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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバからクライアントに送信されるメディアストリームにおいて、適応ＨＴＴＰスト
リーミングのためのリプレゼンテーションを切り替えるためのシグナリングの方法であっ
て、
　リプレゼンテーションの１つまたは複数のセグメントのためのセグメントマップを生成
することであって、前記セグメントマップは、１つまたは複数の時間的な開始点および前
記１つまたは複数の時間的な開始点の各々についてバイトオフセット情報を含み、前記セ
グメントマップは、１つまたは複数の時間的な終了点および前記１つまたは複数の時間的
な終了点の各々についてバイトオフセット情報をさらに含み、ここにおいて時間的な開始
点は、１つまたは複数の他のリプレゼンテーションから前記リプレゼンテーションへの切
り替えがなされることができ、前記リプレゼンテーションが前記リプレゼンテーションの
任意の後続の時間的な終了点まで再生されることができる、前記リプレゼンテーション内
の対応するバイトオフセット、および開始フレームを示し、ここにおいて時間的な終了点
は、前記リプレゼンテーションからの切り替えが前記１つまたは複数の他のリプレゼンテ
ーションになされることができる、前記リプレゼンテーション内の対応するバイトオフセ
ット、および終了フレームを示し、再生は、前記時間的な終了点以前の前記リプレゼンテ
ーションの任意の開始点で開始することができ、前記時間的な終了点まで再生される、こ
とと、
　前記セグメントマップを前記リプレゼンテーションの前記１つまたは複数のセグメント
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に関連付けることと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　複数のリプレゼンテーションとしてストリーミングされるコンテンツをフォーマットす
る方法であって、ここにおいて前記複数のリプレゼンテーションの各々はコンテンツの項
目に対する選択肢であり、
　前記複数のリプレゼンテーションの第１のリプレゼンテーションを複数のセグメントと
して編成することであって、ここにおいてセグメントが、前記リプレゼンテーションの他
のセグメントのうちでの時間的な順序を有するリプレゼンテーションコンテンツの一部分
に関連するデータを備え、ここにおいてセグメントは、前のセグメントへのアクセス権を
有さない受信機によって使用できる、ことと、
　前記第１のリプレゼンテーションの１つまたは複数のセグメントのためのセグメントマ
ップを生成することであって、前記セグメントマップは、１つまたは複数の時間的な開始
点および前記１つまたは複数の時間的な開始点の各々についてバイトオフセット情報を含
み、前記セグメントマップは、１つまたは複数の時間的な終了点および前記１つまたは複
数の時間的な終了点の各々についてバイトオフセット情報をさらに含み、ここにおいて時
間的な開始点は、１つまたは複数の他のリプレゼンテーションから前記第１のリプレゼン
テーションへの切り替えがなされることができ、前記第１のリプレゼンテーションが前記
第１のリプレゼンテーションの任意の後続の時間的な終了点まで再生されることができる
、前記第１のリプレゼンテーション内の対応するバイトオフセット、および開始フレーム
を示し、ここにおいて時間的な終了点は、前記第１のリプレゼンテーションからの切り替
えが前記１つまたは複数の他のリプレゼンテーションになされることができる、前記第１
のリプレゼンテーション内の対応するバイトオフセット、および終了フレームを示し、再
生は、前記時間的な終了点以前の前記第１のリプレゼンテーションの任意の開始点で開始
することができ、前記時間的な終了点まで再生される、ことと、
　前記第１のリプレゼンテーションの前記１つまたは複数の時間的な開始点および前記１
つまたは複数の時間的な終了点と、第２のリプレゼンテーションの１つまたは複数の時間
的な開始点および１つまたは複数の時間的な終了点を揃えることであって、ここにおいて
揃えることが、前記第１のリプレゼンテーション内のセグメントの時間的な開始点の提示
時間と前記第２のリプレゼンテーション内のセグメントの時間的な終了点の提示時間との
一致をもたらす、ことと、を備える、方法。
【請求項３】
　各セグメントに対してファイル名を決定することと、
　各セグメントの前記ファイル名を使用する複数のファイルとして各セグメントのコンテ
ンツを格納することとをさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　コンテンツを消費するクライアントにおいて、コンテンツ要求を決定することであって
、ここにおいて前記コンテンツ要求が少なくとも１つのリプレゼンテーションと提示時間
範囲とを規定する、ことと、
　前記コンテンツ要求に対応する１つまたは複数のセグメントを表す前記複数のファイル
のうちの１つまたは複数のファイルの１つまたは複数のＵＲＬのセットを決定することと
、
　１つまたは複数のＵＲＬの前記セットを使用して前記１つまたは複数のセグメントを要
求することと、
　前記１つまたは複数のセグメントを受信することと、
　前記１つまたは複数のセグメントからのコンテンツを前記クライアントでコンテンツ消
費者に提供することとをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークに接続し、前記ネットワークを通じて要求し、０でない再生時間を有する
コンテンツを提示するように構成されたクライアントデバイスを使用してコンテンツを要
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求する方法であって、
　コンテンツ要求を決定することであって、ここにおいて前記コンテンツ要求は少なくと
も１つのリプレゼンテーションと提示時間範囲とを規定し、前記提示時間範囲は要求され
ている前記リプレゼンテーションの少なくとも一部分を定義する、ことと、
　格納されたメディアリプレゼンテーションデータセットから、要求フォーマットのテン
プレート、セグメント時間長、および可変セグメント範囲を読み取ることであって、前記
可変セグメント範囲はセグメントの提示時間範囲の変動を定義し、前記変動は前記メディ
アリプレゼンテーションデータセットに格納される前記セグメント時間長に関係する、こ
とと、
　前記セグメント時間長の値を前記提示時間範囲の始まりに対応する時間的な開始点と比
較して、初期セグメントインデックスを決定することであって、前記時間的な開始点は、
１つまたは複数の他のリプレゼンテーションから前記リプレゼンテーションへの切り替え
がなされることができ、前記リプレゼンテーションが前記リプレゼンテーションの任意の
後続の時間的な終了点まで再生されることができる、前記リプレゼンテーション内の対応
するバイトオフセット、および開始フレームを示し、ここにおいて時間的な終了点は、前
記リプレゼンテーションからの切り替えが前記１つまたは複数の他のリプレゼンテーショ
ンになされることができる、前記リプレゼンテーション内の対応するバイトオフセット、
および終了フレームを示し、再生は、前記時間的な終了点以前の前記リプレゼンテーショ
ンの任意の開始点で開始することができ、前記時間的な終了点まで再生される、ことと、
　前記初期セグメントインデックス、前記可変セグメント範囲、および前記セグメント時
間長とを評価して、所望のセグメントインデックスを決定することと、
　前記所望のセグメントインデックスおよび前記要求フォーマットのテンプレートに基づ
いて、前記コンテンツ要求に対応するファイル要求を生成することと、
　前記ファイル要求を使用して少なくとも１つのファイルを要求することとを備える、方
法。
【請求項６】
　前記ファイル要求はＵＲＬであり、少なくとも１つのファイルを要求することが、前記
ＵＲＬを使用したＨＴＴＰ要求を使用して実行される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記初期セグメントインデックスは前記時間的な開始点を前記セグメント時間長で除算
することによって決定され、前記所望のセグメントインデックスは前記除算の余りが前記
可変セグメント範囲より小さい場合に前記初期セグメントインデックスとして決定され、
前記除算の余りが前記可変セグメント範囲以上である場合に前記初期セグメントインデッ
クスのすぐ前のセグメントインデックスとして決定される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い、時間的な終了点
を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を繰り返すことをさ
らに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記セグメント
時間長から、前記セグメント時間長に前記変動の時間範囲を足した時間長までの間となる
ような時間範囲である、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記セグメント
時間長の１．０倍から前記セグメント時間長の１＋Ｐ倍までの間となるような比率Ｐであ
る、請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、前記変動の時間範囲にわたる前記セグ
メント時間長よりもセグメント提示時間が大きくまたは小さくなり得るような時間範囲で
ある、請求項５に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い、時間的な終了点
を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を繰り返すことをさ
らに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　セグメントが複数のリプレゼンテーションのうちの１つから要求され、前記複数のリプ
レゼンテーションの各々がコンテンツの項目に対する選択肢である、請求項５に記載の方
法。
【請求項１４】
　ネットワークを通じてコンテンツを要求し、前記ネットワークを通じて取り出され０で
ない再生時間を有する前記コンテンツを提示するように構成されたクライアントデバイス
であって、
　格納された命令を実行することが可能な処理要素と、
　データを格納可能なメモリと、
　命令を格納可能なメモリと、
　前記処理要素に、コンテンツ要求を決定させるためのプログラムコードであって、ここ
において前記コンテンツ要求は少なくとも１つのリプレゼンテーションと提示時間範囲と
を規定し、前記提示時間範囲は要求されている前記提示の少なくとも一部分を定義する、
プログラムコードと、
　前記処理要素に、格納されたメディアリプレゼンテーションデータセットから、要求フ
ォーマットのテンプレート、セグメント時間長、および可変セグメント範囲を読み取らせ
るためのプログラムコードであって、ここにおいて前記可変セグメント範囲はセグメント
の提示時間範囲の変動を定義し、前記変動は前記メディアリプレゼンテーションデータセ
ットに格納される前記セグメント時間長に関係する、プログラムコードと、
　前記処理要素に、前記セグメント時間長の値を前記提示時間範囲の始まりに対応する時
間的な開始点と比較して、初期セグメントインデックスを決定させるためのプログラムコ
ードであって、前記時間的な開始点は、１つまたは複数の他のリプレゼンテーションから
前記リプレゼンテーションへの切り替えがなされることができ、前記リプレゼンテーショ
ンが前記リプレゼンテーションの任意の後続の時間的な終了点まで再生されることができ
る、前記リプレゼンテーション内の対応するバイトオフセット、および開始フレームを示
し、ここにおいて時間的な終了点は、前記リプレゼンテーションからの切り替えが前記１
つまたは複数の他のリプレゼンテーションになされることができる、前記リプレゼンテー
ション内の対応するバイトオフセット、および終了フレームを示し、再生は、前記時間的
な終了点以前の前記リプレゼンテーションの任意の開始点で開始することができ、前記時
間的な終了点まで再生される、プログラムコードと、
　前記処理要素に、前記初期セグメントインデックス、前記可変セグメント範囲、および
前記セグメント時間長を評価して、所望のセグメントインデックスを決定させるためのプ
ログラムコードと、
　前記処理要素に、前記所望のセグメントインデックスおよび前記要求フォーマットのテ
ンプレートに基づいて、前記コンテンツ要求に対応するファイル要求を生成させるための
プログラムコードと、
　前記ネットワークにメッセージを送信し前記ネットワークからメッセージを受信するた
めのネットワークインターフェースと、
　前記処理要素に、前記ファイル要求を使用して少なくとも１つのファイルを要求させる
ためのプログラムコードとを備える、クライアントデバイス。
【請求項１５】
　前記ネットワークインターフェースはワイヤレスネットワークインターフェースである
、請求項１４に記載のクライアントデバイス。
【請求項１６】
　前記ネットワークインターフェースは有線ネットワークインターフェースである、請求
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項１４に記載のクライアントデバイス。
【請求項１７】
　前記ファイル要求はＵＲＬであり、要求が前記ＵＲＬを使用したＨＴＴＰ要求である、
請求項１４に記載のクライアントデバイス。
【請求項１８】
　前記処理要素に、前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い
、時間的な終了点を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を
繰り返させるためのプログラムコードをさらに備える、請求項１４に記載のクライアント
デバイス。
【請求項１９】
　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記セグメント
時間長から、前記セグメント時間長に前記変動の時間範囲を足した時間長までの間となる
ような時間範囲である、請求項１４に記載のクライアントデバイス。
【請求項２０】
　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記セグメント
時間長の１．０倍から前記セグメント時間長の１＋Ｐ倍までの間となるような比率Ｐであ
る、請求項１４に記載のクライアントデバイス。
【請求項２１】
　前記セグメント時間長に対するものである前記変動は、セグメント提示時間が前記変動
の時間範囲にわたる前記セグメント時間長よりも大きくまたは小さくなり得るような時間
範囲である、請求項１４に記載のクライアントデバイス。

【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
同時係属特許出願の参照
　本出願は、２０１１年８月３１日に出願され、「Ｓｗｉｔｃｈ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｂｅｔ
ｗｅｅｎ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　ＨＴＴＰ　Ｓ
ｔｒｅａｍｉｎｇ」と題され、その全体が引用によりここにほとんど組み込まれる米国仮
特許出願第６１／５２９，６５６号の非仮出願であって、これによる優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、同一出願人による下記の出願／特許を、本文書にほとんど全て記載されるか
のように引用によって本出願に組み込む。
【０００３】
　２００９年９月２２日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓｔ
　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第６１／２４４，７６７
号（以後「Ｌｕｂｙ　Ａ１」）、
　２００９年１１月３日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓｔ
　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第６１／２５７，７１９
号（以後「Ｌｕｂｙ　Ａ２」）、
　２００９年１１月４日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓｔ
　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第６１／２５８，０８８
号（以後「Ｌｕｂｙ　Ａ３」）、
　２００９年１２月１１日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第６１／２８５，７７
９号（以後「Ｌｕｂｙ　Ａ４」）、
　２０１０年１月２０日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓｔ
　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第６１／２９６，７２５
号（以後「Ｌｕｂｙ　Ａ５」）、
　２０１０年９月２１日に出願され、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｌｏｃｋ－Ｒｅｑｕｅｓｔ
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　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された米国特許出願第１２／８８７，４７６
号（以後「Ｌｕｂｙ　Ｂ」）、
　２００８年４月１５日に出願され、「Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｉｎｔｅｒｌｅ
ａｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｕｂ－Ｓｔｒｅａｍ　Ｂａｓｅｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」と題され
、Ｌｕｂｙ他を挙げる米国特許出願第１２／１０３，６０５号、および、
　２０１０年２月１２日に出願され、「Ｂｌｏｃｋ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｆｏｒ
　ａ　Ｄａｔａ　Ｓｔｒｅａｍ」と題され、Ｐａｋｚａｄ他を挙げる米国特許出願第１２
／７０５，２０２号（以後「Ｐａｋｚａｄ」）。
【技術分野】
【０００４】
　本発明は、改善されたメディアストリーミングシステムと方法に関し、より詳細には、
ストリームされたメディアの提示を最適化し、ストリームされたメディアデータの効率的
な同時または適時分配の配信を提供現するためにネットワークおよびバッファ条件に適応
するシステムと方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　高品質のオーディオおよびビデオが、インターネットのようなパケットベースのネット
ワーク、セルラーおよびワイヤレスネットワーク、電力線ネットワーク、並びに他のタイ
プのネットワークを通じて配信されることがより一般的になるにつれて、ストリーミング
メディア配信がますます重要になり得る。配信されるストリーミングメディアが提示され
得る際の品質は、元のコンテンツの解像度（または他の属性）、元のコンテンツの符号化
品質、受信デバイスがメディアを復号し提示する能力、受信機で受信された信号の適時性
および品質などを含む、いくつかの要因に依存し得る。知覚される良好なストリーミング
メディア体験を作り出すには、受信機で受信される信号の転送および適時性が特に重要で
あり得る。良好な転送は、送信者が送信したものに対して受信機で受信されるストリーム
の忠実さを提供できる一方で、適時性は、あるコンテンツに対する最初の要求の後で受信
機がどれだけ迅速にそのコンテンツの再生（ｐｌａｙ　ｏｕｔ）を開始できるかに相当し
得る。
【０００６】
　メディア配信システムは、メディアソース、メディア送付先、並びにソースおよび送付
先を分離する（時間および／または空間で）チャネルを有するシステムとして特徴付けら
れ得る。通常、ソースは、電子的に管理可能な形式のメディアへのアクセス権を有する送
信機と、メディア（またはその類似物）の受信を電子的に制御し、メディアをメディア消
費者（例えば、受信機、記憶デバイスまたは素子、別のチャネルなどに何らかの方法で結
合されたディスプレイデバイスを有するユーザ）に提供する能力を伴った受信機とを含む
。
【０００７】
　「消費」は、何らかの方法で消費されるメディアを提示などのために使用する送付先で
の処理である。例えば、モバイルビデオプレーヤは、しばしばビデオの再生レートでビデ
オデータを「消費する」。通常の速さの再生レートを有するビデオのように、メディアが
ある再生レートを有する場合、「提示時間」が定義され得る。例えば、メディア提示の開
始から２：００．００分の通常の中断されない再生の後に視聴者が達するメディアストリ
ームの点は、２：００．００の提示時間（「ＰＴ」）を有すると呼ばれる。
【０００８】
　多くの変形が可能であるが、一般的な例では、メディア配信システムは電子的な形式の
メディアコンテンツに対するアクセス権を有する１つまたは複数のサーバを有し、１つま
たは複数のクライアントシステムまたはデバイスはメディアに対する要求をサーバに対し
て行い、サーバはサーバの一部として送信機を使用してメディアを伝え、受信されたメデ
ィアが何らかの方法でクライアントによって消費され得るようにクライアントの受信機に
送信する。単純な例では、１つのサーバと１つのクライアントが所与の要求および応答に
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対してあるが、必ずしもそうではなくてよい。
【０００９】
　従来、メディア配信システムは、「ダウンロード」モデルまたは「ストリーミング」モ
デルのいずれかとして特徴付けられ得る。「ダウンロード」モデルは、メディアデータの
配信とユーザまたは受信者デバイスに対するメディアの再生との間のタイミング独立性に
よって特徴付けられ得る。
【００１０】
　一例として、ダウンロードモデルすなわちダウンロード構成において、メディアプレー
ヤまたは他のメディア消費者およびメディアに結合された受信機は、メディアがプレーヤ
／消費者により必要とされるとき、あるいは使用されようとするときよりも十分前にダウ
ンロードされる。メディアが使用される（消費される）とき、必要とされるほどの量が受
信者において既に利用可能となっていることが好ましい。ダウンロードコンテキスト(dow
nload context)での配信は、ＨＴＴＰ、ＦＴＰ、または、Ｆｉｌｅ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　
ｏｖｅｒ　Ｕｎｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ（「ＦＬＵＴＥ」）のよ
うなファイル転送プロトコルを使用して実行されることが多く、配信レートは、ＴＣＰ／
ＩＰのような混雑制御プロトコル(congestion control protocol)および／または背後フ
ロー(underlying flow)によって決定され得る。フローまたは混雑制御プロトコルの動作
は、ユーザまたは送付先デバイスに対するメディアの再生とは独立であってよく、この再
生は、ダウンロードと同時に、または何らかの他の時点で行われ得る。
【００１１】
　「ストリーミング」モードは、メディアデータの配信のタイミングと、ユーザまたは受
信者デバイスに対するメディアの再生のタイミングとの密接な結合(tight coupling)によ
って特徴付けられ得る。このコンテキスト(context)での配信は、制御のためのリアルタ
イムストリーミングプロトコル（「ＲＴＳＰ」）およびメディアデータのためのリアルタ
イム転送プロトコル（「ＲＴＰ」）のような、ストリーミングプロトコルを使用して実行
されることが多い。配信レートはストリーミングサーバにより決めることができ、データ
の再生レートと一致することが多い。
【００１２】
　「ダウンロード」モデルのいくつかの欠点は、配信と再生とのタイミング独立性により
、メディアデータが再生のために必要な時に利用可能でないことが（例えば、利用可能な
帯域幅がメディアデータレートに満たないことにより）あり、再生が一時的に停止し（「
ストール(stalling)」）、これにより貧しいユーザ体験をもたらすこと、あるいはメディ
アデータが再生のはるか前にダウンロードされるように要求されることが（例えば、利用
可能な帯域幅がメディアデータレートを超えることにより）あり、乏しいかもしれない受
信デバイスの記憶リソースを消費し、コンテンツが最終的に再生されなかったり、他の方
法で使用されなかったりすると無駄になってしまう、配信のための貴重なネットワークリ
ソースを消費することであり得る。加えて、多くの場合において最も快いユーザ体験は、
ユーザが何を見るかを決めてからほぼ直ぐにビデオを見られることであり、これは、ユー
ザが何を見るか決めてからビデオを注文し、見ることが可能になるまでに数分、数時間、
またはことにより数日待たなければならないモデルとは対照的である。
【００１３】
　「ダウンロード」モデルの利点は、そのようなダウンロードを行うために必要な技術、
例えばＨＴＴＰ、が非常に成熟し、広く展開され、広範囲の用途にわたって適用可能なこ
とであり得る。そのようなファイルのダウンロードの高度なスケーラビリティのためのダ
ウンロードサーバおよび解決法（例えば、ＨＴＴＰウェブサーバおよびコンテンツ配信ネ
ットワーク）は容易に利用可能であって、この技術に基づくサービスの展開を簡単かつ低
コストにする。
【００１４】
　「ストリーミング」モデルのいくつかの欠点は、一般に、メディアデータの配信のレー
トが、サーバからクライアントへの接続で利用可能な帯域幅に適合せず、帯域幅と遅延と
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を保証する特別なストリーミングサーバまたはより複雑なネットワークアーキテクチャが
必要とされることであり得る。利用可能な帯域幅に従って配信データレートの変動をサポ
ートするストリーミングシステムが存在する（例えば、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ　Ａｄａ
ｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ）が、これらは一般に、全ての利用可能な帯域幅を利用
することについて、ＴＣＰのようなダウンロード転送フロー制御プロトコルほど効率的で
はなく、サーバ／クライアントストリーミングセッションをサポートするために特別なサ
ーバ設備を必要とする。
【００１５】
　最近では、「ストリーミング」モデルと「ダウンロード」モデルの組合せに基づく新た
なメディア配信システムが開発され展開されている。そのようなモデルの例は、本明細書
では「適応ＨＴＴＰストリーミング」（本明細書では「ＡＨＳ」と呼ばれる）と呼ばれる
。通常、同じマルチメディアコンテンツは、例えば、異なる復号およびレンダリング能力
を持つクライアントデバイスを考慮して帯域幅適合をさせるために、様々な異なる方法で
符号化され得る。例えば、同じマルチメディアコンテンツ（同じ映画など）が、異なるコ
ーデック、異なるフレームレート、異なるビットレート、あるいは異なる解像度に従って
符号化されたり、異なるファイルフォーマットを使用してカプセル化されたりなどできる
。特性の各ユニークな組合せがマルチメディアコンテンツの「表示(representation)」を
構成する。
【００１６】
　様々な表示(variety of representations)が、類似の復号およびレンダリング要件(sim
ilar decoding and rendering requirements)（例えば、類似のコーデック(similar code
cs)、関連の解像度(related resolutions)、類似のファイルフォーマット(similar file 
formats)など）を有し得るが、同一マルチメディアコンテンツの異なる品質の表示を提供
する異なるビットレートをもたらし得る。「適応セット」は１グループの表示であって、
そのうちの１表示をクライアントが選択し得るものである。表示の所与の期間に対して、
ビデオ適応セットおよびオーディオ適応セットのような複数の適応セットが存在できるが
、本明細書の例では、単一の適応セットが一般性を損なわずに検討され得る。
【００１７】
　表示は、例えば各セグメントがマルチメディアコンテンツのためのある期間、例えば１
０秒、１秒、３０秒などに対応する複数のセグメントに分割されてよい。クライアントデ
バイスは現在利用可能な帯域幅の量を求め、次いで、表示のビットレートおよび現在利用
可能な帯域幅に基づいて表示のうちの１つからの１つまたは複数の後続セグメントを要求
できる。このようにして、帯域幅の量が増えると、クライアントデバイスは、比較的品質
の高い表示からの（１つまたは複数の）セグメントを要求できるが、帯域幅の量が減ると
、クライアントデバイスはその量の帯域幅が対応できる比較的品質の低い表示からの（１
つまたは複数の）セグメントを要求できる。
【００１８】
　表示の各セグメントはファイルに格納されてよく、ＵＲＬはそのような各ファイルに関
連付けられるので、ＵＲＬは、標準的なＨＴＴＰウェブサーバからのセグメントファイル
のＨＴＴＰダウンロードを要求するために、ＡＨＳクライアントによって使用され得る。
この手法を使用すると、特定の開始点からメディアコンテンツを再生するためのユーザ要
求に応答して、ＡＨＳクライアントは、セグメントをダウンロードするためのＨＴＴＰ要
求を発し、要求されたセグメントを再生のために受信できる。理想的には、ユーザによっ
て要求された開始点からのメディアコンテンツの再生は、ユーザ要求後すぐにデバイスに
おいて開始でき、メディアコンテンツの再生はその後この開始点からリアルタイムで、す
なわち、追加のメディアデータが到着するのを待機する間メディア再生が一時的にストー
ルするストール事象を伴わずに継続できる。いくつかのＡＨＳシステムでは、ＨＴＴＰバ
イト範囲要求もセグメントの部分を要求するために使用され得る。
【００１９】
　ＡＨＳの１つの利点は、ＡＨＳが、標準的なＨＴＴＰウェブサーバ、すなわち、他のイ
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ンターネットコンテンツを配信するために使用されるものと同一の設備を使用して展開で
きることである。ＡＨＳの別の潜在的利点は、複数の異なるタイプのネットワーク上で複
数の異なるデバイスにわたって展開されているＡＨＳクライアントが、再生デバイスの特
性、ダウンロードに利用可能な帯域幅などのネットワーク条件、および他の要因に応じて
再生を要求するためにどの表示が適しているかを動的に決めることが可能なことである。
この最後の利点は特にモバイルデバイスについて重要であり、利用可能なネットワーク帯
域幅は短い時間軸で大きく変動することがあるので、ストールを回避しつつ同時に所与の
ネットワーク条件に対して可能な最高品質の再生を提供するために、ＡＨＳクライアント
は、１つの表示の複数のセグメントを要求することから、別の表示の複数のセグメントを
要求することへと高速に変更する必要があり得る。さらに、他の特性、例えば、バッテリ
における残り電荷の量、または再生のディスプレイサイズなどが、モバイルデバイス上で
高速に変更し得る。
【００２０】
　表示の切り替えに使用されると考えるのに適切であろうフレーム、例えばＩフレーム、
は、ＰまたはＢフレームのような他のタイプのフレームほどのビデオ圧縮を提供し得ない
。しかしながら、切り替えがあまり頻繁ではない点で、表示の切り替えを試みるクライア
ントデバイスは、切り替えが可能になるまで長期間待たなくてはならないことがあり、こ
れは、（例えば、最初に表示のための再生の開始が遅延するとか、表示の切り替えの後に
おける再生イベントの再バッファ／詰まりとかにより）ユーザ体験を悪化させ得る。従っ
て、マルチメディアコンテンツの表示の切り替えのために使用され得るフレームをどの程
度頻繁に含めるかに関して、戦略的な決定が通常行われる。
【００２１】
　１つの一般的なＡＨＳ解決法は、「ＨＴＴＰ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ」と題さ
れたＩＥＴＦ草案において説明され、ドメイン「ｔｏｏｌｓ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ」を有す
るＵＲＬおよびそこにある「／ｈｔｍｌ／ｄｒａｆｔ－ｐａｎｔｏｓ－ｈｔｔｐ－ｌｉｖ
ｅ－ｓｔｒｅａｍｉｎｇ－０６」という名称のファイルにおいて見出され得る、Ａｐｐｌ
ｅ　Ｉｎｃ．により最初に開発されたＨＴＴＰ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇプロトコ
ル（以後「ＨＬＳ」と呼ばれる）であり、これはＡｐｐｌｅ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉ
ｎｇ（本明細書では「ＡＬＳ」と省略される）とも呼ばれることもある。別の一般的なＡ
ＨＳ解決法は、例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ２３００９－１：２０１２において規定されるよ
うな、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格（本明細書では「ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ」または「ＭＰＥＧ
　ＤＡＳＨ規格」と省略される)で説明されている。
【００２２】
　従って、必要とされるのは、表示の切り替えの間にシームレスなユーザビデオ体験を提
供し、表示の切り替えの間のネットワークリソースの効率的な使用も可能にする、改善さ
れたシグナリング方法とそのようなシグナリング方法の使用法である。
【発明の概要】
【００２３】
　本明細書で説明される切替シグナリング方法は、本明細書で説明される適応ＨＴＴＰス
トリーミングのための表示(representations for adaptive HTTP streaming)の改善され
た切り替えを提供し、適応ＨＴＴＰストリーミング解決法(adaptive HTTP streaming sol
utions)に対するユーザ体験(user experience)と帯域幅の効率(bandwidth efficiency)と
の改善を可能にする。シグナリング方法は、セグメントマップを表示の各セグメントに関
連付けることを含み、セグメントマップは、バイトオフセット情報(byte offset informa
tion)および場合によって(potentially)このセグメントについての他の情報と共に、関連
するセグメント内の時間的な開始点および時間的な終了点(temporal start and temporal
 exit points)の両方を備える。セグメントマップは、適応ストリーミング解決法の表現
のより高速な切り替えを提供すると同時に、切り替えの間にネットワークを通じてより少
量のデータをダウンロードし、ビデオプレーヤによってある表示から別の表示に切り替え
る時のより円滑なビデオ再生(video playout)を可能にするために、クライアントによっ
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て有利に使用され得る。
【００２４】
　これら実施形態は、表示切替情報をシグナリングすること、並びにこのような情報を使
用してより良いユーザ視聴体験およびよりネットワーク効率の良い表示の切り替えとを提
供することのために使用される方法に対する新たな改善を含む。新たな切替情報の例は、
時間的な開始点、時間的な終了点、および関連するセグメントのセグメントマップ内のこ
れら点に関連するバイトオフセットを含む。開始点は、表示が切り替えられてこの表示の
任意の後続終了点までシームレスに再生し続けることのできる時間的な点を示し、開始点
に関連付けられるバイトオフセットはセグメント内のバイトの位置を示し、ダウンロード
はその開始点から再生させるであろうデータを受信し始めることができる。同様に、終了
点は、再生が終了点以前の表示の任意開始点で開始できて終了点までシームレスに再生さ
せることのできる時間的な点を示し、終了点に関連付けられるバイトオフセットはセグメ
ント内のバイトの位置を示し、ダウンロードはその終了点まで再生させるであろうデータ
を受信することを終えることができる。セグメント自体が暗号化されている場合でも、表
示のシームレスな切り替えおよびネットワークリソースの効率的な使用をさせるために、
十分な情報がセグメントマップに与えられる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、異なる表示がセグメント化され、「ＳＡＰ整列(SAP alignme
nt)」が適応セットの異なる表示の間に存在する。異なる表示は複数の表示にまたがって
一致する開始時間および終了時間を有し得る。いくつかの実施形態では、異なる表示がセ
グメント化され、「重複パッチ整列(overlap patch alignment)」が異なる表示の間に存
在する。ここにおいて、開始点である提示開始時間および終了点である提示終了時間とが
一致する。整列のタイプと、それが一部の、無しの、または全ての表示、もしくはペアま
たはグループの表示に対して存在するかどうかとが１つのプロファイルでシグナリングさ
れ得る。
【００２６】
　これら実施形態は、既存のコンテンツの符号化処理とフォーマット処理とを変更する必
要がないように、既存の展開を改善するために使用され得るので、コンテンツを受信し再
生する既存のクライアントは影響を受けない。これら実施形態は、符号化されフォーマッ
トされたコンテンツに関連付けられる、セグメントマップのような強化情報へのアクセス
権を、生成し与える。これら実施形態はまた、生成された強化情報にアクセスするために
拡張クライアントによって、利用されて上で説明された利益を提供できる方法を提供する
。
【００２７】
　以下の発明を実施するための形態は、添付の図面と共に、本発明の本質および利点のよ
り良い理解をもたらすであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】提示時間順序(presentation time order)、フレーム依存構造(frame dependency
 structure)、およびクローズドＧＯＰ構造(closed GOP structure)を有する符号化され
たデータビデオストリームのためのファイルフォーマット順序の例を示す図。
【図２】提示時間順序、フレーム依存構造、およびオープンＧＯＰ構造を有する符号化さ
れたデータビデオストリームのためのファイルフォーマット順序の別の例を示す図。
【図３】提示時間順序、フレーム依存構造、および代替的なオープンＧＯＰ構造を有する
符号化されたデータビデオストリームのためのファイルフォーマット順序の別の例を示す
図。
【図４】提示時間順序、フレーム依存構造、および代替的なＧＯＰ構造を有する符号化さ
れたデータビデオストリームのためのファイルフォーマット順序の別の例を示す図。
【図５】図１に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための開始点
リストを示す図。
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【図６（ａ）】図２に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための
開始点リストを示すもので、ファイルフォーマット順序が復号順序である例を示す図。
【図６（ｂ）】図２に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための
開始点リストを示すもので、ファイルフォーマット順序が提示順序である例を示す図。
【図７】図３に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための開始点
リストを示す図。
【図８】図４に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための開始点
リストを示す図。
【図９】図１に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための開始点
リストを示す図。
【図１０（ａ）】図２に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のため
の終了点リストを示すもので、ファイルフォーマット順序が復号順序である例を示す図。
【図１０（ｂ）】図２に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のため
の終了点リストを示すもので、ファイルフォーマット順序が提示順序である例を示す図。
【図１１】図３に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための終了
点リストを示す図。
【図１２】図４に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための終了
点リストを示す図。
【図１３】図４に示されるものと同じフレーム依存構造を有するフレームを備えるが、フ
ァイルフォーマット順序が図４に示される復号順序ではなく提示時間順序である、表示の
ための開始点リストを示す図。
【図１４】図４に示されるものと同じフレーム依存構造を有するフレームを備えるが、フ
ァイルフォーマット順序が図４に示される復号順序ではなく提示時間順序である、表示の
ための終了点リストを示す図。
【図１５】Ｄｙｎａｍｉｃ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏｖｅｒ　ＨＴＴ
Ｐ（ＤＡＳＨ）システムにおけるセグメントタイムラインファイルのシグナリングの例を
示す図。
【図１６】時間ベースとインデックスベースの混合されたセグメントＵＲＬテンプレート
の生成の例を示す図。
【図１７】セグメントＵＲＬ交差規則の構築の例を示す図。
【図１８】本発明の実施形態によるブロック要求ストリーミングシステムの要素を示す図
。
【図１９】コンテンツ取込システムによって処理されるデータを受信するためのブロック
サービング設備（「ＢＳＩ」）に結合されるクライアントシステムの要素をより詳しく示
す、図１８のブロック要求ストリーミングシステムを示す図。
【図２０】取込システムのハードウェア／ソフトウェアの実装形態を示す図。
【図２１】クライアントシステムのハードウェア／ソフトウェアの実装形態を示す図。
【図２２】図１８に示されるコンテンツ記憶装置に格納され得る、典型的なソースセグメ
ントの詳細を示す図。
【図２３（ａ）】複数のバージョンのメディアストリームにわたる整列された探索点(see
k points)を有する可変ブロックサイジングを示す図。
【図２３（ｂ）】複数のバージョンのメディアストリームにわたる整列されていない探索
点を有する可変ブロックサイジングを示す図。
【図２４】図１８に示されるコンテンツ記憶装置の可能な構造を示し、セグメントおよび
ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ（「ＭＰＤ」）ファイル
、並びにＭＰＤファイル内のセグメント、タイミングおよび他の構造の内訳を含む図。
【図２５】メタデータテーブルを示す図。
【図２６】サーバからクライアントへのブロックおよびメタデータテーブルの送信を示す
図。
【図２７】複数のセグメントわたる連続的なタイミングと非連続的(discontinuous)なタ
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イミングとを示す図。
【００２９】
　図面において、同様の項目は同様の番号によって参照され、同様のまたは同一の項目の
複数のインスタンスを示すために、括弧内でサブインデックスが与えられる。別段示され
ない限り、最後のサブインデックス（例えば、「Ｎ」または「Ｍ」）は、任意の特定の値
に限定されることは意図されず、ある項目のインスタンスの数は、同じ数が例示されサブ
インデックスが再使用される場合であっても、別の項目のインスタンスの数と異なってい
てよい。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
詳細な説明
　本明細書で説明されるように、ストリーミングシステムの目標は、メディアを、メディ
アの格納位置（あるいは、メディアが生成される位置）から、メディアが消費される位置
、すなわち、クライアントによってユーザに対して提示されるか、人もしくは電子的な消
費者によって他の方法で「使い果たされる」、位置へ移動させることである。理想的には
、ストリーミングシステムは、受信端において中断されない再生（またはより一般的には
、中断されない「消費」）を実現でき、クライアントは、ユーザが１つまたは複数のスト
リームを要求した後すぐにストリームまたはストリームの集合体を再生することを開始で
きる。効率性の理由のために、例えば、サーバとクライアントとの間の帯域幅の利用可能
な量の変動によって、クライアントがあるストリームから別のストリームに切り替えるな
どして、ストリームがもはや必要ではないことをユーザが示せば、各ストリームが中止さ
れることも望ましい。ビデオのようなメディアコンテンツはシームレスに再生されるべき
であるが、このメディアコンテンツを再生するために異なるストリームがクライアントに
よって選択される場合、限られた帯域幅を新たなストリームによって占有し、古いストリ
ームを停止するのが好ましいことが多い。
【００３１】
　本明細書で説明される実施形態による方法は、多くの利益を提供する。一部の適用形態
は、本明細書で説明される特徴の全てよりも少ない特徴で、適切に満足のいく体験を提供
し得るので、実行可能なシステムは本明細書で説明された特徴の全てを含む必要はないこ
とを理解されたい。
【００３２】
　所々でソフトウェア、命令、ステップ、処理、または手順などに関して説明されるが、
説明される発明は、有形媒体に格納されるソフトウェアとして実装されてよく、かつ／ま
たは、本明細書で説明されるもの、もしくは他のもののような、メディアの送信と受信と
消費とを支援するための適切なハードウェアを有する、コンピューティングデバイス、送
信機、受信機などとして実装されてよいことを理解されたい。
【００３３】
　適応ＨＴＴＰストリーミング
　適応ＨＴＴＰストリーミング（「ＡＨＳ」）は、特定タイプのストリーミングである。
ＡＨＳでは、ソースが標準的なウェブサーバおよびコンテンツ配信ネットワーク（「ＣＤ
Ｎ」）であってよく、標準的なＨＴＴＰを使用してよい。この技法はストリームのセグメ
ント化および複数のストリームの使用に関与し、全てが標準化されたＨＴＴＰ要求のコン
テキスト(context)内にあり得る。ビデオのようなメディアは異なるバージョンまたは表
示を形成するために複数のビットレートで符号化され得る。「バージョン(version)」お
よび「表示(representation)」という用語は、本文書で同義に使用される。各バージョン
すなわち表示は、場合によって各々数秒のオーダーのより小さな断片(pieces)へ分割され
、セグメントを形成し得る。各セグメントは次いで、ファイルに関連付けられるＵＲＬを
使用して要求される、別個のファイルとしてウェブサーバまたはＣＤＮ上に格納され得る
。表示の提示時間の長さは全てのセグメントに対して同一でなくてよい。
【００３４】
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　クライアント側では、次にクライアントによって一緒にシームレスに継がれる個々のセ
グメントに対し、ＨＴＴＰを使用して、要求が行われ得る。クライアントは、利用可能な
帯域幅に基づいて異なるデータレートに切り替えることができる。クライアントはまた、
各々が異なるメディアコンポーネント(media components)を提示する複数の表示を要求で
き、これら表示においてメディアを一緒にかつ同期して提示できる。切り替えのためのト
リガは、例えば、バッファ占有率およびネットワーク測定結果を含み得る。安定状態で動
作している時、クライアントは目標のバッファ占有率を維持するようにサーバに対する要
求を調整し得る。
【００３５】
　ＡＨＳの利点は、ビットレートの適応、高速な始動と探索、および最小の不要配信を含
み得る。これら利点は、配信を再生の前の短時間のみに制御することと、利用可能な帯域
幅を最大限に使用する（可変ビットレートのメディアを通じて）ことと、ストリームのセ
グメント化およびインテリジェントなクライアント手順を最適化することとに由来する。
【００３６】
　これらＡＨＳ解決法は多くの良好な特徴を有するが、改善できることがある。例えば、
ＨＬＳ解決法は、ある表示への切替点や複数の表示の切替点をシグナリングできる能力か
ら利益を得るはずである。別の例として、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨは、より効率的な切り替え
およびネットワークリソースのより効率的な使用をさせるオープンＧＯＰビデオ符号化が
利用される場合に、ある表示への切り替えや複数の表示の切り替えのより詳細なシグナリ
ングから利益を得るはずである。別の例として、ストリームへ容易につながったり、ライ
ブストリーミングセッションに再びつながったりすることをＡＨＳクライアントにさせる
自動化された方式でセグメントのＵＲＬを生成するための追加の方法が有益であろう。
【００３７】
　本明細書で説明されるのは、表示の切り替えの間のシームレスなユーザビデオ体験を提
供し、表示の切り替えの間のネットワークリソースの効率的な使用も可能にする、改善さ
れたシグナリング方法とそのようなシグナリング方法の使用法である。
【００３８】
　ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎがＡＨＳクライアン
トに提供されて、クライアントがストリーミングサービスをユーザに提供するために複数
のファイルの集合体（例えば、本明細書で「３ｇｐセグメント」と呼ばれる３ＧＰＰによ
って規定されるフォーマットにある）を使用できるようにし得る。ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ、並びに場合によってこのｍｅｄｉａ　ｐｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの更新は、クライアントが包含メディア
を同期方式で提示でき、かつ探索、ビットレートの切り替え、および異なる表示における
メディアコンポーネント(media components)を一緒に提示することのような高度な機能も
提供できるように各々複数のメディアコンポーネントを含む複数のセグメントの構造化さ
れた集合体であるメディア提示を記述する。クライアントは、サービスの準備のために異
なる方法でｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ情報を使用
し得る。具体的には、ＡＨＳクライアントは、データがクライアント能力およびストリー
ミングサービス内のユーザに対して有用となるように集合体におけるどのセグメントにア
クセスできるかをｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎから
判定できる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎは静的であり得るが、セグメントは動的に生成され得る。ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎは、サービスのアクセス時間およびダウンロー
ド時間を最小にできるほどコンパクトであり得る。他の専用サーバ接続、例えば、クライ
アントとサーバとの間の定期的なまたは頻繁なタイミングの同期が最小になり得る。
【００４０】
　メディア提示は、異なるタイプのアクセスネットワークへのアクセス権、異なる現在の
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ネットワーク条件、ディスプレイサイズ、アクセスビットレート、およびコーデックのサ
ポートのような、異なる能力を有する端末によるアクセスを許容するように構築され得る
。クライアントは次いで、適切な情報を抽出して、ストリーミングサービスをユーザに提
供できる。
【００４１】
　ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎはまた、要件に従っ
て展開の柔軟性と小型化を許容し得る。
【００４２】
　最も単純な場合には、代替的な各表示が、単一の３ＧＰファイル、すなわち３ＧＰＰ　
ＴＳ２６．２４４において定義されるものに準拠するファイル、または、ＩＳＯ／ＩＥＣ
１４４９６－１２または派生した規格において定義されるようなＩＳＯベースのメディア
ファイルフォーマット（３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ２
６．２４４において説明される３ＧＰファイルフォーマットなど）に準拠する任意の他の
ファイルに格納され得る。本文書の残りでは、３ＧＰファイルに言及する場合、ＩＳＯ／
ＩＥＣ１４４９６－１２および派生した規格が、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１２または
任意の派生した規格において定義されるような、より一般的なＩＳＯベースのメディアフ
ァイルフォーマットに対して、全ての説明された機能を割り当てることができることを理
解されたい。クライアントは次いで、ファイルの最初の部分を要求して、動画フラグメン
トの時間およびバイトオフセットと共に、メディアメタデータ（「ｍｏｏｖ」ボックスと
も呼ばれるＭｏｖｉｅヘッダボックスに通常格納される）を知ることができる。クライア
ントは次いで、ＨＴＴＰ　ｐａｒｔｉａｌ　ｇｅｔ要求を発して、要求に応じて動画フラ
グメントを取得できる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、各表示をいくつかのセグメントに分割するのが望ましいこと
がある。セグメントフォーマットが３ＧＰファイルフォーマットに基づく場合、セグメン
トは、「時間的分割(time-wise splitting)」と呼ばれる、動画フラグメントの重複しな
い時間スライスを含む。これらセグメントの各々は複数の動画フラグメントを含んでよく
、各々がそれ自体で有効な３ＧＰファイルであり得る。別の実施形態では、表示がメタデ
ータ（通常はＭｏｖｉｅヘッダ「ｍｏｏｖ」ボックス）を含む初期セグメントとメディア
セグメントのセットとに分割され、表示の各々は、メディアデータと初期セグメントの連
結物とを含み、任意のメディアセグメントは有効な３ＧＰファイルを形成し、さらに、初
期セグメントの連結物およびある表示の全てのメディアセグメントは有効な３ＧＰファイ
ルを形成する。全体の提示は、各セグメントを再生し、次いで、各表示の開始時間に従っ
てファイル内のローカルのタイムスタンプをグローバルな提示時間にマッピングすること
によって、形成され得る。
【００４４】
　この説明全体で、「セグメント(segment)」への言及は、記憶媒体から完全にまたは部
分的に構築されもしくは読み取られる、または、例えばＨＴＴＰ要求を含むファイルダウ
ンロードプロトコル要求の結果として他の方法で取得される任意のデータオブジェクトを
含むものと理解されるべきであることに留意されたい。例えば、ＨＴＴＰの場合、データ
オブジェクトは、ディスク上、またはＨＴＴＰサーバに接続されもしくはＨＴＴＰサーバ
の一部を形成する他の記憶媒体上に存在する実際のファイルに格納されてよく、またはデ
ータオブジェクトは、ＨＴＴＰ要求に応答して実行されるＣＧＩスクリプトや他の動的に
実行されるプログラムによって構築されてよい。「ファイル(file)」および「セグメント
(segment)」という用語は、別段規定されない限り、本文書では同義に使用される。ＨＴ
ＴＰの場合、セグメントは、ＨＴＴＰ要求応答の本体であると考えられ得る。
【００４５】
　「提示(presentation)」および「コンテンツ項目(content item)」という用語は、本文
書では同義に使用される。多くの例で、提示は、定められた「再生(playout)」時間を有
する、オーディオ、ビデオ、または他のメディア提示であるが、他の変形も可能である。
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【００４６】
　「ブロック(block)」および「フラグメント(fragment)」という用語は、別段規定され
ない限り、本文書では同義に使用され、全般に、インデックスを付されたデータの最小の
集合体(aggregation)を指す。利用可能なインデックス付けに基づいて、クライアントは
、異なるＨＴＴＰ要求において、フラグメントの異なる部分を要求でき、または、１つの
ＨＴＴＰ要求において、１つまたは複数の連続するフラグメントまたはフラグメントの部
分を要求できる。ＩＳＯベースのメディアファイルフォーマットに基づくセグメントまた
は３ＧＰファイルフォーマットに基づくセグメントが使用される場合、フラグメントは通
常、動画フラグメントヘッダ（「ｍｏｏｆ」）ボックスとメディアデータ（「ｍｄａｔ」
）ボックスの組合せとして定義される動画フラグメントを指す。
【００４７】
　本明細書では、データを搬送するネットワークは、本明細書の説明を簡単にするために
パケットベースであることが仮定され、本開示を読めば、当業者が明細書で説明される本
発明の実施形態を連続的なビットストリームネットワークのような他のタイプの送信ネッ
トワークに適用できることが認識される。
【００４８】
　これら例の多くでは、クライアントがメディアサーバまたは複数のメディアサーバに結
合され、クライアントがメディアサーバまたは複数のメディアサーバからチャネルまたは
複数のチャネルを通じてストリーミングメディアを要求すると仮定される。しかしながら
、より複雑な構成も可能である。
【００４９】
　シーケンスにおけるキーフレーム
　ビデオコーディングでは、ビデオデータのいくつかのフレーム（「Ｉフレーム」として
知られているイントラ予測モード符号化されたフレームなど）がビデオデータの他のフレ
ームを参照することなく独立にコーディングされる。フレーム間の時間的な冗長性を利用
するために、他のフレーム（すなわち、ＰおよびＢフレームのようなインター予測モード
符号化されたフレーム）は、以前のまたは後続のコーディングされたフレーム（参照フレ
ームと呼ばれる）に対してコーディングされる。ＡＨＳの潜在的な障害の１つは、フレー
ム（または一般的には、他のデータ）が以前のフレームまたは後続のフレームに対してコ
ーディングされる時にどのようにある表示から別の表示へシームレスに切り替えるかであ
る。潜在的な障害とは、コンテンツの異なる表示が異なる表示において同時に提示される
べきフレームに対する異なるフレーム依存フレーム構造を使用して符号化されるビデオで
あり得ることである。依存フレーム構造が異なる表示にまたがって同じである場合でも、
表示は異なる解像度を使用することがあり、品質が異なるので、ある表示におけるフレー
ムを使用して他の表示のフレームを復号することは、一般に、ビデオのシームレスな再生
にはつながらず、すなわち、劣悪なユーザ視聴体験をもたらし得る。従って、ＡＨＳに関
する課題は、表示をどのようにシームレスに切り替えるかである。
【００５０】
　キーフレームは、クライアントデバイスが、表示のより以前のデータにアクセスするこ
となく表示の復号を開始できるようになる時点の表示のフレームであり、すなわち、キー
フレームは、Ｉフレームより後のフレームがＩフレームより前のいずれのフレームにも依
存しないような、Ｉフレームである。その上、キーフレームは、表示のための表示アクセ
ス点、すなわち、ビデオのダウンロードおよび再生が開始し得る場所として機能し得る。
さらに、そのようなキーフレームは、第１の表示から第２の表示に切り替える時に有用で
あることがあり、それは、第２の表示におけるキーフレームは、第２の表示における再生
の開始点であり得るからである。例えば、クライアントデバイスは、第２の表示における
キーフレームの時間的な位置により決まる第１の表示におけるデータを取り出し、次いで
、第２の表示のキーフレームにおいて開始するデータを取り出すことによって、第１の表
示から第２の表示に切り替えることができる。いくつかの限られた場合には、この戦略が
表示の切り替えにおいてシームレスなユーザ体験を提供できるが、他の状況(situations)
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では、この単純な戦略が表示の切り替えにおいてシームレスなユーザ体験を提供すること
に失敗することがあり、それは、例えば、第２の表示におけるキーフレームよりも時間的
に前にある第１の表示におけるフレームが、第２の表示のキーフレームよりも時間的に後
にある第１の表示における他のフレームに依存するからである。
【００５１】
　さらに、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）システムおよび／または暗号化の使用により、
フレーム依存構造が、表示の切り替えおよびダウンロードの決定を行う受信クライアント
の一部において利用可能ではなくなることが多い。
【００５２】
　データ依存構造
　ＭＰＥＧ１、ＭＰＥＧ２、またはＨ．２６４ＡＶＣ符号化ビデオのような、一般のビデ
オ符号化技術では、単一の表示を有するフレームの提示時間順序は、フレームの復号順序
とは異なり得る。提示時間順序は、フレームが他のフレームに対して表示される、連続的
な順序である。
【００５３】
　提示時間順序は、各フレームに関連付けられる提示時間によってより正確に決定され、
２つのフレームの提示時間の差は、２つのフレームが表示されるべき時間の差である。本
開示では、提示時間はより広く解釈されるべきである。例えば、コンテンツのある点にお
ける提示時間は、コンテンツの始まりの意図される再生開始時間である０から、上記の点
までの時間として測定されてよく、例えば、上記の点がコンテンツの開始の２０秒後に再
生されることが意図される場合、その点に関連付けられる提示時間は２０秒である。ある
いは、当業者が認識するように、提示時間は、実時間またはＵＴＣ時間または他の等価な
時間尺度に関して測定され得る。
【００５４】
　復号順序は、フレームが様々なフレーム間の相互依存性を考慮して復号され得るフレー
ムの順序である。各フレームに対して、そのフレームに依存する全てのフレームがそのフ
レームに対して順序的に後にある場合、フレームの順序は復号順序であると言われる。こ
れは、復号されるべき次のフレームを既に復号されたフレームに基づいて復号させる。ス
トリーミング配信システムでは、フレームが簡単に復号され得るように順序通りにフレー
ムが到達するのを確実にするために、フレームの送信順序は復号順序であることが普通で
ある。以下の説明では、ファイルフォーマット順序がクライアントに配信されるべき表示
のファイルまたはセグメント内のフレームの順序であると定義されるので、複数のファイ
ルまたはファイルの複数の部分がクライアントによって要求される場合、ファイルフォー
マット順序は、表示の部分がクライアントに配信される順序であることが多い。ＡＨＳシ
ステムにおいて、表示内におけるフレームの順序、すなわちファイルフォーマット順序は
復号順序であることが普通である。
【００５５】
　図１は、提示時間順序、フレーム依存構造、および符号化されたデータビデオストリー
ムのためのファイルフォーマット順序の例を示す。提示時間順序フレーム番号は、フレー
ムに一意に番号を付けるために使用され、以後「提示時間順序フレーム番号(presentatio
n time order frame number)」は「フレーム番号」と省略される。例えば、提示時間にお
ける最初のフレームは、以後フレーム１と呼ばれる。各フレームは、タイプ「Ｉ」（イン
トラコード (Intra-code)）、「Ｐ」（予測 (Predictive)）または「Ｂ」（双予測(Bi-pr
edictive)）と標識される。図１のフレーム依存構造は、フレーム間の弓状の線によって
示される。２つのフレーム間の弓状の点線は、提示時間順序における後のフレームが前の
フレームに依存することを示し、２つのフレーム間の弓状の実線は、提示時間順序におけ
る前のフレームが後のフレームに依存することを示す。「復号順序(decode order)」は、
各フレームが、それに依存するあらゆるフレームより前にあるような順序である。
【００５６】
　図１に示される例では、フレーム１はＩフレームなので、フレーム１は、フレーム１に
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対して受信されたデータに基づいて復号可能である。フレーム２は、フレーム２に対して
受信されたデータと共に（フレーム２はＢフレームである）フレーム１および５に対して
受信されたデータに基づいて、復号可能である。同様に、フレーム３はフレーム１、３、
５を使用し、フレーム４はフレーム１、４、５を使用し、フレーム５はフレーム１、５を
使用し、フレーム６はフレーム５、６を使用し、フレーム７はフレーム５、７を使用し、
フレーム８はフレーム５、８を使用するので、フレーム１～８は、フレーム１～８のコン
テンツが受信されると復号され得る。しかしながら、フレーム２はフレーム５がないと完
全に復号できないので、フレームが「復号順序」で受信される場合、フレーム２は、５個
のフレームの受信を待機しなければならないのではなく、わずか３個のフレーム（１，２
，５）を受信した後で復号され得る。
【００５７】
　図１に示される例では、フレームのフォーマット順序は、示される復号順序と同じであ
る。ピクチャのグループ（または「ＧＯＰ」）は、Ｉフレームにおいて開始し、シーケン
スにおける次のＩフレームの１つ前のフレームまでの、連続的なフレームのセットとして
定義され得る。図１では、フレーム１～８は１つのＧＯＰを備え、フレーム９～１６は第
２のＧＯＰを備え、フレーム１７は第３のＧＯＰの始まりである。図１に示されるＧＯＰ
構造は、ＧＯＰを備えるフレームの各々が他のＧＯＰのフレームに依存しないので、「ク
ローズドＧＯＰ構造(closed-GOP structure)」と呼ばれることがある。
【００５８】
　図２は、提示時間順序、フレーム依存構造、および符号化されたデータビデオストリー
ムのファイルフォーマット順序の別の例を示し、図１で説明されたものと同じ用語の用例
に従う。この場合、提示時間順序において、ＧＯＰの最後のＰフレームと次のＧＯＰのＩ
フレームとの間のＢフレームは、次のＧＯＰのＩフレームに全て依存し得るので、ＧＯＰ
を備えるフレームの一部は他のＧＯＰのフレームに依存し得る。図２に示されるＧＯＰ構
造は、「オープンＧＯＰ構造(open-GOP structure)」と呼ばれることがある。
【００５９】
　図３は、提示時間順序、フレーム依存構造、および符号化されたデータビデオストリー
ムのファイルフォーマット順序の別の例を示し、図１で説明されたものと同じ用語の用例
に従う。この場合、フレーム間にはより複雑な依存構造があり、すなわち、Ｂフレーム６
、７、８はそれぞれ、提示時間順序で次のＧＯＰの始まりにおけるＩフレーム９の後にあ
るＰフレーム１３に依存する。
【００６０】
　図４は、提示時間順序、フレーム依存構造、および符号化されたデータビデオストリー
ムのファイルフォーマット順序の別の例を示し、図１で説明されたものと同じ用語の用例
に従う。この場合、Ｂフレーム１４、１５、１６はそれぞれ、次のＧＯＰの始まりにおけ
るＩフレーム１７に依存するが、提示時間順序でそれらの前にあるいずれのフレームにも
依存しない。
【００６１】
　開始点および終了点
　一般にストリーミングコンテンツに関して、コンテンツの表示のフレーム依存構造と、
メディアコンテンツの表示を切り替えるために使用される方法、特に表示の切り替えがで
きる時点をどのようにシグナリングするかとの間には関係がある。以下で説明されるよう
な、開始点情報および終了点情報と一般に呼ばれる簡潔なフォーマットで生成されクライ
アントに伝えられ得る。コンテンツの１つの表示しかない場合、すなわち、別の表示への
切り替えがサポートされない場合であっても、開始点情報および終了点情報は、他の目的
でも、例えば、表示のどの部分を単一の要求でダウンロードすべきかを判定するために、
使用され得る。
【００６２】
　この議論では、フレームの提示時間は、コンテンツの他のフレームの表示開始時間に対
する、フレームが表示を開始するようにされている時間であり、すなわち、フレームの提
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示開始時間であり、各フレームは、提示時間順序において次の連続するフレームのちょう
ど提示開始時間において表示を終了するようにされており、すなわち、フレームの提示終
了時間は、提示時間順序において次のフレームの提示開始時間、または単に提示時間であ
る。
【００６３】
　以下の開始点および終了点の定義では、バイトオフセットは常に、フレームの始まりに
対するバイトオフセットであると仮定され、提示時間は常に、フレームの提示開始時間（
前のフレームの提示終了時間に等しい）であると仮定されるが、当業者が認識するように
これら制約は緩められてよい。例えば、他の代替的な定義および説明では、データストリ
ームにおける任意の点に対するバイトオフセット、例えば、ビデオのフレームを備えるデ
ータの中心に対するバイトオフセットが考えられてよく、任意の有効な提示時間、例えば
、フレームの提示開始時間と提示終了時間の中間にある提示時間が考えられてよい。
【００６４】
　本明細書で使用される場合、開始点は、例えば、「（提示開始時間(entry presentatio
n time)，開始バイトオフセット(entry byte offset)）」またはより簡潔に「（ＰＴ，Ｂ
Ｏ）」の形式で開始の時間およびバイトオフセットの指示(indication)を使用して表され
または示され得る。表示の開始点（ＰＴ，ＢＯ）は、表示のダウンロードがバイトオフセ
ットＢＯから開始され終わりに進むように続く場合に、表示におけるコンテンツのビデオ
フレームが提示時間ＰＴで開始して終わりに至る提示時間順序でシームレスに再生され得
る、点である。従って、本明細書での説明では、開始点は２次元の点を規定し、一方の次
元はファイルフォーマット順序に対応し、他方の次元は提示時間順序に対応する。本明細
書において以下でより詳しく説明されるように、表示のためのそのような点のシグナリン
グは、表示の開始点として使用されてよく、すなわち、表示のダウンロードと再生をどこ
で開始するかを判定するために使用されてよい。
【００６５】
　開始点（ＰＴ，ＢＯ）の定義によって、少なくともＰＴの提示開始時間を有する全ての
フレームと、これらフレームが直接的または間接的のいずれかに依存する全てのフレーム
とが、表示内の少なくともＢＯであるバイトオフセットで開始することに留意されたい。
【００６６】
　表示内の可能な各バイトオフセットＢＯに対して、（ＰＴ，ＢＯ）が開始点となり、全
てのそのような可能な開始点のうちで提示時間ＰＴが最小の提示時間となるようなユニー
クなＰＴが存在し、関数ＴｅｎｔｒｙＢ（）は、ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ）＝ＰＴとなるよ
うに定義される。全ての可能なバイトオフセットＢＯに対するそのような開始点のリスト
は、「バイトオフセット開始点リスト(byte offset entry point list)」と本明細書では
呼ばれる。
【００６７】
　ファイルフォーマットが２つ以上のメディア、例えばオーディオデータおよびビデオデ
ータの組合せ(mixture)を含む場合、開始点は、異なるメディアを考慮しなければならな
いことがあることに留意されたい。例えば、バイトオフセットＢＯに関連付けられる提示
時間ＰＴはＰＴ１とＰＴ２の大きい方として定義されてよく、ＰＴ１は第１のメディアの
バイトオフセットＢＯについて達成され得る最小の提示時間であり、ＰＴ２は第２のメデ
ィアについて達成され得る最小の提示時間である。同様のコメントが、開始点および終了
点に関連して以後説明される、全てのさらなる定義および方法に対して有効である。
【００６８】
　同様に、可能な各提示時間ＰＴに対して、（ＰＴ，ＢＯ）が開始点となり、バイトオフ
セットＢＯが全てのそのような開始点のうちで最大のバイトオフセットとなるようなユニ
ークなＢＯが存在し、ＢｅｎｔｒｙＴ（ＰＴ）＝ＢＯと定義する。全ての可能な提示時間
(possible presentation times)ＰＴに対するそのような開始点のリストが本明細書で「
提示時間開始点リスト(presentation time entry point list)」と呼ばれる。
【００６９】
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　異なるバイトオフセットを有するが同じ提示時間を有するバイトオフセット開始点リス
ト内に複数の開始点があり、異なる提示時間を有するが同じバイトオフセットを有する提
示時間開始点リスト内に複数の開始点があることがあり得る。さらに、バイトオフセット
開始点リスト内の開始点（ＰＴ，ＢＯ）が、ＰＴ’＝ＰＴかつＢＯ’＞ＢＯである他の開
始点（ＰＴ’，ＢＯ’）がバイトオフセット開始点リスト内にないようなものである場合
、開始点（ＰＴ，ＢＯ）は、提示時間開始点リスト内にもあり、ＢＯ’＝ＢＯかつＰＴ’
＜ＰＴである他の開始点（ＰＴ’，ＢＯ’）が提示時間開始点リスト内にないという性質
を有する。同様に、提示時間開始点リスト内の開始点（ＰＴ，ＢＯ）が、ＢＯ’＝ＢＯか
つＰＴ’＜ＰＴである他の開始点（ＰＴ’，ＢＯ’）が提示時間開始点リスト内にないよ
うなものである場合、開始点（ＰＴ，ＢＯ）は、バイトオフセット開始点リスト内にもあ
り、ＰＴ’＝ＰＴかつＢＯ’＞ＢＯである他の開始点（ＰＴ’，ＢＯ’）がバイトオフセ
ット開始点リスト内にないという性質を有する。
【００７０】
　バイトオフセット開始点リストと提示時間開始点リストの両方にある開始点を「主開始
点(major entry point)」と分類し、これら開始点リストのうちの１つにしかない残りの
開始点(entry point)を「副開始点(minor entry points)」と分類する。（ＰＴ，ＢＯ）
が主開始点である場合、（ＰＴ，ＢＯ）＝（ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ），ＢｅｎｔｒｙＴ（
ＰＴ））であることに留意されたい。各副開始点（ＰＴ，ＢＯ）に対して、ＢＯ’＞ＢＯ
である主開始点（ＰＴ，ＢＯ’）またはＰＴ＞ＰＴ’である主開始点（ＰＴ’，ＢＯ）の
いずれかが存在し、前者の場合、同じ提示時間で開始する同じコンテンツの再生が、主開
始点を有するより後のバイトオフセットで開始され得るので、主開始点は副開始点より優
れており、後者の場合、より多くのコンテンツの再生が主開始点を有する同じバイトオフ
セットで開始され得るので、主開始点は副開始点より優れている。
【００７１】
　これら定義は、表示内におけるフレームの順序に関係なく、すなわち、ファイルフォー
マット順序が表示内におけるフレームの提示時間順序、復号順序、あるいは何か他の順序
かどうかにかかわらず有効であることに留意されたい。
【００７２】
　同様に、形式「（提示終了時間(exit presentation time)、終了バイトフセット(exit 
byte offset)）」の終了点(exit point)を定義する、ここで表示の終了点（ＰＴ，ＢＯ）
の意味は、表示が始まりからバイトオフセットＢＯまでダウンロードされれば、表示にお
けるコンテンツのビデオフレームが、始まりから開始して提示時間ＰＴまで表示時間順序
でシームレスに再生され得ることである。従って、本明細書での説明では、終了点は２次
元の点を規定し、一方の次元はファイルフォーマット順序に対応し、他方の次元は提示時
間順序に対応する。本明細書において以下でより詳しく説明するように、表示のためのそ
のような点のシグナリングは、表示からの終了点として使用されてよく、すなわち、表示
のダウンロードと再生をどこで終了するかを判定するために使用されてよい。
【００７３】
 終了点（ＰＴ，ＢＯ）の定義によって、大きくともＰＴの提示終了時間を有する全ての
フレームと、これらフレームが直接的または間接的のいずれかに依存する全てのフレーム
とは、表示内の大きくともＢＯであるバイトオフセットで終了することに留意されたい。
【００７４】
　表示内の可能な各バイトオフセットＢＯに対して、（ＰＴ，ＢＯ）が終了点となり、全
てのそのような可能な終了点のうちで提示時間ＰＴが最大の提示時間となるようなユニー
クなＰＴが存在し、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）＝ＰＴと定義する。全ての可能なバイトオフセ
ットＢＯに対するそのような終了点のリストを「バイトオフセット終了点リスト(present
ation time exit point list)」として定義する。
【００７５】
　同様に、可能な各提示時間ＰＴに対して、（ＰＴ，ＢＯ）が終了点となり、バイトオフ
セットＢＯが全てのそのような終了点のうちで最小のバイトオフセットとなるようなユニ
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ークなＢＯが存在し、ＢｅｘｉｔＴ（ＰＴ）＝ＢＯと定義する。全ての可能な提示時間Ｐ
Ｔに対するそのような終了点のリストを「提示時間終了点リスト(presentation time exi
t point list)」として定義する。
【００７６】
　異なるバイトオフセットを有するが同じ提示時間を有するバイトオフセット終了点リス
トに複数の終了点があり、異なる提示時間を有するが同じバイトオフセットを有する提示
時間終了点リストに複数の終了点があることがあり得る。さらに、バイトオフセット終了
点リスト内の終了点（ＰＴ，ＢＯ）が、ＰＴ’＝ＰＴかつＢＯ’＜ＢＯである他の終了点
（ＰＴ’，ＢＯ’）がバイトオフセット終了点リスト内にないようなものである場合、終
了点（ＰＴ，ＢＯ）は、提示時間終了点リスト内にもあり、ＢＯ’＝ＢＯかつＰＴ’＞Ｐ
Ｔである他の終了点（ＰＴ’，ＢＯ’）が提示時間終了点リスト内にないという性質を有
する。同様に、提示時間終了点リスト内の終了点（ＰＴ，ＢＯ）が、ＢＯ’＝ＢＯかつＰ
Ｔ’＞ＰＴである他の終了点（ＰＴ’，ＢＯ’）が提示時間終了点リスト内にないような
ものである場合、終了点（ＰＴ，ＢＯ）は、バイトオフセット終了点リスト内にもあり、
ＰＴ’＝ＰＴかつＢＯ’＜ＢＯである他の終了点（ＰＴ’，ＢＯ’）がバイトオフセット
終了点リスト内にないという性質を有する。
【００７７】
　バイトオフセット終了点リストと提示時間終了点リストの両方にある終了点を「主終了
点(major exit point)」と分類し、これら終了点リストのうちの１つにしかない残りの終
了点を「副終了点(minor exit points)」と分類する。（ＰＴ，ＢＯ）が主終了点である
場合、（ＰＴ，ＢＯ）＝（ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ），ＢｅｘｉｔＴ（ＰＴ））であることに
留意されたい。各副終了点（ＰＴ，ＢＯ）に対して、ＢＯ’＜ＢＯである主終了点（ＰＴ
，ＢＯ’）またはＰＴ＜ＰＴ’である主終了点（ＰＴ’，ＢＯ）のいずれかが存在し、前
者の場合、同じ提示時間で終了する同じコンテンツの再生が、主終了点を有するより早い
バイトオフセットで終了し得るので、主終了点は副終了点より優れており、後者の場合、
より多くのコンテンツの再生が主終了点を有する同じバイトオフセットで終了し得るので
、主終了点は副終了点より優れている。
【００７８】
　これら定義は、表示内におけるフレームの順序とは関係なく、すなわち、ファイルフォ
ーマット順序が表示内におけるフレームの提示時間順序、復号順序、あるいは何か他の順
序かどうかにかかわらず有効であることに留意されたい。
【００７９】
　図５は、図１に示されるものと同じ構造を有するフレームを備える、表示のための開始
点リストを示す。図５に示される第１の表は、フレーム番号に従ってファイルフォーマッ
ト順序でリストされたフレームを、各フレームの始まりに対するバイトオフセットと共に
示す。図５に示される第２の表は、提示時間開始点リストを示す。図５に示される第３の
表は、バイトオフセット開始点リストを示す。図５に示される第４の表は、主開始点のリ
ストである。これら最後の３つの表では、開始提示時間は再生され得る最初のフレームの
フレーム番号であり、以後「開始フレーム(entry frame)」と呼ばれる。図５では、主開
始点が、（１，０）、（９，２７５３７）、および（１７，５４５２３）である。全ての
主開始点に対し、ファイルフォーマット順序で開始フレームの後にある全てのフレームが
再生されることになり、これはクローズドＧＯＰ構造の結果であることに留意されたい。
フレーム番号を使用して提示時間を示すことは、提示時間を表すための唯一の方法であり
、一般に再生されるべきメディアまたはデータをフレームのような別々の時間ステップに
おいて表すことのできないフォーマットを含む、他の多くの提示時間フォーマットが存在
することに留意されたい。
【００８０】
　図６、図７、および図８は、図２、図３、および図４にそれぞれ示される構造と同じ構
造を有するフレームを備える、表示の開始点リストをそれぞれ示す。図６（ａ）、図６（
ｂ）、図７、および図８の各々に示される５つの表は、図５について上で説明されたもの
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と同じフォーマットと意味とを有するが、図６（ａ）はファイルフォーマットの復号順序
を使用し、一方図６（ｂ）は提示順序をファイルフォーマット順序として使用する。
【００８１】
　図６（ａ）では、主開始点が、（１，０）、（９，２２０３３）、および（１７，４１
９９３）である。主開始点（９，２２０３３）に対しては、ファイルフォーマット順序で
開始フレーム９の後にある全てのフレーム、例えば、フレーム６、７、および８が再生さ
れるとは限らないことに留意されたい。これは、オープンＧＯＰ構造の結果である。
【００８２】
　図７では、主開始点が、（１，０）、（９，２２０３１）、および（１７，４８３０３
）である。主開始点（９，２２０３１）に対しては、ファイルフォーマット順序における
最初のダウンロードされるフレームはフレーム９ではなくフレーム１３であるので、ダウ
ンロードされる最初のフレームは、この主開始点に対して再生される最初のフレームでは
ないことに留意されたい。さらに、ファイルフォーマット順序でフレーム１３の後にある
フレーム６、７、および８は、この主開始点からダウンロードされるべきであるが、再生
されるべきではない。これは、この代替的なオープンＧＯＰ構造の結果である。
【００８３】
　図８では、主開始点は、（１，０）、（９，２７５３７）、および（１４，４８３０３
）である。主開始点（１４，４８３０３）に対しては、ファイルフォーマット順序におけ
る最初のダウンロードされるフレームはフレーム１４ではなくフレーム１７であるので、
ダウンロードされる最初のフレームは、この主開始点に対して再生される最初のフレーム
ではないことに留意されたい。これは、この代替的なＧＯＰ構造の結果である。
【００８４】
　図９、図１０、図１１、および図１２は、図１、図２、図３、および図４にそれぞれ示
される構造と同じ構造を有するフレームを備える、表示の終了点リストをそれぞれ示す。
図９、図１０（ａ）、図１０（ｂ）、図１１、および図１２の各々に示される５つの表は
、図５について上で説明されたものと同様のフォーマットと意味とを有する。違いは、終
了点が開始点の代わりに示され、提示終了時間が再生され得る最後のフレームのフレーム
番号であることにあり、以後「終了フレーム(exit frame)」と呼ばれる。図１０（ａ）は
ファイルフォーマットの復号順序を使用し、図１０（ｂ）はファイルフォーマット順序と
して提示順序を使用する。
【００８５】
　別の例として、図１３は、図４に示されるものと同じ依存フレーム構造を有するフレー
ムを備えるが、ファイルフォーマット順序が図４に示される復号順序でなく提示時間順序
である、表示のための開始点リストを示し、図１４は、対応する終了点リストを示す。
【００８６】
　表示の各主開始点および主終了点をシグナリングすることが適切である場合があるが、
一方で他の場合には、この量のシグナリングは、大量のシグナリングオーバーヘッドを示
し得るので、選択された主開始点および主終了点のみがシグナリングされる。他の場合に
は、副開始点と副終了点の一部をシグナリングすることも適切である。
【００８７】
　開始点と終了点とを生成するための方法
　実装において、開始点生成器と終了点生成器の実装形態は、入力のメディア符号化フォ
ーマットに依存し得る。例えば、入力はＭＰＥＧ２ＴＳフォーマットへとカプセル化され
るＭＰＥＧ２符号化コンテンツであってよく、入力はＭＰＥＧ２ＴＳフォーマットへとカ
プセル化されるＨ．２６４ＡＶＣコンテンツであってよく、または入力はＩＳＯファイル
フォーマットへとカプセル化されるＨ．２６４ＡＶＣコンテンツであってよい。他のより
詳細な例として、Ｈ．２６４ＡＶＣコンテンツは「クローズドＧＯＰ」を使用して符号化
されてよく、または「オープンＧＯＰ」を使用して符号化されてよく、または非常に汎用
的なビデオフレーム間の依存構造にせさるように符号化されてよい。他の例として、Ｂフ
レームが除外されたり、Ｂフレームが許容されたりしてよい。
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【００８８】
　好ましくは、異なる開始点生成器および終了点生成器の実装形態の出力フォーマットは
、それぞれ、方法に対する特定のメディア符号化フォーマットの入力とは独立の、同じ開
始点フォーマットおよび終了点フォーマットである。これは、元のコンテンツのメディア
符号化フォーマットとは独立にセグメントマップを生成するためにセグメントマップ生成
器が使用され得るので有利であり、すなわち、同じセグメントマップ生成器は、元のメデ
ィア符号化フォーマットがＩＳＯファイルフォーマットで搬送される「オープンＧＯＰ」
を伴うＨ．２６４ＡＶＣかどうかにかかわらず、または、メディア符号化フォーマットが
ＭＰＥＧ　ＴＳフォーマットで搬送される「クローズドＧＯＰ」を伴うがＢフレームを伴
わないＭＰＥＧ２ＴＳであるかどうかにかかわらず使用され得る。
【００８９】
　好ましくは、開始点生成器および終了点生成器の出力は開始点と終了点の十分に濃密な
セットをそれぞれ含み、セグメントマップ生成器がクライアントによって使用され得るセ
グメントマップを生成するために選択対象である十分な開始点と終了点とを有し、エンド
ユーザに素晴らしいストリーミング体験を提供するようにすべきである。これは、開始点
生成器および終了点生成器がＡＨＳストリーミング方法の仕様を考慮する必要がなく、代
わりにＡＨＳストリーミング論理の仕様がセグメントマップ生成器によって考慮され得る
ので、好ましい。
【００９０】
　任意のフレームＦに対して、フレームＦが依存する全てのフレームがファイルフォーマ
ット順序でフレームＦよりも前にある場合、表示内におけるフレームのファイルフォーマ
ット順序が復号順序にあると言われる。
【００９１】
　以下で説明される開始点および終了点を生成する実施形態および方法では、バイトオフ
セットは常に、フレームの始まりに対するバイトオフセットであると仮定され、提示時間
は常に、フレームの提示開始時間（以前のフレームの提示終了時間に等しい）であると仮
定されるが、当業者が認識するようにこれら制約は緩められてよい。
【００９２】
　ファイルフォーマット順序が復号順序である場合における終了点生成方法の第１の実施
形態は次の通りである。ファイルフォーマット順序における各フレームの提示時間と各フ
レームに対するバイトオフセットとを決定する。各提示時間ＰＴに対して、ＰＴよりも厳
密に短い提示時間を有する全てのフレームよりもファイルフォーマット順序で後にある全
てのフレームのうちで最小のバイトオフセットを有する、フレームに対するバイトオフセ
ットＢＯを決定する。決定された終了点は（ＰＴ，ＢＯ）である。（ファイルフォーマッ
ト順序においてそのようなフレームがない場合、ＢＯは、表示の終わりに対するバイトオ
フセットである。）ＢＯ＝ＢｅｘｉｔＴ（ＰＴ）であることに留意されたい。この実施形
態では、終了点生成方法は、背後にあるフレーム依存構造を分析して、終了点のリストを
生成する必要がないことに留意されたい。これは、ファイルフォーマット順序が復号順序
であるという特性が、ファイルフォーマット順序およびフレームの提示時間に基づいて終
了点を効率的に決定するのに、十分なフレーム依存構造を表すからである。
【００９３】
　第１の実施形態によって生成されたリスト内の複数の連続する終了点が同じ終了バイト
オフセットＢＯを有する場合、提示時間順序における最後の終了点、すなわち、同じ終了
バイトオフセットＢＯを有するこれら連続する終了点のうちで最大の提示時間ＰＴを有す
る終了点が主終了点であり、残りが副終了点である。
【００９４】
　表示のファイルフォーマット順序が復号順序である場合の、終了点生成方法の第２の実
施形態は次の通りである。ファイルフォーマット順序における各フレームの提示時間と各
フレームに対するバイトオフセットとを決定する。各バイトオフセットＢＯに対して、BO
でまたはその後に開始するファイルフォーマット順序における全てのフレームのうちで最
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早の提示時間ＰＴを決定する。決定された終了点は（ＰＴ，ＢＯ）である。（１つの追加
の終了点（ＰＴ，ＢＯ）が存在し、ＢＯは表示の終わりに対するバイトオフセットであり
、ＰＴは表示の提示終了時間である。）ＰＴ＝ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）であることに留意さ
れたい。この実施形態では、終了点生成方法は、背後にあるフレーム依存構造を分析して
、終了点のリストを生成する必要がないことに留意されたい。これは、ファイルフォーマ
ット順序が復号順序であるという特性が、ファイルフォーマット順序およびフレームの提
示時間に基づいて終了点を効率的に決定するのに、十分なフレーム依存構造を表すからで
ある。
【００９５】
　第２の実施形態によって生成されたリスト内の複数の連続する終了点が同じ提示終了時
間ＰＴを有する場合、ファイルフォーマット順序における最早の終了点、すなわち、同じ
提示終了時間ＰＴを有するこれら連続する終了点のうちで最小のバイトオフセットＢＯを
有する終了点が主終了点であり、残りが副終了点である。
【００９６】
　図５～図１４は、開始点と終了点とを生成するための例と可能なフォーマットとを示す
。ファイルフォーマット順序は、図５～図１２に示される例に対して示される復号順序で
あるので、上で説明された終了点生成方法は、図９～図１２に示される終了点リストを生
成するために使用されてよく、第１の実施形態は、これら例の各々において第２の表を生
成するために使用されてよく、第２の実施形態は、これら例の各々において第３の表を生
成するために使用されてよく、これら例の各々において主終了点の第４の表は、上で説明
された２つの実施形態のいずれかを使用して生成され得る。
【００９７】
　終了点生成器に対する多くの代替形態および拡張がある。例えば、終了点生成方法の第
２の実施形態は、ファイルフォーマットが連続的に生成される時のように、すなわち各バ
イトオフセットＢＯに対して、オンラインの方法で終了点を生成でき、方法は、ファイル
フォーマット順序でＢＯよりも前に開始する全てのフレームのうちで欠落フレームの最早
の提示時間ＰＴを決定でき、終了点は（ＰＴ，ＢＯ）である。例えば、図１において、バ
イトオフセットＢＯがフレーム５の始まりに対するものである場合、ファイルフォーマッ
ト順序でＢＯよりも前に開始するフレームはフレーム１なので、欠落フレームの最早の提
示時間ＰＴはフレーム２の提示時間であり、これは、提示終了時間がフレーム１の提示終
了時間であることを意味する。別の例として、図１において、バイトオフセットＢＯがフ
レーム１３の始まりに対するものである場合、ファイルフォーマット順序でＢＯよりも前
に開始するフレームはフレーム１、５、２、３、４、６、７、８および９なので、このリ
スト内の欠落フレームの最早の提示時間ＰＴはフレーム１０の提示時間であり、これは、
提示終了時間がフレーム９の提示終了時間であることを意味する。BOでまたはその後に開
始するファイルフォーマットにおけるフレームについての情報は必要とされないことに、
留意されたい。当業者が認識するように、ファイルフォーマット順序でＢＯよりも前にあ
る全てのフレームの提示時間からのＰＴの効率的な決定をさせる標準的データ構造と方法
とが存在する。
【００９８】
　図１３および図１４に示される例では、ファイルフォーマット順序は、図４に示される
復号順序ではないが、ファイルフォーマット順序は提示時間順序であることに留意された
い。ファイルフォーマット順序が復号順序ではないので、終了点生成方法の第１の実施形
態は図１４に示される第２の表を生成せず、同様に、終了点生成方法の第２の実施形態は
、図１４に示される第３の表を生成しないことを、立証できる。しかしながら、以下で説
明される終了点生成方法の第３の実施形態は、図１４に示される表を生成するために使用
され得る。
【００９９】
　背後にあるファイルフォーマット順序およびフレーム依存構造とは独立に使用され得る
終了点生成方法の第３の実施形態は、次のように説明され得る。各バイトオフセットＢＯ
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に対して、大きくともＰＴの提示終了時間を有する全てのフレームが、ファイルフォーマ
ット順序でＢＯよりも前に開始するフレームのみに、直接的または間接的のいずれかに依
存するように、最遅の提示時間ＰＴを決定する。次いで、決定された終了点は（ＰＴ，Ｂ
Ｏ）である。ＰＴ＝ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）であることに留意されたい。終了点生成方法の
第３の実施形態は、ファイルフォーマットが連続的に生成される時のように、すなわち各
バイトオフセットＢＯに対して、オンラインの方法で終了点を生成し、ファイルフォーマ
ット順序でＢＯよりも前にあるフレームの提示時間およびフレーム依存構造のみに基づい
て、ＢＯに関連付けられる提示終了時間を決定できる。
【０１００】
　ＢＯに関連付けられる提示終了時間を決定するための１つの処理は、ＢＯよりも前に開
始するフレームの第１のリストを決定し、BOでまたはＢＯを過ぎて開始するフレームに直
接的または間接的のいずれかに依存する全てのフレームを、フレームの第１のリストから
除去することによって、フレームの第１のリストからフレームの第２のリストを決定する
ことであり、ＰＴは、フレームの第２のリストにない全てのフレームのうちで最小のフレ
ーム番号を有するフレームの提示時間である。フレームの第２のリストが次のように決定
され得ることに、留意されたい。BOでまたはＢＯを過ぎて開始するフレームに直接依存す
る全てのフレームを、フレームの第１のリストから選択することによって、フレームの第
３のリストを決定する。フレームの第２のリストが次いで、フレームの第１のリスト内の
フレームのうちのフレーム依存構造から、かつフレームの第３のリストから決定され得る
。
【０１０１】
　当業者が認識するように、上で説明された実施形態に対して可能な多くの代替形態およ
び最適化が存在する。例えば、特定のバイトオフセットＢＯに関連付けられる提示終了時
間を決定するための、上で説明された処理は、ＢＯのための情報とリストとを決定するた
めの、ＢＯの前のバイトオフセットからの情報とリストとを保持する全体の処理に統合さ
れ得る。別の最適化として、リストフォーマット以外のデータ構造が使用されてよく、リ
ストの一部分のみについての詳細な情報が、明示的に表されてよい。例えば、フレーム依
存構造が、ファイルフォーマット順序でそのフレームの後または前にある多くともＤ個の
フレームであるフレームに、各フレームが直接的または間接的のいずれかに依存するよう
なものであることが知られている場合、ＢＯよりも前または後に開始するＤ個のフレーム
に対する詳細な情報が保持されてよく、フレームについてのあらゆる他の情報が、暗黙的
に、または圧縮されたフォーマットで表され得る。
【０１０２】
　開始点発生方法の第１の実施形態は、次の通りである。よくあるように、次のような特
性を有する、ＩＤＲフレームと省略されることの多いＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｄａｔａ
　Ｒｅｆｒｅｓｈフレームと以後呼ばれるタイプのフレームがあると、仮定する。フレー
ムＦがいずれの他のフレームにも依存せず、フレームＦの提示時間よりも長い提示時間を
有する全てのフレームＦ’、および、そのようなフレームＦ’が依存する全てのフレーム
が全て、ファイルフォーマット順序でフレームＦの後にある場合、フレームＦはＩＤＲフ
レームである。
【０１０３】
　開始点生成方法の第１の実施形態は、ＩＤＲフレームを識別でき、そのような各ＩＤＲ
フレームＦに対して、ファイルフォーマット順序におけるフレームＦに対するバイトオフ
セットＢＯを決定でき、次いで、開始点を（ＰＴ，ＢＯ）として決定でき、ＰＴはフレー
ムＦの提示時間である。この第１の実施形態では、開始点生成方法は、背後にあるフレー
ム依存構造を分析して、開始点のリストを生成する必要がないことに留意されたい。これ
は、ＩＤＲフレームの定義が、開始点を効率的に決定するのに十分なフレーム依存性とフ
ァイルフォーマット構造とを表すからである。
【０１０４】
　開始点生成方法の第１の実施形態に対する、多くの代替形態および拡張が存在する。例
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えば、開始点生成方法の第１の実施形態は、ファイルフォーマットが連続的に生成される
時のように、すなわちファイルフォーマット順序におけるフレームＦに対する各バイトオ
フセットＢＯに対して、オンラインの方法で開始点を生成し、ＦがＩＤＲフレームである
かどうかを判定し、ＩＤＲフレームである場合、フレームＦの提示時間ＰＴを決定し、開
始点（ＰＴ，ＢＯ）を決定できる。フレームＦの後にあるファイルフォーマットにおける
フレームについての情報は必要とされないことに、留意されたい。
【０１０５】
　背後にあるファイルフォーマット順序およびフレーム依存構造とは独立に使用され得る
終了点開始方法の第２の実施形態は、次のように説明され得る。各バイトオフセットＢＯ
に対して、少なくともＰＴの提示時間を有する全てのフレームが、ファイルフォーマット
順序でBOでまたはＢＯよりも後に開始するフレームのみに、直接的または間接的のいずれ
かに依存するように、最早の提示時間ＰＴを決定する。次いで、決定された終了点は（Ｐ
Ｔ，ＢＯ）である。ＰＴ＝ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ）であることに留意されたい。
【０１０６】
　図５、図６（ａ）、図７、および図８は、それぞれ図１、図２、図３、および図４に示
されるフレーム依存構造に対応する、ファイルフォーマット順序と、対応する生成された
開始点リストとの、異なる例を示す。図６（ｂ）および図１３は、ファイルフォーマット
順序が提示時間順序である場合の、それぞれ図２および図４に示されるフレーム依存構造
に対応する、ファイルフォーマット順序と対応する生成された開始点リストとの別の例を
示す。これら開始点の特性の一部は、上で既に説明されている。
【０１０７】
　図５、図６（ａ）、図６（ｂ）、図８、および図１３において、フレーム依存構造およ
びファイルフォーマット順序は、各々のＩフレームがＩＤＲフレームであり、従って開始
点生成方法の第１の実施形態が開始点のリストを生成できるようなものである。第１の実
施形態によって生成される開始点リストは、図５、図６（ａ）、および図６（ｂ）に対す
る主開始点リストの第４の表に対応する。第１の実施形態によって生成される開始点リス
トは、図８に対する主開始点リストの第４の表とは異なり、具体的には、図８に示される
主開始点（１４，４８３０３）は、第１の実施形態が生成するであろう開始点（１７，４
８３０３）よりも好ましい。第１の実施形態によって生成される開始点リストは、図１３
に対する主開始点リストの第４の表のサブセットであり、具体的には、図１３に示される
３個の主開始点（１４，４８３０３）、（１５，５１０３２）および（１６，５４５２３
）は、第１の実施形態によっては生成されないであろう。
【０１０８】
　図７では、ラベル９を有するＩフレームはＩＤＲフレームではなく、ラベル１０、１１
、および１２を有するフレームはファイルフォーマット順序においてＩフレームの後に続
くので、それらのフレームは全て、Ｉフレームに先行するラベル１３を有するフレームに
依存することに留意されたい。
【０１０９】
　第２の実施形態によって生成される開始点リストは、図５、図６（ａ）、図６（ｂ）、
図７、図８、および図１３に対する主開始点リストの第３の表に対応する。
【０１１０】
　第２の実施形態によって生成されたリスト内の複数の連続する開始点が同じ提示開始時
間ＰＴを有する場合、ファイルフォーマット順序における最遅の開始点、すなわち、同じ
提示開始時間ＰＴを有するこれら連続する開始点のうちで最大のバイトオフセットＢＯを
有する開始点が主開始点であり、残りが副開始点である。図５、図６（ａ）、図６（ｂ）
、図７、図８、および図１３における第４の表に示されている主開始点リストは、一般に
、第２の実施形態によって生成される開始点リストに基づいて、この主開始点選択処理か
ら生成され得る。
【０１１１】
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　フレームが、ファイルフォーマット順序に関してＤ個よりも多くのフレーム分だけ離れ
ているいずれのフレームにも、直接的または間接的のいずれかに依存しないようにフレー
ム依存構造が限定されるような、いくつかの正の整数値Ｄがあると仮定する。次いで、開
始点生成方法の第２の実施形態は、ファイルフォーマットが次のように連続的に生成され
る時のように、すなわち各バイトオフセットＢＯに対して、オンラインの方法で生成され
てよく、ファイルフォーマット順序でＢＯよりも前にあるフレームからＢＯよりも後の多
くともＤ個のフレームまでの、提示時間およびフレーム依存構造のみに基づいて、ＢＯに
関連付けられる提示開始時間を決定できる。
【０１１２】
　ＢＯに関連付けられる提示開始時間を決定するための１つの処理は、ＢＯよりも前に開
始する最大のフレーム番号を有するフレームと共にファイルフォーマット順序においてバ
イトオフセットBOで開始するＤ個の連続するフレームとを備える、Ｄ＋１個のフレームの
第１のリストを決定し、ＢＯよりも前に開始するフレームに直接的または間接的のいずれ
かに依存するフレームの第１のリスト内のフレームのうちで、フレームの最大のフレーム
番号である第１のフレーム番号を決定することであり、ＰＴは、第１のフレーム番号より
も大きなフレーム番号を有するフレームの提示時間である。ファイルフォーマット順序に
おいてフレームの第１のリストよりも先にあるいずれのフレームも、ＢＯよりも前に開始
する任意のフレームに、直接的または間接的のいずれかに依存し得ないことを留意された
い。第１のフレーム番号は、次のように決定され得る。ＢＯよりも前に開始するフレーム
に直接依存する全てのフレームを、フレームの第１のリストから選択することによって、
フレームの第２のリストを決定する。第１のフレーム番号が次いで、フレームの第１のリ
スト内のフレームのうちのフレーム依存構造から、かつフレームの第２のリストから決定
され得る。
【０１１３】
　当業者が認識するように、上で説明された実施形態に対して可能な多くの代替形態およ
び最適化が存在する。例えば、特定のバイトオフセットＢＯに関連付けられる提示開始時
間を決定するための、上で説明された第２の実施形態は、ＢＯのための情報とリストとを
決定するための、ＢＯの前のバイトオフセットからの情報とリストとを保持する全体の処
理に統合され得る。別の最適化として、リストフォーマット以外のデータ構造が使用され
てよく、リストの一部分のみについての詳細な情報が、明示的に表されてよい。例えば、
BOで開始するＤ個の連続するフレームのための詳細な情報が保持されてよく、フレームに
ついての任意の他の情報は、暗黙的に、または圧縮されたフォーマットで表され得る。
【０１１４】
　シームレスな切替方法
　１．開始点と終了点とを使用したシームレスな切替方法
　表示に関連付けられる開始点と終了点の特性は、次の通りである。開始点と共にリスト
された提示開始時間は再生を開始して、表示の終了点と共にリストされた任意の後続の提
示終了時間までシームレスに継続できる表示でのデータの提示時間を示し、開始点に関連
付けられるバイトオフセットはその提示時間で再生を開始させるであろうデータを受信す
るダウンロードが開始できるセグメント内のバイト位置を示す。同様に、終了点と共にリ
ストされた提示終了時間は、表示の開始点と共にリストされた任意の以前の提示開始時間
で開始したシームレスな再生を終了できる表示でのデータの提示時間を示し、終了点に関
連付けられるバイトオフセットはその提示時間で再生を終了させるであろうデータを受信
するダウンロードが終了できるセグメント内のバイト位置を示す。
【０１１５】
　第１の表示から第２の表示に切り替えるためのクライアント方法の概要は、次の通りで
ある。クライアントが提示時間Ｔの後の可能な最早の提示時間においてシームレスな切り
替えを行うことを望むと決定したと仮定し、ここで例えばＴは、メディアバッファにおい
て既に利用可能な第１の表示、または、メディアバッファへダウンロードされるように既
に要求されている第１の表示からの最遅の提示時間である。第２の表示に対する利用可能
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な開始点から、クライアントは、少なくともＴである第２の表示の全ての提示開始時間の
うちでＴＳが最早となるように開始点（ＴＳ，ＢＯＳ）を選択できる。第１の表示に対す
る利用可能な終了点から、クライアントは、少なくともＴＳである第１の表示の全ての提
示終了時間のうちでＴＥが最早となるように、終了点（ＴＥ，ＢＯＥ）を選択できる。ク
ライアントは、第１の表示から終了バイトオフセットＢＯＥまでのデータをダウンロード
でき、開始バイトオフセットＢＯＳで開始する第２の表示からのデータをダウンロードで
きる。クライアントは、第１の表示および第２の表示からのダウンロードされたデータを
メディアプレーヤに提供し、第１の表示から時刻ＴＥまで（時刻ＴＥを含む）をビデオ復
号し、時刻ＴＳで開始しそこから継続する第２の表示をビデオ復号するように、メディア
プレーヤに命令できる。ＴＳがＴＥに等しくない場合、すなわちＴＥ＞ＴＳである場合、
メディアプレーヤは、第１の表示から何らかの提示時間ＴＵまで、ディスプレイに対して
ビデオをレンダリングして、次いで、提示時間ＴＵで開始する第２の提示からの表示を継
続すると決定でき、ＴＵは、ＴＳからＴＥまでの間にある。いくつかの実施形態では、Ｔ
Ｕ＝ＴＳであれば好ましく、それは、開始点における第２の表示の再生の新たな開始が可
能になるからである。
【０１１６】
　第１の代替的なクライアント切替方法として、クライアントが提示時間Ｔの前の可能な
最遅の提示時間においてシームレスな切り替えを行うことを望むと決定したと仮定する。
第１の表示に対する利用可能な終了点から、クライアントは、大きくともＴである第１の
表示に対する全ての提示終了時間のうちでＴＥが最遅となるように終了点（ＴＥ，ＢＯＥ
）を選択できる。第２の表示に対する利用可能な開始点から、クライアントは、大きくと
もＴＥである第２の表示に対する全ての提示開始時間のうちでＴＳが最遅となるように、
開始点（ＴＳ，ＢＯＳ）を選択できる。開始点および終了点が選択されると、第１の代替
的なクライアント方法の残りは、上で説明されたようなものであり得る。
【０１１７】
　第２の代替的なクライアント切替方法として、クライアントが提示時間Ｔに可能な限り
近い提示時間においてシームレスな切り替えを行うことを望むと決定したと仮定する。第
１の表示に対する利用可能な終了点から、クライアントは、少なくともＴである第１の表
示に対する全ての提示終了時間のうちでＴＥが最早となるように終了点（ＴＥ，ＢＯＥ）
を選択できる。第２の表示に対する利用可能な開始点から、クライアントは、大きくとも
ＴＥである第２の表示に対する全ての提示開始時間のうちでＴＳが最遅となるように開始
点（ＴＳ，ＢＯＳ）を選択できる。開始点および終了点が選択されると、第２の代替的な
クライアント方法の残りは、上で説明されたようなものであり得る。
【０１１８】
　第３の代替的なクライアント切替方法として、クライアントは、大きくともＴである第
２の表示の全ての開始点のうちでＴＳが最遅の提示開始時間となるように、第２の提示に
対して利用可能な開始点から開始点（ＴＳ，ＢＯＳ）を選択できる。第１の表示に対する
利用可能な終了点から、クライアントは、ＴＳの後である第１の表示の全ての提示終了時
間のうちでＴＥが最早となるように、終了点（ＴＥ，ＢＯＥ）を選択できる。
【０１１９】
　第４の代替的なクライアント切替方法として、クライアントが、例えば、第１の表示か
らダウンロードしたバッファに既にあるメディアに基づいて、第１の表示におけるバイト
オフセットＢＯよりも前の可能な最遅の提示時間において、第１の表示から第２の表示へ
シームレスな切り替えを行うことを望むと決定したと仮定し、ＢＯは、メディアバッファ
に既にダウンロードされている第１の表示の一部分の終わりのバイトオフセットであって
よく、または、メディアバッファへのダウンロードを既に要求されている第１の表示の終
わりのバイトオフセットであってよい。第１の表示に対して利用可能な終了点から、クラ
イアントは、大きくともＢＯである第１の表示に対する全ての終了バイトオフセットのう
ちでＢＯＥが最遅となるように終了点（ＴＥ，ＢＯＥ）を選択できる。第２の表示に対し
て利用可能な開始点から、クライアントは、大きくともＴＥである第２の表示に対する全
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ての提示開始時間のうちでＴＳが最遅となるように開始点（ＴＳ，ＢＯＳ）を選択できる
。開始点および終了点が選択されると、第４の代替的なクライアント方法の残りは、上で
説明されたようなものであり得る。当業者が認識するように、例えば、第４の代替形態の
ように、第１の表現に対する初期バイトオフセットに基づく切り替えの決定に基づき、第
２の代替形態で説明されたように、これに基づいて開始点と終了点とを決定する、上記の
組合せである他の代替的なクライアント切替方法がある。
【０１２０】
　第１、第２、および第４の代替的なクライアント切替方法に対して、第１の表示のため
に選ばれた終了点は、第２の表示のために選ばれた開始点とは独立であることに留意され
たい。従って、これら代替形態は、切り替え先として考えられ得る２つ以上の第２の表示
の選択肢があり得る場合に、魅力的な方法を提供し、クライアントは、可能性のある第２
の表示のいずれを選ぶかを決める前に、第１の表示のダウンロードをどこで完了するかを
決めることができる。所与の提示時間ＴまたはバイトオフセットＢＯの前に、第１の表示
に対する終了点を選ぶ代替形態は、利用可能な帯域幅が減少したことが原因でクライアン
トがレートの低い第２の表示に下がる必要がある場合に適用可能であることがあり、この
場合、提示時間ＴまたはバイトオフセットＢＯは、最遅の利用可能な提示時間、または第
１の表示に対して利用可能なもしくはまもなく利用可能になるバイトオフセットであって
よく、利用可能な帯域幅が減少した場合に、よりレートの高い第１の表示から追加のデー
タをダウンロードする必要がなく、それは、このことが、再生をシームレスに継続するこ
とを可能にするのに十分なデータが第２の表示から届く前に、メディアバッファが使い果
たされる確率を最小にする傾向があるからである。
【０１２１】
　２．開始点および終了点に基づくダウンロード部分の選択
　本開示を読んだ後に当業者が認識するように、クライアントが開始点および終了点情報
を利用できる多くの方法がある。例えば、ユーザ体験に関する決定的な要因は、ユーザが
、例えば、ウェブページにおけるリンクをクリックすることによって、または、マウスを
使用してビデオの再生位置を異なる再生時間へとドラッグすることによって、ビデオの再
生を要求した時から、ビデオの再生が開始するまでにかかる時間である。この時間が短い
ほど、一般にユーザ体験は良好になり、特にユーザが異なるコンテンツを試しに見ている
場合、すなわち、あるコンテンツから別のコンテンツへとかなり頻繁に移動している場合
、または、特定のコンテンツ内の異なる開始位置を探している場合、特に良好になる。従
って、この始動時間を最小にすることは、重要な問題である。
【０１２２】
　開始点情報および終了点情報へのアクセス権を有するクライアントは、再生がコンテン
ツの単一の表示からのものである場合、すなわち、ある表示から別の表示への切り替えが
ない場合でも、この情報を使用して、始動時間を最小にできるので、クライアントは必ず
しもＡＨＳクライアントではない。例えば、クライアントは、再生を開始すべき第１の開
始点と、後続の第１の終了点、第２の終了点、第３の終了点などのリストとを与えられ得
る。クライアントは、後続の終了点を使用して、第１の要求においてコンテンツのどの部
分を要求するかを決めることができ、この部分は、第１の開始点のバイトオフセットから
第１の終了点のバイトオフセットまでであり得る。クライアントは次いで、第１のダウン
ロード要求が満たされている時、再生が開始した後のストールまたは再バッファを避ける
技法を好ましくは使用して、ビデオの再生をいつ開始すべきかについて決めることができ
る。クライアントはまた、後続の要求の開始バイトオフセットおよび終了バイトオフセッ
トとして、後続の終了点のバイトオフセットを使用して、コンテンツの後続の部分に対す
るダウンロード要求を発することができるので、好ましくは、これら後続の要求は、スト
ールまたは再バッファを回避するような方法で発せられる。メディアバッファが満ちると
、クライアントは、メディアが満ちていない場合よりもコンテンツの大きな部分にわたる
コンテンツの部分に対する要求を発する可能性があり、ここで、より大きいとは、提示時
間がより長いこと、バイトがより多いこと、またはこれら両方を意味する。
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【０１２３】
　別の代替形態として、ＡＨＳクライアントは、上で説明され次のように拡張される方法
を使用できる。コンテンツのただ１つの表示ではなく、複数の表示がある。ＡＨＳクライ
アントは、第１の表示のコンテンツの再生を開始すべき第１の開始点と、この第１の表示
に対する第１の後続の終了点とを取得し、またはそれらを与えられてよく、また、第１の
開始点の後にある代替的な表示に対する開始点も与えられてよい。この場合、ＡＨＳクラ
イアントは、前の段落において説明されたクライアント方法と同様に、しかし部分を決定
するために代替的な表示における可能な開始点も場合によって使用して、第１の表示のど
の部分をダウンロードすべきかを決めることができる。例えば、これは普通であることが
多いが、終了点の頻度は開始点の頻度よりも高くてよく、例えば、表示の連続的な開始点
の各ペアの間に設けられる、複数の、例えば５個以上の終了点が存在し得る。この場合、
ＡＨＳクライアントは、前のように、例えば、第１の表示の開始点から第１の後続の終了
点までの、比較的短いダウンロード部分で開始すると決めることができ、メディアバッフ
ァは、例えば、ある終了点から、その後の２つ以上の終了点である終了点までの、より大
きな部分のダウンロードを開始するために拡大する。しかしながら、ＡＨＳクライアント
は、第１の表示のどの部分をダウンロードすべきかについて決定を行う際に、他の代替的
な表示に対する開始点を考慮して、例えば、レート切替が必要である場合に、ＡＨＳクラ
イアントが、第１の表示からダウンロードされ場合によって第２の表示に切り替えられる
重複するコンテンツの量を最小にするために、第１の表示から適切な部分をダウンロード
することを、確実にできる。例えば、第１の表示から部分をダウンロードする時、ＡＨＳ
クライアントは、切り替えが選ばれ得る第２の表示の可能な第２の開始点の提示時間にあ
る、またはそれをわずかに過ぎた終了点に関連付けられるバイトオフセットで終了する第
１の表示から、現在のダウンロード部分を選ぶことができ、すなわち、現在のダウンロー
ド部分の後に選ばれる次のダウンロード部分は、第２の開始点に関連付けられるバイトオ
フセットで開始する、第２の表示からのものであり得る。
【０１２４】
　別の代替形態として、Ｌｕｂｙ　Ａ５において開示されるように、クライアントは、複
数の同時のＨＴＴＰ接続を使用して表示をダウンロードでき、加えてＦＥＣを使用できる
。この代替形態では、Ｌｕｂｙ　Ａ５において開示されるように、高速な始動時間を確実
にしつつ、同時にダウンロード要求の数を最小にするような方法で、複数の接続がコンテ
ンツをダウンロードするようにスケジューリングされることが重要である。従って、最初
に始動する時、クライアントは、複数の接続にわたって、第１の開始点から第１の後続の
終了点まで、コンテンツの部分のダウンロードを区分でき、例えば、４つの接続のうちの
第１の接続は、この部分の最初の１／４のダウンロードを要求でき、第２の接続は、次の
１／４のダウンロードを要求できる、などである。このようにして、接続は、再生のため
に最初に必要とされるコンテンツの部分の断片を全てダウンロードしている。さらに、Ｌ
ｕｂｙ　Ａ５において開示されるように、コンテンツに対する追加のＦＥＣデータは、別
個のファイルにおいて利用可能にされてよく、このＦＥＣデータに対するダウンロード要
求が、再生のために必要であるコンテンツの配信をさらに高速化するために行われ得る。
前の代替形態のように、メディアバッファが満ちるに従い、ダウンロード要求部分の断片
は大きくなることがあり、ＡＨＳクライアントの場合、第１の表示に対して選ばれたダウ
ンロード部分（複数の接続を通じて要求されるべき複数の断片へと続いて区分される）の
開始および終了が、切り替えの行われ得る可能な代替的な表示に対する開始点に基づいて
行われ得る。
【０１２５】
　３．切替情報を生成するための処理の概要
　セグメントマップは、適応ストリーミング方法の表示のより高速な切り替えを提供する
と同時に、切り替えの間にネットワークを通じてより少量のデータをダウンロードし、ビ
デオプレーヤによってある表示から別の表示に切り替える時のより円滑なビデオ再生を可
能にするために、クライアントによって有利に使用され得る。やはり本明細書で説明され
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るように、セグメントマップは、例えば始動時間の改善と、再バッファ／ストール事象に
対する回復力の改善とを可能にすることのような、他の使用法を有する。
【０１２６】
　例として、セグメントマップは、開始点リストと、終了点リストと、任意選択で、表示
のセグメントに関連付けられる他のメタデータとを備え得る。開始点リストは、開始点の
リストを備え、開始点のリストは、そのような各開始点、提示開始時間、および開始バイ
トオフセットに関連付けられる。終了点リストは、終了点のリストを備え、終了点のリス
トは、そのような各終了点、提示終了時間、および終了バイトオフセットに関連付けられ
る。
【０１２７】
　セグメントマップを生成することは、２つの方法の部分へと機能的に区分され得る。第
１の方法の部分に関連付けられるのは、本明細書では開始点生成器および終了点生成器と
呼ばれる、２つのタイプの方法であり、開始点生成器および終了点生成器は、特定のフォ
ーマットで符号化されるメディアのファイルまたはストリームを入力として取り込み、そ
のメディアに対する開始点および終了点の詳細なリストをそれぞれ生成する。本明細書で
はセグメントマップ生成器と呼ばれる第２の方法の部分は、セグメントマップを生成する
ための開始点および終了点の詳細なリストを、入力として取り込む。
【０１２８】
　セグメントマップ生成器の実施形態は、セグメントマップを生成するために、開始点生
成器および終了点生成器の出力を使用できる。セグメントマップ生成器は、メディアフォ
ーマットに依存しないものであってよく、セグメントマップにおいて、最適化された開始
点および終了点のリストを提供でき、ここで、最適化されているとは、開始点および終了
点が小型な方法で選択され表されることを意味するので、セグメントマップは、クライア
ントが表示を開始し終了するのに良好な場所の豊富なセットを提供する。セグメントマッ
プの生成は、メディアコンテンツの各表示に対して独立に実行されてよく、または協調し
て実行されてよい。
【０１２９】
　多くの変形が可能である。例えば、特にライブストリーミングコンテンツでは、開始点
生成器と終了点生成器とセグメントマップ生成器とを緊密に統合する方法が好ましく、ま
た、オンデマンドストリーミングコンテンツにおいても好ましいことがある。
【０１３０】
　Ｐａｋｚａｄにおいて開示される方法は、ＡＨＳクライアントによって効率的かつ効果
的に使用され得る開始点と終了点のセットから、簡潔なセグメントマップを生成するため
に使用されてよく、すなわち、Ｐａｋｚａｄは、表示のセグメントを好ましいフラグメン
トへと区分するための方法を含む、セグメントマップ生成器のいくつかの実施形態を開示
する。方法を、本明細書で説明される方法および処理によって拡張でき、具体的には、各
フラグメントが、それぞれ主開始点における開始または主終了点における終了を可能にす
るように開始または終了するのであれば、好ましい。
【０１３１】
　例として、図１は、クローズドＧＯＰフレーム依存構造を示し、この場合、第１のフラ
グメントはフレーム１と、５と、２と、３と、４とを備えてよく、第２のフラグメントは
フレーム６と、７と、８とを備えてよく、第３のフラグメントはフレーム９と、１３と、
１０と、１１と、１２とを備えてよく、第４のフラグメントはフレーム１４と、１５と、
１６とを備えてよい、などである。このフラグメント構造は、全ての主開始点がフラグメ
ントの始まりにあるので、かつ、クライアントが表示を開始しまたは切り替える時に部分
的なＧＯＰのダウンロードを可能にし、従って、ＧＯＰ全体がダウンロードされるより前
にコンテンツに相当する部分的なＧＯＰの再生を可能にするので、好ましいことがある。
ＧＯＰの終わりにある特定の主終了点も好ましく、それは、一般にＢフレームがＩフレー
ムまたはＰフレームよりも小さく、従って、大きなフレームと同じ量の再生時間を可能に
する小さなフレームをダウンロードすることが、一般に有利であるからである。ＧＯＰ構
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造が異なる表示の間で整列される場合、この例では、フラグメント構造が、再生されない
フレームのダウンロードを何ら伴わない表示の切り替えを可能にする。
【０１３２】
　別の例として、図２は、オープンＧＯＰフレーム依存構造を示し、この場合、第１のフ
ラグメントはフレーム１を備えてよく、第２のフラグメントはフレーム５と、２と、３と
、４とを備えてよく、第３のフラグメントはフレーム９と、６と、７と、８とを備えてよ
く、第４のフラグメントはフレーム１３と、１０と、１１と、１２とを備えてよく、第５
のフラグメントは、フレーム１７と、１４と、１５と、１６とを備えてよい、などである
。この場合、第１のフラグメントは、それより後のパターンとは異なるフレームのパター
ンを伴って形成される。このフラグメント構造は、前の段落の例について説明されたのと
同じ利点の多くを有する。ＧＯＰ構造が異なる表示の間で整列される場合、このフラグメ
ント構造が、再生されない４個の重複するフレーム、すなわち、１個のＩフレームおよび
３個のＢフレームの最小限のダウンロードを伴う表示の切り替えを可能にする。
【０１３３】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨシグナリングに基づくマッピングの変化
　１．開始点および終了点のＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格シグナリング
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格は、以下の表１に示されるような、セグメント内のフラグメン
トを表すための大まかなセグメントマップ構造を有する。
【表１】

【０１３４】
　上のセグメントマップ構造の解釈は、次の通りである。ＥＳＰＴの値は、セグメント内
の最早の提示時間を伴うフレームの提示時間である。
【０１３５】
　Ｔｉｍｅｓｃａｌｅの値は、表示のこのセグメントに対する、時間をティック単位で測
定するために使用される１秒当たりのティックの数である。例えば、Ｔｉｍｅｓｃａｌｅ
＝３００００である場合、表示のこのセグメントに対して、１秒当たり３００００個のテ
ィックがあるので、９００００ティックとして表される時間は、９００００／３００００
秒、すなわち３秒という長さを示す。通常、時間の全ての単位、例えば、ＥＳＰＴ、Ｄｅ
ｌｔａ、およびＲＡＰ－ｄｅｌｔａが、セグメント内のティックで表される。フレームの
通常の長さは１００１ティックであることがあり、これは、１秒当たり約２９．９７個の
フレームがあることを意味する。
【０１３６】
　Ｎの値は、セグメント内のフラグメントの数である。
【０１３７】
　ＳＢ（ｉ）の値は、セグメントのフラグメントｉのバイト単位のサイズである。従って



(32) JP 6054398 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

、セグメント内のフラグメントｉの始まりに対するバイトオフセットは、ｉ未満の全ての
ｊにわたるＳＢ（ｊ）の和である。
【０１３８】
　Ｄｅｌｔａ（ｉ）の値は、フラグメントｉ＋１内の任意のフレームの最早の提示時間と
、フラグメントｉ内の任意のフレームの最早の提示時間との差である。従って、フラグメ
ントｉの後の次のフラグメント内のフレームの最早の提示時間は、ＥＳＰＴに、ｊ≦ｉで
ある全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和を足したものである。
【０１３９】
　ＲＡＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）の値は、フラグメントｉ内に表示アクセスポ
イント（ＲＡＰ）があるかどうかを示す。
【０１４０】
　フラグメントｉ内でシグナリングされるＲＡＰがある場合、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）
の値は、フラグメントｉ内のＲＡＰ提示時間と、フラグメントｉ内のフレームの最早の提
示時間との差である。従って、フラグメントｉ内にＲＡＰがある場合、フラグメントｉ内
のＲＡＰ提示時間は、ＥＳＰＴと、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）と、ｊ＜ｉである全てのｊ
にわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和とを足したものである。
【０１４１】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメント構造の背後にある基本的な考えは、ＨＴＴＰ１．１バイ
ト範囲要求を使用してセグメント内のフラグメントをダウンロードでき、フラグメントは
通常、ダウンロードのために要求されるエンティティのうちで最小であることである。表
示のシームレスな切り替えをサポートするような方法でフラグメント構造を整列すること
は理にかなっており、特に、フラグメントの境界を開始点および終了点と揃え、セグメン
ト内で開始点と終了点とをシグナリングし、効率的かつシームレスな切り替えをサポート
することは、有益である。
【０１４２】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップフォーマットは、セグメントの開始点のシグナリ
ングをサポートするために、次のように使用され得る。ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格は、次の
ように関連付けられる（本明細書で使用される用語に変換される）、バイトオフセット、
すなわちＩＲＡＰと、提示時間、すなわちＴＲＡＰとを備えるものとして、ＲＡＰを定義
する。（１）表示のダウンロードがバイトオフセットＩＲＡＰから開始され終わりに進む
ように続く場合、ＴＲＡＰは、表示におけるコンテンツのビデオフレームが、提示時間Ｔ
ＲＡＰで開始する提示順序でシームレスに再生され得るような、最早の提示時間であり、
（２）表示のダウンロードがバイトオフセットＩＲＡＰから開始され終わりに進むように
続く場合、ＩＲＡＰは、表示におけるコンテンツのビデオフレームが、提示時間ＴＲＡＰ
で開始する提示順序でシームレスに再生され得るような、最大のバイトオフセットである
。
【０１４３】
　従って、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格で定義されるＲＡＰは、本開示で定義される主開始点
と等価であり、すなわち、（ＴＲＡＰ，ＩＲＡＰ）＝（ＴｅｎｔｒｙＢ（ＩＲＡＰ），Ｂ
ｅｎｔｒｙＴ（ＴＲＡＰ））である。そのＲＡＰに対するバイトオフセットがフラグメン
ト内にある場合、フラグメントはＲＡＰを含んでいると言われる。
【０１４４】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格は、次のようにＲＡＰをシグナリングできる。フラグメントｉ
が少なくとも１つのＲＡＰを含み、ＢＯを、フラグメントｉが含む全てのＲＡＰのバイト
オフセットのうちで最小のＲＡＰのバイトオフセットとし、ＰＴ＝ＴｅｎｔｒｙＢ（Ｏ）
を、ＢＯに対応するＲＡＰの提示時間とする。ＲＡＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）
の値は、ＲＡＰの存在を示すために設定されてよく、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）の値は、
ＰＴから、ＥＳＰＴと、ｊ＜ｉである全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和とを引いた
ものに設定され得る。ＲＡＰフレームを含まない各フラグメントｉに対して、ＲＡＰ－ｐ
ｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）の値は、ＲＡＰがないことを示すために設定され得る。従
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って、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格は、フラグメント内で主開始点をシグナリングすることを
サポートする。
【０１４５】
　ＢＯ（ｉ）を、セグメント内でのフラグメントｉの最初のバイトに対するバイトオフセ
ットとする。フラグメントｉがＲＡＰを含む場合、ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ（ｉ））は、フ
ラグメントｉ内で最早の提示時間を有するＲＡＰのＲＡＰ提示時間であることに留意され
たい。
【０１４６】
　いくつかの場合には、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップフォーマットは、セグメン
トの終了点のシグナリングをサポートするために、次のように使用され得る。全てのフラ
グメントｉに対して、フラグメントｉ＋１の最初のバイトに対するバイトオフセットＢＯ
（ｉ＋１）は、フラグメントｉの終わりで終了することに対応するバイトオフセットであ
る。以下に説明される環境(circumstances)では、フラグメントｉの終わりで終了するこ
とに関連付けられる提示終了時間ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））が、ＭＰＥＧ　ＤＡＳ
Ｈセグメントマップフォーマットに基づいて、次のように正確に決定され得る。ＥＰＴ（
ｉ）の値を、ＥＳＰＴに、ｊ≦ｉである全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和を足した
ものに設定する。前に説明されたように、ＥＰＴ（ｉ）は、フラグメントｉ＋１内の任意
のフレームの最早の提示時間である。ＥＰＴ（ｉ）は、次の２つの条件が満たされれば、
ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））に等しいことが保証される。
【０１４７】
　２．終了点の正しいシグナリングのための２つの条件
　終了点の正しいシグナリングのための２つの条件は、（１）ファイルフォーマット順序
が復号順序であることと、（２）フラグメント内の任意のフレームの最早の提示時間の数
列が、連続的なフラグメントにわたって厳密に増加していくこと、すなわち、ＥＰＴ（１
）＜ＥＰＴ（２）＜ＥＰＴ（３）などとなることである。
【０１４８】
　第１の条件は、必ずではないが、ファイルフォーマットにおいて一般に真であり得る。
さらに、ファイルフォーマットが復号順序ではない場合、通常は、上で説明されたシグナ
リングは、フラグメントの提示終了時間を正確にシグナリングしない。図４に示されるフ
レーム依存構造に対応するが、ファイルフォーマット順序が復号順序ではなく提示時間順
序である、図１４は、第１の条件が真ではない例である。この例では、第１のフラグメン
トがフレーム１と、２と、３と、４とを含み、第２のフラグメントがフレーム５と、６と
、７と、８とを含む場合、ＥＰＴ（１）の値は、フレーム５の提示時間に対するものであ
り、これは、第１のフラグメントの提示終了時間として使用されると、最初の４個のフレ
ーム１、２、３、および４が第１のフラグメントを受信することで再生され得ることを示
す。しかしながら、フレーム１のみが、第１のフラグメントを受信することで再生され得
るので、ＥＰＴ（１）の値は、第１のフラグメントに対する提示終了時間を正確にシグナ
リングしない。
【０１４９】
　第２の条件は真であることが多いが、セグメントのフラグメント構造に依存し、第１の
条件が真であっても第２の条件が真ではない例がある。例えば、図９を参照すると、第１
のフラグメントが最初の１３２４４バイトを備えフレーム１を搬送し、第２のフラグメン
トが次の５１５０バイトを備えフレーム５を搬送し、第３のフラグメントが次の３６３７
バイトを備えフレーム２、３、４を搬送すると仮定する。この例では、最初の３個のフラ
グメントに対して上で計算されたような提示終了時間ＥＰＴ（１）、ＥＰＴ（２）、およ
びＥＰＴ（３）は、それぞれ、フレーム５、２、６の提示時間である。具体的には、第１
のフラグメントに関連付けられる提示終了時間ＥＰＴ（１）は、提示時間順序における最
初の４個のフレームを示し、すなわち、フレーム１、２、３、および４を、第１のフラグ
メントをダウンロードすることで再生できることを示すが、これは明らかに当てはまらな
い。
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【０１５０】
　従って、全体的に、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格は、フラグメント内の開始点をシグナリン
グすることをサポートするが、終了点をシグナリングすることのサポートは、それほど一
般的ではない。
【０１５１】
　３．第１のセグメントマップ方法：改善された終了点シグナリング
　前に述べられたように、終了点がＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格によって常に正しくシグナリ
ングされ得るとは限らない。具体的には、終了点が正しくシグナリングされるために、前
に説明された終了点の正しいシグナリングのための２つの条件が、通常は必要とされる。
第２の条件を除去できる１つの方法は、終了点のシグナリングの改善のためにＭＰＥＧ　
ＤＡＳＨを拡張するための、このセクションで説明される方法を使用することである。
【０１５２】
　この手法では、ＥＳＰＴは、表示の残りにある、以前のセグメントよりも後の任意のフ
レームの最早の提示時間として再定義される。また、Ｄｅｌｔａ（ｉ）の値は、表示の残
りにある、フラグメントｉよりも後の任意のフレームの最早の提示時間と、表示の残りに
ある、フラグメントｉ－１よりも後の任意のフレームの最早の提示時間との間の差として
再定義される。
【０１５３】
　そして、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）の値を、フラグメントｉ内のシグナリングされたＲ
ＡＰのＲＡＰ提示時間と、表示の残りにある、フラグメントｉ－１よりも後の任意のフレ
ームの最早の提示時間との間の差として再定義する。
【０１５４】
　第１の条件が満たされる、すなわちファイルフォーマット順序が復号順序である場合、
上記のパラメータの再定義によって、これら再定義された値に基づいて計算されたような
ＥＰＴ（ｉ）は、第２の条件が満たされない場合でも、フラグメントｉに対する正しい提
示終了時間であることが保証される。例として、図９を参照すると、上で説明された例の
ように、第１のフラグメントが最初の１３２４４バイトを備えフレーム１を搬送し、第２
のフラグメントが次の５１５０バイトを備えフレーム５を搬送し、第３のフラグメントが
次の３６３７バイトを備えフレーム２、３、および４とを搬送すると仮定する。この例で
は、ＥＳＰＴの値は前と同じであり、すなわち、フレーム１の提示時間である。しかしな
がら、最初の３個のフラグメントに関連付けられる上記の再定義に基づいて計算されたよ
うな提示終了時間ＥＰＴ（１）、ＥＰＴ（２）、およびＥＰＴ（３）は、それぞれ、フレ
ーム２、２、６の提示時間である。具体的には、第１のフラグメントに関連付けられる提
示終了時間ＥＰＴ（１）は、提示時間順序における最初のフレーム、すなわちフレーム１
が、第１のフラグメントをダウンロードすることで再生され得ることを示す。さらに、第
２のフラグメントに関連付けられる提示終了時間ＥＰＴ（２）は、フレーム１のみが最初
の２個のフラグメントをダウンロードすることで再生され得ることを示し、第３のフラグ
メントに関連付けられる提示終了時間ＥＰＴ（３）は、最初の５個のフレーム１、２、３
、４、および５が最初の３個のフラグメントをダウンロードすることで再生され得ること
を示す。
【０１５５】
　第２の条件に対応できる別の方法は、フラグメント内の任意のフレームの最早の提示時
間の数列が連続的なフラグメントにわたって厳密に増加するような方法で、フラグメント
構造が形成される場合である。例えば、各フラグメントが主終了点を含む場合、第２の条
件が満たされる。
【０１５６】
　フラグメント構造を決定することが可能である場合、主開始点を含む各フラグメントは
、主開始点がフラグメントの始まりの近くにあるようなものであれば好ましい。また、主
終了点を含む各フラグメントは、主終了点がフラグメントの終わりの近くにあるようなも
のであれば好ましい。
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【０１５７】
　両方の条件が除去され得る１つの方法は、現在のＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップ
で搬送されるパラメータの定義を次のように修正することであり、これは、ＭＰＥＧ　Ｄ
ＡＳＨセグメントマップシグナリングの好ましい方法である。
【０１５８】
　４．第２のセグメントマップ方法：ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップ方法の修正
　ＢＯを、表示のセグメントの始まりに対するバイトオフセットとし、ＢＯ（ｉ）を、フ
ラグメントｉの始まりに対するバイトオフセットとする。
【０１５９】
　ＥＳＰＴの値を、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）と再定義する。
【０１６０】
　Ｄｅｌｔａ（ｉ）の値を、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））－ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ
））と再定義する。
【０１６１】
　ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）の値を、ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ（ｉ））－ＴｅｘｉｔＢ（Ｂ
Ｏ（ｉ））と再定義する。
【０１６２】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップ方法の第２の修正は、上で説明された終了点の正
しいシグナリングのための２つの条件のうちの第１の条件が満たされる場合、上で説明さ
れた第１の修正と実質的に等価であることに留意されたい。すなわち、第１の条件が満た
される場合、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）は、表示の残りにある以前のセグメントよりも後の任
意のフレームの最早の提示時間であり、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））－ＴｅｘｉｔＢ
（ＢＯ（ｉ））は、表示の残りにあるフラグメントｉよりも後の任意のフレームの最早の
提示時間と、表示の残りにあるフラグメントｉ－１よりも後の任意のフレームの最早の提
示時間との差であり、ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ（ｉ））－ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ））は、
フラグメントｉ内のシグナリングされたＲＡＰのＲＡＰ提示時間と、表示の残りにあるフ
ラグメントｉ－１よりも後の任意のフレームの最早の提示時間との差である。しかしなが
ら、第２の修正は、あらゆる条件と無関係に終了時間を計算するために正確に使用されて
よく、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格内のＲＡＰの現在の定義と調和するためのさらなる事項で
ある。
【０１６３】
　ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））は少なくともＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ））であるので
、Ｄｅｌｔａ（ｉ）は、各フラグメントｉに対して負ではないことが保証される。さらに
、主終了点の提示終了時間の数列は、終了バイトオフセットが増加する順で厳密に増加し
ているので、Ｄｅｌｔａ（ｉ）は、各フラグメントが少なくとも１つの主終了点を含む場
合、各フラグメントｉに対して０より大きいことが保証され、Ｄｅｌｔａ（ｉ）＝０は、
フラグメントｉが主終了点を何ら含まないことを示す。さらに、フラグメントｉが少なく
とも１つの主終了点を含む場合、ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ＋１））は、フラグメントｉ内
の最後の主終了点の提示終了時間である。また、ＴｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ（ｉ））は少なく
ともＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ（ｉ））なので、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）は０以上であること
が保証される。
【０１６４】
　開始点および終了点は、ＡＨＳシステムにおいて表示の切り替えを行う際には等しく重
要なので、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格をさらに拡張することを考えることができる。
【０１６５】
　ＲＸＰと省略される「表示終了点(representation exit point)」の定義をＭＰＥＧ　
ＤＡＳＨ規格に導入でき、ＲＡＰが主開始点として定義される方法と同様に、ＲＸＰが主
終了点として定義される。
【０１６６】
　新たなパラメータＲＸＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）が、各フラグメントｉに対
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して導入されてよく、ＲＸＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）の値は、フラグメントｉ
内に表示終了点（ＲＸＰ）があるかどうかを示す。ＲＸＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇの
値は、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨセグメントマップにおいて明示的にシグナリングされる必要は
ないが、代わりに、他のパラメータから次のように計算され得る。ＲＸＰ－ｐｒｅｓｅｎ
ｔ－ｆｌａｇ（ｉ）の値は、Ｄｅｌｔａ（ｉ）＞０である場合、フラグメントｉ内にＲＸ
Ｐがあることを示し、Ｄｅｌｔａ（ｉ）＝０である場合、フラグメントｉ内にＲＸＰがな
いことを示す。
【０１６７】
　フラグメントｉ内にＲＸＰがある場合、フラグメントｉに対するＲＸＰ提示時間は、Ｅ
ＳＰＴに、Ｄｅｌｔａ（ｉ）と、ｊ＜ｉである全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和と
を足したものである。
【０１６８】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格におけるように、ＲＡＰ－ｐｒｅｓｅｎｔ－ｆｌａｇ（ｉ）の
値は、フラグメントｉ内に表示アクセスポイント（ＲＡＰ）があるかどうかを示す。
【０１６９】
　フラグメントｉ内にＲＡＰがある場合、フラグメントｉに対するＲＡＰ提示時間は、Ｅ
ＳＰＴに、ＲＡＰ－ｄｅｌｔａ（ｉ）と、ｊ＜ｉである全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ
）の和とを足したものである。
【０１７０】
　バイトオフセットについての情報も含むフラグメント内の複数の主開始点および／また
は主終了点を示すことを含む、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格の他の拡張も可能である。
【０１７１】
　セグメントマップに含まれ得る他の情報は、例えばＡＥＳによって提供されるＣＢＣス
タイルのブロック暗号化が使用される場合に復号を助けるために使用され得る情報であり
、データの各ブロックは例えば１６バイトであり、ブロックが連鎖的に暗号化され、すな
わち、次のブロックを暗号化するために、前のブロックの暗号化されたものはまず、次の
ブロックとの排他的論理和をとられて新たなブロックを形成し、そして、新たなブロック
の暗号化されたものは、次のブロックの暗号化された値となる。従って、前のブロックの
暗号化された値は、次のブロックを復号するために必要とされ、すなわち、次のブロック
の値は、次のブロックの暗号化されたものを復号し、それと、前のブロックの暗号化され
た値との排他的論理和をとることによって、形成される。従って、フラグメントの最初の
暗号化されたブロックを復号するのに必要な、または、セグメントマップ内のＲＡＰまた
はＲＸＰの最初の暗号化されたブロックを復号するのに必要な、以前の暗号化されたブロ
ックに対するバイトオフセットを提供することは、有益である可能性がある。あるいは、
セグメントマップ自体において以前の暗号化されたブロックを提供することが、有益であ
る可能性がある。
【０１７２】
　セグメントマップは、関連するセグメントから別個のファイルとして提供されてよく、
セグメントマップのＵＲＬは、セグメントファイルのＵＲＬから導出され、例えば、セグ
メントマップのＵＲＬは、セグメントのＵＲＬの末尾に「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ」が
追加されたものである。この変形形態には、セグメントファイルが変更されないので、セ
グメントマップファイルの存在を認識しないクライアントがその存在の影響を受けないと
いう利点があり、一方セグメントインデックスファイルを認識しそれを利用できるクライ
アントは、セグメントインデックスファイルをダウンロードし使用して、表示切替の体験
を改善できる。
【０１７３】
　別の変形形態として、セグメントマップは、セグメントを拡張するためにセグメントの
先頭に追加されてよく、次いでクライアントは、拡張セグメントの短いプレフィックスを
ダウンロードしてファイルのセグメントマップを取得することによって、セグメントマッ
プをダウンロードできる。この変形形態には、第１の変形形態よりも、管理すべきファイ
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ルおよび関連するＵＲＬが少ないという利点があるが、先頭に追加されたセグメントマッ
プを解析または使用するように構成されていない既存のクライアントがある場合には、問
題となり得る。別の変形形態として、セグメントマップは、セグメントを拡張するために
セグメントの末尾に追加され得る。他の変形形態として、いくつかのセグメントおよび／
または表示のセグメントマップは、１つのファイルに統合され得る。別の変形形態では、
１つのセグメントのセグメントマップが、複数のファイルに区分されてよく、これらセグ
メントマップのＵＲＬは、例えば、テンプレートに基づくＵＲＬの生成を使用して、セグ
メントのＵＲＬから自動的に導出され得る。この変形形態は、セグメントが多くのフラグ
メント／ブロックを備える場合、例えば、セグメントが２時間の映画であり、各フラグメ
ントの長さが５００ミリ秒前後である場合には、特に有用であることがある。
【０１７４】
　上記の実施形態の多くの変形形態がある。例えば、フラグメント／ブロック当たり多く
とも１つの開始点と終了点とをリストするのではなく、フラグメント当たり複数の開始点
および／または終了点がリストされてよい。コンテンツが暗号化される場合、セグメント
マップは、後続の部分を復号するための暗号化されたコンテンツのダウンロードをどこで
開始するかを示すための、暗号化バイトオフセットを含み得る。例えば、コンテンツがＡ
ＥＳによって提供されるＣＢＣ暗号化を使用して暗号化され、暗号化されたデータの一部
分を復号するために、データのストリームにおける暗号化されたデータの以前の部分が必
要である場合、セグメントマップは、暗号化されたデータのこれら以前の部分に対するバ
イトオフセットを提供できる。
【０１７５】
　セグメントマップはまた、ビデオのシームレスな切り替えと再生とを支援するための、
クライアントおよび／またはメディアプレーヤに関連する他の情報を含み得る。例えば、
表示がオーディオデータを備えるか、またはビデオデータとオーディオデータの組合せを
備えるかを示す情報を、セグメントマップに追加することが可能である。また、ＦＥＣ修
復セグメントが利用可能かどうかを示すものと、利用可能である場合、ＦＥＣ修復セグメ
ントを使用するためにクライアントによって使用され得るＦＥＣセグメントマップのシグ
ナリングとを追加することが可能である。
【０１７６】
　５．第３のセグメントマップ方法：ＡＬＳストリーミングのためのセグメントマップの
生成およびフォーマット
　一部のＡＨＳストリーミングシステムでは、セグメントマップを、セグメント自体とは
別個のファイルとして生成し提供することが有用である。後方互換性が、一式の論拠を与
える。セグメントマップは、何らかの既存のＡＨＳシステム、または今後展開されるＡＨ
Ｓシステムに対して、規定も考慮もされていない。後方互換性を保ったまま、セグメント
マップによってそのようなシステムを拡張することは、多くの価値をもたらすことができ
、すなわち、セグメントマップの利用可能性を利用できる拡張ＡＨＳクライアントに対す
る、改善された切り替えおよび始動のエンドユーザ体験とネットワーク効率とを提供でき
、非拡張ＡＨＳクライアントの性能に対して何ら負の影響を与え得ない。他の論拠は、本
開示の他の部分で説明される。このセクションで開示されるセグメントマップは、セグメ
ント自体とは別個のファイルとして説明されるが、これらセグメントマップはまた、セグ
メントファイルの一部であってよく、例えば、セグメントマップは、セグメントの先頭に
追加され、セグメントの末尾に追加され、または、セグメント全体に散りばめられてよい
。
【０１７７】
　特定のセグメントについての情報を提供するためのセグメントマップの単純なフォーマ
ットは、セグメントの選択された主開始点および選択された主終了点のリストを含むこと
であり、選択された主開始点は、セグメント内で開始する、主開始点の全てまたは主開始
点の選択されたサブセットであってよく、選択された主終了点についても同様である。従
って、セグメントマップにおいて特定のセグメントについての情報を生成し提供するため
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の１つの可能なフォーマットは、次の通りである。
【０１７８】
　ＢＯを、表示のセグメントの始まりに対するバイトオフセットとし、ＡＰＴ（０）＝Ｔ
ｅｎｔｒｙＢ（ＢＯ）、ＡＢＯ（０）＝ＢＯ、ＸＰＴ（０）＝ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）、か
つＸＢＯ（０）＝ＢＯとする。ＡＮを、選択された主開始点の数とし、ＸＮを、選択され
た主終了点の数とする。全てのｉ＝１，…，ＡＮに対して、（ＡＰＴ（ｉ），ＡＢＯ（ｉ
））を、バイトオフセットが増加する順序でｉ番目の選択された主開始点とし、同様に、
ｉ＝１，…，ＸＮに対して、（ＸＰＴ（ｉ），ＸＢＯ（ｉ））を、バイトオフセットが増
加する順序で選択された主終了点の始まりに対するバイトオフセットとする。そして、こ
のセグメントに付随するセグメントマップの部分のフォーマットは、以下の表２に示され
るようなデータ構造であり得る。
【表２】

【０１７９】
　表２のセグメントマップ構造の解釈は、次の通りである。Ｔｉｍｅｓｃａｌｅの値は、
ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格について説明された通りである。セグメント内の選択された主開
始点ｉのバイトオフセットは、全てのｊ＝０，…，ｉにわたるＡＢＯ（ｊ）の和であり、
セグメント内の選択された主終了点ｉのバイトオフセットは、全てのｊ＝０，…，ｉにわ
たるＸＢＯ（ｊ）の和である。同様に、セグメント内の選択された主開始点ｉの提示時間
は、全てのｊ＝０，…，ｉにわたるＡＰＴ（ｊ）の和であり、セグメント内の選択された
主終了点ｉの提示時間は、全てのｊ＝０，…，ｉにわたるＸＰＴ（ｊ）の和である。
【０１８０】
　セグメントマップにおいてセグメント内の選択された主開始点と選択された主終了点と
を示すための代替的なフォーマットは、次の通りである。
【０１８１】
　６．第４のセグメントマップ方法
　Ｌを、組み合わされた、選択された主開始点と選択された主終了点とのリストとし、こ
のとき、点は（バイトオフセット，提示時間）のペアとしてリストされ、点はバイトオフ
セットが増加する順序でリストされ、このリスト内の開始点および終了点は、それらが同
じ（バイトオフセット，提示時間）の値を有する場合、重複していると考えられる。Ｎを
、リストＬ内のユニークな点の数とする。全てのｉ＝１，…，Ｎに対して、（ＰＴ（ｉ）
，ＢＯ（ｉ））を、リストＬ内のｉ番目の点とする。ＢＯを、表示のセグメントの始まり
に対するバイトオフセットとし、ＰＴ（０）＝ＴｅｘｉｔＢ（ＢＯ）かつＢＯ（０）＝Ｂ
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Ｏとする。そして、このセグメントに付随するセグメントマップの部分のフォーマットは
、表３のリストに示されるようなものであり得る。
【表３】

【０１８２】
　表３のセグメントマップ構造の解釈は、次の通りである。表示タイプは、どのタイプの
データが参照されるセグメントに含まれるかを示し、０は、データがオーディオのみであ
ることを示し、１は、データがビデオのみであることを示し、２は、データがオーディオ
とビデオの両方の組合せであることを示す。従って、クライアントは、セグメントマップ
をダウンロードすることで表示タイプを判定できる。Ｔｉｍｅｓｃａｌｅの値は、ＭＰＥ
Ｇ　ＤＡＳＨ規格について説明された通りである。セグメント内の点ｉのバイトオフセッ
トは、全てのｊ＝０，…，ｉにわたるＢＯ（ｊ）の和であり、セグメント内の点ｉの提示
時間は、全てのｊ＝０，…，ｉにわたるＰＴ（ｊ）の和である。一部のファイルフォーマ
ット順序およびフレーム依存構造では、ＰＴ（ｉ）－ＰＴ（ｉ－１）が０よりも小さくな
り得ることが可能であり、一方他のファイルフォーマット順序およびフレーム依存構造で
は、ＰＴ（ｉ）－ＰＴ（ｉ－１）は常に少なくとも０であることに留意されたい。ＲＰ（
ｉ）の値は、点ｉが開始点か、終了点か、または開始点と終了点の両方かを示す。
【０１８３】
　上記に対する多くの拡張がある。例えば、セグメントマップは、部分的なセグメントま
たは複数のセグメントについての情報を含み得る。セグメントマップは、ＵＲＬと、どの
セグメントについての情報をセグメントマップが含むかを示すためのバイト範囲とを含み
得る。
【０１８４】
　上で説明された第４のセグメントマップ方法も、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨフラグメント構造
を決定するために使用され得ることに留意されたい。例えば、各ｉ＝１，…，Ｎに対して
、バイトオフセットＢＯ（ｉ－１）で開始しバイトオフセットＢＯ（ｉ）－１で終了する
ものとして定義されるフラグメントが存在し得る。この場合、各フラグメントの開始およ
び終了は、選択された主開始点、選択された主終了点、または、選択された主開始点と選
択された主終了点の両方のいずれかに対応する。
【０１８５】
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　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨによって使用されるセグメントマップシグナリング方法と協調する
ために、ファイルフォーマット順序が復号順序である場合、代替的な実施形態が使用され
得る。この代替的な実施形態では、各フラグメントが少なくとも１つの主終了点を含むよ
うに、すなわち、各ｉ＝１，…，Ｎに対して、ＢＯ（ｉ－１）＜ＢＯ≦ＢＯ（ｉ）である
少なくとも１つの主終了点（ＰＴ，ＢＯ）が存在するように、フラグメント構造が形成さ
れ、前に説明されたような「ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格の開始点および終了点のシグナリン
グ」というセグメントマップシグナリング方法が使用され得る。前に説明されたように、
この方法のＤｅｌｔａ（ｉ）の値は、フラグメントｉ＋１内の任意のフレームの最早の提
示時間と、フラグメントｉ内の任意のフレームの最早の提示時間との差である。従って、
フラグメントｉの後の次のフラグメント内のフレームの最早の提示時間は、ＥＳＰＴに、
ｊ≦ｉである全てのｊにわたるＤｅｌｔａ（ｊ）の和を足したものである。この場合、「
終了点の正しいシグナリングのための２つの条件」は両方とも満たされるので、各フラグ
メントは終了点を含み、フラグメントｉの後の次のフラグメント内のフレームの最早の提
示時間は、フラグメントｉの終わりに関連付けられる提示終了時間である。従って、各フ
ラグメントの終わりは、セグメントマップ内のシグナリング情報に基づいて計算され得る
、提示終了時間を有する終了点である。
【０１８６】
　多くの他の拡張および代替形態も可能である。例えば、前に説明されたＭＰＥＧ　ＤＡ
ＳＨの代替形態および拡張の全ても、このセクションで説明された実施形態に適用される
。例えば、選択された主開始点は、場合によって副開始点を含むように拡張されてよく、
選択された主終了点は、場合によって副終了点を含むように拡張されてよい。
【０１８７】
 切替パッチを使用してデータをシグナリングし並べ替えるための方法
　いくつかの場合には、より効率的なビデオ符号化を可能にするために、データ依存構造
がより複雑であることがあり、ＡＨＳクライアントが、ある表示から出てＳＡＰにおいて
第２の表示に参加することは簡単ではないことがある。例えば、前に説明されたように、
図１に示されるクローズドＧＯＰ構造はそのような移行を容易にするが、図２に示される
オープンＧＯＰ構造は、そのような移行をより難しくする。開始点および終了点が揃えら
れた場合の、クローズドＧＯＰ移行とオープンＧＯＰ移行の差の１つの例は、次の通りで
ある。
【０１８８】
　終了点（ＰＴ，ＢＯ）における第１の表示から開始点（ＰＴ’，ＢＯ’）における第２
の表示に移行するとき、クローズドＧＯＰでは、提示時間ＰＴとＰＴ’が等しく、これら
表示からダウンロードされたコンテンツには重複がなく、２つの表示からのコンテンツは
、メディアプレーヤが再生するのに有効なコンテンツを表すように連結でき、シームレス
な移行を可能にすることがわかる。クローズドＧＯＰ移行の例として、２つの表示が、図
１、図５、および図９に示されるものと同じデータ依存構造とファイルフォーマットとを
共有すると仮定する。この場合、図９に示されるように、第１の表示からの移行は、終了
点（８，２７５３７)で行われてよく、これは、第１の表示がバイトオフセット２７５３
７までダウンロードされ、表示終了時間がフレーム８の再生のすぐ後であることを示す。
【０１８９】
　図５を参照すると、第２の表示への対応する移行は、開始点（９，２７５３７)で行わ
れてよく、これは、第２の表示がバイトオフセット２７５３７においてダウンロードを開
始し、表示開始時間がフレーム９の再生と共に開始することを示す。この例では、同じフ
レームの重複するダウンロードはなく、すなわち、第１の表示からダウンロードされた全
てのフレームは、第２の表示からダウンロードされた全てのフレームとは異なる。この例
では、第１の表示の終了点のバイトオフセットおよび第２の表示の開始点のバイトオフセ
ットは等しく、それは、これら両方の表示が、同じ表示点および終了点に対してちょうど
同じバイトオフセットを有するからであるが、一般的には、移行前後の２つの表示は、異
なる品質およびレートで符号化されるので、同じ表示時間に対するバイトオフセットは一
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般的には等しくない。
【０１９０】
　終了点（ＰＴ，ＢＯ）における第１の表示から開始点（ＰＴ’，ＢＯ’）における第２
の表示に移行するとき、オープンＧＯＰでは、提示時間ＰＴとＰＴ’が等しいとは限らず
、これら表示からダウンロードされたコンテンツには重複があることがあり、２つの表示
からのコンテンツは、メディアプレーヤが再生するのに有効なコンテンツを表すように簡
単に連結できない。これら場合には、ＡＨＳクライアントが、メディアプレーヤに対する
重複コンテンツをメディアプレーヤに提供する時に、どのコンテンツが重複しているかを
メディアプレーヤにシグナリングすることが有用であり、それは、シームレスな方式で重
複コンテンツを再生するのに、このことがメディアプレーヤにとって有用であり得るから
である。他の場合には、メディアプレーヤは、重複コンテンツがいつメディアプレーヤに
提供されるかを理解し、可能な限りシームレスにコンテンツの再生を処理するための、論
理と方法とを備える。
【０１９１】
　オープンＧＯＰ移行の例として、２つの表示が、図２、図６（ａ）、および図１０（ａ
）に示されるものと同じデータ依存構造とファイルフォーマットとを共有すると仮定する
。この場合、図１０（ａ）に示されるように、第１の表示からの移行は、終了点（９，３
１０４３)で行われてよく、これは、第１の表示がバイトオフセット３１０４３までダウ
ンロードされること、すなわち、クライアントが示されるファイルフォーマット順序にお
けるフレーム８まで、フレーム８を含めてダウンロードすることと、提示終了時間がフレ
ーム９の再生のすぐ後であることとを示す。図６（ａ）を参照すると、第２の表示への対
応する移行は、開始点（９，２２０３３)で行われてよく、これは、第２の表示がバイト
オフセット２２０３３においてダウンロードを開始すること、すなわち、クライアントが
示されるファイルフォーマット順序におけるフレーム９でダウンロードを開始することと
、提示開始時間がフレーム９の再生と共に開始することとを示す。
【０１９２】
　このオープンＧＯＰの例では、上のクローズドＧＯＰの例とは対照的に、両方の表示が
、全体として同じ開始点および終了点に対してちょうど同じバイトオフセットを有してい
ても、両方の表示が、移行の開始点および終了点に対して異なるバイトオフセットを有す
ることに留意されたい。このオープンＧＯＰの例では、この移行においてダウンロードさ
れる重複フレームのセットがあり、すなわち、フレーム９、６、７、および８が、この移
行において、各表示に対して１回ずつダウンロードされる。好ましくは、エンドユーザに
対する時間的にシームレスな移行の体験を提供するために、フレームのこれらセットのう
ちの１つのみが、メディアプレーヤによる再生などのためにメディア消費者によって使用
される。
【０１９３】
　本明細書では、フレームのこの重複するセットは「重複パッチ(overlap patch)」と呼
ばれる。上の例では、各重複パッチは、３１０４３－２２０３３＝９０１０バイトである
。いくつかの例では、バイトの数は、ある表示の重複パッチと別の表示の重複パッチとで
は異なり得る。しかしながら、この例では、これらは同じである。クライアントは次いで
、２×（３１０４３－２２０３３）＝１８０２０バイト、すなわち２つの表示の重複パッ
チをダウンロードし、これら重複パッチのうちの１つのみを使用して、フレーム６、７、
８、および９とを再生する。従って、この例では、９０１０バイトのオーバーヘッドがあ
る。
【０１９４】
　一般に、移行の前後の２つの表示は、通常は異なる品質およびレートで符号化されるの
で、同じ提示時間に対するバイトオフセットは一般に等しくなく、従って、重複パッチの
ためにダウンロードされたバイトの総数、すなわち２つの表示の各々における重複パッチ
のバイトサイズの合計は、必ずしも２倍ではない。重複パッチから再生されるフレームの
サイズは、メディアプレーヤが、ある表示から、重複パッチ内のフレームのうちの他の表
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示へと再生を移行することを、どのように決めるかに依存し得る。
【０１９５】
　オープンＧＯＰデータ依存性と他のより高度なデータ依存構造とを使用する時の、シー
ムレスな移行の効率性と簡易性とを拡張するために、本明細書で説明されるいくつかの方
法が使用され得る。第１は、例えばセグメントマップ内で、重複パッチ構造をシグナリン
グするための方法、すなわち、ある表示から別の表示に切り替えるために使用され得る、
または、表示内における開始点でコンテンツの再生を開始するために使用され得る、また
は、表示の終了点でコンテンツの再生を停止するために使用され得る、可能な重複パッチ
に対応する開始点と終了点のペアをシグナリングするための方法である。
【０１９６】
　セグメントマップ内で重複パッチをシグナリングするための可能なフォーマットが、様
々なフォーマットでクライアントに伝えられ得るデータ構造として、表４に示される。
【表４】

【０１９７】
　クライアントは次いで、セグメントマップからのこのデータ構造を解釈して、重複パッ
チがどこで発生しているかを判定する。この例示的なデータ構造では、Ｔｉｍｅｓｃａｌ
ｅの値は、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格に対して説明された通りであり得る。ＯＰの値は、こ
のセグメントマップにおいてシグナリングされる重複パッチの数である。タイプフィール
ドは、重複パッチがシグナリングされていることをシグナリングする。ペア（ＡＰＴ（ｉ
），ＡＢＯ（ｉ））は、ｉ番目の重複パッチの開始点であり、ペア（ＸＰＴ（ｉ），ＸＢ
Ｏ（ｉ））は、ｉ番目の重複パッチの終了点である。
【０１９８】
　上記のシグナリング方法には多数の変形形態が存在する。例えば、重複パッチのシグナ
リングは、セグメントマップ内で、他のＳＡＰ、開始点、および終了点のシグナリングと
共に、シグナリングされ得る。別の例として、シグナリングの厳密な詳細は変化し得る。
【０１９９】
　別の変形形態として、ＯＰの値は一定でありシグナリングされなくてもよい。例えば、
セグメントのセグメントマップがセグメントの先頭に追加され、セグメント当たり１つの
みの重複パッチがあるということがあってよく、セグメントは、開始点で開始し終了点で
終了する。この場合、ＯＰの値は１である。別の変形形態として、重複パッチのシグナリ
ングは、セグメントマップ内の別のフラグによってシグナリングされてよく、フラグが０
に設定されている場合、セグメントにおいてシグナリングされる重複パッチはなく、フラ
グが１に設定されている場合、セグメント内でシグナリングされるちょうど１つの重複パ
ッチがある。
【０２００】
　既存のＭＰＥＧ　ＤＡＳＨプロファイルの一部では、適応セットの異なる表示の間でＳ
ＡＰ整列が存在する。ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨまたは他のＡＨＳ技法の標準的なプロファイル
の変形形態では、適応セットの異なる表示の間での重複パッチの整列の、または一般的に
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は、異なるビットレートおよび品質で同じコンテンツを表すグループの間での重複パッチ
の整列が、所与のプロファイルに対してシグナリングされるか常に真であるかのいずれか
であり得る場合、プロファイルは許容され得る。異なる表示の間での重複パッチの整列と
は、かなりの部分または全ての重複パッチに対して、特定の表示が開始点（ＡＰＴ，ＡＢ
Ｏ）を有するシグナリングされる重複パッチと対応する終了点（ＸＰＴ，ＸＢＯ）とを有
する場合、適応セットまたはグループ内の他の表示も、形式（ＡＰＴ，ＡＢＯ’）の開始
点と形式（ＸＰＴ，ＸＢＯ’）の終了点とを有するシグナリングされる重複パッチを有す
ること、すなわち、開始点である提示開始時間と終了点である提示終了時間とが一致する
ことを意味する。バイトオフセットは一致する必要はなく、一致しないことが多いことに
留意されたい。
【０２０１】
　シグナリングされる重複パッチを表示の間で揃えていることは、ＡＨＳクライアントに
とって非常に有益であり得る。例えば、これによって、ＡＨＳクライアントは、第１の表
示のセグメントマップ情報から、現在の第１の表示から別の第２の表示へ切り替えるため
の戦略、すなわち、第２の表示のダウンロードを開始する提示開始時間と、第１の表示の
提示終了時間とを決定することが可能になる。このことは有益であることがあり、それは
、ＡＨＳクライアントが、どの提示時間において切り替えを行うかを決定するために、第
２の提示のセグメントマップ情報をダウンロードまたは入手するのを避けることができる
からである。別の利点は、ＡＨＳクライアントが、第２の表示から情報をダウンロードす
る前でも、重複パッチの提示開始時間と提示終了時間とをメディアプレーヤにシグナリン
グでき、従って、重複コンテンツについてのヒントを前もってメディアプレーヤに提供で
きることである。
【０２０２】
　実施形態では、メディアコンテンツのソースは、重複パッチと共にセグメント内のデー
タを配置するように構成されてよく、クライアントは、存在するかどうかにかかわらず、
重複パッチの存在を仮定してデータを処理するように構成されてよい。いくつかの実施形
態では、そのようなソースは、重複パッチを認識または認知しないクライアントによって
使用され得る。
【０２０３】
　同じ適応セットまたはグループにおける表示の間での重複パッチの整列のための１つの
可能な方法は、異なる表示の間で整列されたセグメントを有することと、重複パッチであ
るセグメント、すなわち、重複パッチの開始点のバイトオフセットで開始し、重複パッチ
の終了点のバイトオフセットで終了するセグメントを表示内に有することであり、すなわ
ち、（ＰＴ，ＢＯ）が重複パッチの開始点であり（ＰＴ’，ＢＯ’）が重複パッチの終了
点である場合、セグメントは、表示内におけるバイトオフセットＢＯで開始し、表示内に
おけるバイトオフセットＢＯ’で終了する。
【０２０４】
　重複パッチと一致するセグメントも、重複パッチを備えるセグメントとしてシグナリン
グされ得る。この場合、ＡＨＳクライアントが第１の表示から第２の表示への移行を望む
場合、ＡＨＳクライアント方法は、例えば開始点（ＡＰＴ，ＡＢＯ）と終了点（ＸＰＴ，
ＸＢＯ）とを有する重複パッチであるセグメントを、第１の表示において見出し、ＸＢＯ
－ＡＢＯバイトのコンテンツ備えるそのセグメントをダウンロードし、第２の表示におけ
る対応する重複パッチであるセグメント、すなわち、開始点（ＡＰＴ，ＡＢＯ’）および
終了点（ＸＰＴ，ＸＢＯ’）に対応する第２の表示からのＸＢＯ’－ＡＢＯ’バイトのコ
ンテンツを有する第２の表示におけるセグメントをダウンロードし、提示時間間隔ＡＰＴ
からＸＰＴのうちで、第１の表示から第２の表示への移行を行うようにメディアプレーヤ
にシグナリングすることであり得る。
【０２０５】
　別の変形形態は、重複パッチが完全にセグメント内に完全に含まれるように制限し、セ
グメント内の重複パッチの位置をシグナリングすることである。この変形形態は、例えば
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、セグメント期間が重複パッチの期間よりも全般にはるかに長い場合、例えば、オンデマ
ンドコンテンツでは、表示当たり１セグメントしか存在し得ない場合、または、ライブコ
ンテンツでは、セグメント期間が数秒であり得る一方で重複パッチ期間が数十ミリ秒また
は数百ミリ秒であり得る場合に、好ましいことがある。この場合、ＡＨＳクライアントが
第１の表示から第２の表示に移行する時、ＡＨＳクライアントは、第１の表示における重
複パッチの終わりで終了する第１の表示におけるセグメントをダウンロードし、第２の表
示における重複パッチの始まりで開始する第２の表示におけるセグメントをダウンロード
でき、これによって、再生されるべきではないこれらセグメントの他の部分のダウンロー
ドを避ける。
【０２０６】
　上で説明されたように、いくつかの冗長なコンテンツおよび／または使用されないコン
テンツが、重複パッチに基づいて要求され送信され得る。従って、第１の表示から第２の
表示に切り替える時、コンテンツの２つの異なるバージョンが重複パッチにおいてダウン
ロードされ、また、メディアプレーヤは、重複パッチ内のコンテンツの各部分の２つのバ
ージョンのうちの１つのみを再生するので、冗長なコンテンツがダウンロードされる。従
って、重複パッチサイズが最小になるようにデバイスを構成することには、良い理由があ
る。
【０２０７】
　クライアントが、重複パッチの開始点で開始する表示からのコンテンツを再生し始めて
いる場合、または、重複パッチの終了点で終了する表示からのコンテンツの再生を終了し
つつある場合にも、重複パッチサイズが小さいことに利益があり、それは、上記のいずれ
の場合でも、決して再生されないコンテンツがダウンロードされることがあるからである
。
【０２０８】
　例えば、図２と、図６（ａ）と、図１０（ａ）とを再び参照して、示されるファイルフ
ォーマット順序におけるフレーム９と、６と、７と、８とを備える重複パッチを考える。
この重複パッチにおいて表示を切り替える時、フレーム９、６、７、および８は２回、す
なわち第１の表示に対して１回、第２の表示に対して１回ダウンロードされる。この重複
パッチの開始点を使用して再生を開始するとき、すなわち、フレーム９において再生を開
始するためにフレーム９の始まりにおいてダウンロードを開始するとき、フレーム６、７
、および８は、ダウンロードされないフレーム５にも依存するので、ダウンロードされる
が再生できない。
【０２０９】
　重複パッチのサイズと期間とを最小にするために、復号順序とは限らない他のファイル
フォーマット順序を考えることが有用である。次の方法を考える。サーバが、復号順序で
はなく提示順序としてファイルフォーマット順序を使用して、セグメントを形成する。セ
グメントに関連付けられるセグメントマップ内のシグナリングは、セグメント内のコンテ
ンツを復号順序へとどのように並べ替えるかをシグナリングできる。ＡＨＳクライアント
は、セグメントまたはセグメントの部分をダウンロードし、受信されたコンテンツを復号
順序へと並べ替え、コンテンツを復号順序でメディアプレーヤに提供できる。このことは
、ＡＨＳクライアントが、コンテンツの部分をメディアプレーヤに提供する前に、コンテ
ンツの部分を場合によって並べ替えることを必要とするが、いくつかの場合には、メディ
アプレーヤは、コンテンツを復号順序で受信する必要はないことがある。また、ＡＨＳク
ライアントは、復号順序でコンテンツをメディアプレーヤに提供するために、コンテンツ
をメディアプレーヤに提供する前にわずかにより多くのコンテンツをバッファリングする
必要があり得る。しかしながら、この方法には多くの利点がある。
【０２１０】
　この例では、ファイルフォーマット順序が提示順序であるという指示が、例えばＭＰＤ
においてシグナリングされ得る。ファイルフォーマット順序が提示順序であることをシグ
ナリングされた表示に対して、主開始点および主終了点および復号順序が、シグナリング
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された各フレームに対して次のフォーマットを使用してシグナリングされ得る。
【数１】

【０２１１】
　上式において、ＳＢＯはファイルフォーマット順序におけるフレームの開始バイトオフ
セットであり、キーワード「ｓｔａｒｔ＿ＢＯ」によって開始バイトオフセットであるも
のとしてシグナリングされる。同様に、ＥＢＯは、フレームの終了バイトオフセットであ
り、キーワード「ｅｎｄ＿ＢＯ」によってそのようなものとしてシグナリングされる。キ
ーワード「ｄｅｃｏｄｅ＿ＢＯ」によってシグナリングされるＤＢＯは、フレームを復号
順序にするためにこのフレームが挿入されるべきである、ファイルフォーマット順序にお
けるバイトオフセットである。任意選択のキーワード「ｅｎｔｒｙ」は、フレームの始ま
りが開始点である場合に含まれ、同様に任意選択のキーワード「ｅｘｉｔ」は、フレーム
の終わりが終了点である場合に含まれる。
【０２１２】
　例として、図２に示されるフレーム依存構造を考えるが、代わりに、ファイルフォーマ
ット順序が復号順序ではなく提示順序であり、すなわち、ファイルフォーマット順序が図
６（ｂ）および図１０（ｂ）に示されるようであると仮定する。そして、この例の上で説
明されたシグナリングは次のようであり得る。
【数２】

【０２１３】
　上式の第１のエントリは、フレーム１に対応し、フレーム１がバイトオフセット０で開
始しバイトオフセット１３２４４で終了することと、このフレームが復号順序においてｄ
ｅｃｏｄｅ＿ＢＯ＝ｓｔａｒｔ＿ＢＯ＝０によって示されるような位置にあるべきである
ことと、フレーム１の始まりが開始点であることと、フレーム１の終わりが終了点である
こととをシグナリングする。上式の第２のエントリは、フレーム５に対応し、フレーム５
がバイトオフセット１６５８３で開始しバイトオフセット２２０３３で終了することと、
フレーム５が復号順序においてバイトオフセット１３２４４に、すなわちフレーム２のす
ぐ前に挿入されるべきであることと、フレーム５の終わりが終了点であることとをシグナ
リングする。上式の第３のエントリは、フレーム９に対応し、フレーム９がバイトオフセ
ット２５０１３で開始しバイトオフセット３１０４３で終了することと、フレーム９が復
号順序においてバイトオフセット２２０３３に、すなわちフレーム６のすぐ前に挿入され
るべきであることと、フレーム９の始まりが開始点であることと、フレーム９の終わりが
終了点であることとをシグナリングする。次の２つのエントリは、フレーム１３および１
７に対する同様の情報をシグナリングする。
【０２１４】
　上の例では、各重複パッチは１フレームのみであり、すなわち、フレーム１、９、およ
び１７が各々、重複パッチであることに留意されたい。例えば、第１の表示からの移行は
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、フレーム９の終わりにある終了点で行われ得るので、第１の表示はバイトオフセット３
１０４３までダウンロードされ、すなわち、クライアントは、提示順序ファイルフォーマ
ットで、フレーム９の終わりまでダウンロードする。第２の表示への対応する移行は、フ
レーム９の始まりにおいて行われ得るので、第２の表示は、バイトオフセット２５０１３
においてダウンロードを開始し、すなわち、クライアントは、フレーム９の始まりにおい
てダウンロードを開始する。重複パッチはフレーム９であり、フレーム９は、両方の表示
に対してダウンロードされる唯一のフレームであり、すなわち、２×６０３０＝１２０６
０バイトが、２つの表示に対するフレーム９を備える重複パッチからダウンロードされる
ことに留意されたい。
【０２１５】
　この同じフレーム依存構造を有するがファイルフォーマットとして復号順序を伴う上記
の前の例では、フレーム６、７、８、および９と、全体で１８０２０バイトとを備える重
複パッチが、２つの表示に対する重複パッチからダウンロードされることに留意されたい
。従って、この例においてファイルフォーマット順序としての提示順序はより小さな重複
パッチを有し、これは、ある表示から別の表示への移行を実施するためにＡＨＳクライア
ントがダウンロードする必要のあるコンテンツが少なくなるので、ＡＨＳクライアントに
とって有益である。従って、移行のために使用されるネットワーク容量をより少なくでき
、また、移行を可能にするためにダウンロードされるデータの量がより少なくなることに
より、ＡＨＳクライアントがストールまたは再バッファを強いられる確率が低くなる。
【０２１６】
　さらに、上記の方法は、フレームをメディアプレーヤに提供する前にフレームを復号順
序へと並べ替えるのに十分な情報をＡＨＳクライアントに提供し、ＡＨＳクライアントは
また、重複パッチの指示をメディアプレーヤに与えることができる。さらに、このファイ
ルフォーマット順序では、例えばフレーム９で開始する表示からコンテンツの再生を開始
することを望むＡＨＳクライアントは、再生されないフレームを何らダウンロードせず、
これは、フレーム６、７、および８もダウンロードされるが再生されない、同じフレーム
依存構造を有するがファイルフォーマット順序として復号順序を伴う以前の例とは対照的
である。
【０２１７】
　上記の多数の変形形態が存在する。例えば、キーワードは、開始点バイトオフセットお
よび終了点バイトオフセットおよび復号バイトオフセットの記述に含まれず、代わりに、
各フィールドの意味は、その順序または何らかの他のインジケータによって決定される。
別の例として、フラグメントまたはセグメントへの表示の区分は、主開始点および主終了
点の数列として定義されてよく、すなわち、新たなセグメントは各開始点で開始し、セグ
メントは各終了点で終了する。上記の例では、開始点と終了点の両方を有するという指示
を伴うフレーム１を備えるフラグメントまたはセグメントと、終了点を有するという指示
を伴うフレーム２と、３と、４と、５とを備えるフラグメントまたはセグメントと、開始
点も終了点も含まないという指示を伴うフレーム６と、７と、８とを備えるフラグメント
またはセグメントと、開始点と終了点の両方を有するという指示を伴うフレーム９を備え
るフラグメントまたはセグメントと、終了点を有するという指示を伴うフレーム１０と、
１１と、１２と、１３とを備えるフラグメントまたはセグメントと、開始点も終了点も含
まないという指示を伴うフレーム１４と、１５と、１６とを備えるフラグメントまたはセ
グメントと、フレーム１７を備えるフラグメントまたはセグメントとが存在し得る。この
例では、終了点はセグメントの終わりにあり、開始点はセグメントの始まりにある。さら
に、各終了フレームは、復号順序を取得するために、前の終了フレームのすぐ後に移動さ
れるべきである。従って、各終了点フレームの開始バイトオフセットと共に上記の情報を
シグナリングされたＡＨＳクライアントは、フレームを復号順序へと自動的に並べ替え、
フレームを復号順序でメディアプレーヤに提供できる。
【０２１８】
　上記の方法の多数の変形形態が存在する。例えば、コンテンツのある部分では、ファイ
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ルフォーマット順序は復号順序であってよく、コンテンツの他の部分では、ファイルフォ
ーマットは提示順序であってよい。一例として、図２を再び参照すると、ファイルフォー
マット順序は、１、５、２、３、４、６、７、８、９、１３、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７であり得る。この順序のパターンは、順序が、次のオープンＧＯ
Ｐを開始するＩフレームに依存するＢフレームの最後の数列までは復号順序となり、そし
てオープンＧＯＰ　ＩフレームがＢフレームのこの最後の数列に先行するのではなく、Ｂ
フレームがファイルフォーマット順序でオープンＧＯＰ　Ｉフレームに先行するというも
のである。この変形形態では、オープンＧＯＰ　Ｉフレームは、重複パッチとしてシグナ
リングされてよく、また、復号順序を取得するためにオープンＧＯＰ　Ｉフレームがファ
イルフォーマット順序において配置されるべき箇所のバイトオフセットと共に、オープン
ＧＯＰ　Ｉフレームの始まりおよび終わりのバイトオフセットをシグナリングされ得る。
この変形形態では、シグナリングされてもされなくてもよい他の終了点は、ファイルフォ
ーマット順序において復号順序である。
【０２１９】
　セグメントマップのＵＲＬを構築し導出するための方法
　クライアントは、どうにかしてセグメントマップを取得する必要があり得る。セグメン
トマップを取得または入手するための方法のいくつかの好ましい特性は、ＡＨＳクライア
ントの既存の展開および／またはＡＨＳフォーマットへと符号化されたコンテンツに対す
る変更を必要としない。例えば、セグメントマップに対するアクセス権を提供するための
方法は、セグメントマップを使用しないＡＨＳクライアント、および／または、自身がダ
ウンロードし再生しているメディアコンテンツのセグメントマップが利用可能であること
をまったく認識しないＡＨＳクライアントが、セグメントマップが提供された時に影響を
受けないように、後方互換性を伴って提供されることが望ましい。さらに、セグメントマ
ップを提供しないメディアＡＨＳメディアコンテンツを符号化し、フォーマットし、提供
するための方法は、セグメントマップがそのＡＨＳメディアコンテンツに対して利用可能
にされる時に、変更される必要がないことが望ましい。
【０２２０】
　ＡＬＳのようなＡＨＳストリーミングシステムに対して、メディアデータを含む各セグ
メントが、関連するＵＲＬを伴うファイルとして利用可能にされる。セグメントのＵＲＬ
は、例えばＨＴＴＰ１．１を使用して、セグメントまたはセグメントの部分にアクセスし
それをダウンロードするために使用され得る。
【０２２１】
　セグメントに関連付けられる各セグメントマップも、関連するＵＲＬを伴うファイルと
して利用可能にされ、セグメントマップのＵＲＬは、関連するセグメントのＵＲＬから自
動的に生成され得る。例えば、セグメントマップのＵＲＬは、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａ
ｐ」が末尾に追加された、関連するセグメントのＵＲＬであり得る。
【０２２２】
　セグメントマップのスパンは、１つまたは複数のセグメントの部分として定義され、セ
グメントマップはその１つまたは複数のセグメントの部分についての情報を提供する。上
で説明された実施形態では、セグメントマップのスパンは、セグメントマップが関連する
セグメント全体である。他の実施形態では、セグメントマップのスパンとセグメントとの
他の関係が可能である。
【０２２３】
　例えば、セグメントマップは、セグメントのセットに対して利用可能にされてよく、例
えば、セグメントマップのスパンは、複数の連続するセグメントであってよく、この場合
、セグメントマップのＵＲＬは、例えば、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ」をそのＵＲＬの
末尾に追加することによって、連続的なセグメントの最初のＵＲＬから導出され得る。
【０２２４】
　別の代替形態として、セグメントマップはセグメントの複数の部分にわたってよく、こ
の場合、セグメントマップのＵＲＬは、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．Ｘ」を関連するセ
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グメントのＵＲＬの末尾に追加することによって導出されてよく、「Ｘ」は、そのスパン
がセグメントの複数の部分であるセグメントマップのシーケンス番号であってよく、例え
ば、そのスパンがセグメント複数の部分である１０個のセグメントマップがある場合、こ
れらセグメントマップのＵＲＬは、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．０」、「．ｓｅｇｍｅ
ｎｔ＿ｍａｐ．１」、…、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．９」をそれぞれ末尾に追加する
ことによって、セグメントのＵＲＬから導出され得る。
【０２２５】
　上記の代替形態の改善は、セグメントの異なる期間にわたるセグメントマップを提供す
ることである。例えば、複数のセグメントマップが存在してよく、各セグメントマップは
、１時間のメディアデータを含むセグメントの、１分の提示時間にわたる。この場合、セ
グメント切り替えのためのＵＲＬは、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．Ｔ」を末尾に追加す
ることによってセグメントのＵＲＬから導出されてよく、「Ｔ」は０と５９との間の整数
値であり、これは、そのセグメントマップがわたる１分の期間のセグメント内の大まかな
開始時分を示す。例えば、セグメントのＵＲＬが「ｔｈｅ＿ｍｏｖｉｅ＿ｏｆ＿ｔｈｅ＿
ｙｅａｒ」である場合、セグメント内の６分において開始するセグメントの１分の期間に
わたるセグメントマップは、ＵＲＬ「ｔｈｅ＿ｍｏｖｉｅ＿ｏｆ＿ｔｈｅ＿ｙｅａｒ．ｓ
ｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．６」を有し得る。
【０２２６】
　この代替形態および他の代替形態において、セグメントマップは、１つまたは複数のセ
グメントの重複部分にわたり得る。例えば、各セグメントマップは、セグメント中の３０
秒ごとのスパン開始点を有するセグメントマップが存在するように、１分のセグメントに
わたり得るので、この例では、各セグメントマップのスパンは、２つの他のセグメントマ
ップのスパンと３０秒重複する。
【０２２７】
　第２の例として、セグメントの異なる長さにわたるセグメントマップ、例えば、１分の
期間にわたるあるセグメント、２分の期間にわたる他のセグメント、および４分の期間に
わたる他のセグメントが存在してよい。セグメントマップを備える情報の詳細は、そのス
パンによって変わり得る。例えば、より長い期間または長さにわたるセグメントマップは
、より短い期間または長さにわたるセグメントマップよりも離れた、開始点と終了点とを
含み得る。
【０２２８】
　これら代替形態では、セグメントマップは、セグメントマップがどのセグメントまたは
セグメントの部分に関連するかについての情報も含み得る。
【０２２９】
　セグメントマップの存在を認識しない、またはセグメントマップが利用可能であること
を利用するように拡張されていないＡＨＳクライアントは、上で説明されたように、セグ
メントマップが利用可能であることによって影響を受けない。
【０２３０】
　拡張ＡＨＳクライアントは、利用可能なセグメントマップを生成し作成することに関し
て上で説明されたもの以外に、ＡＨＳ配信システムに対する追加の変更を伴うことなく、
セグメントマップが利用可能であることを利用できる。拡張ＡＨＳクライアントは、例え
ば、「．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ」をセグメントのＵＲＬの末尾に追加することによって
、セグメントのＵＲＬを使用してセグメントマップのＵＲＬを自動的に生成し、セグメン
トマップのＵＲＬに対するＨＴＴＰ１．１要求を行い、セグメントマップをダウンロード
し入手できる。
【０２３１】
　上で説明されたものに対する、ＵＲＬ生成のための代替的な方法が、表示のセグメント
に関連する他のファイルに対して使用され得る。例えば、Ｌｕｂｙ　Ａ５は、セグメント
からＦＥＣ修復データを生成し提供するための方法を教示し、ＦＥＣ修復データの生成元
のセグメントのＵＲＬの末尾に「．ｆｅｃ＿ｒｅｐａｉｒ」を追加することを提案する。
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【０２３２】
　セグメントファイルと独立にセグメントマップファイルを構築するための方法
　本明細書では、２レベルの構造を使用した、セグメントマップファイルを提供する異な
る手法を説明する。第１のレベルにおいて、各セグメントマップファイルが、本明細書で
はセグメントマップファイルの提示時間スパンと呼ばれる指定された期間の提示時間を概
ねカバーするマッピング情報を含むように、セグメントマップファイルが編成され、指定
された提示時間スパンは、各セグメントマップファイルに関連付けられるＵＲＬへと、暗
黙的または明示的のいずれかに埋め込まれ、セグメントマップファイルに関連付けられる
提示時間スパンの利用可能な指定されたシーケンスは、暗黙的に、または提示時間スパン
を生成するための簡単な規則のいずれかに従うことによって推測され得る、規則的なパタ
ーンに従う。例えば、ＡＬＳシステムでは、提示時間スパンおよび提示開始時間オフセッ
トは、表示のセグメントのＡＬＳシグナリングされた長さから推測され得る。例えば、セ
グメントの長さがＴ秒であることを、ＡＬＳがある表示に対してシグナリングすると、セ
グメントマップの提示開始時間オフセットのパターンは、０、Ｔ、２×Ｔ、３×Ｔ、４×
Ｔ、５×Ｔなどであってよく、各セグメントマップがカバーする対応する時間スパンの長
さは、２×Ｔ秒であり得る。
【０２３３】
　ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨシステムにおいてこれら方法を使用するために、「ＭＰＤ」として
も知られているＭｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎが、Ｕ
ＲＬテンプレート構築規則を介してセグメントマップのＵＲＬをシグナリングするように
、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格が強化されてよく、ＵＲＬセグメントマップ構築規則は、提示
開始時間オフセットパターンとセグメントマップの時間スパンの長さとを含む、セグメン
トマップのＵＲＬパターンを規定する。そのような強化ＭＰＤにおいてセグメントマップ
のＵＲＬパターンを表すために使用されるＵＲＬテンプレート構築規則は、ＭＰＥＧ　Ｄ
ＡＳＨ規格においてセグメントＵＲＬのパターンを規定するためのＭＰＤ　ＵＲＬテンプ
レート構築規則と同様であり得る。この場合、セグメントマップは、セグメントファイル
の一部ではない別個のファイルであってよく、ＭＰＤにおいてセグメントのＵＲＬをシグ
ナリングする代わりに、セグメントのためのＵＲＬ構築規則を明示的または暗黙的のいず
れかに使用して、セグメントのＵＲＬが、以下でより詳しく説明されるように、セグメン
トマップで搬送され得る。
【０２３４】
　第２のレベルにおいて、各セグメントマップファイルは、セグメントマップファイルに
関連付けられるＵＲＬに埋め込まれた提示時間スパン内の、セグメント、セグメントの部
分、または複数のセグメントについての詳細なマッピング情報を含む。このようにして、
セグメントマップファイルの構造は、セグメントマップファイルがそれについてのマッピ
ング情報を含む関連するセグメントファイルの構造とは独立にされ得る。
【０２３５】
　ＡＨＳクライアントを含むクライアントは、そのような２レベルの構造を次のように使
用できる。ある提示時間ＰＴを仮定すると、クライアントは、ＰＴがセグメントマップフ
ァイルの提示時間スパン内にあるようにセグメントマップファイルのＵＲＬを決定し、こ
のＵＲＬを使用してセグメントマップファイルにアクセスし、そして、セグメントマップ
ファイル内の詳細なマッピング情報を使用して、ＰＴの直前または直後の提示時間を伴う
メディアデータと、ＰＴの直前または直後の開始点および終了点のような関連するマッピ
ング情報とをどのセグメントが含むかを判定できる。クライアントは、ある特定の提示時
間で開始するコンテンツを再生するための、または、ある特定の提示時間に向かってコン
テンツ内を探索するための、または、コンテンツのある表示から別の表示に切り替えるた
めの、または様々な他の目的のための要求に応答して、どのセグメントをローカル記憶装
置から入手すべきか、かつ／またはネットワークを通じてダウンロードすべきかを決める
ことができる。
【０２３６】
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　可能なセグメントマップのＵＲＬフォーマットは、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．ＳＰＴ＿Ｘ．Ｄｕｒ＿Ｙ．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ」であ
り、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ」はコンテンツを識別し、「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ
＿ＩＤ」はコンテンツの表示を識別し、「ＳＰＴ＿Ｘ」はスパンの提示開始時間がＸであ
ることを識別し、「Ｄｕｒ＿Ｙ」はスパンの提示終了時間がＸ＋Ｙであることを識別する
。セグメントファイルマップ内に含まれるマッピング情報の実際の提示時間スパンが、規
定された提示時間スパンと完全に一致することは必要とされず、例えば、セグメントマッ
プファイル内のマッピング情報が、Ｘ－ｄからＸ＋Ｙ＋ｅの提示時間をカバーし、ｄおよ
びｅは提示時間の小さな正の増分であるということがあり得ることに留意されたい。ある
いは、ｄまたはｅは、正の増分ではなく負の増分であってよい。
【０２３７】
　関連するセグメントマップファイルの集合体が、単一のエンティティとして利用可能に
されてよく、例えば、同じｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤとｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ
とを伴うセグメントマップファイルは一緒に収集され、例えば、同じｃｏｎｔｅｎｔ＿Ｉ
Ｄおよびｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤに関連付けられる全てのセグメントマップ
ファイルが単一のファイルに含まれる場合、形式「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ．ｚｉｐ」のＵＲＬを伴う単一のファ
イルとして提供されてよく、または別の例として、期間ＸからＸ＋Ｙの提示時間スパンを
伴う全てのセグメントマップファイルが単一のファイルに含まれる場合、形式「ｃｏｎｔ
ｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．ＳＰＴ＿Ｘ．Ｄｕｒ＿Ｙ．ｓｅｇ
ｍｅｎｔ＿ｍａｐ．ｚｉｐ」のＵＲＬを伴う単一のファイルとして提供され得る。よく知
られている「ファイル圧縮」処理のような標準的な処理が、セグメントマップファイルを
単一のファイルにまとめるために使用され得る。
【０２３８】
　別の可能なセグメントマップのＵＲＬフォーマットは、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅ
ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．ＳＰＴ＿Ｘ．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｍａｐ」であり、すな
わち、提示開始時間はＵＲＬに含まれるが長さは含まれず、この場合、長さは各セグメン
トマップに対して同じであってよく、または異なるセグメントマップの間で変化してよい
。
【０２３９】
　他の代替的なセグメントマップのＵＲＬフォーマットは、提示開始時間または長さに加
えて、またはその代わりに、ＵＲＬ内でシグナリングされる提示終了時間を有することを
含む。
【０２４０】
　セグメントマップファイルは、セグメントの部分または複数のセグメントにわたってよ
く、セグメントマップファイルの提示時間スパンは、セグメントマップファイルがそれに
ついてのマッピング情報を提供するセグメントの提示時間スパンとは独立であってよい。
従って、セグメントマップファイルは、セグメントマップファイルがそれについてのマッ
ピング情報を含むセグメントまたはセグメントの部分のＵＲＬを、明示的または暗黙的の
いずれかに含み得る。より一般的には、セグメントマップファイルは、セグメントの一部
分を参照するために、ＵＲＬと規定されたバイト範囲とを含み得る。例えば、提示時間が
１０秒から３０秒の提示時間スパンを伴うセグメントマップファイルが存在し、５秒から
１５秒までの提示時間にわたるメディアデータを含むＵＲＬ　Ａ＿ＩＤを伴う第１のセグ
メントがあり、１０秒で開始するメディアデータが第１のセグメント内でＡ＿ＩＤ．ＢＯ
のバイトオフセットを有し、１５秒から２０秒までの提示時間にわたるメディアデータを
含むＵＲＬ　Ｂ＿ＩＤを伴う第２のセグメントがあり、２０秒から４０秒までの提示時間
にわたるメディアデータを含むＵＲＬ　Ｃ＿ＩＤを伴う第３のセグメントがあり、３０秒
で終了するメディアデータが第３のセグメント内でＣ＿ＩＤ．ＢＯのバイトオフセットを
有する、と仮定する。そうすると、セグメントマップファイルは、第１のセグメントのた
めに、開始バイトオフセットＡ＿ＩＤ．ＢＯに関連するマッピング情報と共にＵＲＬ　Ａ
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＿ＩＤを含んでよく、第２のセグメントのために、ＵＲＬ　Ｂ＿ＩＤに関連するマッピン
グ情報とを含んでよく、第３のセグメントのために、終了バイトオフセットＣ＿ＩＤ．Ｂ
Ｏに関連するマッピング情報と共にＵＲＬ　Ｃ＿ＩＤを含んでよい。セグメントマップフ
ァイルは、他の情報、例えば、セグメントの各々のサイズおよびセグメントの各々の総提
示時間スパンも含み得る。ある提示時間における告知の挿入の指示、どのようなタイプお
よびフォーマットのメディアがセグメントマップファイルの参照するセグメントの各々で
搬送されるかの指示のような、他の情報もセグメントマップファイルに含まれ得る。
【０２４１】
　例えば、どのセグメントファイルについての情報をセグメントマップが含むかを示すた
めの、セグメントマップのための可能な方法は次の通りである。
【０２４２】
　セグメントマップによるセグメントの参照の方法
　Ｍを、セグメントマップによって参照される（部分的なまたは完全な）セグメントファ
イルの数とする。ｉ＝１，…，Ｍに対して、ＵＲＬ（ｉ）を、提示時間の順序で並べられ
た、セグメントマップにおいて参照されるｉ番目のセグメントファイルのＵＲＬとし、Ｂ
Ｓ（ｉ）およびＢＥ（ｉ）をそれぞれ、バイト範囲の開始バイトオフセットおよび終了バ
イトオフセットとし、セグメントマップは、このバイト範囲についての情報を、ｉ番目の
セグメントファイルに対して含む。そして、これらセグメントを参照するためのセグメン
トマップフォーマットは、表５のようであってよい。
【表５】

【０２４３】
　上式は、ｉ＝１，…，Ｍに対する、ＵＲＬ（ｉ）を伴うセグメントのバイト範囲ＢＳ（
ｉ）からＢＥ（ｉ）の連結物である「仮想セグメント(virtual segment)」を定義する。
この「仮想セグメント」についてのセグメントマップ内の点の詳細なリストは、例えば、
第４のセグメントマップ方法で説明されたフォーマットであってよく、リストされた点の
バイトオフセットは、この仮想セグメントに関して計算される。従って、例えば、セグメ
ントマップ内の２つの連続する点の間の仮想セグメントデータの部分が、部分的に一方の
セグメント内にあり、部分的にもう一方のセグメント内にあるということがあり得る。Ｂ
Ｓ（ｉ）とＢＥ（ｉ）の１つまたは両方が、例えば、値の欠損を示すものとして－１を使
用して、ｉの値の全てまたは一部に対する範囲から省略されてよい。例えば、［－１，Ｂ
Ｅ（ｉ）］は、セグメントの始まりからバイトオフセットＢＥ（ｉ）までの、ＵＲＬ（ｉ
）によって参照されるセグメントを示し、［ＢＳ（ｉ），－１］は、バイトオフセットＢ
Ｓ（ｉ）からセグメントの終わりまでの、ＵＲＬ（ｉ）によって参照されるセグメントを
示し、［－１，－１］は、ＵＲＬ（ｉ）によって参照されるセグメント全体を示す。
【０２４４】
　セグメントマップファイルは、一定のまたは予測可能な提示時間スパンに対して利用可
能にされ得る。例えば、０ｍｏｄｕｌｏ１０秒に等しい可能性のある各提示開始時間スパ
ンに対するセグメントマップファイルが存在することを示す、提示時間スパン規則が存在
してよく、すなわち、セグメントマップファイルの提示開始時間は、コンテンツの終わり
まで（終わりがあれば）、０秒、１０秒、２０秒、３０秒、４０秒、５０秒などであり、
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各セグメントマップファイルの提示時間スパンの長さは２０秒である。この場合、ｍｏｕ
ｓｅ＿１６５４３として識別され得るコンテンツに対し、ｒｅｐ＿３８９３４として識別
され得るそのコンテンツの表示について、セグメントマップのＵＲＬのシーケンスは次の
通りであり得る。
【数３】

【０２４５】
この例では、提示時間スパンに対する規則を仮定すると、セグメントマップファイルのＵ
ＲＬは、コンテンツ識別子ｍｏｕｓｅ＿１６５４３および表示識別子ｒｅｐ＿３８９３４
から決定されてよく、ｓｅｇ＿ｍａｐは、ファイルをセグメントマップとして識別する。
【０２４６】
　別の代替形態として、セグメントマップファイルは、２つ以上の表示に対するマッピン
グ情報を含み得る。例えば、セグメントマップファイルは、コンテンツの全ての表示につ
いてのマッピング情報を含み得る。この場合、代替的な可能なセグメントマップのＵＲＬ
のフォーマットは、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ＳＰＴ＿Ｘ．Ｄｕｒ＿Ｙ．ｓｅｇ＿ｍａｐ
」であり、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ」はコンテンツを識別し、「ＳＰＴ＿Ｘ」はスパンの
提示開始時間がＸであることを識別し、「Ｄｕｒ＿Ｙ」はスパンの提示終了時間がＸ＋Ｙ
であることを識別し、「ｓｅｇ＿ｍａｐ」はこれをセグメントマップとして識別する。セ
グメントマップファイル内に含まれるマッピング情報の実際の提示時間スパンが、規定さ
れた提示時間スパンと完全に一致することは必要とされず、例えば、セグメントマップフ
ァイル内の各表示のためのマッピング情報が、Ｘ－ｄからＸ＋Ｙ＋ｅまでの提示時間をカ
バーし、ｄおよびｅが提示時間の小さな正の増分であるということがあり得ることに留意
されたい。この場合、セグメントマップファイルは、コンテンツの複数の表示のための、
セグメント、セグメントの部分、または複数のセグメントを参照し得る。
【０２４７】
　上記の実施形態では、セグメントマップファイルのＵＲＬは、コンテンツおよび表示の
ための何らかの基本ＵＲＬから導出されてよく、セグメントマップファイル内のマップ情
報は、ある一定の（大まかに一定、丸めは許容される）長さの提示時間、例えば、提示時
間の開始の秒数および終了の秒数、または、提示時間の開始の秒数および長さの秒数、ま
たは、提示時間の開始の「ティック(ticks)」および長さの「ティック」で表される提示
時間スパンをカバーし得る。「ティック」という単位が提示時間を表すために使用される
ことがあり、「ティック毎秒」が表示に関連する時間の単位である。各表示の「ティック
単位」は、セグメントマップファイルに含まれ得る他の情報の例である。例えば、毎秒３
００００ティックは、各ティックが１秒の１／３００００の部分であることを示す。上記
の各場合において、提示時間スパンは、提示の始まりからの、または何らかの他の一定の
基準時間までの、時間の累積的な尺度を使用して示される。
【０２４８】
　セグメントタイムラインファイルを使用する方法
　このセクションにおいて説明される方法は、以前の方法に基づくが、ＭＰＥＧ　ＤＡＳ
Ｈ規格の変更の量がより少ない全体の構造を提供し、好ましい全体的な解決法を提供でき
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る。
【０２４９】
　今後「セグメントタイムライン(segment timeline)」ファイルと呼ばれる、上で説明さ
れたセグメントマップの特徴の一部を有する新たなタイプのファイルが、導入され得る。
セグメントタイムラインファイルのＵＲＬは、セグメントマップについて上で説明された
ものと同様に、提示時間の長さに基づいてＵＲＬ構築規則を使用して生成されてよく、例
えば、可能なフォーマットは、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ
＿ＩＤ．Ｄｕｒ＿Ｘ．ＥＰＴ＿Ｙ．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｔｉｍｅｌｉｎｅ」であり、「ｃｏ
ｎｔｅｎｔ＿ＩＤ」および「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ」はそれぞれコンテン
ツおよびコンテンツの表示を識別し、「Ｘ」はセグメントタイムラインによってカバーさ
れる提示時間スパンの概略的な長さであり、「Ｙ」は提示時間スパンの概略的な提示終了
時間であり、「ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｔｉｍｅｌｉｎｅ」はファイルをセグメントタイムライ
ンファイルとして識別する。セグメントタイムラインファイルの存在、およびセグメント
タイムラインファイルに対するＵＲＬ構築規則は、ＭＰＤ内でシグナリングされてよく、
例えば、構築規則は、１０秒の倍数からコンテンツの長さまでのＹの全ての値に対するフ
ァイルが存在し、かつＸ＝３０であることを規定でき、ＸおよびＹの値は単位が秒である
。
【０２５０】
　セグメントのＭＰＥＧ　ＤＡＳＨフォーマットおよびセグメントのセグメントマップは
、ＩＳＯファイルフォーマットにおいてセグメントのために使用されてよく、すなわち、
セグメントマップ（Ｓｉｄｘ）は、セグメントの先頭に追加され、そのセグメントで搬送
されるデータの提示時間の長さをカバーする。ＭＰＥＧ２ＴＳファイルフォーマットでは
、セグメントマップ（Ｓｉｄｘ）は、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規格において説明されるフォー
マットで、セグメントとは別個のファイル内にあり、セグメントＵＲＬから導出されるＵ
ＲＬを伴う、セグメント当たり１つのセグメントマップがある。セグメントのＵＲＬおよ
びセグメントマップ（これらが異なるファイル内にある場合）は、ＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ規
格における既存のＵＲＬ構築規則を使用してシグナリングされることが推奨され、連続す
るセグメント（または別個のファイルとして搬送される場合はセグメントマップ）は、順
番にインデックスを付されたＵＲＬを有することが推奨され、すなわち、セグメントのＵ
ＲＬは、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．Ｉｎｄｅｘ＿
Ｘ．ｓｅｇｍｅｎｔ」と同様のパターンに従ってよく、Ｘの値のシーケンスは、例えば０
、１、２、３、４などであり、すなわち、提示時間において順次的であるセグメントに対
する連続的な整数である。従って、セグメントのＵＲＬは、提示時間内のセグメントのシ
ーケンスを示すが、シーケンスにおける異なるセグメントの長さは表示内において変動し
てよく、また、異なる長さであってよく、複数の表示の間で変動してよい。従って、セグ
メントマップのＵＲＬに割り当てられるインデックスは、提示時間スパンの順序に関して
順次的であってよく、セグメントマップのＵＲＬに割り当てられるインデックスは、提示
時間スパンの長さに依存しない。代替形態として、ＵＲＬは、ＡＬＳシステムのための既
存のＡＬＳのようにシグナリングされてよく、対応するセグメントマップのＵＲＬは、セ
グメントマップが関連するセグメントのＵＲＬから、簡単な規則によって導出されてよく
、例えば、セグメントマップのＵＲＬは、「．ｓｅｇ＿ｍａｐ」が末尾に追加された関連
するセグメントのＵＲＬであり得る。
【０２５１】
　セグメントタイムラインファイルに関するセグメントのセットは、セグメントタイムラ
インファイルがカバーする提示スパンと重複する提示時間スパンをカバーする、セグメン
トのセットであると定義される。例えば、セグメントタイムラインファイルのＵＲＬが、
「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．Ｄｕｒ＿１５．ＥＰＴ
＿６０．ｓｅｇｍｅｎｔ＿ｔｉｍｅｌｉｎｅ」である場合、そのＵＲＬは、提示時間４５
で開始し提示時間６０で終了する１５秒の提示時間スパンの長さをカバーするので、４５
秒から６０秒の期間内に提示開始時間または提示終了時間を有する全てのセグメントは、
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セグメントタイムラインファイルに関連すると言われる。セグメントタイムラインファイ
ルに関連するセグメントマップの同様の定義を行うことができ、この定義は、提示時間の
副範囲およびバイトの副範囲によって定義されるセグメントの部分またはセグメントマッ
プを含むように拡張され得る。
【０２５２】
　セグメントタイムラインファイルは、セグメントタイムラインファイルに関連する、Ｕ
ＲＬのリストとセグメントの提示開始時間（別個のファイルとして搬送される場合、セグ
メントマップも）とを含み得る。あるいは、セグメントタイムラインファイルは、セグメ
ントＵＲＬを構築するもとになり得る情報、例えば、セグメントのインデックスの範囲を
含んでよく、例えば、インデックスは、ＭＰＤ内のセグメントに対するＵＲＬセグメント
構築規則によって暗黙的に定義されるものに由来する。
【０２５３】
　ＭＰＤはまた、最大セグメント提示時間スパンＴＳｍａｘを規定でき、Ｔｉｍｅｓｃａ
ｌｅも規定でき、Ｔｉｍｅｓｃａｌｅは、セグメントタイムラインのＵＲＬにおいて提示
時間を表すために使用され得る。最大セグメント提示時間スパンＴＳｍａｘは、任意のセ
グメントの提示開始時間と、そのセグメントの前のセグメントの提示開始時間との差が大
きくともＴＳｍａｘとなるように、定義され得る。例えば、ＴＳｍａｘ＝２秒である場合
、セグメントｉの提示開始時間と、提示時間の順序ですぐ前にあるセグメントｉ－１の提
示開始時間との差は、大きくとも２秒である。
【０２５４】
　代替形態として、セグメントタイムラインファイルはまた、セグメントマップ、または
セグメントの提示終了時間、または他の関連情報を含み得る。
【０２５５】
　セグメントタイムラインファイルの指示は、ＡＬＳシステムによっても使用されてよく
、ＵＲＬの導出元の提示時間スパンは、例えば一定の長さを有し一定の提示終了時間にあ
り、例えば、提示終了時間は各々１０秒でありスパンの全てが２０秒の長さを有し、また
は、提示終了時間および長さは、一定の規則を使用してＡＬＳメタデータによって通知さ
れるセグメントの長さから導出されてよく、例えば、セグメントの通知された長さがＴ秒
である場合、セグメントタイムラインファイルは各々Ｔ秒で終了してよく、各々が２×Ｔ
の長さを有する。
【０２５６】
　セグメントマップファイルとセグメントタイムラインファイルとを使用するためのクラ
イアント方法
　セグメントマップファイルの１つの利点は、セグメントマップファイル無しに、クライ
アントがセグメントのセグメントマップ構造、例えば有効な開始点および終了点を実質的
に決定できないことであり、これは、そのような情報がセグメント自体内で直接与えられ
ないからである。そのようなセグメントマップ情報は、場合によってセグメントから導出
され得るが、通常は、この情報を導出するためにセグメントがクライアントによってダウ
ンロードされる必要があり、この情報は、メディアデータの構造を決定するためにメディ
アデータ自体がダウンロードされる必要があるので有効ではないことがあり、セグメント
マップ情報を決定する主な目的の１つは、セグメントのどの部分をダウンロードするかを
決定することである。さらに、セグメントマップ情報が導出され得る場所のクライアント
アーキテクチャは通常、クライアントの表示選択方法の部分とは隔離されており、すなわ
ち、セグメントマップ情報がクライアントによって導出され得る場所は、メディアが再生
される場所に近いクライアントのメディア処理部分の奥深くにあり、一方、クライアント
のクライアント表示選択部分は、メディアがネットワークを通じてクライアントに入る場
所に近く、通常、クライアントのこれら２つの部分の間には良好なインターフェースがな
い。また、セグメントは暗号化され得るもので、マップ情報が導出され得るよりも前にセ
グメントが復号される必要があり、これは通常、表示選択論理と対話しないクライアント
の隔離された部分にあるので、問題を悪化させる。
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【０２５７】
　さらに、セグメントファイルがメディアデータを含む提示時間の長さは正確にシグナリ
ングされないことがあり、例えば、ＡＬＳでは、各セグメントが１０秒の長さとしてシグ
ナリングされる場合、各セグメントは実際には、最も近い秒への丸めが原因で、９．５秒
と１０．５秒との間のどこかにあることがある。ＡＬＳ／ＨＬＳ規格では、セグメントの
長さのみがシグナリングされるので、累積提示時間はシグナリングされず、クライアント
は、最大で１００秒の誤差、すなわち、２００個のセグメントにわたる最大で２００×０
．５秒の累積推定誤差を有する、２００番目の連続セグメントに対する、セグメント開始
提示時間の推定を行い得る。さらに、コンテンツの符号化およびセグメントファイルへの
セグメント化は、各表示に対して異なる長さを有する各ＡＬＳ表示に対して、独立に実行
されることがある。異なる表示のセグメントの長さは、ＡＬＳでは異なり得るので、これ
は、ある表示に長期間とどまった後で、ある表示から別の表示に切り替えようとする時に
、特に問題となる。それは、切り替え先の表示において正しい提示時間を伴うセグメント
を決定することが難しく、正しいセグメントを決定することは、いくつかの試行的なセグ
メントをダウンロードすることと、それらの提示時間を決定するためにそれらを詳しく調
査する必要性とを伴い得るからである。当業者が認識するように、これら問題は、再生さ
れないデータをダウンロードすること、再生されるべき次のメディアの部分をどのセグメ
ントが含むかを決定するためにセグメントをダウンロードする間にメディアバッファ内の
再生可能なメディアが完全になくなることによる、詰まり、再バッファまたはストールの
ようなユーザ体験の問題を引き起こすこと、および、開始点および終了点についての情報
を有さないことにより、ある表示から別の表示へのシームレスな切り替えを提供しないこ
となどに関する、大きな非効率性をもたらし得る。これら問題および関連する問題の少な
くとも一部は、表示の切り替えを試みないクライアントでも起こり得る。
【０２５８】
　上で説明された実施形態では、クライアントは、暗黙的なＵＲＬ構築およびアクセスの
規則を使用してセグメントマップにアクセスでき、例えば、クライアントは、コンテンツ
のために取得されたメタデータから、「ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ」と「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ＿ＩＤ」とを生成し、次いで、セグメントマップに対して可能な提示開始時間
の期間は何かということについての提示スパン規則へのアクセス権を有し、例えば、提示
スパン規則は、０、１０、２０、３０、４０、…、およびセグメントマップに対して可能
な長さの期間、というパターンに従い、例えば、常に２０である。このことから、クライ
アントは、セグメントマップのＵＲＬを形成してそれを要求でき、これによって、本明細
書で開示される切替方法と高速始動方法に関連する方法とを実施する時に、どのセグメン
トをダウンロードしセグメントのどの部分をダウンロードするかを決定するために使用さ
れ得るマッピング情報を取得できる。セグメントマップファイル提示時間スパンが同様で
ある場合、クライアントは、ある時間スパンの長さの間にある表示から別の表示にどのよ
うに切り替えるかを決めるために、異なる表示に対するセグメントマップファイルの同じ
提示時間スパンを要求できる。しかしながら、セグメントマップファイルの提示時間スパ
ンが異なる表示に対して異なる場合でも、基本的には同じ利点が提供される。あるいは、
セグメントマップファイルが２つ以上の表示についての情報を含む場合、クライアントは
、同じセグメントマップファイルからの表示の全てに対する、同じ提示時間スパンマッピ
ング情報に関連する情報とにアクセスできる。また、セグメントマップの提示時間スパン
は、例えば上の例のように重複していることがあるので、クライアントは境界条件に至ら
ず、例えば、提示時間内の２０秒前後で切り替えが起きるべきであるとクライアントが決
定し、セグメントマップファイルの時間スパンが０～１０秒、その次が１０～２０秒、そ
の次が２０～３０秒などである場合、クライアントは、１０～２０秒にわたるセグメント
マップファイルと、さらに、２０～３０秒にわたるセグメントマップファイルとをダウン
ロードする必要があり得る。一方、各々１０秒で開始するが各々２０秒にわたるセグメン
トマップファイルもある場合は、クライアントは、例えば１０～３０秒にわたるセグメン
トマップファイルをダウンロードし、２０秒という目標の提示時間の前と後の両方のマッ
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ピング情報をファイルが含んでいることを確実にでき、これは、時間スパンが重複しない
場合と比べて、時間スパンが重複する場合はこの例では２倍のセグメントマップファイル
を有することと引き換えである可能性がある。一般に、マッピング情報はメディアコンテ
ンツデータ自体と比較すると概ね小さいので、提示時間スパンが重複するのが好ましいこ
とが多い。さらに、重複ははるかに小さくてよく、例えば、連続するセグメントマップフ
ァイルは、１０秒の間隔で開始する期間をカバーし、各々のスパンは１１秒であり、この
場合、連続するセグメントマップの間の重複は１秒である。
【０２５９】
　これら実施形態は、既存のＡＬＳクライアントが負の影響を受けず修正されることなく
動作できるように、既存のＡＬＳコンテンツの生成を拡張するために使用され得る。上で
説明されたように具現化される追加の処理が、上で説明されたような関連するＵＲＬを伴
うセグメントマップファイルを生成し、例えばＨＴＴＰ１．１を使用してＵＲＬに基づい
てアクセスするコンテンツ配信ネットワークにおいて、これらセグメントマップファイル
を利用可能にするために、ＡＬＳシステムに加えられ得る。本明細書で説明される方法と
処理とを伴う拡張クライアントは、表示のセグメントマップファイルのための適切なＵＲ
Ｌを形成し、適切なセグメントマップファイルを要求し、これらセグメントマップファイ
ルを使用して始動および切替選択の方法を案内し、より良好なユーザ体験を提供できる。
これら拡張クライアント方法は、簡単な方法でマッピング情報を使用でき、例えば、クラ
イアントはそれでも、バイト範囲要求を伴わずにＨＴＴＰに基づいてセグメントファイル
全体をダウンロードできるが、切り替えのための適切な開始点と終了点とを伴う切り替え
のための正しい提示時間を有する、ダウンロードすべき正しいセグメントを、セグメント
マップファイルから正確に決定することが少なくとも可能であり得る。ＨＴＴＰバイト範
囲要求がサポートされる場合、より高度なクライアントは、セグメントマップファイルに
含まれるマッピング情報をより効率的に使用して、例えば、表示を切り替える時、または
コンテンツ内の規定された提示時間で開始する時に、ＡＬＳセグメントのどの部分をダウ
ンロードするかを厳密に選択することによって、表示の切り替えと高速な始動とを可能に
し得る。
【０２６０】
　拡張ＡＨＳクライアントは、そのようなセグメントマップが所与のコンテンツに対して
利用可能であるという明示的なシグナリングを何ら伴わずに、セグメントマップファイル
をダウンロードするのを試みることができる。セグメントマップが利用可能ではないコン
テンツでは、クライアントのダウンロード要求は失敗し、例えば、ＨＴＴＰ応答は、例え
ば「ＨＴＴＰ　ｅｒｒｏｒ　４０４－ｆｉｌｅ　ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ」を返し、この例で
は、拡張ＡＨＳクライアントは、セグメントマップがこのコンテンツでは利用可能ではな
いと推測し、非拡張ＡＬＳクライアントの挙動に戻ることができる。
【０２６１】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法の拡張は、セグメントマップが特定の各コン
テンツに対して利用可能かどうかを、各コンテンツに対して、例えばＭＰＥＧ　ＤＡＳＨ
　ＭＰＤメタデータファイルにおいて明示的に示すことである。この場合、拡張ＡＨＳク
ライアントは、これを使用してセグメントマップが利用可能かどうかを判定できるので、
例えば、セグメントマップに対するＨＴＴＰ要求をそれが利用可能ではない場合に行い、
「ｆｉｌｅ　ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ」応答を受信するという余分なオーバーヘッドを避ける
ことができる。この場合、拡張ＡＨＳクライアントは、セグメントマップが利用可能では
ない場合、非拡張ＡＬＳクライアント方法と論理とを直ちに使用できる。さらに、セグメ
ントマップが利用可能であると示されるが、何らかの理由でセグメントマップの全てが利
用可能ではない（例えば、全体のコンテンツ配信ネットワークの一部における何らかの障
害により）場合、拡張ＡＨＳクライアント方法は、「ｆｉｌｅ　ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ」応
答が何らかの要求に対して返ってきた場合に何をすべきかを知っているという意味でより
堅牢(robust)であり得る。すなわち、一部のセグメントマップが利用可能ではない場合で
も、他の表示および期間に対する他のセグメントマップは依然として利用可能であり得る
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と共に、拡張ＡＨＳクライアントは利用可能であり得るセグメントマップを依然として要
求し続け得る。
【０２６２】
　別の可能な拡張は、背後にあるフレーム依存構造およびファイルフォーマット順序、す
なわち、良好に選択された開始点における開始セグメントおよび良好に選択された終了点
における終了セグメントなどとより良好に揃うように、セグメント構造を生成することで
ある。例えば、セグメントは、ある主開始点から次の連続する主開始点にわたるように構
築され得る。セグメントマップファイルはそれでも、セグメントファイルの時間スパンと
は独立である、時間スパンの規則的なパターンを有し得る。これによって、ＨＴＴＰ１．
１バイト範囲要求の使用の大部分または全てを回避でき、それでも、開始点で開始し終了
点で終了する部分における表示からコンテンツをダウンロードできるという利益を受ける
ことができる、セグメントをダウンロードするための拡張ＡＨＳクライアント向けの簡単
なアルゴリズムを提供する。ＨＴＴＰバイト範囲要求は広くサポートされないことがある
ので、上記のことは有利であり得る。
【０２６３】
　セグメントマップは、他の関連情報も含み得る。例えば、セグメントマップは、特定の
表示がオーディオのみか、オーディオとビデオの組合せか、またはビデオのみかを示し得
る。別の例として、セグメントマップは、ＦＥＣ修復セグメントのＵＲＬと、ＦＥＣ修復
セグメントのセグメントマッピング情報、例えば、Ｌｕｂｙ　Ａ４で開示されるフォーマ
ットまたは同様の代替的なフォーマットのセグメントマッピング情報とを含み得る。セグ
メントファイルに関しては、セグメントマップは、セグメントマップファイル構造とは独
立の構造を伴う、複数のまたは部分的なＦＥＣ修復セグメントのためのＵＲＬおよび／ま
たは関連するマッピング情報を含んでよく、ＡＨＳクライアントは、セグメントマップの
ＵＲＬ構造に基づいてこれらセグメントマップにアクセスし、次いで、セグメントマップ
に含まれる情報を使用してどのＦＥＣ修復セグメントにアクセスすべきかを決定し、ＦＥ
Ｃ修復セグメントの構造を決定できる。
【０２６４】
　セグメントタイムラインファイルを使用する上で説明されたシステムに対して、ＡＨＳ
クライアントは次のように動作し得る。ＭＰＤから、ＡＨＳクライアントは、セグメント
タイムラインファイルの提示時間スパンも示す、セグメントタイムラインファイルのＵＲ
Ｌのリストを構築できる。ＡＨＳクライアントはまた、ＵＲＬ構築規則から、または、前
に説明されたような他の手段のいずれかで、セグメントのＵＲＬのリストを構築できる。
ＡＨＳクライアントは、セグメントタイムラインファイルがいつ利用可能かということと
、セグメントタイムラインファイルをいつダウンロードすべきかということとを、現在の
実時間と、見られているコンテンツの提示タイムラインに対する現在の実時間の関係とに
基づいて、決めることができる。セグメントタイムラインファイルから、ＡＨＳクライア
ントは、関連するセグメントデータとセグメントマッピング情報とを含むどのセグメント
とセグメントマップとをダウンロードすべきかを決定できる。セグメントタイムラインフ
ァイルにおいてリストされる最後のセグメントに対して、ＡＨＳクライアントは、その最
後のセグメントのダウンロードがいつ可能になるかを、セグメントタイムラインファイル
においてリストされた提示開始時間から、かつ、任意のセグメントの最長の提示時間スパ
ンである値ＴＳｍａｘから、決定できる。従って、コンテンツが利用可能になってから、
コンテンツがＡＨＳによりダウンロードされ見られるまでの、全体のエンドツーエンドの
遅延は、セグメントタイムラインファイルの追加による影響を受けず、一方、セグメント
タイムラインファイルは、ある表示から別の表示に切り替える時、または、コンテンツの
最中のある提示時間からコンテンツを開始する時、どのセグメントとセグメントマップと
をダウンロードすべきかということについて、ＡＨＳクライアントに価値のあるヒントを
与える。従って、ＡＨＳクライアントの性能をよくするために、セグメントタイムライン
ファイルを提供することには、多くの利点がある。
【０２６５】
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　図１５は、ＤＡＳＨシステムにおけるセグメントタイムラインファイルのシグナリング
の例を示す。図１５の左側は、コンテンツに対して利用可能にされ得るＭｅｄｉａ　Ｐｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（ＭＰＤ）の何らかの関連のある部分を
示し、この例では、ＭＰＤにおいて表される２つの表示がある。第１の表示では、ビデオ
が約５００Ｋｂｐｓで６４０×４８０の解像度で符号化されることが可能であり、第２の
表示では、ビデオが約２５０Ｋｂｐｓで符号化されることが可能であり解像度はやはり６
４０×４８０であり、両方の表示が、コンテンツ中の１００秒で開始する期間内で利用可
能である。この例におけるコンテンツの全てに対する基本ＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／である。
【０２６６】
　図１５に示されるように、第１の表示に対するセグメントタイムラインファイルの時間
軸は、毎秒１ティックであり、これらセグメントタイムラインファイルのＵＲＬテンプレ
ートパターンは、．／ａｈｓ－５－ＤＵＲ４．ＥＰＴ＄２＊Ｔｉｎｄ＄．ｔｉｍｅであり
、完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレートにより定義されるＵＲＬ部分との連結
物である。ここで、ＤＵＲ４は、セグメントタイムラインによってカバーされる提示時間
のスパンが４ティック、すなわちｔｉｍｅｓｃａｌｅ＝１なので等価的に４秒であること
を示し、ＥＰＴ＄２＊Ｔｉｎｄ＄は、スパンの提示終了時間が２×Ｔｉｎｄティック、す
なわちｔｉｍｅｓｃａｌｅ＝１なので等価的に２×Ｔｉｎｄ秒であることを示し、Ｔｉｎ
ｄはセグメントタイムラインファイルのインデックスを示す。従って、第１のセグメント
タイムラインファイル（Ｔｉｎｄ＝１である）の完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－ＤＵＲ４．ＥＰＴ２．ｔｉｍｅであり、第２の
セグメントタイムラインファイル（Ｔｉｎｄ＝２である）の完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－ＤＵＲ４．ＥＰＴ４．ｔｉｍｅであ
り、以下同様である。これは、全てのセグメントタイムラインファイルが４秒のスパンを
カバーし、第１のセグメントタイムラインファイルのスパンが提示時間２秒で終了し（従
って、スパンの最初の２秒は実際には存在しない）、第２のセグメントタイムラインのス
パンが提示時間４秒で終了し、以下同様であることを示す。
【０２６７】
　図１５に示されるように、第１の表示のセグメントファイルの時間軸は、毎秒３０００
０ティックであり、これらセグメントファイルのＵＲＬテンプレートパターンは、．／ａ
ｈｓ－５－＄Ｓｉｎｄ＄．３ｇｓであり、完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレー
トにより定義されるＵＲＬ部分との連結物である。ここで、Ｓｉｎｄはセグメントファイ
ルのインデックスを示す。従って、第１のセグメントファイル（Ｓｉｎｄ＝１である）の
完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－１．３
ｇｓであり、第２のセグメントファイル（Ｓｉｎｄ＝２である）の完全なＵＲＬは、ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－２．３ｇｓであり、以下同様
である。
【０２６８】
　図１５の中央部に示されるセグメントタイムラインファイルは、セグメントタイムライ
ンファイルによってカバーされる提示時間スパン内に提示開始時間を有するセグメントフ
ァイルの各々に対するＳｉｎｄを搬送し、そのセグメントファイルで搬送されるメディア
の対応するＳＰＴ（提示開始時間）も搬送し、ＳＰＴの単位はセグメント時間軸のティッ
クであり、すなわち毎秒３００００ティックである。例えば、Ｓｉｎｄ＝５かつＳＰＴ＝
７９０７９である第５のセグメントについての情報は、第２のセグメントタイムラインフ
ァイル（Ｔｉｎｄ＝２）と第３のセグメントタイムラインファイル（Ｔｉｎｄ＝３）の両
方で搬送され、それは、７９０７９ティックのＳＰＴが７９０７９／３００００秒に対応
し、すなわち約２．６４秒が第２のセグメントタイムラインファイルと第３のセグメント
タイムラインファイルの両方のタイムスパン内にあるからである。いくつかの実施形態で
は、他のデータも、セグメントタイムラインファイル、例えば、セグメントに対するセグ
メントマップなどで搬送される。
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【０２６９】
　図１５の右側に示されるセグメントファイルは、示されるＳＰＴで開始するメディアデ
ータを搬送し、これらセグメントファイルの各々のＵＲＬが示される。セグメントファイ
ルで搬送されるデータの大部分、例えば、メディアデータ自体、および場合によってセグ
メントに関連するセグメントマップなどは、図１５に示されていない。
【０２７０】
　図１５の左側に示されるＭＰＤはまた、第２の表示に関連付けられる、セグメントタイ
ムラインファイルとセグメントファイル情報とを示す。対応するセグメントタイムライン
ファイルおよびセグメントファイルは、この第２の表示について、図１５に示されない。
図１５に示されるように、第２の表示に対するセグメントタイムラインファイルの時間軸
は、毎秒１ティックであり、これらセグメントタイムラインファイルのＵＲＬテンプレー
トパターンは、．／ａｈｓ－２－ＤＵＲ７．ＥＰＴ＄３＊Ｔｉｎｄ＄．ｔｉｍｅであり、
完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレートにより定義されるＵＲＬ部分との連結物
である。ここで、ＤＵＲ７は、セグメントタイムラインによってカバーされる提示時間の
スパンが７ティック、すなわちｔｉｍｅｓｃａｌｅ＝１なので等価的に７秒であることを
示し、ＥＰＴ＄３＊Ｔｉｎｄ＄は、スパンの提示終了時間が３×Ｔｉｎｄティック、すな
わちｔｉｍｅｓｃａｌｅ＝１なので等価的に３×Ｔｉｎｄ秒であることを示し、Ｔｉｎｄ
はセグメントタイムラインファイルのインデックスを示す。従って、第１のセグメントタ
イムラインファイル（Ｔｉｎｄ＝１である）の完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－２－ＤＵＲ７．ＥＰＴ３．ｔｉｍｅであり、第２のセ
グメントタイムラインファイル（Ｔｉｎｄ＝２である）の完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／
／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－２－ＤＵＲ７．ＥＰＴ６．ｔｉｍｅであり
、以下同様である。これは、全てのセグメントタイムラインファイルが７秒のスパンをカ
バーし、第１のセグメントタイムラインファイルのスパンが提示時間３秒で終了し（従っ
て、スパンの最初の４秒は実際には存在しない）、第２のセグメントタイムラインのスパ
ンが提示時間６秒で終了し、以下同様であることを示す。図１５に示されるように、第２
の表示のセグメントタイムラインファイルの時間軸は、毎秒３００００ティックであり、
これらセグメントファイルのＵＲＬテンプレートパターンは、．／ａｈｓ－２－＄Ｓｉｎ
ｄ＄．３ｇｓであり、完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレートにより定義される
ＵＲＬ部分との連結物である。ここで、Ｓｉｎｄはセグメントファイルのインデックスを
示す。従って、第１のセグメントファイル（Ｓｉｎｄ＝１である）の完全なＵＲＬは、ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－２－１．３ｇｓであり、第２の
セグメントファイル（Ｓｉｎｄ＝２である）の完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－２－２．３ｇｓであり、以下同様である。
【０２７１】
　図１５に示される例では、ＡＨＳクライアントは次のように動作し得る。ＡＨＳクライ
アントは、ＭＰＤのＵＲＬを使用してＭＰＤをダウンロードし、ＭＰＤ内の情報を使用し
て、上で説明されたようなセグメントタイムラインファイルとセグメントファイル情報と
を決定できる。ＡＨＳクライアントが、毎秒３００００ティックのセグメント時間軸にお
いて、提示時間約１１００００ティックで第１の表示へ切り替えることを望むと仮定する
。１１００００／３００００は約３．６７秒なので、ＡＨＳクライアントは、３．６７秒
がセグメントタイムラインによってカバーされる時間スパンの最中のどこかとなるように
、セグメントタイムラインのＵＲＬを形成することを選ぶことができ、例えば、６秒のＥ
ＰＴと４秒の時間スパンの長さとを有するＴｉｎｄ＝３であるセグメントタイムラインフ
ァイルが良好な選択であることがあり、ＡＨＳクライアントは、ＭＰＤ内の第１の表示に
対するセグメントタイムラインＵＲＬテンプレート構築規則を使用して、このセグメント
タイムラインファイルのＵＲＬを、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａ
ｈｓ－５－ＤＵＲ４．ＥＰＴ６．ｔｉｍｅと決定できる。ＡＨＳクライアントは、このＵ
ＲＬを使用して、次のデータ要素を含むこのセグメントタイムラインファイルをダウンロ
ードできる。
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【数４】

【０２７２】
　７９０７９＜１１００００＜１２５１２５なので、ＡＨＳクライアントは、ＡＨＳクラ
イアントが第１の表示に切り替えることを望む地点が、Ｓｉｎｄ＝５であるセグメントフ
ァイル内にあると判定できる。ＭＰＤ内のセグメントＵＲＬテンプレート構築規則と、セ
グメントインデックスＳｉｎｄ＝５とに基づいて、ＡＨＳクライアントは、このセグメン
トのＵＲＬをｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－５．３ｇｓ
として形成でき、ＡＨＳクライアントは、このＵＲＬを使用してこのセグメントをダウン
ロードできる。
【０２７３】
　上記の多数の変形形態が存在する。例えば、ライブストリーミングサービスでは、ＡＨ
Ｓクライアントは、現在の提示時間に基づいて、ファイルのダウンロードがいつ利用可能
になるかを判定できる。例えば、セグメントタイムラインファイルは、直ちに、または、
現在の提示時間がセグメントタイムラインファイルの提示終了時間（ＥＰＴ）に達したす
ぐ後に、ダウンロードが可能になってよく、ＡＨＳクライアントは、セグメントタイムラ
インのＵＲＬテンプレート構築規則および現在の提示時間に基づいて、どのセグメントタ
イムラインファイルのダウンロードが可能かを判定できる。別の例として、セグメントフ
ァイルのダウンロードは、直ちに、または現在の提示時間が後続のセグメントファイルの
ＳＰＴに達してからすぐ後に、可能になってよい。従って、ＡＨＳクライアントは、セグ
メントタイムラインファイルで搬送されるセグメントインデックスおよびそれらの対応す
るＳＰＴに基づいて、どのセグメントファイルのダウンロードが可能かを判定できる。例
えば、ＡＨＳクライアントがＥＰＴ＝Ｚまでの時間スパンをカバーするセグメントタイム
ラインファイルをダウンロードしており、セグメントタイムラインファイルが長くともＺ
である最大提示時間を伴うメディアデータを搬送するＳｉｎｄ＝ｉであるセグメントファ
イルについての情報を搬送する場合、ＡＨＳクライアントは、Ｓｉｎｄ＝ｉであるセグメ
ントファイルのダウンロードが可能である、またはまもなく可能になると判定できる。別
の例として、Ｓｉｎｄ＝ｉかつＳＰＴ＝Ｙであるセグメントファイルがセグメントタイム
ラインファイルにおいてリストされる最後のセグメントファイルである場合、ＡＨＳクラ
イアントは、利用可能なメディア提示時間が提示時間Ｙ＋ＴＳｍａｘかそれよりも後であ
る時、Ｓｉｎｄ＝ｉであるセグメントファイルのダウンロードが可能であると判定でき、
ＴＳｍａｘは、セグメントファイルの時間スパンの上限を上回るものとして定義される。
【０２７４】
　ＡＨＳクライアントは、特定の提示時間Ｔのメディアデータをどのセグメントファイル
が含むかを、次のように決定できる。ＡＨＳクライアントは、Ｔを含む提示時間スパンを
伴うセグメントタイムラインファイルのＵＲＬ、すなわち、提示時間Ｚ－Ａで開始し提示
時間Ｚで終了する（ここでＺ－Ａ≦Ｔ≦Ｚ）長さＡの提示時間スパンを伴うセグメントタ
イムラインファイルのＵＲＬを決定できる。これは、Ｔの値を使用してＺとＡとを計算す
る、セグメントタイムラインＵＲＬテンプレート構築規則を使用して行われ得る。いくつ
かのそのようなセグメントタイムラインファイルが存在することがあり、Ｔが提示時間ス
パンの中心に最も近いようなセグメントタイムラインファイルが好ましいことがあること
に、留意されたい。ＡＨＳクライアントは、構築されたＵＲＬを使用して、セグメントタ
イムラインファイルをダウンロードできる。次いで、セグメントタイムラインファイルに
おける情報に基づいて、ＡＨＳクライアントは、どのセグメントファイルがＴを含むかを
次のように決定できる。Ｙ＿１、Ｙ＿２、…、Ｙ＿ｋを、セグメントタイムラインファイ
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ルが情報を含むｋ個のセグメントファイルのＳＰＴとし、ｉ＋１、ｉ＋２、・・・、ｉ＋
ｋを、これらセグメントファイルのインデックスとし、ｋの値もパラメータとしてセグメ
ントタイムラインマップで搬送されてよく、Ｚ－Ａ≦Ｙ＿１＜Ｙ＿２＜…＜Ｙ＿ｋ≦Ｚで
ある。Ｚ－Ａ≦Ｔ＜Ｙ＿１である場合、インデックスｉを伴うセグメントファイルは提示
時間Ｔを含み、２とｋとの間の何らかのｊに対してＹ＿（ｊ－１）≦Ｔ＜Ｙ＿ｊである場
合、インデックスｊ－１を伴うセグメントファイルは提示時間Ｔを含み、Ｙ＿ｋ≦Ｔ＜Ｚ
である場合、インデックスｋを伴うセグメントファイルは提示時間Ｔを含む。
【０２７５】
　時間ベースとインデックスベースの混合されたセグメントＵＲＬテンプレートの生成
　セグメントＵＲＬテンプレート構築規則は、時間ベースの要素とインデックスベースの
要素の両方を含むように、次のように強化され得る。ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬを
、表示の全てのセグメントのセグメントＵＲＬに含まれる時間ベースの情報に対する、１
秒当たりのティックの数を表すために使用される時間軸とし、ＴｉｎｄおよびＳｉｎｄを
正の整数のインデックスとし、ＴＭを正の整数の定数とする。すると、セグメントＵＲＬ
テンプレート構築規則は、次の形式となり得る。
【０２７６】
１．Ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．ＰＴ＄Ｔｉｎｄ＄．
ＳＥＧ＄Ｓｉｎｄ＄
　ＴＭの値は、ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬが少なくともＴＳｍａｘとなるよ
うに設定されるべきであり、ＴＳｍａｘは、この表示内における任意のセグメントの最大
提示時間スパンである。例えば、ＴＳｍａｘ＝２．２秒でありＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇ
ＵＲＬ＝１０である場合、ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝２２／１０秒≧ＴＳ
ｍａｘなので、ＴＭは２２と等しく設定され得る。このことは、ＴＭ×Ｔｉｎｄが大きく
とも表示の総提示時間スパンであるような各正の整数に対して、少なくとも１つのセグメ
ントがＴＭ×（Ｔｉｎｄ－１）とＴＭ×Ｔｉｎｄとの間の提示時間の期間に開始すること
を保証し、ここで全ての時間が、時間軸ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬに対するもので
ある。
【０２７７】
　各セグメントに対して、そのセグメントのＴｉｎｄおよびＳｉｎｄの値は、上記のセグ
メントＵＲＬテンプレート構築規則に従って、そのセグメントのＵＲＬを完全に定義する
。セグメントのＴｉｎｄおよびＳｉｎｄの値は、次のように決定され得る。セグメントの
Ｔｉｎｄの値は、ＴＭ×（Ｔｉｎｄ－１）≦ＳＰＴ＜ＴＭ×Ｔｉｎｄを満たし、ＳＰＴは
、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの時間軸における、セグメントの提示開始時間ＳＰＴ
である。上で説明されたように、Ｔｉｎｄ×ＴＭが大きくとも表示の総提示時間スパンで
あるような各正のＴｉｎｄに対して、値Ｔｉｎｄを割り当てられた少なくとも１つのセグ
メントである。値Ｔｉｎｄを割り当てられたセグメントうち、最早のＳＰＴを伴うセグメ
ントは値Ｓｉｎｄ＝１を割り当てられ、その次に早いＳＰＴを伴うセグメントは値Ｓｉｎ
ｄ＝２を割り当てられ、その次に早いＳＰＴを伴うセグメントは値Ｓｉｎｄ＝３を割り当
てられ、ここで、セグメントの数はＴｉｎｄの異なる値に対して変化するので、Ｓｉｎｄ
の最大の使用される値は、Ｔｉｎｄの異なる値に対して変化し得る。
【０２７８】
　図１６は、ＤＡＳＨシステムにおける、時間ベースとインデックスベースの混合された
セグメントＵＲＬテンプレートの生成の例を示す。図１６の左側は、コンテンツに対して
利用可能にされ得るＭｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（
ＭＰＤ）の何らかの関連のある部分を示し、この例では、ＭＰＤにおいて表される２つの
表示がある。第１の表示では、ビデオが約５００Ｋｂｐｓで６４０×４８０の解像度で符
号化されることが可能であり、第２の表示では、ビデオが約２５０Ｋｂｐｓで符号化され
ることが可能であり解像度はやはり６４０×４８０であり、両方の表示が、コンテンツ中
の１００秒で開始する期間内で利用可能である。この例におけるコンテンツの全てに対す
る基本ＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／である。
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【０２７９】
　図１６に示されるように、第１の表示のセグメントＵＲＬのＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇ
ＵＲＬは、毎秒１０ティックであり、ＴＭの値は２２ティックであり、これらセグメント
ファイルのＵＲＬテンプレートパターンは、．／ａｈｓ－５－＄Ｔｉｎｄ＄．＄Ｓｉｎｄ
＄．３ｇｓであり、セグメントの完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレートにより
定義されるＵＲＬ部分との連結物である。ＴＭ＝２２かつＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲ
Ｌ＝１０なので、第１の表示の任意セグメントの最大提示時間スパンは、２２／１０＝２
．２秒であることに留意されたい。ＴＭ×Ｔｉｎｄは、Ｔｉｎｄの所与の値を伴うセグメ
ントの提示開始時間のスパンが、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの時間軸においてＴＭ
×Ｔｉｎｄティックであることを示し、すなわち、第１の表示に対して、Ｔｉｎｄの各値
は、セグメント提示開始時間の２．２秒をカバーする。ＴＭ×（Ｔｉｎｄ－１）とＴｉｎ
ｄとの間で最早の提示開始時間を伴うセグメントはＳｉｎｄ＝１を有し、ＴＭ×（Ｔｉｎ
ｄ－１）とＴｉｎｄとの間で２番目に早い提示開始時間を伴うセグメントは、そのような
セグメントがあれば、Ｓｉｎｄ＝２を有し、以下同様である。従って、Ｔｉｎｄ＝１であ
る第１のセグメントファイルの完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ
．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－１．１．３ｇｓであり、Ｔｉｎｄ＝１である第２のセグメントフ
ァイルの完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５
－１．２．３ｇｓであり、Ｔｉｎｄ＝２である第１のセグメントファイルは、ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－２．１．３ｇｓである。
【０２８０】
　図１６に示されるように、第１の表示のＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇは、毎秒３００００
ティックであり、これは、セグメント内のメディアフレームに対して表される提示時間が
、毎秒３００００ティックの単位であることを示す。従って、例えば、セグメント内のフ
レームの提示時間が１００１０である場合、秒単位での提示時間は１００１０／３０００
０、すなわち約０．３３秒である。
【０２８１】
　図１６の中心に示される第１の表示のセグメントファイルは、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅ
ｇの単位で、セグメントの提示開始時間ＳＰＴを示し、セグメントのＵＲＬも示す。例え
ば、第５のセグメントはＳＰＴ＝７９０７９を有し、これは、７９０７９／３００００秒
、すなわち約２．６３６秒に対応する。このＳＰＴは、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ
＝毎秒１０ティックの単位で２２ティックと４４ティックとの間、すなわち２．２秒と４
．４秒との間にあるので、このセグメントではＴｉｎｄ＝２である。さらに、これは、Ｔ
ｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝毎秒１０ティックの単位で２２ティックと４４ティック
との間にある最早のＳＰＴを伴うセグメントなので、このセグメントではＳｉｎｄ＝１で
ある。従って、セグメント５のセグメントＵＲＬは、図１６に示されるように、ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－２．１．３ｇｓである。図１６は
、あったとしても、セグメントファイルで搬送されるメディアデータまたはセグメントマ
ップ情報を示さない。
【０２８２】
　図１６に示されるように、第２の表示のセグメントＵＲＬのＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇ
ＵＲＬは、毎秒２０ティックであり、ＴＭの値は３０ティックであり、これらセグメント
ファイルのＵＲＬテンプレートパターンは、．／ａｈｓ－２－＄Ｔｉｎｄ＄．＄Ｓｉｎｄ
＄．３ｇｓであり、セグメントの完全なＵＲＬは、基本ＵＲＬとこのテンプレートにより
定義されるＵＲＬ部分との連結物である。ＴＭ＝３０かつＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲ
Ｌ＝２０なので、第１の表示の任意セグメントの最大提示時間スパンは、３０／２０＝１
．５秒であることに留意されたい。ＴＭ×Ｔｉｎｄは、Ｔｉｎｄの所与の値を伴うセグメ
ントの提示開始時間のスパンが、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの時間軸においてＴＭ
×Ｔｉｎｄティックであることを示し、すなわち、第１の表示に対して、Ｔｉｎｄの各値
は、セグメント提示開始時間の１．５秒をカバーする。ＴＭ×（Ｔｉｎｄ－１）とＴｉｎ
ｄとの間で最早の提示開始時間を伴うセグメントはＳｉｎｄ＝１を有し、ＴＭ×（Ｔｉｎ
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ｄ－１）とＴｉｎｄとの間で２番目に早い提示開始時間を伴うセグメントは、そのような
セグメントがあれば、Ｓｉｎｄ＝２を有し、以下同様である。従って、Ｔｉｎｄ＝１であ
る第１のセグメントファイルの完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ
．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－１．１．３ｇｓであり、Ｔｉｎｄ＝１である第２のセグメントフ
ァイルの完全なＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５
－１．２．３ｇｓであり、Ｔｉｎｄ＝２である第１のセグメントファイルは、ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－５－２．１．３ｇｓである。
【０２８３】
　図１６に示されるように、第２の表示のＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇは、毎秒３００００
ティックであり、これは、セグメント内のメディアフレームに対して表される提示時間が
、毎秒３００００ティックの単位であることを示す。従って、例えば、セグメント内のフ
レームの提示時間が１１０１１である場合、秒単位での提示時間は１１０１１／３０００
０、すなわち約０．３６７秒である。
【０２８４】
　図１６の右側に示される第２の表示のセグメントファイルは、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅ
ｇの単位で、セグメントの提示開始時間ＳＰＴを示し、セグメントのＵＲＬも示す。例え
ば、第８のセグメントはＳＰＴ＝１７５１７５を有し、これは、１７５１７５／３０００
０秒、すなわち約５．８４秒に対応する。このＳＰＴは、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲ
Ｌ＝毎秒２０ティックの単位で９０ティックと１２０ティックとの間、すなわち４．５秒
と６秒との間にあるので、このセグメントではＴｉｎｄ＝４である。さらに、これは、Ｔ
ｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝毎秒２０ティックの単位で９０ティックと１２０ティッ
クとの間にある２番目に早いＳＰＴを伴うセグメントなので、このセグメントではＳｉｎ
ｄ＝２である。セグメント８のセグメントＵＲＬは、図１６に示されるように、ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－２－４．２．３ｇｓである。
【０２８５】
　表示のセグメント化を実行するサーバによる、上記のセグメントＵＲＬテンプレート構
築規則に従ったセグメントＵＲＬの生成は単純である。セグメントＵＲＬのＴｉｎｄは、
セグメントの提示開始時間のみに依存し、ＵＲＬのＳｉｎｄは、同じＴｉｎｄを有する以
前に生成されたセグメントの数のみに依存する。従って、セグメントＵＲＬは、そのよう
なサーバによってリアルタイムに生成されてよく、セグメントで搬送されるメディアが利
用可能になる前に、かつ、セグメントで搬送されるメディアの提示時間が利用可能になる
前に、利用可能にされてよい。
【０２８６】
　上で説明されたような、時間ベースとインデックスベースの混合されたセグメントＵＲ
Ｌテンプレートの生成の利点は、セグメントが可変の提示時間スパンを有し得る一方で、
同時に、ＡＨＳクライアントがセグメントＵＲＬを構築でき、正確なセグメント提示時間
スパンについての事前の情報を伴うことなく、かつ、セグメントＵＲＬリストまたはＭＰ
Ｄに対する複雑な更新を伴うことなく、セグメントをダウンロードできることである。す
なわち、ＡＨＳクライアントは、簡単なセグメントＵＲＬテンプレート構築規則を使用し
て、関心のあるセグメントのＵＲＬを構築できる。可変の提示時間スパンを伴うセグメン
トの利点は、以前に説明されており、例えば、このことは、セグメントが主開始点で開始
することを可能にし、最良の圧縮と再生の品質とを提供する自然な提示時間の境界にビデ
オ圧縮が主開始点を柔軟に配置することを可能にし、これら境界は、コンテンツ自体内の
、シーンの変化または動作のシーケンスによって決定され得る。
【０２８７】
　ＡＨＳクライアントは、時間ベースとインデックスベースの混合されたセグメントＵＲ
Ｌテンプレートの生成に基づいて、ライブシステムに対して次のように動作できる。ＡＨ
Ｓクライアントは、ＭＰＤのＵＲＬを使用してＭＰＤをダウンロードし、ＭＰＤ内の情報
を使用して、上で説明されたようなセグメントＵＲＬテンプレート構築規則とＭＰＤ内の
他の情報とを決定できる。例えば、ＡＨＳクライアントは、クライアントが要求し得る可
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能性のある表示のＴＭおよびＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの値を使用して、任意のこ
れら関連する表示の任意のセグメントの提示時間スパンの上限ＴＳｍａｘを決定できる。
例えば、２つの表示がある図１６では、いずれの表示の選択もクライアントに可能である
と仮定すると、クライアントは、２２／１０と３０／２０の大きい方、すなわち、２．２
秒と１．５秒の大きい方として、ＴＳｍａｘを計算できる。
【０２８８】
　ＡＨＳクライアントが、何らかの実時間Ｔにおいてライブストリームからの表示の要求
と再生とを開始することを決めると仮定し、Ｔは、表示のＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲ
Ｌティックの単位で表される。ＡＨＳクライアントが要求し再生することを望む表示のＴ
およびＴＭに基づいて、クライアントは、Ｍ＝ｆｌｏｏｒ（Ｔ／ＴＭ）を計算でき、ｆｌ
ｏｏｒは、その変数以下の最大の整数を出力する関数である。クライアントは、Ｔｉｎｄ
＝Ｍ－１およびＳｉｎｄ＝１に対応するＵＲＬを伴う、セグメントＩと呼ぶセグメントを
要求できる。時間Ｔにおいて、セグメントＩは利用可能であることが保証され、それは、
Ｔｉｎｄ＝Ｍ－１である任意のセグメントの提示開始時間がＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵ
ＲＬの単位で少なくともＴＭティックだけＴよりも前にあり、かつ、セグメントＩの提示
時間スパンがＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位で長くともＴＭティックであり、セ
グメントＩの終わりがＴよりも前であり従ってセグメントＩが利用可能であるからである
。さらに、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－１である少なくとも１つのセグメントがあるので、Ｔｉｎｄ＝
Ｍ－１およびＳｉｎｄ＝１であるセグメントＩがある。ＡＨＳクライアントは、現在の実
時間ＴとセグメントＩの提示開始時間との差が、例えばＴＳｍａｘの何らかの倍数であれ
ば、例えば、差が少なくともＴＳｍａｘまたは少なくとも２×ＴＳｍａｘであれば、セグ
メントＩの再生を開始できる。
【０２８９】
　多くの可能性のあるＡＨＳクライアント戦略が可能である。例えば、クライアントは、
さらに過去のメディアのダウンロードを開始し、再生のためにメディアのバッファを構築
でき、これには、ダウンロード遅延に対する回復力を向上させ、最初のダウンロードレー
トが最初の再生レートよりも高い場合に始動時間を低減するかもしれない潜在的利益を伴
う。
【０２９０】
　上では、かつ以下では、「実時間(real-time)」、「Ｔの値(the value of T)」、およ
び「利用可能である(available)」という用語は一般に、コンテンツが作成された時とコ
ンテンツの再生が可能になった時との間の遅延が可能な限り少ない状態で、クライアント
がライブコンテンツの再生を実時間で試みている時の状況(situation)を表すコンテキス
ト(context)で使用される。上で説明されたように、クライアントは、メディアバッファ
を構築するために、ライブコンテンツの提示時間においてさらに後にあるコンテンツを再
生することを選ぶことができ、オンデマンドコンテンツでは、コンテンツの全てが、始め
からクライアントに利用可能であり得るので、これらコンテキスト(context)では、「実
時間」は、クライアントが現在ダウンロードを望んでいるメディアの所望の提示時間とし
てより一般的に見られ、「Ｔの値」は、クライアントが現在ダウンロードを試みているコ
ンテンツの概略的な提示時間であり、クライアントがダウンロードを試みているコンテン
ツの全てが利用可能である。
【０２９１】
　ＡＨＳクライアントがセグメントＩをダウンロードすると、または、セグメントＩの提
示終了時間へのアクセス権を有すると、ＡＨＳクライアントは、次のセグメントＩ＋１の
提示開始時間も知る。セグメントＩ＋１の提示開始時間は、セグメントＩ＋１がＴｉｎｄ
＝Ｍ－１とＳｉｎｄ＝２とを有するかどうか、すなわち、セグメントＩ＋１の提示開始時
間がＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位でＴＭ×（Ｍ－１）未満であるかどうかを判
定し、または、セグメントＩ＋１がＴｉｎｄ＝ＭとＳｉｎｄ＝１とを有するかどうか、す
なわち、セグメントＩ＋１の提示開始時間がＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位でＴ
Ｍ×（Ｍ－１）以上であるかどうかを判定するために、使用され得る。このように続けて
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、ＡＨＳクライアントは常に、表示内において現在のセグメントの後のセグメントのＴｉ
ｎｄとＳｉｎｄとを決定でき、従って次のセグメントのＵＲＬを決定できる。
【０２９２】
　何らかの理由で、ＡＨＳクライアントが、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－１である、表示の特定のセグ
メントにアクセスできない場合、または特定のセグメントについての情報にアクセスでき
ない場合、ＡＨＳクライアントは、前の段落で説明された手順を使用して、欠落セグメン
トの後の後続のセグメントのＵＲＬを決定することが可能ではないことがある。しかしな
がら、ＡＨＳクライアントは、Ｔｉｎｄ＝ＭかつＳｉｎｄ＝１であるセグメントのＵＲＬ
を決定でき、それは、各Ｔｉｎｄに対して少なくとも１つのセグメントがあり、Ｔｉｎｄ
＝ＭかつＳｉｎｄ＝１であるセグメントが何らかの点で利用可能であるはずであるからで
ある。従って、ＡＨＳクライアントが、例えばサーバまたはネットワーク配信のエラーに
より、表示からのあるセグメントを欠いている場合、ＡＨＳクライアントは、次に大きい
Ｔｉｎｄ値を伴う最初のセグメントへとスキップすることがあり、これによって、メディ
アコンテンツの長くとも２×ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬのスパンの提示時間
の再生を欠くことがある。
【０２９３】
　ＡＨＳクライアントは、次のような戦略を使用して、第１の表示から第２の表示に切り
替えることができる。ＴＭおよびＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬを、切り替え先の第２
の表示に対するものとし、Ｔを、切り替えの決定が行われた実時間をＴｉｍｅｓｃａｌｅ
ＳｅｇＵＲＬのティック単位で表したものとする。ＴがＴＭによって等しく分割可能であ
る次の値に達すると、すなわち、Ｍ＝Ｔ／ＴＭが整数になるとすぐに、ＡＨＳクライアン
トは、第２の表示からのセグメントＩと呼ぶセグメントに対して、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－１およ
びＳｉｎｄ＝１に対応するＵＲＬを生成し、セグメントＩの提示開始時間において第２の
表示に切り替えることができる。一方、ＡＨＳクライアントは、第２の表示のセグメント
Ｉの少なくとも提示開始時間まで再生できるようになるまで、第１の表示からのセグメン
トのダウンロードを続けて、次いで、第２の表示のセグメントＩの再生に切り替えること
ができる。この段落で説明された方法を使用して、実時間と再生された提示時間との差が
少なくとも２×ＴＳｍａｘである場合、セグメントのダウンロードが要求される時と、セ
グメントの再生を開始するのに少なくとも十分なセグメントがＡＨＳクライアントに到達
した時との間の時間を考慮せずに、第１の表示から第２の表示への切り替えを、詰まりま
たは休止を何ら伴わずに実行できる。
【０２９４】
　ＡＨＳクライアント方法の例として、図１６を考える。ＭＰＤから、クライアントは、
これら２つの表示に対して、ＴＳｍａｘ＝ｍａｘ｛２２／１０，３０／２０｝＝２．２秒
であると決定できる。クライアントが、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝毎秒１０ティ
ックの単位で実時間Ｔ＝５２において、すなわち、実時間５．２秒において、第１の表示
に参加することを決めると仮定する。第１のクライアント戦略は、クライアントがＭ＝ｆ
ｌｏｏｒ（Ｔ／ＴＭ）を計算することであり、ここでＴＭ＝２２なのでＭ＝２である。こ
れに基づいて、クライアントは、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－１＝１およびＳｉｎｄ＝１に対応するセ
グメント、すなわちセグメント１のＵＲＬを生成し、次いで、セグメント１を要求しダウ
ンロードできる。セグメント１はこの時点で利用可能であり、それは、セグメント１の提
示終了時間は大きくともセグメント２の提示開始時間であり、セグメント２の提示開始時
間は１００１０／３００００すなわち約０．３３３秒であるからである。クライアントは
、セグメント１の少なくとも一部を受信すると、メディアコンテンツの再生を開始でき、
従って、実時間と提示時間との間のラグは、この例では約５．２－０．３３＝４．８７秒
であり、一般にこの第１のクライアント戦略を使用すると大きくとも３×ＴＳｍａｘであ
る。
【０２９５】
　第１のクライアント戦略を使用して上の例を続けると、セグメント１についての情報、
具体的にはその提示終了時間が利用可能になると、次のセグメントの提示開始時間、すな
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わち１９０１９／３００００を計算でき、これから、この次のセグメント２のＴｉｎｄ＝
１かつＳｉｎｄ＝２を決定でき、そのＵＲＬは、ＵＲＬテンプレート構築規則に従って構
築され、セグメント２はそのＵＲＬに基づいて要求され得る。何らかの理由で、Ｔｉｎｄ
＝１かつＳｉｎｄ＝２に対応するセグメント２が利用可能ではないと仮定する。次いで、
ＡＨＳクライアントは、セグメント３および４のＵＲＬを決定できることもできないこと
もあるが、ＡＨＳクライアントは、Ｔｉｎｄ＝２かつＳｉｎｄ＝１であるセグメント５の
ＵＲＬを決定し、表示１のセグメント５と後続のセグメントとを要求し再生できる。この
例では、ＡＨＳクライアントは、セグメント１を再生し、セグメント２、３、および４の
再生をスキップし、次いで、セグメント５および後続のセグメントの再生へと続くことが
できるので、全体で（７９０７９－１００１０）／３００００、すなわち約２．３秒のメ
ディアコンテンツの再生をスキップし、これは一般に、この第３のクライアント戦略を使
用すると大きくとも２×Ｔｍａｘである。
【０２９６】
　上記のように、クライアントが、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝毎秒１０ティック
の単位で実時間Ｔ＝５２において、すなわち、実時間５．２秒において、第１の表示に参
加することを決めると仮定する。第２の代替的なクライアント戦略は、クライアントが、
実時間がＴＭティックの倍数となるまで、すなわち、実時間Ｔが３×ＴＭ／Ｔｉｍｅｓｃ
ａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝６．６秒に達するまで待機し、次いで上記のように進んで、Ｍ＝Ｔ
／ＴＭ＝３を計算し、次いでＴｉｎｄ＝Ｍ－１＝２かつＳｉｎｄ＝１、すなわちセグメン
ト５に対応するＵＲＬを形成し、次いで７９０７９／３００００すなわち約２．６３６秒
の提示開始時間を伴ってセグメント５から要求し再生を開始するというものである。この
場合、再生は、クライアントが表示１からの再生を決めた時から、少なくとも６．６－５
．２秒＝１．４秒だけ遅れ、すなわち一般には、この第２のクライアント戦略を使用する
と最大でＴＳｍａｘ秒遅れるが、実時間と提示開始時間とのラグは、６．６－２．６３６
＝３．９６４秒改善され、このラグは一般には、この第２のクライアント戦略を使用する
と最大で２×ＴＳｍａｘである。この場合、クライアントは、ラグが２×ＴＳｍａｘと等
しくなるように、再生を遅らせると決めることができ、すなわち、提示時間２．６３６秒
で開始するコンテンツは、実時間２．６３６＋２×２．２＝７．０３６秒で開始するので
、同じ表示のセグメントに対する後続の表示の切り替えまたは要求による、詰まりまたは
休止はない。
【０２９７】
　上記の例を続けると、ＡＨＳクライアントは、実時間Ｔ＝１０秒で第１の表示から第２
の表示に切り替えると決める。ＴＭ＝３０かつＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝２０が
、第２の表示に対して規定されるものとする。ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位の
ＴＭによって等しく分割できる次の値にＴが達するとすぐに、すなわち、Ｍ＝Ｔ×Ｔｉｍ
ｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ／ＴＭが整数になると、これはＭ＝７ではＴ＝１０．５秒にお
いて起きるが、ＡＨＳクライアントは、第２の表示のセグメント１０のＴｉｎｄ＝６かつ
Ｓｉｎｄ＝１に対応するＵＲＬを生成してこのセグメントを要求でき、このセグメントの
提示開始時間は、２３０２３０／３００００すなわち約７．６７４秒である。再生されて
いるものの実時間と提示時間とのラグが、この例について前の段落で説明されたように４
．４秒である場合、このセグメントの再生は、実時間の約１２．０７４３秒で開始する。
一方、ＡＨＳクライアントは、第２の表示のセグメント１０の少なくとも提示開始時間ま
で再生できるようになるまで、第１の表示からのセグメントのダウンロードを続け、次い
で、第２の表示のセグメント１０の再生の開始に切り替えることができる。
【０２９８】
　上記の方法の多数の変形形態が存在する。例えば、表示のＴＭおよびＴｉｍｅｓｃａｌ
ｅＳｅｇＵＲＬの値は、ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬがその表示のセグメント
の最大提示時間スパン未満となるようなものであり得る。この代替形態では、Ｔｉｍｅｓ
ｃａｌｅＳｅｇＵＲＬのティック単位でＴＭ×（Ｍ－１）とＴＭ×Ｍとの間に提示開始時
間を有する、表示のセグメントが存在しないような、何らかの正の整数値Ｍがあり得る。
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そのような場合、クライアントがＴｉｎｄ＝ＭかつＳｉｎｄ＝１に対応するセグメントの
ＵＲＬを形成する場合、そのＵＲＬに対応する表示のセグメントは存在しないことがある
。この場合、クライアントが、ＨＴＴＰを使用して、形成されたＵＲＬに基づいてセグメ
ントを要求すると決める場合、クライアントは、「ＨＴＴＰ　４０４　ｆｉｌｅ　ｎｏｔ
　ｆｏｕｎｄ」エラー応答を受信することがあり、クライアントはこの応答を使用して、
形成されたＵＲＬに対応するセグメントがないと解釈できる。
【０２９９】
　変形形態の別の例として、同じＴｉｎｄインデックスを有するセグメントに対して、セ
グメントのＳｉｎｄインデックスは、セグメントの提示開始時間が大きくなる順序ではな
く、セグメントの提示開始時間が小さくなる順序で、増えていってよい。例えば、セグメ
ント１の提示開始時間が１．１秒であり、セグメント２の提示開始時間が１．３秒であり
、セグメント３の提示開始時間が２．４秒であり、これら全ての３個のセグメントが同じ
Ｔｉｎｄ値を有する場合、セグメント３のＳｉｎｄ値は１であってよく、セグメント２の
Ｓｉｎｄ値は２であってよく、セグメント１のＳｉｎｄ値は３であってよい。
【０３００】
　変形形態の他の例として、セグメントに関連付けられるＴｉｎｄ値は、提示開始時間で
はなくセグメントの提示終了時間に基づいてよく、または、セグメントに関連付けられる
Ｔｉｎｄ値は、セグメントの平均提示時間に基づいてよく、または、セグメントの中心バ
イト位置にあるフレームの提示時間に基づいてよい。
【０３０１】
　変形形態の別の例として、セグメントＵＲＬテンプレート構築規則は、セグメントマッ
プＵＲＬテンプレート構築規則に、または、セグメントマップとメディアデータの組合せ
を含むセグメントに適用されるように、修正され得る。
【０３０２】
　時間ベースとインデックスベースの複数ＵＲＬバージョンのセグメントＵＲＬテンプレ
ートの生成
　時間ベースの要素とインデックスベースの要素の両方を含むセグメントＵＲＬテンプレ
ート構築規則はさらに、次のように強化され得る。ＵＲＬテンプレート構築規則は、１つ
のセグメントに対して２つ以上のＵＲＬを規定するために使用されてよく、すなわち、同
じセグメントは複数のＵＲＬに対応してよく、複数のＵＲＬのいずれもが、セグメントを
識別するために、例えば、セグメントを要求しダウンロードするために使用され得る。
【０３０３】
　前のように、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬを、表示の全てのセグメントのセグメン
トＵＲＬに含まれる時間ベースの情報に対する、１秒当たりのティックの数を表すために
使用される時間軸とし、ＴｉｎｄおよびＳｉｎｄを正の整数のインデックスとし、ＴＭを
正の整数の定数とする。すると、セグメントＵＲＬテンプレート構築規則は、次の形式と
なり得る。
【０３０４】
１．Ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ．Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿ＩＤ．＄Ｔｉｎｄ＄．＄Ｓ
ｉｎｄ＄
　この代替形態では、場合によって、各セグメントに対して、ＴｉｎｄおよびＳｉｎｄの
複数の値が決定されてよく、そのセグメントに対する各（Ｔｉｎｄ，Ｓｉｎｄ）ペアは、
そのセグメントのＵＲＬを定義する。セグメントに対応するＵＲＬを構築するための規則
は、以後セグメントＵＲＬ交差規則構築と呼ばれ、次の通りである。ＳＰＴおよびＥＰＴ
を、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬのティック時間軸でのセグメントの提示開始時間お
よび提示終了時間とし、セグメントの提示終了時間は、後続のセグメントの提示開始時間
である。そして、次の３つの条件のうちのいずれか１つまたは複数が満たされる場合、セ
グメントに割り当てられたＴｉｎｄ＝Ｍに対応するＵＲＬがある。
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【数５】

【０３０５】
　言い換えると、［ＳＰＴ，ＥＰＴ］によって定義された提示時間スパンが、Ｔｉｎｄ＝
Ｍを伴うＵＲＬテンプレート構築規則によって定義される時間スパン［ＴＭ×（Ｍ－１）
，ＴＭ×Ｍ］との非空の交差部分を有する場合、セグメントに割り当てられたＴｉｎｄ＝
Ｍに対応するＵＲＬがある。セグメントは、３つの条件のうちの２つ以上を満たすことが
あり、例えば、ＳＰＴ≦ＴＭ×（Ｍ－１）かつＥＰＴ≧ＴＭ×Ｍである場合、条件１と３
の両方が満たされることに留意されたい。セグメントに割り当てられた各Ｔｉｎｄ＝Ｍに
対して、セグメントに割り当てられたＳｉｎｄ値は、同じＴｉｎｄ＝Ｍを割り当てられて
いる表示内におけるセグメントの順序に従ったものであり得る。従って、ＥＰＴi＝ＳＰ
Ｔi+1となるように、提示開始時間および提示終了時間（ＳＰＴ1，ＥＰＴ1）、（ＳＰＴ2

，ＥＰＴ2）、…、（ＳＰＴN，ＥＰＴN）に従って並べられたＵＲＬ時間スパン［ＴＭ×
（Ｍ－１），ＴＭ×Ｍ］との提示時間の交差を伴うＮ個のセグメント１、２、…、Ｎがあ
る場合、Ｔｉｎｄ＝Ｍに対するこれらＮ個のセグメントのＳｉｎｄ値は、それぞれ、１、
２、…、Ｎである。
【０３０６】
　セグメントＵＲＬ交差規則構築を使用すると、セグメントに割り当てられるＵＲＬの数
は、セグメントの提示時間スパンが交差する、形式［ＴＭ×（Ｍ－１），ＴＭ×Ｍ］のＵ
ＲＬ時間スパンの数である。この構築は、各々のＭに対して、ＴＭ×Ｍが大きくとも、テ
ィック時間軸ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬでの表示の提示終了時間となるような性質
を有し、Ｔｉｎｄ＝Ｍに割り当てられた少なくとも１つのセグメントがあり、従って、Ｔ
ｉｎｄ＝Ｍおよびそのような各Ｍに対するＳｉｎｄ＝１に対応するＵＲＬを伴うセグメン
トが常にある。
【０３０７】
　セグメントＵＲＬ交差規則構築を使用すると、各セグメントは、少なくとも１つのＵＲ
Ｌ時間スパンに割り当てられる。具体的には、ＵＲＬ時間スパン［ＴＭ×（Ｍ－１），Ｔ
Ｍ×Ｍ］が、セグメントが交差する最初のＵＲＬ時間スパンであり、セグメントが全体で
Ｎ個のＵＲＬ時間スパンと交差する場合、Ｎ個のＵＲＬがセグメントに割り当てられ、第
１のＵＲＬは、何らかのＩ≧１に対するＴｉｎｄ＝ＭおよびＳｉｎｄ＝１に対応し、第２
から第ＮのＵＲＬは、それぞれ、（Ｔｉｎｄ＝Ｍ＋１，Ｓｉｎｄ＝１）、（Ｔｉｎｄ＝Ｍ
＋２，Ｓｉｎｄ＝１）、…、（Ｔｉｎｄ＝Ｍ＋Ｎ－１，Ｓｉｎｄ＝１）に対応する。従っ
て、セグメントに対応するＵＲＬの全てが、Ｍを最小のＴｉｎｄ値としてＵＲＬの（Ｔｉ
ｎｄ＝Ｍ，Ｓｉｎｄ＝Ｉ）の値から、かつ、セグメントに割り当てられるＵＲＬの数Ｎか
ら、決定され得る。
【０３０８】
　図１７は、セグメントＵＲＬ交差規則構築の例を示す。ＵＲＬ時間スパンおよび各ＵＲ
Ｌ時間スパンに割り当てられた値Ｔｉｎｄ＝Ｍは、図１７の底部に沿って示され、各ＵＲ
Ｌ時間スパンに対して示されるＴｉｎｄ値は、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの時間軸
単位でのスパンの終わりの提示時間Ｍ×ＴＭである。セグメントの開始点および終了点は
、ＵＲＬ時間スパンのすぐ上に示され、垂直な線はあるセグメントの終わりと次のセグメ
ントの始まりを示し、すなわち、垂直な線は連続するセグメントの間の境界を示す。各セ
グメントの開始点と終了点の間に、そのセグメントに割り当てられたＵＲＬに対応する（
Ｔｉｎｄ，Ｓｉｎｄ）値のセットがリストされている。例えば、値（１，２）、（２，１
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）、（３，１）が、第２のセグメントに対してリストされており、これは、第２のセグメ
ントに対応するＵＲＬが次の形式であることを示す。
【数６】

【０３０９】
　セグメントＵＲＬ交差規則構築のＡＨＳクライアントによる使用の例として、ＡＨＳク
ライアントが、何らかの実時間Ｔにおいてライブストリームからの表示の要求と再生とを
開始することを決めると仮定し、Ｔは、表示のＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬティック
の単位で表される。ＴＳｍａｘは、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの時間軸単位でのＴ
Ｍの正の整数ＭＭ倍であり、すなわち、ＴＳｍａｘ＝ＴＭ×ＭＭであると仮定する。ＡＨ
Ｓクライアントが要求し再生することを望む表示のＴおよびＴＭに基づいて、クライアン
トは、Ｍ＝ｆｌｏｏｒ（Ｔ／ＴＭ）を計算でき、ｆｌｏｏｒは、その変数以下の最大の整
数を出力する関数である。クライアントは、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋１に対応するＵＲＬ時
間スパンの開始側の境界と交差する、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋１かつＳｉｎｄ＝１に対応す
るＵＲＬを伴う、セグメントＩと呼ぶセグメントを要求できる。時間Ｔにおいて、セグメ
ントＩは利用可能であることが保証され、それは、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋１に対応するＵ
ＲＬ時間スパンの境界の始まりがＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位で少なくともＴ
Ｍ×ＭＭティックだけＴよりも前にあり、かつ、セグメントＩの提示時間スパンがＴｉｍ
ｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位で長くともＴＭ×ＭＭティックであり、セグメントＩの
終わりがＴよりも前であり、従ってセグメントＩが利用可能であるからである。セグメン
トＩの提示開始時間は、最大でもＴよりも２×ＴＳｍａｘティック前にあることも、立証
できる。ＡＨＳクライアントは、現在の実時間Ｔと、セグメントＩの提示開始時間との差
が、例えば少なくとも２×ＴＳｍａｘになると、セグメントＩの再生を開始できる。
【０３１０】
　ＡＨＳクライアントがセグメントＩをダウンロードすると、または、セグメントＩの提
示終了時間へのアクセス権を有すると、ＡＨＳクライアントは、セグメントＩのすぐ後の
次のセグメントＩ＋１の提示開始時間を決定でき、ＡＨＳクライアントは、セグメントＩ
＋１がＴｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋１かつＳｉｎｄ＝２を有するかどうか、または、セグメント
Ｉ＋１がＴｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋２かつＳｉｎｄ＝１を有するかどうか、すなわち、次のセ
グメントの提示開始時間がＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬの単位でＴＭ×（Ｍ－ＭＭ＋
１）未満か、それに等しいか、それより大きいかを判定できる。このように続けて、ＡＨ
Ｓクライアントは常に、表示内で現在のセグメントの後のセグメントのＴｉｎｄとＳｉｎ
ｄとを決定でき、従って次のセグメントのＵＲＬを決定できる。
【０３１１】
　何らかの理由で、ＡＨＳクライアントが、Ｔｉｎｄ＝Ｍであるセグメントに対する有効
に形成されたＵＲＬ要求に対して「ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ」応答を受信し、ここでＵＲＬ要
求がセグメントＵＲＬ交差規則構築に基づいて形成されている場合、ＡＨＳクライアント
は、その欠落セグメントの後の後続のセグメントのＵＲＬを決定できないことがある。し
かしながら、ＡＨＳクライアントは、利用可能なセグメントが見つかるまで、Ｎ＝Ｍ＋１
、Ｍ＋２などに対し、Ｔｉｎｄ＝ＮかつＳｉｎｄ＝１に対応するＵＲＬを伴うセグメント
に対する要求を発することができる。当然、ＡＨＳクライアントは、例えばセグメントが
生成されライブで利用可能にされている場合、対応するセグメントが要求の時点で利用可
能となるように、これら要求の時間を決めるべきである。従って、ＡＨＳクライアントが
、例えばサーバまたはネットワーク配信のエラーにより、表示からのあるセグメントを欠
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いている場合、ＡＨＳクライアントは、利用可能な次に大きいＴｉｎｄ＝Ｎの値を伴う最
初のセグメントへとスキップでき、これによって、欠落セグメントが原因の、可能な提示
時間の再生の欠けの量が、ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ秒という追加の因子の
うちで最小限となる。
【０３１２】
　ＡＨＳクライアントは、次のような戦略を使用して、第１の表示から第２の表示に切り
替えることができる。ＴＭおよびＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬを、切り替え先となる
第２の表示に対するものとし、何らかの正の整数ＭＭに対してＴＳｍａｘ＝ＴＭ×ＭＭと
し、Ｔを、切り替えの決定が行われた実時間をＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬのティッ
ク単位で表したものとする。ＴがＴＭによって等しく分割可能である次の値に達すると、
すなわち、Ｍ＝Ｔ／ＴＭが整数になるとすぐに、ＡＨＳクライアントは、第２の表示から
のセグメントＩと呼ぶセグメントに対して、Ｔｉｎｄ＝Ｍ－ＭＭ＋１およびＳｉｎｄ＝１
に対応するＵＲＬを生成し、セグメントＩの提示開始時間において第２の表示に切り替え
ることができる。一方、ＡＨＳクライアントは、第２の表示のセグメントＩの少なくとも
提示開始時間まで再生できるようになるまで、第１の表示からのセグメントのダウンロー
ドを続けて、次いで、第２の表示のセグメントＩの再生に切り替えることができる。この
段落で説明された方法を使用して、実時間と再生された提示時間との差が少なくとも２×
ＴＳｍａｘである場合、セグメントのダウンロードが要求される時と、セグメントの再生
を開始するのに少なくとも十分なセグメントがＡＨＳクライアントに到達した時との間の
時間を考慮せずに、第１の表示から第２の表示への切り替えを、詰まりまたは休止を何ら
伴わずに実行できる。
【０３１３】
　例として、セグメントＵＲＬ交差規則構築は、当業者が認識するように、拡張ＡＬＳク
ライアントに対する多くの利点を伴って、既存のＡＬＳシステムに次のように適用され得
る。ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ値は１に設定されてよく、すなわち、常に毎秒１つ
のティックがある。ＴＭの値は、コンテンツの表示におけるセグメントの通知された長さ
から決定されてよく、例えば、セグメントの長さがコンテンツの表示に対して１０秒とし
て通知された場合、ＴＭは、コンテンツのその表示に対しては１０に設定され、セグメン
トの長さがコンテンツの表示に対して６秒として通知された場合、ＴＭは、コンテンツの
その表示に対しては６に設定される。セグメントＵＲＬ交差規則構築を組み込む、拡張Ａ
ＬＳクライアントおよび拡張セグメントＵＲＬ生成器は、コンテンツの各表示に対して、
同じＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ値とＴＭ値とを使用すべきである。前に説明された
ように、拡張セグメントＵＲＬ生成器は、セグメントＵＲＬ交差規則構築を使用して、Ａ
ＬＳコンテンツのセグメントのＵＲＬを生成し関連付けるべきであり、一方拡張ＡＬＳク
ライアントは、セグメントＵＲＬ交差規則構築を使用して、要求すべきセグメントのＵＲ
Ｌを決定すべきである。これら方法が既存のＡＬＳシステムに適用される場合、拡張セグ
メントＵＲＬ生成器はまた、既存のＡＬＳクライアントが修正されずに動作し続けること
ができるように、既存のセグメントＵＲＬによりコンテンツのセグメントＵＲＬのリスト
において生成され明示的に提供されるようなＵＲＬを、追加で生成し関連付けることがで
きる。あるいは、拡張セグメントＵＲＬ生成器は、セグメントＵＲＬ交差規則構築を使用
して、ＡＬＳコンテンツのセグメントのＵＲＬを生成し関連付け、現在のＡＬＳセグメン
トＵＲＬリストフォーマット内のリストにおいて、各セグメントの最初のＵＲＬを追加で
提供できるので、既存のＡＬＳクライアントは、これら明示的なセグメントＵＲＬリスト
を使用して、修正されずに動作できる。
【０３１４】
　セグメントの少なくとも一部に割り当てられた２つ以上のＵＲＬが存在する可能性のあ
る、セグメントＵＲＬテンプレート構築規則の多くの変形形態がある。例えば、セグメン
トの提示時間が増加する順序で同じＴｉｎｄ値を有するセグメントのＳｉｎｄ値を割り当
てるのではなく、Ｓｉｎｄ値は、セグメントの提示時間の減少する順序で割り当てられて
よい。
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【０３１５】
　セグメントＵＲＬ交差規則構造の変形形態として、規則は、ＥＰＴi＝ＳＰＴi+1となる
ように、提示開始時間および提示終了時間（ＳＰＴ1，ＥＰＴ1）、（ＳＰＴ2，ＥＰＴ2）
、…、（ＳＰＴN，ＥＰＴN）に従って並べられたＵＲＬ時間スパン［ＴＭ×Ｍ，ＴＭ×（
Ｍ＋１）］との提示時間の交差を伴うＮ個のセグメント１、２、…、Ｎがある場合、Ｔｉ
ｎｄ＝Ｍに対するこれらＮ個のセグメントのＳｉｎｄ値は、それぞれ、０、１、…、Ｎ－
１であるというものであり得る。
【０３１６】
　セグメントＵＲＬ交差規則構築の別の変形形態は、あるセグメントに割り当てられる２
つ以上のＵＲＬがある場合、例えばＮ＞１個のＵＲＬがあるセグメントに割り当てられる
場合、セグメントの２つ以上のコピーが利用可能にされるというものであり得る。例えば
、別個のファイルとして利用可能にされるセグメントのＮ個の別個のコピーが存在するこ
とがあり、各コピーは、そのコピーを参照しダウンロードするために使用されるそのコピ
ーに割り当てられたちょうど１つのＵＲＬを有するということを除いて、他の各コピーと
同一である。別の例として、セグメントの各コピーは同一ではなくてよく、すなわち、各
コピーは、他の各コピーとちょうど同じ時間スパンを有し同じ表示に対するものであり得
るが、異なるコピーは、異なる方法で符号化されたビデオであり得る。例えば、表示にお
ける切り替え先のセグメントとして使用され得るＳｉｎｄ＝１を有するコピーは、それら
がＲＡＰで開始するように符号化されてよく、一方、同じ表示の前のセグメントから継続
するように使用されるＳｉｎｄ＞１を有するコピーは、ＲＡＰではなく、代わりに同じ表
示の前のセグメントからの参照フレームであるフレームを使用して、より効率的に符号化
されてよい。
【０３１７】
　別の変形形態として、２つ以上のＵＲＬ構築規則が同じ表示に対して規定されてよく、
例えば、Ｓｉｎｄのインデクシングがセグメント提示時間の増加する順序であるＵＲＬ時
間スパンと交差するセグメント時間スパンに基づく規則、Ｓｉｎｄのインデクシングがセ
グメント提示時間の減少する順序であるＵＲＬ時間スパンと交差するセグメント時間スパ
ンに基づく規則、Ｓｉｎｄのインデクシングがセグメント提示開始時間の増加するまたは
減少する順序であるＵＲＬ時間スパンに含まれるセグメント提示開始時間に基づく規則、
Ｓｉｎｄのインデクシングがセグメント提示終了時間の増加するまたは減少する順序であ
るＵＲＬ時間スパンに含まれるセグメント提示終了時間に基づく規則、同じ表示に対して
異なる値のＴＭまたはＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬを伴う規則、セグメント、セグメ
ントマップ、または、セグメントもしくはセグメントマップの組合せに対する異なる規則
であり得る。
【０３１８】
　例えば、一般的なセグメントＵＲＬテンプレート構築規則は、次の形式であってよく、
「Ｃｏｎｔｅｎｔ＿ＩＤ」はコンテンツを識別し、「Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ＿Ｉ
Ｄ」は表示を識別し、「Ｔｙｐｅ」は、「ＳＰＴ」、「ＥＰＴ」、または「ＩＮＴ」のい
ずれかであり、「Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ」は「Ｉ」または「Ｄ」のいずれかである。
【数７】

【０３１９】
　上のデータ構造では、「Ｔｙｐｅ」は規則のタイプを示し、すなわち、タイプが「ＳＰ
Ｔ」である場合、規則はセグメント提示開始時間に基づき、タイプが「ＥＰＴ」である場
合、規則はセグメント提示終了時間に基づき、タイプが「ＩＮＴ」である場合、規則はセ
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グメント交差に基づく。「Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ」はＳｉｎｄのインデクシングの方向を示
し、「Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ」が「Ｉ」である場合、Ｓｉｎｄのインデクシングはセグメン
ト提示時間が増加する順序であり、「Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ」が「Ｄ」である場合、Ｓｉｎ
ｄのインデクシングはセグメント提示時間が減少する順序である。
【０３２０】
　一例として、ＵＲＬテンプレート構築規則
【数８】

【０３２１】
は、コンテンツおよび表示が「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ
－５－１．１．３ｇｓ」によって識別される規則を示し、「ＩＮＴ」は、規則が前に定義
されたようなセグメント交差規則であることを示し、「Ｉ」は、Ｓｉｎｄのインデクシン
グがセグメント提示時間に関して増加することを示す。ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ
＝１かつＴＭ＝２０なので、この規則によって定義される各ＵＲＬ時間スパンは、長さが
２０秒である。
【０３２２】
　簡単なセグメントＵＲＬテンプレートの生成
　セグメントＵＲＬは、テンプレートに従って生成されてよく、この場合、テンプレート
および／または構築規則は、セグメント要求を行うクライアントに対してコンパクトに搬
送される。これらテンプレート／規則は、簡単であってもよく複雑であってもよい。セグ
メントＵＲＬの生成およびＵＲＬテンプレートの生成のための簡単な処理が、例としてこ
こで説明される。
【０３２３】
　前のセクションで説明された表記を維持し、ＴＭは、ティックの単位で表される提示時
間のパラメータであり、ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬは、１秒当たりのティックの数
である。ＵＲＬテンプレートの生成のために（および場合によって他の目的のために）、
両方がティックの単位で表される提示時間のパラメータである、２つの追加のパラメータ
ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓがある。従って、ＵＲＬテンプレート構
築規則の例は、次のデータ構造を使用し得る。
【数９】

【０３２４】
　上のデータ構造では、Ｓｉｎｄは、クライアントに渡される可能性があり、または他の
方法でクライアントによって取得される可能性があり、Ｓｉｎｄは、次のように解釈され
るべきであるＵＲＬテンプレート構築規則に対する正の整数の変数である。Ｓｉｎｄ＝ｉ
であるセグメントに対して、ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／
ａｈｓ－８．ｉ．３ｇｐを有するセグメントでは、セグメントの提示開始時間ＳＰＴは、



(73) JP 6054398 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

値（ＴＭ×Ｉ－ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ）／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬによって規定
される時間（秒単位の）で開始し、値（ＴＭ×Ｉ＋ＤｅｌｔａＰｌｕｓ）／Ｔｉｍｅｓｃ
ａｌｅＳｅｇＵＲＬによって規定される時間（秒単位の）で終了する、提示時間間隔内に
ある。
【０３２５】
　例えば、上の例でＳｉｎｄ＝１７である場合、ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘａ
ｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ａｈｓ－８．１７．３ｇｐを有するセグメントの提示開始時間ＳＰＴ
は、５０×１７－４ティックと５０×１７＋６ティックとの間にあり、または等価的に、
提示時間８４．６秒と提示時間８５．６秒との間にある。従って、この例では、セグメン
トの開始時間は、１秒の提示時間間隔内に入り、一方、平均のセグメントの長さはおよそ
、ＴＭ／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬ＝５秒である。所望の提示開始時間から、クラ
イアントは、計算を簡単に実行して、要求すべきセグメントを厳密に導出でき、または、
そうではなくても効率的であるように十分近いセグメントを導出できる。
【０３２６】
　常にではないが通常、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓはＴＭより小さ
い。しかしながら、ＴＭよりも大きなＤｅｌｔａＭｉｎｕｓまたはＤｅｌｔａＰｌｕｓを
許容することで利益が得られる場合がある。
【０３２７】
　上の方法の１つの利益は、ビデオ符号化処理に柔軟性を与えるということであり、すな
わち、セグメントの提示開始時間に柔軟性を与えることは、いくつかの場合には各セグメ
ントの始まりにあるＳＡＰの提示時間に、柔軟性を与える。ＳＡＰは多くの場合ＩＤＲフ
レームなので、ビデオ符号化処理によって生成されるＩＤＲフレームの提示時間に柔軟性
があることで、ビデオ符号化処理は、一定の提示時間間隔において生成されたＩＤＲフレ
ームを伴うビデオ圧縮と比較して、同じストリームレートに対してより良好な圧縮を提供
することが可能になる。
【０３２８】
　さらなる利益は、方法が、ＴＭ＋ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ＋ＤｅｌｔａＰｌｕｓ以下であ
り得るエンドツーエンドのレイテンシと、ＩＤＲフレームの位置についてのビデオ圧縮の
柔軟性とのトレードオフに対する制御を提供することである。さらなる利益は、ＡＨＳク
ライアントが、（ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ＋ＤｅｌｔａＰｌｕｓ）／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳ
ｅｇＵＲＬ秒という設定可能な精度の範囲内で、前のまたは後のセグメントについての情
報を参照することなく、大まかな提示時間の推定に基づいて、ＡＨＳクライアントの要求
すべきセグメントのＵＲＬを生成することが可能になることである。
【０３２９】
　さらなる利益は、方法が、前のまたは後のセグメントまたはＵＲＬについての情報を参
照することなく、セグメントに関連するＵＲＬとをサーバが生成することを可能にするこ
とである。これは特に、冗長サーバによるライブストリーミング解決法をサポートする際
に有益であることがある。セグメントとＵＲＬとを生成する第１のサーバがクラッシュし
、新たな第２のサーバがオンラインとなり前のファイルサーバを置き換える場合、第２の
サーバは、クラッシュした第１のサーバの状態とは無関係に、後続のセグメントとＵＲＬ
とを生成できる。ビデオコンテンツおよびセグメントおよび第２のサーバにより生成され
るＵＲＬの断絶を短くでき、この断絶の長さは、第１のサーバがクラッシュしてから第２
のサーバが第１のサーバを置き換えるまでの時間間隔に、（ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ＋Ｄｅ
ｌｔａＰｌｕｓ）／ＴｉｍｅｓｃａｌｅＳｅｇＵＲＬに比例する時間間隔を足したものに
関連する。
【０３３０】
　上の方法の１つの変形形態では、所定の時間間隔内に入るというセグメントの提示開始
時間に対する制約は、セグメントの始まりにあるＳＡＰを伴うセグメントにのみ適用され
る。上の方法の別の変形形態では、セグメントの提示開始時間に対する制約は、何らかの
一定の正の整数ＳＡＰ＿ＦＲＥＱの倍数であるインデックスＳｉｎｄを有するセグメント



(74) JP 6054398 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

のみに対して適用され、ＳＡＰ＿ＦＲＥＱの倍数であるインデックスＳｉｎｄを有するセ
グメントのみが、シグナリングされたＳＡＰ内で開始することを要求される。
【０３３１】
　本開示を読んだ当業者が認識するように、上の方法には多くの他の変形形態が存在する
。例として、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓの値は、各適合セットに対
するＭＰＤにおいてシグナリングされてよく、または、適合セット内の表示ごとにシグナ
リングされてよく、または、全ての適合セットに対して全体的にシグナリングされてよい
。他の例として、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓとＤｅｌｔａＰｌｕｓの値の１つまたは両方は、
明示的にシグナリングされなくてよく、例えば事前に定義されたプロファイルに基づいて
、所定の値に設定されてよい。例えば、事前に定義されたプロファイルに対して、Ｄｅｌ
ｔａＭｉｎｕｓは０と定義されてよく、ＤｅｌｔａＰｌｕｓはＴＭ／２と定義されてよい
。別の例として、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓは、ＤｅｌｔａＭｉｎ
ｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓの値がＭＰＤにおいて明示的に与えられる場合にのみ覆さ
れる、所定のデフォルト値を有し得る。他の例として、単一のシグナリングされるパラメ
ータＤｅｌｔａしかなくてよく、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅｌｔａＰｌｕｓの値は
両方ともＤｅｌｔａに設定され、または、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓは０に設定されＤｅｌｔ
ａＰｌｕｓはＤｅｌｔａに設定される。別の例として、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓおよびＤｅ
ｌｔａＰｌｕｓは、他のパラメータから導出されてよく、例えば、ＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ
およびＤｅｌｔａＰｌｕｓの代わりにシグナリングされるＦｒａｃＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ
およびＦｒａｃＤｅｌｔａＰｌｕｓという２つのパラメータがあり、ＤｅｌｔａＭｉｎｕ
ｓはＦｒａｃＤｅｌｔａＭｉｎｕｓ×ＴＭに設定され、ＤｅｌｔａＰｌｕｓはＦｒａｃＤ
ｅｌｔａＰｌｕｓ×ＴＭに設定される。
【０３３２】
　ハードウェアシステムの概要
　様々なプラットフォームで動作できる様々な実施形態、特徴、方法などが、上で説明さ
れた。このセクションは、上の教示と共に使用され得るいくつかの具体的なハードウェア
プラットフォームを詳しく説明する。
【０３３３】
　図１８において、ブロックサービング設備（「ＢＳＩ」）１８０１を備えるブロックス
トリーミングシステム１８００が示され、ＢＳＩ１８０１は、コンテンツ１８０２を取り
込み、そのコンテンツを準備し、ＨＴＴＰストリーミングサーバ１８０４によるサービス
のためにそのコンテンツをパッケージングするための取込システム１８０３を備え、上記
のパッケージングは、取込システム１８０３とＨＴＴＰストリーミングサーバ１８０４の
両方にアクセス可能なコンテンツ記憶装置１８１０にコンテンツを格納することによって
行われる。示されるように、システム１８００は、ＨＴＴＰキャッシュ１８０６も含み得
る。動作において、ＨＴＴＰストリーミングクライアントのようなクライアント１８０８
は、要求１８１２をＨＴＴＰストリーミングサーバ１８０４に送信し、ＨＴＴＰストリー
ミングサーバ１８０４またはＨＴＴＰキャッシュ１８０６から応答１８１４を受信する。
各場合において、図１８に示される要素は、少なくとも一部、ソフトウェアで実装されて
よく、そのソフトウェア内に、プロセッサまたは他の電子機器上で実行されるプログラム
コードを備える。
【０３３４】
　コンテンツは、動画、オーディオ、２Ｄ平面ビデオ、３Ｄビデオ、他のタイプのビデオ
、画像、時間指定されたテキスト、時間指定されたメタデータなどを備え得る。いくつか
のコンテンツは、時間指定された方式で提示または消費されるべきデータ、例えば、再生
されている他のメディアと共に補助的な情報を提示するためのデータ（通信局識別、広告
、株式市況、Ｆｌａｓｈ（商標）シーケンスなど）を伴い得る。他のメディアを結合し、
かつ／または単なるオーディオおよびビデオを越える、他のハイブリッド提示も使用され
得る。
【０３３５】
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　図１９に示されるように、メディアブロックは、ブロックサービング設備１８０１（１
）内に格納されてよく、ブロックサービング設備１８０１（１）は例えば、ＨＴＴＰサー
バ、コンテンツ配信ネットワークデバイス、ＨＴＴＰプロキシ、ＦＴＰプロキシまたはサ
ーバ、または何らかの他のメディアサーバもしくはシステムであり得る。ブロックサービ
ング設備１８０１（１）はネットワーク１８２２に接続され、ネットワーク１８２２は例
えば、インターネットのようなインターネットプロトコル（「ＩＰ」）ネットワークであ
り得る。６個の機能コンポーネント、すなわち、上で説明されたメタデータを与えられ、
メタデータによって示される複数の利用可能なブロックのうちから要求されるべきブロッ
クまたは部分的なブロックを選択する機能を実行する、ブロック選択器１８２３と、ブロ
ック選択器１８２３から要求命令を受信し、規定されたブロック、ブロックの一部、また
は複数のブロックに対する要求を、ネットワーク１８２２を通じてブロックサービング設
備１８０１（１）に送信し、返答としてブロックを備えるデータを受信する必要のある動
作を実行する、ブロック要求器１８２４と、さらに、ブロックバッファ１８２５と、バッ
ファモニタ１８２６と、メディアデコーダ１８２７と、メディア消費を支援する１つまた
は複数のメディアトランスデューサ１８２８とを有する、ブロック要求ストリーミングシ
ステムクライアントが示される。
【０３３６】
　ブロック要求器１８２４によって受信されるブロックデータは、メディアデータを格納
するブロックバッファ１８２５に、一時的な格納のために渡される。あるいは、受信され
たブロックデータは、図１８に示されるように、ブロックバッファ１８２５に直接格納さ
れ得る。メディアデコーダ１８２７は、ブロックバッファ１８２５によってメディアデー
タを与えられ、メディアトランスデューサ１８２８に適切な入力を提供するのに必要な変
換をこのデータに対して実行し、メディアトランスデューサ１８２８は、メディアを、ユ
ーザまたは他の消費に対して適した形式にする。メディアトランスデューサの例は、携帯
電話、コンピュータシステム、またはテレビジョンにおいて見出されるような視覚ディス
プレイデバイスを含み、スピーカまたはヘッドフォンのようなオーディオレンダリングデ
バイスも含み得る。
【０３３７】
　メディアデコーダの例は、Ｈ．２６４ビデオコーディング規格で表されたフォーマット
のデータを、ビデオフレームのアナログまたはデジタルの表現、例えば、各フレームまた
はサンプルに対する関連する提示タイムスタンプを伴うＹＵＶフォーマットのピクセルマ
ップへと変換する、関数である。
【０３３８】
　バッファモニタ１８２６は、ブロックバッファ１８２５のコンテンツに関する情報を受
信し、この情報および場合によって他の情報に基づいて、ブロック選択器１８２３に対す
る入力を提供し、ブロック選択器１８２３は、本明細書で説明されるように、要求すべき
ブロックの選択を決定するために使用される。
【０３３９】
　本明細書で使用される用語法では、各ブロックは、そのブロックに含まれるメディアを
受信機が通常の速度で再生するのにかかる時間を表す、「再生時間(playout time)」また
は「長さ(duration)」を有する。いくつかの場合には、ブロック内のメディアの再生は、
前のブロックからのデータを既に受信していることに依存し得る。まれに、ブロック内の
メディアの一部の再生は、後続のブロックに依存することがあり、この場合、ブロックの
再生時間は、後続のブロックを参照せずにブロック内で再生され得るメディアに関して定
義され、後続のブロックの再生時間は、後続のブロックを受信した後にのみ再生できるこ
のブロック内のメディアの再生時間の分、増加する。後続のブロックに依存するメディア
をブロック内に含むことはまれであるので、本開示の残りでは、あるブロック内のメディ
アは後続のブロックに依存しないと仮定するが、この変形形態は以下で説明される実施形
態に容易に追加され得ることを当業者は認識するであろうことに、留意されたい。
【０３４０】
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　受信機は、ブロックを異なるレートの再生により消費させ得る、「一時停止(pause)」
、「早送り(fast forward)」、「巻き戻し(fast forward)」などのような制御機能を有し
得るが、受信機が、シーケンスにおける最後のブロックを除く総再生時間以下の、全体の
時間のうちの各々の連続するブロックのシーケンスを取得し復号できれば、受信機は、ス
トールすることなくメディアをユーザに提示できる。本明細書の説明の一部では、メディ
アストリームにおける特定の位置は、メディアにおける特定の「時間(time)」と呼ばれ、
これは、メディア再生の始まりと、ビデオストリームのその特定の位置に達した時間との
間で経過した時間に対応する。メディアストリームにおける時間または位置は、従来から
ある概念である。例えば、ビデオストリームが毎秒２４フレームを備える場合、最初のフ
レームはｔ＝０．０秒の位置あるいは時間を有すると言うことができ、２４１番目のフレ
ームは、ｔ＝１０．０秒の位置あるいは時間を有すると言うことができる。当然、フレー
ムに基づくビデオストリームにおいて、位置または時間は連続的である必要はなく、それ
は、２４１番目のフレームの最初のビットから２４２番目のフレームの最初のビットのす
ぐ前までのストリームにおけるビットの各々は、全て同じ時間の値を有し得るからである
。
【０３４１】
　上記の用語法を採用すると、ブロック要求ストリーミングシステム（ＢＲＳＳ）は、１
つまたは複数のコンテンツサーバ（例えば、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰサーバなど）に対し
て要求を行う１つまたは複数のクライアントを備える。取込システムは、１つまたは複数
の取込プロセッサを備え、取込プロセッサは、コンテンツを受信し（リアルタイムで、ま
たは非リアルタイムで）、ＢＲＳＳによる使用のためにコンテンツを処理し、場合によっ
て取込プロセッサによって生成されたメタデータと共に、コンテンツサーバがアクセス可
能な記憶装置へとコンテンツを格納する。
【０３４２】
　ＢＲＳＳはまた、コンテンツサーバと協調するコンテンツキャッシュを含み得る。コン
テンツサーバおよびコンテンツキャッシュは、ＨＴＴＰ要求の形式で、ファイルまたはセ
グメントに対する要求を受信する、従来のＨＴＴＰサーバおよびＨＴＴＰキャッシュであ
ってよく、ＨＴＴＰ要求は、ＵＲＬを含み、ＵＲＬによって示されるファイルまたはセグ
メントの全てよりも少ないファイルまたはセグメントを要求するために、あるバイト範囲
も含み得る。クライアントは、ＨＴＴＰサーバの要求を行いそれらの要求に対する応答を
処理する、従来のＨＴＴＰクライアントを含んでよく、ＨＴＴＰクライアントは、新規の
クライアントシステムによって駆動され、新規のクライアントシステムは、要求を編成し
、要求をＨＴＴＰクライアントに渡し、ＨＴＴＰクライアントから応答を得て、クライア
ントデバイスによる再生のために提示プレーヤに要求を提供するために要求を処理（また
は格納、変換など）する。通常、クライアントシステムは、どのメディアが必要とされる
であろうかを前もって知らず（需要は、ユーザの入力、ユーザの入力の変化などに依存し
得るので）、よって、メディアが受信されるとすぐに、またはメディアが受信されてから
まもなく、メディアが「消費される」という点で、クライアントシステムは「ストリーミ
ング」システムであると言われる。その結果、応答の遅延および帯域幅の制約は、提示の
遅延を引き起こすことがあり、例えば、ユーザが提示を消費している箇所にストリームが
追いつくと、提示の停止が発生する。
【０３４３】
　良好な品質であると知覚される提示を提供するために、ＢＲＳＳにおいて、クライアン
ト側で、取り込み側で、またはこれら両方のいずれかで、多数の項目が実装され得る。い
くつかの場合には、実装される項目は、ネットワークにおけるクライアントとサーバのイ
ンターフェースを考慮して、かつそれを扱うように行われる。いくつかの実施形態では、
クライアントシステムと取込システムの両方が拡張を認識し、一方他の実施形態では、一
方の側のみが拡張を認識する。そのような場合、一方が拡張を認識しない場合でも、シス
テム全体は拡張による利益を受け、他の場合には、両方が拡張を認識する場合にのみ利益
は発生するが、一方が認識しなくても、障害を起こすことなく動作する。
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【０３４４】
　図２０に示されるように、取込システムは、様々な実施形態によれば、ハードウェアコ
ンポーネントとソフトウェアコンポーネントの組合せとして実装され得る。取込システム
は、本明細書で論じられる方法の任意の１つまたは複数をシステムに実行させるように実
行され得る、命令のセットを備え得る。システムは、コンピュータの形式の特定の機械と
して実現され得る。システムは、サーバコンピュータ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
、または、そのシステムによってとられるべき動作を規定する（順次的なまたは他の方式
の）命令のセットを実行することが可能な任意のシステムであってよい。さらに、単一の
システムのみが示されるが、「システム」という用語はまた、命令のセット（または複数
のセット）を個々にまたは一緒に実行して、本明細書で論じられる方法の任意の１つまた
は複数を実行する、システムの任意の集合体を含むものと解釈されるべきである。
【０３４５】
　取込システムは、取込プロセッサ２００２（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ））と、実
行の間プログラムコードを格納し得るメモリ２００４と、ディスク記憶装置２００６とを
含んでよく、これら全てが、バス２０００を介して互いに通信する。システムはさらに、
ビデオディスプレイユニット２００８（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または陰極
線管（ＣＲＴ））を含み得る。システムはまた、英数字入力デバイス２０１０（例えば、
キーボード）と、コンテンツソースを受信しコンテンツ記憶装置を送達するためのネット
ワークインターフェースデバイス２０１２とを含み得る。
【０３４６】
　ディスク記憶装置ユニット２００６は、本明細書で説明される方法または機能の任意の
１つまたは複数を具現化する命令（例えば、ソフトウェア）の１つまたは複数のセットが
格納され得る、機械可読媒体を含み得る。命令はまた、システムによる命令の実行の間、
完全に、または少なくとも部分的に、メモリ２００４および／または取込プロセッサ２０
０２内に存在してよく、メモリ２００４および取込プロセッサ２００２も、機械可読媒体
を構成する。
【０３４７】
　図２１に示されるように、クライアントシステムは、様々な実施形態によれば、ハード
ウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントの組合せとして実装され得る。クラ
イアントシステムは、本明細書で論じられる方法の任意の１つまたは複数をシステムに実
行させるように実行され得る、命令のセットを備え得る。システムは、コンピュータの形
式の特定の機械として実現され得る。システムは、サーバコンピュータ、パーソナルコン
ピュータ（ＰＣ）、または、そのシステムによってとられるべき動作を規定する（順次的
なまたは他の方式の）命令のセットを実行することが可能な任意のシステムであってよい
。さらに、単一のシステムのみが示されるが、「システム」という用語はまた、命令のセ
ット（または複数のセット）を個々にまたは一緒に実行して、本明細書で論じられる方法
の任意の１つまたは複数を実行する、システムの任意の集合体を含むものと解釈されるべ
きである。
【０３４８】
　クライアントシステムは、クライアントプロセッサ２１０２（例えば、中央処理装置（
ＣＰＵ））と、実行の間プログラムコードを格納し得るメモリ２１０４と、ディスク記憶
装置２１０６とを含んでよく、これら全てが、バス２１００を介して互いに通信する。シ
ステムはさらに、ビデオディスプレイユニット２１０８（例えば、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）または陰極線管（ＣＲＴ））を含み得る。システムはまた、英数字入力デバイス２
１１０（例えば、キーボード）と、要求を送信し応答を受信するためのネットワークイン
ターフェースデバイス２１１２とを含み得る。
【０３４９】
　ディスク記憶装置ユニット２１０６は、本明細書で説明される方法または機能の任意の
１つまたは複数を具現化する命令（例えば、ソフトウェア）の１つまたは複数のセットが
格納され得る、機械可読媒体を含み得る。命令はまた、システムによる命令の実行の間、
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完全に、または少なくとも部分的に、メモリ２１０４および／またはクライアントプロセ
ッサ２１０２内に存在してよく、メモリ２１０４およびクライアントプロセッサ２１０２
も、機械可読媒体を構成する。
【０３５０】
　高度な方法の概要
　次のセクションでは、改善されたブロック要求ストリーミングシステムのための方法が
説明される。これら改善の一部は、適用形態における必要性に応じて、これら改善のうち
の他のものと共に、またはそれらを伴わずに使用され得ることを理解されたい。一般的な
動作では、受信機は、データの特定のブロックまたはブロックの部分に対する、サーバま
たは他の送信機への要求を行う。セグメントとも呼ばれるファイルは、複数のブロックを
含んでよく、メディア提示の１つの表示に関連付けられる。
【０３５１】
　好ましくは、再生時間または復号時間から、セグメント内の対応するブロックまたはフ
ラグメントのバイトオフセットへのマッピングを提供する、「セグメントインデクシング
(segment indexing)」または「セグメントマップ(segment map)」とも呼ばれるインデッ
クス情報が生成される。このセグメントインデクシングは、セグメント内に、通常はセグ
メントの始めに含まれることがあり（セグメントマップの少なくとも一部は始めにある）
、小さいことが多い。セグメントインデックスはまた、別個のインデックスセグメントま
たはファイルにおいて提供されることがある。セグメントインデックスがセグメント内に
含まれる場合は特に、受信機は、このセグメントマップの一部または全てを高速にダウン
ロードし、続いてこれを使用して、時間オフセットと、ファイル内でのその時間オフセッ
トに関連付けられるフラグメントの対応するバイト位置とのマッピングを決定できる。
【０３５２】
　受信機は、バイトオフセットを使用して、関心のある時間オフセットに関連付けられな
い他のフラグメントに関連付けられるデータの全てをダウンロードする必要なく、特定の
時間オフセットに関連付けられるフラグメントからのデータを要求できる。このようにし
て、セグメントマップまたはセグメントインデクシングは、関心のある現在の時間オフセ
ットに関連するセグメントの部分に直接アクセスするための受信機の能力を大きく向上さ
せることができ、コンテンツザッピング時間が改善することと、ネットワーク条件が変化
するに従ってある表示から別の表示へ高速に変更できることと、受信機で再生されないメ
ディアをダウンロードすることでネットワークリソースを無駄にすることが減ることとを
含む利益を伴う。
【０３５３】
　ある表示（本明細書では「切り替え前の(switch-from)」表示と呼ばれる）から別の表
示（本明細書では「切り替え先の(switch-to)」表示と呼ばれる）への切り替えを考える
場合、セグメントインデックスはまた、切り替え先の表示におけるランダムアクセスポイ
ントの開始時間を識別し、切り替え前の表示において要求されることになるデータの量を
識別し、切り替え先の表示の再生がランダムアクセスポイントからシームレスに開始でき
るように切り替え前の表示におけるメディアが提示時間までダウンロードされるという意
味で、シームレスな切り替えが可能になることを確実にするために、使用され得る。
【０３５４】
　それらのブロックは、受信機のユーザに対する出力を生成するために要求側の受信機が
必要とする、ビデオメディアまたは他のメディアのセグメントを表す。メディアの受信機
は、例えば受信機がコンテンツを送信するサーバからコンテンツを受信する場合、クライ
アントデバイスであってよい。例には、セットトップボックス、コンピュータ、ゲームコ
ンソール、特別に装備されたテレビジョン、ハンドヘルドデバイス、特別に装備された携
帯電話、または他のクライアント受信機がある。
【０３５５】
　多くの高度なバッファ管理方法が本明細書で説明される。例えば、バッファ管理方法は
、時間内に受信され得る最高のメディア品質のブロックが連続して再生されるように、ク
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ライアントが要求することを可能にする。可変ブロックサイズ機構が、圧縮の効率を改善
する。要求するデバイスにブロックを送信しつつ要求の頻度を制限するための複数の接続
を得る能力が改善された送信性能を提供する。部分的に受信されたブロックのデータが、
メディア提示を継続するために使用され得る。接続は、ブロックの特定のセットへの接続
を最初から約束する必要なく、複数のブロックに対して再使用され得る。複数のクライア
ントによる複数の可能性のあるサーバのうちからのサーバの選択の一貫性が改善され、こ
れによって、近くのサーバにおけるコンテンツの重複の頻度が下がり、サーバがファイル
全体を含む確率が上がる。クライアントは、メディアブロックを含むファイルのＵＲＬに
埋め込まれるメタデータ（利用可能なメディア符号化物など）に基づいて、メディアブロ
ックを要求できる。システムは、今後メディア再生の停止を引き起こすことなくコンテン
ツの再生が開始できるようになるまでに必要なバッファリング時間を計算し、それを最小
化できる。利用可能な帯域幅は、複数のメディアブロックの間で共有されてよく、各ブロ
ックの再生時間が近づくと調整されてよいので、必要であれば、利用可能な帯域幅のうち
より大きな割合が、最も近い再生時間を有するブロックに割り当てられ得る。
【０３５６】
　ＨＴＴＰストリーミングは、メタデータを利用し得る。提示レベルメタデータは、例え
ば、ストリームの長さ、利用可能な符号化（ビットレート、コーデック、空間解像度、フ
レームレート、言語、メディアタイプ）、各符号化物のためのストリームメタデータに対
するポインタ、および、コンテンツ保護（デジタル著作権管理（ＤＲＭ）情報）を含む。
ストリームメタデータは、セグメントファイルに対するＵＲＬであり得る。
【０３５７】
　セグメントメタデータは、セグメント内の要求に対するバイト範囲対時間の情報と、ラ
ンダムアクセスポイント（ＲＡＰ）または他の探索点の識別情報とを含んでよく、この情
報の一部または全てが、セグメントインデクシングまたはセグメントマップの一部であり
得る。
【０３５８】
　ストリームは、同じコンテンツの複数の符号化物を備え得る。各符号化物は次いで、セ
グメントへと分割されてよく、各セグメントは、記憶単位またはファイルに対応する。Ｈ
ＴＴＰの場合、セグメントは通常、ＵＲＬによって参照され得るリソースであり、そのよ
うなＵＲＬの要求は、要求応答メッセージのエンティティ本体として、セグメントの返信
をもたらす。セグメントは、複数のピクチャのグループ（ＧｏＰ）を備え得る。各ＧｏＰ
はさらに、複数のフラグメントを備えてよく、セグメントインデクシングは、各フラグメ
ントの時間／バイトオフセット情報を提供し、すなわち、インデクシングの単位はフラグ
メントである。
【０３５９】
　フラグメントまたはフラグメントの部分は、スループットを向上させるために、並列Ｔ
ＣＰ接続を通じて要求され得る。このことは、ボトルネックリンク上の接続を共有する時
、または、混雑により接続が失われた時に発生する問題を軽減できるので、全体の配信の
速度と信頼性とを高め、コンテンツザッピング時間の速度と信頼性とをかなり高めること
ができる。帯域幅は、過剰な要求によるレイテンシと引き換えであり得るが、帯域幅窮乏
のリスクを高め得る、遠すぎる未来に対する要求の実行を避けるように、留意しなければ
ならない。
【０３６０】
　同じサーバ上でのセグメントに対する複数の要求は、反復的なＴＣＰ始動遅延を避ける
ために、パイプライン化され得る（現在の要求が完了する前に次の要求を行う）。連続す
るフラグメントに対する要求は、１つの要求に統合され得る。
【０３６１】
　一部のＣＤＮは、大きなファイルを好み、範囲要求を最初に見た時に、元のサーバから
のファイル全体のバックグラウンドフェッチをトリガし得る。しかしながら、大半のＣＤ
Ｎは、データが利用可能である場合に、キャッシュからの範囲要求に応対する。従って、
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クライアント要求の一部分をセグメントファイル全体に対するものとすることが、有利で
あり得る。これら要求は、必要であれば後で取り消され得る。
【０３６２】
　有効な切替点は、目標のストリームにおける探索点、具体的には例えばＲＡＰであり得
る。複数のストリームにわたる一定のＧｏＰ構造またはＲＡＰの整列（メディアの始まり
に基づく、またはＧｏＰに基づく）のような、異なる実装形態が可能である。
【０３６３】
　一実施形態では、セグメントおよびＧｏＰは、異なるレートのストリームにわたって揃
えられ得る。この実施形態では、ＧｏＰは、可変のサイズであってよく、複数のフラグメ
ントを含んでよいが、フラグメントは、異なるレートのストリームの間で揃えられない。
【０３６４】
　いくつかの実施形態では、ファイル冗長性が、利益を得るために利用され得る。これら
実施形態では、データの冗長なバージョンを生成するために、消去コードが各フラグメン
トに適用される。好ましくは、ソースのフォーマットは、ＦＥＣの使用により変化せず、
例えば、元の表示の従属する表示として、ＦＥＣ修復データを含む追加の修復セグメント
が、取込システムにおいて追加のステップとして生成され利用可能にされる。そのフラグ
メントのソースデータのみを使用してフラグメントを再構築することが可能なクライアン
トは、セグメント内のフラグメントのソースデータのみを、サーバから要求できる。サー
バが利用不可能である場合、またはサーバに対する接続が遅い場合、これはソースデータ
に対する要求の前または後のいずれかで判定され得るが、追加の修復データが、修復セグ
メントからのフラグメントに対して要求されてよく、これは、フラグメントを復元するの
に十分なデータを信頼性をもって送達するための時間を短縮し、場合によってＦＥＣの復
号を使用して、受信されたソースと修復データの組合せを使用しフラグメントのソースデ
ータを回復する。さらに、フラグメントが差し迫ると、すなわち、その再生時間が差し迫
ると、フラグメントの復元を可能にするための追加の修復データが要求されてよく、これ
は、リンク上でのそのフラグメントのためのデータの割合を高めるが、帯域幅を空けるた
めにリンク上の他の接続を切断するよりも効率的である。これはまた、並列接続の使用に
よる窮乏のリスクを軽減し得る。
【０３６５】
　フラグメントフォーマットは、リアルタイム転送制御プロトコルＲＴＣＰを通じて達成
されたオーディオ／ビデオの同期を伴う、リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）パケッ
トの格納ストリームであり得る。
【０３６６】
　セグメントフォーマットはまた、ＭＰＥＧ－２ＴＳ内部タイミングにより達成されたオ
ーディオ／ビデオの同期を伴う、ＭＰＥＧ－２ＴＳパケットの格納ストリームであり得る
。
【０３６７】
　１．ストリーミングをより効率的にするためのシグナリングおよび／またはブロック作
成の使用
　改善された性能を提供するために、ブロック要求ストリーミングシステムにおいて、多
数の特徴が使用されてもされなくてもよい。性能は、ストールすることなく提示を再生し
、帯域幅の制約の範囲内でメディアデータを取得し、かつ／または、クライアント、サー
バ、および／もしくは取込システムにおける限られたプロセッサリソースの範囲内でその
ようにすることの、能力に関連し得る。これら特徴の一部が、ここで説明される。
【０３６８】
　２．セグメント内でのインデクシング
　動画フラグメントに対するｐａｒｔｉａｌ　ＧＥＴ　ｒｅｑｕｅｓｔを編成するために
、クライアントは、ファイルまたはセグメント内のフラグメントに含まれる全てのメディ
アコンポーネントの復号時間または提示時間内の、バイトオフセットおよび開始時間を知
らされてよく、また、どのフラグメントがランダムアクセスポイントを開始し含むか（か



(81) JP 6054398 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

つ、従ってどのフラグメントが代替的な表示の切替点として使用されるのに適しているか
）を知らされてよく、この情報は、セグメントインデクシングまたはセグメントマップと
呼ばれることが多い。復号時間または提示時間内の開始時間は、直接表されてよく、また
は、基準時間に対する差分として表されてよい。
【０３６９】
　この時間およびバイトオフセットのインデクシング情報は、動画フラグメント当たり少
なくとも８バイトのデータを必要とし得る。例として、５００ｍｓの動画フラグメントを
伴う、単一のファイル内に含まれる２時間の動画では、これは全体で約１１２キロバイト
のデータとなる。提示を開始する時にこのデータの全てをダウンロードすることは、大き
な追加の始動遅延をもたらし得る。しかしながら、クライアントが、開始を望む提示の時
点に関連する時間およびオフセットのデータの小さなかたまりを迅速に発見できるように
、時間およびバイトオフセットのデータは、階層的に符号化され得る。この情報はまた、
セグメントインデックスの何らかの改良版がメディアデータと交互になるように配置され
得るように、セグメント内で分布していてよい。
【０３７０】
　各セグメントに対する完全な時間およびオフセットのデータは、既に非常に小さいこと
があるので、表示が時間方向に複数のセグメントへとセグメント化される場合、この階層
的なコーディングの使用は必要ではないことがあることに留意されたい。例えば、上の例
でセグメントが２時間ではなく１分である場合、時間とバイトオフセットのインデクシン
グ情報は、１キロバイト前後のデータであり、これは通常、単一のＴＣＰ／ＩＰパケット
内に収まり得る。
【０３７１】
　３．フラグメントの時間およびバイトオフセットのデータを３ＧＰＰファイルに追加す
るために、異なる選択肢が可能である。
【０３７２】
　第１に、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｏｘ（「Ｍ
ＦＲＡ」）が、この目的で使用され得る。ＭＦＲＡは、動画フラグメントを使用するファ
イルにおいてランダムアクセスポイントを見つける際に読者を支援し得る、表を提供する
。この機能を支援するために、ＭＦＲＡは、ランダムアクセスポイントを含むＭＦＲＡボ
ックスのバイトオフセットを付随して含む。ＭＦＲＡは、ファイルの終わりにおいて、ま
たはその近くに配置され得るが、そうであるとは限らない。Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎ
ｔ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｂｏｘに対するファイルの終わりから
スキャンし、その中のサイズ情報を使用することによって、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎ
ｔ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｏｘの始まりを見つけることが可能になり得る。し
かしながら、ＨＴＴＰストリーミングの終わりにＭＦＲＡを配置すると、通常、所望のデ
ータにアクセスするために、少なくとも１つはファイルの終わりからのＭＦＲＡを要求す
るための要求、１つはＭＦＲＡを取得するための要求、そして最後の１つはファイルにお
ける所望のフラグメントを取得するための要求という、少なくとも３～４個のＨＴＴＰ要
求が必要となる。従って、始めに配置することが、ＭＦＲＡを単一の要求で第１のメディ
アデータと共にダウンロードできるので、望ましいことがある。また、ＨＴＴＰストリー
ミングに対してＭＦＲＡを使用することは非効率であることがあり、それは、時間および
ｍｏｏｆ＿ｏｆｆｓｅｔ以外の「ＭＦＲＡ」内の情報のいずれもが必要とされず、長さの
代わりにオフセットを規定することはより多くのビットを必要とし得るからである。
【０３７３】
　第２に、Ｉｔｅｍ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｂｏｘ（「ＩＬＯＣ」）が使用され得る。「Ｉ
ＬＯＣ」は、メタデータリソースを含むファイルと、そのファイル内でのメタデータリソ
ースのオフセットと、メタデータリソースの長さとを特定することによって、このファイ
ルまたは他のファイルにおけるメタデータリソースのディレクトリを与える。例えば、シ
ステムは、全ての外部から参照されたメタデータリソースを１つのファイルに統合でき、
それに従って、ファイルのオフセットとファイルの参照とを再調整する。しかしながら、
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「ＩＬＯＣ」は、メタデータの位置を与えることが意図されているので、実際のメタデー
タと共存するのは難しいことがある。
【０３７４】
　最後は、最も適切である可能性があるが、Ｔｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ（「ＴＩＤＸ
」）と呼ばれる新たなボックスを規定することであり、ＴＩＤＸは、正確なフラグメント
の時間または長さとバイトオフセットとを効率的に与えるための専用のボックスである。
これは、次のセクションでより詳しく説明される。同じ機能を有する代替的なボックスは
、Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ（「ＳＩＤＸ」）であり得る。本明細書では、別
段示されない限り、これら２つは交換可能であってよく、それは、両方のボックスが、正
確なフラグメントの時間または長さとバイトオフセットとを効率的に与える能力を提供す
るからである。ＴＩＤＸとＳＩＤＸとの差が、以下で与えられる。両方のボックスがセグ
メントインデックスを実装するので、ＴＩＤＸボックスとＳＩＤＸボックスをどのように
置き換えるべきかは明らかであろう。
【０３７５】
　４．セグメントインデクシング
　セグメントは、識別された開始時間と識別された数のバイトとを有する。複数のフラグ
メントが単一のセグメントへと連結されてよく、クライアントは、要求されたフラグメン
トまたはフラグメントのサブセットに対応するセグメント内の特定のバイト範囲を識別す
る要求を発し得る。例えば、ＨＴＴＰが要求プロトコルとして使用される場合、ＨＴＴＰ
　Ｒａｎｇｅヘッダがこの目的で使用され得る。この手法は、クライアントが、異なるフ
ラグメントのセグメント内での位置を規定するセグメントの「セグメントインデックス(s
egment index)」に対するアクセス権を有することを必要とする。この「セグメントイン
デックス」は、メタデータの一部として与えられ得る。この手法は、全てのブロックが別
個のファイル内に保存されている手法と比較して、作成され管理される必要のあるファイ
ルがはるかに少ないという結果をもたらす。非常に多数（例えば、１時間の提示では何千
何万にも及び得る）のファイルの作成、転送、および格納の管理は、複雑でエラーを生み
やすいことがあるので、ファイルの数を減らすことが利益となる。
【０３７６】
　クライアントが、セグメントのより小さな部分の所望の開始時間のみを知っている場合
、クライアントはファイル全体を要求し、ファイル全体を読み取って適切な再生開始位置
を決定し得る。帯域幅の使用率を改善するために、セグメントは、メタデータとしてイン
デックスファイルを含んでよく、インデックスファイルは、個々のブロックのバイト範囲
をブロックが対応する時間範囲へとマッピングし、これはセグメントインデクシングまた
はセグメントマップと呼ばれる。このメタデータは、ＸＭＬデータとしてフォーマットさ
れてよく、または、例えば３ＧＰＰファイルフォーマットのａｔｏｍ　ａｎｄ　ｂｏｘ構
造に従う、バイナリであってよい。インデクシングは簡単であってよく、各ブロックの時
間範囲およびバイト範囲は、ファイルの始まりに対する絶対値であり、または、時間範囲
およびバイト範囲は階層的であってよく、この場合、いくつかのブロックが親ブロックへ
とグループ化され（そして親ブロックは親の親ブロックへとグループ化される、など）、
所与のブロックの時間範囲およびバイト範囲は、ブロックの親ブロックの時間範囲および
／またはバイト範囲に対して表される。
【０３７７】
　５．例示的なインデクシングマップ構造
　一実施形態では、メディアストリームの１つの表示に対する元のソースデータは、本明
細書では「メディアセグメント(media segment)」と呼ばれる１つまたは複数のメディア
ファイルに含まれてよく、各メディアセグメントは、メディアの連続的な時間セグメント
を再生するために使用されるメディアデータ、例えば５分のメディア再生のためのメディ
アデータを含む。
【０３７８】
　図２２は、メディアセグメントの例示的な全体の構造を示す。各セグメント内で、ソー
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スセグメントの始めにおいて、またはソースセグメント全体に広がって、時間／バイトオ
フセットセグメントマップを備えるインデクシング情報も存在し得る。一実施形態におけ
る時間／バイトオフセットセグメントマップは、時間／バイトオフセットのペア（Ｔ（０
），Ｂ（０））、（Ｔ（１），Ｂ（１））、…、（Ｔ（ｉ），Ｂ（ｉ））、…、（Ｔ（ｎ
），Ｂ（ｎ））というリストであってよく、Ｔ（ｉ－１）は、全てのメディアセグメント
のうちでメディアの最初の開始時間に対する、メディアのｉ番目のフラグメントの再生の
ためのセグメント内の開始時間を表し、Ｔ（ｉ）は、ｉ番目のフラグメントの終了時間（
かつ、従って、次のフラグメントの開始時間）を表し、バイトオフセットＢ（ｉ－１）は
、ソースセグメントの始まりに対する、メディアのｉ番目のフラグメントが開始するこの
ソースセグメント内のデータの始まりの対応するバイトインデックスであり、Ｂ（ｉ）は
、ｉ番目のフラグメントの対応する終了バイトインデックス（かつ、従って、次のセグメ
ントの最初のバイトのインデックス）である。セグメントが複数のメディアコンポーネン
トを含む場合、Ｔ（ｉ）およびＢ（ｉ）は、絶対的な方法でセグメント内の各コンポーネ
ントに対して与えられてよく、または、基準メディアコンポーネントとして機能する別の
メディアコンポーネントに対して表されてよい。
【０３７９】
　この実施形態では、ソースセグメント内のフラグメントの数はｎであり、ｎはセグメン
トによって異なり得る。
【０３８０】
　別の実施形態では、各フラグメントのセグメントインデックスにおける時間オフセット
は、最初のフラグメントの絶対的な開始時間と、各フラグメントの長さとによって決定さ
れ得る。この場合、セグメントインデックスは、最初のフラグメントの開始時間と、セグ
メントに含まれる全てのセグメントの長さとを記録し得る。セグメントインデックスはま
た、フラグメントのサブセットのみを記録してよい。その場合、セグメントインデックス
は、それを含むセグメントの終わりで終了するか、次のサブセグメントの始まりで終了す
るかのいずれかである、１つまたは複数の連続するフラグメントとして定義されるサブセ
グメントの長さを記録する。
【０３８１】
　各フラグメントに対して、探索点、すなわち、その点より後のメディアがその点よりも
前の任意のメディアに依存しない点で、フラグメントが開始するかどうか、または探索点
をフラグメントが含むかどうかを示す値も存在し得るので、そのフラグメントから先のメ
ディアは、前のフラグメントとは無関係に再生され得る。一般に、探索点は、再生が全て
の以前のメディアとは無関係に開始できる、メディア内の点である。図２２はまた、ソー
スセグメントのための可能なセグメントインデクシングの簡単な例を示す。その例では、
時間オフセットの値はミリ秒の単位であるので、このソースセグメントの第１のフラグメ
ントは、メディアの始まりから２０秒で開始し、第１のフラグメントは４８５ミリ秒の再
生時間を有する。第１のフラグメントの始まりのバイトオフセットは０であり、第１のフ
ラグメントの終わり／第２のフラグメントの始まりのバイトオフセットは５０２４５であ
るので、第１のフラグメントのサイズは５０２４５バイトである。フラグメントまたはサ
ブセグメントがランダムアクセスポイントと共に開始しないが、ランダムアクセスポイン
トがフラグメントまたはサブセグメントに含まれる場合、開始時間と実際のＲＡＰ時間と
の間の復号時間または提示時間の差が、与えられ得る。これによって、このメディアセグ
メントへ切り替える場合に、表示からの切り替えが提示されなければならなくなるまでの
時間を、クライアントが正確に知ることができる。
【０３８２】
　簡単な、または階層的なインデクシングに加えて、またはそれらの代わりに、デイジー
チェーンインデクシングおよび／またはハイブリッドインデクシングが使用され得る。
【０３８３】
　異なるトラックに対するサンプルの長さは同じではないことがあるので（例えば、ビデ
オサンプルは３３ｍｓ表示され得るが、一方オーディオサンプルは８０ｍｓ続き得る）、
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り、すなわち、オーディオはビデオよりもわずかに前またはわずかに後に開始することが
あり、これに対応して、反対のことが先行するフラグメントに成り立つ。曖昧さをなくす
ために、時間およびバイトオフセットのデータにおいて規定されるタイムスタンプは、特
定のトラックに対して規定されてよく、この特定のトラックは、各表示に対して同じトラ
ックであってよい。通常、これはビデオトラックである。これによって、クライアントは
、表示を切り替えている時に次のビデオフレームを厳密に識別することが可能になる。
【０３８４】
　提示の間、トラックの時間軸と提示時間との間の厳密な関係を維持して、上記の問題に
もかかわらず円滑な再生とオーディオ／ビデオの同期の維持とを確実にするように、注意
が払われなければならない。
【０３８５】
　セグメントマップを含むボックスの２つの具体的な例が以下で与えられ、１つはｔｉｍ
ｅ　ｉｎｄｅｘ　ｂｏｘ（「ＴＩＤＸ」）と呼ばれ、１つは（「ＳＩＤＸ」）と呼ばれる
。定義は、ＩＳＯベースのメディアファイルフォーマットによるボックス構造に従う。同
様のシンタックスを定義するための、同じ意味と機能とを伴うそのようなボックスの他の
設計が、読者に明らかとなるであろう。
【０３８６】
　６．Ｔｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　ＢＯＸ
　定義
　ボックスタイプ：「ｔｉｄｘ」
　コンテナ：ファイル
　必須性：いいえ
　量：０または１のいずれかの数
　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘは、ファイルのある領域を提示のある時間間隔に関連付
ける、時間とバイトオフセットのインデックスのセットを提供できる。Ｔｉｍｅ　Ｉｎｄ
ｅｘ　Ｂｏｘは、ｔａｒｇｅｔｔｙｐｅフィールドを含んでよく、これは、参照されるデ
ータのタイプを示す。例えば、ｔａｒｇｅｔｔｙｐｅ「ｍｏｏｆ」を伴うＴｉｍｅ　Ｉｎ
ｄｅｘ　Ｂｏｘは、時間とバイトオフセットの両方に関してファイルに含まれるメディア
フラグメントに対するインデックスを提供する。Ｔｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘのｔａｒ
ｇｅｔｔｙｐｅを伴うＴｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘは、階層的な時間インデックスを構
築するために使用されてよく、ファイルのユーザがインデックスの必要な部分を高速に見
進めることを可能にする。
【０３８７】
　セグメントインデックスは、例えば、次のシンタックスを含み得る。
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【数１０】

【０３８８】
　意味
　ｔａｒｇｅｔｔｙｐｅ：このＴｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘによって参照されるボック
スデータのタイプである。これは、Ｍｏｖｉｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｈｅａｄｅｒ（「ｍ
ｏｏｆ」）またはＴｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ（「ｔｉｄｘ」）のいずれかであり得る
。
【０３８９】
　ｔｉｍｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ｉｄ：このインデックスにおける時間オ
フセットが規定される対象のトラックを示す。
【０３９０】
　ｎｕｍｂｅｒ＿ｏｆ＿ｅｌｅｍｅｎｔｓ：このＴｉｍｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘによって
インデックスを付与される要素の数。
【０３９１】
　ｆｉｒｓｔ＿ｅｌｅｍｅｎｔ＿ｏｆｆｓｅｔ：最初にインデックスを付与された要素の
、ファイルの始まりからのバイトオフセット。
【０３９２】
　ｆｉｒｓｔ＿ｅｌｅｍｅｎｔ＿ｔｉｍｅ：ｔｉｍｅ＿ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ
＿ｉｄによって識別されるトラックのＭｅｄｉａ　Ｈｅａｄｅｒボックスにおいて規定さ
れる時間軸を使用した、最初にインデックスを付与された要素の開始時間。
【０３９３】
　ｒａｎｄｏｍ＿ａｃｃｅｓｓ＿ｆｌａｇ：要素の開始時間がランダムアクセスポイント
であれば１である。そうでなければ０である。
【０３９４】
　ｌｅｎｇｔｈ：インデックスを付与された要素のバイト単位での長さ。
【０３９５】
　ｄｅｌｔａＴ：この要素の開始時間と次の要素の開始時間との間の、ｔｉｍｅ＿ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ｉｄによって識別されたトラックのＭｅｄｉａ　Ｈｅａｄｅ
ｒボックスにおいて規定される時間軸による差。
【０３９６】
　７．Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ
　Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ（「ｓｉｄｘ」）は、動画フラグメントの小型の
インデックスと、セグメント内の他のＳｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘとを提供する
。Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘには２つのループ構造がある。第１のループは、
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サブセグメントの最初のサンプル、すなわち、第２のループによって参照される最初の動
画フラグメント内のサンプルを記録する。第２のループは、サブセグメントのインデック
スを提供する。「ｓｉｄｘ」ボックスのコンテナは、ファイル、または直接的にセグメン
トである。シンタックスは次の通りであり得る。
【数１１】

【０３９７】
　意味：
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ＩＤは、参照トラックのｔｒａｃｋ＿ＩＤを与える
。
【０３９８】
　ｔｒａｃｋ＿ｃｏｕｎｔ：次のループにおいてインデックスを付与されるトラックの数
（１またはそれ以上）。
【０３９９】
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｃｏｕｎｔ：第２のループにおいてインデックスを付与される要
素の数（１またはそれ以上）。
【０４００】
　ｔｒａｃｋ＿ＩＤ：このインデックスによって識別される最初の動画フラグメントにト
ラックフラグメントが含まれる、トラックのＩＤ。このループにおけるちょうど１つのｔ
ｒａｃｋ＿ＩＤは、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ＩＤに等しい。
【０４０１】
　ｄｅｃｏｄｉｎｇ＿ｔｉｍｅ：第２のループにおける最初の項目によって参照される動
画フラグメントにおけるｔｒａｃｋ＿ＩＤによって識別されるトラック内の、最初のサン
プルの復号時間であり、（トラックのＭｅｄｉａ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｂｏｘのｔｉｍｅｓｃ
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ａｌｅフィールドにおいて記録されるような）トラックの時間軸で表される。
【０４０２】
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｙｐｅ：０に設定される場合、ｍｏｖｉｅ　ｆｒａｇｍｅｎｔ
（「ｍｏｏｆ」）ｂｏｘが参照されることを示し、１に設定される場合、ｓｅｇｍｅｎｔ
　ｉｎｄｅｘ（「ｓｉｄｘ」）ｂｏｘが参照されることを示す。
【０４０３】
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｏｆｆｓｅｔ：これを含むＳｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘ
の次の最初のバイトから、参照されるボックスの最初のバイトまでの、バイト単位での距
離。
【０４０４】
　ｓｕｂｓｅｇｍｅｎｔ＿ｄｕｒａｔｉｏｎ：Ｓｅｇｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ　Ｂｏｘが参
照される場合、このフィールドは、そのボックスの第２のループにおけるｓｕｂｓｅｇｍ
ｅｎｔ＿ｄｕｒａｔｉｏｎフィールドの合計を有し、動画フラグメントが参照される場合
、このフィールドは、示される動画フラグメントと、ループにおける次のエントリにより
記録される最初の動画フラグメントおよびサブセグメントの終わりのうちの早い方までの
後続の動画フラグメントとにおける、参照トラック内のサンプルのサンプル長さの合計を
有し、長さは、（トラックのＭｅｄｉａ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｂｏｘのｔｉｍｅｓｃａｌｅフ
ィールド内に記録されるような）トラックの時間軸で表される。
【０４０５】
　ｃｏｎｔａｉｎｓ＿ＲＡＰ：動画フラグメントが参照される場合、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
＿ｔｒａｃｋ＿ＩＤに等しいｔｒａｃｋ＿ＩＤを有するトラックに対する、その動画フラ
グメント内のトラックフラグメントが、少なくとも１つのランダムアクセスポイントを含
めば、このビットは１であってよく、それ以外の場合、このビットは０に設定される。セ
グメントインデックスが参照される場合、そのセグメントインデックスにおける参照のい
ずれもが１に設定されたこのビットを有する時のみ、このビットは１に設定され、それ以
外の場合は０である。
【０４０６】
　ＲＡＰ＿ｄｅｌｔａ＿ｔｉｍｅ：ｃｏｎｔａｉｎｓ＿ＲＡＰが１である場合、ランダム
アクセスポイント（ＲＡＰ）の提示（合成）時間を与える。ｃｏｎｔａｉｎｓ＿ＲＡＰが
０である場合、値０を用意される。時間は、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ＩＤに等
しいｔｒａｃｋ＿ＩＤを有するトラックにおける、このエントリによって記録されるサブ
セグメントの最初のサンプルの復号時間と、ランダムアクセスポイントの提示（合成）時
間との差として表される。
【０４０７】
　８．ＴＩＤＸとＳＩＤＸとの差
　ＳＩＤＸおよびＳＩＤＸは、インデクシングに関して同じ機能を提供する。ＳＩＤＸの
第１のループは、最初の動画フラグメントのためのグローバルなタイミングを追加で与え
るが、グローバルなタイミングは、絶対的に、または基準トラックに対して、動画フラグ
メント自体にも含まれ得る。
【０４０８】
　ＳＩＤＸの第２のループは、ＴＩＤＸの機能を実装する。具体的には、ＳＩＤＸは、ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｙｐｅによって参照される各インデックスの参照の対象の組合せを
有することを許容し、一方ＴＩＤＸは、ＴＩＤＸのみ、またはＭＯＯＦのみを参照する。
ＴＩＤＸにおけるｎｕｍｂｅｒ＿ｏｆ＿ｅｌｅｍｅｎｔｓは、ＳＩＤＸにおけるｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ＿ｃｏｕｎｔに対応し、ＴＩＤＸにおけるｔｉｍｅ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔ
ｒａｃｋ＿ｉｄは、ＳＩＤＸにおけるｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒａｃｋ＿ＩＤに対応し、
ＴＩＤＸにおけるｔｆｉｒｓｔ＿ｅｌｅｍｅｎｔ＿ｏｆｆｓｅｔは、第２のループの第１
のエントリにおけるｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｏｆｆｓｅｔに対応し、ＴＩＤＸにおけるｆｉ
ｒｓｔ＿ｅｌｅｍｅｎｔ＿ｔｉｍｅは、第１のループにおけるｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｔｒ
ａｃｋのｄｅｃｏｄｉｎｇ＿ｔｉｍｅに対応し、ＴＩＤＸにおけるｒａｎｄｏｍ＿ａｃｃ
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ｅｓｓ＿ｆｌａｇは、ＳＩＤＸにおけるｃｏｎｔａｉｎｓ＿ＲＡＰに対応し、ＳＩＤＸで
はＲＡＰが必ずしもフラグメントの始めに配置されるとは限らないという追加の自由度を
伴うので、ＲＡＰ＿ｄｅｌｔａ＿ｔｉｍｅを必要とし、ＴＩＤＸにおけるｌｅｎｇｔｈは
、ＳＩＤＸにおけるｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｏｆｆｓｅｔに対応し、最後に、ＴＩＤＸにお
けるｄｅｌｔａＴは、ＳＩＤＸにおけるｓｕｂｓｅｇｍｅｎｔ＿ｄｕｒａｔｉｏｎに対応
する。従って、２つのボックスの機能は等価である。
【０４０９】
　９．可変ブロックサイジングおよびサブＧｏＰブロック
　ビデオメディアでは、ビデオ符号化構造と要求のブロック構造との関係は重要であり得
る。例えば、各ブロックがランダムアクセスポイント（「ＲＡＰ」）のような探索点で開
始し、各ブロックのビデオ時間が等しい期間である場合、ビデオメディアにおける少なく
ともいくつかの探索点の配置は固定され、探索点は、ビデオ符号化の範囲内で一定の間隔
で発生する。ビデオ符号化技術の当業者にはよく知られているように、探索点がビデオフ
レーム間の関係に従って配置される場合、特に、探索点が前のフレームとの共通部分がほ
とんどないフレームに配置される場合、圧縮効率は向上し得る。従って、ブロックの時間
の長さが等しいというこの要件は、圧縮が準最適となり得るように、ビデオ符号化に対し
て制約を課す。
【０４１０】
　探索点の位置を固定することを求めるのではなく、ビデオ提示内の探索点の位置が、ビ
デオ符号化システムによって選ばれるのを許容することが望ましい。ビデオ符号化システ
ムが探索点を選ぶのを許容することで、ビデオ圧縮が改善されるので、より高品質のビデ
オメディアを、所与の利用可能な帯域幅を使用して提供でき、ユーザ体験の改善をもたら
す。現在のブロック要求ストリーミングシステムは、全てのブロックが同じ長さ（ビデオ
時間において）であることと、各ブロックが探索点で開始しなければならないこととを要
求することがあるので、これは、既存のシステムの欠点である。
【０４１１】

　上記に対する利点を提供する新規のブロック要求ストリーミングシステムが、ここで説
明される。一実施形態では、第１のバージョンのビデオコンポーネントのビデオ符号化処
理は、圧縮効率を最適化するように、複数の探索点の位置を選ぶように構成され得るが、
複数の探索点の間の長さが最大であるという要件を伴う。この後者の要件は、符号化処理
による探索点の選択を制約するので、圧縮効率を下げる。しかしながら、複数の探索点の
間の長さの最大値が小さすぎなければ（例えば、約１秒よりも大きければ）、圧縮効率の
低下は、規則的かつ固定された位置が探索点に対して要求される場合に引き起こされるも
のと比較すると小さい。さらに、複数の探索点の間の長さの最大値が数秒である場合、探
索点の配置が完全に自由である場合と比較すると、圧縮効率の低下は一般に非常に小さい
。
【０４１２】
　この実施形態を含む多くの実施形態では、いくつかのＲＡＰが探索点ではないことがあ
り、すなわち、探索点として選ばれない２つの連続する探索点の間のＲＡＰであるフレー
ムが存在することがあり、それは、例えば、ＲＡＰが周囲の探索点と時間的に近すぎるた
め、または、ＲＡＰの前もしくは後の探索点とＲＡＰとの間のメディアデータの量が少な
すぎるためである。
【０４１３】
　メディア提示の全ての他のバージョン内の探索点の位置は、第１の（例えば、メディア
データレートが最高の）バージョンにおける探索点と同じように制約され得る。これは、
エンコーダに探索点の自由な選択を許容する場合と比較して、これら他のバージョンの圧
縮効率を低下させ得る。
【０４１４】
　探索点の使用は通常、フレームが独立に復号可能であることを必要とし、これは一般に
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、そのフレームの圧縮効率を低くする。独立に復号可能であることが必要とされないフレ
ームは、他のフレームにおけるデータを参照して符号化されてよく、これは一般に、符号
化されるべきフレームと参照フレームとの共通部分の量に依存する量だけ、そのフレーム
の圧縮効率を向上させる。探索点の位置の効率的な選択は、前のフレームとの共通部分が
少ないフレームを、優先的に探索点フレームとして選び、これによって、独立に復号可能
な方法でフレームを符号化することによって引き起こされる、圧縮効率の低下を最小にす
る。
【０４１５】
　しかしながら、元のコンテンツが同じなので、フレームと可能性のある参照フレームと
の共通性のレベルは、コンテンツの異なる表示にわたって大きく相関する。その結果、他
の変形形態の探索点を第１の変形形態の探索点と同じにするという制約は、圧縮効率に大
きな差を生まないことがある。
【０４１６】
　探索点構造は、好ましくは、ブロック構造を決定するために使用される。好ましくは、
各探索点はブロックの始まりを決定し、２つの連続する探索点の間のデータを包含する、
１つまたは複数のブロックがあり得る。探索点の間の長さは、良好な圧縮を伴う符号化で
は一定ではないので、全てのブロックが同じ再生の長さを有することが必要であるとは限
らない。いくつかの実施形態では、ブロックはコンテンツのバージョンの間で揃えられる
。すなわち、コンテンツのあるバージョン内にフレームの特定のグループにわたるブロッ
クがある場合、コンテンツの別のバージョン内に、フレームの同じグループにわたるブロ
ックがある。コンテンツの所与のバージョンのブロックは重複せず、コンテンツの全ての
フレームが、各バージョンのちょうど１つのブロック内に含まれる。他の実施形態では、
探索点を含むブロックのみが、異なるバージョンにわたって揃えられる。
【０４１７】
　探索点の間の可変の長さ、従って可変長ＧｏＰを効率的に使用するのを許容する、可能
にする特徴は、セグメント内に含まれ他の手段によってクライアントに提供され得る、セ
グメントインデクシングまたはセグメントマップであり、すなわち、これは、提示の各ブ
ロックの開始時間と長さとを備える、提供され得るこの表示におけるこのセグメントに関
連付けられるメタデータである。クライアントは、セグメント内の特定の点で提示が開始
することをユーザが要求した場合、提示を開始すべきブロックを判定する時に、このセグ
メントインデクシングデータを使用できる。そのようなメタデータが提供されない場合、
提示は、コンテンツの始まりのみ、または、所望の点に近いランダムなまたは概略的な点
のみで（例えば、開始ブロックのインデックスを与えるために、要求された開始点（時間
的な）を平均のブロック長で除算して開始ブロックを選ぶことによって）、開始できる。
【０４１８】
　一実施形態では、各ブロックは別個のファイルとして提供され得る。別の実施形態では
、複数の連続するブロックは、単一のファイルへと統合されてセグメントを形成し得る。
この第２の実施形態では、各ブロックの開始時間および長さと、ブロックが開始するファ
イル内のバイトオフセットとを備える、各バージョンのメタデータが提供され得る。この
メタデータは、最初のプロトコル要求に対する応答として提供されてよく、すなわち、セ
グメントまたはファイルとは別々に利用可能であってよく、または、例えばファイルの始
まりにおいて、ブロック自体として、同じファイルまたはセグメント内に含まれてよい。
当業者には明らかなように、このメタデータは、メタデータをクライアントに転送するの
に必要なネットワークリソースを減らすために、ｇｚｉｐまたはデルタ符号化またはバイ
ナリ形式のような、圧縮された形式で符号化され得る。
【０４１９】
　図２２は、ブロックが可変サイズであり、かつ、ブロックの範囲が部分的なＧｏＰであ
る、すなわち、あるＲＡＰと次のＲＡＰとの間の部分的な量のメディアデータである、セ
グメントインデクシングの例を示す。この例では、探索点はＲＡＰインジケータによって
示され、１というＲＡＰインジケータの値は、ブロックがＲＡＰまたは探索点で開始する
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こと、もしくはそれらを含むことを示し、０というＲＡＰインジケータは、ブロックがＲ
ＡＰまたは探索点を含まないことを示す。この例では、最初の３個のブロック、すなわち
バイト０から１５７０３３は第１のＧｏＰを備え、これは、提示の長さが１．６２３秒で
あり、提示時間はコンテンツ中の２０秒から２１．６２３秒である。この例では、最初の
３個のブロックのうちの最初のブロックは、提示時間が０．４８５秒であり、セグメント
内のメディアデータの最初の５０２４５バイトを備える。この例では、ブロック４、５、
および６は第２のＧｏＰを備え、ブロック７および８は第３のＧｏＰを備え、ブロック９
、１０、および１１は第４のＧｏＰを備える。探索点として指定されない、従ってセグメ
ントマップにおいてＲＡＰとしてシグナリングされない、メディアデータ内の他のＲＡＰ
が存在し得ることに留意されたい。
【０４２０】
　再び図２２を参照すると、クライアントまたは受信機が、メディア提示中の約２２秒の
時間オフセットで開始するコンテンツにアクセスすることを望む場合、クライアントは、
後でより詳しく説明されるＭＰＤのような、他の情報をまず使用して、関連するメディア
データがこのセグメント内にあるとまず判定できる。クライアントは、例えばＨＴＴＰバ
イト範囲要求を使用して、セグメントの第１の部分をダウンロードして、この場合にはわ
ずか数バイトであるセグメントインデクシングを取得できる。セグメントインデクシング
を使用して、クライアントは、ダウンロードすべき最初のブロックが、大きくとも２２秒
の時間オフセットを伴いＲＡＰで開始する最初のブロック、すなわち探索点であると判定
できる。この例では、ブロック５は２２秒よりも小さな時間オフセットを有するが、すな
わち時間オフセットは２１．９６５秒であるが、セグメントインデクシングは、ブロック
５がＲＡＰで開始しないことを示すので、代わりに、セグメントインデクシングに基づい
て、クライアントはブロック４をダウンロードすることを選択する。それは、ブロック４
の開始時間が大きくとも２２秒であり、すなわちその時間オフセットが２１．６２３秒で
あり、ブロック４がＲＡＰで開始するからである。従って、セグメントインデクシングに
基づいて、クライアントは、バイトオフセット１５７０３４で開始するＨＴＴＰ範囲要求
を行う。
【０４２１】
　セグメントインデクシングが利用可能でなければ、クライアントは、このデータをダウ
ンロードする前に、全ての以前の１５７０３４バイトのデータをダウンロードする必要が
ある可能性があり、これは、はるかに長い始動時間またはチャネルザッピング時間と、有
用ではないデータの無駄なダウンロードとにつながる。あるいは、セグメントインデクシ
ングが利用可能でなければ、クライアントは、所望のデータがセグメント内で開始する箇
所を概算し得るが、この概算は不正確であることがあり、適切な時間が得られないことが
あり、手順を戻すことをクライアントに要求し、これも始動遅延を増やす。
【０４２２】
　一般に、各ブロックは、前のブロックと共にメディアプレーヤによって再生され得る、
メディアデータの部分を包含する。従って、セグメント内に含まれるか、または他の手段
を通じてクライアントに提供されるかのいずれかである、構造のブロック化およびセグメ
ントインデクシングブロック化構造のクライアントへのシグナリングは、高速なチャネル
ザッピングと、ネットワークの変動および混乱に直面した時のシームレスな再生とを、ク
ライアントが実現する能力を大きく改善できる。セグメントインデクシングによって可能
にされるような、可変長ブロックと、ＧｏＰの一部のみを包含するブロックとのサポート
は、ストリーミング体験を大きく改善できる。例えば、図２２を再び参照すると、クライ
アントが提示中の約２２秒において再生の開始を望む、上で説明された例では、クライア
ントは、１つまたは複数の要求を通じて、ブロック４内でデータを要求し、メディアプレ
ーヤが再生を開始できるようになるとすぐに、メディアプレーヤにデータを供給できる。
従って、この例では、再生は、ブロック４の４１０１１バイトがクライアントにおいて受
信されるとすぐに開始し、従って、高速なチャネルザッピング時間を可能にする。そうで
はなく、再生が開始すべき時より前にクライアントがＧｏＰ全体を要求する必要があった
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とすると、チャネルザッピング時間は１４４２１１バイトのデータであるのでより長くな
る。
【０４２３】
　他の実施形態では、ＲＡＰまたは探索点は、ブロックの中心にも発生することがあり、
そのＲＡＰまたは探索点がブロックまたはフラグメント内のどこにあるかを示すデータが
、セグメントインデクシング内に存在し得る。他の実施形態では、時間オフセットは、ブ
ロック内の最初のフレームの提示時間ではなく、ブロック内の最初のフレームの復号時間
であり得る。
【０４２４】
　図２３（ａ）および図２３（ｂ）は、複数のバージョンまたは表示にわたる、揃えられ
た探索点構造を可変ブロックサイジングする例を示す。図２３（ａ）は、メディアストリ
ームの複数のバージョンにわたる、揃えられた探索点を伴う可変ブロックサイジングを示
し、一方図２３（ｂ）は、メディアストリームの複数のバージョンにわたる、揃えられて
いない探索点を伴う可変ブロックサイジングを示す。
【０４２５】
　時間は、秒単位で頂部に示され、２つの表示に対する２つのセグメントのブロックおよ
び探索点は、このタイムラインに対するそれらのタイミングに関して左から右に示され、
従って、示される各ブロックの長さは、再生時間に比例し、ブロックにおけるバイトの数
に比例しない。この例では、２つの表示の両方のセグメントに対するセグメントインデク
シングは、探索点に対して同じ時間オフセットを有するが、ブロックまたはフラグメント
の数は探索点の間で異なる可能性があり、各ブロックにおけるメディアデータの量が異な
ることにより、ブロックに対するバイトオフセットは異なる。この例では、クライアント
が約２３秒の提示時間において表示１から表示２に切り替えることを望む場合、クライア
ントは、表示１のセグメント内のブロック１．２まで要求し、ブロック２．２で開始する
表示２のセグメントの要求を開始し得るので、切り替えは、表示２における探索点２．２
と同じ時間である、表示１における探索点１．２と一致する提示時間において発生し得る
。
【０４２６】
　前述のことから明らかであるはずだが、説明されるブロック要求ストリーミングシステ
ムは、ビデオ符号化物を、コンテンツ内の特定の位置にある探索点に配置するように制約
せず、これは、既存のシステムの問題の１つを軽減する。
【０４２７】
　上で説明された実施形態では、同じコンテンツ提示の様々な表示の探索点が揃えられる
ように、それは編成される。しかしながら、多くの場合、この整列の要件を緩めることが
好ましい。例えば、探索点が揃えられた表示を生成する能力を有さない符号化ツールが、
表示を生成するために使用されていることがある。別の例として、コンテンツ表示は、異
なる表示の間での探索点の整列を伴わずに、異なる表示において独立に符号化されること
がある。別の例として、表示は、レートが低いほど多くの探索点を含むことがあり、より
一般的には、早送りまたは巻き戻しまたは高速な探索のようなトリックモードをサポート
するために、表示は切り替えられる必要があり、または表示は探索点を含む。従って、コ
ンテンツ提示のための様々な表示にわたる揃えられていない探索点を効率的かつシームレ
スに処理することが可能な、ブロック要求ストリーミングシステムを作成する方法を提供
することが望ましい。
【０４２８】
　この実施形態では、複数の表示にわたって探索点の位置は揃っていないことがある。新
たなブロックが各探索点で開始するようにブロックが構築されるので、提示の異なるバー
ジョンのブロックの間に、整列が存在しないことがある。異なる表示の間で、そのような
揃えられていない探索点の構造の例が、図２３（ｂ）に示される。時間は、秒単位で頂部
に示され、２つの表示に対する２つのセグメントのブロックおよび探索点は、このタイム
ラインに対するそれらのタイミングに関して左から右に示され、従って、示される各ブロ
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ックの長さは、再生時間に比例し、ブロックにおけるバイトの数に比例しない。この例で
は、２つの表示の両方のセグメントに対するセグメントインデクシングは、探索点に対し
て異なる時間オフセットを有する可能性があるが、ブロックまたはフラグメントの数も探
索点の間で異なる可能性があり、各ブロックにおけるメディアデータの量が異なることに
より、ブロックに対するバイトオフセットは異なる。この例では、クライアントが約２５
秒の提示時間において表示１から表示２に切り替えることを望む場合、クライアントは、
表示１のセグメント内のブロック１．３まで要求し、ブロック２．３で開始する表示２の
セグメントの要求を開始し得るので、切り替えは、表示１におけるブロック１．３の再生
の中心にある、表示２における探索点２．３と一致する提示において発生し、従って、ブ
ロック１．２に対するメディアの一部は再生されない（しかし、再生されないブロック１
．３のフレームに対するメディアデータは、再生されるブロック１．３の他のフレームを
復号するために、受信機バッファにロードされる必要があり得る）。
【０４２９】
　この実施形態では、以前に選択されたバージョンとは異なる表示からのブロックを選択
することを要求された場合には常に、最後に選択されたブロックの最後のフレームの後続
のフレームよりも後ではない最初のフレームを有する、最遅のブロックが選ばれるように
、ブロック選択器１８２３の動作が修正され得る。
【０４３０】
　この最後に説明された実施形態は、第１のバージョン以外のバージョン内の探索点の位
置を制約するという要件をなくし得るので、これらバージョンの圧縮効率を向上させて、
所与の利用可能な帯域幅に対するより高品質の表示をもたらし、これは改善されたユーザ
体験を提供する。さらなる考慮事項は、コンテンツの複数の符号化物（バージョン）にわ
たる探索点の整列という機能を実行するビデオ符号化ツールが、広く利用可能ではないこ
とがあるということであり、従って、この最後に説明された実施形態の利点は、現在利用
可能なビデオ符号化ツールが使用できるということである。別の利点は、コンテンツの異
なるバージョンの符号化が、異なるバージョンに対する符号化処理の間の協調を何ら必要
とせずに、並列に進行し得るということである。別の利点は、特定の探索点の位置のリス
トを符号化ツールに提供する必要なく、コンテンツの追加のバージョンが、符号化され後
の時点で提示に追加され得るということである。
【０４３１】
　一般に、ピクチャがピクチャのグループ（ＧｏＰ）として符号化される場合、シーケン
スにおける最初のピクチャは探索点であり得るが、常にそうであるとは限らない。
【０４３２】
 メディア提示データモデル
　図２４は、図１８に示されるコンテンツ記憶装置の可能な構造を示し、セグメントおよ
びｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（「ＭＰＤ」）ファ
イル、並びにＭＰＤファイル内のセグメント、タイミングおよび他の構造の内訳を含む。
ＭＰＤ構造またはファイルの可能な実装形態の詳細が、ここで説明される。多くの例にお
いて、ＭＰＤはファイルとして説明されるが、非ファイル構造も使用され得る。
【０４３３】
　示されるように、コンテンツ記憶装置１８１０は、複数のソースセグメント２４１０と
、ＭＰＤ２４００と、修復セグメント２４１２とを保持する。ＭＰＤは、期間記録２４０
１を備えてよく、期間記録２４０１は表示記録２４０２を備えてよく、表示記録２４０２
は、初期化セグメント２４０４およびメディアセグメント２４０５への参照のようなセグ
メント情報２４０３を含む。
【０４３４】
　図２５は、例示的なメタデータテーブル２５００を示すが、図２６は、ＨＴＴＰストリ
ーミングクライアント２６０２が、ＨＴＴＰストリーミングサーバ２６０６への接続を通
じて、メタデータテーブル２５００とメディアブロック２６０４とをどのように取得する
かの例を示す。
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【０４３５】
　本明細書で説明される方法では、クライアントに利用可能なメディア提示の表示に関す
る情報を備える、「Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」
が提供される。表示は、クライアントが異なる選択肢から１つを選択するという意味で、
複数の選択肢であってよく、または、表示は、クライアントが、各々が選択肢のセットか
らのものであり得る表示のいくつかを選択し、それらを一緒に提示するという意味で、相
補的であってよい。表示は、有利なことにグループに割り当てられてよく、あるグループ
における複数の表示に対して、それらが互いに各々代替物であり、一方異なるグループか
らの表示は、２つ以上の表示が一緒に提示されるべきであるようなものであるということ
を理解するように、クライアントはプログラムされまたは構成される。言い換えると、２
つ以上の表示がグループ内にある場合、クライアントは、そのグループから１つの表示を
選び、次のグループから１つのグループを選ぶなどして、１つの表示を形成する。
【０４３６】
　表示を表す情報は、有利なことに、表示を復号するために必要なコーデックのプロファ
イルおよびレベルと、ビデオフレームレートと、ビデオ解像度と、データレートとを含む
、適用されたメディアコーデックの詳細情報を含み得る。Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａ
ｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎを受信するクライアントは、この情報を使用して、表
示が復号または提示に適しているかどうかを前もって判定できる。これは利点であり、そ
れは、違いのある情報が表示のバイナリデータにのみ含まれる場合、全ての表示からバイ
ナリデータを要求し、その適格性についての情報を見つけるために関連する情報を解析し
抽出することが必要であるからである。これら複数の要求と、データの追加の抽出を解析
することは、長い時間がかかることがあり、これは長い始動時間をもたらし、従ってユー
ザ体験の低下をもたらす。
【０４３７】
　加えて、Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎは、時間帯
に基づいてクライアントの要求を制約する情報を備え得る。例えば、ライブサービスでは
、クライアントは、「現在のブロードキャスト時間」に近い提示の部分を要求することに
制約され得る。これは利点であり、それは、ライブブロードキャストでは、現在のブロー
ドキャスト時間よりも前に与えられた閾値よりも多くブロードキャストされたコンテンツ
に対するデータを、サービング設備から除去するのが望ましいことがあるからである。こ
れは、サービング設備内での記憶リソースの再使用のために望ましいことがある。これは
また、提供されるサービスのタイプに応じて望ましいことがあり、例えば、いくつかの場
合には、受信側のクライアントデバイスの何らかの加入モデルが原因で、提示がライブの
みで可能にされることがあり、一方、他のメディア提示は、ライブおよびオンデマンドで
可能にされることがあり、他の提示は、第１のクラスのクライアントデバイスに対しては
ライブのみで可能にされ、第２のクラスのクライアントデバイスに対してはオンデマンド
のみで可能にされ、第３のクラスのクライアントデバイスに対してはライブまたはオンデ
マンドのいずれかの組合せで可能にされることがある。（以下の）Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｍｏｄｅｌで説明される方法は、クライアントが、そのよ
うな方針を知らされることを可能にするので、クライアントは、サービング設備において
利用可能ではない可能性のあるデータについて、要求を行い、ユーザに対する提供を調整
することを避けることができる。代替形態として、例えば、クライアントは、このデータ
が利用可能ではないという通知を、ユーザに提示できる。
【０４３８】
　本発明のさらなる実施形態では、メディアセグメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－
１２で説明されるＩＳＯ　Ｂａｓｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔに準拠してよ
く、または、派生した規格（３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ２６．２４４において説明された３ＧＰファイルフォーマットのような）に準拠してよ
い。（上記の）Ｔｈｅ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　３ＧＰＰ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔというセ
クションは、ブロック要求ストリーミングシステム内でのこのファイルフォーマットのデ
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ータ構造の効率的な使用を可能にする、ＩＳＯ　Ｂａｓｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏ
ｒｍａｔに対する新規の拡張を説明する。この参照文献で説明されるように、メディア提
示の時間セグメントとファイル内のバイト範囲との高速かつ効率的なマッピングを可能に
する情報が、ファイル内で提供され得る。メディアデータ自体が、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４
９６－１２において定義される動画フラグメントの構築に従って構造化され得る。時間と
バイトオフセットとを提供するこの情報は、階層的に構造化されてよく、または情報の単
一のブロックとして構造化されてよい。この情報は、ファイルの始まりにおいて提供され
得る。Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　３ＧＰＰ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔにおいて説明されるような
効率的な符号化を使用したこの情報の準備によって、ブロック要求ストリーミングシステ
ムによって使用されるファイルダウンロードプロトコルがＨＴＴＰである場合、クライア
ントは、例えばＨＴＴＰ　ｐａｒｔｉａｌ　ＧＥＴ要求を使用して、この情報を迅速に取
り出すことが可能になり、これによって、始動、探索、またはストリームの切り替えの時
間が短くなるので、ユーザ体験が改善される。
【０４３９】
　メディア提示における表示は、グローバルなタイムラインにおいて同期され、通常は選
択肢である複数の表示のシームレスな切り替えを確実にし、２つ以上の表示の同期した提
示を確実にする。従って、適応ＨＴＴＰストリーミングメディア提示内の表示内に含まれ
るメディアのサンプルのタイミングは、複数のセグメントにわたる連続的なグローバルな
タイムラインに関連し得る。
【０４４０】
　複数のタイプのメディア、例えばオーディオおよびビデオを含む、符号化されたメディ
アのブロックは、異なるタイプのメディアに対して、異なる提示終了時間を有し得る。ブ
ロック要求ストリーミングシステムでは、そのようなメディアブロックは、各メディアタ
イプが連続的に再生されるような方法で連続的に再生され得るので、１つのブロックから
の１つのタイプのメディアサンプルは、先行するブロックの別のタイプのメディアサンプ
ルよりも前に再生されてよく、これは、本明細書では「連続ブロックスプライシング(con
tinuous block splicing)」と呼ばれる。ある代替形態として、そのようなメディアブロ
ックは、任意のタイプの１つのブロックの最早のサンプルが、任意のタイプの先行するブ
ロックの最遅のサンプルよりも後に再生されるような方法で再生されてよく、これは、本
明細書では「非連続ブロックスプライシング(discontinuous block splicing)」と呼ばれ
る。連続ブロックスプライシングは、両方のブロックが、シーケンスにおいて符号化され
た、同じコンテンツ項目および同じ表示からのメディアを含む場合、または他の場合に、
適切であり得る。通常、１つの表示内で、２つのブロックを接合する場合、連続ブロック
スプライシングが適用され得る。これは、既存の符号化を適用でき、ブロック境界におい
てメディアトラックを揃える必要なくセグメント化を行うことができるので、有利である
。
【０４４１】
 １．Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
　メディア提示は、ＨＴＴＰストリーミングサーバ上のファイルの構造化された集合体と
して見ることができる。ＨＴＴＰストリーミングクライアントは、十分な情報をダウンロ
ードして、ストリーミングサービスをユーザに提示できる。代替的な表示は、３ＧＰＰフ
ァイルフォーマットに準拠する、または、３ＧＰファイルからもしくは３ＧＰファイルへ
簡単に変換され得るデータ構造の良好に定義されたセットに少なくとも準拠する、１つま
たは複数の３ＧＰファイルまたは３ＧＰファイルの一部を備え得る。
【０４４２】
　メディア提示は、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎに
よって表され得る。Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（
ＭＰＤ）は、適切なファイル要求、例えばＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求を構築して、適切な時間
にデータにアクセスし、ストリーミングサービスをユーザに提供するためにクライアント
が使用できる、メタデータを含み得る。ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓ
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ｃｒｉｐｔｉｏｎは、ＨＴＴＰストリーミングクライアントに対して十分な情報を提供し
て、適切な３ＧＰＰファイルとファイルの断片とを選択できる。アクセス可能であるもの
としてクライアントにシグナリングされているユニットは、セグメントと呼ばれる。
【０４４３】
　ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎはとりわけ、次のよ
うな要素と属性とを含み得る。
【０４４４】
 ２．ＭｅｄｉａＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの要素
　ストリーミングサービスをエンドユーザに提供するために、ＨＴＴＰストリーミングク
ライアントによって使用されるメタデータをカプセル化する要素。ＭｅｄｉａＰｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの要素は、次の属性および要素の１つまたは複数
を含み得る。
【０４４５】
　Ｖｅｒｓｉｏｎ：拡張性を確保するためのプロトコルのバージョン番号。
【０４４６】
　ＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：他の提示のうちから提示を一意に識
別できるような情報。固有のフィールドまたは名前も含み得る。
【０４４７】
　ＵｐｄａｔｅＦｒｅｑｕｅｎｃｙ：ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃ
ｒｉｐｔｉｏｎの更新頻度。すなわち、クライアントが実際のｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎ
ｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎをリロードし得る頻度。存在しない場合、メディ
ア提示は静的であり得る。メディア提示を更新することは、メディア提示をキャッシュで
きないことを意味し得る。
【０４４８】
　ＭｅｄｉａＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎＵＲＩ：ｍｅｄｉａ　ｐ
ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎに日付を付けるためのＵＲＩ。
【０４４９】
　Ｓｔｒｅａｍ：ストリームまたはメディア提示のタイプ、すなわち、ビデオか、オーデ
ィオか、またはテキストかを表す。ビデオストリームタイプは、オーディオを含んでよく
、テキストを含んでよい。
【０４５０】
　Ｓｅｒｖｉｃｅ：追加の属性を伴うサービスタイプを表す。サービスタイプは、ライブ
およびオンデマンドであり得る。これは、何らかの現在の時間を超えた探索およびアクセ
スが許可されないことをクライアントに知らせるために、使用され得る。
【０４５１】
　ＭａｘｉｍｕｍＣｌｉｅｎｔＰｒｅＢｕｆｆｅｒＴｉｍｅ：クライアントがメディアス
トリームをプリバッファできる最長の時間。このタイミングは、クライアントがこの最大
のプリバッファ時間を超えてダウンロードすることに制約される場合、ストリーミングを
進行的なダウンロードと区別し得る。プリバッファリングに関する制約が適用され得ない
ことを示す値は、存在しなくてよい。
【０４５２】
　ＳａｆｅｔｙＧｕａｒｄＩｎｔｅｒｖａｌＬｉｖｅＳｅｒｖｉｃｅ：サーバにおけるラ
イブサービスの最大の転換時間についての情報。情報の何が現在の時間において既にアク
セス可能かを示すものをクライアントに提供する。この情報は、クライアントおよびサー
バがＵＴＣ時間で動作することが予測され、厳密な時間的な同期が提供されない場合には
、必要であり得る。
【０４５３】
　ＴｉｍｅＳｈｉｆｔＢｕｆｆｅｒＤｅｐｔｈ：クライアントが、現在の時間に対して、
ライブサービスにおいてどの程度遠くに戻れるかについての情報。この深さの拡張によっ
て、タイムシフト試聴および追いつきサービスが、サービスの準備における特別な変更を
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伴うことなく、許容され得る。
【０４５４】
　ＬｏｃａｌＣａｃｈｉｎｇＰｅｒｍｉｔｔｅｄ： このフラグは、ＨＴＴＰクライアン
トが、ダウンロードされたデータが再生された後にそのデータをローカルにキャッシュで
きるかどうかを示す。
【０４５５】
　ＬｉｖｅＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｔｅｒｖａｌ：提示がＳｔａｒｔＴｉｍｅとＥ
ｎｄＴｉｍｅとを規定することによって利用可能にされ得る、時間間隔を含む。Ｓｔａｒ
ｔＴｉｍｅはサービスの開始時間を示し、ＥｎｄＴｉｍｅはサービスの終了時間を示す。
ＥｎｄＴｉｍｅが規定されない場合、終了時間は現在の時間では未知であり、Ｕｐｄａｔ
ｅＦｒｅｑｕｅｎｃｙが、サービスの実際の終了時間よりも前にクライアントが終了時間
を入手することを保証し得る。
【０４５６】
　ＯｎＤｅｍａｎｄＡｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌ：提示間隔は、ネットワ
ーク上でのサービスの利用可能性を示す。複数の提示間隔が与えられ得る。ＨＴＴＰクラ
イアントは、任意の規定された時間枠の外ではサービスにアクセスすることが可能ではな
いことがある。ＯｎＤｅｍａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｖａｌを準備することによって、追加のタ
イムシフト試聴が規定され得る。この属性は、ライブサービスのためにも存在し得る。そ
れがライブサービスのために存在する場合、サーバは、クライアントが、全ての与えられ
た利用可能な間隔において、オンデマンドサービスとしてサービスにアクセスできること
を保証し得る。従って、ＬｉｖｅＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｔｅｒｖａｌは、いずれ
のＯｎＤｅｍａｎｄＡｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌとも重複し得ない。
【０４５７】
　ＭＰＤＦｉｌｅＩｎｆｏＤｙｎａｍｉｃ：メディア提示におけるファイルのデフォルト
の動的な構築を表す。さらなる詳細が以下で与えられる。ＭＰＤレベルでのデフォルトの
仕様は、いくつかのまたは全ての代替的な表示に対して同じ規則が使用される場合に、不
必要な繰り返しを省き得る。
【０４５８】
　ＭＰＤＣｏｄｅｃＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：メディア提示における主要なデフォルトの
コーデックを表す。さらなる詳細が以下で与えられる。ＭＰＤレベルでのデフォルトの仕
様は、いくつかのまたは全ての表示に対して同じコーデックが使用される場合に、不必要
な繰り返しを省き得る。
【０４５９】
　ＭＰＤＭｏｖｅＢｏｘＨｅａｄｅｒＳｉｚｅＤｏｅｓＮｏｔＣｈａｎｇｅ：ＭｏｖｅＢ
ｏｘ　Ｈｅａｄｅｒのサイズが、メディア提示全体のうちの個々のファイルの間で変化す
るかどうかを示すためのフラグ。このフラグは、ダウンロードを最適化するために使用さ
れてよく、特定のセグメントフォーマットの場合にのみ、特に、セグメントがｍｏｏｖヘ
ッダを含むセグメントフォーマットの場合にのみ存在し得る。
【０４６０】
　ＦｉｌｅＵＲＩＰａｔｔｅｒｎ：メディア提示内のファイルに対して要求メッセージを
生成するためにクライアントによって使用されるパターン。異なる属性は、メディア提示
内のファイルの各々のユニークなＵＲＩの生成を可能にする。基本ＵＲＩはＨＴＴＰ　Ｕ
ＲＩであり得る。
【０４６１】
代替的な表示：表示のリストを表す。
【０４６２】
 １．ＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎの要素：
　１つの表示に対する全てのメタデータをカプセル化するＸＭＬ要素。Ａｌｔｅｒｎａｔ
ｉｖｅＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎの要素は、次の属性と要素とを含み得る。
【０４６３】
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　ＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＩＤ：メディア提示内のこの特定のＡｌｔｅｒｎａｔｉ
ｖｅＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎに対するユニークなＩＤ。
【０４６４】
　ＦｉｌｅｓＩｎｆｏＳｔａｔｉｃ：１つの代替的な表示の全てのファイルの開始時間お
よびＵＲＩの明示的なリストを提供する。ファイルのリストの静的な準備は、メディア提
示の正確なタイミングの記述という利点を提供し得るが、特に代替的な表示が多くのファ
イルを含む場合は、さほど小型ではないことがある。また、ファイル名は任意の名前を有
し得る。
【０４６５】
　ＦｉｌｅｓＩｎｆｏＤｙｎａｍｉｃ：１つの代替的な提示の開始時間およびＵＲＩのリ
ストを構築するための暗黙的な方法を提供する。ファイルのリストの動的な準備は、より
小型な表示という利点を提供し得る。開始時間のシーケンスのみが提供される場合、ここ
でもタイミングの利点が成り立つが、ファイル名は、ＦｉｌｅＰａｔｔｅｒｎＵＲＩに基
づいて動的に構築されることになる。各セグメントの長さのみが提供される場合、表示は
小型であり、ライブサービスにおいて使用するのに適している可能性があるが、ファイル
の生成はグローバルなタイミングによって支配され得る。
【０４６６】
　ＡＰＭｏｖｅＢｏｘＨｅａｄｅｒＳｉｚｅＤｏｅｓＮｏｔＣｈａｎｇｅ：ＭｏｖｅＢｏ
ｘ　Ｈｅａｄｅｒのサイズが、Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ内の個
々のファイルのうちで変化するかどうかを示すフラグ。このフラグは、ダウンロードを最
適化するために使用されてよく、特定のセグメントフォーマットの場合にのみ、特に、セ
グメントがｍｏｏｖヘッダを含むセグメントフォーマットの場合にのみ存在し得る。
【０４６７】
　ＡＰＣｏｄｅｃＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：代替的な提示におけるファイルの主要なコー
デックを表す。
【０４６８】
 Ｍｅｄｉａ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの要素
　ＭｅｄｉａＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：この表示内に含まれるメディアに対する全てのメ
タデータをカプセル化できる要素。具体的には、この代替的な提示におけるトラックにつ
いての情報、さらには、可能であれば、トラックの推奨されるグルーピングについての情
報を含み得る。ＭｅｄｉａＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの属性は、次の属性を含む。
【０４６９】
　ＴｒａｃｋＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：この表示内に含まれるメディアに対する全てのメ
タデータをカプセル化するＸＭＬ属性。ＴｒａｃｋＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの属性は、次
の属性を含む。
【０４７０】
　ＴｒａｃｋＩＤ：代替的な表示内におけるトラックに対するユニークなＩＤ。これは、
トラックがグルーピングの説明の一部である場合に使用され得る。
【０４７１】
　Ｂｉｔｒａｔｅ：トラックのビットレート。
【０４７２】
　ＴｒａｃｋＣｏｄｅｃＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：このトラックにおいて使用されるコー
デックの全ての属性を含むＸＭＬ属性。ＴｒａｃｋＣｏｄｅｃＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの
属性は、次の属性を含む。
【０４７３】
　ＭｅｄｉａＮａｍｅ：メディアタイプを定義する属性。メディアタイプは、「オーディ
オ」と、「ビデオ」と、「テキスト」と、「アプリケーション」と、「メッセージ」とを
含む。
【０４７４】
　Ｃｏｄｅｃ：プロファイルとレベルとを含むコーデックタイプ。
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【０４７５】
　ＬａｎｇｕａｇｅＴａｇ：適用可能な場合、言語タグ。
【０４７６】
　ＭａｘＷｉｄｔｈ、ＭａｘＨｅｉｇｈｔ：ビデオに対する、含まれるビデオのピクセル
単位での高さおよび幅。
【０４７７】
　ＳａｍｐｌｉｎｇＲａｔｅ：オーディオに対するサンプリングレート。
【０４７８】
　ＧｒｏｕｐＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ：異なるパラメータに基づく適切なグルーピングの
ための推奨をクライアントに提供する属性。
【０４７９】
　ＧｒｏｕｐＴｙｐｅ：トラックをどのようにグループ化するかをクライアントが決める
際の基礎となり得る、タイプ。
【０４８０】
　ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎにおける情報は、有
利には、適切な時間にファイル／セグメントまたはその一部に対する要求を実行するため
に、ＨＴＴＰストリーミングクライアントによって使用され、例えば、アクセス帯域幅、
ディスプレイ能力、コーデック能力など、さらには言語などのようなユーザの選考に関し
て、能力と一致する適切な表示からセグメントを選択する。さらに、Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅ
ｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎは、時間的に揃えられグローバルなタイム
ラインにマッピングされる表示を表すので、クライアントはまた、表示を切り替えるため
に、表示を一緒に提示するために、またはメディア提示内を探索するために適切な動作を
開始するために、進行中のメディア提示の間にＭＰＤ内の情報を使用できる。
【０４８１】
 １．セグメント開始時間のシグナリング
　表示は、時間方向に、複数のセグメントへと分割され得る。あるセグメントの最後のフ
ラグメントと次のセグメントの次のフラグメントとの間には、トラック間のタイミングの
問題が存在する。加えて、一定の長さのセグメントが使用される場合、別のタイミング問
題が存在する。
【０４８２】
　各セグメントに対して同じ長さを使用することは、ＭＰＤが小型かつ静的であるという
利点を有し得る。しかしながら、各セグメントは依然として、ランダムアクセスポイント
で開始し得る。従って、ビデオ符号化は、これら特定の点でランダムアクセスポイントを
提供するように制約されることがあり、または、実際のセグメントの長さは、ＭＰＤにお
いて規定されるほど正確ではないことがある。ストリーミングシステムが、ビデオ符号化
処理に不必要な制約を課さないことが望ましいことがあるので、第２の選択肢が好適であ
り得る。
【０４８３】
　具体的には、ファイルの長さがＭＰＤにおいてｄ秒と規定される場合、ｎ番目のファイ
ルは、ランダムアクセスポイントで、または、時間（ｎ－１）ｄの直後に、開始できる。
【０４８４】
　この手法では、各ファイルは、グローバルな提示時間を単位とするセグメントの正確な
開始時間についての情報を含み得る。これをシグナリングするための３つの可能な方法は
、以下を含む。
【０４８５】
　（１）第１に、各セグメントの開始時間を、ＭＰＤにおいて規定されるような正確なタ
イミングに制約する。しかしそうすると、メディアエンコーダは、ＩＤＲフレームの配置
について柔軟性をまったく有することができず、ファイルストリーミングのために特別な
符号化を必要とし得る。
【０４８６】
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　（２）第２に、各セグメントのＭＰＤに正確な開始時間を追加する。オンデマンドの場
合、ＭＰＤの小型性が低下し得る。ライブの場合、これは、ＭＰＤの定期的な更新を必要
とすることがあり、スケーラビリティを下げ得る。
【０４８７】
　（３）第３に、表示の告知された開始時間またはＭＰＤにおけるセグメントの告知され
た開始時間に対する、グローバルな時間または正確な開始時間を、セグメントに追加し、
ある意味ではセグメントがこの情報を含む。これは、適応ストリーミングに専用の新たな
ボックスに追加され得る。このボックスはまた、「ＴＩＤＸ」または「ＳＩＤＸ」ボック
スによって提供されるような情報も含み得る。この第３の手法の結果は、セグメントの１
つの始まりの近くの特定の位置を探す時に、クライアントが、ＭＰＤに基づいて、要求さ
れた探索点を含むセグメントの後続のセグメントを選ぶことができる、というものである
。この場合の簡単な応答は、取り出されるセグメントの始まりに（すなわち、探索点の後
の次のランダムアクセスポイントに）探索点を進めるように移動することであり得る。通
常、ランダムアクセスポイントは、少なくとも数秒ごとに提供されるので（かつ、ランダ
ムアクセスポイントの頻度を低くすることによる符号化の利益はほとんどないことが多い
ので）、最悪の場合、探索点は規定された箇所よりも数秒後に移動され得る。あるいは、
クライアントは、セグメントのためのヘッダ情報を取り出す際に、要求された探索点が実
際には前のセグメントにあると判定し、代わりにそのセグメント要求できる。これは、探
索動作を実行するのに必要な時間の偶発的な増加をもたらし得る。
【０４８８】
 ２．アクセス可能なセグメントのリスト
　メディア提示は、元のメディアコンテンツの符号化物の何らかの異なるバージョンを各
々提供する、表示のセットを備える。有利なことに、表示自体が、他のパラメータと比較
して表示を差別化するパラメータについての情報を含む。表示はまた、明示的にまたは暗
黙的に、アクセス可能なセグメントのリストを含む。
【０４８９】

　セグメントは、メタデータを含む時間に無関係のセグメント、および、メディアデータ
を主に含むメディアセグメントにおいて、差別化され得る。Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（「ＭＰＤ」）は、有利なことに、暗黙的または明
示的のいずれかに、異なる属性を識別しセグメントの各々へ割り当てる。各セグメントへ
と有利に割り当てられた属性は、セグメントがアクセス可能な期間と、それらを通じてセ
グメントがアクセス可能であるリソースとプロトコルとを備える。加えて、メディアセグ
メントは、有利なことに、メディア提示におけるセグメントの開始時間、およびメディア
提示におけるセグメントの長さのような属性を、割り当てられる。
【０４９０】
　ＯｎＤｅｍａｎｄＡｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌのようなｍｅｄｉａ　ｐ
ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎにおける属性によって有利に示される
ように、メディア提示が「オンデマンド」のタイプである場合、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎは通常、セグメント全体を表し、セグメントが
いつアクセス可能でセグメントがいつアクセス可能ではないかということの指示も提供す
る。同じメディア提示の再生を、しかし異なる時間に開始する２つのクライアントが、同
じｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ、さらには同じメデ
ィアセグメントを使用できるように、セグメントの開始時間は有利なことに、メディア提
示の始まりに対して表される。これは有利なことに、セグメントをキャッシュする能力を
改善する。
【０４９１】
　属性Ｓｅｒｖｉｃｅのようなｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐ
ｔｉｏｎにおける属性によって有利に示されるように、メディア提示が「ライブ」のタイ
プである場合、実時間で１日を超えるメディア提示を備えるセグメントは、一般に、セグ
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メントがＭＰＤにおいて完全に表されていても、生成されず、または少なくともアクセス
可能ではない。しかしながら、メディア提示サービスが「ライブ」のタイプであるという
指示によって、クライアントは、ＭＰＤに含まれる情報およびＭＰＤのダウンロード時間
に基づいて、実時間でクライアント内部時間ＮＯＷに対するタイミング属性と共に、アク
セス可能なセグメントのリストを生成できる。実時間ＮＯＷにおけるＭＰＤのインスタン
スと共に動作する参照クライアントがリソースにアクセスできるように、サーバがリソー
スをアクセス可能にするという意味で、サーバは有利に動作する。
【０４９２】
　具体的には、参照クライアントは、ＭＰＤに含まれる情報およびＭＰＤのダウンロード
時間に基づいて、実時間でクライアント内部時間ＮＯＷに対するタイミング属性と共に、
アクセス可能なセグメントのリストを生成する。時間が進むと、クライアントは、同じＭ
ＰＤを使用して、メディア提示を連続的に再生するために使用され得る新たなアクセス可
能なセグメントのリストを作成する。従って、サーバは、これらセグメントが実際にアク
セス可能になる前に、ＭＰＤ内でセグメントを告知できる。これは有利であり、それは、
ＭＰＤの頻繁な更新とダウンロードとを減らすからである。
【０４９３】
　各々の開始時間がｔＳであるセグメントのリストが、ＦｉｌｅＩｎｆｏＳｔａｔｉｃの
ような要素における再生リストによって明示的に表され、または、ＦｉｌｅＩｎｆｏＤｙ
ｎａｍｉｃのような要素を使用して暗黙的に表されると仮定する。ＦｉｌｅＩｎｆｏＤｙ
ｎａｍｉｃを使用してセグメントリストを生成するための有利な方法が、以下で説明され
る。この構築規則に基づいて、クライアントは、インデックスｉを有する各セグメントに
対し、本明細書ではＦｉｌｅＵＲＩ（ｒ，Ｉ）と呼ばれる各表示ｒのＵＲＩのリストと、
開始時間ｔＳ（ｒ，ｉ）とを入手する。
【０４９４】
　セグメントのアクセス可能な時間枠を作成するために、ＭＰＤにおける情報を使用する
ことは、次の規則を使用して実行され得る。
【０４９５】
　Ｓｅｒｖｉｃｅのような属性によって有利に示されるような、「オンデマンド」のタイ
プのサービスについて、クライアントにおける現在の実時間ＮＯＷが、ＯｎＤｅｍａｎｄ
ＡｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌのようなＭＰＤ要素によって有利に表される
利用可能な任意の範囲内にある場合、このオンデマンドの提示の全ての説明されるセグメ
ントはアクセス可能である。クライアントにおける現在の実時間ＮＯＷが利用可能な任意
の範囲の外にある場合、このオンデマンドの提示の説明されるセグメントはいずれもアク
セス可能ではない。
【０４９６】
　Ｓｅｒｖｉｃｅのような属性によって有利に示されるような、「ライブ」のタイプのサ
ービスについて、開始時間ｔＳ（ｒ，ｉ）は有利なことに、実時間における利用可能な時
間を表す。利用可能な開始時間は、イベントのライブサービス時間と、キャプチャ、符号
化、および公開のためのサーバにおける何らかの転換時間との組合せとして、導出され得
る。例えば、この処理のための時間は、例えば、ＭＰＤにおけるＳａｆｅｔｙＧｕａｒｄ
ＩｎｔｅｒｖａｌＬｉｖｅＳｅｒｖｉｃｅとして規定される、安全ガード間隔ｔＧを例え
ば使用して、ＭＰＤ内で規定され得る。これは、ＵＴＣ時間と、ＨＴＴＰストリーミング
サーバ上でのデータの利用可能性との、最小の差を与える。別の実施形態では、ＭＰＤは
、イベントのライブ時間と転換時間との差として転換時間を提供することなく、ＭＰＤに
おいてセグメントの利用可能な時間を明示的に規定する。以下の説明では、利用可能な時
間として、任意のグローバルな時間が規定されることが仮定される。ライブメディアブロ
ードキャスティングの当業者は、この説明を読んだ後、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎにおける適切な情報から、この情報を導出できる。
【０４９７】
　クライアントにおける現在の実時間ＮＯＷが、ＬｉｖｅＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎＩｎ
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ｔｅｒｖａｌのようなＭＰＤ要素によって有利に表されるライブ提示間隔の任意の範囲の
外にある場合、このライブ提示の説明されるセグメントはいずれもアクセス可能ではない
。クライアントにおける現在の実時間ＮＯＷがライブ提示間隔内にある場合、このライブ
提示の説明されるセグメントの少なくともいくつかのセグメントはアクセス可能であり得
る。
【０４９８】
　アクセス可能なセグメントの制約は、次の値によって支配される。
【０４９９】
（クライアントに利用可能な）実時間ＮＯＷ
　例えばｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎにおけるＴｉ
ｍｅＳｈｉｆｔＢｕｆｆｅｒＤｅｐｔｈとして規定される、許容される時間シフトバッフ
ァ深度ｔＴＳＢ。
【０５００】
　相対的なイベント時間ｔ1におけるクライアントは、（ＮＯＷ－ｔＴＳＢ）とＮＯＷと
の間隔に、または、長さｄのセグメントの終了時間も含まれるような間隔、すなわち（Ｎ
ＯＷ－ｔＴＳＢ－ｄ）とＮＯＷとの間隔に開始時間ｔＳ（ｒ，ｉ）を伴うセグメントのみ
を、要求することが許可され得る。
【０５０１】
 ３．ＭＰＤの更新
　いくつかの実施形態では、サーバは、ファイルまたはセグメントロケータとセグメント
の開始時間とを、前もって知らない。それは、例えば、サーバの位置か変わるため、また
は、メディア提示が異なるサーバからのいくつかの告知を含むため、または、メディア提
示の長さが未知であるため、または、サーバが以後のセグメントのロケータを不明瞭にす
るのを望むためである。
【０５０２】
　そのような実施形態では、サーバは、既にアクセス可能な、または、ＭＰＤのこのイン
スタンスが公開されたすぐ後にアクセス可能になるセグメントのみを、表し得る。さらに
、いくつかの実施形態では、ユーザがメディアコンテンツの生成から可能な限り近くで含
まれるメディアプログラムを体験するように、クライアントは、有利なことに、ＭＰＤに
おいて表されるメディアの近くでメディアを消費する。クライアントがＭＰＤ内で表され
たメディアセグメントの終わりに達するとクライアントが予測するとすぐに、クライアン
トは、有利なことに、ＭＰＤの新たなインスタントを要求して、新たなメディアセグメン
トを表す新たなＭＰＤをサーバが公開したという予測のもとで、連続的な再生を継続する
。サーバは、有利なことに、クライアントが連続的な更新のための手順を利用できるよう
に、ＭＰＤの新たなインスタンスを生成し、ＭＰＤを更新する。サーバは、セグメントの
生成および公開と共に、サーバのＭＰＤ更新手順を、共通のクライアントが動作し得るよ
うに動作する参照クライアントの手順に適応させることができる。
【０５０３】
　ＭＰＤの新たなインスタンスが事前の短時間しか表さない場合、クライアントは、ＭＰ
Ｄの新たなインスタンスを頻繁に要求する必要がある。これは、スケーラビリティの問題
と、不必要かつ頻繁な要求による不必要なアップリンクおよびダウンリンクのトラフィッ
クとをもたらし得る。
【０５０４】
　従って、一方では、セグメントを必ずしもまだアクセス可能にすることなくできる限り
未来のセグメントを表すことに関係があり、もう一方では、新たなサーバの位置を表し、
広告のような新たなコンテンツの挿入を許容し、またはコーデックパラメータの変更を提
供するために、ＭＰＤ内で予測されない更新を可能にすることに関係がある。
【０５０５】
　さらに、いくつかの実施形態では、メディアセグメントの長さは短いことがあり、例え
ば数秒の範囲内であり得る。メディアセグメントの長さは、有利なことに、配信またはキ
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ャッシュの特性に最適化され得る適切なセグメントサイズに調整するために、ライブサー
ビスにおけるエンドツーエンドの遅延またはセグメントの格納もしくは配信に関連する他
の様相を補償するために、または他の理由で、柔軟である。セグメントがメディア提示の
長さと比較して短い場合は特に、大量のメディアセグメントリソースおよび開始時間が、
ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎにおいて表される必要
がある。その結果、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの
サイズは大きくなることがあり、これは、ｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｄｅ
ｓｃｒｉｐｔｉｏｎのダウンリンク時間に悪影響を与えることがあり、従って、メディア
提示の始動遅延に、さらにアクセスリンク上での帯域幅の使用率に影響を与えることがあ
る。従って、再生リストを使用したメディアセグメントのリストの表現を許容するだけで
はなく、テンプレートまたはＵＲＬ構築規則を使用することによる表現も許容することが
有利である。テンプレートおよびＵＲＩ構築規則は、この説明では同義に使用される。
【０５０６】
　加えて、ライブの場合に現在時刻を超えてセグメントロケータを表すために、テンプレ
ートが有利に使用され得る。そのような場合、ロケータ、さらにはセグメントリストが、
テンプレートによって表されるので、ＭＰＤの更新自体は不必要である。しかしながら、
表示またはセグメントの記述の変更を必要とする、予測されない事象は依然として起こり
得る。複数の異なるソースからのコンテンツが一緒に接合される場合、例えば、広告が挿
入された場合、適応ＨＴＴＰストリーミングのｍｅｄｉａ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　
ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの変更が必要であり得る。異なるソースからのコンテンツは、様
々な方式で異なり得る。別の理由は、ライブ提示の間に、コンテンツファイルに使用され
るＵＲＬを変更して、１つのライブの元のサーバから別のサーバへのフェイルオーバーを
提供する必要があり得る、ということである。
【０５０７】
　いくつかの実施形態では、ＭＰＤが更新される場合、更新されたＭＰＤが次のような意
味で前のＭＰＤに適合するように、ＭＰＤに対する更新が実行されることが有利である。
すなわち、参照クライアントと、従って任意の実装されるクライアントは、それがＭＰＤ
の前のインスタンスから生成していたように、アクセス可能なセグメントの同じように機
能するリストを、前のＭＰＤの有効時間までの任意の時間、更新されたＭＰＤから生成す
る。この要件は、（ａ）クライアントが、更新時間の前の古いＭＰＤと適合するので、古
いＭＰＤとの同期を伴わずに、新たなＭＰＤを使用して直ちに開始できることと、（ｂ）
更新時間が、ＭＰＤに対する実際の変更が発生する時間と同期する必要がないこととを、
保証する。言い換えると、ＭＰＤに対する更新は、前もって告知されてよく、サーバは、
ＭＰＤの異なるバージョンを維持する必要なく、新たな情報が利用可能になると、ＭＰＤ
の古いインスタンスを置き換えることができる。
【０５０８】
　表示のセットまたは全ての表示に対するＭＰＤ更新にわたるメディアのタイミングにつ
いて、２つの可能性が存在し得る。（ａ）既存のグローバルなタイムラインがＭＰＤ更新
にわたって継続する（本明細書では「連続ＭＰＤ更新」と呼ばれる）か、または（ｂ）現
在のタイムラインが終了し、新たなタイムラインが変更の後のセグメントで開始する（本
明細書では「非連続ＭＰＤ更新と呼ばれる」）のいずれかである。
【０５０９】
　これら選択肢の違いは、メディアフラグメントのトラック、従ってセグメントのトラッ
クが、一般に、トラック間のサンプル粒度の違いによって同時に開始および終了しないと
いうことを考えると、明らかであり得る。通常の提示の間、フラグメントの１つのトラッ
クのサンプルは、前のフラグメントの別のトラックのいくつかのサンプルの前にレンダリ
ングされてよく、すなわち、複数のフラグメントの間にはある種の重複が存在するが、単
一のトラック内での重複はないことがある。
【０５１０】
　（ａ）と（ｂ）の違いは、そのような重複がＭＰＤ更新にまたがって可能にされ得るか
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どうかである。ＭＰＤ更新が、完全に別個のコンテンツの接合によるものである場合、そ
のような重複は一般に達成することが難しく、それは、前のコンテンツと接合されるため
に新たなコンテンツが新たな符号化を必要とするからである。従って、いくつかのセグメ
ントのタイムラインを再始動することによってメディア提示を非連続的に更新するための
能力を提供し、場合によって更新の後に表示の新たなセットも定義することが、有利であ
る。また、コンテンツが独立に符号化されセグメント化されている場合、コンテンツの前
の断片のグローバルなタイムライン内で適合するようにタイムスタンプを調整することも
回避される。
【０５１１】
　更新が、表されたメディアセグメントのリストに新たなメディアセグメントを追加する
ためだけなどの、より小さな理由によるものである場合、または、ＵＲＬの位置が変更さ
れた場合、重複および連続的な更新が許容され得る。
【０５１２】
　非連続ＭＰＤ更新の場合、前の表示の最後のセグメントのタイムラインは、セグメント
における任意のサンプルの最遅の提示終了時間で終了する。次の表示のタイムライン（ま
たはより正確には、新たな期間とも呼ばれる、メディア提示の新たな部分の最初のメディ
アセグメントの最初の提示時間）は、通常かつ有利には、シームレスかつ連続的な再生が
保証されるように、最後の期間の提示の終わりと同じこの瞬間に開始する。
【０５１３】
　２つの場合が、図２７に示されている。
【０５１４】
　ＭＰＤ更新を、セグメントの境界に制約することが、好適であり有利である。変更また
は更新をセグメントの境界へとそのように制約する論拠は、次の通りである。第１に、通
常は動画ヘッダである、各表示のバイナリメタデータに対する変更は、少なくともセグメ
ントの境界で起こり得る。第２に、Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒ
ｉｐｔｉｏｎは、セグメントに対するポインタ（ＵＲＬ）を含み得る。ある意味では、Ｍ
ＰＤは、メディア提示に関連付けられる全てのセグメントファイルを一緒にグループ化す
る、「傘の(umbrella)」データ構造である。この包含関係を維持するために、各セグメン
トは単一のＭＰＤによって参照されてよく、ＭＰＤが更新される場合、ＭＰＤは有利には
セグメントの境界のみにおいて更新される。
【０５１５】
　セグメントの境界は、一般には揃えられる必要はないが、異なるソースから接合された
コンテンツの場合、また、非連続ＭＰＤ更新の場合には一般に、セグメントの境界を揃え
ることが理にかなう（具体的には、各表示の最後のセグメントは、同じビデオフレームで
終了してよく、そのフレームの提示時間よりも遅い提示開始時間を伴うオーディオサンプ
ルを含まなくてよい）。そして、非連続的な更新は、期間と呼ばれる共通の時間的な瞬間
において表示の新たなセットを開始できる。表示のこの新たなセットが有効となる開始時
間は、例えば、期間開始時間によって与えられる。各表示の相対的な開始時間は０にリセ
ットされ、期間の開始時間は、グローバルなメディア提示タイムラインにおけるこの新た
な期間に表示のセットを配置する。
【０５１６】
　連続ＭＰＤ更新では、セグメントの境界は揃えられる必要はない。各代替的な表示の各
セグメントは、単一のＭｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
によって支配され得るので、追加のメディアセグメントが動作しているＭＰＤにおいて表
されていないという予測によって一般にトリガされる、Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎの新たなインスタンスに対する更新の要求は、消費され
ると予測される表示のセットを含む表示の消費されるセットに応じて、異なる時間に起こ
り得る。
【０５１７】
　より一般的な場合において、ＭＰＤの要素と属性の更新をサポートするために、表示ま



(104) JP 6054398 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

たは表示のセットだけではなく、任意の要素が有効時間に関連付けられ得る。よって、Ｍ
ＰＤのいくつかの要素が更新される必要がある場合、例えば、表示の数が変更された、ま
たはＵＲＬ構築規則が変更された場合、これら要素は各々、要素の複数のコピーをつなが
っていない複数の有効時間に提供することによって、規定された時間において個々に更新
され得る。
【０５１８】
　有効時間に関連付けられる説明された要素が、メディア提示のグローバルなタイムライ
ンのある期間において有効であるように、有効性は、有利なことに、グローバルなメディ
ア時間に関連付けられる。
【０５１９】
　上で論じられたように、一実施形態では、有効時間は、表示の完全なセットにのみ追加
される。次いで、完全な各セットは期間を形成する。次いで、有効時間は期間の開始時間
を形成する。言い換えると、有効性要素を使用する特定の場合には、表示の完全なセット
は、表示のセットに対するグローバルな有効時間によって示される、ある期間において有
効であり得る。表示のセットの有効時間は、期間と呼ばれる。新たな期間の始まりにおい
て、前のセットの表示の有効性はなくなり、表示の新たなセットが有効になる。期間の複
数の有効時間は、好ましくはつながっていないことに再び留意されたい。
【０５２０】
　上で述べられたように、Ｍｅｄｉａ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉ
ｏｎに対する変更は、セグメントの境界で起こるので、各表示に対して、要素に対する変
更は、実際には次のセグメントの境界において起こる。クライアントは次いで、メディア
の提示時間内の時間の各瞬間に対するセグメントのリストを含む、有効ＭＰＤを形成し得
る。
【０５２１】
　ブロックが、異なる表示からの、または異なるコンテンツからの、例えば、コンテンツ
のセグメントおよび広告からの、メディアデータを含む場合、または他の場合、非連続ブ
ロックスプライシングが適切であり得る。ブロック要求ストリーミングシステムでは、提
示メタデータに対する変更はブロックの境界のみにおいて起こることが、必要とされ得る
。これは、ブロック内でのメディアデコーダパラメータを更新することが、それらをブロ
ックの間でのみ更新することよりも複雑であることがあるので、実装上の理由により有利
であり得る。この場合、規定された有効間隔の始まりよりも前にない第１のブロックの境
界から、規定された有効間隔の終わりよりも前にない第１のブロックの境界まで、要素が
有効であると考えられるように、上で説明されたような有効間隔が概略的に解釈され得る
ことが、有利なことに規定され得る。
【０５２２】
　上述されたブロック要求ストリーミングシステムに対する新規の拡張の例示的な実施形
態について、メディア提示への変更と題された後で提示されるセクションにおいて説明す
る。
【０５２３】
 ４．セグメント期間のシグナリング
　非連続的な更新は、期間と呼ばれる一連のつながっていない間隔へと、提示を実質的に
分割する。各期間は、メディアサンプルタイミングのための固有のタイムラインを有する
。期間内における表示のメディアタイミングは、有利なことに、各期間、または期間内の
各表示に対する、セグメントの長さの別個の小型のリストを規定することによって指示さ
れ得る。
【０５２４】
　ＭＰＤ内の要素に関連付けられる、例えば期間開始時間と呼ばれる属性は、メディア提
示時間内のいくつかの要素の有効時間を規定し得る。この属性は、ＭＰＤの任意の要素（
有効性を割り当てられ得る属性は要素へと変更され得る）に追加され得る。
【０５２５】
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　非連続ＭＰＤ更新では、全ての表示のセグメントは、断絶で終了し得る。これは一般に
、断絶の前の最後のセグメントが、前のセグメントとは異なる長さを有することを、少な
くとも示唆する。セグメントの長さをシグナリングすることは、全てのセグメントが同じ
長さを有することを示すこと、または各セグメントに対して別個の長さを示すことのいず
れかを伴い得る。セグメントの長さのリストのための小型の表示を有することが望ましい
ことがあり、これは、セグメントの長さの多くが同じ長さを有さない場合に効率的である
。
【０５２６】
　１つの表示または表示のセットにおける各セグメントの長さは、非連続的な更新の開始
、すなわち、ＭＰＤ内で表される最後のメディアセグメントまでの期間の開始からの、単
一の間隔に対する全てのセグメントの長さを規定する単一の文字列を伴って有利に実行さ
れ得る。一実施形態では、この要素のフォーマットは、セグメントの長さのエントリのリ
ストを含む生成物に準拠するテキスト文字列であり、各エントリは、長さの属性ｄｕｒと
属性の任意選択の乗算子ｍｕｌｔとを含み、ｍｕｌｔは、この表示が、第１のエントリの
長さ＜ｄｕｒ＞の第１のエントリセグメントの＜ｍｕｌｔ＞個を含み、第２のエントリの
長さ＜ｄｕｒ＞の第２のエントリセグメントの＜ｍｕｌｔ＞個を含み、以下同様であるこ
とを示す。
【０５２７】
　各長さのエントリは、１つまたは複数のセグメントの長さを規定する。＜ｄｕｒ＞値の
後に文字「＊」および数字が続く場合、この数字は、秒単位でこの長さを有する連続的な
セグメントの数を規定する。乗算子の記号「＊」がない場合、セグメントの数は１つであ
る。「＊」があり後ろに続く数字がない場合、全ての後続のセグメントは規定された長さ
を有し、リスト内にはさらなるエントリはなくてよい。例えば、文字列「３０＊」は、全
てのセグメントが３０秒の長さを有することを意味する。文字列「３０＊１２　１０．５
」は、３０秒の長さの１２個のセグメントと、その後に続く１つの１０．５秒の長さとを
示す。
【０５２８】
　セグメントの長さが各代替的な表示に対して別々に規定される場合、各間隔内における
セグメントの長さの合計は、各表示に対して同じであり得る。ビデオトラックの場合、間
隔は、各代替的な表示における同じフレームで終了し得る。
【０５２９】
　当業者は、本開示を読めば、セグメントの長さを小型な方式で表現するための、同様か
つ等価な方法を見出し得る。
【０５３０】
　別の実施形態では、セグメントの長さは、単一の長さの属性＜ｄｕｒａｔｉｏｎ＞によ
る最後の１つを除いて、表示における全てのセグメントに対して一定であるとシグナリン
グされる。非連続的な更新の前の最後のセグメントの長さは、次の非連続的な更新の開始
点または新たな期間の始まりが提供される限りより短くてよく、これは、最後のセグメン
トの長さが次の期間の始まりに達することを示唆する。
【０５３１】
　さらなる実施形態が、本開示を読んだ後に、当業者に想起され得る。他の実施形態では
、上で開示された発明の組合せまたは副次的な組合せが、有利に行われ得る。コンポーネ
ントの例示的な構成は例示を目的に示され、組合せ、追加、再構成などが、本発明の代替
的な実施形態において考えられることを理解されたい。従って、本発明は、例示的な実施
形態に関して説明されてきたが、多数の修正が可能であることを当業者は認識するだろう
。
【０５３２】
　例えば、本明細書で説明される処理は、ハードウェアコンポーネント、ソフトウェアコ
ンポーネント、および／またはこれらの任意の組合せを使用して実施され得る。いくつか
の場合には、ソフトウェアコンポーネントは、媒体と共に提供される、または媒体と別個
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のハードウェア上での実行のために、有形な非一時的媒体上で提供され得る。従って、本
明細書および図面は、限定的な意味ではなく例示的であると解釈されるべきである。しか
しながら、特許請求の範囲において述べられるような本発明のより広い趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、様々な修正および変更を行うことができ、本発明は、以下の特許請
求の範囲内にある全ての修正と等価物とを包含することが意図されることは、明らかであ
る。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　サーバからクライアントに送信されるメディアストリームにおいて、適応ＨＴ
ＴＰストリーミングのための表示を切り替えるためのシグナリングの方法であって、
　セグメントマップを表示のセグメントに関連付けることと、ここにおいてセグメントマ
ップが、バイトオフセット情報と共に、関連付けられたセグメント内の時間的な開始点と
時間的な終了点の両方を備える、
　前記関連付けられたセグメントの時間スパンとは独立の予測可能な時間スパンのパター
ンを伴うセグメントマップを生成することとを備える、方法。
［Ｃ２］　複数の表示としてストリーミングされるコンテンツをフォーマットする方法で
あって、ここにおいて前記複数の表示の各々はコンテンツの項目に対する選択肢であり、
前記コンテンツは、前記コンテンツが使用される提示内での時間を定義した定義済みの提
示時間を有する、
　各表示を前記表示の複数のセグメントとして編成することと、ここにおいてセグメント
が、前記表示の他のセグメントのうちでの時間的な順序を有する前記コンテンツの一部分
に関連するデータを備え、前記セグメントは、前のセグメントへのアクセス権を有さない
受信機によって使用できるようなものであり、セグメントの時間的な開始点および時間的
な終了点が、前記セグメントのデータを使用して提示可能な前記提示の期間を表す、
　前記コンテンツ内の提示時間と表示内のバイトオフセットとをマッピングするバイトオ
フセット情報と共に、前記コンテンツ内の提示時間に対応する時間的な移行点を備えるセ
グメントマップを生成することと、
　前記時間的な開始点の少なくとも一部と前記時間的な終了点の少なくとも一部を揃える
ことと、ここにおいて揃えることが、第１の表示内のセグメントの時間的な開始点の提示
時間と第２の表示内のセグメントの時間的な終了点の提示時間との一致をもたらし、かつ
揃えることが、複数の一致をもたらす、を備える、方法。
［Ｃ３］　各セグメントに対してファイル名を決定することと、
　各セグメントのコンテンツを、各セグメントの前記ファイル名を使用して、複数のファ
イルとして格納することとをさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］　コンテンツを消費するクライアントにおいて、コンテンツ要求を決定すること
と、ここにおいて前記コンテンツ要求が少なくとも１つの表示と提示時間範囲とを規定す
る、
　前記コンテンツ要求に対応する前記セグメントを表す前記複数のファイルのうちのファ
イルの１つまたは複数のＵＲＬのセットを決定することと、
　ＵＲＬの前記セットを使用してセグメントを要求することと、
　前記セグメントを受信することと、
　前記セグメントからのコンテンツを前記クライアントでコンテンツ消費者に提供するこ
ととをさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］　ネットワークに接続可能で、前記ネットワークを通じて要求可能で、０でない
再生時間を有するコンテンツを提示可能なクライアントデバイスを使用してコンテンツを
要求する方法であって、
　コンテンツ要求を決定することと、ここにおいて前記コンテンツ要求は少なくとも１つ
の提示と提示時間範囲とを規定し、前記提示時間範囲は要求されている前記提示の一部ま
たは全ての一部分を定義する、
　格納されたメディア提示データセットから、要求フォーマットのテンプレート、セグメ
ント時間長、および可変セグメント範囲を読み取ることと、前記可変セグメント範囲はセ
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グメントの提示時間範囲の変動を定義し、前記変動は前記メディア提示データセットに格
納される前記セグメント時間長に関係する、
　セグメント時間長の値を前記提示時間範囲の始まりに対応する時間的な開始点と比較し
て、初期セグメントインデックスを決定することと、
　前記初期セグメントインデックス、前記可変セグメント範囲、前記セグメント時間長、
および前記可変セグメント範囲とを評価して、所望のセグメントインデックスを決定する
ことと、
　前記所望のセグメントインデックスおよび前記要求フォーマットのテンプレートに基づ
いて、前記コンテンツ要求に対応するファイル要求を生成することと、
　前記ファイル要求を使用して少なくとも１つのファイルを要求することとを備える、方
法。
［Ｃ６］　前記ファイル要求はＵＲＬであり、少なくとも１つのファイルを要求すること
が、前記ＵＲＬを使用したＨＴＴＰ要求を使用して実行される、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］　前記初期セグメントインデックスは前記時間的な開始点を前記セグメント時間
長で除算することによって決定され、前記所望のセグメントインデックスは前記除算の余
りが前記可変セグメント範囲より小さい場合に前記初期セグメントインデックスとして決
定され、前記除算の余りは前記可変セグメント範囲以上である場合に前記初期セグメント
のすぐ前のセグメントインデックスとして決定される、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ８］　前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い、時間的
な終了点を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を繰り返す
ことをさらに備える、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ９］　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記セ
グメント時間長から、前記セグメント時間長に前記変動の時間範囲を足した時間長までの
間となるような前記時間範囲である、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１０］　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記
セグメント時間長の１．０倍から前記セグメント時間長の１＋Ｐ倍までの間となるような
比率Ｐである、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１１］　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、前記変動の時間範囲にわた
る前記セグメント時間長よりもセグメント提示時間が大きくまたは小さくなり得るような
前記時間範囲である、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１２］　前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い、時間
的な終了点を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を繰り返
すことをさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］　セグメントが複数の表示のうちの１つから要求され、前記複数の表示の各々
がコンテンツの項目に対する選択肢である、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１４］　ネットワークを通じて要求可能で、前記ネットワークを通じて取り出され０
でない再生時間を有するコンテンツを提示可能なクライアントデバイスであって、
　格納された命令を実行することが可能な処理要素と、
　データを格納可能なメモリと、
　命令を格納可能なメモリと、
　コンテンツ要求を決定するためのプログラムコードと、ここにおいて前記コンテンツ要
求は少なくとも１つの提示と提示時間範囲とを規定し、前記提示時間範囲は要求されてい
る前記提示の一部または全ての一部分を定義する、
　格納されたメディア提示データセットから、要求フォーマットのテンプレート、セグメ
ント時間長、および可変セグメント範囲を読み取るためのプログラムコードと、ここにお
いて前記可変セグメント範囲はセグメントの提示時間範囲の変動を定義し、前記変動は前
記メディア提示データセットに格納される前記セグメント時間長に関係する、
　セグメント時間長の値を前記提示時間範囲の始まりに対応する時間的な開始点と比較し
て、初期セグメントインデックスを決定するためのプログラムコードと、
　前記初期セグメントインデックス、前記可変セグメント範囲、前記セグメント時間長、
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および前記可変セグメント範囲を評価して、所望のセグメントインデックスを決定するた
めのプログラムコードと、
　前記所望のセグメントインデックスおよび前記要求フォーマットのテンプレートに基づ
いて、前記コンテンツ要求に対応するファイル要求を生成するためのプログラムコードと
、
　前記ネットワークにメッセージを送信し前記ネットワークからメッセージを受信するた
めのネットワークインターフェースと、
　前記ファイル要求を使用して少なくとも１つのファイルを要求するためのプログラムコ
ードとを備える、クライアントデバイス。
［Ｃ１５］　前記ネットワークインターフェースはワイヤレスネットワークインターフェ
ースである、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ１６］　前記ネットワークインターフェースは有線ネットワークインターフェースで
ある、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ１７］　前記ファイル要求はＵＲＬであり、要求が前記ＵＲＬを使用したＨＴＴＰ要
求である、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ１８］　前記提示時間範囲の終わりに対応する、または前記終わりよりも遅い、時間
的な終了点を伴うコンテンツを含むセグメントが受信されるまで、ファイル要求を繰り返
すためのプログラムコードをさらに備える、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ１９］　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記
セグメント時間長から、前記セグメント時間長に前記変動の時間範囲を足した時間長まで
の間となるような、前記時間範囲である、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ２０］　前記セグメント時間長に関係のある前記変動は、セグメント提示時間が前記
セグメント時間長の１．０倍から前記セグメント時間長の１＋Ｐ倍までの間となるような
比率Ｐである、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
［Ｃ２１］　前記セグメント時間長に対するものである前記変動は、セグメント提示時間
が前記変動の時間範囲にわたる前記セグメント時間長よりも大きくまたは小さくなり得る
ような前記時間範囲である、Ｃ１４に記載のクライアントデバイス。
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