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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル加入者線（ＤＳＬ）ネットワーク上を配送されたビデオストリームを診断する
ための方法であって、
　ビデオストリームに対応する少なくとも非物理層管理データおよび物理層管理データを
受信するステップと、
　対応する時間枠に対して前記受信された管理データをグループ化するステップと、
　少なくとも前記非物理層管理データおよび前記物理層管理データの関数としてメトリッ
ク情報を計算するステップと、
　性能閾値と前記計算されたメトリック情報を比較し、比較に基づいて性能欠陥があるか
どうか判定するステップと、
　性能欠陥があると判定したことに応答して前記物理層における問題があるかどうか判定
するステップと、
　前記物理層における問題があると判定したことに応答して前記ＤＳＬネットワークの少
なくとも１つのＤＳＬ構成を変更するステップと、を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、非物理層データが、イーサネット（登録商標）、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ），ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ），リアルタイ
ムプロトコル（ＲＴＰ）、動画像専門家グループトランスポートストリームＭＰＥＧ－Ｔ
Ｓ、動画像専門家グループ（ＭＰＥＧ）ペイロード、データ、リンク、ネットワーク、ト
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ランスポート、セッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層、のうちの少
なくとも一つと関連するデータに対応する、ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記非物理層管理データが、加入者帯域幅使用データ
、ＭＰＥＧエラーデータ、受信パケット、受信バイト、損失パケット、損失率、破損パケ
ット、オーバラン、アンダーラン、受信到着間隔ジッター、平均受信到着間隔、およびパ
ケット不連続性カウンタ、のうちの少なくとも一つを含む、ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記物理層管理データが、ＤＳＬ物理層からのパラメ
ータであり、該パラメータが、報告されたＩＮＰ、報告された遅延、報告されたデータレ
ート、フルイニットカウンタ、失敗したフルイニットカウンタ、ショートイニットカウン
タ、失敗したショートイニットカウンタ、ＦＥＣＳ－Ｌカウンタ、ＥＳ－Ｌカウンタ、Ｓ
ＥＳ－Ｌカウンタ、ＬＯＳＳ－Ｌカウンタ、ＵＡＳ－Ｌカウンタ、ＦＥＣＳ－ＬＦＥカウ
ンタ、ＥＳ－ＬＦＥカウンタ、ＳＥＳ－ＬＦＥカウンタ、ＬＯＳＳ－ＬＦＥカウンタ、Ｕ
ＡＳ－ＬＦＥカウンタ、ＣＶ－Ｃカウンタ、ＦＥＣ－Ｃカウンタ、ＣＶ－ＣＦＥカウンタ
、ＦＥＣ－ＣＦＥカウンタ、ＣＲＣ－Ｐカウンタ、ＣＲＣＰ－Ｐカウンタ、ＣＶ－Ｐカウ
ンタ、ＣＶＰ－Ｐカウンタ、ＣＲＣ－ＰＦＥカウンタ、ＣＲＣＰ－ＰＦＥカウンタ、ＣＶ
－ＰＦＥカウンタ、およびＣＶＰ－ＰＦＥカウンタ、のうちの少なくとも一つである、こ
とを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記性能閾値が、予め収集されたデータに基づいて調
整される、ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、さらに、帯域幅使用情報を受信し、前記帯域幅使用情
報の受信に応答して前記性能閾値を調整するステップ、を含む方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　ビデオストリ－ミングクライアントにおけるエラー回復、エラーコンシールメント、ま
たはエラー回復およびエラーコンシールメントの両方が、前記判定された性能欠陥を適切
に軽減することができるかどうか判定するステップと、
　前記ビデオストリーミングクライアントにおけるエラー回復、エラーコンシールメント
、またはエラー回復およびエラーコンシールメントの両方を実行するために前記少なくと
も一つのＤＳＬ構成を変更するステップと、を含む方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、さらに、ストリーミングビデオクライアントにおける
エラー回復、エラーコンシールメント、またはエラー回復およびエラーコンシールメント
が前記性能欠陥を適切に軽減することができる場合、前記物理層内にある問題を診断する
ステップ、を含む方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　少なくとも一つのＤＳＬ設定を選択するステップと、
　前記選択された少なくとも一つのＤＳＬ設定が実現可能かどうかを判定するステップと
、を含む方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、さらに、
　正味符号化利得を推定するステップと、
　前記正味符号化利得の推定に応答して前記少なくとも一つのＤＳＬ設定が実現可能かど
うか判定するステップと、を含む方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法であって、さらに、前記少なくとも一つのＤＳＬ設定が実現可能
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な時、前記少なくとも一つのＤＳＬ構成を変更するステップ、を含む方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の方法であって、さらに、最小ＩＮＰ、最大遅延、目標データレート、
最大データレート、最小データレート、目標ノイズマージン、最大ノイズマージンおよび
最小ノイズマージン、のうちの少なくとも一つを、アップストリーム、ダウンストリーム
、またはアップストリームおよびダウンストリームの両方に設定するステップ、を含む方
法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、ビデオストリームが、ビデオおよびオーディオストリ
ーム、テレビストリームおよびインターネットプロトコルテレビ（ＩＰＴＶ）ストリーム
、のうちの少なくとも一つを含む、ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　ビデオストリームＤＳＬアナライザであって、
　ビデオストリームに対応する少なくとも非物理層管理データおよぶ物理層管理データを
受信する受信手段と、
　対応する時間枠に対して前記受信された管理データをグループ化し、少なくとも前記非
物理層管理データおよび前記物理層管理データの関数としてメトリック情報を計算する、
前記受信手段に接続される生成手段と、
　性能閾値と前記計算されたメトリック情報を比較し、比較に基づいて性能欠陥があるか
どうか判定する手段と、
　性能欠陥があると判定したことに応答して前記物理層における問題があるかどうか判定
する手段と、
　前記物理層における問題があると判定したことに応答してＤＳＬ構成を変更する手段と
、を備えることを特徴とするアナライザ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この特許出願は、２００６年５月１日に出願の名称「ＤＳＬシステム」の米国特許仮出
願第６０／７９６，３７１号に対する優先権を主張する。米国特許仮出願第６０／７９６
，３７１号は、本願明細書に全体として引用したものとする。
【０００２】
　この開示は、一般に通信ネットワーク、システムまたはその任意の組合せに、および、
より詳しくはビデオストリーミング診断のための方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＩＰＴＶ（インターネットプロトコルテレビ）は、デジタル加入者線（ＤＳＬ）回線の
ような消費者ブロードバンド接続を介したインターネットプロトコルを使用してテレビジ
ョン信号をブロードキャストするための技術である。ＩＰＴＶは、ライブのＴＶ（マルチ
キャスト）、同じく格納されたビデオ（ビデオオンデマンドＶＯＤ）の両方を指す。基本
的に、ＩＰＴＶ用のＤＳＬ物理層は、高速インターネットを供給するためのものと同一で
ある。実際問題として、要求される性能目標はＩＰＴＶと高速インターネットとの間でか
なり異なる。したがって、高速インターネットサービスのために設計されるＤＳＬ診断ツ
ールは、ＩＰＴＶサービスに適切でないかもしれない。例えば、物理層内の少数のエラー
は、ウェブサーファによって気がつかれないかもしれないが、ＩＰＴＶ視聴者にとって不
満足な経験をもたらすかもしれない。対照的に、ウェブサーフィン中にエラーが生じる場
合、損失パケットはほとんどの場合顧客がエラーに気づくことなく再送信を通して受信さ
れることができる。しかしながら、ＩＰＴＶにとって、一旦訂正不能エラーが生じるなら
ば、顧客は直ちにそれに気がつく。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ＩＰＴＶプロバイダのような、ビデオストリーミングを使用するコンテンツプロバイダ
は、それらのアプリケーションをＤＳＬサービスプロバイダから独立して維持する。結果
として、ＤＳＬサービスプロバイダは一般的に物理層より上の問題を診断しない。対照的
に、コンテンツプロバイダはそれ自身のアプリケーションを維持して、一般的に物理層の
問題を診断しない。物理層は、オープンシステム相互結合基本参照モデル（ＯＳＩ）内に
規定される７つの抽象層の１つである。７つの層は、物理、リンク、ネットワーク、トラ
ンスポート、セッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層として一般に公
知である。しかしながら、ビデオストリーミングエラーは７つの層のうち複数のものから
生じるかもしれない。この問題に対する以前の解決策は、複数の層からのデータの利用可
能性を無視し、それは、しばしば信頼できないＩＰＴＶサービスをもたらす可能性がある
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ビデオストリームＤＳＬアナライザが、少なくとも非物理層管理データおよび物理層管
理データを受信して、これに応答してメトリック情報を生成する。生成されたメトリック
情報は、ビデオストリーム情報の性能を特徴づけるかまたは必要に応じて任意の問題を診
断するのに用いられる。メトリック情報に応答して、ビデオストリームＤＳＬアナライザ
は性能を向上させるために一又はそれ以上のＤＳＬ構成（複数構成）を変更する。例えば
、ビデオストリーミングプロトコルはオープンシステム相互結合基本参照モデル（ＯＳＩ
）に従うことができる。ビデオストリームＤＳＬアナライザは、複数層上のＤＳＬ診断を
実行する。診断は、物理および非物理層管理データ（すなわちリンク、ネットワーク、ト
ランスポート、セッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層）の両方に応
答して実行される。管理データは、ＤＳＬネットワークの一又はそれ以上の要素の性能を
監視するか、診断するかまたは制御するのに適切な任意のデータを指す。一実施態様によ
れば、物理およびアプリケーション層が診断されるが、しかし、物理および非物理層の任
意の組合せが診断されることができる。別の実施態様によれば、ビデオストリームＤＳＬ
アナライザは７つの可能な層のうち任意の２つに関するＤＳＬ診断を実行する。したがっ
て、７つの層からの２つの層の任意の組合せによるデータが、メトリック情報を生成する
のに用いられることができる。
【０００６】
　ビデオストリームＤＳＬアナライザは、性能の問題および複数層に関する問題を診断し
て、対応する複数層のパラメータを最適化するように使用可能である。ビデオストリーム
ＤＳＬアナライザは、ビデオストリーミングを高速インターネットサービス上でサポート
するいくつかのＤＳＬ診断ツールの１つである。これらの診断ツールは、このビデオスト
リーミングサービスが任意の適切な性能要件に従うビデオ品質を提供することを確実にす
る。例えば、この診断ツールは、ビデオストリーミングサービスが既存のブロードキャス
ト、衛星またはケーブルテレビサービスと同じくらい安定した、またはこれらより安定し
たビデオ品質を提供することを確実にする。このビデオストリームＤＳＬアナライザによ
って、さらに、サービスプロバイダが、ビデオストリーミングサービスを配信するために
、ＤＳＬ回線上で特定のデータレートを保証することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　ここで使用する用語「ＤＳＬ」は、例えば非対称ＤＳＬ（ＡＤＳＬ）、高速ＤＳＬ（Ｈ
ＤＳＬ）、対称ＤＳＬ（ＳＤＳＬ）または超高速ＤＳＬ（ＶＤＳＬ１およびＶＤＳＬ２）
のようなさまざまなＤＳＬ技術またはその変形のいずれかを指す。この種のＤＳＬ技術は
、例えばＡＤＳＬモデム用の国際電気通信連合（ＩＴＵ）規格Ｇ．９９２．１（別名Ｇ．
ｄｍｔ）、ＡＤＳＬ２モデム用の国際電気通信連合（ＩＴＵ）規格Ｇ．９９２．３（別名
Ｇ．ｄｍｔ．ｂｉｓ）、ＡＤＳＬ２＋モデム用の国際電気通信連合（ＩＴＵ）規格Ｇ．９
９２．５（別名Ｇ．ａｄｓｌ２ｐｌｕｓ）、ＶＤＳＬモデム用の国際電気通信連合（ＩＴ
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Ｕ）規格Ｇ．９９３．１（別名Ｇ．ｖｄｓｌ）、ＶＤＳＬ２モデム用の国際電気通信連合
（ＩＴＵ）規格Ｇ．９９３．２、ハンドシェークを実施するモデム用の国際電気通信連合
（ＩＴＵ）規格Ｇ．９９４．１（Ｇ．ｈｓ）、ＤＳＬモデムの管理用のＩＴＵ　Ｇ．９９
７．１（別名Ｇ．ｐｌｏａｍ）規格または任意の適切な組合せのような適用可能な規格に
従って、一般に実現される。
【０００８】
　ここで使用する用語「動作する」は動作の可能な、もしくは実際のところ動作中の装置
、またはその任意の組合せを言う。例えば、停止されているかパワーオフされている装置
は動作を実行するように「動作する」、すなわち装置がスイッチを入れられると、動作を
実行することが可能である。したがって、たとえ装置がパワーオフされているかまたは他
に停止されていても、装置は予めプログラムされたハードウェアまたはソフトウェアプロ
グラムされたハードウェア、または、その任意の組合せによってある機能を実行するよう
に「動作する」。他の意味がこれらの用語の使用の文脈から推測されることができるとは
いえ、用語「信号」は一般的にアナログ信号を指し、用語「データ」は一般的にデジタル
データを指し、および、用語「情報」はアナログ信号またはデジタル信号のどちらかを指
すことができる。
【０００９】
　図１は、一実施態様によるビデオストリームＤＳＬアナライザ１００のブロック図であ
る。ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は、ＤＳＬコンフィグレータ１２０に接続
されるメトリック情報発生器１１０を含む。一実施態様によれば、ビデオストリームＤＳ
Ｌアナライザ１００はネットワーク管理システムサーバのようなコンピュータサーバ、ま
たは他の適切なコンピュータの一部であることができる。ビデオストリームＤＳＬアナラ
イザ１００は、また、マイクロプロセッサのような、一又はそれ以上の適切にプログラム
されたプロセッサであることができ、したがって、実行される時、ビデオストリームＤＳ
Ｌアナライザ１００に本願明細書に記載されている動作を実施させる実行可能命令を含有
する関連メモリを含む。
【００１０】
　図２は、一実施態様によるＤＳＬネットワーク上のビデオストリームを診断する方法の
流れ図である。この方法は、図１内に示されるビデオストリームＤＳＬアナライザ１００
によって実施されることができる。しかしながら、その他の適切な構成がまた、使われる
ことができる。ステップ２１０で始まるこの方法は一連の動作として記載されているが、
動作は任意の適切な順序で実行されることができて、任意の適切な組合せで繰り返される
ことができることは認識されよう。
【００１１】
　図２のブロック２１０に、および、図１のブロック図内に示すように、メトリック情報
発生器１１０は少なくとも非物理層管理データ１３０および物理層管理データ１４０を受
信する。物理層管理データ１４０は、ＯＳＩモデルの物理層に関連した情報に対応するこ
とができる。非物理層管理データ１３０は、リンク、ネットワーク、トランスポート、セ
ッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層のような、任意の対応する非物
理ＯＳＩ層に関連したデータに対応することができる。一実施態様によれば、非物理層管
理データ１３０は以下の任意の組合せを含む：加入者帯域幅使用、ＭＰＥＧエラーデータ
、受信パケット、受信バイト、損失パケット、損失率、破損パケット、オーバラン、アン
ダーラン、受信到着間隔ジッター、平均受信到着間隔、受信パケット、パケット不連続カ
ウンタまたはその他の適切なデータ。例えば、「ＴＲ－０６９使用可能なＳＴＢのための
データモデル、ＷＴ－１３５改訂３版、２００６年２月」と名付けられたＤＳＬフォーラ
ムが、セットトップボックス（ＳＴＢ）を監視して、制御するためのデータモデルを規定
する。一実施態様によれば、上記した非物理層管理データ１３０はこのデータモデル内の
ＩＰＴＶサービスに関連したパラメータとしてリストされるが、しかし、任意の適切なビ
デオストリーミングサービスからのデータが使われることができる。例えば、これらのパ
ラメータがＩＰＴＶ配信問題のようなビデオストリーミング問題を診断するために使われ
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【００１２】
　一実施態様によれば、物理層管理データ１４０は以下の任意の組合せである：報告され
たＩＮＰ、報告された遅延、報告されたデータレート、フルイニット(full inits)カウン
タ、失敗したフルイニットカウンタ、ショートイニット(short inits)カウンタ、失敗し
たショートイニットカウンタ、ＦＥＣＳ－Ｌカウンタ、ＥＳ－Ｌカウンタ、ＳＥＳ－Ｌカ
ウンタ、ＬＯＳＳ－Ｌカウンタ、ＵＡＳ－Ｌカウンタ、ＦＥＣＳ－ＬＦＥカウンタ、ＥＳ
－ＬＦＥカウンタ、ＳＥＳ－ＬＦＥカウンタ、ＬＯＳＳ－ＬＦＥカウンタ、ＵＡＳ－ＬＦ
Ｅカウンタ、ＣＶ－Ｃカウンタ、ＦＥＣ－Ｃカウンタ、ＣＶ－ＣＦＥカウンタ、ＦＥＣ－
ＣＦＥカウンタ、ＣＲＣ－Ｐカウンタ、ＣＲＣＰ－Ｐカウンタ、ＣＶ－Ｐカウンタ、ＣＶ
Ｐ－Ｐカウンタ、ＣＲＣ－ＰＦＥカウンタ、ＣＲＣＰ－ＰＦＥカウンタ、ＣＶ－ＰＦＥカ
ウンタ、ＣＶＰ－ＰＦＥカウンタまたはその他の適切なデータ。
【００１３】
　非物理層は、以下の少なくとも１つと対応する：イーサネット（登録商標）、ＩＰ、Ｕ
ＤＰ、ＲＴＰ、ＭＰＥＧ－ＴＳ、ＭＰＥＧペイロード、データ、リンク、ネットワーク、
トランスポート、セッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層。代替実施
態様によれば、ビデオストリームおよび対応する非物理層管理データ１３０および物理層
管理データ１４０は開放型システム間相互接続基本参照モデル（ＯＳＩ）の全部または一
部に従うことができる。一実施態様によれば、メトリック情報発生器１１０は７つの可能
なＯＳＩ抽象層のうち任意の２つから情報を受信する。したがって、受信された管理デー
タ１３０、１４０は物理層管理データに限られず、任意の適切なビデオストリーミングプ
ロトコルに対して７つの層のうち任意の２つの層の任意の有効な層の組合せを含むことが
できる。
【００１４】
　下のテーブルは、一実施態様によって、ＶＤＳＬ２に利用できるＤＳＬ初期化メトリッ
クスとして、物理層管理データ１４０を例示する。このテーブルは物理層管理データ１４
０として例示のＤＳＬ初期化メトリックスをリストするが、しかし、その他のメトリック
スまたは類似したＤＳＬエラーメトリックスが同様に使われることができる。一実施態様
によれば、物理層管理データ１４０によってビデオストリームＤＳＬアナライザ１００が
ビデオストリーミングを配信するための物理層の信頼性を推定することができる。例えば
、要素管理システム（ＥＭＳ）、自動構成サーバ（ＡＣＳ）またはその任意の組合せは、
後で詳しく述べるようにネットワークエラーメトリックスを導き出すためにビデオストリ
ームＤＳＬアナライザ１００にＤＳＬエラーメトリックスを供給することができる。これ
らのＤＳＬ初期化メトリックスは、例えば、５、１０、１５分ごとの間隔でまたは任意の
間隔で、更に、現在のおよび過去の１日間隔に対してまたは任意の適切な間隔に対して、
報告されることができる。大きいカウントの初期化試行を示す初期化履歴は、時間変化す
る定常ノイズの徴候である可能性がある。
【００１５】
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【表１】

【００１６】
　図２のブロック２２０に、および、図１のブロック図内に示すように、メトリック情報
発生器１１０は非物理層管理データ１３０および物理層管理データ１４０に応答してメト
リック情報１５０を生成する。例えば、複数ソースから得られる非物理層管理データ１３
０および物理層管理データ１４０が、任意のビデオストリーム劣化の根本的原因を診断し
て、判定するために相関させられるかまたは組み合わせられることができる。
【００１７】
　メトリック情報１５０を算出するための一例が、提供される。しかしながら、メトリッ
ク情報１５０を算出するための任意の代替技法が、使われることができる。一実施態様に
よれば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は、メトリック情報１５０を受信され
た管理データ１３０、１４０のうちの少なくとも１つに直接設定することができる。例え
ば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は、メトリック情報１５０をパケット損失
、遅延、エラー率または受信された任意の適切な性能メトリックに直接設定することがで
きる。一代替実施態様によれば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は対応する時
間枠に対して受信された管理データ１３０、１４０をグループ化するかまたはさもなけれ
ば受信された管理データ１３０、１４０を同期させるかもしくは変換する。さらに別の実
施態様によれば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は受信された管理データ１３
０、１４０のうちの少なくとも２つの関数としてメトリック情報１５０を計算するかまた
は生成する。この関数は、本譲受人によって所有されかつ、参照によって本願明細書に組
み込まれる本願と同じ出願日を有する、代理人整理番号２０１０３／０７２７；Ｐ３９を
有する名称「通信システムを特徴づけるために複数ソースからのデータを組み合わせる方
法と装置」の同時係属出願にて説明したように、平均計算、ベイジアン計算、または任意
の適切な関数であることができる。更に、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は本
願明細書に記載されている実施態様の任意の組合せまたはその他の適切な関数または組合
せを使用してメトリック情報１５０を計算するかまたは生成する。
【００１８】
　さらに別の実施態様によれば、メトリック情報１５０はパケット損失率であることがで
きる。この場合もやはり、メトリック情報１５０は任意の適切なメトリック組合せまたは
遅延、帯域幅使用、パケット不連続性、パケットサイズのようなパラメータ、または、任
意の適切な性能メトリックであることができる。例えば、パケット損失率はコード違反カ
ウント（ＣＶ－ＣおよびＣＶ－ＣＦＥ）から導き出されることができる。コード違反カウ
ント導出はＶＤＳＬ１およびＶＤＳＬ２に対して異なるが、これはコード違反の定義がこ
れらの規格の間で異なるからである。パケット損失率を算出する例示のが下記に与えられ
るとはいえ、計算のためのベースとして使われる技法並びにデータは、例えば、所望の性
能特性、利用可能なデータおよび関連する特定のプロトコルまたはＯＳＩレイヤーによっ
て異なるものとすることができる。
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【００１９】
　ＶＤＳＬ１では、ＣＶ－ＣおよびＣＶ－ＣＦＥカウンタは少なくとも一つのＤＳＬエラ
ーを含むＶＤＳＬ１スーパーフレームの数を収集することができる。その他の適切なメト
リック、データ、カウンタまたは情報が、物理層管理データ１４０として使われることが
できる。例えば、１５分の期間（任意の適切な期間が使われることができる）内のイーサ
ネットフレームの総数を以下と等しくする：
【００２０】
【数１】

【００２１】
　例示的な低エラー率シナリオにおいて、１つのＣＲＣエラーは、１つのイーサネットフ
レームだけがＤＭＴスーパーフレームにつき破損していることを意味する。例示的な高エ
ラー率シナリオにおいて、各ＣＲＣエラーは、ＤＭＴスーパーフレームにまたがる全ての
イーサネットフレームが破損していることを意味する。ここで、正味データレートがＶＤ
ＳＬアプリケーションの範囲内にあるとすると、ＤＭＴスーパーフレームあたりイーサネ
ットフレームの数は、１より大きい。（これは、４．３６４８Ｍｂｐｓより大きい正味デ
ータレートに対応する。）これがあてはまらないならば、２つのＣＲＣエラーは１つだけ
のイーサネットフレームエラーをもたらすであろう。
【００２２】
　例示的な低エラー率シナリオを想定すると、１５分の間隔内の総イーサネットフレーム
に対する破損したイーサネットフレームの比率は、以下にほぼ等しい：
【００２３】

【数２】

【００２４】
　例示的な高エラー率シナリオを想定すると、１５分の間隔内の総イーサネットフレーム
に対する破損したイーサネットフレームの比率は、以下にほぼ等しい：
【００２５】
【数３】

【００２６】
　イーサネットフレーム損失率の上記の推定値は、続いて上位層のパケット形式に対する
損失率に変換されることができる。例えば、７つのＭＰＥＧ－ＴＳパケットがイーサネッ
トフレーム内に一般的に含まれることを知ることによって、ＭＰＥＧ－ＴＳ損失率を計算
することができる。このように、ＤＳＬエラーメトリックスを上位層フレームエラー率に
、および、最終的にはビデオフレームエラー率に変換することができる。
【００２７】
　ＶＤＳＬ２では、フレーミング方法はＶＤＳＬ１とは完全に異なり、それはＣＶカウン
トの解釈に関する多くの含意を有する。２つのレーテンシ経路およびしたがって、２つの
フレーミング動作がある。基本のフレーミングユニットは、オーバヘッドバッファ、ベア
ラチャネル０のバッファおよびベアラチャネル１のバッファからのバイトから成るＭｕｘ
データフレーム（ＭＤＦ）である。Ｍｐ　ＭＤＦを組み合わせることによって、ＲＳ符号
語のペイロードが形成され、および、パリティバイトが加えられる。Ｔｐ／Ｍｐ　ＲＳ符
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号語を組み合わせることによって、「符号語のグループ」が形成される。Ｕｐ「符号語の
グループ」を組み合わせ上げることによって、「符号語のスーパーグループ」が形成され
る。この種の「スーパーグループ」内の合計バイト数は、（ＵｐｘＴｐ／Ｍｐ）とＲＳ符
号語当たりのバイト数の積であり、ＰＥＲＢｐとして規定される。
【００２８】
　各ＭＤＦは、複数のオーバヘッドバイトを有する。Ｔｐ／Ｍｐ　ＲＳ符号語のＭＤＦ内
に含まれるオーバヘッドバイトは、ＯＨサブフレームを形成する。Ｕｐ　ＯＨサブフレー
ムの組合せ（各「符号語のグループ」に対して１つ）が、ＯＨフレームを与える。ＯＨフ
レームのフォーマットは、ＣＲＣバイトを含むと見られることができる。このＣＲＣバイ
トは、ＲＳ符号語の「スーパーグループ」のＰＥＲＢｐバイトに基づいて計算される。
【００２９】
　ＣＲＣバイトがその上に計算される「メッセージ」は可変長を有し、それは以下に示す
ように表される。
【００３０】

【表２】

【００３１】
　したがって、ＣＶカウントはエラーがＰＥＲＢｐバイトと等しい「データブロック」内
にあることを意味する。このデータブロックは、オーバヘッドバイトおよびＲＳパリティ
バイトを含む。実際的な総データレートに対して、ＰＥＲＢｐが１７，０００バイトによ
って下限付けされることが分かる。この「データブロック」の正確な持続時間を算出する
ことは、パラメータ（Ｔｐ、ＭｐおよびＵｐ）の知識を必要とする。このデータが利用で
きない場合、この種の持続期間についての知識を仮定して、次いで、イーサネットフレー
ム損失率計算はＶＤＳＬ１に関しての類似した導出を使用するであろう。
【００３２】
　一実施態様によれば、任意選択のボック２３０に示すように、ＤＳＬコンフィグレータ
１２０は生成されたメトリック情報１５０を受信して、これに応答して、少なくとも一つ
のＤＳＬ構成を変更するように動作する。ＤＳＬコンフィグレータ１２０はＤＳＬ構成デ
ータ１６０を生成してビデオストリームの性能を特徴づけ、問題（複数の問題）またはそ
の任意の組合せを修正する。一実施態様によれば、ＤＳＬ構成データ１６０に応答して、
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ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は性能を向上させるために一又はそれ以上のＤ
ＳＬ構成（複数構成）を変更する。ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は、７つの
層のうち任意の２つに関するＤＳＬ診断を実行する。例えば、診断は物理層管理データ１
４０および非物理層管理データ１３０（すなわちリンク、ネットワーク、トランスポート
、セッション、プレゼンテーションおよびアプリケーション層）の両方に応答して実行さ
れる。一実施態様によれば、物理およびアプリケーション層が診断されるが、しかし、物
理および非物理層の任意の組合せが診断されることができる。
【００３３】
　図３は、一実施態様によるＤＳＬシステム３００のブロック図である。ＤＳＬシステム
３００は、ＰＳＴＮ　３２０経由で顧客構内３１０に接続されるサービスプロバイダ位置
３０５の装置を含む。図示の例では、ＤＳＬサービスは従来の撚り線対銅電話線３１５経
由で例示の顧客構内３１０に与えられるかまたは与えられることができる。図３の例示の
電話線３１５は、一般加入電話網（ＰＳＴＮ）３２０の一部である。サービスプロバイダ
位置３０５は、ビデオストリームコンテンツ配信３０２、ビデオストリーミング配信サー
バ３０６、イーサネットスイッチ３０８および非ビデオサービス配信サーバ３９２を含む
。ビデオストリームコンテンツ配信３０２は、例えばテレビ局、ビデオストリームコンテ
ンツのプロバイダ、またはビデオストリーム３０４を生成するその他の適切なビデオスト
リームコンテンツプロバイダであることができる。ビデオストリーミング配信サーバ（複
数サーバ）３０６は、ビデオストリーム３０４を受信し、これに応答して、例えばインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）に従って、ビデオストリーム３０４をフォーマットし、かつ
、サービス配信システム３６５に配信されるビデオストリーム３０７を供給する。同様に
、非ビデオサービス配信サーバ３９２は、例えば、インターネットサービスプロバイダ（
ＩＳＰ）または任意の適切なサーバから非ビデオコンテンツを受信し、インターネットプ
ロトコルに従って非ビデオコンテンツをフォーマットし、かつ非ビデオストリーム３９４
を生成する。サービス配信システム３６５は、少なくとも非ビデオストリーム３９４およ
び配信されたビデオストリーム３０７を受信して、これに応答してインターネットデータ
３６８を生成する。イーサネットスイッチ３０８は、インターネットデータ３６８を受信
して、最終的に適切な加入者装置３３２への送信のためにルーティングされたか切替えら
れたインターネットデータ３０９を送信する。
【００３４】
　顧客構内３１０は、例えば加入者装置３３２およびループ試験装置３４０に接続された
ＤＳＬモデム３３０を含む。用語「顧客構内」は、通信サービスがサービスプロバイダに
よって提供される位置を指す。ＤＳＬサービスを提供するのに用いられる例示の一般加入
電話網（ＰＳＴＮ）に対して、顧客構内は電話線のネットワーク終端装置（ＮＴ）側に位
置する。ここで使用される用語「ユーザ」、「加入者」または「顧客」は通信サービスま
たは装置が種々のサービスプロバイダ（複数プロバイダ）のいずれかによってそれに対し
て提供されるかまたは潜在的に提供されることができる人、企業または組織を指す。例示
の加入者装置３３２は、加入者がＤＳＬサービスまたはインターネットサービスをそこで
受信するかまたは利用する加入者の住居に設置されるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、
セットトップボックス（ＳＴＢ）、住宅用ゲートウェイまたはテレビを含む。
【００３５】
　サービスプロバイダ位置３０５は、ＤＳＬＡＭ（複数ＤＳＬＡＭ）３２５、金属の交差
接続を実施する配線盤３３５、ループ試験装置３４５および回線テスタ３５０を含む。一
実施態様によれば、例示のループ試験装置３４５はＤＳＬＡＭ　３２５によってもしくは
その中に、または任意の適切な構成要素によって実現されることができる。用語「サービ
スプロバイダ位置」は、ＤＳＬサービスがそこから提供される位置、またはＤＳＬサービ
スの提供に関するシステムまたは装置がそこに設置される位置を指す。例示のサービスプ
ロバイダは、通信サービスまたは通信機器を提供するか、販売するか、配給するか、処理
するかまたは保守する、電話事業会社、ケーブル事業会社、無線事業会社またはインター
ネットサービスプロバイダを含む。例示のＤＳＬＡＭ（複数ＤＳＬＡＭ）３２５は、とり
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わけ、さまざまなまたはいくつかのＤＳＬモデム（複数モデム）のいずれかを実現し、そ
の一つは電話線３１５経由で例示の顧客構内３１０にＤＳＬサービスを提供するのに用い
られるか、または用いられることができる。サービスプロバイダ位置３０５はさらに、自
動構成サーバ（ＡＣＳ）３６０、要素管理システム（ＥＭＳ）３５５、サービス保証シス
テム（ＳＡＳ）３７０、サービス配信システム３６５、データ収集・結合器（図示せず）
およびネットワーク管理システム（ＮＭＳ）３９０を含む。図３は一実施態様によるこれ
らの要素を示すが、しかし、これらの要素は任意の所望の方法で再割当されることができ
る。
【００３６】
　ループ試験装置３４０または回線テスタ３５０の任意の組合せが、電話線３１５の状態
を特徴づけるか、記述するかまたは示すさまざまな、信号、管理データ１３０、１４０、
情報またはパラメータ（複数パラメータ）の任意の数またはいずれかを測定するか、計算
するかまたは他に判定する。図３の図示の例において、例示のループ試験装置３４５は配
線盤３３５経由で電話線３１５に接続され、および、例示のループ試験装置３４０は顧客
構内３１０（すなわち家庭内の配信網）内に設置される電話配線に接続される。さらにま
たは代わりに、例示のループ試験装置３４５はＤＳＬＡＭ　３２５によってもしくはその
中、または任意の適切な構成要素によって実現されることができる。
【００３７】
　ＥＭＳ　３５５は、例示のＤＳＬＡＭ　３２５とＤＳＬモデム３３０との間に生じるＤ
ＳＬ通信に対する現在のまたは過去のＤＳＬ性能特性のような物理層管理データ１４０を
監視するか、測定するかまたは記録する。進行中の(ongoing)ＤＳＬサービスに対するＤ
ＳＬ性能データ、統計または情報のような物理層管理データ１４０が、種々の周知の技法
のいずれかを使用して例示のＤＳＬモデム３３０またはＤＳＬＡＭ　３２５によって測定
されることができるかまたはＥＭＳ　３５５に報告されることができる。例えば、それら
はＤＳＬモデムの管理のためのＩＴＵ　Ｇ．９９２．１（別名Ｇ．ｄｍｔ）規格に基づい
て、またはＩＴＵ　Ｇ．９９７．１（別名Ｇ．ｐｌｏａｍ）規格に基づいて測定されるこ
とができる。例示の性能データ、統計および情報は、以下の任意の組合せを含むが、これ
に限定されるものではない：ＥＭＳデータ、ＥＭＳ状態、ＨＬＯＧ、ＨＬＩＮ、ＱＬＮ（
クワイエットラインノイズ）、ＳＮＲ、ＬＡＴＮ（回線減衰）、ＳＡＴＮ（信号減衰）、
ノイズ、チャネル減衰、データレート、ＡＴＴＮＤＲ（達成可能データレート）、マージ
ン、ＣＶ（コード違反）、ＦＥＣ（前方誤り訂正）カウント、ＥＳ（エラー秒数）、ＳＥ
Ｓ（重大エラー秒数）、ＵＡＳ（使用不可秒数）、ＢＩＴＳ（ビット配分）、ＧＡＩＮＳ
（ファインゲイン）、ＴＳＳＩ（送信スペクトル成形）、ＭＲＥＦＰＳＤ（参照ＰＳＤ）
、送信パワー、送信ＰＳＤ、故障、初期化カウント、実遅延、実インパルスノイズ保護、
前方誤り訂正（ＦＥＣ）およびインタリービングデータ、インパルスノイズセンサデータ
、複数のＦＥＣエラー、マージン情報、データレート情報、チャネル伝達関数、ループ減
衰情報、ビット割当て情報、またはその他の適切な性能情報。物理層管理データ１４０は
、ＤＳＬ物理層特性に関連した性能情報、または、ＳＮＲ、ビット配分、データレート、
マージン、達成可能データレートもしくは任意の適切な情報を含むＤＳＬ－ＰＨＹ特性デ
ータを含む。図３の例において、ＤＳＬ性能データ、統計または情報のような物理層管理
データ１４０は、例えば、ＩＴＵ　Ｇ．９９４．１（別名Ｇ．ｈｓ）規格内に規定される
交換プロトコルを使用してＤＳＬサービス経由で例示のＤＳＬモデム３３０によって送信
される。さらにまたは代わりに、ＤＳＬ性能データ、統計または情報はＤＳＬフォーラム
文書ＴＲ－０６９において規定したように、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）／インターネ
ットプロトコル（ＩＰ）接続を介してＤＳＬモデム３３０によってＡＣＳ　３６０まで送
信されることができる。
【００３８】
　サービス配信システム（複数システム）３６５は、例えばビデオストリーミング、ＩＰ
テレビ（ＩＰＴＶ）、ビデオオンデマンド（ＶｏＤ）、ＩＰ電話（ＶｏＩＰ）のような種
々のサービスのいずれか、またはその任意のサービスの組合せを、例示の顧客構内３１０
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に提供するためにインターネットデータ３６８を生成する。ＳＡＳ　３７０は、例示のサ
ービス配信システム３６５によって提供されるサービスの品質、性能または特性を監視す
る。例えば、サービス配信システム３６５は適切な加入者装置に対するインターネットプ
ロトコルによる配信のためにインターネットデータ３９４および配信されるビデオストリ
ーム３０７を組み合わせて、フォーマットする。例えば、ＳＡＳ　３７０は、例えば、ビ
デオストリーム３０４の動画像専門家グループ（ＭＰＥＧ）統計値（例えばフレーム損失
など）、パケット損失率など、を監視する。
【００３９】
　上記の通りに、例示のＡＣＳ　３６０、例示の回線テスタ３５０、例示のＥＭＳ　３５
５、例示のＳＡＳ　３７０またはその任意の組合せは、電話線３１５経由でサービス配信
システム３６５、ＤＳＬＡＭ　３２５またはＤＳＬモデム３３０によって提供されるかま
たは提供可能な過去か、進行中か、または可能な将来のＤＳＬサービスを示すデータのソ
ースを表す。上記の通りに、例示のデータソース３５０、３５５、３６０、３７０は、例
示の電話線３１５の端部のいずれか一方または両方において、測定され、収集され、推定
され、判定されるデータ、または、その任意の組合せを含むことができる。図３の例示の
データソース３５０、３５５、３６０、３７０は、周期的または非周期的ベースでデータ
を収集して報告することができる。さらにまたは代わりに、データは、データまたは情報
に対するリクエストに応答して収集されて報告されることができる。データソース３５０
、３５５、３６０、３７０によって収集されるデータまたは情報は、図３の例示のＤＳＬ
システムの現在のまたは過去のスナップショット（複数スナップショット）を表すことが
できる。
【００４０】
　異なるデータ収集ソースによって使われるデータフォーマットは実質的に異なることが
できることに留意されたい。例えば、ＥＭＳ　３５５は１５分のＤＳＬエラーカウンタの
ような物理層管理データ１４０を報告することができ、ＡＣＳ　３６０は開始時刻以降の
ＤＳＬエラーを報告することができ、および、サービス保証サーバ３７０はＭＰＥＧフレ
ーム統計値を報告することができる。したがって、１つのタイプから別のタイプまで「変
換する」方法は多くの要因に従い広範囲にわたって変化して、かつ適用されることができ
る。更に、複数ソースから収集されるデータは同期されることができず、および、データ
比較が適切な時間間隔で行われるようにするために段階が踏まれなければならない。
【００４１】
　例示のデータソース３５０、３５５、３６０、３７０によって収集されるか、取得され
るか、測定されるか、計算されるか、推定されるか、受信される管理データ１３０、１４
０または情報、またはその任意の組合せが、関連性、完全性、信頼性、精度および適時性
（例えば、最近対古い）のような種々の要因のいずれかに影響を受ける可能性がある。例
示のデータソース３５０、３５５、３６０、３７０のいくつかは、本質的により高い精度
または信頼性を有し、したがって、図３の例示のＤＳＬシステムに関連した特定のパラメ
ータの決定により役立つことができる。例えば、例示の回線テスタ３５０内に含まれるＴ
ＤＲデータは、ＥＭＳ　３５５で利用できるチャネル減衰データまたはチャネル伝達関数
と比べて、ブリッジタップの検出またはパラメータ化に対して、より正確であるかまたは
より役立つことができる。
【００４２】
　示した例において、データソース３５０、３５５、３６０、３７０のうちの２つは関連
するか、類似するかまたは不完全である可能性のある管理データ１３０、１４０を含むか
もしれない。例えば、（ａ）例示のＡＣＳ　３６０は、周波数の第１部分（例えばダウン
ストリームのチャネル）に対するチャネル減衰を表すＡＣＳタイプ管理データ１３０、１
４０を含む一方、ＥＭＳ　３５５は周波数の第２の部分（例えばアップストリームチャネ
ル）に対するチャネル減衰を表すＥＭＳタイプ管理データ１３０、１４０を含むことがで
き、または（ｂ）ブリッジタップは、ＡＣＳ　３６０内に含まれるチャネル伝達関数もし
くは回線テスタ３５０内に含まれるＴＤＲ応答からの関連情報を使用して検出されること
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ができる。更に、ＡＣＳ　３６０およびＥＭＳ　３５５が両方ともチャネル減衰タイプ管
理データ１３０、１４０を含むことができるとはいえ、それらは異なる精度もしくは表現
で管理データ１３０、１４０を得るかまたは格納することができる。ＡＣＳタイプ管理デ
ータ１３０、１４０の例はさらに、以下の任意の組合せを含む：ＡＣＳ状態、ＨＬＯＧ、
ＨＬＩＮ、ＱＬＮ（クワイエットラインノイズ）、ＳＮＲ、ＬＡＴＮ（回線減衰）、ＳＡ
ＴＮ（信号減衰）、ノイズ、チャネル減衰、データレート、ＡＴＴＮＤＲ（達成可能デー
タレート）、マージン、ＣＶ（コード違反）、ＦＥＣ（前方誤り訂正）カウント、ＥＳ（
エラー秒数）、ＳＥＳ（ひどくエラー秒数）、ＵＡＳ（使用不可秒数）、ＢＩＴＳ（ビッ
ト配分）、ＧＡＩＮＳ（ファインゲイン）、ＴＳＳＩ（送信スペクトル成形）、ＭＲＥＦ
ＰＳＤ（参照ＰＳＤ）、送信パワー、送信ＰＳＤ、故障、初期化カウント、実遅延、実イ
ンパルスノイズ保護、ＦＥＣおよびインタリービングデータ、インパルスノイズセンサデ
ータ、またはその他の適切なデータ。ＨＬＯＧは、それがどこに設置されるであろうとも
、例えば特定の装置および関連したＤＳＬ規格に従いＥＭＳ　３５５　ＡＣＳ　３６０ま
たは任意の適切なネットワーク要素から報告されることができる。ＨＬＯＧは、物理層管
理データ１４０の別の例である。ＤＳＬＡＭ　３２５からの管理データ１３０、１４０は
ＥＭＳ　３５５経由で収集されることができ、および、ＤＳＬモデム３３０からの管理デ
ータ１３０、１４０はＡＣＳ　３６０経由で収集されることができる。他の例は、当業者
に豊富であろう。
【００４３】
　さまざまな、方法（複数の方法）、プロトコル（複数プロトコル）、通信経路（複数経
路）または通信技術（複数技術）のいずれかを使用して、図３の例示の回線テスタ３５０
は、例示のループ試験装置３４０または３４５が、電話線３１５に種々の回線プローブ信
号のいずれかを送信するか、または、回線プローブ信号の投入の有無にかかわらず、電話
線３１５上に存在する信号を受信するかもしくは測定するように構成、命令、または要求
することができる。信号プローブ、信号受信または測定の任意の組合せが、種々のシング
ルエンドまたはダブルエンドの回線試験方法（複数方法）、アルゴリズム（複数アルゴリ
ズム）または技法（複数技法）のいずれかを実行するために例示の回線テスタ３５０また
はループ試験装置３４０、３４５によって利用されることができる。例示のプローブ信号
は、以下の任意の組合せを含む：ステップ時間分域反射率測定（ＴＤＲ）信号、パルスＴ
ＤＲ信号、広帯域スペクトラム信号、公称モデム伝送信号（例えばＡＤＳＬモデム用のマ
ルチキャリアトレーニング信号）、チャープ信号、インパルス列、単一インパルスまたは
任意の適切な信号。回線プローブ信号を送信するか、または電話線３１５上に存在する信
号（複数信号）を受信するかもしくは測定する例示の方法と装置が、２００６年５月１日
出願の米国特許出願第６０／７９６，３７１号、および米国特許出願（代理人整理番号２
０１０３／０７２８）内に記載されており、それらは、それらの全体を本願明細書に引用
したものとする。
【００４４】
　以下の開示が例示のデジタル加入者線（ＤＳＬ）システム３００または図３の例示のデ
バイスを参照するとはいえ、本願明細書に記載されている方法と装置は、任意の種類、任
意のサイズまたは任意のトポロジのＤＳＬシステム３００またはネットワークに対する電
話線３１５またはＤＳＬ装置の特性またはパラメータを含むメトリック情報１５０を推定
するか、判定するかまたは推測するのに用いられることができる。例えば、ＤＳＬシステ
ム３００は任意の数の顧客構内、複数の位置に設置される複数のＤＳＬアクセスマルチプ
レクサＤＳＬＡＭ（複数ＤＳＬＡＭ）３２５を含むことができるか、または、電話線、Ｄ
ＳＬモデム、サーバ、システム、データソース、データ収集器、データストア、データ結
合器もしくはデータ収集・結合器の任意の数および組合せを含むことができる。
【００４５】
　以下の開示が、例示のデジタル加入者線（ＤＳＬ）装置、ＤＳＬサービス、ＤＳＬシス
テム、またはＤＳＬサービス配信用の通常の撚り線対銅電話線の使用に関してなされると
はいえ、理解されるべきことは、本願明細書に開示される複数のデータソースから収集さ
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れるデータを使用して通信システムまたはネットワークの特性を推測する開示された方法
と装置が、多くの他のタイプまたは種類の通信機器、サービス、技術またはシステムに適
用可能である、ことである。例えば、開示された方法と装置はまた、無線配信システム、
有線またはケーブル配信システム、同軸ケーブル配信システム、極超短波（ＵＨＦ）／高
周波（ＶＨＦ）無線周波数システム、衛星または他の地球外システム、携帯配信システム
、電力線ブロードキャストシステム、ＷｉＭＡＸ、ＷｉＦｉ、光ファイバネットワークま
たは任意の適切なネットワークまたはシステムにも適用可能であることができる。その上
、これらのデバイス、システムまたはネットワークの組合せもまた、使われることができ
る。例えば、バランによって接続される撚り線対および同軸ケーブルの組合せ、または、
光ネットワークユニット（ＯＮＵ）の線形の光から電気への接続によるアナログファイバ
から銅への接続のような、その他の物理チャネル継続組合せが使われることができる。
【００４６】
　代わりにまたはさらに、ループ試験装置３４０、３４５に通信可能に接続される、また
は、接続可能なコンピュータがメトリック情報１５０を生成することができる。例えば、
例示の回線テスタ３５０は、ループ試験装置３４０、３４５から受信されるか測定される
信号を得ることができ、かつメトリック情報１５０を推定するかまたは求めることができ
る。代わりにまたはさらに、加入者装置（例えば加入者のパーソナルコンピュータ（ＰＣ
）またはセットトップボックス（ＳＴＢ））がメトリック情報１５０を推定するかまたは
求めるのに用いられることができる。
【００４７】
　図３の図示の例で示す一実施態様によれば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００
は例示のループテスタ３４０、３４５、例示の回線テスタ３５０、ＤＳＬＡＭ（複数ＤＳ
ＬＡＭ）３２５、ＡＣＳ　３６０、ＥＭＳ　３５５、ＳＡＳ　３７０または任意の適切な
デバイスから、種々の方法（複数の方法）、ネットワーク（複数ネットワーク）、プロト
コル（複数プロトコル）のいずれかもしくはその任意の組合せを介して非物理層管理デー
タ１３０および物理層管理データ１４０を受信する。ビデオストリーミング配信サーバ３
０６、イーサネットスイッチ３０８および加入者装置３３２のような、メトリック情報１
５０を受信するか、測定するか、計算するかまたは推定するのに用いられるその他のデバ
イスまたはシステムは、さらにまたは代わりに、例示の回線テスタ３５０にそれを供給す
ることができる。
【００４８】
　例示のデータソース３５０、３５５、３６０および３７０が図３内に例示されるとはい
え、当業者は、ＤＳＬシステムが図３内に例示されるものよりも追加的なもしくは代わり
のデータソースを含むことができるか、または例示されたデータソースのいずれかもしく
は全てのうちの複数を含むことができると容易に理解するであろう。更に、この開示が、
図３の例示のデータソース３５０、３５５、３６０、３７０の特定の１つを通して含まれ
るか利用できる特定のデータまたは情報を説明するとはいえ、当業者は、ＤＳＬサービス
プロバイダがデータまたは情報およびデータソースの種々の組合せのいずれかを利用する
ことができると容易に認識するであろう。
【００４９】
　複数の電話線、ＤＳＬＡＭ　３２５またはＤＳＬモデム３３０を含むＤＳＬシステムま
たはネットワークに対して、図３の例示のデータソース３５０、３５５、３６０または３
７０は各電話線３１５、ＤＳＬＡＭ　３２５またはＤＳＬモデム３３０と関連するデータ
を含む。しかしながら、データソース３５０、３５５、３６０または３７０内に含まれる
データの組は、例えば、電話線から電話線、ＤＳＬＡＭからＤＳＬＡＭ、ＤＳＬモデムか
らＤＳＬモデムまたは加入者から加入者で、例えば、ＤＳＬサービスがどれくらいの間有
効であったか、ＤＳＬモデムのタイプまたはメーカ、利用されるかまたは加入されるサー
ビスのタイプ、顧客構内の位置、などのような種々の理由のいずれかのために異なる場合
がある。
【００５０】
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　ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は、一又はそれ以上の例示のデータソース３
５０、３５５、３６０または３７０から含まれるデータに基づく、種々のパラメータ（複
数パラメータ）、管理データ１３０、１４０または情報のいずれかを受信して、メトリッ
ク情報１５０を生成し、更に、管理データ１３０、１４０の完全性をチェックして、管理
データ１３０、１４０の一貫性をチェックする。管理データ１３０、１４０がデータソー
ス３５０、３５５、３６０または３７０の複数から収集される場合、例示のデータビデオ
ストリームＤＳＬアナライザ１００は発見的に、論理的に統計学的にまたは確率論的に、
チェックされたデータ１３０、１４０を組み合わせる。
【００５１】
　一実施態様によれば、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は種々のデータ構造（
複数構造）、データテーブル（複数テーブル）、データ配列（複数配列）、などのいずれ
かを使用して、例示のデータベース３７２内に非物理層管理データ１３０、物理層管理デ
ータ１４０、メトリック情報１５０またはＤＳＬ構成データ１６０を格納する。例示のデ
ータベース３７２は、機械アクセス可能なファイル内にまたは種々のメモリ３７５のいず
れか内に格納される。
【００５２】
　ネットワーク管理システム（ＮＭＳ）３９０は、例示のＤＳＬシステム３００を制御す
るか、監視するか、維持するかまたはプロビジョニングして、ビデオストリームＤＳＬア
ナライザ１００および顧客サービス担当者、販売人または技師のような人が例示のＤＳＬ
システム３００を制御するか、監視するか、維持するかまたはプロビジョニングすること
ができるようにする。例示のＮＭＳ　３９０は、例示のデータベース３７２内に格納され
るパラメータ（複数パラメータ）、データまたは情報を使用するか、ビデオストリームＤ
ＳＬアナライザ１００または人に供給するかまたは利用できるようにする。代わりとして
またはさらに、図３の例示のＮＭＳ　３９０は、例示のビデオストリームＤＳＬアナライ
ザ１００によって推測されるか、推定されるか、計算されるかまたは求められるパラメー
タ（複数パラメータ）、データまたは情報を、直接供給するかまたは利用できるようにす
ることができる。例えば、ＮＭＳ　３９０は技師が非物理層管理データ１３０、物理層管
理データ１４０、メトリック情報１５０またはＤＳＬ構成データ１６０の任意の組合せを
取り出すことができるＧＵＩを提供することができる。
【００５３】
　図４は、別の実施態様によるビデオストリームＤＳＬアナライザ１００を実現するブロ
ック図である。ＤＳＬコンフィグレータ１２０は、性能欠陥識別器４１０、物理層問題識
別器４２０、ＤＳＬ設定セレクタ４３０、ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０およびＤＳＬ設
定コンフィグレータ４５０を更に含む。性能欠陥識別器４１０は、メトリック情報発生器
１１０および物理層問題識別器４２０に動作するように接続される。ＤＳＬ設定セレクタ
４３０は、物理層問題識別器４２０およびＤＳＬ設定実現チェッカ４４０に動作するよう
に接続される。ＤＳＬ設定コンフィグレータ４５０は、ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０に
動作するように接続される。代替実施態様によれば、ＤＳＬ設定セレクタ４３０は性能欠
陥識別器４１０に動作するように接続される。
【００５４】
　図５は、一実施態様によってＤＳＬシステム３００上のビデオストリーミングの性能を
診断する方法の流れ図である。この方法は、図１、３または図４内に示されるビデオスト
リームＤＳＬアナライザ１００によって実施されることができる。しかしながら、その他
の適切な構成もまた、使われることができる。ステップ２１０で始まる方法は一連の動作
として記載されているが、動作は任意の適切な順序で実行されることができて、任意の適
切な組合せで繰り返されることができることは認識されよう。
【００５５】
　図５のブロック５１０に、および図４に示すように、性能欠陥識別器４１０は性能閾値
情報４１２と生成されたメトリック情報１５０を比較するように動作する。これに応答し
て、性能欠陥識別器４１０は性能欠陥があるかどうか判定して、対応する性能欠陥情報４
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１４を任意選択で生成する。性能欠陥の判定は、経験の品質（ＱｏＥ）またはサービス品
質（ＱＯＳ）上に直接的な影響を有する。例えば、ＩＰＴＶのような、ビデオストリーミ
ングは遅延、ジッターおよび損失のようなネットワーク効果に影響を受ける。セットトッ
プボックス（ＳＴＢ）のような加入者装置３３２が、（ジッターを補償する）バッファリ
ングの機構および（損失を補償する）エラーコンシールメントアルゴリズムを通してこれ
らの作用を部分的に補償することができる。しかしながら、増大されたバッファサイズが
チャネル変更時間に否定的に影響を及ぼすのでバッファリングのソリューションは遅延問
題を悪化させる。したがって、性能閾値は性能欠陥が生じるかどうか判定するために定め
られることができる。
【００５６】
　図６の一番下のテーブルは、性能閾値情報４１２として直接または間接的に使われるこ
とができるいくつかの例示的な性能目標をリストする。例えば、最大推奨遅延は性能閾値
情報４１２に対応することができ、および、測定された遅延は生成されたメトリック情報
１５０に対応することができる。図６内にリストされた最大推奨遅延は例示のためだけの
ものであり、すなわち、特定の最大推奨遅延または性能閾値情報４１２は、特定の要件、
装置、規格または用途に従い任意の適切な量であることができる。脱落し、繰り返され、
順序が狂ったビデオフレームの度合いにユーザ経験を関連づける他の情報が、同様に使わ
れることができる。ビデオおよびオーディオの最小アプリケーション層ビットレート要件
の例もまた、図６内に示される。テーブル内の最大遅延の例および図６内の最小ビットレ
ート要件の例は性能欠陥があるかどうか判定するのに用いられる性能閾値情報４１２の例
であるが、しかし、任意の適切な性能要件および特定の要件レベルが使われることができ
る。
【００５７】
　さらに別の実施態様によれば、性能閾値情報４１２は予め収集されたデータに基づいて
調整される。例えば、性能閾値があまりに厳しいと判明する場合、性能閾値情報４１２は
、人間の介入なしで自動的に、または人間の対話処理によってのどちらかで、例えば、シ
ステム資源を解放するか、処理負担を減少させるか、また他に性能速度を向上するために
、緩和されることができる。別の実施態様によれば、性能閾値情報は帯域幅使用情報に基
づいて調整される。例えば、帯域幅使用が比較的高い場合、性能閾値判定基準はサービス
品質を向上するために調整されることができる。１日２４時間ＩＰＴＶのようなストリー
ミングビデオを見るユーザは、より高いサービス品質を必要とするであろう。代わりとし
て、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００は帯域幅使用に従いメトリック情報１５０
を調整することができる。ユーザが積極的に帯域幅を使用する場合、およびその場合だけ
、いくつかのメトリックスが装置から累算されることができる。例えば、ユーザが積極的
にビデオチャネルを使用している場合だけ、ビデオ信号内のエラーがカウントされる場合
、エラーカウントの影響は帯域幅に従い変化する。一実施態様によれば、性能閾値情報４
１２が所望のＱＯＥもしくはＱＯＳ要件を満たすのに適切でない場合、または、ＱＯＥも
しくはＱＯＳ要件が変化する場合、性能閾値情報４１２はそれに応じて調整されることが
できる。例えば、性能閾値情報４１２は、例えば、ＱＯＥもしくはＱＯＳ要件が変化する
場合、または関数もしくは関係表が変化する場合、性能閾値情報４１２が人間の介入なし
で自動的に変化するように、数学的関数によってもしくは単に関係表によってＱＯＥもし
くはＱＯＳと関連づけられることができる。何の性能欠陥もない場合、処理はブロック２
３０へ戻り、さもなければ、処理はブロック５２０へ進む。
【００５８】
　ブロック５２０に、および、図４内に示すように、物理層問題識別器４２０は性能欠陥
情報４１４を受信し、これに応答して物理層内に問題があるかどうか判定するように動作
する。物理層問題識別器４２０は、物理層問題情報４２２を生成することができる。
【００５９】
　図７は一実施態様によるＶＤＳＬ２に利用できる例示的なＤＳＬエラーメトリックスを
示すが、しかし、その他のメトリックスが同様に使われることができる。例えば、図７内
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のＤＳＬ性能監視パラメータまたは管理データ１３０、１４０の一又はそれ以上のような
ＤＳＬエラーメトリックスは、物理層に問題があるかどうか判定するために、物理層閾値
と、またはブロック５１０に関するメトリック情報１５０と比較されることができる。こ
れらのＤＳＬエラーメトリックスは例えば、１５分の間隔で、更に、現在のおよび過去の
１日間隔で、または任意の適切な間隔で報告されることができる。時間変化するノイズの
実例は、他のＤＳＬ回線からのクロストーク、ホームネットワークシステムからのクロス
トークおよび他の顧客構内デバイスからの干渉を含む。上記のパラメータＤＳＬエラーメ
トリックスのいずれかが、物理層またはＤＳＬ層でビデオストリーミング問題を検出する
のを助けることができる。一実施態様によれば、ＣＶ－ＣおよびＣＶ－ＣＦＥのパラメー
タがＤＳＬ層の品質メトリックを推定する目的のために使われることができる。これに加
えて、ＥＳ－ＬおよびＥＳ－ＬＦＥパラメータ（カウント秒数）は同様に役立つことがで
きる。
【００６０】
　一実施態様によれば、図７内にリストされるパラメータまたはその他の適切なパラメー
タの一つ以上が、組み合わせられることができて、図６内に与えられるパフォーマンス基
準と比較されることができる。更に、物理層閾値はブロック５１０に関して上で説明され
ているものと同様の方法で調整されることができる。物理層に何の性能欠陥もない場合、
報告がブロック５３０で他のモジュールになされ、さもなければ、処理はブロック５４０
へ進む。
【００６１】
　ブロック５４０に、および、図４内に示すように、ＤＳＬ設定セレクタ４３０は物理層
性能欠陥情報４２２を受信し、これに応答して少なくとも一つのＤＳＬ設定を選択してＤ
ＳＬ設定情報４３２を生成するように動作する。物理層性能欠陥情報４２２および前述し
た推定手続きを使用して得られるその他の適切なメトリックスは、ＩＰＴＶ劣化がＤＳＬ
物理層による場合を明らかにするのを助けることができる。ＩＰＴＶ問題を診断した後、
例えばＤＳＬ設定情報４３２を変更することによって、問題を修正するように動作が推奨
されることができる。代替実施態様によれば、ＤＳＬ設定セレクタ４３０は性能欠陥識別
器４１０から性能欠陥情報４１４を受信するように動作する。
【００６２】
　一実施態様によれば、別々に処理されるべきＩＰＴＶ劣化の２つの場合がある。１つの
場合では、ＤＳＬ問題が時間変化する定常ノイズによる可能性がある。応答として、供給
されたデータレートは定常ノイズによるリトレインを防ぐ設定に調整されなければならな
い。
【００６３】
　第２の場合は、ＤＳＬ問題が回線上のインパルスノイズから生ずるものである。この問
題は、構成パラメータを回線上のインパルスノイズ保護を強化するように調整することに
よって処理されなければならない。構成パラメータは、最小／最大データレート、最大遅
延および最小インパルスノイズ保護を含むことができる。
【００６４】
　ＡＤＳＬ高速インターネットサービスとＩＰＴＶサービスをサポートするＶＤＳＬとの
間の重大な差は、ＩＰＴＶサービスが高速インターネットサービスと違って、データレー
ト保証を含むことができるということである。したがって、インパルスノイズ保護を強化
する構成パラメータに対するいかなる変更も、データレートが保証されたレベルより下に
低下しないようなものでなければならない。あるいは、インパルスノイズ保護強化が不可
避的にかなり低下するデータレートに至る場合、提供されたサービスは異なるカテゴリに
割り当てられなければならない。ＤＳＬ設定セレクタ４３０は、ＤＳＬ設定が有効である
かどうか判定するために、ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０に提案されたＤＳＬ設定情報４
３２を与える。
【００６５】
　ブロック５５０に、および、図４内に示すように、ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０は提
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案されたＤＳＬ設定に対してチェックを行う。ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０はＤＳＬ設
定情報４３２を受信し、これに応答して、選択された少なくとも一つのＤＳＬ設定が実現
可能かどうかチェックし、かつ、ＤＳＬ設定実現情報４４２を生成するように動作する。
ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０は、インパルスノイズ保護に関連した異なる構成設定から
生じるデータレート性能を予測することができる。しかしながら、これらのパラメータの
任意の選択は可能でなく、構成エラー、無効な構成または初期化失敗をもたらすかもしれ
ない。この種のエラー／失敗に対して以下の２つの理由がある：
【００６６】
１．装置限界－特定の構成設定は、インターリーバ（デインターリーバ）メモリのような
リソース限界および単位時間あたりデコードされることができる最大数のＲＳ符号語のた
めに実現するのが不可能である。この種の限界は、例えば、ＡＤＳＬ２およびＡＤＳＬ２
＋勧告に記載されている。同じ種類の限界が、ＶＤＳＬ１およびＶＤＳＬ２システム内に
存在する。対応する勧告は、これらの限界を明示的に与えないが、しかしながら、インタ
ーリーバ－デインターリーバ遅延、インターリーバ深さおよび（１／Ｓ）パラメータの集
合体(aggregate)に関する公知の制約（図８－９を参照）。
【００６７】
２．性能目標：データレートの損失－装置が特定の設定を可能とする場合、性能目標が実
現可能でないかもしれず、および、結果として、新しいＤＳＬ設定情報４３２が必要であ
る点に注意されたい。例えば、インパルスノイズ保護能力を強化するには、しばしば、Ｒ
Ｓ符号語当たりのパリティバイト数を増加させる必要がある。この種の増加は追加的な冗
長性をもたらし、正味利用可能なデータレートはこれに対応して減少することを意味する
。換言すれば、追加で与えられる保護はより小さい正味符号化利得の代価で生じることが
できる。
【００６８】
　ＤＳＬ設定実現チェッカ４４０は、この実施態様による１）装置および２）性能目標の
任意の組合せをチェックすることができる。上記の観察および対応するＤＳＬ設定実現情
報４４２を使用して、ＤＳＬ設定セレクタ４３０は、この例に従って、ブロック５６０の
強化されたインパルスノイズ保護を伴う新しい構成を推奨する：
【００６９】
所定の所望のデータレートに対して、以下の条件を満たすＩＮＰ＿ｍｉｎおよびｄｅｌａ
ｙ＿ｍａｘの組合せを選択する：
【００７０】
ａ）新しいＩＮＰ＿ｍｉｎは、以前のＩＮＰ＿ｍｉｎより大きくなければならない。
【００７１】
ｂ）ＩＮＰ＿ｍｉｎおよびｄｅｌａｙ＿ｍａｘの組合せは、それらが所望のデータレート
に対して、および、所定の装置に対して実現可能であるようなものでなければならない。
これは、図８および９内のもののようなテーブルを使用して実現されることができる。
【００７２】
　所定の所望のデータレートおよび選択されたＩＮＰ＿ｍｉｎとｄｅｌａｙ＿ｍａｘの組
合せに対して、現在の正味符号化利得と以前の正味符号化利得との間の差を推定する。こ
の差が、強化された保護による「損失」度を与える。現在のＳＮＲマージンがこの「損失
」と比較して不十分な場合、ＩＮＰ＿ｍｉｎおよびｄｅｌａｙ＿ｍａｘのこの選択は回線
の初期化失敗をもたらすであろう。正味符号化利得の差を知っていると、この状況を回避
することができる。正味符号化利得を計算する方法が、次に説明される。
【００７３】
正味符号化利得の推定
　図１０は、一実施態様に従って正味符号化利得を算出するためのＤＳＬ連結された符号
器および復号器１０００のブロック図である。ＤＳＬ設定情報４３２をチェックする正味
符号化利得の例示の計算が、与えられる。正味符号化利得が、ビデオストリームＤＳＬア
ナライザ１００または任意の適切なＤＳＬオプティマイザ、または、ＤＳＬ管理センタに
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よって使われて、ＤＳＬ設定情報４３２をチェックすることができる。
【００７４】
　図１０に示すように、ＡＤＳＬ１、ＡＤＳＬ２、ＡＤＳＬ２＋およびＶＤＳＬ２におい
て、連結された符号器および復号器は外部のＲＳ符号器１０１０、ＲＳ復号器１０２０お
よび内部のトレリス符号器１０３０、１０４０の連結から成る（例えば、Ｗｅｉによって
開発された１６－状態、４次元コード）。インターリーバ１０３０はＲＳ符号器１０１０
とトレリス符号器１０５０との間に配置され、および、デインターリーバ１０４０はトレ
リス復号器１０６０とＲＳ復号器１０２０との間に配置される。
【００７５】
　ＲＳコードの、符号語サイズＮおよびペイロードバイト数Ｋは既知であるとする。（こ
れらは、特定の実装に対して、報告された値からまたはまとめられたテーブルから、また
はアルゴリズム記述から、得られることができる。）またＲＳ復号器１０２０で生じるエ
ラーがランダムであるとする。また所望のデータレートがＲであるとする。符号化利得は
、以下のように３つの項の加算としてデシベルで表されることができる：
【００７６】
【数４】

【００７７】
　符号化利得損失は、以下のように表されることができる：
【００７８】
【数５】

【００７９】
　ＤＳＬ設定情報４３２が、例えば１）装置構成、２）性能目標または３）必要符号化利
得の任意の組合せに基づいて実現可能でない場合、処理はブロック５６０へ進み、選択さ
れた少なくとも一つのＤＳＬ設定を利用できないとして分類し、および、新しいＤＳＬ設
定情報４３２を備えた別のＤＳＬ設定が、ブロック５４０で選択される。ＤＳＬ設定情報
４４２が実現可能な場合、処理はブロック５７０へ進む。
【００８０】
　ブロック５７０および図４に示すように、この実施態様によるＤＳＬ設定コンフィグレ
ータ４５０は、ＤＳＬ設定実現情報４４２を受信して、これに応答してＤＳＬ構成データ
１６０を生成する。ＮＭＳ　３９０は、ＤＳＬ構成データ１６０を受信して、要求された
構成変更を実行する。
【００８１】
　図１１は、例示のビデオストリームＤＳＬアナライザ１００を実現するように使われる
かまたはプログラムされることができる例示のプロセッサプラットホーム１１００のブロ
ック図である。例えば、プロセッサプラットホーム１１００は一又はそれ以上のメインプ
ロセッサ、コア、マイクロコントローラ、１１０５などによって実現されることができる
。プロセッサ１１０５は、例示のビデオストリームＤＳＬアナライザ１００を実現するた
めにメインメモリ１１１５内に（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）内に）含ま
れるビデオＤＳＬアナライザ命令１１１０を実行する。プロセッサ１１０５は、ＩＮＴＥ
Ｌ（登録商標）、ＡＭＤ（登録商標）、ＳＵＮ（登録商標）、ＩＢＭ（登録商標）ファミ
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リのコア、プロセッサまたはマイクロコントローラからのＤＳＰ、ＲＩＳＣプロセッサま
たは汎用もしくはカスタマイズされたプロセッサのような、任意のタイプの処理ユニット
であることができる。
【００８２】
　プロセッサ１１０５は、バス１１２５経由で（読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１１２０ま
たはハードディスク装置のような）メインメモリ１１１５と通信する。ＲＡＭ　１１１５
はダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）また
はその他のタイプのＲＡＭデバイスによって実現されることができ、および、ＲＯＭ　１
１２０はフラッシュメモリまたはその他の所望のタイプのメモリデバイスによって実現さ
れることができる。例えばＧＵＩを表示するかまたは出力するために、出力デバイス１１
４０が使われることができる。
【００８３】
　また、本願明細書に記載されている例示のソフトウェアまたはファームウェア実装は、
以下のような任意選択の有形の記憶媒体上に格納されることができる点に注意するべきで
ある：磁気媒体（例えばディスクもしくはテープ）、ディスクのような光磁気もしくは光
学媒体、またはメモリーカードのような固体媒体または一又はそれ以上のリードオンリー
（不揮発性）メモリ、ランダムアクセスメモリもしくは他の書き換え可能な（揮発性の）
メモリを収容する他のパッケージ、またはコンピュータ命令を含有する信号。電子メール
または他の自己内蔵型情報アーカイブまたはアーカイブの組に対するデジタル添付ファイ
ルは、有形の記憶媒体に等しい配布媒体とみなされる。したがって、本願明細書に記載さ
れている例示のソフトウェアまたはファームウェアはそれらの上記したまたは等価物およ
び承継媒体のような有形の記憶媒体または配布媒体上に格納されることができる。代替実
施態様によれば、ビデオＤＳＬアナライザ命令１１１０は例えば、無線通信またはＷｉＭ
ａｘネットワークのような広領域無線アクセス網（ＷＷＡＮ）、またはＷｉＦｉネットワ
ークのようなローカル無線アクセス網（ＬＷＡＮ）経由で、メモリ１１１５に無線で送信
されることができる。
【００８４】
　もちろん、当業者は、例示のシステム内に例示されるメモリ１１１５の順序、サイズお
よび割合が変化することができると認識するであろう。これらのハードウェア部品および
ソフトウェア部品のいずれかまたは全てが、ハードウェアだけで、ソフトウェアだけで、
ファームウェアだけで、またはハードウェア、ファームウェアもしくはソフトウェアのい
くつかの組合せで具体化されることができることが考えられる。したがって、当業者は容
易に、上記した実例がこの種のシステムを実現する唯一の方法でないと認識するであろう
。
【００８５】
　一実施態様によれば、ＡＳＩＣ、プログラマブルロジックアレイおよび他のハードウェ
アデバイスを含むがこれに限らず専用ハードウェア実装が、本願明細書に記載されている
例示の方法もしくは装置のいくつかまたは全てを実現するために、全体的にあるいは部分
的に、同様に構成されることができる。さらに、分散処理または構成要素／オブジェクト
分散処理、並列処理または仮想マシン処理を含むがこれに限らず代替ソフトウェア実装も
また、本願明細書に記載されている例示の方法もしくは装置を実現するように構成される
ことができる。
【００８６】
　図１２は、ＩＰＴＶに対する３つの例示的な代替ネットワーク階層化方式：ＭＰＥＧ－
ＴＳ／ＵＰ　１２１０、ＭＰＥＧ－ＴＳ／ＲＴＰ／ＵＤＰ　１２２０およびネイティブＲ
ＴＰ　１２３０を示す。図１２は、非物理層管理データ１３０および物理層管理データ１
４０の実例が与えられることを示す。ＩＰＴＶストリーミングのようなビデオストリーミ
ングの配信に対して何の唯一の固有の仕様もなく、したがって、他の適切な層方式が使わ
れることができる。したがって、ビデオストリームＤＳＬアナライザ１００はその他の適
切なビデオストリーミング方式およびその他の将来のビデオストリーミング方式をサポー
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トすることができる。
【００８７】
　物理層１２３２プロトコルは、基底の物理媒体に依存する。異なる技術による、少なく
とも３つのセグメントが使われることができる：
【００８８】
ｉ．バックボーン
　バックボーン光リンクは、１０-10より低いビットエラー確率によって特徴づけられる
。
【００８９】
ｉｉ．最後の（最初の）マイル
　イーサネット層による銅対を介したＶＤＳＬ送信のいくつかの例が、以下に与えられる
：
・ＶＤＳＬ１
・ＶＤＳＬ２
・ＥＦＭ（最初の１マイルのためのイーサネット規格）のためのＶＤＳＬ
【００９０】
　ＶＤＳＬトランシーバとイーサネット層１２３４との間のインタフェースは、γ－イン
タフェースと一般的に呼ばれている。これは、ＴＰＳ－ＴＣ（伝送プロトコル特有の伝送
コンバージェンス）機能と「ユーザアプリケーションＩ／Ｆ」との間のインタフェースで
ある。ＶＤＳＬ１は、ＨＤＬＣカプセル化に基づいて（ＰＴＭ－ＴＣと呼ばれる）パケッ
ト転送モードに対するＴＰＳ－ＴＣを規定する。このモードは、イーサネットトラフィッ
クを搬送するのに用いられることができる。ＶＤＳＬ２は、イーサネットおよび一般パケ
ットトランスポート（ＰＴＭ－ＴＣ）に対するＴＰＳ－ＴＣを規定する。このモードは、
６４／６５カプセル化を使用する。（１０ＰＡＳＳ－ＴＳと呼ばれる）ＶＤＳＬのための
ＥＦＭ規格は、ＶＤＳＬ１規格に基づくイーサネットシステムのためのＩＥＥＥ仕様であ
る。
【００９１】
　図１３は、電話線３１５上のＥＦＭ（最初の１マイルのためのイーサネット規格）の例
示的なアーキテクチャを示す。ＥＦＭは、さまざまな機能に対してわずかに異なる命名を
使用する。γ－インタフェースは、伝送コンバージェンス（ＴＣ）と物理符号化副層（Ｐ
ＣＳ）機能との間に位置する。
【００９２】
　イーサネット層１２３４は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層を含み、かつＩＥＥＥ規格
８０２．３－２００２、地方および大都市圏ネットワーク、パート３：衝突検出型キャリ
ア検知多重アクセス（ＣＳＭＡ／ＣＤ）アクセス方式および物理層の仕様、２００２年３
月８日、に記載のフレームフォーマットを有する。ペイロード（ＭＡＣクライアント）デ
ータは、４６バイトと１５００バイトとの間で変化することができる。イーサネットフレ
ームは、フレームチェックシーケンスを有し、それがエラーを検出するために使われるこ
とができる。ＩＰＴＶのような、ビデオストリーミングアプリケーションに対して、ペイ
ロードデータはＩＰパケットを含む。
【００９３】
　ＩＰ層１２４０は、２つの基本機能：アドレス指定およびフラグメンテーション／リア
センブリを提供する。データのフロー制御、エラー制御および接続または仮想回路が、提
供されることができる。一実施態様によれば、インターネットグループ管理プロトコル（
ＩＧＭＰ）がＩＰマルチキャスティングのために使われ、そこでＩＰパケットが単一のＩ
Ｐ宛先アドレスを用いて複数の宛先ホストに送信される。一群の宛先ホストがマルチキャ
ストホストグループとして規定され、および、ホストグループのメンバーは動的である。
このＩＧＭＰプロトコルが、それらのマルチキャストグループメンバーをすぐに隣接した
マルチキャストルータに報告するためにＩＰホストによって使われる。
【００９４】



(22) JP 5023144 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

　ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）１２５０は、アプリケーションプログラムが
最小のプロトコル機構で他のプログラムにメッセージを送信する手段を提供する。配信お
よび複製保護は、保証されても保証されなくてもよい。
【００９５】
　実時間プロトコル（ＲＴＰ）１２６０は、オーディオおよびビデオのような実時間デー
タを送信するアプリケーションに対してエンドツーエンドのネットワークトランスポート
機能を提供する。一実施態様によれば、リソース予約が利用可能であることができる。各
ＲＴＰストリームは、必要に応じて複数のストリームを同期させるためにクライアント側
で使用されるタイミング情報を具備しなければならない。ＲＴＰヘッダは、パケット損失
を検出して、パケットシーケンスを回復させるためにレシーバによって使われることがで
きるシーケンス番号を具備する。代替実施態様によれば、ＲＴＰ　１２６０はさらに、デ
ータ配信を監視するための制御プロトコル（実時間制御プロトコル、ＲＴＣＰ）を含む。
その主要機能は、データ配信の品質に関するフィードバックを提供することであって、プ
ロトコルの不可欠な部分であるとみなされる。ネイティブＲＴＰ法１２３０は、ＲＴＰを
介してＡＶＣビデオおよびＡＡＣオーディオを運ぶ。ＭＰＥＧ－ＴＳ　１２１０、１２２
０とは対照的に、異なるＲＴＰストリームがビデオおよびオーディオトランスポートのた
めに使われる。一般的に、単一のＮＡＬユニットがＲＴＰパケットにマップされる。これ
によってビデオパケットの高機能なマッピングがパケットを搬送することができ、その結
果、ビデオパケットは２つのＵＤＰパケットに分割されない。
【００９６】
　ＭＰＥＧ－２トランスポートストリーム（ＭＰＥＧ－ＴＳ）１２７０は、ＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ　１３８１８－１：２０００（ＩＴＵ勧告Ｈ．２２２．０）、動画および関連したオー
ディオ情報の一般的な符号化：システム、２０００年１０月、に記載されている。この実
施態様によれば、ＭＰＥＧ－ＴＳ　１２７０は、４バイトのヘッダを含む１８８バイトを
備えたパケットで構成されるが、しかし、任意の適切なパケットフォーマットが使われる
ことができる。パケットペイロードはプログラム情報およびパケット化基本ストリーム（
ＰＥＳ）を含み、それはビデオおよびオーディオ情報を搬送する。したがって、トランス
ポートストリームは多重化データ：オーディオ、ビデオおよびプログラム情報を含む。Ｉ
ＰＴＶストリーミングのためのＭＰＥＧ－ＴＳ／ＵＤＰ手法１２１０に関して、ＭＰＥＧ
トランスポートストリームはＵＤＰデータグラムのペイロードとして直接運ばれる。図１
２に示すように、ＭＰＥＧ－ＴＳ／ＲＴＰ／ＵＤＰ法１２２０は複数のＭＰＥＧ－ＴＳパ
ケットを運ぶためにＲＴＰペイロードを使用する。
【００９７】
　ＭＰＥＧペイロード層１２８０に関して、高度動画像圧縮符号化標準(Advanced VideoC
oding)（ＡＶＣ）は、ＭＰＥＧグループによって開発されて、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．２６４
、一般視聴覚サービスのための高度動画像圧縮符号化標準、２００５年５月におけるＩＴ
Ｕ勧告Ｈ．２６４として公開された。それは、また、ＭＰＥＧ－４パート１０として公知
であり、ＤＶＤフォーラム、ブルーレイディスク協会、ＤＶＢ、３ＧＰＰおよびＩＳＭＡ
によって採用されている。一実施態様によれば、ＡＶＣは各画像をスライスにセグメント
化する。画像スライスは、複数のマクロブロックを含む。マクロブロックは、１６ｘ１６
ピクセルの画像に対応する。マクロブロックは、イントラまたはインターモードで符号化
される。符号器の出力は、ネットワーク抽象化層（ＮＡＬ）ユニット内にカプセル化され
る。高度動画像圧縮符号化標準は、ＭＰＥＧグループによってＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４９
６－３：１９９９、「視聴覚オブジェクトの符号化－パート３：オーディオ、１９９９」
において規格化されており、現在ｉＴｕｎｅｓおよびＸＭ衛星無線によって使われ、およ
び３ＧＰＰ、ＩＳＭＡおよびＤＶＢによって採用されている。
【００９８】
　図１４は、１つの例示的な実施態様による複数通信層を診断するための流れ図である。
この実施態様によれば、非物理層管理データ１３０はネットワーク層およびアプリケーシ
ョン層データに対応する。しかしながら、このデータは開放型システム間相互接続基本参
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照モデル（ＯＳＩ）の全部または一部に従うことができる。更に、物理層の診断および管
理はブロック１４１０で実行され、ネットワーク層の診断はブロック１４２０で実行され
、および、アプリケーション層の診断はブロック１４３０で実行される。しかしながら、
物理および非物理層の任意の組合せに対する診断が実行されることができる。例えば、ブ
ロック４２０での物理層およびブロック１４３０でのアプリケーション層の診断が、物理
層管理データ１４０および非物理層管理データ１３０に応答して実行される。
【００９９】
　上記の仕様が特定のデバイス、規格またはプロトコルに関して例示の構成要素および機
能を説明する範囲で、本発明の教示がこの種のデバイス、規格またはプロトコルに限られ
ていないことが、理解される。たとえば、ＤＳＬ、ＡＤＳＬ、ＶＤＳＬ、ＨＤＳＬ、Ｇ．
ｄｍｔ、Ｇ．ｈｓ、Ｇ．ｐｌｏａｍ、ＴＲ－０６９、イーサネット、ＤＳＰ、ＩＥＥＥ　
８０２．１１ｘおよびＩＥＥＥ　８０２．３ｘは現在の最高水準の技術の例を表す。この
種のシステムは、同じ汎用を有する高速なまたはより効率的なシステムによって定期的に
取って代わられる。したがって、同じ汎用機能を有する代替物または将来のデバイス、規
格またはプロトコルは、添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれることを目的とされる等
価物である。
【０１００】
　そのさまざまな態様における本発明の他の変形例および変更態様の実施が当業者にとっ
て明らかであること、および、本発明が記載されている特定の実施態様によって限定され
ないことが理解される。したがって、本願明細書に開示されかつ請求される、根本的基礎
をなす原理の趣旨および範囲内に含まれるありとあらゆる変更態様、変形例または等価物
が本発明によって包含されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】一実施態様によるビデオストリームアナライザのブロック図である。
【図２】一実施態様によるＤＳＬネットワーク上のビデオストリームを診断する方法の流
れ図である。
【図３】一実施態様によるＤＳＬシステムのブロック図である。
【図４】別の実施態様によるビデオストリームＤＳＬアナライザを実現するブロック図お
よび方法である。
【図５】一実施態様によるＤＳＬシステム上のストリームを診断する方法の流れ図である
。
【図６】一実施態様による最小および最大遅延に対するテーブルを例示する。
【図７】一実施態様によるＶＤＳＬ２に利用できるＤＳＬエラーメトリックスのテーブル
である。
【図８】一実施態様による最小および最大遅延に対するテーブルである。
【図９】一実施態様による最小および最大遅延に対するテーブルである。
【図１０】一実施態様によるＤＳＬ連結された符号化のブロック図である。
【図１１】一実施態様による例示のプロセッサプラットホームのブロック図である。
【図１２】一実施態様による３つの例示的な代替ネットワーク階層化方式を例示する。
【図１３】一実施態様による電話線上のＥＦＭ（最初の１マイルのためのイーサネット規
格）の例示的なアーキテクチャを例示する。
【図１４】一実施態様による複数通信層を診断するための流れ図である。
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