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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を格納した第２情報記憶部と、
前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報の情
報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに決定し、そのユーザの所
有する情報端末に送信するための送信情報を生成する情報加工部と、
情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを備え、
前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記カテゴリごとの希望再生品質
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を示す情報Ｉｑを含み、
前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品質が、前記ユーザによっ
て要求された希望再生品質よりも過剰である場合に、そのカテゴリｉの情報品質を希望再
生品質に縮小変更し、他のカテゴリの情報品質を比例配分して拡大変更することを特徴と
する情報配信装置。
【請求項２】
画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を格納した第２情報記憶部と、
前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報の情
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報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに決定し、そのユーザの所
有する情報端末に送信するための送信情報を生成する情報加工部と、
情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを備え、
前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記カテゴリごとの希望再生品質
を示す情報Ｉｑを含み、
前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品質が、前記ユーザによっ
て要求された希望再生品質よりも過小である場合に、そのカテゴリｉの情報品質を希望再
生品質に拡大変更し、他のカテゴリの情報品質を比例配分して縮小変更することを特徴と
する情報配信装置。
【請求項３】
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画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を格納した第２情報記憶部と、
前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報の情
報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに決定し、そのユーザの所
有する情報端末に送信するための送信情報を生成する情報加工部と、
情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを備え、
前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記情報端末の電力残容量を含み
、
前記送信情報を前記情報端末に送信中に、その情報端末の現在の電力残容量Ｅ1を予測
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する電力予測部と、
前記送信情報の送信中において前記情報端末からその電力残容量Ｅ2を受信する受信部
と、
予測された電力残容量Ｅ1と受信された電力残容量Ｅ2との差が所定値を超えるか否かを
比較する比較部とをさらに備え、
前記予測残容量Ｅ1と受信残容量Ｅ2との差が所定値を超えた場合に、
前記情報加工部が、未送信のマルチメディア情報に対してカテゴリごとの情報品質を再
計算し変更することを特徴とする情報配信装置。
【請求項４】
前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、

30

前記情報端末の電力残容量Ｅｒ，
再生希望マルチメディア情報名Ｉｄ，
希望電力消費量情報Ｅｏ，
再生希望時間Ｔｏ，
マルチメディア情報に付与されたカテゴリに対する重要度Ｐをさらに含み、
前記第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報が、時分割されかつカテゴリが付
与された複数個の場面情報からなり、
前記再生希望時間Ｔｏ内で、かつユーザの要求した希望電力消費量情報が示す電力の範
囲内で、前記マルチメディア情報に付与されたカテゴリごとにユーザの希望再生品質を反
映した情報が前記情報端末で再生することができるように、
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前記情報加工部が、前記格納されたマルチメディア情報のカテゴリごとに情報品質を決
定することを特徴とする請求項１または２の情報配信装置。
【請求項５】
前記情報加工部が決定するカテゴリごとの情報品質は、前記希望電力消費量情報によっ
て定められる全消費電力のうち、そのカテゴリｎに付与された重要度Ｐｎおよびそのカテ
ゴリが付与された場面の再生時間Ｔｎから求められるそのカテゴリの消費電力量Ｅｎと、
そのカテゴリの希望再生品質を示す情報Ｉｑとによって決定されることを特徴とする請求
項４の情報配信装置。
【請求項６】
前記マルチメディア情報が動画像を含む場合に、前記カテゴリごとの情報品質は、動画
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像の画素数ｒ，フレームレートｆおよびビットレートｂからなることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれかに記載の情報配信装置。
【請求項７】
前記マルチメディア情報が、重要度の異なる複数個のカテゴリの場面情報から構成され
る場合、前記情報端末で重要度の低いカテゴリの送信情報を再生中に、前記送信部が、そ
の後に再生される重要度の高いカテゴリの送信情報の一部を、情報端末へ前もって送信し
ておくことを特徴とする請求項４の情報配信装置。
【請求項８】
前記ユーザ要求情報に含まれた再生希望マルチメディア情報名のマルチメディア情報の
全体について前記情報加工部が生成した送信情報を格納する第３情報記憶部を備え、第３
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情報記憶部が着脱可能な記録媒体であることを特徴とする請求項４の情報配信装置。
【請求項９】
前記請求項１乃至８のいずれかに記載の情報配信装置により送信された送信情報を受信
する受信部と、受信した送信情報を再生する情報再生部とを備えた情報端末。
【請求項１０】
前記請求項８の情報配信装置の第３情報記憶部を挿入可能な取付部と、取付部に挿入さ
れた第３情報記憶部に格納されている送信情報を再生する情報再生部とを備えた情報端末
。
【請求項１１】
画像および音声を含みかつカテゴリが付与されたマルチメディア情報を格納した第１情
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報記憶部と、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を格納し、前記ユーザ要求情報に前記カテゴリごとの希望再生品質を示す情報Ｉ
ｑを含んだ第２情報記憶部と、
前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報の品
質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに決定し、そのユーザの所有す
る情報端末に送信するための送信情報を生成する情報加工部と、
情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを備え、
前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品質が、
前記ユーザによって要求された希望再生品質よりも過剰である場合に、
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そのカテゴリｉの情報品質を希望再生品質に縮小変更し、
他のカテゴリの情報品質を比例配分して拡大変更する情報配信装置と、
情報配信装置から送信されてきた送信情報を再生する機能を備えた情報端末とから構成
されることを特徴とする情報配信システム。
【請求項１２】
配信される画像および音声を含むマルチメディア情報を取得し、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を取得し、
前記ユーザ要求情報に基づいて、ユーザが配信を希望した前記マルチメディア情報の品
質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに決定し、
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そのユーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成し、
生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信し、
前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品質が、
前記ユーザによって要求された希望再生品質よりも過剰である場合に、
そのカテゴリｉの情報品質を希望再生品質に縮小変更し、
他のカテゴリの情報品質を比例配分して拡大変更することを特徴とする情報配信装置の
情報配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】

50

(4)

JP 4408383 B2 2010.2.3

この発明は、情報配信装置および情報配信方法に関し、特に、画像，音声を含むマルチ
メディア情報を携帯端末等へ配信する場合に、配信先である携帯端末側の状況を考慮した
情報配信装置および情報配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、通信速度の高速化や、画像音声データの圧縮技術の進歩に伴って、インターネッ
トを利用した動画配信や、無線通信を利用した携帯端末への動画配信が行われている。
たとえば、サーバに格納した動画，静止画，音声，文字などからなるマルチメディア情
報を、インターネット経由でＰＤＡやノートパソコンへ、ストリーミング情報として送信
する情報配信サービスが行われている。
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【０００３】
また、大容量のビデオレコーダで録画したマルチメディア情報をメモリカードに記録し
、メモリカードを携帯端末に差し込んで、マルチメディア情報を再生するようなシステム
も実現されつつある。
しかし、ＰＤＡ，ノートパソコン，携帯電話をはじめとする携帯端末は、いつでもどこ
でも利用者の都合のよい時間と場所で、ストリーミング再生を楽しむことができるが、マ
ルチメディア情報の再生には大きな消費電力を必要とするので、利用者は電池容量の残量
を気にしながら再生を行う必要がある。そこで、マルチメディア情報を再生する携帯端末
側の消費電力を制御する方法が、いくつか提案されている（特許文献１および２参照）。
【０００４】
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特許文献１では、電池の実際の残量を検出し、受信したコンテンツを再生するために必
要な電池容量を予測し、電池残量と必要な電池容量とを比較して電池残量が少ない場合は
、電力不足を通知するとともに、配信サーバから動画像データの品質（フレーム数等）を
落として送信させるようにする携帯端末の消費電力抑制方法が記載されている。
また、特許文献２では、ユーザが設定した動作モードと動作制限処理に基づいて、サー
バから送信される符号化データの一部のみを受信するように受信制限をしたり、ユーザの
嗜好データから判定した重要度とバッテリ残量に基づいて、受信，復号または再生出力の
処理を制御するデータ再生装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００２−７７３７７号公報
【特許文献２】特開２００３−２６４７６７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、従来のインターネットを経由した動画配信サービスでは、利用者からの要求に
より、予め用意した数種類の品質の画像の中から、送信してもらう画像の品質を利用者が
選択することはできたが、利用者の携帯端末の電池容量の残量を考慮したものではなかっ
た。したがって、残容量が少ないにもかかわらず利用者が高品質の動画配信を要求した場
合には、利用者の意図に反して再生時間が短くなってしまうという問題があった。
また、特許文献１に記載のものでは、電池の残容量は考慮されているが、残容量が少な
くなれば、予め定められた条件で品質を落として送信するので、利用者は高品質で見たい
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場面があるにもかかわらず、利用者の意図に反して再生画像の品質が劣化してしまうとい
う問題があった。
【０００６】
さらに、特許文献２に記載のものでは、ユーザが設定した嗜好に対応した重要度で符号
化データを受信および再生をすることができるものの、それは、受信したマルチメディア
情報の全体についてユーザの嗜好が反映されるだけであって、マルチメディア情報の中の
ユーザが本当に見たい場面と見たくない場面との区別は考慮されていない。
また、バッテリ電力の残量も考慮されているが残量が少ない場合には、ユーザの設定し
た重要度が高くても再生品質が悪くなり、ユーザの要求した品質での再生ができないとい
う問題もあった。
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【０００７】
ところで、利用者が配信を希望するマルチメディア情報でも、最初から最後まですべて
同じ重要度すなわち同じ品質で見たいという場合は少ないと考えられる。
たとえば、サッカーや野球等のスポーツ番組を再生する場合、ユーザが本当に見たい場
面は限られていると考えられる。サッカーにおけるシュート場面やセットプレイの場面、
野球における得点シーンなどは、高品質で見たいと考えられるのに対し、プレイが中断し
ている場面や単にボールを回している場面などは見なくてもよいかあるいは低品質で再生
してもよいと考える場合もある。
すなわち、受信したマルチメディア情報全体に対して品質を均一に落とすのではなく、
ユーザが指定した場面ごとの重要度に応じて再生品質の高低に変化をつければ、利用者に
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とって満足のいく再生が可能であり、かつ携帯端末のバッテリ容量の有効活用も可能とな
る。
【０００８】
また、バッテリの残容量が少なくなり、たとえば残り１時間しかないために節電機能が
働いて、再生品質が均一に落とされてしまうと、利用者は高品質で見たい場面があるにも
かかわらず、その場面（例えばシュートシーン）について満足のいく品質で見れないこと
になる。
すなわち、従来の消費電力の削減を考慮した再生方法では、電力の残容量が少ない場合
でも、本当に見たい場面は高品質で再生してほしいと思う利用者のニーズに答えることは
困難である。
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【０００９】
そこで、この発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであり、指定された時
間でマルチメディア情報を再生する場合において、マルチメディア情報の品質を場面の特
徴（以下、カテゴリと呼ぶ）に対応させて変更し、利用者にとって満足のいく再生を可能
とした情報配信装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
この発明は、画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、
ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ
要求情報を格納した第２情報記憶部と、前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部
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に格納されたマルチメディア情報の情報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカ
テゴリごとに決定し、そのユーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成す
る情報加工部と、情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信
部とを備え、前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記カテゴリごとの希
望再生品質を示す情報Ｉｑを含み、前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉ
の情報品質が、前記ユーザによって要求された希望再生品質よりも過剰である場合に、そ
のカテゴリｉの情報品質を希望再生品質に縮小変更し、他のカテゴリの情報品質を比例配
分して拡大変更することを特徴とする情報配信装置を提供するものである。
また、画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、ユーザ
によって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ要求情報
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を格納した第２情報記憶部と、前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納さ
れたマルチメディア情報の情報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリご
とに決定し、そのユーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成する情報加
工部と、情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを備
え、前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記カテゴリごとの希望再生品
質を示す情報Ｉｑを含み、前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品
質が、前記ユーザによって要求された希望再生品質よりも過小である場合に、そのカテゴ
リｉの情報品質を希望再生品質に拡大変更し、他のカテゴリの情報品質を比例配分して縮
小変更することを特徴とする情報配信装置を提供するものである。
さらに、画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶部と、ユー
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ザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ要求情
報を格納した第２情報記憶部と、前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記憶部に格納
されたマルチメディア情報の情報品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリ
ごとに決定し、そのユーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成する情報
加工部と、情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信部とを
備え、前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記情報端末の電力残容量を
含み、前記送信情報を前記情報端末に送信中に、その情報端末の現在の電力残容量Ｅ1を
予測する電力予測部と、前記送信情報の送信中において前記情報端末からその電力残容量
Ｅ2を受信する受信部と、予測された電力残容量Ｅ1と受信された電力残容量Ｅ2との差が
所定値を超えるか否かを比較する比較部とをさらに備え、前記予測残容量Ｅ1と受信残容
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量Ｅ2との差が所定値を超えた場合に、前記情報加工部が、未送信のマルチメディア情報
に対してカテゴリごとの情報品質を再計算し変更することを特徴とする情報配信装置を提
供するものである。
【００１１】
また、前記第２情報記憶部に格納されるユーザ要求情報が、前記情報端末の電力残容量
Ｅｒ，再生希望マルチメディア情報名Ｉｄ，希望電力消費量情報Ｅｏ，再生希望時間Ｔｏ
，マルチメディア情報に付与されたカテゴリに対する重要度Ｐ，前記カテゴリごとの希望
再生品質を示す情報Ｉｑを含み、前記第１情報記憶部に格納されたマルチメディア情報が
、時分割されかつカテゴリが付与された複数個の場面情報からなり、前記再生希望時間Ｔ
ｏ内で、かつユーザの要求した希望電力消費量情報が示す電力の範囲内で、前記マルチメ
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ディア情報に付与されたカテゴリごとにユーザの希望再生品質を反映した情報が前記情報
端末で再生することができるように、前記情報加工部が、前記格納されたマルチメディア
情報のカテゴリごとの情報品質を変更することを特徴とする情報配信装置を提供するもの
である。
【００１２】
さらに、前記情報加工部が変更するカテゴリごとの情報品質は、前記希望電力消費量情
報によって定められる全消費電力のうち、そのカテゴリｎに付与された重要度Ｐｎおよび
そのカテゴリが付与された場面の再生時間Ｔｎとから求められるそのカテゴリの消費電力
量Ｅｎと、そのカテゴリの希望再生品質を示す情報Ｉｑとによって決定されることを特徴
とする。ここで、カテゴリの希望再生品質を示す情報Ｉｑには、前記送信情報のカテゴリ
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ごとの再生特性の比が含まれる。再生特性とは、たとえば、画質，動きの滑らかさ，色の
深さなどを意味し、これらを相対的な優先度を表す数値比で与えたものが、再生特性の比
である。
また、前記マルチメディア情報が動画像を含む場合に、前記カテゴリごとの情報品質は
、動画像の画素数ｒ，フレームレートｆおよびビットレートｂからなり、情報加工部は、
カテゴリごとに、これらの３つの情報を決定する。
また、前記情報加工部によって決定された特定のカテゴリｉの情報品質が、前記ユーザ
によって要求された希望再生品質よりも過剰である場合に、そのカテゴリｉの情報品質を
希望再生品質に縮小変更し、他のカテゴリの情報品質を比例配分して拡大変更するように
してもよい。逆に、決定されたカテゴリｉの情報品質が、希望再生品質よりも過小である
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場合、そのカテゴリｉの情報品質を希望再生品質に拡大変更して、他のカテゴリの情報品
質を比例配分して縮小変更してもよい。
【００１３】
さらに、前記送信情報を前記情報端末に送信中に、その情報端末の現在の電力残容量を
予測する電力予測部と、前記送信情報の送信中において前記情報端末からその電力残容量
情報を受信する受信部と、予測された電力残容量Ｅ1と受信された電力残容量Ｅ2との差が
所定値を超えるか否かを比較する比較部とをさらに備え、前記予測残容量Ｅ1と受信残容
量Ｅ2との差が所定値を超えた場合に、前記情報加工部が、未送信のマルチメディア情報
に対してカテゴリごとの情報品質を再計算し変更するようにしてもよい。
【００１４】
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また、前記マルチメディア情報が、重要度の異なる複数個のカテゴリの場面情報から構
成される場合、前記情報端末で重要度の低いカテゴリの送信情報を再生中に、前記送信部
が、その後に再生される重要度の高いカテゴリの送信情報の一部を、情報端末へ前もって
送信しておくようにしてもよい。
ここで、ユーザ要求情報に含まれた再生希望マルチメディア情報名のマルチメディア情
報の全体について前記情報加工部が生成した送信情報を、格納する第３情報記憶部を備え
、この第３情報記憶部は着脱可能な記録媒体としてもよい。
【００１５】
また、この発明は、前記情報配信装置により送信された送信情報を受信する受信部と、
受信した送信情報を再生する情報再生部とを備えた情報端末を提供するものである。
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さらに、前記情報配信装置により生成された送信情報を格納した第３情報記憶部を挿入
可能な取付部と、取付部に挿入された第３情報記憶部に格納されている送信情報を再生す
る情報再生部とを備えた情報端末を提供するものである。
【００１６】
また、この発明は、画像および音声を含むマルチメディア情報を格納した第１情報記憶
部と、ユーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユ
ーザ要求情報を格納した第２情報記憶部と、前記ユーザ要求情報に基づいて、第１情報記
憶部に格納されたマルチメディア情報の品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカ
テゴリごとに変更し、そのユーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成す
る情報加工部と、情報加工部で生成された送信情報を、前記情報端末に順次送信する送信
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部とを備えたことを特徴とする情報配信装置と、情報配信装置から送信されてきた送信情
報を再生する機能を備えた情報端末とから構成されることを特徴とする情報配信システム
を提供するものである。
【００１７】
また、この発明は、配信される画像および音声を含むマルチメディア情報を取得し、ユ
ーザによって設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ要求
情報を取得し、前記ユーザ要求情報に基づいて、ユーザが配信を希望した前記マルチメデ
ィア情報の品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに変更し、そのユ
ーザの所有する情報端末に送信するための送信情報を生成し、生成された送信情報を、前
記情報端末に順次送信することを特徴とする情報配信装置の情報配信方法を提供するもの
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である。
【００１８】
さらに、この発明は、画像および音声を含むマルチメディア情報を格納し、ユーザによ
って設定されたマルチメディア情報の希望品質に関連する情報を含むユーザ要求情報に基
づいて、前記マルチメディア情報の品質を、そのマルチメディア情報に付与されたカテゴ
リごとに変更して送信情報を生成する情報配信装置と、ユーザの所有する情報端末とから
なる情報配信システムの情報配信方法であって、前記情報端末が、再生希望マルチメディ
ア情報の識別名を情報配信装置へ送信し、前記情報配信装置が前記識別名によって特定さ
れるマルチメディア情報に付与されたカテゴリに関するメタ情報を取得して情報端末へ送
信し、情報端末が受信したメタ情報のカテゴリごとに、ユーザが設定したカテゴリの重要
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度、カテゴリごとの希望再生品質を示す情報を作成し、再生希望時間，希望電力消費量情
報とともに、ユーザ要求情報として情報配信装置へ送信し、情報配信装置が、前記ユーザ
要求情報に含まれる再生希望時間内で、かつ希望電力消費量情報が示す電力の範囲内で、
カテゴリごとにユーザの希望再生品質を反映した情報が情報端末で再生されるように、配
信すべきマルチメディア情報のカテゴリごとに情報品質を変更して送信情報を生成し、そ
の送信情報を情報端末へ送信し、情報端末が、受信した送信情報をカテゴリごとに異なる
情報品質でマルチメディア情報を再生することを特徴とする情報配信システムの情報配信
方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１９】

50

(8)

JP 4408383 B2 2010.2.3

この発明によれば、ユーザ要求情報に含まれる希望品質に関連する情報をもとに、カテ
ゴリごとに配信するマルチメディア情報の品質を変更しているので、カテゴリに含まれる
場面ごとにユーザの希望する品質でマルチメディア情報を再生することができる。
また、情報加工部が、ユーザの設定した再生希望時間と希望電力消費量情報の示す範囲
内で情報を再生するように情報品質を変更するので、ユーザは情報端末の電池の残容量を
全く気にすることなく、マルチメディア情報を再生させることができる。また、指定され
た再生希望時間内で、ユーザが重要と思う場面は高品質で再生し、そうでない場面は比較
的品質を落として再生するので、再生処理に使用される電力容量が同じでも、ユーザにと
って意図した品質で再生でき、その電力を有効活用することができる。
【００２０】
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また、ユーザが希望電力消費量を指定することができるので、ユーザが意図的に再生以
外の状態で必要と考える電力容量を残すことができ、再生が終了しても、情報端末におけ
る他の処理を実行させることができる。
また、情報加工部によって決められたあるカテゴリの情報品質が希望品質よりも過剰あ
るいは過小であった場合、決められた情報品質を縮小あるいは拡大することにより、より
希望品質に近づけることも可能であり、電力の有効活用ができる。
さらに、送信情報の送信中であっても、情報端末の電力残容量を定期的に送信すること
により、現実の残容量をより正確に反映した情報品質を求めることができる。
また、重要度の低いカテゴリの送信情報を再生中に、その後再生される重要度の高いカ
テゴリの送信情報の一部を前もって送信しておくことにより、重要度の高いカテゴリにつ
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いて、情報配信装置と情報端末間の利用可能通信帯域よりも高いビットレートで、動画を
再生することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
以下、図に示す実施例に基づいて本発明を詳述する。なお、本発明はこれによって限定
されるものではない。
＜情報配信システムの全体構成＞
図１に、この発明の情報配信装置を含む情報配信システムの全体構成ブロック図を示す
。
この発明の情報配信システムは、マルチメディア情報を格納し、これを情報端末に送信
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する情報配信装置１と、マルチメディア情報を受信して再生する複数の情報端末２とから
なり、両者は、インターネットのようなネットワーク３を介して接続される。
【００２２】
ネットワーク３は、インターネットに限るものではなく、双方向に情報を送受信可能な
ネットワークであればよく、有線無線の別は問わない。有線ＬＡＮ，専用回線，ＡＤＳＬ
，ＩＳＤＮ，ＦＴＴＨなどの有線ネットワークの他、無線ＬＡＮ，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，
ＣＤＭＡなどを含むあらゆる無線ネットワークが利用できる。
また、情報端末２としては、パソコン，携帯電話，ＰＤＡ，ノートパソコン，ポータブ
ルビデオプレーヤなど種々の情報通信機器があげられるが、この発明では、特に、限られ
た電力の有効活用をするという観点から、主として電池駆動型の携帯端末を対象とする。
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【００２３】
情報配信装置１は、多数のマルチメディア情報を格納することのできる大記録容量を持
つサーバ機能と、マルチメディア情報をユーザの要求する情報に加工して送信する情報加
工および通信中継機能を主として備える。
情報配信装置１は、サーバ機能と、情報加工・通信中継機能の両方を１つの筐体に備え
たスタンドアロン型の装置として構成することもできるが、サーバ機能を持ったコンテン
ツサーバ１１と、情報加工・通信中継機能を持った中継装置１２とに分けて構成してもよ
い。
【００２４】
この場合は、中継装置１２と情報端末２とがネットワーク３を介して接続される。コン
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テンツサーバ１１と中継装置１２とは、同一構内や同一室内に設置して、ＬＡＮ等のネッ
トワークを介して接続すればよいが、必ずしも同一構内に設置する必要はなく、専用回線
やインターネットで接続されるような遠隔地に設置するようにしてもよい。
以下の実施例では、情報配信装置１は、サーバ機能と、情報加工・通信中継機能の両方
を有する１つの装置として説明する。
【００２５】
また、情報配信装置１と情報端末２とは、ネットワーク３を介して接続されない状況で
の使用も考えられる。
この場合は、情報配信装置１で格納されているマルチメディア情報を可搬型のメモリカ
ード等に記録し、このメモリカードを情報端末２に挿入することにより、その情報を再生
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するようにすればよい。メモリカードとしては、すでに種々のタイプが市販されているが
、この発明ではいずれかに限定するものではなく、あらゆる着脱可能な記録媒体を使用す
ることができる。このメモリカードは、前記した第３情報記憶部に相当する。また、所定
のメモリカードを挿入することのできる取付部を、情報配信装置１と情報端末２に設けれ
ばよい。
【００２６】
また、以下の実施例では、配信されるマルチメディア情報には、動画像，静止画像，音
声およびデータが混在して含まれる。どの情報もカテゴリを付与するものとし、ユーザか
らの要求情報により、そのカテゴリごとに再生の重要度を付与するものとする。以下の実
施例では、主として動画像を代表的な情報として取り上げ、情報の加工処理および送信処
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理について説明するが、他の音声等の情報の加工，送信処理も同様にすることができる。
【００２７】
図１において、情報端末２と情報配信装置間でやりとりされる情報の概要について説明
する。
情報配信装置１には、多数の情報コンテンツが格納されていることを前提とし、この格
納されたコンテンツのうちユーザが希望する情報が、そのユーザの所有する携帯端末２へ
送信される。
【００２８】
まず、ユーザが情報配信装置１に格納されている情報を知っている場合、まず、携帯端
末２から、再生を希望するマルチメディア情報名Ｉｄ等を含んだユーザ要求情報５が、情
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報配信装置１へ送られる。
あるいは、ユーザが情報配信装置１に格納されている情報をまだ知らない場合、携帯端
末２からの接続要求のみを受信した情報配信装置１が、自己の記憶部に格納され、配信可
能なマルチメディア情報のリストを、携帯端末２へ送信し、このリストを受信した携帯端
末２では、リストを一覧表示して、ユーザに再生を希望する情報を選択するようにしても
よい。この選択操作をしたときに、希望するマルチメディア情報名を含むユーザ要求情報
５を、情報配信装置１へ送ればよい。ユーザ要求情報５には、後述するように嗜好データ
Ｓや端末情報Ｔｅも含めてもよい。
【００２９】
ユーザ要求情報５を受信した情報配信装置１は、その情報の内容を解析し、後述するよ
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うに情報品質の決定、マルチメディア情報（動画データ等）の取得、情報の変換を行って
、携帯端末へ送信することが可能な状態に加工した送信情報を作成する。そして、この送
信情報６（変換されたマルチメディア情報）を、携帯端末２へ送信する。この送信情報６
を受信した携帯端末２は、必要に応じてデータの復号化を行い、再生できる形式に変換し
、ＬＣＤなどの表示装置にマルチメディア情報を表示する。
以上がこの発明の情報配信システムの情報配信処理の概要であるが、この発明は、特に
、両者間で送受信されるデータ内容と、情報配信装置１で行われる情報加工処理の内容を
特徴とするものである。
【００３０】
＜情報端末（携帯端末）の構成＞
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図２に、この発明の情報配信システムの詳細な構成ブロック図を示す。
図２において、情報端末（以下、携帯端末２と呼ぶ）は、各種情報を入力する入力部１
０３、ネットワーク３を介して情報配信装置１と送受信をする通信部１０２、嗜好データ
Ｓなどを格納した嗜好データ記憶部１０４、携帯端末固有の情報を格納した端末情報記憶
部１０５、配信されてきた動画データを格納した動画データ記憶部１０６、端末情報を検
出する端末情報検出部１０７、着脱可能な電池１０８、動画データを表示する等ユーザに
わかる形態で出力する出力部１１０、受信した動画データを再生し、出力部１１０に与え
る再生部１０９、上記構成要素の動作を制御する制御部１０１とから構成される。
【００３１】
ここで、入力部１０３は、キーボード，マウス，ペンなどのポインティングデバイスな
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どから構成され、文字，記号などを入力するとともに、出力部１１０に表示された項目の
いずれかを選択入力するのに用いられる。
通信部１０２は、ネットワーク３に接続し、データを送信および受信する部分であり、
ＴＣＰ／ＩＰなどの所定のプロトコルに従って通信を行う。
【００３２】
制御部１０１は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏコントローラ，タイマーなどからな
るマイクロコンピュータにより構成され、ＲＯＭまたはＲＡＭに予め記憶された制御プロ
グラムに基づいて、各構成要素（１０２〜１１０）の動作を制御する。すなわち、ＣＰＵ
が、制御プログラムに記述された手順に従って、各構成要素（１０２〜１１０）のハード
ウェアを動作させ、携帯端末における情報再生機能などを実現させる。
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制御プログラムは、ＲＯＭ等に予め格納されて提供される場合の他、ＩＣカード，ハー
ドディスク，ＣＤ−ＲＯＭなどの媒体に記録された形態でも提供される。
また、制御プログラムは、ネットワークを介して他のサーバからダウンロードして提供
されるようにしてもよい。
【００３３】
出力部１１０は、ＣＲＴ，ＬＣＤ，ＥＬ表示などの各種表示装置の他、スピーカなどか
ら構成される。
再生部１０９は、受信したマルチメディア情報をユーザにわかる形式で提供する部分で
あり、画像や文字データの場合は目に見える形式に変換して再生し、音声の場合は、スピ
ーカから出力できる形式に変換して再生する。また動画の場合は、一般に圧縮して送信さ
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れるので、復号した後、再生処理を行う。
【００３４】
各記憶部（１０４，１０５，１０６）は、各種半導体メモリを用いることができるが、
ハードディスク，ＩＣメモリカードなどの記録媒体を用いてもよい。この他に、着脱可能
な記憶媒体からなる記憶部を備えてもよく、予め画像データ等が記憶された記憶媒体を装
着して、そのデータを再生部１０９により再生するようにしてもよい。
【００３５】
携帯端末２から情報配信装置１に送信されるユーザ要求情報５には、たとえば、図７に
示すように、再生希望情報名Ｉｄ，再生希望時間Ｔｏ，希望電力消費量情報Ｅｏ，嗜好デ
ータＳおよび端末情報Ｔｅが含まれる。
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再生希望情報名Ｉｄは、ユーザが配信を希望するマルチメディア情報の識別名を意味す
る。これは後述するように、図５のステップＳ２１で入力される。
【００３６】
再生希望時間Ｔｏは、ユーザが希望する再生時間を意味し、ステップＳ２３で入力され
る。希望電力消費量情報Ｅｏは、携帯端末２の現在の電力残容量のうち、ある特定のマル
チメディア情報を再生する場合にユーザが消費してよいと考える電力消費量を意味し、た
とえばパーセントの数値情報として入力されるものである。
【００３７】
一般に、ユーザが携帯端末２の電力容量を絶対値で把握している場合は少ない。
また、マルチメディア情報の再生処理をするのに、すべての残容量を使い切ってしまう
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とすれば、再生された情報はユーザの満足のいく品質で見れたとしてもその後の入力処理
や表示処理ができなくなってしまうおそれがある。すなわち、情報の再生もしたいが、再
生終了後には、最低限必要な入力処理等ができるような電力容量を残しておきたいと考え
る場合もある。
【００３８】
したがって、現在の残容量に対して、何％ぐらい情報の再生に用いてもよいかをユーザ
の意思で入力できれば、ユーザが携帯端末を使用する上で、非常に便利である。
電力残容量は、ユーザは直接数値では把握していないが、ユーザが、この情報Ｅｏとし
て「７０」と入力したとすると、現在の電力残容量に対してマルチメディア情報の再生処
理でその７０％の電力を消費してもよいことを意味する。
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この希望電力消費量情報Ｅｏは、ステップＳ２３で入力されるが、再生希望時間Ｔｏと
ともに、情報配信装置１で、送信する情報の品質を決定する際の条件として用いられる。
【００３９】
嗜好データＳは、配信を希望するマルチメディア情報の再生品質を決めるパラメータに
対応するデータである。また、嗜好データＳは、マルチメディア情報に付与されたカテゴ
リごとに与えられるものであり、カテゴリＣ、そのカテゴリごとの重要度Ｐ，希望再生品
質情報（優先度）Ｉｑの組合せから構成される。
カテゴリＣとは、マルチメディア情報を複数個の情報に時分割する場合に、その分割単
位ごとに付与された識別子を意味する。
【００４０】
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たとえば、マルチメディア情報が画像データであったとすると、その動画データを時分
割したときの各分割単位の場面情報を区別するための識別子が、カテゴリである。
サッカーの試合を例にとると、サッカーの動画データは、シュート場面（shoot），セ
ットプレイ場面（set play），ハーフタイム，選手交代，ボールのパスなどの通常プレイ
場面（通常プレイ）などのいくつかの場面情報に分割できる。
【００４１】
このとき、各場面情報を区別するための識別子である「shoot」，「set play」，「通
常プレイ」という情報が、カテゴリである。カテゴリＣそのものは、ユーザが付与するも
のではなく、情報配信装置１で付与されるものである。
カテゴリＣの付与処理は、情報配信装置１の担当者がマルチメディア情報を見ながら手
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動で付与してもよいが、その情報が持つ特性（音量，カラーヒストグラム，オブジェクト
の輪郭など）を利用して、予め設定された条件に基づいて自動的に付与することもできる
。すなわち、場面情報ごとの特性を用いて、自動付与プログラムにより、自動的にカテゴ
リを付与するようにしてもよい。
【００４２】
カテゴリの重要度Ｐは、各カテゴリについてユーザが付与するデータであり、カテゴリ
ごとの再生品質の程度を決める条件となる。
たとえば、重要度Ｐは数値で表され、数値が大きいほど重要度（再生品質）が高いとし
た場合、図７では、「shoot」というカテゴリの重要度Ｐ「４」は比較的高い重要度を示
しており、シュート場面は、高い品質で再生してほしいということを意味する。
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また、「通常プレイ」の重要度Ｐは「１」であって、比較的低い重要度を示しており、
選手交代などの通常プレイは低い品質で再生してもよいことを意味する。
【００４３】
希望再生品質情報Ｉｑとは、カテゴリごとの希望再生品質を示す情報であり、再生品質
を決める特性（再生特性）を指定した情報である。ここでは、４つの再生特性の優先度（
比）Ｉｑという形式で与えるものとする。これは、各特性の具体的数値をユーザが把握す
ることは困難であるからであり、ユーザから見れば、各特性について大まかな設定ができ
ればよいと考えられるからである。
たとえば、図７に示すように、カテゴリごとに、４つの再生特性の比Ｉｑを（ｒ：ｆ：
ｋ：ｄ）＝（１：２：１：２）という形式で、ユーザが入力する。
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４つ再生特性は、音声を含む動画（ビデオデータ）の場合、画質（画素数）ｒ，動きの
滑らかさ（フレームレート）ｆ，色の深さ（階調数）ｋ，音（ビットレート）ｄである。
ただし再生特性の内容は、この４つに限るものではなく、再生する情報に対応して他の特
性を用いてもよい。
【００４４】
ここで、「画質」とは、いわゆる解像度を決めるパラメータであり、これを優先する場
合はより鮮明な画像が表示されるのに対し、優先度を下げた場合は、全体は把握できるが
細部はぼけた画像が表示されることになる。
「動きの滑らかさ」とは、動画像の連続性を決めるパラメータであり、１秒間に何枚の
画像で構成するかを示すフレームレートｆがこれに対応する。フレームレートが高い場合
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（優先度が高い）、動きがスムーズとなるが、フレームレートが低い場合は、動きがぎこ
ちなく、見た目は駒おとしのような表示となる。
【００４５】
「色の深さ」とは、カラー表示をする場合の発色数に対応するものであり、これの優先
度が高い場合、色彩がより自然な感じであるのに対し、低い場合は、色彩が不自然となる
。「音」については、音声をどの程度の音質で再生するかを決めるパラメータであり、音
のビットレートがこれに対応する。この優先度が高いと音質がよくなるが、優先度が低い
と音質は悪くなる。
【００４６】
再生特性の優先度Ｉｑは、図７のように比で表されるが、数値の１が最も優先度が高く
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、大きな数値ほど優先度が低くなることを意味する。
たとえば、図７の「通常プレイ」の優先度Ｉｑは、（ｒ：ｆ：ｋ：ｄ）＝（３：２：１
：２）で表されているが、これは、４つの再生特性のうち、「色の深さｋ」の優先度が最
も高く、次いで「動きの滑らかさｆ」と「音ｄ」の優先度が高く、「画質ｒ」の優先度は
最も低くしてもよいということを意味する。
【００４７】
言いかえれば、ユーザは、「通常プレイ」というカテゴリに対して、画質は悪くてもよ
いが、音と動きは普通で、色だけは自然な色彩で再生するように設定したことを意味する
。
また、これらの４つ特性の比情報からそのカテゴリＣの場面情報の再生品質が決定され

30

ることになる。
【００４８】
図７において、端末情報Ｔｅには、バッテリ残量Ｔｅ１，機種情報Ｔｅ２，通信可能伝
送速度Ｔｅ３が含まれる。これらの情報Ｔｅは、ユーザが直接入力するものではなく、図
２に示した端末情報検出部１０７が携帯端末２のハードウェアから取得するものである。
バッテリ残量Ｔｅ１は、電池１０８の電力の残容量を意味し、電池の現在の電圧，出力
電流値などを測定することにより取得することができる。
機種情報Ｔｅ２は、携帯端末固有の識別情報であり、通常ＲＯＭの中に格納されている
ので、これを読み出すことにより取得できる。
この機種情報Ｔｅ２も情報配信装置１に送信されるが、この機種情報Ｔｅ２は、たとえ
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ばその携帯端末２の定格電力を検索調査するためや特定の電力で再生可能な品質（ｒ，ｆ
，ｂ）の決定などに利用される。
【００４９】
通信可能伝送速度Ｔｅ３は、携帯端末２の持つ最大通信速度を意味し、この情報も予め
ＲＯＭ等に格納されたものを読み出せばよい。
この伝送速度Ｔｅ３は、情報配信装置１に送信されると、送信するマルチメディア情報
の圧縮率の決定，重要度の低いカテゴリの送信情報を再生中に、その後に再生される重要
度の高いカテゴリの送信情報の一部を前もって送信する際のその一部の送信データ量の決
定などの処理に利用される。
【００５０】
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＜情報配信装置の構成＞
一方、図２において、情報配信装置１は、通信部３２，配信するマルチメディア情報の
品質を決定する情報品質決定部３３，携帯端末から送信されてきた嗜好データ等を格納す
る嗜好データ記憶部３４，マルチメディア情報に付与されたカテゴリ等からなるメタデー
タを格納するメタデータ記憶部３５，携帯端末から送信されてきた端末情報を格納する端
末情報記憶部３６，マルチメディア情報のうち、記録された生の動画を格納する変換前動
画データ記憶部３８，決定された情報品質に基づいて、生の動画を、送信可能な状態に変
換する動画変換部３７，動画変換部３７によって生成された動画を格納する変換後動画デ
ータ記憶部３９，上記構成要素の動作を制御する制御部３１とから構成される。
【００５１】
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制御部３１は、携帯端末２の制御部２と同様に、いわゆるマイクロコンピュータにより
構成され、制御プログラムにより、各要素（３２−３９）のハードウェアを動作させなが
ら、情報加工処理，配信処理等を実行するものである。
情報品質決定部３３は、携帯端末から送信されてきたユーザ要求情報に基づいて、送信
しようとするマルチメディア情報に付与されたカテゴリごとに、その情報品質を変更する
ものである。
【００５２】
ここで、受信されたユーザ要求情報のうち、再生希望時間Ｔｏの範囲内と、ユーザの要
求した希望電力消費量情報Ｅｏの示す電力の範囲内で、配信を希望するマルチメディア情
報のカテゴリごとにユーザが設定した希望再生品質情報Ｉｑを反映して、カテゴリごとの
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情報品質が決定される。
【００５３】
情報品質とは、一般的には、画質，音質などを意味するが、たとえば、動画データの情
報品質とは、「画素数ｒ」，「フレームレートｆ」，「ビットレートｂ」の３つのパラメ
ータによって決定づけられる。情報品質の決定処理の詳細については後述する。
動画変換部３７は、決定された情報品質に基づいて、カテゴリごとに動画データを変換
するが、具体的には、カテゴリごとの生の画像データについての「画素数ｒ」，「フレー
ムレートｆ」および「ビットレートｂ」を、それぞれ決定された（ｒ、ｆ、ｂ）に変換す
る処理が行われる。
【００５４】
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なお、情報品質決定部３３と動画変換部３７とが、情報加工部に相当する。
また、変換前動画データ記憶部３８が第１情報記憶部に相当し、嗜好データ記憶部３４
と端末情報記憶部３６とが第２情報記憶部に相当する。
この情報加工部の処理は、主として制御部３１のＣＰＵが、各記憶部にアクセスしなが
ら制御プログラムに基づいて動作することにより行われる。
メタデータ記憶部３５には、たとえば、図７に示すようなメタ情報Ｍｅが格納される。
メタ情報Ｍｅは、動画データの場合、カテゴリと、そのカテゴリの場面情報を記録してい
る時間帯の情報からなる。
たとえば、図７において、ある特定の変換前画像データについて時間帯「００時０２分
１３秒から００時０３分３０秒」までは、カテゴリが「shoot」である場面情報が記録さ
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れていることを示している。
【００５５】
メタ情報Ｍｅは、取得した変換前動画データと対応づけて記憶されるが、カテゴリを付
与するときに作成される。
また、図１に示したように、情報配信装置１がコンテンツサーバ１１と中継装置１２に
分けて構成されている場合は、コンテンツサーバ１１に変換前動画データと、この動画デ
ータに対するメタ情報Ｍｅを予め格納しておき、携帯端末２から与えられた再生希望情報
名に対応する動画データを、コンテンツサーバ１１から変換前動画データ記憶部３８に読
み出し、さらに同時にメタ情報Ｍｅもメタ情報記憶部３５に読み出すようにすればよい。
【００５６】
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＜情報配信装置と携帯端末との通信処理＞
次に、情報配信装置１と携帯端末２との間で行われる各種データの送受信処理の一実施
例の概要について説明する。
図３に、情報配信装置１と携帯端末２との間の伝送手順の一実施例の説明図を示す。
この実施例においては、すでに、情報配信装置側でユーザの希望するマルチメディア情
報（動画データ）が取得されているものとする。すなわち、対応する「変換前動画データ
」と「メタ情報」とが格納されているものとする。
図３において、まず、携帯端末２において、入力部１０３からユーザが再生希望情報名
Ｉｄ（たとえば「サッカーＡＢＣＤの試合」）を入力する。ユーザは、キーボード等を用
いて文字データとしてこのＩｄを入力してもよく、また、表示部１１０に表示された選択
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メニューから、試合名を選択するようにしてもよい。
携帯端末２の通信部１０２が、入力された再生希望情報名Ｉｄを、情報配信装置１へ送
信する（後述する図５のステップＳ２１）。
次に、情報配信装置１は、受信した再生希望情報名Ｉｄをもとに、この情報名Ｉｄに対
応する画像データのメタ情報Ｍｅを取得し、携帯端末２へ送信する（後述する図６のステ
ップＳ３３）。
メタ情報Ｍｅを受信した携帯端末２側では、メタ情報を表示して、ユーザがユーザ要求
情報５を構成する情報を入力する。入力されたユーザ要求情報５は、情報配信装置１へ送
信される（後述する図４のステップＳ１３）。
【００５７】
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次に、ユーザ要求情報を受信した情報配信装置１は、この情報をもとにして、情報品質
を決定し、変換前動画データを変換し、生成された変換後動画データを携帯端末２へ送信
する（図６のステップＳ３８）。
携帯端末２では、受信した変換後動画データを再生する。
以上が、この発明の一実施例の情報配信処理の伝送手順の概要である。
【００５８】
＜携帯端末２の動作の説明＞
ここでは、携帯端末２における情報入力，取得，送受信，再生等の処理について説明す
る。
図４に、この発明の携帯端末の主要な処理の一実施例のフローチャートを示す。
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図５に、携帯端末における嗜好データ等の入力と端末情報の取得処理（図４のステップ
Ｓ１１）の詳細フローチャートを示す。
【００５９】
まず、ステップＳ１１において、図７に示したような嗜好データＳの入力，端末情報Ｔ
ｅの取得を行う。この処理内容の具体例は、図５のフローに示されている。
図５のステップＳ２１において、ユーザが、入力部１０３から再生希望情報名Ｉｄを入
力する。この情報名Ｉｄを、送信部１０２が、情報配信装置１へ送信する。
ステップＳ２２において、通信部１０２がメタ情報Ｍｅを取得し、出力部１１０が取得
したメタ情報Ｍｅを表示する。
メタ情報Ｍｅは、前記したように、情報配信装置１から図７に示したような情報として
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送信される。
表示部には、カテゴリＣとその時間帯が表示される。
【００６０】
ステップＳ２３において、ユーザは、入力部１０３から再生希望時間Ｔｏと、希望電力
消費量Ｅｏ（％）を入力する。たとえば、「Ｔｏ＝６０分、Ｅｏ＝７０％」のように入力
する。
ステップＳ２４において、ユーザが表示されたカテゴリＣごとに、図７に示したような
嗜好データＳを入力する。これらのデータは、ユーザが入力しやすいように必要に応じて
、入力補助画面を表示しながら行えばよい。
ステップＳ２５において、端末情報検出部１０７が、図７に示したような端末情報Ｔｅ
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を取得する。
上記各ステップによって入力又は取得されたデータは、記憶部（１０４，１０５）に格
納される。
【００６１】
図４に戻り、ステップＳ１２において、制御部１０１が入力および取得されたデータを
用いて、ユーザ要求情報５を作成する。
ステップＳ１３において、通信部１０２が作成されたユーザ要求情報５を情報配信装置
１に送信する。
ステップＳ１４において、図示していないが、動画データが送信されてくるのを待ち、
通信部１０２が送信されてきた動画データを受信する。

10

動画データが圧縮されている場合は、ステップＳ１５において、復号化する。復号化さ
れた動画データは、動画データ記憶部１０６に格納される。
【００６２】
ステップＳ１６において、再生部１６が、格納された動画データを再生する。
再生された動画は、受信したカテゴリごとの情報品質で、表示部１１０に表示される。
ステップＳ１７において、ユーザが設定した希望再生時間Ｔｏを経過したか否か、制御
部１０１が確認する。
希望再生時間Ｔｏを経過した場合は、再生処理を終了する。一方、まだ経過していない
場合は、ステップＳ１８へ進み、制御部１０１が監視設定時間が経過したか否か確認する
20

。
【００６３】
ここで、監視設定時間とは、端末情報検出部１０７がバッテリ残量Ｔｅ１を検出するた
めのインターバル（秒）であって、予め設定し記憶部１０５に移動しておく。
画像の再生によって、電池の容量が減少していくが、現実には、種々の環境条件により
予測よりも早く減る場合もあり、減り方が少ない場合もある。
そこで、一定時間ことに、現在のバッテリ残量をチェックするために、かかる条件を設
けたものである。ただし、この条件は必須のものでなくてもよい。
ステップＳ１８で、監視設定時間が経過している場合には、ステップＳ１９へ進み、端
末情報検出部１０７が、バッテリ残量情報Ｔｅ１を取得し、送信部１０２が情報配信装置
１へ送信する。

30

その後、ステップＳ１４の動画データの受信処理へ戻る。
ステップＳ１８で時間が経過していない場合も同様にステップＳ１４へ戻る。
以上が、携帯端末側での処理内容である。
【００６４】
携帯端末２では、特に電池の消耗をできるだけ抑えたいという要求があるので、画像等
の情報の再生に必要な処理に限定している。
たとえば、受信した画像の再生品質を端末側で調整することも可能であるが、かかる調
整処理を行えば、ＣＰＵ等の動作によって電力を消費することになり、電池の消耗が早く
なるからである。ただし、携帯端末２にかかる調整機能を備えておき、必要に応じて、実
行させてもよい。

40

【００６５】
＜情報配信装置の動作の説明＞
ここでは、情報配信装置１における各種情報の送受信，取得，品質決定および画像変換
からなる情報加工，画像データの送信等の処理について説明する。
図６に、この発明の情報配信装置１の一実施例の主要処理のフローチャートを示す。
まず、ステップＳ３１において、通信部３２が、携帯端末から送信されてきた再生希望
情報名Ｉｄを受信し、嗜好データ記憶部３４に記憶する。
【００６６】
ステップＳ３２において、受信した情報名Ｉｄに対応する画像データのメタ情報Ｍｅが
あるか否かメタデータ記憶部３５を検索し、その情報名Ｉｄに対応するメタ情報Ｍｅを取
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得する。
ここで、メタデータ記憶部３５に存在する場合は、そのまま読み出せばよいが、ない場
合は、情報配信装置１が図示しない他のコンテンツサーバに接続し、ユーザに要求された
動画データとメタ情報Ｍｅとを取得するようにしてもよい。
ステップＳ３３において、取得あるいは読み出されたメタ情報Ｍｅを、携帯端末２へ送
信する。
【００６７】
ステップＳ３４において、図示していないが、携帯端末からユーザ要求情報が送られて
くるのを待ち、通信部３２が前記したような嗜好データと端末情報を含むユーザ要求情報
を受信すると、各記憶部（３４，３６）へ格納する。

10

ステップＳ３５において、受信した情報をもとに、カテゴリごとに、配信する情報の情
報品質を決定する。
配信する情報が動画データの場合、動画の品質を決定づける３つのパラメータ（画素数
ｒ，フレームレートｆ，ビットレートｂ）を所定の式を用いて算出する。これについては
後述する。
【００６８】
次に、ステップＳ３６において、ユーザが希望した情報名Ｉｄの変換前動画データを記
憶部３８から読み出す。もし、動画データが格納されているコンテンツサーバがネットワ
ークを介した別の場所にある場合は、ダウンロードすることにより取得する。
【００６９】

20

ステップＳ３７において、動画変換部３７が、取得または読み出した変換前動画データ
を、ステップＳ３５で決定された情報品質を満たすように、カテゴリごとに変換する。動
画データの場合、画素数ｒ，フレームレートｆおよびビットレートｂを変換して動画デー
タを再構成することになるが、具体的な処理内容は、公知の技術を用いて行うことができ
る。
変換された動画データは、カテゴリごとに変換後動画データ記憶部３９に、格納される
。
【００７０】
ステップＳ３８において、通信部３２が、変換後動画データを携帯端末２へ送信する。
ここで、動画データを最初に送信するとき、再生希望時間の経過を確認するために、タイ

30

マーを起動させておく。
ステップＳ３９において、ユーザ要求情報に含まれていた再生希望時間Ｔｏを経過した
か否か、前記タイマーをチェックすることにより確認する。あるいは、メタ情報に含まれ
ている時間帯情報を用いて、再生希望時間の経過を確認してもよい。
【００７１】
ステップＳ３９で、再生希望時間を経過した場合には、配信処理を終了する。一方、ま
だ経過していない場合は、ステップＳ４０へ進み、その後にバッテリ残量情報Ｔｅ１を受
信したか否かチェックする。
通信部が、新たに、バッテリ残量情報Ｔｅ１を受信した場合は、再度情報品質を更新す
るために、ステップＳ３５へ戻る。受信していない場合は、続きの動画データを送信する

40

ためにステップＳ３６へ戻る。
【００７２】
ステップＳ３５からステップＳ３８までの一連の処理はたとえばカテゴリを一つの単位
として行えばよい。また、１つのカテゴリの時間が長い場合は、適当な時間（例えば数秒
）に区切り、その時間単位で上記一連の処理を行ってもよい。
以上が、情報配信装置における情報の加工処理と配信処理である。
これによれば、携帯端末の電力の残容量を考慮した上で、配信しようとするマルチメデ
ィア情報の再生品質を、カテゴリごとにユーザの希望する再生品質に変更することができ
る。
【００７３】
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また、ユーザが再生希望時間と、希望電力消費量情報を入力し、この情報を満たすよう
に情報が配信されるので、ユーザはバッテリ残量を全く気にすることなく、マルチメディ
ア情報を再生することができる。また再生が終了した後も予め指定しておいた電力が残っ
ているはずなので、安心して携帯端末を使用できる。
【００７４】
＜情報品質の決定方法の説明＞
次に、ステップＳ３５の情報品質の決定方法について説明する。
前記したように、一般に、動画データをストリーミング再生する場合、その情報品質は
、主として画素数ｒ，フレームレートｆ，ビットレートｂの３つのパラメータで特定でき
る。すなわち、この３つのパラメータの値を決定することが、情報品質を決定することに

10

対応する。この３つのパラメータ（ｒ，ｆ，ｂ）は、カテゴリごとの重要度Ｐｉとそのカ
テゴリの場面の再生時間Ｔｉとから求められるカテゴリごとの消費電力量Ｅｉと、そのカ
テゴリに対する希望再生品質を示す情報（優先度Ｉｑ）とを用いて、決定する。
【００７５】
まず、ある動画データを、ユーザが指定した再生希望時間Ｔｏだけ再生する場合におい
て、その中に含まれるカテゴリＣのそれぞれの再生時間をＴｉ（ｉ＝１，２…）とする。
カテゴリがｎ個あるとすると、Ｔｏ＝Ｔ1＋Ｔ2＋……＋Ｔｎである。
また、ユーザが設定した希望電力消費量情報Ｅｏはパーセントで与えられるが、このパ
ーセント値から求められる使用してもよい電力値をＥｏｏとする。携帯端末の現在のバッ
テリ残容量をＴｅ１とすると、当然Ｅｏｏ＜Ｔｅ１であり、設定したパーセント値を８０

20

％とすると、Ｅｏｏ＝Ｔｅ１×０.８である。
【００７６】
また、ｉ番目のカテゴリＣｉにおいて消費してもよい電力量をＥｉとする。
また、携帯端末２では、現実には再生処理そのものに使用する電力量とは別に、再生時
間Ｔｏの間でも、携帯端末を構成するハードウェアに供給される電力（再生以外の消費電
力）があるので、この電力量を考慮しておく必要がある。再生処理以外の単位時間当たり
の電力消費量をＳｏとすると、再生時間Ｔｏの間には、Ｓｏ×Ｔｏだけ消費されることに
なるので、実際に使える電力量ＥｍａｘはＥｍａｘ＝Ｅｏｏ−Ｓｏ・Ｔｏとなる。
【００７７】
ここで、ｎ個のカテゴリＣｉ（ｉ＝１，２，…ｎ）ごとにそれぞれ消費してもよい電力

30

量をＥｉとし、カテゴリＣｉに与えられた重要度をＰｉとする。重要度Ｐｉを考慮しなけ
れば、Ｅｍａｘ＝Ｅ1＋Ｅ2＋……＋Ｅｎとなり、Ｅｍａｘを単にカテゴリの再生時間Ｔｉ
で配分すればよいが、この発明では、再生時間Ｔｉの他に、それぞれの重要度Ｐｉを考慮
する。
【００７８】
すなわち、各カテゴリＣｉの再生時間Ｔｉと重要度Ｐｉの積を比例定数として、使える
電力量Ｅｍａｘを、カテゴリごとに比例配分する。
この場合、１つのカテゴリＣｉに割り当てられる電力量Ｅｉ（ｉ＝１〜ｎ）は、次式で
表わされる。
Ｅｉ＝Ｅｍａｘ・（Ｐｉ・Ｔｉ）／ΣＰｉ・Ｔｉ
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この式において、右辺の変数はすべて与えられたデータから求められるものであるので
、すべてのカテゴリについてＥｉが求められる。
【００７９】
一方、あるカテゴリの情報品質（ｒ，ｆ，ｂ）と、消費電力量Ｅｉと再生時間Ｔｉとは
、一般に定数α，β，γを用いて、次式で表すことができる。
Ｅｉ＝（α・ｒ・ｆ＋β・ｂ＋γ）・Ｔｉ
ここで、ＥｉとＴｉは既知であるが、他の変数は未知である。そこで、ユーザが設定し
た嗜好データの中の優先度Ｉｑのうち、画質ｒと動きの滑らかさｆを用いて、まず、（ｒ
，ｆ，ｂ）の比を計算する。
そして、この（ｒ，ｆ，ｂ）の比と、上記ＥｉとＴｉの関係式とを用いることにより、
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あるカテゴリＣｉの３つのパラメータ（ｒ，ｆ，ｂ）の数値が決定される。この決定処理
は、所定の数学的処理によって行われるので、詳細は省略する。
ただし、上記ＥｉとＴｉとの関係式は、一例であってこれに限るものではない。
【００８０】
図８に、このようにして求められた再生品質パラメータ（ｒ，ｆ，ｂ）の組のシミュレ
ーション結果を示す。
ここで、３つのカテゴリＣｉがあるものとし、各カテゴリＣｉの再生時間Ｔｉをそれぞ
れ６７８秒、６６２秒，４６０秒としている。
図８において、実施例１は、重要度Ｐｉをすべて同一とした場合であり、各カテゴリ間
で再生品質のパラメータ（ｒ，ｆ，ｂ）の組は、すべて同一となっている。すなわち（ｒ

10

，ｆ，ｂ）＝（２４５×１８４，１７.６０，２５０Ｋ）である。
【００８１】
実施例２，３，４は、重要度Ｐｉをカテゴリ間で変えたものであるが、最も重要度Ｐｉ
の高いカテゴリＣ3が、画素数ｒ，フレームレートｆ，ビットレートｂのいずれにおいて
も高い値を示しており、比較的高品質で再生されることを意味する。
なお、実施例３および４は、重要度Ｐｉに加えて各カテゴリのフレームレートｆｉおよ
び画素数ｒｉの大小関係を指定したものである。
以上のようにして求められた３つの再生品質のパラメータ（ｒ，ｆ，ｂ）は、ステップ
Ｓ３７での変換処理に用いられる。
【００８２】

20

図９に、この発明で決定された情報品質と、重要度の高い場面の割合との関係のグラフ
を示す。
縦軸は再生される情報品質の度合いを示しており、１が最も高い品質で再生されること
を示し、数値が低いほど再生品質が悪くなる。
また、横軸は、ユーザが付与した複数個の重要度Ｐについて、配信情報に重要度Ｐが高
い場面がどの程度含まれているか（割合）を示すものであり、この数値が高いほど重要度
Ｐの高い画面が多く含まれていることを示し、グラフの左側へ行くほど、高い重要度Ｐの
場面が含まれる割合は少ないことを意味する。
【００８３】
まず、図９において、再生品質の度合いが０.４２程度のところに点線の直線があるが
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、この直線は、重要度Ｐを考慮しない場合の品質を示している。
すなわち、ユーザが重要度Ｐを与えずに、すべてのカテゴリを平均化された同一の重要
度とした場合、すべてのカテゴリの動画の再生品質は最高品質の４割程度となることを意
味する。言いかえれば、このとき「シュート場面」などのユーザが高品質で見たいと希望
する場面でも、それほどよくない品質でしか見られないことになる。
一方、図９の他のグラフ（Ｇ１１〜Ｇ２４）は、この発明において重要度Ｐを考慮した
場合の品質を示したものである。ここで、Ｇ１１とＧ２１が対応し、同様に（Ｇ１２，Ｇ
２２），（Ｇ１３，Ｇ２３），（Ｇ１４，Ｇ２４）がそれぞれ対応する。
【００８４】
たとえば、重要度の高い場面の割合が０.３の場合を考えると、重要度の高い場面のグ
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ラフ（Ｇ１１〜Ｇ１４）は、再生品質の度合いが０.５５から０.９程度の値を示している
ので、同一の重要度に設定したときの０.４２よりも高い品質で再生されることがわかる
。
また、重要度の低い場面（Ｇ２１〜Ｇ２４）は、再生品質の度合いは、０.２２から０.
３８程度の値となっているので、同一の重要度のときよりも再生品質は落とされて再生さ
れることがわかる。
以上のことより、ユーザが高品質再生を希望した場合はより高品質で再生され、希望し
なかった場合は低品質で再生されることになるので、カテゴリごとにユーザの希望を満た
した再生が可能となる。
【００８５】
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＜情報品質の再調整＞
ところで、上記のような方法でカテゴリごとの情報品質が決定されるが、複数個のカテ
ゴリがある場合、電力容量を比例配分することにより品質を決定しているので、ある１つ
のカテゴリについて見ると、決定された情報品質の優先度が、ユーザが設定した再生品質
情報の優先度Ｉｑと一致していない場合もある。
たとえば、あるカテゴリについてユーザが希望した画質ｒ：動きの滑らかさｆが、ｒ：
ｆ＝１：１であったにもかかわらず、そのカテゴリの重要度が低いために、ｒ：ｆ＝１：
１とはならない場合もある。
言いかえれば、決定された情報品質が、ユーザの希望した情報品質よりも高い（過剰な
）場合もあれば、低い（過小）の場合もあり得る。

10

【００８６】
このような場合において、ユーザの希望品質や予め設定しておいたカテゴリごとの品質
情報に基づいて、カテゴリの情報品質を再調整できれば、ユーザのより満足のいく品質で
再生が可能となる。
たとえば、あるカテゴリｉの一旦決定された情報品質がユーザの希望品質よりも過剰で
あった場合は、そのカテゴリｉの情報品質を希望品質に一致するように縮小変更し、この
縮小変更によって余った品質に相当する部分を、他の複数のカテゴリに対して比例配分し
て、他のカテゴリの情報品質を拡大変更するようにしてもよい。
具体的には、あるカテゴリの画素数がユーザが希望するものよりも大きかった場合は、
そのカテゴリの画素数を希望の値に縮小変更して、他のカテゴリの画素数を再度調整すれ

20

ばよい。
【００８７】
一方、あるカテゴリｉの一旦決定された情報品質が、希望品質よりも過小であった場合
、そのカテゴリｉの情報品質を希望品質に一致するように拡大変更し、この拡大変更によ
って足りなくなる品質の部分を他のカテゴリに対して比例配分して、他のカテゴリの情報
品質を縮小変更するようにしてもよい。
たとえば、あるカテゴリのフレームレートが希望するフレームレートより低すぎる場合
、希望のフレームレートの値に拡大変更し、他のカテゴリのフレームレートを低めにする
調整を再度行えばよい。
【００８８】
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＜電力残容量の比較処理＞
また、情報配信装置１が、ステップＳ４０において、バッテリ残量の情報を受信した場
合、再度情報品質を決定する処理（ステップＳ３５）へ戻るが、この場合、その情報端末
の現在の電力残容量を予測する電力予測部を備えることが好ましい。
すなわち電力予測部で予測した電力残容量Ｅ1と、受信されたバッテリ残容量Ｅ2との差
を比較し、一定値以上のずれが生じていた場合に、これから送信しようとする未送信のマ
ルチメディア情報に対して、再度、情報品質を計算するようにすればよい。
これは、バッテリ容量を受信するごとに常に再決定処理を行うとすると、残容量にわず
かなずれが生じたにすぎない場合でも、再決定処理が行われる場合があり、結果的に無用
な処理が行われてしまう場合があるからである。
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電力残容量の予測は、予め取得された携帯端末固有の情報から求めればよい。
【００８９】
したがって、再計算をするための残容量差（Ｅ1−Ｅ2）と比較する一定値を、適切な数
値に設定すれば、情報品質の再決定をより効果的に行うことができる。
ただし、携帯端末の電力消費の特性は、個々に異なるのでこの一定値をどのように定め
るかは一義的に決めることはできないが、たとえば、携帯端末の電力消耗率などを条件と
して決めることができる。
また、一例として、予測残容量Ｅ1と受信残容量Ｅ2との差が、受信残容量Ｅ2の１０％
以上（｜Ｅ1−Ｅ2｜／Ｅ2≧０.１）となった場合に、情報品質の再決定をするようにすれ
ばよい。
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【００９０】
＜伝送手順を考慮した再生品質の向上＞
さらに、情報配信装置１と携帯端末２の間の伝送速度を考慮すると、カテゴリごとの情
報の送信手順を工夫することにより、より効率的に情報を送信でき、かつ情報の再生品質
を向上させることもできる。具体的には、重要度の高いカテゴリの情報を前もって送信す
る。
ここでは、送信するマルチメディア情報にカテゴリが複数個ある場合において、重要度
の低いカテゴリの場面の後に重要度の高いカテゴリの場面が設定されているとする。一般
に、重要度の低いカテゴリの部分は情報品質も低いので、その情報伝送時間は比較的短い
と考えられ、逆に重要度の高いカテゴリの部分は情報品質は高いのでその情報伝送時間は
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長いと考えられる。
【００９１】
このとき、低いカテゴリの情報伝送が終了し、そのストリーミング再生中において、通
信されていない空き時間に、後続の高いカテゴリ情報の一部分を前もって送信するように
すれば、実質的にこの高いカテゴリの情報の伝送に長い時間を割り当てることができるの
で、前もって送信を行わない場合に比べて、より高品質のデータを送ることが可能となる
。
【００９２】
たとえば、高いカテゴリの情報について、前もって送信しない場合においてその送信に
Ｔａ時間だけかかるとし、低いカテゴリの再生中に、通信の空き時間がＴｂ時間だけあっ
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たとした場合、このＴｂ時間も含めて、（Ｔａ＋Ｔｂ）時間を高いカテゴリの情報の送信
に使えるとすると、Ｔａ時間に対応する高いカテゴリの品質を、それよりも長い（Ｔａ＋
Ｔｂ）時間に相当する品質に拡大変更することができることを意味する。
具体的には、Ｔａ時間で送信していたときのカテゴリの情報のビットレートｂ1を、（
Ｔａ＋Ｔｂ）時間の間で送信可能なビットレートｂ2（＞ｂ1）に拡大変更することができ
る。すなわち、通信の空き時間を利用して前もって後続の高いカテゴリの情報を送信して
おけば、重要度の高いカテゴリの情報品質をより向上させることができる。
具体的に言えば、重要度の高いカテゴリの情報再生において、情報配信装置と携帯端末
間の利用可能通信帯域よりも高いビットレートで動画再生が可能となる。
このように、前もって高カテゴリの情報を送信する場合、あるカテゴリの情報品質（ｒ
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，ｆ，ｂ）を決定するためのＥｉとＴｉの関係式は、前記したものとは異なる次式を用い
る。
Ｅｉ＝（α・ｒ・ｆ＋β・ｂ＋Ｐ（ｂ，ｂｍａｘ））・Ｔｉ
ここで、Ｐ（ｂ，ｂｍａｘ）は、ｂとｂｍａｘと定数とから計算される関数である。ま
たｂｍａｘは、情報配信装置と携帯端末間で利用可能な最大伝送速度であり、通信可能伝
達速度Ｔｅ３と同一の値を用いるものとする。
【００９３】
このように、前もって後続の高カテゴリの情報の一部を送信した場合には、携帯端末側
では、その一部の情報をバッファリングしておき、その後続の高カテゴリについての他の
情報を受信したときに合体させ、所定の時刻に再生するようにすればよい。
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【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】この発明の情報配信システムの概略構成図である。
【図２】この発明の情報配信装置と携帯端末の一実施例の構成ブロック図である。
【図３】この発明の情報配信装置と携帯端末との間の伝送手順の一実施例の説明図である
。
【図４】この発明の携帯端末の主要な処理のフローチャートである。
【図５】この発明の携帯端末の入力および取得処理のフローチャートである。
【図６】この発明の情報配信装置の情報加工処理等のフローチャートである。
【図７】この発明の携帯端末で入力，取得される情報と、メタ情報の一実施例の説明図で
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ある。
【図８】この発明の一実施例において、決定されたカテゴリごとの再生品質パラメータの
説明図である。
【図９】この発明において、カテゴリごとの重要度と再生品質の関係の説明図である。
【符号の説明】
【００９５】
１

情報端末（携帯端末）

２

情報配信装置

３

ネットワーク

５

ユーザ要求情報

６

送信情報

１１

中継装置

１２

コンテンツサーバ

３１

制御部

３２

通信部

３３

情報品質決定部

３４

嗜好データ記憶部

３５

メタデータ記憶部

３６

端末情報記憶部

３７

動画変換部

３８

変換前動画データ記憶部

３９

変換後動画データ記憶部

１０１

制御部

１０２

通信部

１０３

入力部

１０４

嗜好データ記憶部

１０５

端末情報記憶部

１０６

動画データ記憶部

１０７

端末情報検出部

１０８

電池

１０９

再生部

１１０

出力部（表示部）
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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