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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ再生装置内で第１の層及び第２の層において伝送されるエンコーディングされた
デジタルビデオ信号を再生する方法であって、前記第２の層は前記第１の層の解像度、フ
レームレート及び品質のうちの少なくとも１つを向上させる情報を含み、前記方法が、
　前記ビデオ再生装置において、前記第２の層のデータユニットを受信するステップと、
　前記ビデオ再生装置において、前記第２の層の当該受信されたデータユニットをエンハ
ンスメント層のメディアコンテナファイル内に保存するステップと、
　前記ビデオ再生装置において、前記第２の層のデータユニットに対応する第１の層のデ
ータユニットを受信するステップと、
　前記ビデオ再生装置において、前記第１の層の更なるデータユニットを受信する間に前
記第１の層のデータユニットを前記第２の層の対応するデータユニットと結合するステッ
プであって、前記第２の層のデータユニットは、前記第１の層の任意の対応するデータユ
ニットが受信される前に受信されて保存され、前記第１の層のデータユニット及び前記第
２の層のデータユニットは、デジタルサンプルを含み、前記結合するステップは、
　　適合する同期情報を有する前記第１の層のデジタルサンプル及び前記第２の層のデジ
タルサンプルを識別することであって、
　　　第１の層のデータユニットのストリームの開始からの前記第１の層のアクセスポイ
ントの時間的変位を、タイムスタンプに従い決定することと、
　　　トラックタイムラインの開始からの時間的変位が前記第１の層の前記アクセスポイ
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ントの前記時間的変位と適合する、前記第２の層の前記データユニットを識別することで
あって、前記エンハンスメント層のメディアコンテナファイルの時間とサンプルとを対応
させた表にアクセスすることにより、前記トラックタイムラインの開始からの前記第２の
層の前記データユニットの前記時間的変位を決定することを含むことと、
　　を含むこと、
　を含む、ステップと、
　前記ビデオ再生装置において、前記結合されたデータユニットをデコーディングするこ
とによって出力ビデオフレームを生成するステップと、
　を含む、前記方法。
【請求項２】
　第１の層及び第２の層において伝送されるエンコーディングされたデジタルビデオ信号
を再生する装置であって、前記第２の層が前記第１の層の解像度、フレームレート及び品
質のうちの少なくとも１つを向上させる情報を含み、前記装置が、
　第２の層のデータユニットを受信する手段と、
　前記第２の層の当該受信されたデータユニットをエンハンスメント層のメディアコンテ
ナファイル内に保存する手段と、
　前記第２の層のデータユニットに対応する前記第１の層のデータユニットを受信する手
段と、
　前記第１の層の更なるデータユニットを受信する間、前記第１の層のデータユニットを
前記第２の層の対応するデータユニットと結合する手段であって、前記第２の層のデータ
ユニットが、前記第１の層の任意の対応するデータユニットが受信される前に、受信され
かつ保存され、前記第１の層のデータユニット及び前記第２の層のデータユニットは、デ
ジタルサンプルを含み、前記結合する手段は、適合する同期情報を有する前記第１の層に
おけるデジタルサンプル及び前記第２の層におけるデジタルサンプルを識別することによ
り前記データユニットを結合する手段であって、前記識別することは、第１の層のデータ
ユニットの開始からの前記第１の層のアクセスポイントの時間的変位を、タイムスタンプ
に従い決定することと、トラックタイムラインの開始からの時間的変位が前記第１の層の
前記アクセスポイントの前記時間的変位と適合する、前記第２の層のデータユニットを識
別することであって、前記エンハンスメント層のメディアコンテナファイルの時間とサン
プルとを対応させた表にアクセスすることにより、前記トラックタイムラインの開始から
の前記第２の層の前記データユニットの前記時間的変位を決定することを含むことを含む
ことである、手段と、
　前記結合されたデータユニットをデコーディングすることによって出力ビデオフレーム
を生成する手段と、
　を含む、前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連特許出願＞
　本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）の下で米国仮特許出願第６１／０９７，５３１
号（出願日２００８年９月１６日）の利益を主張し、当該仮特許出願の全体の内容は、参
照することによって本願に包含されている。
【０００２】
　本発明は全体としてデータ通信システムに関し、特に、ビデオデータの伝送に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在のリニアなデジタルテレビ（ＴＶ）伝送システムにおいては、エンドユーザ端末で
利用可能なＴＶ番組の総数を制限する帯域の制約が存在する。高解像度のＴＶ番組がます
ます一般的になってくると、この帯域の制約が目に見えてくる。プライムタイム（ゴール
デンタイム）の視聴者を奪い合う高解像度（ＨＤ）番組等のさらに広い帯域を必要とする
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コンテンツがさらに多くなると、ピーク時間に使用可能な帯域幅がボトルネックになり得
る。
【０００４】
　１日の間、一般的なＴＶ放送サービスの帯域需要は、大きく変化するだろう。例えば、
帯域需要は、一般的に、平日の午後６時から午後１１時の間、及び週末の午前１０時から
午後１１時までにおいてピークを迎える。ピーク時間において、ほとんどの場合、使用可
能な帯域の全ては使用されていないが、いくつかの条件において帯域が不十分であり得る
。一方、通常、オフピーク時間においては、帯域は十分に利用可能である。
【０００５】
　従って、オフピーク時間の帯域は十分に使用されておらず、ピーク時間においては、標
準解像度（ＳＤ）及び高解像度（ＨＤ）ＴＶ番組に対するエンドユーザの要求に見合う十
分な使用可能帯域幅がない。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の原理に従った例示の実施形態において、スケーラブルビデオコーディング（Ｓ
ｃａｌａｂｌｅ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ（ＳＶＣ））を使用した伝送方法が、ピーク
タイムの広い帯域幅を必要とするビデオの伝送をオフピーク時間に移動する。今まで十分
に使用されていなかったオフピークの帯域が、有利に使用されて、僅かなアップグレード
費用でまたはアップグレード費用無しで全体の伝送効率が改善される。
【０００７】
　特に、ＳＶＣエンコーダによって生成されたビデオビットストリームは、１つのベース
層及び１または複数のエンハンスメント層を含む。本発明原理に従っている１つの例示の
実施形態において、通常は低いビットレート、低いフレームレート及び低いビデオ品質で
エンコーディングされているベース層ビデオストリームは、エンドユーザ端末に生でスト
リーム配信されるかまたは放送される一方で、１または複数のエンハンスメント層ビデオ
ストリームは、開始時間以前のオフピーク時間の間にエンドユーザ端末に徐々にダウンロ
ードされる。
【０００８】
　本発明による伝送方法は、リニアなＴＶサービスに使用されて、ピーク時間の帯域消費
を減少させることが可能である。さらに、ベース層ビデオが基本のサービスとして扱われ
ることが可能であり、その一方でエンハンスメント層がその高いビデオ品質に関する上位
サービスとして扱われることも可能である。デジタル著作権管理（ＤＲＭ）等が使用され
て、エンハンスメント層ビデオへのアクセスが制御されてもよい。
【０００９】
　上述のように、かつ発明を実施するための形態から明らかになるように、他の実施形態
及び特徴も利用可能でありかつ本発明の原理内に含まれる。
【００１０】
　本発明の実施形態に従った装置及び／または方法のいくつかの実施形態が、例示のみの
目的で、添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一般的なビデオ伝送環境のブロック図である。
【図２】本発明の原理に従った例示のビデオ伝送システムのブロック図である。
【図３Ａ】ＳＶＣエンハンスメント層ビデオ情報を含むメディアコンテナファイルの例示
の形式を示す図である。
【図３Ｂ】ＳＶＣエンハンスメント層ビデオ情報を含むメディアコンテナファイルの例示
の形式を示す図である。
【図３Ｃ】ＳＶＣエンハンスメント層ビデオ情報を含むメディアコンテナファイルの例示
の形式を示す図である。
【図４】ＳＶＣベース層ビデオ情報を伝送するためのパケットストリームの例示の形式を
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示す図である。
【図５】本発明の例示の実施形態のデバイス受信動作方法例のフロー図である。
【図６】事前にダウンロードされているエンハンスメント層データとストリーム配信され
たベース層データとの同期化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の概念以外、添付図面に示されている要素は、公知であり、詳細には説明されて
いない。例えば、本発明の概念以外、放送、受信機及びビデオエンコーディングについて
熟知していることが前提とされ、これらは本明細書には詳細に説明されていない。例えば
、本発明の概念以外、ＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）、ＰＡＬ（Ｐｈａｓｅ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ　Ｌｉｎｅｓ
）、ＳＥＣＡＭ（ＳＥｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｃｏｕｌｅｕｒ　Ａｖｅｃ　Ｍｅｍｏｉｒｅ）
、及びＡＴＳＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉ
ｔｔｅｅ）（ＡＴＳＣ）、中国デジタルテレビシステム（ＧＢ）２０６００－２００６、
及びＤＶＢ－Ｈ等のＴＶ規格に関する現在の勧告及び今まで提案された勧告への熟知が前
提とされる。同様に、本発明の概念以外、８－ＶＳＢ（ｅｉｇｈｔ－ｌｅｖｅｌ　ｖｅｓ
ｔｉｇｉａｌ　ｓｉｄｅｂａｎｄ）、ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄ
ｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）等の他の伝送概念、並びにラジオ周波数（ＲＦ）フロントエ
ンド（ｆｒｏｎｔ－ｅｎｄ）（ローノイズブロック（ｌｏｗ　ｎｏｉｓｅ　ｂｌｏｃｋ）
、チューナ、ダウンコンバータ（ｄｏｗｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）等）、デモジュレータ
、コリレータ、リークインテグレータ（ｌｅａｋ　ｉｎｔｅｇｒａｔｏｒ）、及びスクエ
アラ（ｓｑｕａｒｅｒ）等の受信コンポーネントの熟知が前提とされる。さらに、本発明
の概念以外、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉｍ
ｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＲＴＣＰ（ＲＴＰ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）、ＵＤＰ（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等のプロ
トコルへの熟知が前提とされ、本明細書において説明されていない。同様に、本発明の概
念以外、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）－２シ
ステム規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３８１８－１）、Ｈ．２６４　ＡＶＣ（Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）及びスケーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）が前提
にされ、本明細書において説明されていない。本発明の概念が、それ自体は本明細書に記
載されていない従来のプログラミング技術を用いて実装されてもよいことに留意すべきで
ある。最後に、図面内の同様の参照符号は同様の要素を示す。
【００１３】
　ほとんどのＴＶ番組は、現在、図１に示されているようなシステムで伝送されている。
示されているシステム１００において、ＡＶＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ）／ＭＰＥＧ－２エンコーダ１１０が、例えばＴＶ番組に対応するビデオ信号１０
１を受信し、ＳＴＢ１５０で示されている１または複数のセットトップボックス（ＳＴＢ
）への配信のために生放送（ｌｉｖｅ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ）信号１２５を生成する。そ
の後、セットトップボックスは、受信した生放送信号１２５をデコーディングし、高解像
度（ＨＤ）または標準解像度（ＳＤ）ビデオ等のビデオ信号１６５を、ユーザに表示する
ためのＴＶ等の表示デバイス１７０に提供する。ビデオ信号１６５を生成するためにＳＴ
Ｂによって必要とされる情報の全ては、信号１２５を介した生放送である。信号１２５は
、有線または無線通信チャンネルを含む任意の適切な手段で伝送されてもよい。
【００１４】
　図２は、本発明の原理に従った例示のシステム２００を示している。このシステムにお
いて、エンコーディングされたビデオは、ビデオサーバ２１０からＳＴＢ等のエンドユー
ザ端末に、スケーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）等の高度なコーディング技術を使
用して伝送される。ビデオ信号２０１に基づいて、サーバ２１０のＳＶＣエンコーダ２１
２は、少なくとも２つの空間的に拡張可能な（ｓｐａｔｉａｌｌｙ　ｓｃａｌａｂｌｅ）
ビデオ層ストリームを生成する。すなわち、低いビットレートのＳＤ解像度を用いた１つ
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のベース層、及び高いビットレートのＨＤ解像度を用いた１つのエンハンスメント層であ
る。ビデオ信号２０１は、例えば、ＨＤＴＶ番組に対応している。ＳＶＣベース層及びＳ
ＶＣエンハンスメント層は、ストリーム２２４及び２２６を介してＳＴＢ２５０に各々伝
送される。本明細書においては空間的に拡張可能（例えば、ＳＤ対ＨＤ）という用語で説
明されているが、本発明の原理は、ＳＶＣ拡張性の時間的及び品質的なモードにも適用可
能である。
【００１５】
　本発明によって考慮されているように、異なったＳＶＣ層は、異なった時間にエンドユ
ーザ端末に伝送される。１つの例示の実施形態において、ＳＶＣエンハンスメント層スト
リーム２２６は、オフピーク時間帯にＳＴＢ２５０に送信され、その一方で、対応するベ
ース層ストリーム２２４は、視聴時間にＳＴＢ２５０に、例えば、ビデオ信号２６５が、
表示デバイス２７０によりエンドユーザに表示するためにＳＴＢによって生成される際に
送信される。視聴時間は、１日の内のピーク帯域需要時間帯を含む任意の時間に発生して
もよいことが考慮されている。
【００１６】
　エンハンスメント層ストリーム２２６が、エンコーディングする時刻にＳＴＢ２５０に
送信されてもよい一方で、後に間に合うように送信されるベース層ストリーム２２４は、
記憶装置２１３等に保存され、視聴時刻にＳＴＢ２５０への伝送のために記憶装置から読
み出される。代替的に、ビデオ信号２０１は、エンコーダ２１２によって生成されたとき
に送信されるベース層ストリーム２２４を用いて視聴時間において再生（ｒｅ－ｐｌａｙ
）されかつ再度エンコーディングされ得、それによって記憶装置２１３が除去される。図
示していないが、エンハンスメント層ストリーム２２６は、生成された後に保存され、Ｓ
ＴＢ２５０に送信されるときに記憶装置から読み出されてもよい。保存及び読み出しのた
めの任意の適切な手段が、ストリーム２２４及び／または２２６に対して使用可能である
。
【００１７】
　異なった層のビデオストリーム２２４、２２６は、ＳＴＢ２５０等のエンドユーザ端末
がＳＶＣデコーティングのこれらの異なったビデオストリームを再同期化及び結合可能な
限り、異なった伝送メカニズム（例えば、ファイルダウンロード、ファイルストリーミン
グ配信等）を使用して送信される。別々のストリームとして説明されているが、ストリー
ム２２４及び２２６は、サーバ２１０からＳＴＢ２５０まで、同一または異なった物理チ
ャンネル及び関連付けられた物理層デバイスを用いて送信されてもよい。例示の実施形態
において、ストリーム２２４及び２２６は、異なったサーバから伝送されてもよい。
【００１８】
　ＳＴＢ２５０は、デコーディングのためにこれら２つのストリームを再同期化して結合
し、そこから表示デバイス２７０によって表示されるビデオ２６５を生成する。ベース層
ストリーム２２４がＳＴＢ２５０によって受信される際に、ビデオ信号２６５が生成され
ると考えられる。上述のように、エンハンスメント層ストリーム２２６は、ベース層スト
リーム２２４より早い時刻に受信され、この場合、エンハンスメント層ストリーム２２６
は、ＳＶＣデコーダ２５９によるデコーディングのために２つのストリームが２５５にお
いて結合する時間まで、メモリ２５７に保存されるだろう。通常、エンハンスメント層ス
トリーム２２６は、ベース層ストリーム２２４のデータが受信される前に完全に保存され
る。
【００１９】
　例示の実施形態において、エンハンスメント層ストリーム２２６は、ビデオフレーム各
々のデコーディングタイミング情報を維持するＭＰ４ファイル等のメディアコンテナファ
イルの形式にされる。サーバ２１０のファイルライタブロック２１６は、ＳＶＣエンコー
ダ２１２によって生成されたエンハンスメント層ストリームを上述のメディアコンテナフ
ァイルの形式にする。このファイルは、ＳＴＢ２５０にダウンロードされて２５６で保存
される。デコーディング時刻においてまたはその少し前において、ＳＴＢ２５０のファイ
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ルリーダブロック２５６が、当該ダウンロードされたメディアコンテナファイル内に含ま
れているエンハンスメント層ビデオデータ及びそれに関連するタイミング情報を抽出する
。ファイルライタ２１６及びファイルリーダ２５６の動作は、変更されたＭＰファイル構
造に関して以下でさらに詳しく説明される。
【００２０】
　信号２０１によって示されるＴＶ番組が表示に関してスケジューリングされている場合
、ベース層ビデオストリーム２２４は、生放送、ネットワークストリーミング配信等を介
して、ＳＴＢ等の複数の受信デバイスに放送（送信）される。例示の実施形態において、
ベース層ビデオストリーム２２４の放送（送信）は、リアルタイムプロトコル（ＲＴＰ）
ストリーミングを用いて行われる。ＲＴＰは、ベース層ストリーム２２４を上述のメディ
アコンテナファイル内のエンハンスメント層データと同期化するために使用されるヘッダ
内の時間情報を提供する。サーバ２１０において、パケタイザ（ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）
２１４は、ＳＴＢ２５０にストリーミング配信するためにＳＶＣベース層をＲＴＰパケッ
ト形式にする。ＳＴＢ２５０において、デパケタイザ（ｄｅ－ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）２
５４は、ブロック２５５によってエンハンスメント層と同期化させて結合させるために受
信されたベース層ＲＴＰパケットストリーム２２４からベース層ビデオデータ及びタイミ
ング情報を抽出する。パケタイザ２１４及びデパケタイザ２５４の動作は、例示のＲＴＰ
パケット構造を参照して以下でされに詳細に説明される。
【００２１】
　エンハンスメント層ファイルは、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）保護付きであってもよ
い。エンハンスメント層ビデオに対して条件付きアクセスを用いることは、高度なビデオ
をベース層ビデオに追加される上位アドオンサービスとして提供することを可能にする。
例えば、ＨＤ番組は、エンハンスメント層への条件付きアクセスによって提供され得、そ
の一方で、ＳＤ番組はベース層へのアクセスによって全ての契約者に提供され得る。ＨＤ
番組のこれらの契約に関して、１または複数のエンハンスメント層ファイルが、後に使用
される１または複数のＨＤ番組の全てまたは一部に関して、ＳＴＢに前もってダウンロー
ドされるだろう。エンハンスメント層ファイルの各々は、１もしくは複数のＨＤ番組また
はＨＤ番組の一部のデータを含んでもよい。ＨＤ番組を契約していないユーザは、インジ
ケータ等に基づいて、エンハンスメント層データ受信できるかもしくは受信できなくても
よく、または当該ファイルを受信できるが保存もしくは復号できなくてもよい。インジケ
ータは、例えば、様々な可能性があるが、ユーザがパスワードもしくはアクセスコードを
間違えなく入力するかまたはユーザのＳＴＢにスマートカードを挿入すること等のユーザ
とのやりとりに基づいて設定されてもよい。エンハンスメント層がＤＲＭ保護付きであり
、ＳＴＢ２５０がこれらを復号可能である場合、このような復号は２５８において行われ
、復号されたエンハンスメント層データは、その後、ファイルリーダ２５６に提供される
。代替的に、復号は、ファイルリーダ２５６によって行われてもよい。ファイルリーダ２
５６は、復号されたエンハンスメント層データを、視聴時間にＳＴＢ２５０にストリーミ
ング配信されたベース層データとの同期化及び結合のためにブロック２５５に提供する。
結合されたデータは、その後、ビデオ信号２６５のデコーディング及び生成のためにＳＶ
Ｃデコーダ２５９に送られる。ＲＴＰストリーム内の対応するＳＶＣベース層を有するＭ
Ｐ４ファイル内のＳＶＣエンハンスメント層を同期化及び結合する例示の方法は、以下に
説明される。
【００２２】
　例示の実施形態において、エンハンスメント層への条件付きアクセス機能は、同期化及
び結合ブロック２５５によって制御されてもよい。例えば、エンハンスメント層メディア
コンテナファイル内のデジタルセキュリティ機能が、ＳＴＢ２５０がエンハンスメント層
データを使用する権利を有していると示す場合、ブロック２５５は、エンハンスメント層
データとベース層データとの同期化及び結合を行い、そうでない場合、同期化及び結合は
スキップされ、ベース層データのみがＳＶＣデコーダ２５９に送られる。セキュリティ機
能は、エンハンスメント層がデコーディング可能な回数を示すインジケータを含んでもよ
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い。この回数は、エンハンスメント層がデコーディングされるたびに、エンハンスメント
層のデコーディングが許可されなくなるまでデクリメント（減少）させられる。
【００２３】
　上述のように、本発明の例示の実施形態において、エンコーディングされたＳＶＣスト
リームのベース層及びエンハンスメント層は、生放送のために、各々、事前ダウンロード
可能なＭＰ４ファイルとＲＴＰパケットストリームに分割される。ＩＳＯ規格化団体は、
エンコーディングされたＡＶＣコンテンツの包含のためにＭＰ４ファイル形式を定義して
いる（ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４９６－１５：２００４　情報技術--オーディオビジュアル
オブジェクトのコーディング--第１５部：ＡＶＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏ
ｄｉｎｇ）ファイル形式）が、ＭＰ４ファイル形式は、ＳＶＣでコーディングされたコン
テンツにも容易に拡張可能である。図３Ａ－３Ｃは、変更されたＭＰ４ファイル内のエン
コーディングされたＳＶＣエンハンスメント層コンテンツの例示のレイアウトを示してい
る。
【００２４】
　図３Ａ及び３Ｃに示されているように、本発明の例示の実施形態において使用される変
更されたＭＰ４ファイル３００は、メタデータアトム（ｍｅｔａｄｅｔａ　ａｔｏｍ）３
０１及びメディアデータアトム（ｍｅｔａｄｅｔａ　ａｔｏｍ）３０２を含んでいる。メ
タデータアトム３０１は、編集リスト３２０を含んでいるＳＶＣトラックアトム３１０を
含んでいる。編集リスト３２０の編集内容の各々は、メディア時間及び存続期間を含んで
いる。この編集内容は、端末相互間に配され、トラックタイムラインを生成する。ＳＶＣ
トラックアトム３１０は、サンプル表（ｓａｍｐｌｅ　ｔａｂｌｅ）３４０を含んでいる
メディア情報アトム３３０も含む。サンプル表３４０は、サンプル記述アトム３５０、時
間とサンプルとを対応させた表３６０及びスケーラビリティ（ｓｃａｌａｂｉｌｉｔｙ）
レベル記述子アトム３７０を含む。時間とサンプルとを対応させた表３６０は、メディア
のタイミング及び構造データを含んでいる。アトム３６０のさらに詳細な表示は、図３Ｂ
に示されている。図３Ｂに示されているように、アトム３６０内のエントリの各々は、エ
ンハンスメント層のコーディングされているビデオサンプル及び当該ビデオサンプルの対
応する存続期間ｄＴへのポインタを含んでいる。サンプルは、デコーディング順に保存さ
れる。サンプルのデコーディングタイムスタンプは、編集リスト内の全ての先行するサン
プルの存続期間を追加することによって判定されてもよい。時間とサンプルとを対応させ
た表は、図３Ｂに示されているように、これらの存続期間を与える。
【００２５】
　図３Ｃに示されているメディアデータアトム３０２は、アトム３６０内のポインタによ
って参照されるエンハンスメント層のコーディングされたビデオサンプルを含む。メディ
アデータアトム３０２内のサンプルの各々は、アクセスユニット及び対応する長さを含む
。アクセスユニットは、連続的なネットワーク抽象化層（ＮＡＬ）ユニットの１つのセッ
トであり、このセットのデコーディングは、１つのデコーディングされたピクチャをもた
らす。
【００２６】
　図３Ａ－３Ｃに示された例示のファイル形式が、ＳＶＣエンハンスメント層データしか
含まないことに注意する。ＳＶＣベース層データ及びエンハンスメント層データの両方を
含むファイル形式は、エンハンスメント層サンプルとインタリーブ（ｉｎｔｅｒｌｅａｖ
ｅ）されたベース層を含む。
【００２７】
　図２の例示のシステム２００を参照すると、図３Ａ－３Ｃに示されているファイル等の
変形されたＭＰ４ファイルを生成する場合、サーバ２１０内のファイルライタ２１６は、
タイミング情報を有するエンハンスメント層ＮＡＬＵを、ＳＶＣエンコーダ２１２からＭ
Ｐ４ファイルのメディアデータアトム構造内にコピーする。上述のように、変形されたＭ
Ｐ４ファイルは、当該ファイルが関連する番組の生放送の前に、ＳＴＢ２５０に事前にダ
ウンロードされる。
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【００２８】
　ＳＴＢ２５０内のファイルリーダ２５６は、サーバ２１０内のファイルライタ２１６の
逆の機能を実行する。ファイルリーダ２５６は、２５７内に保存されている事前にダウン
ロードされているメディアコンテナを読み込み、アトム３６０内のタイミング情報を有す
るエンハンスメント層ＮＡＬＵ、及びＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１　
ＣＯＲＤＩＮＧ　ＯＦ　ＭＯＶＩＮＧ　ＰＩＣＴＵＲＥＳ　ＡＮＤ　ＡＵＤＩＯ（ＩＳＯ
／ＩＥＣ　１４４９６－１５　Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ　２－情報技術--オーディオビジュア
ルオブジェクトのコーディング--スケーラブルビデオコーディングのファイルフォーマッ
トサポート）に定義されているようなアトム３７０内のスケーラビリティレベル記述子を
抽出する。
【００２９】
　ＲＴＰでＳＶＣエンコーディングされたストリームのパケット化及び伝送は、ＩＥＴＦ
によって特定されている（例えば、ＳＶＣビデオに関するＲＴＰペイロードフォーマット
、ＩＥＴＦ、２００９年３月６日参照）。ベース層及びエンハンスメント層ＮＡＬＵは、
別々のＲＴＰパケット内にパケット化されてもよい。図４は、本発明の例示の実施形態に
従って、ＳＶＣベース層のみを送信するＲＴＰパケットストリームを示している。パケッ
トの各々のＲＴＰタイムスタンプは、コンテンツのサンプリングタイムスタンプに設定さ
れている。
【００３０】
　図２の例示のシステム２００を参照すると、サーバ２１０のパケタイザ２１４が、ＲＴ
Ｐヘッダタイムスタンプ領域内にコピーされているタイミング情報を用いて、ＲＴＰプロ
トコルに従ってＳＶＣベース層ＮＡＬＵをパケット化している。デパケタイザ２５４は、
ＳＴＢのネットワークバッファ（図示せず）からＳＴＢによって受信されたパケットを読
み込んで、関連するタイミング情報を有するベース層ＮＡＬＵを抽出する。
【００３１】
　そこから抽出されたタイミング情報に基づいて、ＳＴＢ２５０内の同期化及び結合もモ
ジュール２５５が、デパケタイザ２５４及びファイルリーダ２５６から得られたベース及
びエンハンスメント層ＮＡＬＵを同期化及び結合する。同期化の後、生ＲＴＰストリーム
から非パケット化されたベース層ＮＡＬＵと事前にダウンロードされていたＭＰ４ファイ
ルから抽出される対応するエンハンスメントＮＡＬＵとが結合される。例示の実施形態に
おいて、ベース層ＮＡＬＵとエンハンスメント層ＮＡＬＵとの結合は、デコーダ２５９に
対して、正確なデコーディング順序でＮＡＬＵを表示することを含んでもよい。結合され
たＮＡＬＵは、その後、適切なＳＶＣデコーディングのためにデコーダ２５９に送信され
る。
【００３２】
　本発明の原理に従ったＳＴＢ２５０等の受信デバイスの例示の動作方法のフロー図が図
５に示されている。５０５において、ＳＴＢは、後に使用される番組のエンハンスメント
層ビデオ（ＥＬＶ）ファイル５０７を、サーバ２１０等から受信して保存する。５１０に
おいて、上述の番組の視聴時間に先立って、ＳＴＢ２５０がサーバ２１０から、番組に関
連しており、ＲＦＣ２３２７に記載されているセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）に従
っているようなセッション記述ファイルを受信する。このＳＤＰファイルは、１または複
数の関連付けられたエンハンスメント層の存在及びそれらの暗号化情報を特定してもよい
。５１５において、ＳＴＢは、ＳＴＢが番組に対して関連付けられたＥＬＶファイルを有
しているか、及び上述のようにＥＬＶファイルが上位サービス契約に関係しているＤＲＭ
によって保護されている場合に、ＳＴＢが当該ＥＬＶファイルを復号して読み込めるかを
判定する。そうであるならば、上述のファイルリーダ機能２５６等のＥＬＶファイルリー
ダ処理が５２０で開始される。
【００３３】
　５２５において、ＳＴＢは、ＲＴＰストリーミング等によって、ＳＶＣベース層のパケ
ット（１または複数）のフレームを受信する。ベース層フレームの各々は、図４に示され
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ているような、１または複数のパケットによって表されてもよい。５３０において、ベー
ス層フレームは、さらなる処理のために非パケット化される。図４に示されているように
、ベース層ＲＴＰパケットの各々は、ＲＴＰヘッダ及びＳＶＣベース層ＮＡＬＵを含む。
５３５において判定されるように、関連付けられたＥＬＶファイルが存在し、ＳＴＢがそ
れを読み込み可能であるならば、動作は５４０に進み、そこにおいて、同期化情報が非パ
ケット化されたベース層フレームから抽出される。このような同期化情報は、例えば、フ
レームのベース層パケット（１または複数）のヘッダ内のＲＴＰタイムスタンプを含んで
もよい。５４５において、ベース層フレームのタイミング情報と合致するタイミング情報
を有しているエンハンスメント層アクセスユニットのＮＡＬＵがＥＬＶファイル５０７か
ら読み込まれる。タイミング情報に基づいて、エンハンスメント層ＮＡＬＵを特定する例
示の方法が以下に説明されている。ベース層ＮＡＬＵ（１または複数）及びそれに合致す
るエンハンスメント層ＮＡＬＵ（１または複数）は、５５０において結合、例えば、それ
らのタイミング情報に基づいて適切に並べられ、当該結合されたものが表示のために５５
５においてデコーディングされる。
【００３４】
　５３５において、ベース層がＳＴＢにストリーミング配信されている番組に関連付けら
れているＥＬＶファイルが無い場合、またはＳＴＢがＥＬＶを読み込めない場合、動作は
５５５に進み、そこで単独のベース層フレームが視聴のためにデコーディングされる。
【００３５】
　５６０において、番組が終了を迎えたかに関する判定が行われる。番組に関するベース
層パケットがもはや受信されなくなった時に終了を迎える。そうではない場合、動作が５
２５にループバックして次のベース層フレームが受信されて、上述の手順が繰り返され、
これ以外の場合、図５の処理が終了する。ＥＬＶファイル５０７が番組の終了の前に完全
に読み込まれている場合、利用可能であるならば他のＥＬＶファイルが読み込まれるか、
または動作はエンハンスメント層無しでベース層のみのデコーディングを行う。
【００３６】
　上述の例は、ＭＰ４及びＲＴＰを用いて与えられているが、同期化メカニズムは、他の
規格形式の中で、例えば、ＭＰ４及びＭＰＥＧ２－ＴＳに適用されてもよい。
【００３７】
　複数のエンハンスメント層を用いた応用に関して、全てのエンハンスメント層が１また
は複数のファイルで事前にダウンロードされて、ベース層がストリーミング配信されても
よい。代替的に、１または複数のエンハンスメント層が事前にダウンロードされ、１また
は複数のエンハンスメント層がベース層とともにストリーミング配信されてもよい。
【００３８】
　図６は、上述の変更されたＭＰ４ファイル等であって、ＲＴＰストリームにおいて受信
されるベース層データに対応している事前ダウンロードメディアコンテナファイル内のエ
ンハンスメント層データを特定する例示の方法を示している。ベース層ＲＴＰパケットＢ
ｎがサーバからストリーミング配信される場合、ＳＴＢは、ストリーミング配信が開始さ
れた後のある時点でこのストリーミングを受信（tune into）する（６０５）。ベース層
ＲＴＰパケットＢｎの各々は、ストリーム内の第１のパケットのタイムスタンプＢ１（例
えば、ｔ１＝０）に参照されるＲＴＰタイムスタンプｔｎを有している。
【００３９】
　図６の例に示されているように、ＳＴＢは、ベース層パケットＢ２のストリーミングの
間に受信を行う。しかし、このストリームを適切にデコーディングするために、ＳＴＢは
アクセスポイントを受信しなければならず、この受信はパケットＢ３が受信される際に発
生する。パケットＢ３のタイムスタンプは、メディアコンテナファイル内の対応するエン
ハンスメント層データＥ３を発見するために使用される。換言すれば、メディアコンテナ
ファイル内のトラックタイムラインの開始からｔｎ－ｔ１であるエンハンスメント層デー
タサンプルは、ベース層パケットＢｎに対応しているだろう。データサンプルが上述の変
更されたＭＰ４形式等で、それらに対応する存続期間を用いて一覧化された場合、先行す
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るサンプルの存続期間が合計されてトラックタイムラインの開始からのデータサンプルの
時間的変位、すなわちＲＴＰタイムスタンプに相当するデータサンプルが判定される。従
って、図６で示されているように、Ｅ３は、Ｂ３に対応して判定される。なぜならば、Ｅ
１及びＥ２の存続期間の合計ｄＴ１＋ｄＴ２は、ｔ３－ｔ１、ベース層ＲＴＰストリーム
の開始からのＢ３の時間的変位に等しいからである。このように、ＳＴＢの同期化及び結
合モジュール（２５５）は、生ストリーミング放送から得られる第１のアクセスポイント
パケット（Ｂｎ）のＲＴＰタイムスタンプを、ＲＴＰストリームの開始からのパケットの
時間的変位を判定するための基準点として使用する（例えば、ｔｎ－ｔ１）。その後、同
期化及び結合モジュールは、事前にダウンロードされているエンハンスメント層メディア
コンテナファイルの時間とサンプルとを対応させた表（３６０）をチェックし、トラック
タイムラインの開始からの同一のまたは実質的に同一の時間的変位を有するエンハンスメ
ント層サンプルを検索する。図６において、Ｂ３及びＥ３は、同期化されてＳＶＣデコー
ディングに関して一緒に提供される第１のベース及びエンハンスメント層データを表す。
【００４０】
　上記のことを考慮して、上述の記載は、本発明の原理を例示しているだけであり、当業
者が、本明細書内に明示的に記載していなくとも、本発明の原理を含みかつ本発明の精神
及び範囲内にある様々な代替の構成を考え出すことが可能であることが理解されるだろう
。例えば、別個の機能的要素の文脈で説明されていたとしても、これらの機能的要素は、
１つの集積回路（ＩＣ）内、または複数の集積回路（ＩＣ）内で具体化されてもよい。同
様に、別個の要素として示されていても、いくつかまたは全ての要素は、例えば、任意の
様々な適切な記憶媒体内に具体化されているソフトウェアであって、１または複数のステ
ップに対応する関連付けられたソフトウェアを実行するデジタル信号プロセッサまたは汎
用プロセッサ等の、保存されているプログラムによって制御されているプロセッサ内に実
装されてもよい。さらに、本発明の原理は、例えば、地上放送波、衛星、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ－Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）、携帯電話等の、様々なタイプの有線及び無線通信
システムに適用可能である。実際、本発明の概念は、固定または携帯受信器に適用可能で
ある。従って、様々な変更を例示の実施形態に対して行うことが可能であり、他の構成も
本発明の精神及び範囲から逸脱することなく考え出すことが可能であることが理解される
べきである。
　本発明の好ましい態様を以下に示す。
付記１．第１の層及び第２の層において伝送されるエンコーディングされたデジタルビデ
オ信号を再生する方法であって、前記第２の層は前記第１の層の解像度、フレームレート
及び品質のうちの少なくとも１つを向上させる情報を含み、前記方法が、
　前記第２の層のデータユニットを受信するステップと、
　前記第２の層の当該受信されたデータユニットを保存するステップと、
　前記第２の層のデータユニットに対応する第１の層のデータユニットを受信するステッ
プと、
　前記第１の層の更なるデータユニットを受信する間に前記第１の層のデータユニットを
前記第２の層の対応するデータユニットと結合するステップであって、前記第２の層のデ
ータユニットは、前記第１の層の対応するデータユニットが受信される前に受信されて保
存される、ステップと、
　前記結合されたデータユニットをデコーディングすることによって出力ビデオフレーム
を生成するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
付記２．前記結合されたデータユニットのデコーディングが許可されていることをインジ
ケータが示している場合に、前記第２の層のデータユニットが保存されることを特徴とす
る付記１に記載の方法。
付記３．ユーザ入力を受信して、前記結合されたデータユニットのデコーディングの許可
または前記結合されたデータユニットのデコーディングの不許可のうちの１つに前記イン
ジケータを設定するステップをさらに含むことを特徴とする付記２に記載の方法。
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付記４．前記第１の層のデータユニットの受信に応答して前記第２の層の前記保存された
データユニットを含むファイルを特定するステップと、
　前記第２の層のデータユニットを検索するために前記ファイルにアクセスするステップ
と
　をさらに含むことを特徴とする付記１に記載の方法。
付記５．前記第１の層及び前記第２の層のデータユニットがデジタルサンプルを含み、前
記結合するステップが、
　マッチング同期化情報を有する前記第１の層内のデジタルサンプル及び前記第２の層内
のデジタルサンプルを特定するステップを含むことを特徴とする付記１に記載の方法。
付記６．前記第２の層のデータユニットは、メディアコンテナファイル内に含まれている
ことを特徴とする付記１に記載の方法。
付記７．前記メディアコンテナファイルは、ＭＰ４ファイルであることを特徴とする付記
６に記載の方法。
付記８．前記第１の層のデータユニットは、リアルタイムプロトコルに従ったパケットの
ストリーム内で伝送されることを特徴とする付記１に記載の方法。
付記９．前記デジタルビデオ信号がスケーラブルビデオコーディングに従ってエンコーデ
ィングされ、前記第１の層はベース層であり、前記第２の層はエンハンスメント層である
ことを特徴とする付記１に記載の方法。
付記１０．前記ベース層は標準解像度ビデオを伝送し、前記エンハンスメント層は高解像
度ビデオを伝送することを特徴とする付記９に記載の方法。
付記１１．第１の層及び第２の層において伝送されるエンコーディングされたデジタルビ
デオ信号を再生する装置であって、前記第２の層は、前記第１の層の解像度、フレームレ
ート及び品質のうちの少なくとも１つを向上させる情報を含み、前記装置が、
　前記第１の層及び前記第２の層のデータユニットを受信する受信器と、
　前記第２の層の当該受信されたデータユニットを保存するメモリと、
　前記第１の層の更なるデータユニットを受信する間、前記第１の層のデータユニットを
前記第２の層の対応するデータユニットに結合する結合器であって、前記第２の層のデー
タユニットは、前記第１の層の対応するデータユニットが受信される前に受信されかつ保
存される、結合器と、
　前記結合されたデータユニットをデコーディングすることによって出力ビデオフレーム
を生成するデコーダと
　を含むことを特徴とする装置。
付記１２．当該結合されたデータユニットのデコーディングが許可されているとインジケ
ータが示している場合に、前記第２の層のデータユニットが保存されることを特徴とする
付記１１に記載の装置。
付記１３．ユーザインプットを受信して、前記結合されたデータユニットのデコーディン
グの許可または前記結合されたデータユニットのデコーディングの不許可のうちの１つに
前記インジケータを設定するインタフェースをさらに含むことを特徴とする付記１２に記
載の装置。
付記１４．前記第１の層のデータユニットの受信に応答して前記第２の層の当該保存され
たデータユニットを含むファイルを特定しかつ前記第２の層のデータユニットを検索する
ために前記ファイルにアクセスするファイルリーダをさらに含むことを特徴とする付記１
１に記載の装置。
付記１５．前記第１の層及び前記第２の層のデータユニットがデジタルサンプルを含み、
前記装置が、
　マッチング同期化情報を有する前記第１の層内のデジタルサンプル及び前記第２の層内
のデジタルサンプルを特定する同期化器を含むことを特徴とする付記１１に記載の装置。
付記１６．前記第２の層のデータユニットは、メディアコンテナファイル内に含まれるこ
とを特徴とする付記１１に記載の装置。
付記１７．前記メディアコンテナファイルは、ＭＰ４ファイルであることを特徴とする付
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付記１８．前記第１の層のデータユニットが、リアルタイムプロトコルに従ったパケット
のストリームで前記受信器に伝送されることを特徴とする付記１１に記載の装置。
付記１９．前記デジタルビデオ信号がスケーラブルビデオコーディングに従ってエンコー
ディングされ、前記第１の層がベース層であり、前記第２の層がエンハンスメント層であ
ることを特徴とする付記１１に記載の装置。
付記２０．前記ベース層が標準解像度ビデオを伝送し、前記エンハンスメント層が高解像
度ビデオを伝送することを特徴とする付記１９に記載の装置。
付記２１．第１の層及び第２の層において伝送されるエンコーディングされたデジタルビ
デオ信号を再生する装置であって、前記第２の層が前記第１の層の解像度、フレームレー
ト及び品質のうちの少なくとも１つを向上させる情報を含み、前記装置が、
　第２の層のデータユニットを受信する手段と、
　前記第２の層の当該受信されたデータユニットを保存する手段と、
　前記第２の層のデータユニットに対応する前記第１の層のデータユニットを受信する手
段と、
　前記第１の層の更なるデータユニットを受信する間、前記第１の層のデータユニットと
前記第２の層の対応するデータユニットとを結合する手段であって、前記第２の層のデー
タユニットが、前記第１の層の対応するデータユニットが受信される前に、受信されかつ
保存される、手段と、
　前記結合されたデータユニットをデコーディングすることによって出力ビデオフレーム
を生成する手段と
　を含むことを特徴とする装置。
付記２２．前記結合されたデータユニットのデコーディングが許可されているとインジケ
ータが示している場合に、前記第２の層のデータユニットが保存されることを特徴とする
付記２１に記載の装置。
付記２３．ユーザ入力を受信して、前記結合されたデータユニットのデコーディングの許
可または前記結合されたデータユニットのデコーディングの不許可のうちの１つに前記イ
ンジケータを設定する手段をさらに含むことを特徴とする付記２２に記載の装置。
付記２４．前記第１の層のデータユニットの受信に応答して前記第２の層の前記保存され
たデータユニットを含むファイルを特定しかつ前記第２の層のデータユニットを検索する
ために前記ファイルにアクセスする手段をさらに含むことを特徴とする付記２１に記載の
装置。
付記２５．前記第１の層及び前記第２の層のデータユニットがデジタルサンプルを含み、
前記装置が、
　マッチング同期化情報を有する前記第１の層内のデジタルサンプル及び前記第２の層内
のデジタルサンプルを特定する手段を含むことを特徴とする付記２１に記載の装置。
付記２６．前記第２の層のデータユニットがメディアコンテナファイル内に含まれている
ことを特徴とする付記２１に記載の装置。
付記２７．前記メディアコンテナファイルがＭＰ４ファイルであることを特徴とする付記
２６に記載の装置。
付記２８．前記第１の層のデータユニットがリアルタイムプロトコルに従ったパケットの
ストリームで伝送されることを特徴とする付記２１に記載の装置。
付記２９．前記デジタルビデオ信号が、スケーラブルビデオコーディングに従ってエンコ
ーディングされ、前記第１の層がベース層であり、前記第２の層がエンハンスメント層で
あることを特徴とする付記２１に記載の装置。
付記３０．前記ベース層が標準解像度ビデオを伝送し、前記エンハンスメント層が高解像
度ビデオを伝送することを特徴とする付記２９に記載の装置。
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