３０１から会議属性情報の登録指示を受ける
と、会議管理ＤＢ３０５に会議属性情報を登録する。ここで登録される会議属性情報には
、配信ポリシー制御部３０１により算出された優先順の平均値を示す会議プライオリティ
平均値、ネットワークの通信状況の状態履歴を示す品質カウンタが含まれる。
【０１０６】
　会議管理部３０５は、会議属性情報を記憶する。図１２は、実施例２における会議管理
ＤＢ３０５のデータ構造の一例を示す図である。図１２に示す例では、会議ＩＤ「123456
78」には、会議種類「プレゼンテーション形式」、会議プライオリティ平均値「２」、品
質カウンタ「０」、オーナー「192.168.0.xx」、オーディエンス１「192.168.0.xy」、オ
ーディエンス２「192.168.0.yy」が関連付けられている。
【０１０７】
　品質管理部３０６は、配信ポリシー制御部３０１から会議種類情報及びパケットロス値
が通知されると、配信管理ＤＢ３０７から会議種類情報及びパケットロス値に対応する圧
縮パラメータを取得する。
【０１０８】
　また、品質管理部３０６は、配信ポリシー制御部３０１からさらに、映像・音声品質Ｉ
Ｄを「＋１」にする通知を受けた場合、会議種類情報及びパケットロス値に対応する映像
・音声品質ＩＤの値に＋１した映像・音声品質ＩＤに対応する圧縮パラメータを取得する
。品質管理部３０６は、取得した圧縮パラメータを配信ポリシー制御部３０１に出力する
。
【０１０９】
　品質管理ＤＢ３０７は、会議種類情報、映像・音声品質ＩＤ、パケットロス閾値、圧縮
パラメータを関連付けて記憶する。図１３は、実施例２における品質管理ＤＢ３０７のデ
ータ構造の一例を示す図である。
【０１１０】
　図１３に示すように、会議種類毎に、パケットロス閾値に対応して映像・音声品質ＩＤ
が関連付けられている。例えば、会議種類「プレゼンテーション形式」には、パケットロ
ス閾値「０％～１％」に対応して映像・音声品質ＩＤ「1001」、パケットロス閾値「１％
～５％」に対応して映像・音声品質ＩＤ「1002」となっている。映像・音声品質ＩＤがイ
ンクリメントするにつれて、映像・音声の品質は低くなるよう圧縮パラメータは設定され
ている。
【０１１１】
　次に、実施例２における圧縮パラメータの取得方法の具体例について説明する。実施例
２では、遠隔会議端末に予め設定された会議プライオリティに従って、会議プライオリテ
ィ平均値が低い順に映像・音声品質を低下させることを目的にする。
【０１１２】
　配信管理サーバ４０が各遠隔会議端末から送信される受信品質情報を受信し、パケット
ロス発生率を会議プライオリティに応じて擬似的に増減させることで実施例２を実現でき
る。例えば、端末ＩＤ「192.168.0.xx」をオーナーとして端末ＩＤ「192.168.0.xy」およ
び端末ＩＤ「192.168.0.yy」がビデオ会議をすると仮定する。各遠隔会議端末の会議プラ
イオリティはそれぞれ３、３、２である。
【０１１３】
　ここで、配信ポリシー制御部３０１は、会議プライオリティの平均値を小数点以下切捨
てて算出する。この例の場合は（３＋３＋２）／３の小数点以下を切り捨てて２となる。
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この値を会議プライオリティ平均値とする。この値の算出は、会議属性情報を通知された
際に行い、会議管理ＤＢ３０５に登録される。
【０１１４】
　配信ポリシー制御部３０１は、次に受信品質情報を受信し、受信品質情報に含まれるパ
ケットロス発生率が例えば１％を超えた場合、品質カウンタを＋１増加させる。この品質
カウンタが会議プライオリティ平均値を超えた場合、配信ポリシー制御部３０１は、会議
種類情報及びパケットロス値に対応する映像・音声品質ＩＤに＋1をした映像・音声品質
ＩＤに対応する圧縮パラメータを取得する。
【０１１５】
　例えば、パケットロス発生率が「４％」の場合、プレゼンテーション形式の映像・音声
品質ＩＤは「1002」であるが、品質カウンタが会議プライオリティ平均値を超えた場合、
配信ポリシー制御部３０１は、映像・音声品質ＩＤに＋１して映像・音声品質ＩＤを「10
03」として、映像・音声品質ＩＤ「1003」に対応する圧縮パラメータを取得する。
【０１１６】
　ただし、例えば映像・音声品質ＩＤを＋１増加させて「1004」になった場合、圧縮パラ
メータの取得に失敗するので、この場合は映像・音声品質ＩＤをデクリメントし、「1003
」にしてから取得する。配信管理サーバ４０は、取得した圧縮パラメータを各遠隔会議端
末に送信する。以降の処理は実施例１と同様であるため省略する。
【０１１７】
　＜動作＞
　次に、実施例２における電子会議システムの動作について説明する。実施例２における
電子会議システムの動作は、基本的には図８に示す処理と同様であるため、図８に示す処
理と異なるところを説明する。
【０１１８】
　ステップＳ１０５により、配信管理サーバ４０が会議属性情報を取得すると、配信ポリ
シー制御部３０１は、会議に参加する遠隔会議端末に対応する会議プライオリティの平均
値（会議プライオリティ平均値）を算出する。
【０１１９】
　ステップＳ１０６において、配信制御部３０１は、算出した会議プライオリティ平均値
を会議属性情報に含め、会議管理部３０４を介して会議属性情報を会議管理ＤＢ３０５に
記憶する。
【０１２０】
　ステップＳ１１０において、配信ポリシー制御部３０１は、受信品質情報を受信し、受
信品質情報に含まれるパケットロス発生率が例えば１％を超えた場合、会議管理ＤＢ３０
５にある品質カウンタを＋１増加させる。
【０１２１】
　ステップＳ１１１において、配信ポリシー制御部３０１は、品質カウンタが会議プライ
オリティ平均値を超えた場合、会議種類情報及びパケットロス値に対応する映像・音声品
質ＩＤに＋1をした映像・音声品質ＩＤに対応する圧縮パラメータを取得するよう品質管
理部３０６に指示する。
【０１２２】
　ステップＳ１１２において、品質管理部３０６が取得した圧縮パラメータ（メディア属
性）を、通信制御部１０１が各遠隔端末に送信する。ステップＳ１１４～Ｓ１１７におい
ても前述した処理と同様の処理が行われる。
【０１２３】
　以上、実施例２によれば、遠隔会議端末に予め設定された会議プライオリティに従って
、会議プライオリティ平均値が低い順に映像・音声品質を低下させることができる。
【０１２４】
　［変形例］
　次に、変形例に係る電子会議システムについて説明する。変形例では、多地点接続装置



(16) JP 2011-41153 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

６０を用いて会議を行う。本発明は、多地点接続装置（ＭＣＵともいう）６０を用いる場
合にも適用可能である。
【０１２５】
　＜システム構成＞
　図１４は、変形例に係る電子会議システム（その１）の一例を示す図である。図１４に
示すように、電子会議システムは、多地点接続装置４０、遠隔会議装置（通信装置）Ａ２
０、遠隔会議装置Ｂ３０、遠隔会議装置Ｃ５０を含む。
【０１２６】
　変形例における多地点接続装置６０は、実施例１、２で説明した配信管理サーバ１０、
４０の機能を有する。変形例において前述した各実施例と異なるところは、オーナーの遠
隔会議端末だけが会議属性情報を送信するのではなく、各遠隔会議端末が自身の端末ＩＤ
を含む会議属性情報を多地点接続装置６０に送信する。
【０１２７】
　これにより、多地点接続装置６０が、会議種類情報及び各遠隔会議端末から受信品質情
報を取得することで、各遠隔会議端末に送信するデータ量を適切に制御することができる
。
【０１２８】
　また、変形例に係る電子会議システムは、配信管理機能とＭＣＵとは別のサーバであっ
ても良い。図１５は、変形例に係る電子会議システム（その２）の一例を示す図である。
図１５に示すように、電子会議システムは、実施例１、２と同様に配信管理サーバ８０を
別サーバとして備えてもよい。これにより、多地点接続装置７０、各遠隔会議端末は、配
信管理サーバ８０から圧縮パラメータを取得した場合には、取得した圧縮パラメータによ
りエンコードしたデータを送信することができる。
【０１２９】
　なお、各実施例や変形例の配信管理サーバや多地点接続装置で実行されるプログラムは
、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブル
ディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュータで読
み取り可能な記録媒体に記録されて提供される。
【０１３０】
　また、各実施例や変形例の配信管理サーバや多地点接続装置で実行されるプログラムを
、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク
経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、各実施例や
変形例の配信管理サーバや多地点接続装置で実行されるプログラムをインターネット等の
ネットワーク経由で提供または配布するように構成してもよい。
【０１３１】
　また、各実施例や変形例の配信管理サーバや多地点接続装置で実行されるプログラムを
、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。
【０１３２】
　各実施例や変形例の配信管理サーバや多地点接続装置で実行されるプログラムは、前述
した各部を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロ
セッサ）が上記記憶媒体からプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記
憶装置上にロードされ、上記各部が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【０１３３】
　なお、本発明は、上記実施例そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施例に
開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成することが
できる。例えば、実施例に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい
。さらに、異なる実施例にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【符号の説明】
【０１３４】
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１０、４０、８０　配信管理サーバ
２０、３０、５０　遠隔会議端末
６０、７０　多地点接続装置
１００、３００　配信管理制御部
１０１　通信制御部
１０２、３０１　配信ポリシー制御部
１０３、３０４　会議管理部
１０４、３０５　会議管理ＤＢ
１０５、３０６　品質管理部
１０６、３０７　品質管理ＤＢ
２０２　映像入力制御部
２０３　映像エンコーダ
２０４　操作部
２０５　操作制御部
２０６　配信ポリシー制御部
２０７　通信制御部
２１０　音声入力制御部
２１１　音声エンコーダ
２１２　配信制御部
３０２　優先管理部
３０３　優先情報ＤＢ
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３５】
【特許文献１】特開２００７－３２９６８２号公報
【図１】 【図２】



(18) JP 2011-41153 A 2011.2.24

【図３】 【図４】
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【図６】

【図７】



(19) JP 2011-41153 A 2011.2.24

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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