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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　適応レートコンテントストリーミング装置において、当該装置が：
　少なくとも複数のストリームレットの部分を同時にリクエストするように構成されたエ
ージェントコントローラモジュールであって；
　当該エージェントコントローラモジュールがストリームレットリクエストへの順次の応
答処理を連続的にモニタすることによりパフォーマンスファクタを生成するように更に構
成されており、このパフォーマンスファクタに応じて、より高品質あるいはより低品質の
ストリームレットをリクエストするエージェントコントローラモジュールと；
　ストリームレットを受信して、コンテントプレーヤで再生するストリームレットを編集
するように構成したステージモジュールと；
を具えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記エージェントコントローラモジュールが、コンテ
ントサーバとの多数の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続を設定し、ビットレートが変化
するストリームレットをリクエストするように構成されていることを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、各ストリームレットが更に、コンテントファイルの一
部を具えることを特徴とする装置。
【請求項４】
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　請求項１に記載の装置において、前記パフォーマンスファクタは、各ストリームレット
応答についての順次受信した時間の間の時間インターバルに基づくことを特徴とする装置
。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置において、エージェントコントローラモジュールが、前記パフォ
ーマンスファクタが選択したスレッシュホールドより高いときに、より高品質のストリー
ムレットへアップシフトするように構成されており、前記エージェントコントローラモジ
ュールが、前記ステージングモジュールに保存されている連続的に入手可能なストリーム
レットの量と、最小安全マージンの組み合わせによってより高品質の再生が保持できるか
どうかを決定することを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置において、前記エージェントコントローラモジュールが、前記パ
フォーマンスファクタが第２の選択されたスレッシュホールド以下であるときに、より低
品質のストリームレットにダウンシフトするように構成されていることを特徴とする装置
。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置において、前記エージェントコントローラモジュールが、最初に
低品質のストリームレットをリクエストしてコンテントファイルの簡単な再生を可能とし
、パフォーマンスファクタに従って順次アップシフトするように構成されていることを特
徴とする装置。
【請求項８】
　適応レートコンテントストリーミングシステムにおいて、当該システムが：
　データ通信ネットワークと；
　前記データ通信ネットワークに接続され、コンテントを処理し、複数の高品質及び低品
質のストリームを生成するように構成されたコンテントモジュールを有するコンテントサ
ーバと；
　各々が複数のストリームレットを具える前記高品質及び低品質のストリームと；
　少なくとも複数のストリームレットの部分を同時にリクエストするように構成したエー
ジェントコントローラモジュールと；
　更にストリームレットリクエストに対する順次の応答の進行を連続的にモニタしてパフ
ォーマンスファクタを生成し、このパフォーマンスファクタに従って、より高品質あるい
はより低品質のストリームレットをリクエストするように構成された前記エージェントコ
ントローラモジュールと；
　前記ストリームレットを受信して、コンテントプレーヤ上で再生するストリームレット
に編集するステージモジュールと；
を具えることを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムにおいて、前記エージェントコントローラモジュールが前記
コンテントサーバと複数の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続を設定し、ビットレートが
変化するスリームレットをリクエストするように構成されていることを特徴とするシステ
ム。
【請求項１０】
　請求項８に記載のシステムにおいて、各ストリームレットが更に、コンテントファイル
の一部を具えることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項８に記載のシステムにおいて、前記エージェントコントローラモジュールが、
各ストリームレット応答についての順次受信した時間の間の時間インターバルに基づいて
パフォーマンスファクタを生成するように構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項８に記載のシステムにおいて、前記エージェントコントローラモジュールが、
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前記パフォーマンスファクタが選択したスレッシュホールドより大きいときに、より高品
質のストリームレットにアップシフトするように構成されており、前記エージェントコン
トローラモジュールが、より高品質の再生が前記ステージモジュール内に保存されている
連続的に入手可能なストリームレットの量と最小安全マージンに応じて保持できるかどう
かを決定することを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項８に記載のシステムにおいて、前記エージェントコントローラモジュールが、
前記パフォーマンスファクタが第２の選択されたスレッシュホールド以下であるときに、
より低品質のストリームレットにダウンシフトするように構成されていることを特徴とす
るシステム。
【請求項１４】
　請求項８に記載のシステムにおいて、前記エージェントコントローラモジュールが、
最初に低品質のストリームレットをリクエストしてコンテントファイルの簡単な再生を可
能とし、パフォーマンスファクタに従って順次アップシフトするように構成されているこ
とを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　コンピュータを用いてレート適応ストリームを表示する方法において、当該方法が：
　前記コンピュータが、少なくとも複数のストリームレットの部分を同時にリクエストす
るステップと；
　前記コンピュータが、ストリームレットリクエストに続く応答の進行を連続的にモニタ
してパフォーマンスファクタを生成し、当該応答の進行に従って前記パフォーマンスファ
クタに基づいて、より高品質あるいはより低品質のストリームレットをリクエストするス
テップと；
　前記コンピュータが、前記ストリームレットを受信し、コンテントプレーヤ上での再生
用に前記ストリームレットを編集するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法が更に、コンテントサーバとの多数の伝送制御プロトコル（Ｔ
ＣＰ）接続を設定するステップと、ビットレートが変化するストリームレットをリクエス
トするステップとを具えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法が更に、ストリームレットリクエストからの応答に従ってパフ
ォーマンスファクタを生成するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の方法が更に、前記パフォーマンスファクタが選択されたスレッシュ
ホールドより大きいときに、より高品質のストリームレットにアップシフトするステップ
と、前記より高品質の再生が保持できるかどうかを決定するステップを具えることを特徴
とする方法。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の方法が更に、前記パフォーマンスファクタが第２の選択されたスレ
ッシュホールドより小さいときに、より低品質のストリームレットにダウンシフトするス
テップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１５に記載の方法が更に、ストリームレットリクエストと、早送り、ランダムス
キップ、および巻戻し機能を可能にする予めリクエストしているストリームレットを予測
するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１５に記載の方法が更に、コンテントファイルの簡易再生を可能にする低品質の
ストリームレットを最初にリクエストするステップと、前記パフォーマンスファクタに応
じて順次アップシフトするステップとを具えることを特徴とする方法。
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【請求項２２】
　レート適応コンテントストリームを表示するための動作をコンピュータに実行させるよ
うに構成されたコンピュータで読み取り可能なコードを具えるコンピュータで読み取り可
能なストレージ媒体において、前記動作が：
　前記コンピュータが、少なくとも複数のストリームレットの部分を同時にリクエストす
る動作と；
　前記コンピュータが、ストリームレットのリクエストに対する順次の応答の進行におい
て順次受信した時間の間の時間インターバルを連続的にモニタし、当該応答の進行に応じ
て前記パフォーマンスファクタに基づいて、より高品質のストリームレットか、あるいは
より低品質のストリームレットをリクエストする動作と；
　前記コンピュータが、前記ストリームレットを受信して、コンテントプレーヤ上での再
生用に当該ストリームレットを編集する動作と；
を具えることを特徴とするコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、コンテントサーバとの多数の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ
）接続を設定する動作と、前記コンピュータが、ビットレートが変化するストリームレッ
トをリクエストする動作とを具えることを特徴とするコンピュータで読み取り可能なスト
レージ媒体。
【請求項２４】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、ストリームレットリクエストからの応答によってパフォー
マンスファクタを生成する動作を具えることを特徴とするコンピュータで読み取り可能な
ストレージ媒体。
【請求項２５】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、前記パフォーマンスファクタがスレッシュホールドより大
きいときに、より高品質のストリームレットにアップシフトする動作と、前記コンピュー
タが、前記より高品質の再生が保持できるかどうかを決定する動作とを具えることを特徴
とするコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体。
【請求項２６】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、前記パフォーマンスファクタが第２のスレッシュホールド
より小さいときに、より低品質のストリームレットにダウンシフトする動作を具えること
を特徴とするコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体。
【請求項２７】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、ストリームレットリクエストと、早送り、ランダムスキッ
プ、および巻き戻し機能を可能にする、予めリクエストしているストリームレットを予測
する動作を具えることを特徴とするコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体。
【請求項２８】
　請求項２２に記載のコンピュータで読み取り可能なストレージ媒体において、前記動作
が更に、前記コンピュータが、コンテントファイルの簡易再生を可能にする低品質のスト
リームレットを最初にリクエストする動作と、前記コンピュータが、前記パフォーマンス
ファクタに応じて順次アップシフトする動作とを具えることを特徴とするコンピュータで
読み取り可能なストレージ媒体。
【請求項２９】
　レート適応コンテントストリームを表示する装置において、当該装置が：
　少なくとも複数のストリームレットの部分を同時にリクエストする手段と；
　ストリームレットのリクエストに続く応答の進行を連続的にモニタして各ストリームレ
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ット応答についてのパフォーマンスファクタを生成し、当該応答の進行に応じて前記パフ
ォーマンスファクタに基づいて、より高品質のストリームレットか、あるいはより低品質
のストリームレットをリクエストする手段と；
　前記ストリームレットを受信して、コンテントプレーヤ上での再生用に当該ストリーム
レットを編集する手段と；
を具えることを特徴とする装置。
【請求項３０】
　エンドユーザ局のメディアプレーヤ上で再生するために、サーバから再生期間を有する
ビデオをストリーミングするための方法であって、
　前記エンドユーザ局で動作するメディアプレーヤ上で再生するために、前記ビデオを前
記サーバからストリーミングする段階を含み、
　前記サーバ上には前記ビデオの異なるコピーが記憶されており、前記異なるコピーの各
々は、符号化され異なるビットレートに従って圧縮され、且つ前記ビデオの全再生期間を
含み、前記異なるコピーが複数の小部分に分割されて、この小部分の再生が前記異なるコ
ピーの各々に対して前記ビデオの同じ部分であるようにされ、前記異なるコピーの対応す
る部分が前記ビデオの開始に関連する同じ時間インデックスを有しており、
　前記ストリーミングが、
　　前記エンドユーザ局が、符号化されて複数の伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続上で
前記サーバから第１のビットレートに圧縮された第１のコピーの複数のシーケンシャルな
小部分をリクエストする段階と、
　　前記エンドユーザ局が、前記再生の品質を前記異なるコピーのうちのより高品質又は
より低品質のものにシフトさせることの連続的な決定に応じて前記コピーの異なるものか
らの小部分をリクエストすることによって、前記複数のＴＣＰ接続上で前記ビデオの順次
的な小部分を自動的且つプログレッシブにリクエストする段階と、
を含み、
　　前記自動的且つプログレッシブにリクエストする段階が、
　　　前記エンドユーザ局が、前記コピーの異なるものを用いて前記ビデオのストリーミ
ングを保持するため現在の能力を示すパフォーマンスファクタを前記小部分のリクエスト
に続く応答の進行において順次受信した時間を連続的にモニタして定期的に生成する段階
と、
　　　前記エンドユーザ局が、前記パフォーマンスファクタに基づいて前記再生品質をシ
フトさせることの連続的な決定を行い、その時点で保持可能と決定された前記コピーの最
高品質のものの小部分を用いて前記ビデオの連続再生を行う段階と、
を含み、
前記方法が更に、
　前記エンドユーザ局が、異なるコピーからリクエストされた小部分を昇順の再生時間の
順で前記メディアプレーヤを用いて再生することによって、前記ビデオをユーザに提示す
る段階を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　前記エンドユーザ局が、前記メディアプレーヤ上で再生するために昇順の再生時間の順
で前記異なるコピーから受け取った小部分をシーケンシャルに配置する段階を更に含む、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１のコピーの複数のシーケンシャルな小部分をリクエストする段階が、前記エン
ドユーザ局が前記複数のＴＣＰ接続の異なる接続上で前記小部分の下位部分をリクエスト
し、前記受け取った下位部分から前記小部分を組み立てなおす段階を更に含む、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記自動的且つプログレッシブにリクエストする段階が、前記エンドユーザ局が、前記
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複数のＴＣＰ接続の異なる接続上で前記小部分の下位部分をリクエストし、前記受け取っ
た下位部分から前記小部分を組み立てなおす段階を更に含む、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記パフォーマンスファクタが、前記複数のＴＣＰ接続の利用可能な帯域及び先読みマ
ージンを示し、前記先読みマージンが、前記メディアプレーヤ上で再生するために前記ビ
デオの連続的且つシーケンシャルに配置された非再生小部分の現在の量である、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記パフォーマンスファクタが最小安全マージンを示し、前記最小安全マージンが、前
記メディアプレーヤ上で再生するために前記ビデオの連続的に利用可能なシーケンシャル
に配置された小部分の所望の量である、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　前記パフォーマンスファクタが前記リクエストされた小部分の待ち時間を示し、前記待
ち時間が、リクエストが発せられたときと、前記リクエストされた小部分の応答データが
エンドユーザ局に到着し始めたときとの間の時間測定値である、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３７】
　前記パフォーマンスファクタが、前記リクエストされた小部分に対する各応答の連続的
な受信時間の間の時間インターバルを示す、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３８】
　前記パフォーマンスファクタが、前記複数のＴＣＰ接続の１つ又はそれ以上における遅
延又は損失を示す、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３９】
　前記サーバがウェブサーバであり、前記分割された小部分が前記ウェブサーバ上の別個
のファイル内に記憶される、
請求項３０に記載の方法。
【請求項４０】
　前記別個のファイルが、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）を用いて前記ウ
ェブサーバにリクエストされ、前記ウェブサーバは、前記リクエストされた小部分を取り
出すのにサーバ側のインテリジェンスを必要としない、
請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記サーバが、ネットワークインフラストラクチュアオペレータのキャッシュサーバで
あり、前記分割された小部分が前記ウェブサーバ上の別個のファイル内に記憶される、
請求項３０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記定期的に生成する段階が更に、
　前記エンドユーザ局が、再生長さのサンプルの現在の窓全域の現在のパフォーマンス率
を計算する段階と、
　前記エンドユーザ局が、前記パフォーマンス率の相乗平均を計算して前記パフォーマン
スファクタの現在のものを得る段階と、
を含み、
　前記再生品質をシフトさせることの連続的な決定を行う段階が、前記エンドユーザ局が
、現在の前記パフォーマンスファクタを１つ又はそれ以上のトリガスレッシュホールドの
セットと比較する段階と、
　前記エンドユーザ局が、前記比較に基づいて、前記異なるコピーのうちのより高品質又
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はより低品質のものにアップシフトするか又はダウンシフトするかを決定する段階と、
を含む、
請求項３０に記載の方法。
【請求項４３】
　前記アップシフトするか又はダウンシフトするかを決定する段階が、
　前記エンドユーザ局が、前記現在のパフォーマンスファクタが１つ又はそれ以上のトリ
ガスレッシュホールドのセットの第１のものよりも大きい場合には、前記異なるコピーの
うちのより高品質のものにアップシフトする段階と、
　前記エンドユーザ局が、前記現在のパフォーマンスファクタが１つ又はそれ以上のトリ
ガスレッシュホールドのセットの第２のものよりも小さい場合には、前記異なるコピーの
うちのより低品質のものにダウンシフトする段階と、
を含む、
請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ストリーミングが更に、
　前記エンドユーザ局が、早送り、巻き戻し、又はランダムスキップに対するユーザ入力
を受信する段階と、
　前記エンドユーザ局が、現在の再生における次のシーケンシャルな時間ではない指定時
間インデックスでのビデオの小部分をリクエストする段階と、
を含む、
請求項３０に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の背景
発明の属する技術分野
　本発明は、インターネットなどのパケット交換ネットワーク上のビデオストリーミング
に関し、特に、このようなネットワーク上でのストリーミングコンテントの適応レートシ
フティングに関する。
【０００２】
関連技術の説明
　インターネットは、メディアファイルをエンドユーザに配信する好ましい方法に急速に
なりつつある。現在では、音楽あるいは映像を、コンピュータや、携帯電話、あるいは実
質的にあらゆるネットワーク可能なデバイスにダウンロードすることが可能である。数多
くの持ち運び可能なメディアプレーヤがネットワーク接続に装備されており、音楽や映像
を奏することができる。この音楽あるいは映像ファイル（以下、「メディアファイル」と
いう）は、メディアプレーヤまたはコンピュータに局部的に保存したり、サーバからスト
リーム、あるいはダウンロードすることができる。
【０００３】
　「ストリーミングメディア」とは、データを受信するときに、リアルタイムでユーザに
そのメディアを提供するのに十分なレートでコンテントを送出する技術を言う。このデー
タは、奏され、順次削除されるまで一時的にメモリに保存することができる。ユーザは、
メディアファイルを完全にダウンロードするまで待つことなく、要求したコンテントを見
ることに即時の満足を覚える。残念なことに、リアルタイムで提示するために受信できる
音響／映像品質は、ユーザネットワーク接続が入手できる帯域によって制限されている。
ストリーミングは、コンテントを要求時（予め記録されている）、あるいはライブ放送か
ら送出するのに使用することができる。
【０００４】
　代替的に、メディアファイルは、後に提示するように、ハードドライブや光ストレージ
などの永続的なストレージデバイスにダウンロードして保存することができる。メディア
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ファイルの完全なダウンロードは、ネットワーク接続によっては、多大な時間がかかるこ
とがある。しかし、一旦ダウンロードすると、このコンテントをいつでもどこでも繰り返
して見ることができる。ダウンロード用に作成されたメディアファイルは、通常、リアル
タイムで送出されるものより品質が高い音響／映像で符号化されている。ユーザは、メデ
ィアファイルを即座に見たり聞いたりしたいという傾向にあるので、一般的にこのオプシ
ョンを好まない。
【０００５】
　ストリーミングは、即座にコンテントにアクセスできるという利点を提供するが、目下
のところ、同じコンテントのファイルをダウンロードすることに比べると品質を犠牲にし
ている。ストリーミングも、特別ベースでビューイングするための別のコンテントをユー
ザが選択する機会を提供しているが、ダウンロードは、特定のコンテント選択をコンテン
ツ全体を受信するか、全く受信しないかに制限された定義による。ダウンロードは又、巻
戻し、早送り、および直接のシーク操作をサポートしているが、ストリーミングはこれら
の機能を完全にサポートすることはできない。ストリーミングは又、ネットワークの欠陥
あるいは輻輳に対して無防備である。
【０００６】
　「プログレッシブダウンロード」と呼ばれるもう一つの技術は、上述した二つの技術の
効果を組み合わせることを意図している。プログレッシブダウンロードが開始すると、メ
ディアファイルのダウンロードが始まり、メディアプレーヤは、再生を開始するのに十分
なファイルがダウンロードされるまで、再生が「追いつく」前にファイルの残りが完全に
ダウンロードされるであろうとの望みを持って、再生開始を待つ。この再生前の待機期間
はネットワークの状態に実質的に依存することができ、従って、ネットワーク上でのメデ
ィア提示の問題を完全に、又は全体的に受け入れられる解決にはならない。
【０００７】
　一般的に、データ消失量が変化するインターネットなどのネットワーク上でのデータ移
送ストリーミングに関して、３つの基本的な目標がある。第１の目標は、信頼性である。
多くのストリーミングソリューションは、データの送信にＴＣＰ接続か、あるいは「仮想
回線」を用いている。ＴＣＰ接続は、データの部分が失われ、再送される場合でも、一の
エンドポイントから送られてきたデータが行き先に送出されるように保証された送出機構
を提供している。ＴＣＰ接続の連続性のみだれは、データがリアルタイムで送出されなけ
ればならない場合に、重大な結果になることがある。ネットワークアダプタがＴＣＰ接続
の遅れあるいはロスを検出すると、アダプタは送信の試みをしばらくの間「バックオフ」
して、その後ゆっくりと、元の送信ペースを再開する。この行動は、知覚輻輳を緩和する
ための試みである。このようなスローダウンは、ユーザの見るあるいは聞く経験に有害で
あるため、受け入れられない。
【０００８】
　データ移送の第２の目標は、効率である。効率とは、コンテントストリームの送出にユ
ーザが利用可能な帯域がどれだけ良く使用されているかという意味である。この測定は、
ＴＣＰ接続の信頼性に直接関連する。ＴＣＰ接続の信頼性に問題があると、帯域使用のロ
スが生じる。効率の測定は、時に急激に変化し、ビュウイングの経験に大きな衝撃を与え
ることがある。
【０００９】
　第３の目標は、待ち時間である。待ち時間とは、リクエストが発せられたときと、応答
データが到着し始めたときの間のクライアントの観点からの、インターバルを測定した時
間である。この値は、ネットワーク接続の信頼性と効率、および発信元が応答を準備する
のに必要な処理時間によって影響を受ける。例えばビージーなあるいはオーバロードした
サーバはリクエストの処理により時間がかかる。特別なリクエストの開始時間に影響を与
えるのと同様に、待ち時間は、ＴＣＰのネットワークスループットに有意に影響する。
【００１０】
　上述した議論から、信頼性、効率、および待ち時間の問題を緩和する装置、システム及
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び方法の要求が存在することは明らかである。更に、このような装置、システム及び方法
は、早送り、巻戻し、直接的なシーク、およびマルチストリームを検索する能力を伴う即
時ビューイングを提供するものである。有利なことに、これらの装置、システム及び方法
は、発信源と行き先間の多重接続を用いて、ネットワークの状態に応じてビットレートス
トリームを変化させることを要求している。
【００１１】
発明の概要
　本発明は、この技術の現状に応答して開発されたものであり、特に、現在入手可能なコ
ンテントストリーミングシステムでは完全に解決されていないこの技術における問題点と
必要性に応じて開発されたものである。従って、本発明は、この技術における上述した欠
点のほとんどあるいはすべてを克服する適応レートコンテントストリーミング用の装置、
システムおよび方法を提供するように開発された。
【００１２】
　適応レートコンテントストリーミング用装置には、必要なステップを機能的に実行する
ように構成された複数のモジュールを具える論理ユニットが設けられている。記載されて
いる実施例中のこれらのモジュールは、複数のストリームレットを同時に要求するように
構成したエージェントコントローラモジュールであって、このエージェントコントローラ
モジュールは更に、ストリームレットリクエストと、順次の応答を連続的にモニタするよ
うに構成されており、従って、より高いあるいはより低い品質のストリームレットを要求
するモジュールと、このストリームレットをステージして、ストリームレットをコンテン
トプレーヤ上での再生用に編集するように構成したステージモジュールとを具える。
【００１３】
　一の実施例では、この装置は更に、コンテントサーバとの多重伝送制御プロトコル（Ｔ
ＣＰ）接続を設定し、ビットレートが変化するストリームレットを要求するように構成さ
れている。各ストリームレットは更に、コンテントファイルの一部を具えている。更に、
エージェントコントローラモジュールは、ストリームレットリクエストからの応答に応じ
てパフォーマンスファクタを生成するように構成されている。
【００１４】
　更なる実施例では、エージェントコントローラモジュールは、パフォーマンスファクタ
がスレッシュホールドより大きい場合に、より高品質のストリームレットにシフトアップ
するように構成されており、このエージェントコントローラモジュールは、ファクタの組
み合わせに応じてより高品質の再生を保持できるか否かを決定する。このファクタは、ス
テージモジュールに保存された次いで入手可能なストリームレットの量と、最小安全マー
ジンと、マージンの現在の先読みを含んでいても良い。
【００１５】
　エージェントコントローラモジュールは、パフォーマンスファクタが第２のスレッシュ
ホールドより小さい場合には、より低品質のストリームレットにシフトダウンするように
構成することができる。また、エージェントコントローラモジュールは、更に、ストリー
ムレットリクエストと、予めリクエストされたストリームレットを予測して、早送りした
り、ランダムスキップしたり、機能的に巻戻したりすることができるように構成されてい
る。一の実施例では、エージェントコントローラモジュールは、最初に低品質のストリー
ムレットをリクエストして、コンテントファイルの即時の再生を可能とし、次いでパフォ
ーマンスファクタによって順次シフトアップするように構成されている。
【００１６】
　本発明のシステムも、適応レートコンテントストリーミングに提示されている。特に、
一の実施例では、このシステムは、データ通信ネットワークと、このデータ通信ネットワ
ークに接続され、コンテントを処理して高品質及び低品質の複数のストリームを生成する
ように構成されたコンテントモジュールを有するコンテントサーバを具える。一実施例で
は、高品質及び低品質のストリームが各々複数のストリームレットを具えていても良い。
【００１７】
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　更なる実施例では、このシステムは又、複数のストリームレットを同時にリクエストす
るように構成され、このエージェントコントローラモジュールが更に、ストリームレット
リクエストと順次の応答を連続的にモニタし、これによって、より高品質あるいはより低
品質のストリームレットをリクエストするエージェントコントローラモジュールと、スト
リームレットをステージして、再生用のストリームレットをコンテントプレーヤ上に編集
するように構成したステージモジュールを具える。
【００１８】
　本発明の方法も、適応レートコンテントストリーミング用に提示されている。開示され
ている実施例の方法は、実質的に、上述した装置及びシステムの動作に関して上記の機能
を実施するのに必要なステップを具える。一の実施例では、この方法は複数のストリーム
レットを同時にリクエストするステップと、ストリームレットリクエストと順次の応答を
連続的にモニタするステップと、これによってより高品質あるいはより低品質のストリー
ムレットをリクエストするステップと、このストリームレットをステージして、コンテン
トプレーヤ上での再生用にストリームレットを編集するステップと、を具える。
【００１９】
　さらなる実施例では、この方法はコンテントサーバとの多重伝送制御プロトコル（ＴＣ
Ｐ）接続を設定するステップと、ビットレートが変化するストリームレットをリクエスト
するステップとを具える。また、この方法は、ストリームレットリクエストからの応答に
応じてパフォーマンスファクタを生成するステップと、このパフォーマンスファクタがあ
るスレッシュホールドより大きい場合により高品質のストリームレットにシフトアップす
るステップと、このより高品質の再生を保持することができるか否かを決定するステップ
とを具える。更に、この方法は、パフォーマンスファクタが第２のスレッシュホールドよ
り低い場合に、より低品質のストリームレットにシフトダウンするステップを具える。
【００２０】
　一実施例では、ストリームレットリクエストを予測するステップと、ストリームレット
を予めリクエストして、早送り、ランダムスキップ、巻戻し機能を可能とするステップを
具える。この方法は、最初に低品質のストリームレットをリクエストして、コンテントフ
ァイルの即時再生を可能とし、パフォーマンスファクタに従って、順次シフトアップする
ステップを具える。
【００２１】
　本明細書を通して、特徴、利点あるいは同じ言語についての符号は、本発明によって実
現されるすべての特徴と利点が本発明の一の実施例にあるべきである旨を意味するもので
はない。むしろ、この特徴および利点に関する言語は、実施例に関連して述べた特徴、利
点又は特性が本発明の少なくとも一の実施例に含まれていることを意味すると理解すべき
である。従って、本明細書を通しての特徴及び利点、および同様の言語に関する議論は、
必須ではないが、同じ実施例を意味することがある。
【００２２】
　更に、本発明の上述した特徴、利点および特徴は、一またはそれ以上の実施例において
あらゆる好適な態様で組み合わせることができる。関連分野における当業者は、本発明が
一またはそれ以上の特定の実施例の特別な特徴又は利点なしで実行できることを認識する
であろう。別の例では、本発明の全ての実施例に存在しないかもしれない、ある実施例に
おいて更なる特徴及び利点を認識することがある。
【００２３】
　本発明のこれらの特徴及び利点は、以下の記載と請求項からより完全に明らかになるで
あろう、あるいは、ここに述べた本発明の実施によって学習することができる。
【００２４】
発明の詳細な説明
　本明細書中に記載されている多くの機能ユニットは、その実装の独立性をより特定して
強調するためにモジュールと表示されている。例えば、モジュールは、カスタムＶＬＳＩ
回路やゲートアレイ、論理チップ、トランジスタ、またはその他の分散部品などのオフザ
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シェルフ半導体を具えるハードウエア回路として実装することができる。モジュールは、
フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、プログラマブ
ルロジックデバイス、その他などのプログラマブルハードウェアデバイス中に実装するこ
ともできる。
【００２５】
　モジュールは、様々なタイプのプロセッサによって実行するソフトウエア中に実装する
こともできる。実行可能なコードで同定されたモジュールは、例えば、目的、処理、ある
いは機能として組織化することができるコンピュータ指示の一またはそれ以上の物理的あ
るいは論理ブロックを具えていても良い。それにもかかわらず、同定したモジュールの実
行可能コードは、物理的に一緒に配置されていなくとも良いが、異なる位置に保存された
異種の指示を具えていても良い。実行可能コードが論理的に一緒にある場合は、モジュー
ルを具え、上述したモジュールの目的を実行する。
【００２６】
　実際、実行可能なコードのモジュールは、単一の指示であっても、あるいは多数の指示
であっても良く、いくつかの異なるコードセグメントに、異なるプログラム間に、またい
くつかのメモリデバイスにわたって分散されていても良い。同様に、動作データを同定し
て、モジュール内に示すようにしても良く、何らかの好ましい形で実施して、いずれかの
好適なタイプのデータ構造内に組織化しても良い。動作データは、単一のデータセットと
して集めることができ、あるいは、異なるストレージデバイスを含む異なる場所に分配す
ることもでき、システムまたはネットワーク上の単なる電気信号として少なくとも部分的
に存在していても良い。
【００２７】
　この明細書を通じて、「一の実施例」、「実施例」あるいは同様の用語は、特別な特徴
、構造あるいは実施例に関連して記載された特徴が本発明の少なくとも一の実施例に含ま
れていることを意味する。従って、この明細書を通じて「一の実施例中」、「実施例中」
といったフレーズ、および同様の用語の存在は、必然ではないが、すべて同じ実施例を意
味している。
【００２８】
　信号生成媒体の意味は、信号を生成することができ、信号を生成させることができ、あ
るいはデジタル処理装置上の機械で読み取り可能な指示のプログラムを実行させることが
できるあらゆる形をとることができる。信号生成媒体は、送信ライン、コンパクトディス
ク、デジタルビデオディスク、磁気テープ、ベルヌイドライブ、磁気ディスク、パンチカ
ード、フラッシュメモリ、集積回路、あるいはその他のデジタル処理装置メモリデバイス
によって実施することができる。
【００２９】
　更に、上述した特徴、構造あるいは本発明の特徴は、一又はそれ以上の実施例中であら
ゆる好適な態様で組み合わせることができる。以下の説明において、プログラミングの例
、ソフトウエアモジュール、ユーザ選択、ネットワーク取引、データベース検索要求、デ
ータベース構造、ハードウエアモジュール、ハードウエア回路、ハードウエアチップ、そ
の他といった様々な特別な詳細が記載されており、本発明の実施例の全体的な理解を提供
している。しかしながら、関連分野における当業者は、一又はそれ以上のこの特別な詳細
がなくても、あるいはその他の方法、構成要素、材料、その他を用いて実施することがで
きるであろう。その他の場合、よく知られた構造、材料あるいは動作は、本発明の態様を
不明確にするのを避けるために、示されていないか、あるいは詳細に説明されていない。
【００３０】
　図１は、本発明に係るストリーミングコンテントの動的なレートシフトを行うシステム
１００の一実施例を示す概略ブロック図である。一の実施例では、システム１００は、コ
ンテントサーバ１０２と、エンドユーザ１０４を具える。コンテントサーバ１０２とエン
ドユーザ局１０４は、データ通信ネットワークで接続することができる。データ通信ネッ
トワークは、インターネット１０６と、インターネット１０６への接続１０８を具える。
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代替的に、コンテントサーバ１０２とエンドユーザ１０４は、共通のローカルエリアネッ
トワーク、ワイヤレスエリアネットワーク、セルラネットワーク、バーチャルローカルエ
リアネットワーク、その他の上に配置しても良い。エンドユーザ局１０４は、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）、ネットワークを介して通信するように構成された娯楽システム、
あるいは、コンテントを提示するように構成された持ち運び可能な電子デバイスを具えて
いても良い。
【００３１】
　図に示す実施例では、システム１００は又、パブリッシャ１１０と、ウエブサーバ１１
６を具える。パブリッシャ１１０は、コンテントの製造者あるいは頒布者であってもよい
。例えば、ストリームされるコンテントが、テレビジョンプログラムの放送である場合、
パブリッシャ１１０は、ＮＢＣ（登録商標）あるいはＭＴＶ（登録商標）などのテレビジ
ョンまたはケーブルネットワークチャンネルであってもよい。コンテントは、インターネ
ット１０６を介してコンテントサーバ１０２に送信され、ここでこのコンテントがコンテ
ントモジュール１１２によって受信される。コンテントモジュール１１２は、コンテント
を受信し、処理し、保存するように構成されている。一の実施例では、処理したコンテン
トは、エンドユーザ局１０４でそのコンテントを奏するように構成されたクライアントモ
ジュール１１４によってアクセスされる。更なる実施例では、クライアントモジュール１
１４は、複数の位置からのコンテントストリームの異なる部分を同時に受信するように構
成されている。例えば、クライアントモジュール１１４は、複数のウエブサーバ１１６の
いずれかからコンテントを要求して受信することができる。
【００３２】
　図２ａは、コンテントファイル２００の一実施例をグラフィカルに示す概略ブロック図
である。一の実施例では、コンテントファイル２００は、パブリッシャ１１０によって配
信される。コンテントファイル２００は、テレビジョン放送、スポーツイベント、映画、
音楽、コンサート、その他を具えていてもよい。コンテントファイル２００は、ライブま
たはアーカイブコンテントであっても良い。コンテントファイル２００は、非圧縮ビデオ
と音響、あるいは、代替的にビデオまたは音響であっても良い。更に、コンテントファイ
ル２００は、圧縮されていても良い。圧縮コンテントファイル２００の例には、限定する
ものではないが、ＤｉｖＸ（登録商標）、Windows Media Video 9（登録商標）、 Quickt
ime 6.5 Sorenson 3（登録商標）、またはQuicktime 6.5/MPEG-4（登録商標）で符号化し
たコンテントがあっても良い。
【００３３】
　図２ｂは、品質の度合いと帯域が変化する複数のストリーム２０２の一実施例を示す概
略ブロック図である。一の実施例では、複数のストリーム２０２は、低品質ストリーム２
０４と、中品質ストリーム２０６と、高品質ストリーム２０８を具える。各ストリーム２
０４、２０６、２０８は、符号化され、変化するビットレートに圧縮されたコンテントフ
ァイル２００のコピーである。例えば、低品質ストリーム２０４は符号化され、秒当たり
１００キロビット（ｋｂｐｓ）のビットレートに圧縮され、中品質ストリーム２０６は符
号化され秒当たり２００キロビット（ｋｂｐｓ）のビットレートに圧縮され、及び高品質
ストリーム２０８は符号化され秒当たり６００キロビット（ｋｂｐｓ）のビットレートに
圧縮されている。
【００３４】
　図２ｃは、複数のストリームレット２１２に分割されたストリーム２１０の一実施例を
示す概略ブロック図である。ここに用いられているように、ストリームレットとは、コン
テントファイル２００の何らかのサイズの部分を意味する。各ストリームレット２１２は
、独立したメディア対象物として封入されたストリーム２１０に含まれるコンテントの部
分を具えている。ストリームレット２１２内のコンテントは、ストリーム２１０内に含ま
れているコンテントの開始に関連する独自の時間インデックスを有する。一の実施例では
、各ストリームレット２１２内に含まれるコンテントが２秒の期間を有する。例えば、ス
トリームレット０は、コンテント再生開始を表す００：００の時間インデックスを有して
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おり、ストリームレット１は、００：０２の時間インデックス、などを有していても良い
。代替的に、ストリームレット２１２の期間は、ストリーム２１０内のコンテントの全再
生期間より小さいいずれの期間であっても良い。更なる実施例では、ストリームレット２
１２は、時間インデックスに変えて、ファイルサイズによって分割することもできる。
【００３５】
　図３は、本発明にかかるコンテントモジュール１１２の一実施例をより詳細に示す概略
ブロック図である。コンテントモジュール１１２は、ストリームモジュール３０２と、ス
トリームレットモジュール３０４と、エンコーダモジュール３０６と、ストリームレット
データベース３０８と、ウエブサーバ１１６を具える。一の実施例では、ストリームモジ
ュール３０２は、パブリッシャ１１０からコンテントファイル２００を受領し、品質が異
なる複数のストリーム２０２を生成するように構成されている。パブリッシャからのオリ
ジナルのコンテントファイル２００は、デジタルのフォームであり、例えば、２ｍｂｐｓ
などの高ビットレートを有するコンテントを具えていても良い。コンテントは、インター
ネット１０６を介してパブリッシャ１１０からコンテントモジュール１１２へ送信される
。このようなデータ送信は、この分野では良く知られており、ここでは、更なる議論は不
要である。代替的に、コンテントは、入手した放送を具えていてもよい。
【００３６】
　図に示す実施例では、複数のストリーム２０２が、低品質のストリーム２０４と、中品
質のストリーム２０６と、高品質のストリーム２０８を具えていても良い。代替的に、複
数のストリーム２０２が、エンドユーザの帯域を受け入れるのに必要と思われる数のスト
リームを具えていても良い。ストリームレットモジュール３０４は、ストリームモジュー
ルから複数のストリーム２０２を受信して、各ストリームが複数のストリームレット２１
２を具えている複数のストリーム３１２を生成するように構成されている。図２ｃに関連
して記載したとおり、各ストリームレット２１２は、ストリームの予め規定した部分を具
えていても良い。エンコーダモジュール３０６は、複数のストリーム３１２からの各スト
リームレットを符号化して、このストリームレットをストリームレットデータベース３０
８に保存するように構成されている。符号化モジュール３０６は、ＤｉｖＸ（登録商標）
、Windows Media Video 9（登録商標）、 Quicktime 6.5 Sorenson 3（登録商標）、また
はQuicktime 6.5/MPEG-4（登録商標）などの符号化スキームを用いることができる。代替
的に、カスタム符号化スキームを使用するようにしても良い。
【００３７】
　コンテントモジュール１１２は、又、メタデータモジュール３１２とメタデータデータ
ベース３１４を含んでいても良い。一の実施例では、メタデータは、静的な検索可能なコ
ンテント情報を具える。例えば、メタデータは、限定するものではないが、コンテントの
エア日付、タイトル、女優、俳優、長さ、エピソード名を具える。メタデータは、パブリ
ッシャ１１０によって生成され、エンドユーザの環境を決定するように構成されている。
一の実施例では、パブリッシャ１００は、メニュー、サムネイル、サイドバー、広告、そ
の他を含むコンテントに関するエンドユーザのナビゲーション環境を規定することもでき
る。更に、パブリッシャ１１０は、早送り、巻戻し、ポーズ、および演奏などのコンテン
トファイル２００で使用する機能を規定することができる。メタデータモジュール３１２
は、パブリッシャ１１０からメタデータを受信して、このメタデータをメタデータデータ
ベース３１４に保存するように構成されている。更なる実施例では、メタデータモジュー
ル３１２は、クライアントモジュール１１４とインターフェースをとるように構成されて
おり、クライアントモジュール１１４が複数のメタデータ基準の少なくともひとつに基づ
いてコンテントを検索できるようにしている。更に、メタデータは自動プロセスあるいは
手動での定義を介してコンテントモジュール１１２によって発生することができる。
【００３８】
　ストリームレット２１２が一旦受信され、処理されると、クライアントモジュール１１
４は、ＨＴＴＰを用いてウエブサーバ１１６からストリームレット２１２を要求すること
ができる。クライアント側で開始するこのようなリクエストの使用には、ファイヤーウオ
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ールの追加の構成は必要ない。更に、クライアントモジュール１１４が、このリクエスト
を開始するので、ウエブサーバ１１６に必要なのはリクエストのあったストリームレット
を取り出して提供することのみである。更なる実施例では、クライアントモジュール１１
４を、複数のウエブサーバ３１０からストリームレット２１２を取り出すように構成する
ことができる。各ウエブサーバ１１６は、インターネット１０６上の様々な位置に配置す
ることができる。ストリームレット２１２は本質的には静的ファイルである。このように
、クライアントモジュール１１４は、ストリームレット２１２を取り出すのに、特化した
メディアサーバや、サーバ側のインテリジェンスを必要としていない。ストリームレット
２１２は、ウエブサーバ１１６によって提供されるか、あるいは、インターネットサービ
スプロバイダ（ＩＳＰｓ）、あるいはその他のネットワークインフラストラクチュアオペ
レータのキャッシュサーバに記憶して、キャッシュサーバによって保存することができる
。キャッシュサーバの使用は当業者にはよく知られており、ここではこれ以上説明しない
。従って、いずれかの特定の場所におけるウェブサーバ１１６のクライアントモジュール
１１４の大量のリクエストによって妨害されることのない、高度にスケーラブルなソリュ
ーションが提供される。
【００３９】
　図４は、本発明に係るクライアントモジュール１１４の一実施例をグラフィカルで示す
概略ブロック図である。クライアントモジュール１１４は、エージェントコントローラモ
ジュール４０２と、ストリームレットキャッシュモジュール４０４と、ネットワークコン
トローラモジュール４０６とを具える。一の実施例では、エージェントコントローラモジ
ュール４０２は、ビューワ４０８とインターフェースを取り、ビューワ４０８へストリー
ムレット２１２を送信するように構成されている。更なる実施例では、クライアントモジ
ュール１１４は、複数のエージェントコントローラモジュール４０２を具えている。各エ
ージェントコントローラモジュール４０２は、一のビューワ４０８とインターフェースを
取るように構成することができる。代替的に、エージェントコントローラモジュール４０
２は、複数のビューワ４０８とインターフェースを取るように構成することができる。ビ
ューワ４０８は、ＰＣあるいは手動電子デバイス上で動作しているメディアプレーヤ（図
示せず）であっても良い。
【００４０】
　エージェントコントローラモジュール４０２は、ビューワ４０８に送信するストリーム
レットの品質レベルを選択するように構成されている。エージェントコントローラモジュ
ール４０２は、各要求されたストリームレットの連続的な受信時間の間の時間インターバ
ルの継続的観察に基づいてより低品質、あるいはより高品質ストリームをリクエストする
。より高品質またはより低品質ストリームを要求する方法を、図７を参照して以下により
詳しく述べる。
【００４１】
　エージェントコントローラモジュール４０２は、ビューワ４０８からのユーザコマンド
を受信するように構成されている。このようなコマンドには、演奏、早送り、巻戻し、ポ
ーズ、停止が含まれている。一の実施例では、エージェントコントローラモジュール４０
２は、ストリームレットキャッシュモジュール４０４からストリームレット２１２を要求
し、この受信したストリームレット２１２をステージモジュール４０９で編集する。ステ
ージモジュール４０９は、再生時間を上げるためにストリームレット２１２を編集するよ
うに構成することができる。図に示す実施例では、ストリームレット２１２は、０，１，
２，３，４、その他の番号がついている。しかしながら、各ストリームレット２１２は、
独自のファイル名で同定することができる。
【００４２】
　更に、エージェントコントローラモジュール４０２は、ストリームレット２１２のリク
エストと、予めリクエストしたストリームレット２１２を予測するように構成することが
できる。ストリームレット２１２を予めリクエストすることによって、ユーザは、コンテ
ントを通して早送り、ランダムスキップ、あるいは巻戻しを行い、バッファの遅れが生じ
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ることがない。更なる実施例においては、エージェントコントローラモジュール４０２は
、コンテントの全演奏時間以内で３０秒の時間インデックスインターバルに対応するスト
リームレット２１２を要求することができる。代替的に、エージェントコントローラモジ
ュール４０２は、時間インデックスの長さ以下のインターバルでストリームレットを要求
することができる。このことは、スタート時あるいはコンテントファイル２００を早送り
するときに、バッファの待ち時間無しの「高速スタート」能力を可能にする。更なる実施
例では、エージェントコントローラモジュール４０２は、コンテント内の、あるいは見る
べき新しいコンテントを選択するエンドユーザ１０４を見越したその他のコンテント内の
、特定のインデックスポイントに対応するストリームレット２１２を予め要求するように
構成することができる。
【００４３】
　一の実施例では、ストリームレットキャッシュモジュール４０４は、エージェントコン
トローラモジュール４０２からのストリームレット２１２リクエストを受信するように構
成されている。リクエストを受信したら、ストリームレットキャッシュモジュール４０４
は、まず、ストリームレットキャッシュ４１０をチェックして、ストリームレット２１２
が存在するかどうかを確認する。更なる実施例では、ストリームレットキャッシュモジュ
ール４０４は、複数のエージェントコントローラモジュール４０２からのストリームレッ
ト２１２リクエストを操作する。代替的に、ストリームレットキャッシュモジュール４０
４は、各エージェントコントローラモジュール４０２用に提供されている。リクエストの
あったストリームレット２１２がストリームレットキャッシュ４１０に存在しないのであ
れば、そのリクエストをネットワークコントローラモジュール４０６に引き渡す。早送り
と巻戻し能力を可能とするために、ストリームレットキャッシュモジュール４０４は、ス
トリームレット２１２を見た後、ストリームレットキャッシュ４１０に特定の時間、複数
のストリームレット２１２を保存するように構成されている。しかしながら、ストリーム
レット２１２が一旦削除されると、ウェブサーバ１１６から再度リクエストされる。
【００４４】
　ネットワークコントローラモジュール４０６は、ストリームレットキャッシュモジュー
ル４０４からのストリームレットリクエストを受信して、ウエブサーバ１１６、あるいは
その他の遠隔ストリームレット２１２データベース（図示せず）への接続を開にするよう
に構成されている。一の実施例では、ネットワークコントローラモジュール４０６が、ウ
エブサーバ１１６へのＴＣＰ／ＩＰ接続を開にして、リクエストしたストリームレット２
１２についての標準ＨＴＴＰ　ＧＥＴリクエストを発生する。リクエストされたストリー
ムレット２１２を受信すると、ネットワークコントローラモジュール４０６は、ストリー
ムレット２１２を、ストリームレットキャッシュモジュール４０４へ通過させる。ここで
、ストリームレットはストリームレットキャッシュ４１０に保存される。更なる実施例で
は、ネットワークコントローラモジュール４０６は、複数のストリームレット２１２を同
時に処理し、リクエストするように構成されている。ネットワークコントローラモジュー
ル４０６は、また、複数のストリームレットをリクエストするように構成されており、こ
こでは、各ストリームレット２１２は、多数の部分において順次リクエストされる。
【００４５】
　更なる実施例では、ストリームレットリクエストは、いずれかのストリームレットファ
イルのリクエスト片を具えていても良い。ストリームレット２１２をより小さな片または
部分に分けることで、潜在的に効率が高くなり、所定の瞬間に帯域を共有している複数の
全ストリームレットリクエストに関連する問題を解決するものでもあり、有益である。こ
のことは、ストリームレット２１２片に対する並列ＴＣＰ／ＩＰ接続を使用することによ
って達成される。この結果、効率とネットワークロスの問題が解決され、ストリームレッ
トはより有用で予測可能なタイミングで到着する。
【００４６】
　一の実施例では、クライアントモジュール１１４が、クライアントモジュール１１４と
ウエブサーバ１１６またはウエブキャッシュとの間で多数のＴＣＰ接続を使用するように
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構成されている。キャッシュの介入は、クライアントに分かりやすいか、あるいは、クラ
イアントによってフォワードキャッシュとして構成される。「並列取り出し」と呼ばれる
やり方で一以上のストリームレット２１２を、同時に、あるいはストリームレット２１２
の一以上の部分を同時にリクエストすることによって、効率が大きく上がり、待ち時間が
事実上少なくなる。更なる実施例では、クライアントモジュールは、最大３つの現在のス
トリームレット２１２リクエストを可能にする。クライアントモジュール１１４は、追加
の開放ＴＣＰ接続を、別の接続が切れた場合の入手可能なスペアとして維持している。ス
トリームレット２１２リクエストは、すべての開接続の間で回転して、特定の接続がすべ
てスロースタートまたは閉モードに入らないように、ＴＣＰフローロジックを維持してい
る。ネットワークコントローラモジュール４０６が複数部分においてストリームレット２
１２をリクエストした場合、相互に独立したＴＣＰ／ＩＰ接続のリクエストされた各パー
トによって、ネットワークコントローラモジュール４０６は、この部分を組み立てなおし
て、クライアントモジュール１１４の他の全ての構成要素による使用のために完全なスト
リームレット２１２を提供する。
【００４７】
　ＴＣＰ接続が完全に切れた場合は、新しいリクエストが同じストリームレット２１２の
別の接続に送られる。更なる実施例では、リクエストが時宜を得て満足されていない場合
、冗長リクエストを同じストリームレット２１２の別の接続に送るようにしても良い。第
１のストリームレットリクエストの応答が、冗長リクエストの応答の前に届いた場合は、
冗長リクエストは中断することができる。冗長リクエストの応答が、第１のリクエスト応
答の前に届いた場合は、第１のリクエストを中断することができる。
【００４８】
　いくつかのストリームレット２１２リクエストを、単一のＴＣＰ接続に送ることができ
、同じ接続に沿ったマッチングオーダ中にフローバックへの応答が生じる。このことは、
第１のリクエストの待ち時間を除いて、全てを少なくする。多数の応答が常に送信されて
いるので、第１のリクエスト後の各々の新しいストリームレット２１２の応答の処理待ち
時間は、性能についての要因ではない。この技術は、「パイプライニング」業界において
知られている。パイプライニングは、リクエスト待ち時間のほとんどの効果を取り除くこ
とによって、リクエスト－応答処理に効率を提供する。しかしながら、パイプライニング
は、非常に無防備である。送信の遅れは、全ての応答に影響する。単一のＴＣＰ接続が切
れた場合、現在のリクエストと応答の全てが失われる。パイプライニングは、リクエスト
間に一連の従属性を生じさせる。
【００４９】
　多数のＴＣＰ接続は、クライアントモジュール１１４とウエブサーバ１１６との間に開
かれており、各ストリームレット２１２リクエストの独立性を維持しながら、パイプライ
ニングの待ち時間を低減する効率の利益を達成する。いくつかのストリームレット２１２
リクエストが、相互に明確なＴＣＰ接続に送られている各リクエストと共に、同時に送ら
れる。この技術は、「バーチャルパイプライニング」と呼ばれており、本発明の革新であ
る。多数の応答は、同時に移動状態にあり、クライアントモジュール１１４とウエブサー
バ１１６間の通信帯域が常に使用されていることを確実にしている。バーチャルパイプラ
イニングは、伝統的なパイプライニングの無防備性をなくしている。一の応答における遅
れ、あるいは完全な失敗は、その他の応答の送信に影響しない。なぜなら、各応答が独立
したＴＣＰ接続を占めているからである。多数の応答のうちの一つによって使用されてい
ない送信帯域は（遅れによるものであっても、ＴＣＰ接続の失敗によるものであっても）
、その他の現在の応答によって使用することができる。
【００５０】
　単一のストリームレット２１２リクエストは、全ストリームレット２１２用に発行され
るものであってもよく、あるいは、ストリームレットの各異なる部分について多数リクエ
ストを発行しても良い。幾つかの部分でこのストリームレットがリクエストされると、そ
の部分がクライアントモジュール１１４ストリームレットによって再結合される。
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【００５１】
　最大にした帯域使用と応答時間の間で正しいバランスを維持するためには、クライアン
トモジュール１１４が以前にある現在のストリームレットリクエストの一つに対する応答
を完全に受信する前の、ウエブサーバ１１６が応答を送信しないような時間に、新しいス
トリームレットリクエストの発行が、行われなくてはならない。例えば、ストリームレッ
ト２１２が現在リクエストされている場合、クライアントモジュール１１４は、前記３つ
の応答のうちの一つが、完全に受信され、”out of the pipe”になる少し前に次のリク
エストを発しなければならない。言い換えると、リクエストタイミングを調整して、３つ
の応答を通過中に維持する。４つの応答間での帯域の共有は、その他の３つの応答のネッ
ト応答時間を減少させる。タイミングの調整は、観察によって動的に計算しても良く、こ
のように調整されたリクエストタイミングは効率と応答時間の正しいバランスを維持する
。
【００５２】
　以下の概略フローチャート図は、論理フローチャート図を一般的に説明するものである
。図に示す順序および名称をつけたステップは、本発明の方法の一実施例を示すものであ
る。機能、論理、あるいは効果において図に示す方法の一またはそれ以上のステップ、ま
たはステップの部分と同じであるその他のステップおよび方法を考えることができる。更
に、使用されているフォーマットとシンボルは、この方法の論旨ステップを説明するため
のものであり、この方法の範囲を限定するためのものではないと理解するべきである。様
々な形の矢印とラインとがフローチャート図に使用されているが、これらは対応する方法
の範囲を限定するものではないと理解するべきである。実際、いくつかの矢印あるいはそ
の他のコネクタがこの方法の論理フローのみを示すのに使用されている。例えば、ある矢
印は、図に示す方法の数えられたステップ間の特定されない期間についての待ち時間また
はモニタ時間を示している。更に、特定の方法が生じる順序は、図に示す対応するステッ
プの順番に厳密に合致している、あるいは合致していない。
【００５３】
　図５は、本発明による処理コンテントについての方法５００の一実施例を示す概略フロ
ーチャート図である。一の実施例では、方法５００は、ステップ５０２で開始し、ステッ
プ５０４でコンテントモジュール１１２が、パブリッシャ１１０からコンテントを受信す
る。コンテント受信ステップ５０４は、コンテントファイル２００のデジタルコピーを受
信するステップ５０４か、あるいはコンテントファイル２００の物理的コピーのデジタル
化するステップを具える。代替的に、コンテント受信ステップ５０４は、ラジオまたはテ
レビジョン放送を捕捉するステップを具えていても良い。受信ステップ５０４がなされる
と、ストリームモジュール３０２は、各々の品質が異なる複数のストリーム２０２を生成
する（ステップ５０６）。この品質は予め決められていても良いし、あるいは、エンドユ
ーザの帯域によって、または予め指定されたパブリッシャのガイドラインに応じて自動的
に設定することもできる。
【００５４】
　ストリームレットモジュール３０４は、ストリーム２０２を受信して、複数のストリー
ムレットを生成する（ステップ５０８）。一の実施例では、ストリームレット生成ステッ
プ５０８は、ストリーム２０２を複数の２秒のストリームレット２１２に分割するステッ
プを具える。代替的に、ストリームレットがストリーム２０２の長さ以下であるか、ある
いは同じ長さを有していても良い。次いで、エンコーダモジュール３０６が圧縮アルゴリ
ズムに応じてストリームレットを符号化する（ステップ５１０）。更なる実施例では、こ
のアルゴリズムが、ＷＭＶ９（登録商標）などのプロプリエタリコデックを具える。次い
で、エンコーダモジュール３０６は、ストリームレットデータベース３０８中の符号化し
たストリームレットを保存する（ステップ５１２）。保存ステップ５１２がなされると、
ウエブサーバ１１６が、そのストリームレットをサーバ処理する（ステップ５１４）。一
の実施例では、ストリームレットのサービングステップ５１４は、クライアントモジュー
ル１１４からストリームレットリクエストを受信するステップと、ストリームレットデー
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タベース３０８からこのリクエストしたストリームレットを取り出すステップと、クライ
アントモジュール１１４へストリームレットを順次送信するステップとを具える。そして
、方法５００は終了する（ステップ５１６）。
【００５５】
　図６は、本発明に係る複数のストリームレットを見るための方法６００の一実施例を示
す概略フローチャート図である。方法６００がスタートすると、エージェントコントロー
ルモジュール４０２が提供され（ステップ６０４）、ビューワ４０８に関連して、ステー
ジモジュール４０９が提供される。ついで、　エージェントコントローラモジュール４０
２が、ストリームレットキャッシュモジュール４０４からストリームレットを同時にリク
エストする（ステップ６０６）。代替的に、エージェントコントローラモジュール４０２
は、ストリームレットキャッシュモジュール４０４から複数のストリームレットを同時に
リクエストしても良い（ステップ６０６）。ストリームレットがストリームレットキャッ
シュ４１０に局地的に保存される（ステップ６０８）と、ストリームレットキャッシュモ
ジュール４０４はストリームレットを取り出して（ステップ６１０）、このストリームレ
ットをエージェントコントローラモジュール４０２に送る。ストリームレットを取り出す
（ステップ６１０）、あるいは受信すると、エージェントコントローラモジュール４０２
は、より高品質あるいはより低品質のストリーム２０２へシフトするべきかどうかの決定
を行う（ステップ６１１）。この決定については、図７を参照して以下により詳細に述べ
る。
【００５６】
　一の実施例では、次いで、ステージモジュール４０９がストリームレットを正しい順序
に編集し（ステップ６１２）、エージェントコントローラモジュール４０２がストリーム
レットをビューワ４０８に配信する（ステップ６１４）。更なる実施例では、エンドユー
ザへのストリームレット送出ステップ６１４が、ビューワ４０８上で映像及び／又は音響
ストリームレットを奏するステップを具える。ストリームレットが局地的に保存されない
場合（ステップ６０８）は、ストリームレットリクエストが、ネットワークコントローラ
モジュール４０６に進む。次いで、ネットワークコントローラモジュール４０６が、ウエ
ブサーバ１１６からストリームレットをリクエストする（ステップ６１６）。ストリーム
レットが受信されると、ネットワークコントローラモジュール４０６は、ストリームレッ
トをストリームレットキャッシュモジュール４０４へ進める。ストリームレットキャッシ
ュモジュール４０４は、ストリームレットを保存する（ステップ６１８）。代替的に、次
いでストリームレットキャッシュモジュール４０４は、ストリームレットを保存して（ス
テップ６１８）、そのストリームレットをエージェントコントローラモジュール４０２に
進め、その後方法６００が、上記の動作６１０から続けられる。
【００５７】
　図７を参照すると、本発明による適応レートシフティングコンテントストリーミング環
境内でストリームレットをリクエストする方法７００の一実施例を示す概略フローチャー
ト図が示されている。方法７００は、図６の動作６１１としての一実施例に使用すること
ができる。方法７００がスタートし、エージェントコントローラモジュール４０２が図６
を参照して上述したようなストリームレットを受信する（ステップ７０４）。エージェン
トコントローラモジュール４０２は、次いで、リクエストしたストリームレットの受信時
間をモニタする（ステップ７０６）。一の実施例では、エージェントコントローラモジュ
ール４０２は、各ストリームレット応答についての順次受信した時間の間の時間インター
バルΔをモニタする。対応するリクエストの順番に関連するこの応答の順番は、関係しな
い。
【００５８】
　ネットワーク行動の特徴は、時に非常に突然に変動するので、所定のΔはどれも別のΔ
から実質的に変化することがある。この変動を補償するために、エージェントコントロー
ラモジュール４０２は、再生長さＳのストリームレットについてｎ個のサンプルの窓全域
のパフォーマンス率ｒを計算する（ステップ７０８）。一の実施例では、パフォーマンス
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率ｒは、次の式を用いて計算される。

【００５９】
　多数の同時ストリームレットを処理するため、およびパフォーマンス率ｒの代表値をよ
りよく判定するために、エージェントコントロールモジュール４０２は、相乗平均を計算
するかあるいは代替的に、サイズｍの窓全域の等価平均アルゴリズムを計算し、パフォー
マンスファクタφを得る：

【００６０】
　再生品質をアップシフトする（ステップ７１０）かどうかについての方針決定は、φｃ

ｕｒｒｅｎｔをトリガスレッシュホールドΘｕｐと比較することによって開始する。

であれば、次により高品質のストリームへのアップシフトが考えられる（ステップ７１６
）。一の実施例では、トリガスレッシュホールドΘｕｐが、現在の先読みマージン（すな
わち、現在の再生時間インデックスで表示するステージングモジュール４０９によってシ
ーケンシャルに編集された連続的に入手可能なストリームレットの量）に関連するファク
タの組み合わせと、最小安全マージンとによって決定される。一の実施例では、最小安全
マージンは、２４秒である。先読みマージンが小さいほど、Θｕｐが大きく、より大きな
先読みマージンが、ネットワークの混乱に耐えるように設定されるまでアップシフティン
グを止めることになる。エージェントコントローラモジュール４０２が、品質のアップシ
フトを保持することができる（ステップ７１６）のであれば、エージェントコントローラ
モジュール４０２は、品質をアップシフトさせて（ステップ７１７）、順次より高品質の
ストリームをリクエストする。より高品質ストリームの使用が保持可能かどうかの決定（
ステップ７１６）は、より高品質ストリームの性能ファクタφｈｉｇｈｅｒの見積もりを
、Θｕｐと比較することによって行われる。

であれば、より高品質のストリームの使用が保持可能であると考えられる。より高いスト
リームレートが保持可能であるかどうかの決定（ステップ７１６）が「ｎｏ」である場合
、エージェントコントロールモジュール４０２は、ストリーム品質のアップシフト（ステ
ップ７１７）を試みないであろう。ストリームの終りに達すると（ステップ７１４）、方
法６１８が終了する（ステップ７１６）。
【００６１】
　アップシフト７１０を試みるべきかどうかの決定が「ｎｏ」である場合、ダウンシフト
を行うべきかどうかの決定（ステップ７１２）が行われる。一の実施例では、トリガスレ
ッシュホールドΘｄｏｗｎはΘｕｐと同様の方法で決定される。φｃｕｒｒｅｎｔ＞Θｄ

ｏｗｎであれば、ストリーム品質が適当であり、エージェントコントローラモジュール４
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であれば、エージェントコントロールモジュール４０２は、ストリーム品質をダウンシフ
トする（ステップ７１８）。ストリームの終りに届かない場合（ステップ７１４）、エー
ジェントコントローラモジュール４０２は、リクエストを開始して、より低品質のストリ
ームレットを受信して（ステップ７０４）、方法６１８を再度開始する。もちろん、上述
の式とアルゴリズムは、説明のためだけのものであり、代替のストリームレットモニタリ
ングソリューションによって置き換えることができる。
【００６２】
　本発明は、その精神あるいは本質的な特徴から外れることなく、その他の特定の形で実
施することができる。上述した実施例は、全ての点において説明だけのためのものであり
、限定するものではないと考えるべきである。本発明の範囲は、従って、上述の説明によ
ってではなく、請求の範囲によって示される。請求の範囲の意味するところおよび均等の
範囲内にある全ての変更は、その範囲内に包含されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
　本発明の利点を容易に理解できるようにするために、上記に簡単に述べた本発明のより
特定の記述を、添付図面に記載されている特別な実施例を参照して示す。これらの図面は
、本発明の典型的な実施例のみを示すものであり、その範囲を限定すると考えられるもの
ではないと理解され、本発明は、添付図面の使用を通じての更なる特定や詳細によって記
載され、説明される。
【図１】図１は、本発明に係るストリーミングコンテントの適応レートをシフトするシス
テムの一実施例を示す概略ブロック図である；
【図２ａ】図２ａは、本発明によるコンテントファイルの一実施例をグラフィカルに示す
概略ブロック図である。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明にかかる品質および帯域の変化の度合いを有する複数のスト
リームの一実施例を示す概略ブロック図である。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明によって複数のストリームレットに分割されたストリームの
一実施例を示す概略ブロック図である。
【図３】図３は、本発明によるコンテントモジュールの一実施例を示す概略ブロック図で
ある。
【図４】図４は、本発明によるクライアントモジュールの一実施例をグラフィカルに示す
概略ブロック図である。
【図５】図５は、本発明によるコンテント処理方法の一実施例を示すフローチャートであ
る。
【図６】図６は、本発明による複数のストリームレットの再生方法の一実施例を示すフロ
ーチャートである。
【図７】図７は、本発明による適応レートコンテントストリーミング環境内にあるストリ
ームレットをリクエストする方法の一実施例を示すフローチャートである。
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