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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多層動画ストリームを生成するステップと、
獲得した第１歪み値に基づいて第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチングマ
トリクスを獲得するステップと、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームを
それぞれ対応のアンテナにスケジューリングするステップと、
前記スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送を実行するステップとを備え
、
前記第１歪み値は、各アンテナ−動画マッチングマトリクスでの全受信エンドが受信す
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る動画の平均動画歪みにおいて、最も小さい平均動画歪みであり、
前記獲得した前記第１歪み値に基づいて第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッ
チングマトリクスを獲得することは、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に獲得して第２アンテナ−動画マ
ッチングマトリクスとし、該第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと対応する第２平
均動画歪みを獲得して最小動画歪みとして設置するステップ１と、
温度パラメータを更新するステップ２と、
アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に選択して第３アンテナ−動画マッチング
マトリクスとし、該第３アンテナ−動画マッチングマトリクスと対応する第３平均動画歪
みを獲得するステップ３と、
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前記第３平均動画歪みが前記第２平均動画歪みより小さいか否かを判断するステップ４
と、
判断結果が前記第３平均動画歪みが前記第２平均動画歪みより小さいと出た場合、前記
第３平均動画歪みを前記最小動画歪みとして設置するステップ５と、
前記第３アンテナ−動画マッチングマトリクスを現在のアンテナ−動画マッチングマト
リクスとして設置するステップ６と、
前記ステップ３からステップ６をＭ回繰り返し実行するステップ７と、
前記ステップ２からステップ７をＮ回繰り返し実行するステップ８と、
前記ステップ８後に獲得した最小動画歪みを前記第１歪み値とすることを確認し、かつ
、確認した第１歪み値に基づき、第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチングマ
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トリクスを獲得ステップ９と
を備え、
前記温度パラメータは、最大繰り返し数および現在の繰り返し数に基づき、獲得したパ
ラメータであることを特徴とする動画伝送方法。
【請求項２】
前記ステップ４の後に、判断結果が前記第３平均動画歪みは前記第２平均動画歪みより
小さくないと出た場合、前記第３アンテナ−動画マッチングマトリクスを第１遷移確率で
現在のアンテナ−動画マッチングマトリクスとして設置するステップをさらに備えること
を特徴とする請求項１に記載の動画伝送方法。
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【請求項３】
前記アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に選択し、第３アンテナ−動画マッチ
ングマトリクスとするステップは、前記第２アンテナ−動画マッチングマトリクスの近傍
範囲内において、アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に選択し、第３アンテナ−
動画マッチングマトリクスとすることを備えることを特徴とする請求項１に記載の動画伝
送方法。
【請求項４】
前記第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと前記第３アンテナ−動画マッチングマ
トリクスの差であるＦノルムが第１半径値より大きくない場合、前記第３アンテナ−動画
マッチングマトリクスは、前記第２アンテナ−動画マッチングマトリクスの近傍範囲内に

30

あることを確認することを特徴とする請求項３に記載の動画伝送方法。
【請求項５】
多層動画ストリームを生成する生成モジュールと、
獲得した第１歪み値に基づいて前記第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチン
グマトリクスを獲得する獲得モジュールと、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームを
それぞれ対応のアンテナにスケジューリングするスケジューリングモジュールと、
スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送する第１送受信モジュールとを備え
、
前記第１歪み値は、各アンテナ−動画マッチングマトリクスでの、全受信エンドが受信
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する動画の平均動画歪みにおいて、最も小さい平均動画歪みであり、
前記獲得モジュールは、
アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に獲得して第２アンテナ−動画マッチング
マトリクスとし、第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと対応する第２平均動画歪み
を獲得て最小動画歪みとして設置し、
温度パラメータを更新し、
アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に選択して第３アンテナ−動画マッチング
マトリクスとし、かつ、第３アンテナ−動画マッチングマトリクスと対応する第３平均動
画歪みを獲得し、
前記第３平均動画歪みが、前記第２平均動画歪みより小さいか否かを判断し、

50

(3)

JP 5784826 B2 2015.9.24

判断結果が、記第３平均動画歪みは前記第２平均動画歪みより小さいと出た場合、前記
第３平均動画歪みを前記最小動画歪みとして設置し、
前記第３アンテナ−動画マッチングマトリクスを現在のアンテナ−動画マッチングマト
リクスとして設置し、
最終的に獲得した最小動画歪みを前記第１歪み値とすることを確認し、かつ、確認した
第１歪み値に基づき、第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチングマトリクスを
獲得することに用いたれ、
最大繰り返し数および現在の繰り返し数に基づき、前記温度パラメータを獲得したパラ
メータとすることを特徴とする動画伝送装置。
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【請求項６】
前記獲得モジュールは、判断結果が前記第３平均動画歪みは前記第２平均動画歪みより
小さくないと出た場合、前記第３アンテナ−動画マッチングマトリクスを第１遷移確率で
現在のアンテナ−動画マッチングマトリクスとして設置することにさらに用いられること
を特徴とする請求項５に記載の動画伝送装置。
【請求項７】
前記獲得モジュールは、前記第２アンテナ−動画マッチングマトリクスの近傍範囲内に
おいて、アンテナ−動画マッチングマトリクスを任意に選択し、第３アンテナ−動画マッ
チングマトリクスとすることにさらに用いられることを特徴とする請求項５または請求項
６に記載の動画伝送装置。
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【請求項８】
前記獲得モジュールは、現在の前記第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと前記第
３アンテナ−動画マッチングマトリクスの差であるＦノルムが第１半径値より大きくない
場合、前記第３アンテナ−動画マッチングマトリクスが、前記第２アンテナ−動画マッチ
ングマトリクスの近傍範囲内にあると確認することにさらに用いられることを特徴とする
請求項７に記載の動画伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、２０１１年１２月２９日に中国特許局に提出し、出願番号が２０１１１０４
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５２５００．５であり、発明名称が「動画伝送、受信方法および装置」である中国特許出
願を基礎とする優先権を主張し、これの開示の総てをここに取り込む。
本発明は、通信および動画コーディング分野に関し、特に、動画伝送、受信方法および
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
新しい伸縮可能な新世代動画圧縮規格の発展、およびワイヤレス設備の計算能力、スト
レージ能力のたゆまぬ向上に伴い、ワイヤレスネット動画伝送による応用も益々増えてい
る。
しかし、ワイヤレスチャネルの時変特性、高いビット誤り率および低帯域幅等の特徴に
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より、受信エンドが受信する動画品質は重大な制限と影響を受ける。
多入力多出力（Ｍｕｌｔｉ−Ｉｎｐｕｔ−Ｍｕｌｔｉ−Ｏｕｔｐｕｔ，ＭＩＭＯ）技術
の提示は、この難題解決に非常に大きく作用した。
【０００３】
伸縮可能な動画コーディング（Ｓｃａｌａｂｌｅ

Ｖｉｄｅｏ

Ｃｏｄｉｎｇ，ＳＶＣ

）技術を利用し、生産した多層構造を有する動画ストリームは、ＭＩＭＯシステムにおけ
る伝送に非常に適している。
異なる層の動画ストリームを異なるサブチャネルにスケジューリングして同時に伝送す
ることにより、大きな動画ビットレートを支持できる。
しかし、ワイヤレスチャネルの時変特性は、異なる時刻に、各サブチャネルの品質がす
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べて完全に一致していないことと同時に、さらに時変特性を有することを決定付ける。
この他に、ＳＶＣ動画ストリームにおけるデータ各層の重要性も完全に同じではない。
例えば、基本層のデータが最も重要であり、第１強化層がこれの次となり、他もこれに
続く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本出願発明者は、本出願における実施形態の技術方案を実現する過程において、少なく
とも従来技術における以下の技術問題を発見した。
【０００５】
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もし前記方法に基づき、各動画層を区分せず同等に扱うと、基本層データから品質が悪
劣なサブチャネルにスケジューリングされた場合、受信エンドが受信する動画品質に深刻
な影響を与える。
【０００６】
この他に、ＭＩＭＯブロードキャストチャネルにおいて、各送信アンテナはおそらく複
数のサブチャネルに対応する。よって、実際は各アンテナの信号雑音比或いはパケットロ
ス率は、ベクトルによって決まり、従来の一つのスカラにより決まるわけではない。さら
に、ベクトルは大小や配列を比較することができないため、アンテナ品質の良し悪しを量
ることができず、最終的に最も好ましい動画−アンテナ間のマッチング関係を探すことが
困難になる。よって、従来技術において、通常は動画−アンテナマッチング関係を任意に
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選択するため、伝送品質を保証できない恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明に係る実施形態は、動画伝送および受信の品質を向上させる動画伝送、受信方法
および装置を提供する。
【０００８】
本発明に係る動画伝送方法は、
多層動画ストリームを生成するステップと、
獲得した第１歪み値に基づいて第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチングマト
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リクスを獲得するステップと、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームをそ
れぞれ対応のアンテナにスケジューリングするステップと、
スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送するステップとを備える。
【０００９】
本発明に係る動画受信方法は、
各アンテナからそれぞれ前記動画伝送方法が伝送した異なる層の動画ストリームを獲得す
るステップと、
受信した前記動画ストリームを復号して動画信号を獲得するステップとを備える。
【００１０】
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本発明に係る動画伝送装置は、
多層動画ストリームを生成する生成モジュールと、
獲得した第１歪み値に基づいて第１歪み値と対応する第１アンテナ−動画マッチングマト
リクスを獲得する獲得モジュールと、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームをそ
れぞれ対応のアンテナにスケジューリングするスケジューリングモジュールと、
スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送する第１送受信モジュールとを備え
る。
【００１１】
本発明に係る動画受信装置は、
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各アンテナからそれぞれ前記動画伝送装置が伝送した異なる層の動画ストリームを獲得す
る第２送受信モジュールと、
受信した前記動画ストリームを復号して動画信号を獲得する復号モジュールとを備える。
【発明の効果】
【００１２】
本発明に係る実施形態における動画伝送方法は、
多層動画ストリームを生成するステップと、
獲得した第１歪み値に基づき、これと対応する第１アンテナ−動画マッチングマトリクス
を獲得するステップと、前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の
前記動画ストリームをそれぞれ対応のアンテナにスケジューリングするステップと、
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スケジューリング後の動画ストリームに基づき伝送するステップとを備える。
獲得した第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて動画ストリームをスケジ
ューリングし、チャネル品質がより良いアンテナに重要性が高い動画層を伝送させること
により、受信エンドが、品質のより良い動画信号を受信できよう保証し、動画伝送品質を
高める。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る実施形態における動画伝送装置の主な構造を示す図。
【図２】本発明に係る実施形態における動画受信装置の主な構造を示す図。
【図３】本発明に係る実施形態における動画伝送方法の主なフロー図。
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【図４】本発明に係る実施形態における動画受信方法の主なフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明に係る実施形態における動画伝送方法は、
多層動画ストリームを生成するステップと、
獲得した第１歪み値に基づいてこれと対応する第１アンテナ−動画マッチングマトリクス
獲得するステップと、
前記第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームをそ
れぞれ対応のアンテナにスケジューリングステップと、
スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送するステップとを備える。
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獲得した第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づいて動画ストリームをスケジ
ューリングし、チャネル品質がより良いアンテナに重要性が高い動画層を伝送させること
により、受信エンドが、品質のより良い動画信号を受信できよう保証し、動画伝送品質を
高める。
【００１５】
図１は、本発明に係る実施形態における動画伝送装置を示し、生成モジュール１０１、
獲得モジュール１０２、スケジューリングモジュール１０３および第１送受信モジュール
１０４を備える。前記装置は、動画送信エンドに位置してもよい。
【００１６】
生成モジュール１０１は、多層動画ストリームを生成する。
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生成モジュール１０１は、伸縮可能な動画コーディング技術を利用し、多層構造を有す
る動画ストリームを作ることができる。
ここで、生成モジュール１０１が生成した動画ストリームは、基本層および複数強化層
を備えることができ、各層データの重要性も異なる。
例えば、基本層のデータが最も重要で、第１強化層これの次で、他もこれに続く。
【００１７】
獲得モジュール１０２は、獲得した第１歪み値に基づき、第１歪み値と対応する第１ア
ンテナ−動画マッチングマトリクスを獲得する。
第１歪み値を期待歪み値とし、好ましくは、第１歪み値が各アンテナ−動画マッチング
マトリクスでの、全受信エンドが受信する動画の平均動画歪みにおいて、最も小さい平均
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動画歪みである。
【００１８】
以下に、焼きなまし法に基づく複雑性の少ない算出法を例に挙げ、本発明に係る実施形
態の方案を詳細に記述する。
説明が必要なことは、当該実施形態は本発明を説明するだけで、本発明を制限しない。
他のいずれかの本発明の技術問題を解決できる、本発明と同様の技術效果に達する算出
法も本発明の保護範囲に属する。
当該算出法に係る仮定条件および概念は、下記通りに定義される。
【００１９】
仮定条件：本発明に係る実施形態において、動画層数とアンテナ数量は、等しいと仮定
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する。当該数量値をＬとする。
【００２０】
前記に係る関連概念を、以下に示す。
温度パラメータ：〈数１〉に定義される。
〈数１〉

ここで、Ｍは、当該算出法の最大繰り返し数であり、ｉは、現在の繰り返し数である。
状態：有効なアンテナ−動画マッチングマトリクスいずれかを指し、本発明に係る実施
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形態において、マトリクスＡを用いて示すことができ、Ａの形式は、〈数２〉で表す。
〈数２〉

30
同時に、〈数３〉と〈数４〉を満たさなければならない。

即ち、いずれかのアンテナは、動画ストリームを一層しか伝送できず、いずれかの動画
ストリーム一層は、１つのアンテナでしか伝送できない。
近傍半径：〈数５〉に定義される。

当該近傍半径は、温度パラメータの変化により変わると同時に、ある状態での近傍範囲
の大きさを決める。
近傍：もし、状態Ａ１と状態Ａ２が
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を満たす、即ち、状態Ａ１と状態Ａ２の差であるＦノルムが第１半径値より大きくない場
合、定義Ａ２とＡ１を互いに近傍であると定義できる。
ここで、ｒを第１半径値とする。
遷移確率：即ち、状態ＡＣから別の状態Ａｔへ移る確率であり、〈数６〉で算出する。
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ここで、Ｄ（Ｐｔ）とＤ（Ｐｃ）は、それぞれ状態Ａｃと状態Ａｔにおける平均動画歪
みを示す。
平均動画歪みは、全受信エンドが受信する動画の歪み量の和を求めた後に出した平均を
指す。
ここで、ある状態を選択したと確認後、当該状態において全受信エンドが受信する動画
の歪み量も明らかになる。
これの和を求めた後に平均値を出せば、当該状態における平均動画歪みを獲得できる。
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【００２１】
アンテナ−動画マッチングマトリクスを獲得することは、ステップ１〜ステップ６を備
える。
ステップ１において、まず、温度パラメータＴと初期状態Ａ0を初期化でき、これに対
応する第２平均動画歪みＤ０を算出する。同時に最小動画歪みＤｍｉｎ＝Ｄ0、およびこ
れに対応する状態Ａｍｉｎ＝Ａ0を設定する。ここで、初期状態Ａ0は任意に選択したいず
れの状態でもよく、初期状態Ａ0を第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと称しても
よい。
ステップ２において、公式（１）に基づき、温度パラメータを更新する。
ステップ３において、Ａ0の近傍範囲内において、任意に選択した状態Ａｔを目標状態
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とし、Ａｔを第３アンテナ−動画マッチングマトリクスと称しても良い。かつ、これの歪
みＤｔを算出し、Ｄｔを第３平均動画歪みと称してもよい。もしＤｍｉｎ＞Ｄｔならば、
Ｄｍｉｎ＝Ｄｔ、およびＡｍｉｎ＝Ａｔとさせる。
ステップ４において、もしすでにＡｍｉｎ＝Ａｔとさせていれば、状態遷移を実行する
。この場合の遷移確率を１とできる。
ステップ５において、もしＤｍｉｎがＤｔより大きくなければ、操作を実行しない、或
いはＡｔを第１遷移確率として現在のアンテナ−動画マッチングマトリクスと設置できる
。当該第１遷移確率は、公式（６）に基づき算出できる。もしＤｍｉｎがＤｔより小さく
なければ、本発明に係る実施形態において以下の処理方式を採ることができる：ランダム
関数を用いて第２遷移確率を生成し、これと公式（６）を用いて算出、生成した第１遷移
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確率を比較する。もし前記第２遷移確率が前記第１遷移確率より小さければ、前記第１遷
移確率に基づき、状態遷移を実行することを確認する。この場合、新たに最も小さい歪み
を設置しなくてよい。即ち、前記最小動画歪みＤｍｉｎは依然として前記第２平均動画歪
みＤ0と等しい。もし前記第２遷移確率が前記第１遷移確率より小さくなければ、状態遷
移を実行しなくてよい。
ステップ６において、ステップ３からステップ４を繰り返し複数回実行する。当該回数
はＭを用いて表示できる。
ステップ７において、現在の状態をＡｍｉｎとし、２から５を繰り返し複数回実行する
。当該回数はＮを用いて表示できる。
ステップ８において、最終的にＤｍｉｎおよびＡｍｉｎを獲得する。
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【００２２】
アンテナ−動画マッチングマトリクスを獲得することは具体的に、ステップ１〜ステッ
プ６を備える。
ステップ１において、まず、温度パラメータＴと初期状態Ａ0を初期化でき、これに対
応する第２平均動画歪みＤ0を算出する。同時に、最小動画歪みＤｍｉｎ＝Ｄ0、およびこ
れに対応する状態Ａｍｉｎ＝Ａ0を設定する。ここで、初期状態Ａ0は任意に選択したいず
れの状態でもよく、初期状態Ａ0を第２アンテナ−動画マッチングマトリクスと称しても
よい。
10

ステップ２において、公式（１）に基づき、温度パラメータを更新する。
ステップ３において、Ａ0の近傍範囲内において、任意に選択した状態Ａｔを目標状態
とし、Ａｔを第３アンテナ−動画マッチングマトリクスと称してよい。かつ、これの歪み
Ｄｔを算出し、Ｄｔを第３平均動画歪みと称してよい。もしＤｍｉｎ＞Ｄｔであれば、Ｄ
ｍｉｎ＝Ｄｔ、およびＡｍｉｎ＝Ａｔとさせ、かつ、引き続きステップ４を実行する。も

しＤｍｉｎがＤｔより大きくなければ、操作を実行しなくてよく、ステップ５にスキップ
し、実行する。或いは、Ａｔを第１遷移確率とし、現在のアンテナ−動画マッチングマト
リクス（第２アンテナ−動画マッチングマトリクス）と設置でき、ステップ５にスキップ
し、実行する。当該第１遷移確率は、公式（６）に基づき算出できる。もし、Ｄｍｉｎが
Ｄｔより大きくなければ、本発明に係る実施形態においてさらに以下の処理方式を採るこ
とができる。ランダム関数を用いて第２遷移確率を生成し、これと公式（６）を用いて算
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出、生成した第１遷移確率を比較する。もし前記第２遷移確率が前記第１遷移確率より小
さければ、前記第１遷移確率に基づき、状態遷移を実行することを確認する。この場合、
新たに最も小さい歪みを設置しなくてよい。即ち、前記最小動画歪みＤｍｉｎは依然とし
て前記第２平均動画歪みＤ0と等しく、かつ、ステップ５にスキップし、実行する。もし
前記第２遷移確率が前記第１遷移確率より小さくなければ。状態遷移を実行しなくてよく
、ステップ５にスキップし、実行する。
ステップ４において、もしすでにＡｍｉｎ＝Ａｔとさせていれば、状態遷移を実行する
。この場合の遷移確率は１とすることができる。
ステップ５において、ステップ３からステップ４を繰り返し複数回実行する。当該回数
30

はＭを用いて表示できる。
ステップ６において、現在の状態をＡｍｉｎとし、ステップ２からステップ５を繰り返
し複数回実行する。当該回数はＮを用いて表示できる。
ステップ７において、最終的にＤｍｉｎおよびＡｍｉｎを獲得する。
【００２３】
ここで、状態Ａｍｉｎは、最終的な動画−アンテナマッチング方式を代表する。
本発明に係る実施形態において、これを第１アンテナ−動画マッチングマトリクスと証
することができ、Ｄｍｉｎを当該方式における平均動画歪みとする。
ここで、本発明に係る実施形態において、Ｄｍｉｎを第１歪み値と証することができる

40

。
即ち、各アンテナ−動画マッチングマトリクスおける、全受信エンドが受信する動画の
平均動画歪みにおいて、最も小さい平均動画歪みである。
【００２４】
よって複数回繰り返し実行することは、選択範囲可能な限り全状態にまで拡大し、全て
の状態において最も良い状態を選択でき、これにより、可能な限り最も良い動画伝送效果
にするためである。
【００２５】
獲得モジュール１０２は、各動画受信エンドから送信して戻ってきたチャネル品質状態
メッセージに基づき、各アンテナの各サブチャネルの信号雑音比（Ｓｉｇｎａｌ
Ｎｏｉｓｅ

Ｒａｔｉｏ，

ｔｏ

ＳＲ）を獲得し、チャネル状態マトリクスを形成する。
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獲得モジュール１０２は、チャネル状態マトリクスおよび現在の状態に基づき、それぞ
れ現在の状態における各動画受信エンドが受信する動画歪み量を獲得し、これにより現在
の状態における各動画受信エンドが受信する平均動画歪みを獲得する。
【００２６】
スケジューリングモジュール１０３は、第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基
づき、各層の前記動画ストリームをそれぞれ対応のアンテナにスケジューリングする。
【００２７】
第１送受信モジュール１０４は、スケジューリング後の動画ストリームに基づき、伝送
を実行する。
第１送受信モジュール１０４は、各アンテナにおいて、それぞれ異なる層の動画ストリ

10

ームを送信する。
【００２８】
図２は、本発明に係る実施形態において、動画受信装置を示し、第２送受信モジュール
２０１と復号モジュール２０２を備える。
前記動画受信装置は、動画受信エンドに位置することができる。
【００２９】
第２送受信モジュール２０１は、各アンテナからそれぞれ異なる層の動画ストリームを
獲得する。
第２送受信モジュール２０１は、各アンテナからそれぞれ前記動画伝送装置が送信した
動画ストリームを獲得する。
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さらに、第２送受信モジュール２０１は、チャネル品質状態メッセージを前記動画伝送
装置へフィードバックする。
本発明に係る実施形態において、すでにアンテナがＬ本および動画受信エンドがＬ個あ
ると仮定すると、各アンテナにはＬ個サブチャネルがあり、各動画受信エンドが全て各ア
ンテナのサブチャネルに対応すれば、各動画受信エンドは、それぞれ、前記動画伝送装置
へ異なるアンテナ、異なるサブチャネルのチャネル品質状態メッセージをフィードバック
する。
前記動画伝送装置に各チャネル品質状態メッセージを受信させた後、各チャネル品質状
態メッセージに基づき、チャネル状態マトリクスを獲得する。
【００３０】
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復号モジュール２０２は、受信した前記動画ストリームを復号し、動画信号を獲得する
。
第２送受信モジュール２０１が動画ストリームを受信後、復号モジュール２０２はこれ
に対しチャネル復号を実行し、復号後の動画ストリームを獲得する。
さらに、チャネル復号後の動画ストリームを経て、ＳＶＣ復号器を利用し、復号かつ組
み合わせ、復号後の動画信号を獲得する。
【００３１】
以下に、具体的な実施形態により、本発明に係る実施形態における動画伝送および受信
の方法を詳細に記述する。
【００３２】

40

図３は、本発明に係る実施形態における動画伝送の主な方法のフローを示す。
【００３３】
ステップ３０１において、多層動画ストリームを生成する。
【００３４】
ステップ３０２において、獲得した第１歪み値に基づき、第１アンテナ−動画マッチン
グマトリクスを獲得する。
【００３５】
ステップ３０３において、第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基づき、各層の
前記動画ストリームをそれぞれ対応のアンテナにスケジューリングする。
【００３６】
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ステップ３０４において、スケジューリング後の動画ストリームに基づき、伝送する。
【００３７】
図４は、本発明に係る実施形態における動画受信の主な方法のフローを示す。
【００３８】
ステップ４０１において、各アンテナからそれぞれ異なる層の動画ストリームを獲得す
る。
【００３９】
ステップ４０２において、受信した動画ストリームを復号し、動画信号を獲得する。
【００４０】
本発明に係る実施形態における動画伝送方法は、
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多層動画ストリームを生成するステップと、獲得した第１歪み値に基づいて第１アンテナ
−動画マッチングマトリクスを獲得するステップと、前記第１アンテナ−動画マッチング
マトリクスに基づいて各層の前記動画ストリームをそれぞれ対応のアンテナにスケジュー
リングするステップと、スケジューリング後の動画ストリームに基づいて伝送するステッ
プとを備える。
本発明に係る実施形態において獲得した第１アンテナ−動画マッチングマトリクスに基
づき、動画ストリームをスケジューリングし、チャネル品質がより良いアンテナに重要性
が高い動画層を伝送させることにより、受信エンドが品質のより良い動画信号を受信でき
よう保証し、動画伝送品質を高める。
動画伝送エンドにおいて、即ち、動画送信エンドは、異なる層の動画ストリームをそれ
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ぞれ異なるアンテナにマッピングすることにより、非対称保護を実現する。
かつ、複数回の繰り返し（Ｉｔｅｒａｔｉｏｎ）により、可能な限り選択範囲を全状態
にまで拡大させ、全状態から最良の状態を選択する。
即ち、最良アンテナ−動画マッチングマトリクスを選択することにより、全ユーザーが
受信する動画平均歪みを最も小さくし、ユーザーが受信する動画品質を高める。
かつ、本発明の実現と操作は、容易である。
【００４１】
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプロ
グラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェ
ア実施形態、または，ソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用でき
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ることがかわるはずである。
さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる
。
当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記
憶媒体（ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない）において実施す
る。
【００４２】
以上は、本発明の実施形態の方法、装置（システム）、およびコンピュータプログラム
製品のフロー図および／またはブロック図によって、本発明を記述した。
理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および／またはブ
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ロック図における各フローおよび／またはブロックと、フロー図および／またはブロック
図におけるフローおよび／またはブロックの結合を実現できる。
プロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コン
ピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装
置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ
は、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数の
フローおよび／またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実
現する。
【００４３】
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能な
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データ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。
これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、
フロー図における一つ或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或いは
複数のブロックに指定する機能を実現する。
【００４４】
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能
なデータ処理装置設備に実装もできる。
コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備
は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或
いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ

10

或いは複数のフローおよび／またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定
する機能を実現する。
【００４５】
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或
いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。
そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされ
ない。
そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
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