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(57)【要約】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサ
ブシステム（ＩＭＳ）ベースのハイパーテキストトラン
スファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミックア
ダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおい
てプレゼンスサーバによりプレゼンス情報を供給する技
術が開示される。例において、ユーザ機器（ＵＥ）は、
プレゼンティティとして機能するように動作可能であり
、ＤＡＳＨセッションの間にトリガーイベントを生成し
、プレゼンスサーバに消費されるコンテンツを含むプレ
ゼンス情報を発行するように構成されたコンピュータ回
路を含む。発行されたコンテンツは、ＤＡＳＨコンテン
ツを含むことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ回路を有する、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシ
ステム（ＩＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によ
るダイナミックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおいてプレゼンティ
ティとして機能するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）であって、
　前記コンピュータ回路は、
　ＤＡＳＨセッションの間にトリガーイベントを生成し、
　プレゼンスサーバに消費されるコンテンツを含むプレゼンス情報を発行するように構成
され、
　前記発行されたコンテンツはＤＡＳＨコンテンツを含むＵＥ。
【請求項２】
　前記ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ
）メタデータファイル、又はＤＡＳＨセグメントを含む
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記トリガーイベントは、
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（
３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順、
　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ダウンロードセ
ッション開始手順、
　チャネル変更による３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスからＭＢＭＳダウンロードサービスへの
スイッチ、又は
　チャネル変更によるＭＢＭＳダウンロードサービスから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへの
スイッチを含む
　請求項１または２に記載のＵＥ。
【請求項４】
　前記トリガーイベントは、
　ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのＤＡＳＨコンテンツの間のスイッチ、
　ＭＢＭＳ又は１方向トランスポートベース（ＦＬＵＴＥベース）のＤＡＳＨコンテンツ
によるファイル配信の間のスイッチ、
　ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのコンテンツ配信からＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベース
のコンテンツ配信へのスイッチ、又は
　ＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信からＨＴＴＰ又はユニキャストベース
のコンテンツ配信へのスイッチを含む
　請求項１から３のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記プレゼンス情報を発行するように構成された前記コンピュータ回路は、セッション
開始プロトコル（ＳＩＰ）発行メッセージを前記ＤＡＳＨコンテンツとともに前記プレゼ
ンスサーバに送信するようにさらに構成される
　請求項１から４のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記コンピュータ回路は、
　ＤＡＳＨサービスを介して前記ＤＡＳＨコンテンツを受信し、
　前記ＤＡＳＨコンテンツを発行すべく、前記ＵＥを認証する前記プレゼンスサーバから
、肯定応答を受信するようにさらに構成され、
　前記肯定応答は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）２００ＯＫメッセージを含む
　請求項１から５のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記プレゼンス情報を発行するように構成された前記コンピュータ回路は、
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　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）又はエクステンシブルマークアップランゲージ（
ＸＭＬ）構成アクセスプロトコル（ＸＣＡＰ）を介して前記プレゼンス情報を前記プレゼ
ンスサーバに送信するようにさらに構成され、
　前記プレゼンス情報は、ジオロケーション、複数のサービス機能、コンテンツ消費、複
数のタグライン、又は複数のアバターを含む
　請求項１から６のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記ＵＥは、アンテナ、カメラ、タッチセンシティブディスプレイ画面、スピーカ、マ
イク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮
発性メモリポートを含む
　請求項１から７のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項９】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベースのハ
イパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミックアダプティブ
ストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおいてプレゼンスサーバによりプレゼンス情報を
供給する方法であって、
　コンテンツスイッチの後に、前記プレゼンスサーバにおいて、プレゼンティティユーザ
機器（ＵＥ）からプレゼンス情報を受信する段階であって、前記プレゼンス情報は、ＤＡ
ＳＨコンテンツを含む、受信する段階と、
　前記ＤＡＳＨコンテンツを発行すべく、前記プレゼンティティＵＥを認証する段階とを
備える方法。
【請求項１０】
　前記プレゼンティティＵＥに肯定応答を送信して、前記プレゼンティティＵＥが前記Ｄ
ＡＳＨコンテンツを発行することを認証されたことを示す段階をさらに備える
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ
）メタデータファイル又はＤＡＳＨセグメントを含む
　請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツスイッチは、
　前記プレゼンティティＵＥのための、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰ
Ｐ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順、
　前記プレゼンティティＵＥのための、マルチメディアブロードキャストマルチキャスト
サービス（ＭＢＭＳ）ダウンロードセッション開始手順、
　前記プレゼンティティＵＥによる、チャネル変更による、３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスか
らＭＢＭＳダウンロードサービスへのスイッチ、又は
　前記プレゼンティティＵＥによる、チャネル変更による、ＭＢＭＳダウンロードサービ
スから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへのスイッチを含む
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツスイッチは、
　前記プレゼンティティＵＥによる、ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのＤＡＳＨコンテ
ンツの間のスイッチ、
　前記プレゼンティティＵＥによる、ＭＢＭＳ又は１方向トランスポートベース（ＦＬＵ
ＴＥベース）のＤＡＳＨコンテンツによるファイル配信の間のスイッチ、
　前記プレゼンティティＵＥによる、ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのコンテンツ配信
からＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信へのスイッチ、又は
　前記プレゼンティティＵＥによる、ＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信か
らＨＴＴＰ又はユニキャストベースのコンテンツ配信へのスイッチを含む
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　請求項９から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記プレゼンス情報を受信する段階は、
　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）又はエクステンシブルマークアップランゲージ（
ＸＭＬ）構成アクセスプロトコル（ＸＣＡＰ）を介してプレゼンス情報を受信する段階で
あって、前記プレゼンス情報は、ジオロケーション、複数のサービス機能、コンテンツ消
費、複数のタグライン、又は複数のアバターを含む、受信する段階、
　前記プレゼンス情報を格納する段階、
　前記プレゼンス情報を発行する段階、又は
　前記プレゼンス情報を供給する段階をさらに備える
　請求項９から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　ウォッチャーＵＥから登録メッセージを受信する段階と、
　前記ＤＡＳＨコンテンツを受信すべく、前記ウォッチャーＵＥを認証する段階と、
　前記ウォッチャーＵＥに肯定応答を送信して、前記ウォッチャーＵＥが前記ＤＡＳＨコ
ンテンツを受信することを認証されたことを示す段階とをさらに備える
　請求項９から１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　通知メッセージをウォッチャーＵＥへ送信して、前記プレゼンティティＵＥの前記プレ
ゼンス情報を示す段階、又は
　前記ウォッチャーＵＥへのＤＡＳＨコンテンツを含む、前記プレゼンス情報を前記ウォ
ッチャーＵＥへ発行する段階をさらに備える
　請求項９から１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記プレゼンス情報を受信する段階は、
　前記プレゼンティティＵＥのパブリックユーザアイデンティティにセットされる送信側
ヘッダ及び受信側ヘッダ、プレゼンスイベントパッケージにセットされるイベントヘッダ
、アプリケーション／ｐｉｄｆ＋ｘｍｌにセットされるコンテンツタイプ、視聴されるラ
イブテレビ（ＴＶ）チャネル又はイベント、ライブコンテンツ情報、現在のＴＶ番組、又
はオンデマンドコンテンツを含む発行メッセージを受信する段階をさらに備える
　請求項９から１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項９から１７のいずれか１項に記載の方法を実行するように適応されたコンピュー
タプログラムコード手段を備えるコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベースのハ
イパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミックアダプティブ
ストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおいてプレゼンスサーバを介してプレゼンス情報
を受信するユーザ機器（ＵＥ）であって、
　プレゼンティティＵＥによるコンテンツスイッチの後に前記プレゼンティティＵＥの前
記プレゼンス情報を示す、プレゼンスサーバからの通知メッセージを受信するためのトラ
ンシーバと、
　前記プレゼンスサーバを介して前記プレゼンティティＵＥからＤＡＳＨコンテンツを見
るためのプロセッサとを備え、
　前記プレゼンス情報は、前記ＤＡＳＨコンテンツを含む
　ＵＥ。
【請求項２０】
　前記ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ
）メタデータファイル、又はＤＡＳＨセグメントを含む
　請求項１９に記載のＵＥ。
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【請求項２１】
　前記コンテンツスイッチは、
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（
３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順を開始すること、
　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ダウンロードセ
ッション開始手順を開始すること、
　チャネル変更により、３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスからＭＢＭＳダウンロードサービスへ
スイッチすること、又は
　チャネル変更により、ＭＢＭＳダウンロードサービスから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへ
スイッチすることを含む
　請求項１９または２０に記載のＵＥ。
【請求項２２】
　前記コンテンツスイッチは、
　ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのＤＡＳＨコンテンツの間でのスイッチ、
　ＭＢＭＳ又は１方向トランスポートベース（ＦＬＵＴＥベース）のＤＡＳＨコンテンツ
によるファイル配信の間でのスイッチ、
　ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのコンテンツ配信からＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベース
のコンテンツ配信へのスイッチ、又は
　ＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信からＨＴＴＰ又はユニキャストベース
のコンテンツ配信へのスイッチを含む
　請求項１９から２１のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項２３】
　前記ＵＥはプレゼンティティとして構成され、
　前記プロセッサは、ＤＡＳＨセッションの間にコンテンツスイッチを実行するようにさ
らに構成され、
　前記トランシーバは、前記プレゼンスサーバに消費されるコンテンツを含むプレゼンス
情報を発行するようにさらに構成され、
　前記発行されるコンテンツはＤＡＳＨコンテンツを含む
　請求項１９から２２のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項２４】
　前記ＵＥはプレゼンティティとして構成され、
　前記トランシーバは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）又はエクステンシブルマー
クアップランゲージ（ＸＭＬ）構成アクセスプロトコル（ＸＣＡＰ）を介して前記プレゼ
ンス情報を前記プレゼンスサーバへ送信するようにさらに構成され、
　前記プレゼンス情報は、ジオロケーション、複数のサービス機能、コンテンツ消費、複
数のタグライン、又は複数のアバターを含む
　請求項１９から２３のいずれか１項に記載のＵＥ。
【請求項２５】
　前記ＵＥは、アンテナ、カメラ、タッチセンシティブディスプレイ画面、スピーカ、マ
イク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮
発性メモリポートを含む
　請求項１９から２４のいずれか１項に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願本願は、代理人整理番号Ｐ５３５０４Ｚで、２０１３年１月１７日に出願され
た、米国仮特許出願シリアルＮｏ．６１／７５３，９１４を参照により、利益を請求し、
組み込む。
【背景技術】
【０００２】
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　無線移動通信技術は、ノード（例えば、送信局）と無線デバイス（例えば、モバイルデ
バイス）との間でデータを送信するために複数の様々な規格およびプロトコルを使用する
。いくつかの無線デバイスは、ダウンリンク（ＤＬ）送信での直交周波数分割多重アクセ
ス（ＯＦＤＭＡ）およびアップリンク（ＵＬ）送信での単一キャリア周波数分割多重アク
セス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いることで通信する。信号送信のために直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）を使用する複数の規格および複数のプロトコルは、第３世代パートナーシッ
ププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、ＷｉＭＡＸ（マ
イクロ波アクセスのための世界的相互運用）として業界団体に一般に知られている電気電
子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（例えば、８０２．１６ｅ、８０２．１６ｍ
）、およびＷｉＦｉとして業界団体に一般に知られているＩＥＥＥ８０２．１１規格を含
む。
【０００３】
　複数の３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノード
は、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（進化型ノードＢ、改良型ノード
Ｂ、ｅＮｏｄｅＢ、またはｅＮＢとしても一般に示される）と、ユーザ機器（ＵＥ）とし
て知られる無線デバイスと通信する無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）との組み合
わせであり得る。ダウンリンク（ＤＬ）送信は、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から無
線デバイス（例えば、ＵＥ）への通信であり得る。アップリンク（ＵＬ）送信は、無線デ
バイスからノードへの通信であり得る。
【０００４】
　無線デバイスは、ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）ストリーミ
ングのような様々なプロトコルを用いるインターネットビデオのマルチメディア配信を受
信するべく用いられることができる。ビデオストリーミングのＨＴＴＰベースの配信を提
供するためのプロトコルは、ＨＴＴＰ（ＤＡＳＨ）によるダイナミックアダプティブスト
リーミングを含みうる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示の複数の特徴および複数の利点は、本開示の複数の特徴を、例示の方法で、共に
図示される添付の複数の図面と併用して、以下に示す詳細な説明から明らかになるであろ
う。
【図１】例による、ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイ
ナミックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）のためのクライアント及び複数のサー
バにおけるブロック図を示す。
【図２】例による、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）メタデータファイル構成
のブロック図を示す。
【図３】例による、プレゼンスサーバを有する、インターネットプロトコル（ＩＰ）マル
チメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベースのパケット交換ストリーミングサービス（ＰＳ
Ｓ）及びマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）関数型ア
ーキテクチャのブロック図を示す。
【図４】例による、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミ
ックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおいて用いられるプレゼンスサ
ーバのメッセージフローチャートの例を示す。
【図５】例による、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミ
ックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおける、プレゼンティティとし
て機能するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能を示す。
【図６】例による、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミ
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ックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービスにおいてプレゼンスサーバにより
プレゼンス情報を供給する方法のフローチャートを示す。
【図７】例による、プレゼンスサーバ、ノード（例えばｅＮＢ）、及びユーザ機器（ＵＥ
）の図を示す。
【図８】例による、無線デバイス（例えばＵＥ）の図を示す。参照は、複数の例示的な実
施形態をこれから説明するのに用いられ、特定の言語は、本仕様書で、同一の説明をする
のに用いられるであろう。それでもなお、それにより発明の範囲を限定するのを意図して
いないことは理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本願発明が開示および記載される前に、この発明は、本願明細書で開示されている特定
の複数の構造、複数の処理工程、または複数の材料に限定されないことは理解される。し
かし、当業者により認識される等価のものまで拡張される。本開示で使用される技術用語
が複数の特定の例のみについて説明することを目的として用いられ、限定されることを意
図したものでないことも理解されるであろう。異なる図面での同一の参照符号が同一要素
を表す。複数のフローチャートおよび複数の処理で提供される数は、複数の工程および複
数の操作を説明する際の明確性のために提供され、必ずしも特定の順序またはシーケンス
を示さない。
【０００７】
　例示的な実施形態
【０００８】
　複数の技術的な実施形態の初見の外観は、下記に提供され、次に、複数の特定の技術的
な実施形態が、後でさらに詳細に記載される。この最初の要約は、複数の読み手がその技
術をより速く理解するのを助けることを意図しているが、その技術の複数の重要な特徴ま
たは複数の本質的な特徴を特定することを意図しておらず、請求される主題の範囲を限定
することも意図していない。
【０００９】
　複数のプレゼンスサービスは、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブ
システム（ＩＭＳ）による複数のマルチメディアサービスをサポートするために、グロー
バルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））アソシエーシ
ョン（ＧＳＭＡ）により開発されたリッチ通信サービス（ＲＣＳ）プロファイルの一部で
ありうる。複数のプレゼンスサービスは、ユーザが、ジオロケーション、複数のサービス
機能、コンテンツ消費、複数のタグライン、及び複数のアバターのようなプレゼンス情報
を共有することを可能にできる。ユーザのクライアントアプリケーションは、プレゼンス
サービスへ（例えばプレゼンスサーバを介して）プレゼンス情報（例えばプレゼンス状態
）を提供し、プレゼンス情報が、個人用の利用可能な記録（プレゼンティティと称される
）に格納され、プレゼンティティユーザの通信のための可用性を伝達するべく、他の複数
のユーザ（複数のウォッチャーと称される）への供給のために利用できるようにされるこ
とができる。プレゼンスサーバは、プレゼンス情報を受け取り、格納し、発行し、及び供
給することができる。ＩＭＳプレゼンスは、オープンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）に
よって定義される複数の論理ネットワーク要素とともに、インターネットエンジニアリン
グタスクフォース（ＩＥＴＦ）及び３ＧＰＰにより定義されるような、セッション開始プ
ロトコル（ＳＩＰ）及びエクステンシブルマークアップランゲージ（ＸＭＬ）構成アクセ
スプロトコル（ＸＣＡＰ）を用いて実装されうる。３ＧＰＰコンテキストにおいて、複数
のプレゼンスサービスのアーキテクチャ及び機能記述は、３ＧＰＰ技術仕様書（ＴＳ）２
４．１４１Ｖ１１．０．０（２０１２－０９）において特定されうる。エンドユーザアプ
リケーションを含む、複数のプレゼンスサービスのためのプロトコルは、プレゼンスＳＩ
Ｐインスタントメッセージ及びプレゼンスレバレッジエクステンション（ＳＩＭＰＬＥ）
仕様書バージョン１．０（２５　Ｊｕｌ　２００６　ＯＭＡ－ＴＳ－Ｐｒｅｓｅｎｃｅ＿
ＳＩＭＰＬＥ－Ｖ１＿０－２００６０７２５－Ａ）においてＯＭＡによって特定されうる
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。
【００１０】
　ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）ストリーミングは、インター
ネットビデオのマルチメディア配信の形態として用いられうる。ＨＴＴＰストリーミング
において、マルチメディアファイルは、１または複数のセグメントに分割され、ＨＴＴＰ
プロトコルを用いてクライアントに配信されうる。ＨＴＴＰベースの配信は、ＨＴＴＰと
、送信制御プロトコル（ＴＣＰ）／インターネットプロトコル（ＩＰ）を含む、ＨＴＴＰ
の基礎をなす複数のプロトコルとの両方の幅広い採用による信頼性及びデプロイメントの
単純性を提供できる。ＨＴＴＰベースの配信は、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）及
びファイアウォールトラバーサル問題を回避することによって、容易で楽なストリーミン
グサービスを可能にできる。ＨＴＴＰベースの配信またはストリーミングは、また、複数
の特殊なストリーミングサーバの代わりに、複数の規格ＨＴＴＰサーバ及びキャッシュを
利用する能力を提供できる。ＨＴＴＰベースの配信は、サーバ側での最小限のまたは減じ
られた状態情報によるスケーラビリティを提供できる。複数のＨＴＴＰストリーミング技
術の例は、マイクロソフトＩＩＳスムースストリーミング、アップルＨＴＴＰライブスト
リーミング、及びＡｄｏｂｅ　ＨＴＴＰダイナミックストリーミングを含みうる。
【００１１】
　ＨＴＴＰによるダイナミックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）は、標準化され
たＨＴＴＰストリーミングプロトコルでありうる。例において、ＤＡＳＨは、３ＧＰＰ技
術仕様書（ＴＳ）２６．２４７Ｖ１１．１．０（２０１２－１２）において標準化されう
る。ＤＡＳＨにおいて、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）メタデータファイル
は、異なるビットレート、フレームレート、解像度、またはコーデックタイプを含む、サ
ーバに格納されたメディアコンテンツ表示の構造及び様々なバージョンの情報を提供でき
る。加えて、ＤＡＳＨは、また、複数のセグメントフォーマットを指定できる。ＭＰＤメ
タデータファイルは、他のリプレゼンテーションとのスイッチ及び同時表示のための、メ
ディアプレゼンテーションタイムラインへの複数のセグメントのマッピングを保証すべく
、メディアプレーヤのための初期化及びメディアセグメントの情報（例えば、メディアプ
レーヤが、コンテナフォーマット及びメディアタイミング情報を決定すべく、初期化セグ
メントを検査することができる）を含むことができる。メディアプレゼンテーションの形
成において複数のセグメントの関係を記述する、このＭＰＤメタデータ情報に基づいて、
複数のクライアント（または複数のクライアントデバイス）は、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ又は部
分ＧＥＴの複数の方法を用いて複数のセグメントを要求できる。クライアントは、完全に
ストリーミングセッションを制御できる。例えば、クライアントは、オンタイム要求及び
複数のセグメントのシーケンスのなめらかなプレイアウトを管理し、潜在的に、（例えば
、デバイス状態またはユーザの嗜好の複数の変化に反応すべく）複数のビットレートまた
は他の複数の属性を調節できる。ＤＡＳＨ技術は、また、ムービングピクチャーエクスパ
ーツグループ（ＭＰＥＧ）、Ｏｐｅｎ　ＩＰＴＶフォーラム（ＯＩＰＦ）、及びハイブリ
ッドブロードキャストブロードバンドＴＶ（ＨｂｂＴＶ）のような、他の複数の団体によ
り標準化された。
【００１２】
　ＤＡＳＨクライアントは、一連のＨＴＴＰ要求－応答トランザクションを通じて複数の
セグメントをダウンロードすることにより、マルチメディアコンテンツを受信できる。Ｄ
ＡＳＨは、利用できる帯域幅が変化するため、メディアコンテンツの複数の異なるビット
レート表示の間での動的なスイッチをする能力を提供できる。このため、ＤＡＳＨは、ネ
ットワークと無線リンクの複数の状態、ディスプレイ解像度のような複数のユーザの嗜好
とデバイスの機能、使用される中央プロセッシングユニット（ＣＰＵ）のタイプ、または
利用できるメモリリソース等を変化させることに速く適応することを可能にできる。
【００１３】
　ＤＡＳＨにおいて、図１に示されるように、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ
）メタデータファイルは、及びウェブおよび／またはメディアサーバ２１２に格納された
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メディアコンテンツ表示の構造及び様々なバージョンの情報を提供できる。様々なバージ
ョンのメディアコンテンツ表示は、異なるビットレート、フレームレート、解像度、コー
デックタイプまたは他の同様のタイプの情報を含むことができる。加えて、ＤＡＳＨは、
また、複数の他の表示とのスイッチ及び同時表示のための複数のセグメントのメディアプ
レゼンテーションタイムラインへのマッピングを保証すべく、メディアエンジンのための
初期化及び複数のメディアセグメントの情報を含むことができる、複数のセグメントフォ
ーマットを指定できる。複数のセグメントの関係及び複数のセグメントがメディアプレゼ
ンテーションを形成する方法を記述する、ＭＰＤメタデータ情報に基づいて、クライアン
ト２２０は、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ２４０メッセージまたは一連の部分的ＧＥＴメッセージを
用いて複数のセグメントを要求できる。クライアントは、オンタイム要求及び複数のセグ
メントのシーケンスのなめらかなプレイアウトを管理するような、または、デバイス状態
またはユーザの嗜好の複数の変化に反応すべく、複数のビットレートまたは他の複数の属
性を潜在的に調節するような、ストリーミングセッションを制御できる。
【００１４】
　図１は、ＤＡＳＨベースのストリーミングフレームワークを示す。ウェブ／メディアサ
ーバ２１２におけるメディアエンコーダ２１４は、オーディオ／ビデオ入力２１０からの
入力メディアを、ストレージまたはストリーミングのためのフォーマットへエンコードで
きる。メディアセグメンタ２１６は、ウェブサーバ２１８へ提供されることができる、シ
リアルのフラグメントまたはチャンクへ、入力メディアを分割するべく用いられうる２３
２。クライアント２２０は、ウェブサーバ（例えばＨＴＴＰサーバ）へ送信される複数の
ＨＴＴＰ　ＧＥＴメッセージを用いて複数のチャンク内の新たなデータを要求できる２３
４。
【００１５】
　例えば、クライアント２２０のウェブブラウザ２２２は、ＨＴＴＰ　ＧＥＴメッセージ
２４０を用いてマルチメディアコンテンツを要求できる。ウェブサーバ２１８は、クライ
アントに、マルチメディアコンテンツのためのＭＰＤ２４２を提供できる。ＭＰＤは、関
連するメタデータ情報に示されるように、各セグメントのインデックス及びセグメントの
対応する場所を伝達すべく用いられることができる２５２。ウェブブラウザは、２３６で
示されるようなＭＰＤ２４２に従ったセグメントによって、サーバセグメントからメディ
アを引き出すことができる。例えば、ウェブブラウザは、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ　ＵＲＬ（ｆ
ｒａｇ１ｒｅｑ）２４４を用いて第１のフラグメントを要求できる。ユニフォームリソー
スロケータ（ＵＲＬ）またはユニバーサルリソースロケータは、ウェブサーバに、クライ
アントがどのセグメントを要求しているかを教えるべく用いられることができる２５４。
ウェブサーバは、第１のフラグメント（例えばフラグメント１　２４６）を提供できる。
その後の複数のフラグメントのために、ウェブブラウザは、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ　ＵＲＬ（
ｆｒａｇ　ｉ　ｒｅｑ）２４８を用いてフラグメントｉを要求でき、ここで、ｉは、フラ
グメントの整数インデックスである。結果として、ウェブサーバは、フラグメントｉ　２
５０を提供できる。複数のフラグメントは、メディアデコーダおよび／またはプレイヤー
２２４を介してクライアントに提示されうる。
【００１６】
　図２に示されるように、ＤＡＳＨは、複数のセグメントフォーマット（または複数のフ
ラグメントフォーマット）と同様に、サーバに格納される、複数のメディアコンテンツ表
示の構造及び様々なバージョンの情報を提供するメディアプレゼンテーション記述（ＭＰ
Ｄ）メタデータファイル４０２のための複数の異なるフォーマットを指定できる。ＤＡＳ
Ｈにおいて、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）メタデータ４０２は、ウェブお
よび／またはメディアサーバに格納された複数のメディアコンテンツ表示の構造及び様々
なバージョンに関する情報を提供できる。図２に示された例において、ＭＰＤメタデータ
は、本例では６０秒のような予め定められた長さを有する複数の期間４０４に時間的に分
割されうる。各期間は、複数のアダプテーションセット４０６を含むことができる。各ア
ダプテーションセットは、１または複数のメディアコンポーネントについての情報に多く
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のエンコードされた代替例を提供できる。例えば、本例のアダプテーションセット０は、
異なるビットレート、モノ、ステレオ、及びサラウンドサウンド等のような、異なるよう
にエンコードされた様々なオーディオの代替例を含みうる。期間ＩＤにわたるマルチメデ
ィアプレゼンテーションのための異なる質のオーディオを提供することに加えて、アダプ
テーションセットはまた、複数の異なる言語でのオーディオを含みうる。アダプテーショ
ンセットにおいて提供された複数の異なる代替例は、複数のリプレゼンテーション４０８
と称されうる。
【００１７】
　図２において、アダプテーションセット１は、５メガビット／秒（Ｍｂｐｓ）、２Ｍｂ
ｐｓ、５００キロビット／秒（ｋｂｐｓ）、またはトリックモードのような、複数の異な
るビットレートでビデオを提供するように示される。トリックモードは、マルチメディア
ストリーミングファイルにおける場所における、シーク、早送り、巻き戻しまたは他の変
化を行うために用いられうる。加えて、ビデオは、また、２次元（２Ｄ）または３次元（
３Ｄ）ビデオ、またはポートレイトまたはランドスケープ向きのビデオのような、複数の
異なるフォーマットで利用できる。各リプレゼンテーション４０８は、セグメント情報４
１０を含んでよい。セグメント情報は、初期化情報４１２と、実際のメディアセグメント
データ４１４とを含んでよい。本例では、ＭＰＥＧ－４（ＭＰ４）ファイルが、サーバか
らモバイルデバイスへストリーミングされる。本例ではＭＰ４が用いられている一方で、
多種多様な異なるコーデックが用いられてもよい。コーデックは、デジタルデータストリ
ームまたは信号をエンコードまたはデコードすることが可能なデバイス、アプリケーショ
ン、エレメント、またはコンピュータプログラムである。
【００１８】
　アダプテーションセット中のマルチメディアは、さらに、より小さな複数のセグメント
に分割されてよい。図２の例では、アダプテーションセット１の６０秒ビデオセグメント
が、それぞれ１５秒の４つのサブセグメント４１４へさらに分割される。これらの例は、
限定することを意図したものではない。アダプテーションセット及び各メディアセグメン
トまたはサブセグメントの実際の長さは、メディアのタイプ、複数のシステム要件、及び
干渉の潜在的なタイプ等に依存する。複数の実際のメディアセグメントまたは複数のサブ
セグメントは、１秒から数分の長さ未満の長さを有しうる。
【００１９】
　ＤＡＳＨコンテンツは、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（Ｍ
ＢＭＳ）を用いて供給されうる。ＭＢＭＳは、コアネットワーク内とセル内の両方で、ブ
ロードキャスト及びマルチキャストサービスの効率的な配信を提供することができる、複
数の携帯電話ネットワークのためのポイントツーマルチポイントインターフェース仕様書
である。拡張マルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストサービス（ｅＭＢＭＳ
）は、複数のＬＴＥネットワーク上にデプロイされうる、ＭＢＭＳのＬＴＥバージョンと
することができる。ＬＴＥのｅＭＢＭＳは、セル内の全てのユーザへ（すなわちブロード
キャスト）またはセル内のユーザの一定のセット（複数の契約者）へ（すなわちマルチキ
ャスト）、複数の利用可能な無線リソースのサブセットを用いて同じコンテンツ情報を送
信するための複数の転送機能を提供できる一方で、残りの利用可能な無線リソースは、特
定のユーザに向けて（例えば複数のユニキャストサービス）の送信をサポートすべく用い
られることができる。
【００２０】
　ｅＭＢＭＳの複数のデプロイメントは、複数のコアＭＢＭＳユーザサービス機能のパフ
ォーマンスとユーザビリティを向上させることができる。ＭＢＭＳダウンロード配信は、
ＨＴＴＰベースのユニキャストダウンロード配信のオフロードに対して代替的なサービス
でありうる。複数の利益は、複数の非リアルタイムサービスタイプ、複数のＭＢＭＳスト
リーミングサービスを補足する複数のコンテンツのプロビジョニング、及び複数のデバイ
ス（例えば複数のサーバ）のストレージ容量の増加のレバレッジへのサポートを可能にす
ることを含みうる。ＨＴＴＰによるユニキャスト転送にも利用されうるＤＡＳＨセグメン
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トフォーマットは、配信環境がユニキャストまたはマルチキャストであるかあいまいであ
りうる。ＭＢＭＳユーザサービス仕様書（例えば３ＧＰＰ　ＴＳ　２６．３４６　Ｖ１１
．３．０　（２０１２－１２））は、ＤＡＳＨフォーマットコンテンツが、ＦＬＵＴＥプ
ロトコルによりＭＢＭＳダウンロード配信を用いて送信されることを可能にしうる。
【００２１】
　ＦＬＵＴＥは、特に複数のマルチキャストネットワーク向けでありうる、インターネッ
トによる複数のファイルの一方向配信のためのプロトコルでありうる。ＦＬＵＴＥは、非
同期レイヤード符号化（ＡＬＣ）を基に、大規模スケーラブルマルチキャスト供給向けの
ベースプロトコルを作ることができる。ＦＬＵＴＥは、レイヤード符号化転送（ＬＣＴ）
構成ブロックのインスタンシエイションを提供できる。ＡＬＣプロトコルは、ＬＣＴ構成
ブロック、輻輳制御（ＣＣ）構成ブロック及び前方誤り訂正（ＦＥＣ）構成ブロックを組
み合わせて、輻輳制御された信頼性のある非同期配信を提供できる。ＬＣＴは、信頼性の
あるコンテンツ配信及びストリーム配信プロトコルに対する転送レベルサポートを提供で
きる。ストリーミングデータまたはダウンロードは、リアルタイム転送プロトコル（ＲＴ
Ｐ）においてカプセル化され、複数のＭＢＭＳベアラにより配信する際にＦＬＵＴＥプロ
トコルを用いて転送されることができる。ＲＴＰは、テレフォニー、ビデオ遠隔会議アプ
リケーション、テレビサービス、及びウェブベースのプッシュツートーク機能のような、
ストリーミングメディアを含む、通信及びエンターテインメントシステムにおいて利用さ
れることができる。
【００２２】
　ＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスのためのプレゼンスサーバ１３０は、図３に示される
ように、ＩＭＳベースのパケット交換ストリーミングサービス（ＰＳＳ）及びＭＢＭＳユ
ーザサービス関数型アーキテクチャにおいて実装されうる。様々な機能ブロックまたはモ
ジュールが、複数のＤＡＳＨサービスのために（例えばユニキャスト／ＨＴＴＰ及びＭＢ
ＭＳ／ＦＬＵＴＥ転送方法により）利用されることができる。
【００２３】
　例えば、ＩＭＳコアネットワークサブシステム（ＩＭ　ＣＮサブシステム）１２０は、
ユーザ登録及び認証、モビリティ及びローミング、複数のマルチメディアセッションの制
御、サービスの質（ＱｏＳ）制御、ポリシー制御、チャージング、及び回路交換ネットワ
ークとのインターワークをサポートできる。ＩＭ　ＣＮサブシステムの複数の機能は、３
ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２２８　Ｖ１１．７．０　（２０１２－１２）にさらに記述されう
る。
【００２４】
　ユーザ機器（ＵＥ）１１０（例えばプレゼンティティまたはウォッチャーＵＥ）は、サ
ービスディスカバリー及び選択を実行でき、サービス開始、変更、及び終了を処理でき、
および／またはユーザに対するコンテンツを受信して提示することができる、ジェネリッ
クブーストラッピングアーキテクチャ（ＧＢＡ）、ＩＭＳ、ＰＳＳ、および／またはＭＢ
ＭＳクライアントを含むことができる。
【００２５】
　ＳＣＦ１３２は、サービス論理の実行をサポートすべく、サービス論理及び機能を提供
できる。例えば、ＳＣＦは、サービスへのアクセスを許可または拒否するためにＰＳＳ及
びＭＢＭＳユーザのサービス契約をチェックすることを含みうる、セッション開始及びセ
ッション変更の間のサービス認証を提供できる。ＳＣＦは、関連するＰＳＳ及びＭＢＭＳ
メディア機能を選択できる。ＨＴＴＰベースの配信について、ＳＣＦは、プロキシまたは
バックツーバックユーザエージェント（Ｂ２ＢＵＡ）として機能できる。ＭＢＭＳについ
て、ＳＣＦは、終了ユーザエージェント（ＵＡ）として機能できる。
【００２６】
　ＨＴＴＰ／ＳＩＰアダプタ１５０の機能は、ＳＩＰセッションを複数のＨＴＴＰ入力要
求と関係づけることができる。ＨＴＴＰ／ＳＩＰアダプタは、ＩＭ　ＣＮサブシステム１
２０、ＳＣＦ１３２、ＨＴＴＰサーバ１６０、及びプレゼンスサーバ１３０とインターフ
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ェースで接続できる。ＨＴＴＰサーバは、ＨＴＴＰベースの配信のためのＤＡＳＨフォー
マットコンテンツを提供できる。ＨＴＴＰサーバの複数の機能は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２６
．２４７にさらに記述されうる。前述のように、プレゼンスサーバは、プレゼンス情報を
、受け取り、格納、発行、及び供給できる。例において、プレゼンスサーバは、ＳＣＦと
同一の複数のインターフェースを有することができる。
【００２７】
　ＢＭＳＣ．ＵＰＦ１４０は、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター（ＢＭ
ＳＣ）ユーザプレーン副機能（ＵＰＦ）を含むことができる。ＢＭＳＣ．ＵＰＦは、ＭＢ
ＭＳダウンロードのためのＤＡＳＨフォーマットコンテンツを提供できる。ＢＭＳＣ．Ｕ
ＰＦ（またはＢＭ－ＳＣ．ＵＰＦ）は、コンテンツプロバイダ／マルチキャストブロード
キャストソースと通信でき、および／または制御できる。ＢＭＳＣまたはＢＭＳＣ．ＵＰ
Ｆの複数の機能は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２６．２４６　Ｖ１１．３．０　（２０１２－１２
）においてさらに記述されうる。
【００２８】
　ポリシー及びチャージングルール機能（ＰＣＲＦ）１７０は、ＲＡＮ及びパケット交換
（ＰＳ）コアネットワーク１８０における複数のリソースのチャージング及び設定を制御
できる。ＰＣＲＦの複数の機能は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２０３　Ｖ１１．８．０　（
２０１２－１２）においてさらに記述されうる。
【００２９】
　サービス選択機能（ＳＳＦ）１９０は、利用できるＰＳＳ（ＨＴＴＰベースのＤＡＳＨ
を含む）及び複数のＭＢＭＳユーザサービスのリスト、及び関連するユーザサービス記述
情報を提供できる。ＳＳＦモジュールは、クライアントのアイデンティティに向けて個別
化されうる。
【００３０】
　ＩＭＳベースのパケット交換ストリーミングサービス（ＰＳＳ）及びＭＢＭＳユーザサ
ービス関数型アーキテクチャ内のＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスのためのプレゼンスサ
ーバは、ＩＭＳベースのプレゼンス及び複数のＤＡＳＨサービスを組み合わせることがで
きる。図４は、複数のＤＡＳＨサービスのコンテキストにおいて用いられるＩＭＳベース
のプレゼンスサービスのための呼び出しフローを示す。本例では、ＵＥ１　１１２は、ウ
ォッチャーであってよく、ＵＥ２　１１４は、プレゼンティティであってよい。ＵＥ１は
、ＩＭ　ＣＮサブシステム１２２を介してプレゼンスサーバ１３０と通信でき、ＵＥ２は
、ＩＭ　ＣＮサブシステム１２４を介してプレゼンスサーバと通信できる。例において、
ＵＥ２は、ＵＥ１の複数のコンタクトのリスト内にありうる。ＵＥ２は、ＵＥ２のユーザ
が現在視聴しているコンテンツを発行するように要求できる。
【００３１】
　ＵＥ１　１１２は、ＵＥ２　１１４を含むことができる複数のコンタクトのリストを含
むプレゼンス情報を、ＳＩＰ登録メッセージ３０２をプレゼンスサーバ１３０に送信する
ことによって申し込むことができる。プレゼンスサーバは、ウォッチャー認証３０４を提
供でき、ＳＩＰ２００ＯＫメッセージ３０６で返信できる。
【００３２】
　ＤＡＳＨ配信を開始した後またはＤＡＳＨによるコンテンツスイッチの後のような、ト
リガーイベントの後に、ＵＥ２　１１４は、消費されるコンテンツを発行するように決定
できる。ＵＥ２は、ＳＩＰ発行メッセージ３０８をプレゼンスサーバ１３０へ送信できる
。発行メッセージは、消費されるＤＡＳＨコンテンツ、及びＤＡＳＨメディアプレゼンテ
ーション記述（ＭＰＤ）のような、ＤＡＳＨに特有の追加の複数の属性を含むことができ
る。プレゼンスサーバは、パブリッシャー認証３１０を提供でき、ＳＩＰ２００ＯＫメッ
セージ３１２で返信できる。
【００３３】
　ＳＩＰ発行メッセージ３０８の受信時および／またはパブリッシャー認証３１０の後、
プレゼンスサーバ１３０は、ＳＩＰ通知メッセージ３１４を送信することにより、ＵＥ２
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　１１４により消費される（または見られるまたは発行される）コンテンツをＵＥ１　１
１２に通知できる。ＳＩＰ通知メッセージの受信が成功した場合には、ＵＥ１は、ＳＩＰ
２００ＯＫメッセージ３１６で応答できる。
【００３４】
　他の例では、プレゼンティティとして機能するＵＥ（例えばＵＥ２）は、ＨＴＴＰ／ユ
ニキャストベースまたはＭＢＭＳ／ＦＬＵＴＥベースのＤＡＳＨセッション開始手順に関
する最後のＳＩＰ２００ＯＫの受信時にＳＩＰ発行を送信しうる（例えばＤＡＳＨコンテ
ンツ（すなわち映画Ａ）を視聴することを開始する）。他の例では、ＤＡＳＨセッション
の間、ＵＥ（例えばＵＥ２）は、また、コンテンツスイッチ（例えば１つのＤＡＳＨコン
テンツ（すなわちＤＡＳＨを用いる映画Ａ）から他のＤＡＳＨコンテンツ(すなわちＤＡ
ＳＨを用いる映画Ｂ）へのスイッチ）が実行された後に、発行要求を送信しうる。コンテ
ンツを発行またはＳＩＰ発行メッセージを送信するべく用いられることができる複数のト
リガーイベントメッセージ（または複数トリガーイベント）は、ＨＴＴＰ／ユニキャスト
ベースのＤＡＳＨコンテンツスイッチ、ＭＢＭＳ／ＦＬＵＴＥベースのＤＡＳＨコンテン
ツスイッチ、ＨＴＴＰ／ユニキャストベースからＭＢＭＳ／ＦＬＵＴＥベースへのコンテ
ンツ配信のスイッチ、またはＭＢＭＳ／ＦＬＵＴＥベースからＨＴＴＰ／ユニキャストベ
ースへのコンテンツ配信のスイッチを含むことができる。
【００３５】
　他の例では、プレゼンティティとして機能するＵＥは、ＰＳＳストリーミングセッショ
ン開始手順（またはＳＩＰ）に関する最後のＳＩＰ２００ＯＫの受信時、ＭＢＭＳストリ
ーミングセッション開始手順に関する最後のＳＩＰ２００ＯＫの受信時、第３世代パート
ナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（３ＧＰ－ＤＡＳＨ
）セッション開始手順に関する最後のＳＩＰ２００ＯＫの受信時、またはＭＢＭＳダウン
ロードセッション開始手順に関する最後のＳＩＰ２００ＯＫの受信時に、ＳＩＰ発行を送
信しうる。
【００３６】
　（ＤＡＳＨフォーマットコンテンツ配信を含む）ストリーミングセッションの間に、Ｕ
Ｅはまた、（ＰＳＳストリーミング及び３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスの両方についての）Ｐ
ＳＳコンテンツスイッチ、（ＭＢＭＳストリーミング及びＭＢＭＳダウンロードサービス
の両方についての）ＭＢＭＳコンテンツスイッチ、チャネル変更によるＰＳＳからＭＢＭ
Ｓストリーミングへのスイッチ（例えば異なるＤＡＳＨコンテンツ）、チャネル変更によ
るＭＢＭＳからＰＳＳストリーミングへのスイッチ、チャネル変更による３ＧＰ－ＤＡＳ
ＨからＭＢＭＳダウンロードサービスへのスイッチ、または、チャネル変更によるＭＢＭ
Ｓダウンロードから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへのスイッチを含むことができる、コンテ
ンツスイッチが実行された後に、発行要求を送信しうる。
【００３７】
　発行のコンテンツは以下のようにセットされうる。要求－ＵＲＩ、Ｔｏ（例えば受信側
）ヘッダ及びＦｒｏｍ（例えば送信側）ヘッダが、ユーザのパブリックユーザアイデンテ
ィティにセットされうる。イベントヘッダが、「プレゼンス」イベントパッケージにセッ
トされうる。コンテンツタイプが、「アプリケーション／ｐｉｄｆ＋ｘｍｌ」にセットさ
れうる。ユニフォームリソースアイデンティファイア（ＵＲＩ）は、ＵＲＬまたはユニフ
ォームリソースネーム（ＵＲＮ）を含みうる。
【００３８】
　複数のＤＡＳＨサービスに特有の複数の追加の要素はまた、ＳＩＰ発行メッセージに含
まれうる。例えば、（ＨＴＴＰ／ユニキャストまたはＭＢＭＳ／ＦＬＵＴＥに基づく）ラ
イブＤＡＳＨサービスの場合、複数の特有の追加の要素は、現在視聴されているライブテ
レビ（ＴＶ）チャネルおよび／またはイベント、及びライブコンテンツまたは現在のＴＶ
番組の情報を含みうる。オンデマンドサービスの場合、特有の追加の要素は、オンデマン
ドコンテンツを含みうる。例において、ＸＭＬスキーマは、複数のプレゼンスドキュメン
トまたはプレゼンス情報がＵＥによって発行されたときに用いられうる。
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【００３９】
　ウォッチャーとして機能するＵＥ（例えばＵＥ１）は、その後、どのコンテンツがＤＡ
ＳＨ　ＭＰＤファイルを含みうるかという、プレゼンティティとして機能するＵＥ（例え
ばＵＥ２）により消費されるコンテンツの情報を含む、ＳＩＰ通知メッセージを受信しう
る。
【００４０】
　他の例は、図５のフローチャートに示されるように、インターネットプロトコル（ＩＰ
）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロ
トコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービ
スにおけるプレゼンティティとして機能するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）のコン
ピュータ回路の機能５００を提供する。機能は、方法として実装されてよく、または、機
能は、機械上で複数の命令として実行されてよく、この場合、複数の命令は、少なくとも
１つのコンピュータ可読媒体または１つの非一時的機械可読記憶媒体上に含まれる。コン
ピュータ回路は、ブロック５１０におけるように、ＤＡＳＨセッションの間、トリガーイ
ベントを生成するように構成されうる。ブロック５２０におけるように、コンピュータ回
路は、プレゼンスサーバに消費されるコンテンツを含むプレゼンス情報を発行するように
さらに構成されることができ、発行されたコンテンツは、ＤＡＳＨコンテンツを含む。
【００４１】
　ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）メ
タデータファイル、またはＤＡＳＨセグメントを含みうる。例では、トリガーイベントは
、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（
３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順、マルチメディアブロードキャストマルチキャス
トサービス（ＭＢＭＳ）ダウンロードセッション開始手順、チャネル変更による３ＧＰ－
ＤＡＳＨサービスからＭＢＭＳダウンロードサービスへのスイッチ、またはチャネル変更
によるＭＢＭＳダウンロードサービスから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへのスイッチを含む
ことができる。他の例では、トリガーイベントは、ＨＴＴＰまたはユニキャストベースの
ＤＡＳＨコンテンツの間でのスイッチ、ＭＢＭＳまたは１方向トランスポートベース（Ｆ
ＬＵＴＥベース）のＤＡＳＨコンテンツによるファイル配信の間のスイッチ、ＨＴＴＰま
たはユニキャストベースのコンテンツ配信から、ＭＢＭＳまたはＦＬＵＴＥベースのコン
テンツ配信へのスイッチ、またはＭＢＭＳまたはＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信から
、ＨＴＴＰまたはユニキャストベースのコンテンツ配信へのスイッチを含むことができる
。
【００４２】
　他の構成では、プレゼンス情報を発行するように構成されたコンピュータ回路は、セッ
ション開始プロトコル（ＳＩＰ）発行メッセージを、ＤＡＳＨコンテンツを有するプレゼ
ンスサーバに送信するようにさらに構成されることができる。他の例では、コンピュータ
回路は、ＤＡＳＨサービスを介してＤＡＳＨコンテンツを受信し、ＵＥがＤＡＳＨコンテ
ンツを発行することを認証するプレゼンスサーバから肯定応答を受信するようにさらに構
成されることができる。肯定応答は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）２００ＯＫメ
ッセージを含みうる。他の構成では、プレゼンス情報を発行するように構成されたコンピ
ュータ回路は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）またはエクステンシブルマークアッ
プランゲージ（ＸＭＬ）構成アクセスプロトコル（ＸＣＡＰ）を介して、プレゼンスサー
バにプレゼンス情報を送信するようにさらに構成されうる。プレゼンス情報は、ジオロケ
ーション、複数のサービス機能、コンテンツ消費、複数のタグライン、または複数のアバ
ターを含みうる。ＵＥは、アンテナ、カメラ、タッチセンシティブディスプレイ画面、ス
ピーカ、マイク、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ
、または不揮発性メモリポートを含みうる。
【００４３】
　他の例は、図６のフローチャートに示されるように、インターネットプロトコル（ＩＰ
）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ベースのハイパーテキストトランスファープロ
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トコル（ＨＴＴＰ）によるダイナミックアダプティブストリーミング（ＤＡＳＨ）サービ
スにおいてプレゼンスサーバによりプレゼンス情報を供給する方法６００を提供する。方
法は、機械又はコンピュータ回路における複数の命令として実行されてよい。複数の命令
は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体、又は、１つの非一時的機械可読記憶媒体に
含まれる。方法は、ブロック６１０におけるように、コンテンツスイッチ後に、プレゼン
ティティユーザ機器（ＵＥ）から、プレゼンスサーバにおいてプレゼンス情報を受信する
操作を含み、プレゼンス情報は、ＤＡＳＨコンテンツを含む。方法の次の操作は、ブロッ
ク６２０におけるように、ＤＡＳＨコンテンツを発行するべく、プレゼンティティＵＥを
認証することでありうる。
【００４４】
　例において、方法は、プレゼンティティＵＥに肯定応答を送信して、プレゼンティティ
ＵＥがＤＡＳＨコンテンツを発行することを認証されたことを示すことをさらに含むこと
ができる。ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプレゼンテーション記述（Ｍ
ＰＤ）メタデータファイル、またはＤＡＳＨセグメントを含みうる。例では、コンテンツ
スイッチは、プレゼンティティＵＥのための、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順、プ
レゼンティティＵＥのための、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
（ＭＢＭＳ）ダウンロードセッション開始手順、プレゼンティティＵＥによる、チャネル
変更による３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスからＭＢＭＳダウンロードサービスへのスイッチ、
またはプレゼンティティＵＥによる、チャネル変更によるＭＢＭＳダウンロードサービス
から３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへのスイッチを含むことができる。他の構成では、コンテ
ンツスイッチは、プレゼンティティＵＥによる、ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのＤＡ
ＳＨコンテンツの間のスイッチ、プレゼンティティＵＥによる、ＭＢＭＳ又は１方向トラ
ンスポートベース（ＦＬＵＴＥベース）のＤＡＳＨコンテンツによるファイル配信の間の
スイッチ、プレゼンティティＵＥによる、ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのコンテンツ
配信からＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信へのスイッチ、又はプレゼンテ
ィティＵＥによる、ＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信からＨＴＴＰ又はユ
ニキャストベースのコンテンツ配信へのスイッチを含むことができる。
【００４５】
　他の例では、プレゼンス情報を受信する操作は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）
またはエクステンシブルマークアップランゲージ（ＸＭＬ）構成アクセスプロトコル（Ｘ
ＣＡＰ）を介してプレゼンス情報を受信すること、プレゼンス情報を格納すること、プレ
ゼンス情報を発行すること、またはプレゼンス情報を供給することをさらに含むことがで
きる。プレゼンス情報は、ジオロケーション、複数のサービス機能、コンテンツ消費、複
数のタグライン、または複数のアバターを含みうる。他の構成では、方法は、ウォッチャ
ーＵＥから登録メッセージを受信することと、ＤＡＳＨコンテンツを受信すべく、ウォッ
チャーＵＥを認証することと、ウォッチャーＵＥに肯定応答を送信して、ウォッチャーＵ
ＥがＤＡＳＨコンテンツを受信することを認証されたことを示すこととをさらに含む。他
の例では、方法は、通知メッセージをウォッチャーＵＥへ送信して、プレゼンティティＵ
Ｅのプレゼンス情報を示すこと、又はウォッチャーＵＥへのＤＡＳＨコンテンツを含むプ
レゼンス情報を、ウォッチャーＵＥへ発行することをさらに含むことができる。他の構成
では、プレゼンス情報を受信する操作は、プレゼンティティＵＥのパブリックユーザアイ
デンティティにセットされる送信側ヘッダ及び受信側ヘッダ、プレゼンスイベントパッケ
ージへセットされるイベントヘッダ、アプリケーション／ｐｉｄｆ＋ｘｍｌへセットされ
るコンテンツタイプ、視聴されるライブテレビ（ＴＶ）チャネル又はイベント、ライブコ
ンテンツ情報、現在のＴＶ番組、又はオンデマンドコンテンツを含む発行メッセージを受
信することをさらに含むことができる。
【００４６】
　図７は、例のユーザ機器（ＵＥ）７２０、ＩＭＳコア、ＥＰＣ、ＰＳコア、および／ま
たはＲＡＮ７８０におけるノード７１０、及びＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスにおいて
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プレゼンス情報を供給するためのプレゼンスサーバ７３０を示す。ＵＥは、ウォッチャー
またはプレゼンティティとして動作することができる。例えば、ＵＥは、図５の５００に
おいて記載されるように、ＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスにおけるプレゼンティティと
して機能するように動作可能でありうる。他の構成では、プレゼンスサーバは、図６の６
００において記載されるように、ＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスにおいてプレゼンス情
報を供給するために構成されうる。例において、ＵＥは、ノードを介してプレゼンスサー
バと通信できる。ノード７１０は、基地局（ＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化型ノードＢ
（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機
器（ＲＲＥ）、遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）、又は中央処理モジュール（ＣＰＭ）を含む
ことができる。
【００４７】
　クライアントデバイス７２０は、プロセッサ７２２及びトランシーバ７２４を含むこと
ができる。ＵＥは、ＩＭＳベースのＤＡＳＨサービスにおいてプレゼンスサーバ７３０を
介してプレゼンス情報（例えばウォッチャー）を受信するために構成されることができる
。トランシーバは、プレゼンティティＵＥによるコンテンツスイッチ後にプレゼンティテ
ィＵＥのプレゼンス情報を示す通知メッセージを、プレゼンスサーバから受信するように
構成されうる。プレゼンス情報は、ＤＡＳＨコンテンツを含むことができる。プロセッサ
は、プレゼンスサーバを介してプレゼンティティＵＥからのＤＡＳＨコンテンツを調べる
または処理するように構成されうる。ＤＡＳＨコンテンツは、ＤＡＳＨ属性、メディアプ
レゼンテーション記述（ＭＰＤ）メタデータファイルまたはＤＡＳＨセグメントを含むこ
とができる。例では、コンテンツスイッチは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）ファイルフォーマットＤＡＳＨ（３ＧＰ－ＤＡＳＨ）セッション開始手順を開
始すること、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ダウ
ンロードセッション開始手順を開始すること、チャネル変更による３ＧＰ－ＤＡＳＨサー
ビスからＭＢＭＳダウンロードサービスへのスイッチ、またはチャネル変更によるＭＢＭ
Ｓダウンロードサービスから３ＧＰ－ＤＡＳＨサービスへのスイッチを含むことができる
。他の例では、コンテンツスイッチは、ＨＴＴＰ又はユニキャストベースのＤＡＳＨコン
テンツの間でのスイッチ、ＭＢＭＳ又は１方向トランスポートベース（ＦＬＵＴＥベース
）のＤＡＳＨコンテンツによるファイル配信の間でのスイッチ、ＨＴＴＰ又はユニキャス
トベースのコンテンツ配信からＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信へのスイ
ッチ、又はＭＢＭＳ又はＦＬＵＴＥベースのコンテンツ配信からＨＴＴＰ又はユニキャス
トベースのコンテンツ配信へのスイッチを含むことができる。
【００４８】
　他の構成では、ＵＥは、プレゼンティティとして構成されうる。プロセッサは、ＤＡＳ
Ｈセッションの間にコンテンツスイッチを実行するようにさらに構成されうる。トランシ
ーバは、プレゼンスサーバに消費されるコンテンツを含むプレゼンス情報を発行するよう
にさらに構成されることができる。発行されたコンテンツは、ＤＡＳＨコンテンツを含み
うる。他の例では、トランシーバは、プレゼンス情報を、セッション開始プロトコル（Ｓ
ＩＰ）またはエクステンシブルマークアップランゲージ（ＸＭＬ）構成アクセスプロトコ
ル（ＸＣＡＰ）を介して、プレゼンスサーバに送信するようにさらに構成されうる。プレ
ゼンス情報は、ジオロケーション、複数のサービス機能、コンテンツ消費、複数のタグラ
イン、または複数のアバターを含みうる。
【００４９】
　図８は、モバイル端末（ＭＴ）、モバイルノード、クライアントデバイス、移動局（Ｍ
Ｓ）、移動無線デバイス、モバイルコミュニケーションデバイス、タブレット、ハンドセ
ット、または他のタイプの無線デバイスのような、ユーザ機器（ＵＥ）の例の図を提供す
る。ＵＥは、基地局（ＢＳ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢ
Ｕ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無線機器
（ＲＥ）、遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）、中央処理モジュール（ＣＰＭ）、又は他のタイ
プの無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスポイントのような、ノード、マ
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クロノード、低電力ノード（ＬＰＮ）又は送信局と通信するように構成される１または複
数のアンテナを含むことができる。無線デバイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ、高
速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）およびＷｉＦｉを含む少
なくとも１つの無線通信規格を使用して通信するよう構成されることができる。無線デバ
イスは、それぞれの無線通信規格に対して別個の複数のアンテナ、または複数の無線通信
規格に対して共通の複数のアンテナを使用して通信できる。無線デバイスは、無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、
および／またはＷＷＡＮにおいて通信できる。
【００５０】
　図８はまた、ＵＥからのオーディオ入力および出力のために利用できるマイクおよび１
または複数のスピーカの実例を提供する。ディスプレイ画面は、液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）画面、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの他のタイプのディ
スプレイ画面でよい。ディスプレイ画面は、タッチスクリーンとして構成され得る。タッ
チスクリーンは、容量性、抵抗性、または他のタイプのタッチスクリーン技術を使用して
よい。アプリケーションプロセッサおよびグラフィックスプロセッサは、処理および複数
の表示能力を提供するための内部メモリに連結されることができる。不揮発性メモリポー
トは、ユーザにデータの入出力の複数のオプションを提供するために使用されることもで
きる。不揮発性メモリポートは、無線デバイスのメモリ容量を拡張するのにも使用されて
よい。キーボードは、追加のユーザ入力を提供すべく、無線デバイスに統合され、または
無線デバイスに無線接続されてよい。仮想キーボードがタッチスクリーンを使用すること
で提供されてもよい。
【００５１】
　様々な技術、いくつかの態様またはそのオプションは、フロッピー（登録商標）ディス
ク、コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ハードドライブ、非一時
的コンピュータ可読記憶媒体、または任意の他の機械読取可能記憶媒体などの有形媒体に
実装されるプログラムコード（例えば、複数の命令）の形態で具現化してよい。プログラ
ムコードがコンピュータなどの機械によりロードされ、実行されると、機械がその様々な
技術を実施する装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード
、実行可能なコード、複数のコンピュータ命令、および／またはソフトウェアを含むこと
ができる。非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、信号を含まないコンピュータ読み取り
可能な記憶媒体であり得る。複数のプログラマブルコンピュータ上でプログラムコードが
実行される場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサにより読取可
能な記憶媒体（揮発性および不揮発性メモリおよび／または複数の記憶要素を含む）、少
なくとも１つの入力デバイス、および少なくとも１つの出力デバイスを含んでよい。揮発
性および不揮発性メモリおよび／または複数の記憶要素は、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、フラッシュドライ
ブ、光学ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、または電子データ
を格納するための他の媒体でよい。ノードおよび無線デバイスは、トランシーバモジュー
ル（すなわち、トランシーバ）、カウンタモジュール（すなわち、カウンタ）、処理モジ
ュール（すなわち、プロセッサ）、および／またはクロックモジュール（すなわち、クロ
ック）またはタイマモジュール（すなわち、タイマ）も含んでよい。本明細書で記載され
る様々な技術を実装または利用してよい１または複数のプログラムは、アプリケーション
プログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、及び再利用可能な制御装置等を使用してよ
い。そのような複数のプログラムは、コンピュータシステムと通信すべく、ハイレベル手
続き型またはオブジェクト指向のプログラミング言語において実装されてよい。しかし、
プログラムは、望ましい場合は、アセンブリまたは機械言語において実装されてよい。い
ずれの場合でも、言語は、コンパイラ型、またはインタプリンタ言語でよく、複数のハー
ドウェア実装と組み合わせられてよい。
【００５２】
　本明細書で記載されている複数の機能ユニットの多くは、それらの独立実装を特に強調
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するために、複数のモジュールとして名前付けされていることを理解すべきである。例え
ば、モジュールは、複数のカスタム超大規模集積（ＶＬＳＩ）回路または複数のゲートア
レイ、複数の論理チップ、複数のトランジスタ、または複数の他の個別コンポーネントな
どの既製の半導体を含むハードウェア回路として実装されてよい。モジュールは、複数の
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、複数のプログ
ラマブルロジックデバイス、または同種のものなどの複数のプログラマブルハードウェア
デバイスにも実装されてよい。
【００５３】
　複数のモジュールは、様々なタイプのプロセッサによる実行のためにソフトウェアにお
いて実装されてもよい。実行可能なコードの識別されたモジュールは、例えば、オブジェ
クト、手順、または機能として編成されてよい、例えば複数のコンピュータ命令の１また
は複数の物理または論理ブロックを含んでよい。それでもなお、識別されたモジュールの
実行ファイルは、物理的に一緒に位置づけられる必要はなく、論理的に共に連結する場合
、モジュールを含み、モジュールに対して上述の目的を達成するように、異なる位置に格
納された異なる複数の命令を含んでよい。
【００５４】
　実際には、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令、または多くの命令であって
よく、異なるプログラム間、およびいつくかのメモリデバイスを横断して、いくつかの異
なるコードセグメントに分散されてさえよい。同様に、処理データは、識別され、本明細
書で図示されているように複数のモジュール内にあってよく、任意の適切な形態で実装さ
れ、任意の適切なタイプのデータ構造体内に編成されてよい。処理データは、単一のデー
タセットとしてまとめられてよく、または異なる複数のストレージデバイスを含む異なる
複数の位置に分散されてよく、及びシステムまたはネットワーク上の単に電子信号として
、少なくとも部分的に存在してよい。複数のモジュールは、複数の望ましい機能を実行す
るように動作可能な複数のエージェントを含み、受動的または能動的であってよい。
【００５５】
　本明細書を通じて言及される「例えば」または「例」は、例に関連して述べられる特定
の特徴、構造、または特性が、本願発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意
味する。したがって、本明細書を通じて様々な箇所の「例において」という用語、「例」
という言葉の出現は、必ずしも全て同一の実施形態を参照するというものではない。
【００５６】
　本明細書で使用されているように、複数の項目、構造的要素、合成要素、および／また
は材料は、便宜のために共通のリストで提示されてよい。しかしながら、これらのリスト
は、リストのそれぞれの部材が別個の固有の部材として個々に識別されるように解釈され
るべきである。したがって、そのようなリストの個々の部材は、反対の兆候なしに、単独
で共通のグループでのそれらの提示に基づいて、同じリストの任意の他の部材の事実上の
同等なものとして解釈されるものではない。さらに、本願発明の様々な実施形態および例
は、様々なコンポーネントにする代替例と併せて、本明細書において参照されてよい。そ
のような複数の実施形態、複数の例、および代替例は、お互いの事実上同等なものとして
解釈されず、本願発明の別個の独立した表現として考慮されるものと理解される。
【００５７】
　さらに、記載された複数の特徴、構造、特性は、１または複数の実施形態において任意
の適切な方法で組み合わされてよい。次に述べるように、多数の具体的な説明は、発明の
複数の実施形態の完全な理解を提供するために、複数の配置、距離、ネットワーク例など
の例示のように提供される。しかし、当業者は、発明が１または複数の特定の詳細なしに
、または他の複数の方法、コンポーネント、配置などで実現されることができることを認
識するであろう。他の複数の例において、複数の周知の構造、材料、または操作は、発明
の複数の態様を曖昧にすることを避けるために、詳細には示されまたは記載されていない
。
【００５８】
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　上述の複数の例は、１または複数の特定の適用において本願発明の原理を図示している
一方で、実装の形態、使用、および詳細における様々な変更が、発明の才の使用なしに、
及び発明の原理および概念から逸脱しないで、実現されうることは、当業者にとって明ら
かであろう。したがって、発明が、以下に示す特許請求の範囲よる場合を除いて、限定さ
れることを意図していない。

【図１】 【図２】
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