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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディア・コンテンツ・サーバにおいてメディア・コンテナ・ファイルを生成する方法
であって、
　ａ）前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、メディアデータを編成するステップ
であって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッションの間にクライアント
に送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデータは前記メディア・コン
テナ・ファイル内のメディアトラックにより定義され、個々のサブストリームを構成する
複数のメディアデータ部分を含む、ステップと、
　ｂ）前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記メディアトラックにおいて定義
される複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブトラックに属する前記メディ
アデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を提供するステップと、
　ｃ）前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数のサブトラックの少なくと
も１つのサブトラックについて、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成され、
前記少なくとも１つのサブトラックにより定義される前記メディアデータ部分と同じコン
テンツに関連する他のメディアデータに関連して、前記少なくとも１つのサブトラックに
より定義される前記メディアデータ部分の選択的処理を定義する選択情報を提供するステ
ップと
　を含み、
　前記選択情報は、前記少なくとも１つのサブトラックと、前記メディアセッションの間
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に前記メディアデータ部分が切り替えられるときに使用される前記メディアデータ部分を
選択するために、前記メディアセッションと関連してメディアサーバにより使用され、
　前記提供するステップｃ）は、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数
のサブトラックの前記少なくとも１つのサブトラックについて、メディアセッションの間
に処理されるべきサブストリームを選択するときに前記メディアセッションのセットアッ
プと関連して適用できるオルタネートグループ識別子を提供するステップを含み、
　前記提供するステップｃ）は、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数
のサブトラックの前記少なくとも１つのサブトラックについて、進行中のメディアセッシ
ョンの間に異なるストリームおよび／またはサブストリームを切換えるときに適用できる
スイッチグループ識別子を提供するステップを含み、
　前記提供するステップｃ）は、前記複数のサブトラックの第１の部分についての選択的
処理を定義する個々の選択情報を割り当てるステップを含み、
　前記方法は、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数のサブトラックの
第２の残りの部分に適用できる、前記メディアトラックにより定義される前記メディアデ
ータの選択的処理を定義するトラック選択情報を提供するステップｄ）を更に含む、方法
。
【請求項２】
　前記提供するステップｃ）は、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数
のサブトラックの前記少なくとも１つのサブトラックについて、前記複数のサブトラック
の残りのサブトラックにより定義される残りのメディアデータ部分に関連して、前記少な
くとも１つのサブトラックにより定義される前記メディアデータ部分の選択的処理を定義
するサブトラック情報を提供することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メディアデータは、ベース層を構成する第１のメディアデータ部分と、少なくとも
１つの拡張層を構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含むスケーラブ
ルビデオ符号化データであり、前記提供するステップｂ）は、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、第１のサブトラックについて、前記第１
のメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を提供するステップと、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、少なくとも１つの第２のサブトラックに
ついて、前記少なくとも１つの第２のメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を
提供するステップと
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メディアデータは、第１のビューを構成する第１のメディアデータ部分と、少なく
とも１つの第２のビューを構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含む
マルチビュービデオ符号化データであり、前記提供するステップｂ）は、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、第１のサブトラックについて、前記第１
のメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を提供するステップと、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、少なくとも１つの第２のサブトラックに
ついて、前記少なくとも１つの第２のメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を
提供するステップと
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記メディアトラックが複数のサブトラ
ックを含むことを示す事前定義の値を有する、前記メディアトラックにより定義される前
記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情報を提供するステップをさらに
含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記提供するステップｃ）は前記複数のサブトラックの第１の部分について実行され、
前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数のサブトラックの第２の残りの部
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分に適用できる、前記メディアトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処
理を定義するトラック選択情報を提供するステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　メディア・コンテナ・ファイルを生成するためのメディア・コンテンツ・サーバであっ
て、当該メディア・コンテンツ・サーバはプロセッサとメモリを含み、更に、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、メディアデータを編成するように構成さ
れたデータオーガナイザであって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッシ
ョンの間にクライアントに送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデー
タは前記メディア・コンテナ・ファイル内のメディアトラックにより定義され、個々のサ
ブストリームを定義する複数のメディアデータ部分を含む、データオーガナイザと、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記メディアトラックにおいて定義され
る複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブトラックに属する前記メディアデ
ータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報を提供するように構成されたサブ
トラック情報プロバイダと、
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数のサブトラックの少なくとも１
つのサブトラックについて、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成され、前記
少なくとも１つのサブトラックにより定義される前記メディアデータ部分と同じコンテン
ツに関連する他のメディアデータに関連して、前記少なくとも１つのサブトラックにより
定義される前記メディアデータ部分の選択的処理を定義する選択情報を提供するように構
成された選択情報プロバイダと
　を備え、
　前記選択情報は、前記少なくとも１つのサブトラックと、前記メディアセッションの間
に前記メディアデータ部分が切り替えられるときに使用される前記メディアデータ部分を
選択するために、前記メディアセッションと関連して前記選択情報プロバイダにより使用
され、
　前記選択情報プロバイダは、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数の
サブトラックの前記少なくとも１つのサブトラックについて、メディアセッションの間に
処理されるべきサブストリームを選択するときに前記メディアセッションのセットアップ
と関連して適用できるオルタネートグループ識別子を提供するように構成されたオルタネ
ートグループ識別子プロバイダを備え、
　前記選択情報プロバイダは、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記複数の
サブトラックの前記少なくとも１つのサブトラックについて、進行中のメディアセッショ
ンの間に異なるストリームおよび／またはサブストリームを切換えるときに適用できるス
イッチグループ識別子を提供するように構成されたスイッチグループ識別子プロバイダを
備え、
　前記選択情報プロバイダは、前記複数のサブトラックの第１の部分についての選択的処
理を定義する個々の選択情報を割り当てるように構成されており、
　前記メディア・コンテンツ・サーバは、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、
前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディアトラックにより
定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情報を提供するよう
に構成されたトラック選択情報プロバイダをさらに備える、メディア・コンテンツ・サー
バ。
【請求項８】
　前記メディアデータは、ベース層を構成する第１のメディアデータ部分と、少なくとも
１つの拡張層を構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含むスケーラブ
ルビデオ符号化データであり、前記サブトラック情報プロバイダは、前記メディア・コン
テナ・ファイルにおいて、第１のサブトラックについて、前記第１のメディアデータ部分
を識別するサブトラック情報を提供し、前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、少
なくとも１つの第２のサブトラックについて、前記少なくとも１つの第２のメディアデー
タ部分を識別するサブトラック情報を提供するように構成されている請求項７に記載のメ
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ディア・コンテンツ・サーバ。
【請求項９】
　前記メディアデータは、第１のビューを構成する第１のメディアデータ部分と、少なく
とも１つの第２のビューを構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含む
マルチビュービデオ符号化データであり、前記サブトラック情報プロバイダは、前記メデ
ィア・コンテナ・ファイルにおいて、第１のサブトラックについて、前記第１のメディア
データ部分を識別するサブトラック情報を提供し、前記メディア・コンテナ・ファイルに
おいて、少なくとも１つの第２のサブトラックについて、前記少なくとも１つの第２のメ
ディアデータ部分を識別するサブトラック情報を提供するように構成されている請求項７
に記載のメディア・コンテンツ・サーバ。
【請求項１０】
　前記メディア・コンテナ・ファイルにおいて、前記メディアトラックが複数のサブトラ
ックを含むことを示す事前定義の値を有する、前記メディアトラックにより定義される前
記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情報を提供するように構成された
トラック選択情報プロバイダをさらに備える請求項７に記載のメディア・コンテンツ・サ
ーバ。
【請求項１１】
　メディア・コンテナ・ファイルを含むメモリであって、前記メディア・コンテナ・ファ
イルは、
　個々のサブストリームを構成する複数のメディアデータ部分を含むメディアデータと、
　前記メディアデータを定義するメディアトラックと、
　前記メディアトラックにおいて定義される複数のサブトラックのサブトラックごとに、
前記サブトラックに属する前記メディアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラ
ック情報と、
　前記複数のサブトラックの少なくとも１つのサブトラックについて、前記メディア・コ
ンテナ・ファイルにおいて編成され、前記少なくとも１つのサブトラックにより定義され
る前記メディアデータ部分と同じコンテンツに関連する他のメディアデータに関連して、
前記少なくとも１つのサブトラックにより定義される前記メディアデータ部分の選択的処
理を定義する選択情報と
　を含み、
　前記選択情報は、前記少なくとも１つのサブトラックと、メディアセッションの間に前
記メディアデータ部分が切り替えられるときに使用される前記メディアデータ部分を選択
するために、前記メディアセッションと関連してメディアサーバにより使用され、
　前記選択情報は、メディアセッションの間に処理されるべきサブストリームを選択する
ときに前記メディアセッションのセットアップと関連して適用できるオルタネートグルー
プ識別子を含み、
　前記選択情報は、進行中のメディアセッションの間に異なるストリームおよび／または
サブストリームを切換えるときに適用できるスイッチグループ識別子を含み、
　前記複数のサブトラックの第１の部分が個々の選択情報を有し、前記メディア・コンテ
ナ・ファイルは、前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディ
アトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情
報をさらに含む、メモリ。
【請求項１２】
　前記メディアデータは、ベース層を構成する第１のメディアデータ部分と、少なくとも
１つの拡張層を構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含むスケーラブ
ルビデオ符号化データであり、前記サブトラック情報は、
　第１のサブトラックについて、前記第１のメディアデータ部分を識別する第１のサブト
ラック情報と、
　少なくとも１つの第２のサブトラックについて、前記少なくとも１つの第２のメディア
データ部分を識別する少なくとも１つの第２のサブトラック情報と
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　を含む請求項１１に記載のメディア・コンテナ・ファイルを含むメモリ。
【請求項１３】
　前記メディアデータは、第１のビューを構成する第１のメディアデータ部分と、少なく
とも１つの第２のビューを構成する少なくとも１つの第２のメディアデータ部分とを含む
マルチビュービデオ符号化データであり、前記サブトラック情報は、
　第１のサブトラックについて、前記第１のメディアデータ部分を識別する第１のサブト
ラック情報と、
　少なくとも１つの第２のサブトラックについて、前記少なくとも１つの第２のメディア
データ部分を識別する少なくとも１つの第２のサブトラック情報と
　を含む請求項１１に記載のメディア・コンテナ・ファイルを含むメモリ。
【請求項１４】
　前記メディアトラックが複数のサブトラックを含むことを示す事前定義の値を有する、
前記メディアトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラ
ック選択情報をさらに含む請求項１１に記載のメディア・コンテナ・ファイルを含むメモ
リ。
【請求項１５】
　メディア処理サーバにおいてメディアを処理するメディア処理方法であって、
　メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成されるメディアデータを定義するメディア
トラックであって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッションの間にクラ
イアントに送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデータは個々のサブ
ストリームを定義する複数のメディアデータ部分を含む、メディアトラックと、前記メデ
ィアトラックにおいて定義される複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブト
ラックに属する前記メディアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報と
、前記複数のサブトラックの少なくとも１つのサブトラックについて、同じコンテンツに
関連するストリームおよび／またはサブストリームの間のストリーム選択基準を構成する
オルタネートグループ識別子とを含むメディア・コンテナ・ファイルを提供するステップ
と、
　前記メディアセッションのセットアップと関連して、前記オルタネートグループ識別子
に基づき、前記複数のサブトラックの中からサブトラックを選択するステップと、
　前記選択されるサブトラックと関連付けられる前記サブトラック情報に基づき、前記メ
ディア・コンテナ・ファイルからメディアデータを抽出することによりデータパケットを
コンパイルするステップと、
　前記メディアセッションの間に前記データパケットを少なくとも１つのユーザ端末に送
信するステップと
　を含み、
　前記複数のサブトラックの第１の部分が個々の選択情報を有し、前記メディア・コンテ
ナ・ファイルは、前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディ
アトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情
報をさらに含む、メディア処理方法。
【請求項１６】
　メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成されるメディアデータを定義するメディア
トラックであって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッションの間にクラ
イアントに送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデータは個々のサブ
ストリームを定義する複数のメディアデータ部分を含む、メディアトラックと、前記メデ
ィアトラックにおいて定義される複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブト
ラックに属する前記メディアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報と
、前記複数のサブトラックの少なくとも１つのサブトラックについて、同じコンテンツに
関連するストリームおよび／またはサブストリームの間のストリーム選択基準を構成する
オルタネートグループ識別子とを含むメディア・コンテナ・ファイルを提供するように構
成されたコンテナプロバイダと、
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　メディアセッションのセットアップと関連して、前記オルタネートグループ識別子に基
づき、前記複数のサブトラックの中からサブトラックを選択するように構成されたトラッ
クセレクタと、
　前記選択されるサブトラックと関連付けられる前記サブトラック情報に基づき、前記メ
ディア・コンテナ・ファイルからメディアデータを抽出することによりデータパケットを
コンパイルするように構成されたパケットコンパイラと、
　前記メディアセッションの間に前記データパケットを少なくとも１つのユーザ端末に送
信するように構成された送信機と
　を備え、
　前記複数のサブトラックの第１の部分が個々の選択情報を有し、前記メディア・コンテ
ナ・ファイルは、前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディ
アトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情
報をさらに含む、メディア処理サーバ。
【請求項１７】
　メディア処理サーバにおいてメディアを処理するメディア処理方法であって、
　メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成されるメディアデータを定義するメディア
トラックであって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッションの間にクラ
イアントに送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデータは個々のサブ
ストリームを定義する複数のメディアデータ部分を含む、メディアトラックと、前記メデ
ィアトラックにおいて定義される複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブト
ラックに属する前記メディアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報と
、前記複数のサブトラックの少なくとも１つのサブトラックについて、同じコンテンツに
関連するストリームおよび／またはサブストリームの間のストリーム切換え基準を構成す
るスイッチグループ識別子とを含むメディア・コンテナ・ファイルを提供するステップと
、
　少なくとも１つのユーザ端末への前記メディア・コンテナ・ファイルに含まれるメディ
アデータの送信を伴う進行中のメディアセッションの間に、前記スイッチグループ識別子
に基づいて前記複数のサブトラックの中からサブトラックを選択するステップと、
　前記選択されるサブトラックと関連付けられる前記サブトラック情報に基づき、前記メ
ディア・コンテナ・ファイルからメディアデータを抽出することによりデータパケットを
コンパイルするステップと、
　前記選択されるサブトラックのメディアデータへの切換えに影響を及ぼすために、前記
進行中のメディアセッションの間に、前記少なくとも１つのユーザ端末に前記データパケ
ットを送信するステップと
　を含み、
　前記複数のサブトラックの第１の部分が個々の選択情報を有し、前記メディア・コンテ
ナ・ファイルは、前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディ
アトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情
報をさらに含む、メディア処理方法。
【請求項１８】
　メディア処理サーバであって、当該メディア処理サーバはプロセッサとメモリを含み、
更に、
　メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成されるメディアデータを定義するメディア
トラックであって、前記メディア・コンテナ・ファイルはメディアセッションの間にクラ
イアントに送信されるべき前記メディアデータを含み、前記メディアデータは個々のサブ
ストリームを定義する複数のメディアデータ部分を含む、メディアトラックと、前記メデ
ィアトラックにおいて定義される複数のサブトラックのサブトラックごとに、前記サブト
ラックに属する前記メディアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報と
、前記複数のサブトラックの少なくとも１つのサブトラックについて、同じコンテンツに
関連するストリームおよび／またはサブストリームの間のストリーム切換え基準を構成す
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るスイッチグループ識別子とを含むメディア・コンテナ・ファイルを提供するように構成
されたコンテナプロバイダと、
　少なくとも１つのユーザ端末への前記メディア・コンテナ・ファイルに含まれるメディ
アデータの送信を伴う進行中のメディアセッションの間に、前記スイッチグループ識別子
に基づいて前記複数のサブトラックの中からサブトラックを選択するように構成されたト
ラックセレクタと、
　前記選択されるサブトラックと関連付けられる前記サブトラック情報に基づき、前記メ
ディア・コンテナ・ファイルからメディアデータを抽出することによりデータパケットを
コンパイルするように構成されたパケットコンパイラと、
　前記選択されるサブトラックのメディアデータへの切換えに影響を及ぼすために、前記
進行中のメディアセッションの間に、前記少なくとも１つのユーザ端末に前記データパケ
ットを送信するように構成された送信機と
　を備え、
　前記複数のサブトラックの第１の部分が個々の選択情報を有し、前記メディア・コンテ
ナ・ファイルは、前記複数のサブトラックの第２の残りの部分に適用できる、前記メディ
アトラックにより定義される前記メディアデータの選択的処理を定義するトラック選択情
報をさらに含む、メディア処理サーバ。
【請求項１９】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項７に記載のメディア・コンテンツ・サーバ。
【請求項２１】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１１に記載のメディア・コンテナ・ファイルを含むメモリ。
【請求項２２】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１５に記載のメディア処理方法。
【請求項２３】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１６に記載のメディア処理サーバ。
【請求項２４】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１７に記載のメディア処理方法。
【請求項２５】
　前記メディアトラックは更に、前記メディアデータの配信に関するパケット化情報を含
む、請求項１８に記載のメディア処理サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、メディアおよびマルチメディアの管理に関し、詳細には、そのよう
なメディアまたはマルチメディアコンテンツを含むメディア・コンテナ・ファイルの作成
および使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年、様々なネットワーク上でのクライアントへのメディアおよびマルチメディア
の提供がすさまじい勢いで増加している。今日、インターネットは、多数のユーザにより
、メディアサーバからの、ビデオおよびオーディオのストリームやファイルなどとしての
メディアにアクセスし、ダウンロードまたはストリーミングするために使用されている。
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【０００３】
　様々な有線および無線の通信ネットワークにおけるメディア提供に対する需要を踏まえ
、要求側クライアントにメディアコンテンツを提供するために無線ネットワークにおいて
利用できるストリーミングおよびダウンロードサーバの開発研究が進められている。そこ
には透過的で柔軟性のあるストリーミング／ダウンロードサーバに向かおうとする一般的
傾向があり、これは、サーバは基本的に、様々なメディア管理機能を果たす多数の「標準
」のモジュールまたはプログラムからなるべきであることを示唆するものである。その場
合、これらの機能への入力メディアコンテンツは、各モジュール／プログラムがコンテン
ツをどのように処理すべきかの命令と一緒に提供される。これは、サーバにおける定めら
れた事前定義のメディア処理の使用と比べて、より柔軟性のあるメディア提供を実現する
。
【０００４】
　ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）は、ストリ
ーミングおよびダウンロードサーバの開発における傾向に沿ったファイル形式、すなわち
、ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式（ＩＳＯ　ｂａｓｅ　ｍｅｄｉａ　ｆｉｌｅ　
ｆｏｒｍａｔ）［１］を標準化している。ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式は、Ａ
ＶＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）ファイル形式［２］、ＳＶＣ（Ｓ
ｃａｌａｂｌｅ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）ファイル形式［３］、ＭＶＣ（Ｍｕｌｔｉ
ｖｉｅｗ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）ファイル形式［４］といった、いくつかのより具
体的なファイル形式のベースとして使用される、マルチメディア表現の記憶および伝送の
ための一般的なファイル形式を指定している。
【０００５】
　ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式は、トラックをオルタネートグループにグルー
プ化することができる。同じオルタネートグループに属するトラックをオルタネートトラ
ックといい、相互に対する代替トラックとして使用される。オルタネートトラックは、例
えば、同じコンテンツを表すことができるが、品質、コーデック、言語などに関しては異
なる。完全な表現を提供するには、メディアセッションにおいて１度に各オルタネートグ
ループからただ１つのトラックを処理すべきである。
【０００６】
　また、オルタネートグループに加えて、ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式はスイ
ッチグループも定義している。オルタネートグループ内のすべてのトラックはメディア選
択のための候補であるが、進行中のメディアセッションの間にそれらのトラックの一部を
切換えることが妥当でない場合もある。例えば、フレームサイズを保持している間は、異
なるビットレートのビデオトラックを切換えることも可能であろうが、異なるフレームサ
イズ、異なるビデオコードまたは異なるオーディオ言語のトラックの切換えは許容しない
はずである。オルタネートグループとスイッチグループとの区別は、同じスイッチグルー
プ内のトラックは、進行中のメディアセッションの間でさえも切換えの候補であるが、同
じオルタネートグループ内にあるが異なるスイッチグループに含まれるトラックは、進行
中のメディアセッションの間に切換えられるべきではないというものである。
【０００７】
　先行技術の、トラック内のメディアデータの編成、およびそのようなトラックの異なる
オルタネートグループとスイッチグループとへの割り当ては、大部分の種類のメディアで
うまく機能する。しかし、ある特定の種類のメディア、例えばＳＶＣやＭＶＣとの接続に
際しては問題が発生する［５］。
【０００８】
　ＳＶＣは、定評のあるＨ．２６４／ＡＶＣビデオ符号化標準の標準化されたスケーラブ
ルな拡張である［５］。ＳＶＣは、ビデオの複数の表現を単一のビットストリームにおい
て符号化することを可能にする。特定の空間分解能、品質およびフレーム率におけるその
ようなビデオの各符号化表現が層として表される。各層は階層関係を構成し、最低の層が
ベース層（ＢＬ（ｂａｓｅ　ｌａｙｅｒ））を表し、それに続く各層が拡張層（ＥＬ）を
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表す。
【０００９】
　ＭＶＣは、複数のビューを一緒に符号化することを目標とするＡＶＣ／ＳＶＣ標準の拡
張である。複数のビューとは、この状況においては、異なるカメラで撮影される同じ場面
を表すビデオシーケンスである。ＭＶＣビューの構造はＳＶＣ層の構造と類似するが、各
ＭＶＣビューは普通、同様の分解能、品質およびフレーム率を有するという違いがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式をＳＶＣまたはＭＶＣの符号化コンテンツに適
用するとき、各トラックは、同じコンテンツの複数のバージョンを複数の層またはビュー
として含むことになる。しかし、オルタネートグループおよびスイッチンググループは、
単一トラック専用に設計されている。これは、進行中のメディアセッションの間に、トラ
ックにより定義される異なる層またはビューの間で切換えが行われ得ることを意味する。
というのは、これらの層またはビューは、本来、同じオルタネートグループおよび同じス
イッチグループに属するからである。しかし、層またはビューを動的に切換えることがき
わめて望ましくない状況が存在する。例えば、ベース層は無料とすることができ、広告を
含むが、拡張層は、コンテンツのプレミアム付きの有料の広告なしのバージョンを含む。
したがって、広告が表示されないように料金を支払っているユーザについては、プレミア
ム付きコンテンツから無料コンテンツに意図せずに切り換わることは望ましくない。
【００１１】
　よって、ＳＶＣやＭＶＣといった、同じコンテンツの複数のバージョンを搬送する種類
のメディアに、オルタネートグループおよび／またはスイッチグループの概念を適用する
解決策が求められている。
【００１２】
　一般的な目的は、メディアセッションにおいて使用することのできるメディア・コンテ
ナ・ファイルを提供することである。
【００１３】
　個別の目的は、個々のサブストリームを構成する複数のメディアデータ部分を含むメデ
ィアデータのために使用することのできるメディア・コンテナ・ファイルを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記その他の目的は、本明細書で開示する実施形態により達成される。
【００１５】
　簡単にいうと、メディア・コンテナ・ファイルが、メディア・コンテナ・ファイル内の
メディアトラックにより定義されるメディアデータを編成することにより生成される。メ
ディアデータは、同じメディアコンテンツの異なるバージョンに関連するという点におい
て異なるサブストリームを構成する部分を含む。例えば、メディアデータ部分は、ＳＶＣ
データの異なる層またはＭＶＣデータの異なるビューに関連するものとすることができる
。
【００１６】
　サブトラック情報が、メディアトラックにより定義されるサブトラックごとに、メディ
ア・コンテナ・ファイルにおいて提供される。サブトラック情報は、当該サブトラックに
属する、または当該サブトラックにより定義されるメディア・コンテナ・ファイル内のメ
ディアデータ部分を識別する。サブトラックの少なくとも１つに選択情報が割り当てられ
、選択情報はメディア・コンテナ・ファイルに含まれる。選択情報は、メディア・コンテ
ナ・ファイルにおいて編成され、当該サブトラックのメディアデータ部分と同じコンテン
ツに関連する他のメディアデータに関連してサブトラックにより定義されるメディアデー
タ部分の選択的処理を定義する。
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【００１７】
　また一態様は、そのようなメディア・コンテナ・ファイルを生成するように設計された
メディアコンテンツ・サーバにも関するものである。メディア・コンテンツ・サーバは、
メディア・コンテナ・ファイル内のメディアデータを編成するためのデータオーガナイザ
を備える。サブトラック情報プロバイダはメディア・コンテナ・ファイルにおいてサブト
ラック情報を提供し、選択情報プロバイダはメディア・コンテナ・ファイルにおいて選択
情報を提供する。
【００１８】
　別の態様は、個々のサブストリームを構成するメディアデータ部分を含むメディア・コ
ンテナ・ファイルを定義する。メディア・コンテナ・ファイルにはメディアデータを定義
するためにメディアトラックが含まれる。メディア・コンテナ・ファイルは、さらに、メ
ディアトラックにおいて定義されるサブトラックごとに、当該サブトラックに属するメデ
ィアデータのメディアデータ部分を識別するサブトラック情報も含む。メディア・コンテ
ナ・ファイルには、メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成され、当該メディアデー
タ部分と同じメディアコンテンツに関連する他のメディアデータに関連して、少なくとも
１つのサブトラックが当該サブトラックと関連付けられるメディアデータ部分の選択的処
理を定義するために、選択情報が含まれる。
【００１９】
　一態様によるメディア処理の方法は、選択情報としてサブトラックに割り当てられるオ
ルタネートグループ識別子に基づき、メディアセッションのセットアップと関連してサブ
トラックを選択することにより、メディア・コンテナ・ファイルを使用する。選択される
サブトラックと関連付けられるメタデータが、選択されるサブトラックに割り当てられる
サブトラック情報に基づいてメディア・コンテナ・ファイルの中から取り出される。取り
出されるメディアデータはデータパケットへとコンパイルされメディアセッションの間に
少なくとも１つのユーザ端末に送信される。
【００２０】
　メディア処理の方法の別の態様は、進行中のメディアセッションの間に、現在のトラッ
クまたはサブトラックから別のサブトラックに切り換わる。切換えは、選択情報としてサ
ブトラックに割り当てられるスイッチグループ識別子に基づいて実行され、したがってメ
ディア・コンテナ・ファイル内に存在する。選択されるサブトラックに割り当てられ、メ
ディア・コンテナ・ファイルに含まれるサブトラック情報は、進行中のメディアセッショ
ンの間に同じコンテンツに関連するメディアデータの切換えに影響を及ぼすために、サブ
トラックのメディアデータを取り出し、それを少なくとも１つのユーザ端末に送られるデ
ータパケットへとコンパイルするのに使用される。
【００２１】
　メディア処理サーバは、一態様によれば、メディア・コンテナ・ファイルを提供するた
めのコンテナプロバイダを備える。トラックセレクタが、メディアセッションのセットア
ップと関連してメディア・コンテナ・ファイルにおいて定義されるサブトラックを選択す
る。トラックセレクタは、メディア・コンテナ・ファイルからの、選択手順においてサブ
トラックに割り当てられるオルタネートグループ識別子を使用する。パケットコンパイラ
が、メディア・コンテナ・ファイルの中からサブトラックのメディアデータを取り出し、
サブトラックと関連付けられるサブトラック情報に基づき、メディアデータをデータパケ
ットへとコンパイルする。送信機が、メディアセッションの間に、データパケットを少な
くとも１つのユーザ端末に送信する。
【００２２】
　メディア処理サーバの別の態様は、進行中のメディアセッションの間に、同じメディア
コンテンツに関連するストリームおよびサブストリームの切換えを実現する。コンテナプ
ロバイダが、少なくとも１つのサブトラックが定義されており、関連付けられるスイッチ
グループ識別子およびサブトラック情報を含むメディア・コンテナ・ファイルを提供する
。トラックセレクタがスイッチグループ識別子を使用して、現在のトラックまたはサブト
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ラックと同じメディアコンテンツに関連するサブトラックを選択する。パケットコンパイ
ラが、サブトラック情報に基づき、選択されるサブトラックのメディアデータを搬送する
データパケットをコンパイルする。データパケットは、メディアデータのストリームまた
はサブストリームの切換えに影響を及ぼすために、進行中のメディアセッションの間に、
少なくとも１つのユーザ端末に送信される。
【００２３】
　本発明はそのさらに別の目的および利点と共に、以下の説明を添付の図面と併せて参照
することにより最もよく理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】一実施形態によるメディア・コンテナ・ファイルを生成する方法を示す流れ図で
ある。
【図２】スケーラブルビデオ符号化データの異なる層への編成を示す概略図である。
【図３】スケーラブルビデオ符号化データに適用できる図１の情報提供ステップの一実施
形態を示す流れ図である。
【図４】複数のカメラビューを使った場面の記録を概略的に示す図である。
【図５】マルチビュービデオ符号化データの異なるビューへの編成を示す概略図である。
【図６】マルチビュービデオ符号化データに適用できる図１の情報提供ステップの一実施
形態を示す流れ図である。
【図７】一実施形態による、図１の生成する方法のさらに別のステップを示す流れ図であ
る。
【図８】一実施形態によるメディア・コンテナ・ファイルを示す概略図である。
【図９】一実施形態による、メディア・コンテナ・ファイルを生成し、使用するサーバを
含む通信ネットワークを示す概要図である。
【図１０】メディア・コンテンツ・サーバの一実施形態を示す概略的ブロック図である。
【図１１】一実施形態によるメディア処理の方法を示す流れ図である。
【図１２】一実施形態による、図１１のメディア処理の方法のさらに別のステップを示す
流れ図である。
【図１３】メディア処理サーバの一実施形態を示す概略的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図面全体を通して、同じ参照番号は類似の、または対応する要素に使用される。
【００２６】
　本発明は、一般に、メディアおよびマルチメディアデータの管理に関し、詳細には、無
線ベースの通信ネットワークを含む通信ネットワークにおける、ストリーミングサーバや
ダウンロードサーバといったメディアサーバと関連したメディア・コンテナ・ファイルの
作成および利用に関するものである。メディア・コンテナ・ファイルは、（１つまたは複
数の）要求側クライアントに送信するためのメディアコンテンツに加えて、メディアサー
バにおいてメディア処理および送信を実行するのに使用される命令も含む。これらの命令
は、メディアサーバにより、メディアセッションをセットアップするときのメディアコン
テンツの選択および／または進行中のメディアセッションの間のメディア・データ・スト
リームの切換えなど、メディアセッションと関連したメディアコンテンツの選択のために
使用され得る選択情報を含む。
【００２７】
　本発明によれば、メディアまたはマルチメディアデータまたはコンテンツとは、データ
をレンダリングするためにコンテンツ提供者またはサーバによりクライアントに提供され
得る任意のデータをいう。典型的な好ましい例には、ビデオデータおよびオーディオデー
タが含まれる。各実施形態は、それぞれが個々のサブストリームを構成する複数の異なる
データ部分を含むメディアデータとの関連において特に有用である。そのようなメディア
データは、メディア・コンテナ・ファイルの単一のメディアトラックへと編成されるが、
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ＳＶＣにおける層やＭＶＣにおけるビューといった、複数のデータ部分を含む。メディア
データのサブストリーム別のメディアデータ部分への編成は、先行技術の技法、すなわち
、先行技術のオータナティブ（ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ）グループおよびスイッチグルー
プを適用するときに問題を生じる。各実施形態の利点をより明確に開示するために、以下
でまず先行技術の技法の限界を手短に論じる。
ＳＶＣコンテンツクラス
【００２８】
　ＳＶＣは、ビデオコンテンツの複数の表現を単一のビットストリームにおいて符号化す
ることを可能にする。ビデオデータのスケーラビリティは以下の観点において実現するこ
とができる。
　時間的スケーラビリティ　フレーム率はフレームを落とすことにより低減することがで
きる。
　空間的スケーラビリティ　各層が異なる空間分解能で符号化される。より高い分解能の
予測でより低い分解能のデータを使用することができる。
　品質スケーラビリティ　各層が同じ空間分解能で符号化されるが、異なる品質で符号化
される。また品質スケーラビリティは、当分野では信号対雑音割り当て（ｓｉｇｎａｌ－
ｔｏ－ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏｎ）（ＳＮＲ）スケーラビリティとも表示される。
【００２９】
　符号化データ２は異なる層４、５へと分割され、これが図２に概略的に示されている。
層４、５は階層関係を構成し、最低の層がベース層４を表し、それに続く各層が拡張層５
を表す。図には、層４、５間のこの階層的符号化関係が、拡張層５の（インターまたはＰ
）フレームが、少なくとも一部は、ベース層４の（イントラまたはＩ／イントラまたはＰ
）フレームに基づいて符号化されるという観点において概略的に示されている。
【００３０】
　ＳＶＣは、同じビデオコンテンツの異なるバージョンまたはクラス、例えば、有料のプ
レミアム付きバージョン対無料バージョンを表すのに使用することができる。２つのバー
ジョンの違いは、品質に関して、例えば、高忠実度か低忠実度か、分解能関して、例えば
、高品位（ＨＤ）か標準品位（ＳＤ）か、あるいは１０８０ｐか７２０ｐか、広告関して
、例えば、広告およびロゴの空間的挿入の有無などとすることができる。
【００３１】
　２つのコンテンツクラスは、ベース層（ＢＬ）にける無料バージョンと拡張層（ＥＬ）
におけるプレミアム付きバージョンを伴う１つのＳＶＣトラックにより符号化することが
できる。しかし、先行技術のスイッチグループ構文は、１トラック内で異なるスイッチグ
ループを割り当てるのに使用することができない。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　したがって、先行技術によれば、無料バージョンとプレミアム付きバージョンとの意図
しない切換えを防ぐことが不可能である。当然ながらこれは、ビデオに広告が表示されな
いように追加料金を支払っているユーザには受け入れられない。
ＭＶＣビュー
【００３４】
　ＭＶＣは、図４に示すように、場面８６の複数のカメラビュー８０～８５から取り込ま
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台のカメラ８０～８２が示されており、他方、他の３台のカメラ８３～８５は、異なる右
場面ビューを取り込むように位置決めされている。ビュー間相関を複数のビューの統合符
号化において利用し、それによって、異なるビューを個別に符号化するのに比べてビット
レートを低減することができる。図５に、異なるビュー６～８へと編成されるＭＶＣデー
タ３の概念を示す。そのような場合には、ビューのうちの１つはベースビュー６であり、
他のビューは、追加ビュー７、８と表示され、図に概略的に示すように、ベースビュー６
または他の追加ビューとの関連で符号化される。
【００３５】
　ＭＶＣデータは、ＳＶＣデータと同様に、先行技術に対して問題を生じる。例えば、１
つの左ビューと右ビューの対からのビデオデータがＨ．２６３を用いて符号化され、別の
左右対がＭＶＣデータとして符号化される事例を想定する。
【００３６】
【表２】

【００３７】
　先行技術によれば、オルタネートグループ識別子およびスイッチグループ識別子がトラ
ックレベルで割り当てられているため、２つの左符号化間または２つの右符号化間でどち
らかを表示することは不可能である。この場合、トラック３は、左右両方のビューのビデ
オデータを含むため、実際には、Ｈ．２６３左ビューと同じオルタネートグループと、Ｈ
．２６３右グループと同じオルタネートグループの両方に属するはずである。
【００３８】
　一見しただけでは、これらの先行技術の問題を、エクストラクタを使って解決しようと
試みることも考えられる。エクストラクタは、同じメディア・コンテナ・ファイル内の他
のデータを参照する。エクストラクタは、ファイル読取装置により処理されるとき、それ
が参照するメディアデータで置き換えられる。
【００３９】
【表３】

【００４０】
　この場合には、メディアセッションの間にベース層と拡張層との間で切換えが発生し得
るため、上記の問題が存在する。
【００４１】
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【表４】

【００４２】
　２つのトラックについて異なるスイッチグループを有する場合でさえも、トラック１に
おいてベース層と拡張層とを切換えることが可能である。
【００４３】
【表５】

【００４４】
　２つのトラックについて異なるスイッチグループを有する場合でさえも、トラック２に
おいてベース層と拡張層とを切換えることが可能である。
【００４５】
　よって、先行技術の解決策に対する上記の自明の改変のいずれも、ベース層と拡張層と
の切換えを制御する、例えば、切換えを防ぐという問題を解決することにならない。
【００４６】
　今日、ベース層への切換えを防ぐことのできる、ＳＶＣのための具体的解決策が実際に
存在する。スケーラビリティ情報補助拡張標識（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｅｎｈａ
ｎｃｅｍｅｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）（ＳＥＩ）メッセージ内のｌａｙｅｒ＿ｏｕｔｐ
ｕｔ＿ｆｌａｇが一候補である。ｌａｙｅｒ＿ｏｕｔｐｕｔ＿ｆｌａｇが１であることは
、現在のスケーラブル層表現についての復号結果の出力が意図されていることを示す。ｌ
ａｙｅｒ＿ｏｕｔｐｕｔ＿ｆｌａｇが０であることは、現在のスケーラブル層表現につい
ての復号結果の出力が意図されていないことを示す。
【００４７】
　しかし、ベース層についてｌａｙｅｒ＿ｏｕｔｐｕｔ＿ｆｌａｇを０に設定することは
、ベース層の出力が全く意図されない場合にのみ機能する。異なるコンテンツクラスまた
はバージョンを有することの本質は、すべてのクラスが出力のための潜在的な候補となる
べきことである。それらのクラスのうちの１つを選択した後でも、クラスの切換えが、例
えば制限されるなど、制御可能であるべきである。よって、このようなｌａｙｅｒ＿ｏｕ
ｔｐｕｔ＿ｆｌａｇの使用は先行技術の問題を解決することにならない。というのは、そ
の場合実際には、層のうちの１つへのアクセス可能性を制限し、それにより異なる層およ
びメディアコンテンツクラスを有するという利点を弱めることになるからである。加えて
、ｌａｙｅｒ＿ｏｕｔｐｕｔ＿ｆｌａｇは、ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式のフ
ァイル形式においては利用できず、むしろ、実際のビットストリームのオンザフライの検
査を必要とし、これはメディアセッションにおいては煩雑である。
【００４８】
　よって、例えば、ＳＶＣデータやＭＶＣデータのような異なるサブストリームへと編成
されるメディアコンテンツの種類のためにもオルタネートグループおよびスイッチグルー
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プの使用を可能にする解決策が求められている。というのは、先行技術の技法はそのよう
な解決策を実現するのに使用し得ないからである。
【００４９】
　図１は、一実施形態によるメディア・コンテナ・ファイルを生成する方法の流れ図であ
る。このメディア・コンテナ・ファイルは、メディアコンテンツを提供し、メディアデー
タを送信可能なデータパケットに形成するためのメディアセッションの間にメディアサー
バにより使用され得る完全な入力パッケージとみなすことができる。よって、メディア・
コンテナ・ファイルは、好ましくは、メディアコンテンツ自体に加えて、メディアサーバ
がメディアセッションの間に処理を実行し、メディアコンテンツの送信を可能にするため
に必要とされる情報および命令も含む。
【００５０】
　方法は任意選択のステップＳ１において開始し、そこでメディア・コンテナ・ファイル
に含まれるべきメディアデータが提供される。各実施形態によれば、メディアデータは、
メディアコンテンツの個々のサブストリームを構成する、複数の、すなわち少なくとも２
つのデータ部分を含む。これら複数のメディアデータ部分は、同じメディアコンテンツの
異なるバージョンを構成するものとみなすことができる。例えば、ＳＶＣなどの階層化メ
ディアは、典型的には階層的順序で複数の層を含む。ただ１つの層、すなわちベース層を
処理すること、またはさらに拡張層を処理することは、ほとんどの場合、同じメディアコ
ンテンツを生成するが、例えば、品質、分解能などに関して異なるクラスまたはバージョ
ンとして生成する。しかし、各代替層を処理するときに提供される実際のメディアコンテ
ンツは、異なるバージョンの形をとり得るとはいえ、おおむね同じである。同様の状況が
、各メディアデータ部分が異なるカメラビューに関連するＭＶＣについても発生する。Ｓ
ＶＣおよびＭＶＣは、ステップＳ１で提供され得るメディアデータの好ましい例であるが
、各実施形態はそれだけに限定されない。それとは全く対照的に、スケーラブル・オーデ
ィオ・データを含む、層やビューといった異なるメディアデータ部分へと編成され得る他
の任意の種類のメディアデータを使用することができる。
【００５１】
　本発明においては、たとえ１つの層またはビューが１つのメディアデータ部分とみなさ
れ得る場合でさえも、相互関係を符号化するために、別の層またはビューからの符号化デ
ータが復号できることが必要とされ得ることを見越している。例えば、拡張層がベース層
および／または他の（１つまたは複数の）拡張層と関連して符号化されてもよく、追加ビ
ューがベースビューおよび／または他の（１つまたは複数の）追加層と関連して符号化さ
れてもよい。よって、データパケットの復号可能なストリームを提供するという観点で層
またはビューを処理することは、他の層またはビューからのデータを必要とし得る。
【００５２】
　ステップＳ１のメディアデータの提供は様々な実施形態に従って実施され得る。メディ
アデータは、通信システム内の他の何らかのサーバまたは装置により生成または収集され
、メディア・コンテナ・ファイルの生成を実行するメディア・コンテンツ・サーバに送信
されていてもよい。あるいは、メディア・コンテンツ・サーバ自体が、メディア・コンテ
ナ・ファイルに含められるべきメディアデータを提供するメディア記録または生成設備を
含んでいてもよい。
【００５３】
　次のステップＳ２では、メディアデータがメディア・コンテナ・ファイル内のメディア
トラックにより定義されるように、メディア・コンテナ・ファイルにおいてステップＳ１
で提供されたメディアデータを編成する。
【００５４】
　ステップＳ２でメディア・コンテナ・ファイルにおいて編成されるメディアデータは、
好ましくは、メディアセッションの間にクライアントに送信されるべきすべてのメディア
コンテンツを一括して含む。言い換えると、メディア・コンテナ・ファイルは、必要とさ
れるすべての層またはビューを含むマルチメディア表現全体についてのメディアデータを
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含む。よって、メディアコンテンツが音楽ビデオを含む場合、メディア・コンテナ・ファ
イルは、好ましくは、ビデオデータを有するメディアデータと対応するオーディオデータ
を有するメディアデータとを含む。
【００５５】
　メディア・コンテナ・ファイル内のメディアトラックは、メディアデータをその複数の
メディアデータ部分を用いて定義する。これは、メディアトラックがメディアセッション
の間にメディアコンテンツの表現を提供するのに必要とされる情報を含むことを意味する
。好ましくは、メディアトラックは、それ自体の時間的、空間的情報を運び、それが参照
するメディアデータに関連する命令情報を提供する。
【００５６】
　メディアトラックは、各実施形態によれば、複数のサブトラックを、好ましくは、各メ
ディアデータ部分当たりサブトラックを１つずつ含む。よってその場合、階層化された、
またはビューベースのメディアデータは、メディアコンテンツの１つの層（または層のグ
ループ）またはカメラビュー当たり１つのそのようなサブトラックを有し得る。
【００５７】
　次のステップＳ３では、メディア・コンテナ・ファイルにおいてサブトラック情報を提
供する。このサブトラック情報は、特定のサブトラックに属するメディアデータ部分を識
別する。ステップＳ３および次のステップＳ４の情報提供は、好ましくは、サブトラック
ごとに１回ずつ行われ、これは線Ｌ１により概略的に示されている。
【００５８】
　ステップＳ４では、複数のサブトラックの少なくとも１つについてメディア・コンテナ
・ファイルにおいて選択情報を提供する。選択情報はメディア・コンテナ・ファイルにお
いて編成される他のメディアデータに関連してサブトラックにより定義されるメディアデ
ータ部分の選択的処理を定義する。よって、選択情報は、メディアセッションを開始する
ときにどのサブトラックおよびメディア部分を使用すべきか、および／またはメディアセ
ッションの間に切換えることのできる、または切換えることのできないサブトラックおよ
びメディア部分はどれかを選択するために、メディアセッションと関連してメディアサー
バにより使用され得る。選択情報は、先行技術によるオルタネートグループ識別子および
／またはスイッチグループ識別子と同様に使用することができる。しかし、同一のオルタ
ネート／スイッチグループ識別子がトラックにより定義されるすべてのメディアデータに
適用できることを意味する、オルタネート／スイッチグループ識別子がトラックベースで
割り当てられる先行技術とは対照的に、ステップＳ４で提供される選択情報は、サブトラ
ックと、当該サブトラックにより定義されるメディアデータ部分だけに関連する。その結
果、すべて単一のメディアトラックへと編成されるその他のメディアデータ部分について
は他の選択情報を割り当て、使用することができる。
【００５９】
　選択情報が適用されるメディアデータ部分の選択的処理は、好ましくは、当該メディア
データ部分と同じコンテンツに関連する他のメディアデータに関連するものである。同じ
コンテンツに関連するその他のメディアデータは、同じメディアトラック、すなわち、当
該メディアトラック内の別のサブトラック、またはメディア・コンテナ・ファイルに存在
する別のメディアトラックにより定義され得る。別のサブトラックの場合には、その他の
メディアデータは、同じメディアトラックにより定義され、現在のサブトラックおよびメ
ディア部分のＳＶＣ層またはＭＶＣビューに対して、他のＳＶＣ層またはＭＶＣビューに
関連する１つまたは複数の他のサブトラックとすることができるはずである。別のメディ
アトラックの場合には、メディア・コンテナ・ファイルは、同じコンテンツに関連する少
なくとも２つの別々のメディアトラックを含む。例えば、１つのメディアトラックはＳＶ
Ｃ層またはＭＶＣビューを定義する複数のサブトラックを含むことができ、他方、少なく
とも１つの他のトラックは、標準ＡＶＣ（Ｈ．２６４）やＨ．２６３データといった、ビ
ュー間または層間の関係なしで符号化することができる。
【００６０】
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　個々の選択情報は、ステップＳ４でメディアトラックの各サブトラックに提供すること
ができ、これは線Ｌ１により概略的に示されている。あるいは、複数のサブトラックのう
ちのただ１つのサブトラックまたは一部分に選択情報が割り当てられる。次いで、残りの
（１つまたは複数の）サブトラックは、さらに説明するように、複数のサブトラックを定
義する完全なメディアトラックに割り当て可能なオルタネートグループ識別子および／ま
たはスイッチグループ識別子を継承することができる。
【００６１】
　ステップＳ２～Ｓ４の順序は交換されてもよく、代わりに、任意の順序で実行すること
も、実際には少なくとも一部を並行して実行することもできる。
【００６２】
　次いで方法は終了する。
【００６３】
　メディア・コンテナ・ファイルが、それぞれ複数のサブトラックからなる複数のメディ
アトラックを含む場合、ステップＳ１～Ｓ４の手順は、そのようなメディアトラックごと
に実行することができる。
【００６４】
　図１との関連で前述したメディア・コンテナ・ファイル生成は、好ましくは、内部また
は外部のメディア・コンテンツ・ソースにアクセスすることのできるメディアコンテンツ
作成者またはサーバにおいて実行される。次いで、生成されたメディア・コンテナ・ファ
イルは、例えば、ローカルシステム内での転送のためや、ローカルまたはグローバルネッ
トワーク上での送信のために、コンピュータメモリといった記憶媒体において、または電
気信号や無線信号といった物理信号において表現され得る。典型的な実施形態では、メデ
ィア・コンテナ・ファイルは、様々なクライアントとのメディアセッションにおいて使用
するためのメディアサーバに無線信号として提供される。
【００６５】
　以下、メディア・コンテナ・ファイルという用語は、本開示全体を通して、記憶媒体に
おける記憶のためのデータファイルと、転送または配信のための信号の両方を含む意味と
して使用する。
【００６６】
　図３は、図２に示すＳＶＣデータに適用できる情報提供ステップＳ３およびＳ４の個別
実施形態を示す流れ図である。この方法は、図１のステップＳ２から続く。次のステップ
Ｓ１０では、ＳＶＣデータ２のベース層４に関連するサブトラック情報を提供する。この
情報は、ベース層サブトラックが関連するＳＶＣデータの部分の識別を可能にするように
ベース層サブトラックを定義する。次のステップＳ１１では、それに応じて、メディア・
コンテナ・ファイル内のＳＶＣデータ２の拡張層５ごとのサブトラック情報を提供する。
よって、ステップＳ１１で提供されるサブトラックは、当該サブトラックが関連する特定
の拡張層５を定義するＳＶＣデータ２のメディアデータ部分を識別する。
【００６７】
　次の２つのステップＳ１２およびＳ１３は、ベース層および拡張層についての選択情報
を提供する。これらのステップＳ１２およびＳ１３のうちの少なくとも１つは、サブトラ
ックレベルで実行される。例えば、ベース層サブトラックに専用の選択情報を割り当てる
ことができ、拡張層サブトラックにそれに応じて専用の選択情報が割り当てられる。ある
いは、ベース層サブトラックおよび拡張層サブトラックのうちの１つにサブトラック別の
選択情報が割り当てられ、その他の（１つまたは複数の）サブトラックは、完全なメディ
アトラックの選択情報（オルタネート／スイッチグループ識別子）を継承する。
【００６８】
　ステップＳ１０～Ｓ１３の順序は、交換されてもよく、代わりに、任意の順序で実行す
ることも、実際には少なくとも一部を並行して実行することもできる。
【００６９】
　図６は、図５に示すＭＶＣデータの場合の、図１の情報提供ステップＳ３およびＳ４の
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対応する個別実施態様である。この方法は図１のステップＳ２から続く。次のステップＳ
２０は、ベースビュー６を定義するＭＶＣデータ３のメディアデータ部分を定義するサブ
トラック情報を提供する。次のステップＳ２１は、それに応じて、ＭＶＣデータ３の（１
つまたは複数の）追加ビュー７、８に関連する（１つまたは複数の）メディアデータ部分
を定義するサブトラック情報を提供する。
【００７０】
　ステップＳ２２およびＳ２３においてベースビューおよび／または追加ビューを定義す
るサブトラックに選択情報が割り当てられる。図３のステップＳ１２およびＳ１３と同様
に、ステップＳ２２およびＳ２３では、ベースビューおよび追加ビューを定義するサブト
ラックにサブトラック別の選択情報を提供することもでき、そのようなサブトラック別の
選択情報を、ベースビューまたは追加ビューの１つもしくは複数だけに提供することもで
きる。後者の場合、サブトラック別の選択情報が割り当てられないサブトラックは、それ
らがすべて定義されるメディアトラックからそのような選択情報を継承することができる
。
【００７１】
　ステップＳ１２～Ｓ２３の順序は交換されてもよく、代わりに、任意の順序で実行する
ことも、実際には少なくとも一部を並行して実行することもできる。
【００７２】
　各実施形態による、サブトラックベースで割り当てられる選択情報は、有利には、サブ
トラック別のオルタネートグループ識別子とすることができる。その場合、そのようなオ
ルタネートグループ識別子は、メディアセッションの間に、例えば、復号され、変換され
、かつ／または送信用のデータパケットへと編成されるなどの処理を施されるべきサブス
トリームを選択するときに、メディアセッションのセットアップと関連してメディアサー
バにより適用され得る。メディアサーバは、その場合、オルタネートグループがメディア
・トラック・レベルで定義されるかそれともサブトラックレベルで定義されるかとは無関
係に、完全な表現を与えるために、一度に各オルタネートグループから複数のオルタネー
トメディアを使用しないはずである。
【００７３】
　したがって、オルタネートグループ内のオプションは、相互に対する代替として使用さ
れる。すなわち、それらのオプションは、同じコンテンツを表すが、品質、分解能、コー
デック、オーディオ言語などに関して異なり得る。オルタネートグループ内のすべてのオ
プションが同じオルタネートグループ識別子を共有し、メディアセッションが開始する前
のメディア選択の候補である。
【００７４】
　代替の実施形態において、選択情報は、進行中のメディアセッションの間に、異なるス
トリーム（完全なメディアトラック）および／またはサブトラック（サブトラックに対応
するメディアデータ部分）を切換えるときに適用できる、サブトラック別のスイッチグル
ープ識別子に対応する。
【００７５】
　スイッチグループ内のオプションは同じオルタネートグループに属する。同じスイッチ
グループ内のオプションは、同じスイッチグループ識別子を共用し、メディアセッション
の間の切換えに利用可能であるが、異なるスイッチグループ内のオプションは利用できな
い。異なるスイッチグループは、異なるフレームサイズ、高品質対低品質、異なる言語な
どといった、異なる動作点を表すものとみなすことができる。また、スイッチグループ内
部のオプションは、例えば、品質における異なる動作点も表す。
【００７６】
　個別実施形態において、サブトラックレベルで割り当てられる選択情報は、オルタネー
トグループ識別子とスイッチグループ識別子の両方を含む。
【００７７】
　本明細書で開示する実施形態によれば、先行技術との関連で前述した例は、今度は、効
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【００７８】
【表６】

【００７９】
　この場合、ベース層データ部分および拡張層データ部分を定義するメディアトラックに
は、当該メディアトラックが複数のサブトラックを含むこと、ならびにオルタネートグル
ープ識別子およびスイッチグループ識別子は代わりにサブトラックごとに割り当てられる
ことを示す、０などの事前定義の値に従ってオルタネートグループ識別子およびスイッチ
グループ識別子が割り当てられる。
【００８０】
　無料ＳＶＣデータとプレミアム付きＳＶＣデータには、それらが同じオルタネートグル
ープに属し、メディア処理の間の代替選択肢またはオプションであることを示すように、
同じオルタネートグループのサブトラック識別子が割り当てられる。よって、プレミアム
付きコンテンツのための追加料金を支払ったクライアントは、拡張層とベース層に関連す
るメディアデータ部分を含むデータパケットを獲得するはずであり、その場合、ベース層
が必要とされ得るのは拡張層を復号するためである。しかし、他のプレミアム付きでない
クライアントは、単にベース層データだけを受信するはずである。
【００８１】
　２つのサブトラックには、メディアセッションの間に、プレミアム付きＳＶＣコンテン
ツに関連するサブストリームから無料ＳＶＣコンテンツのサブストリームへの切換えまた
はその逆の切換えが許容されるべきではないことを示すために、異なるサブトラック・ス
イッチ・グループ識別子が割り当てられる。
【００８２】
　また、サブトラック別の選択情報を、グレースフルデグラデーション（ｇｒａｃｅｆｕ
ｌ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ：優雅な劣化）との関連で使用することもでき、その場合に
は、同じメディアコンテンツのいくつかの品質層がビットレート適応を可能にするために
利用できる。しかし、ベース層が広告を含み、または非常に低い品質のものである場合に
は、メディアサーバに、予期しない輻輳またはビットレート低下の間には切換えがある層
より上でのみ行われるべきであると指示することが望ましい。プレミアム付きのクライア
ントに意図せずに広告を表示するよりはむしろ、受信機がデータパケット損失を隠す方が
望ましい場合もある。そのような解決策は、以下を含むように設計することができる。
【００８３】



(20) JP 5869613 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

【表７】

【００８４】
　それぞれが個々の拡張層（ＥＬ１およびＥＬ２）を定義する２つのサブトラックは、進
行中のメディアセッションの間の、それらのサブトラックにより定義される２つのサブス
トリーム間の切換えを可能にするように、同じスイッチグループに属する。しかし、切換
えは、ベース層定義のサブストリームと拡張層定義のサブストリームとの間では許容され
ないはずである。
【００８５】
【表８】

【００８６】
　この例では２つのオルタネートグループがあり、一方は場面の左ビューに関連し、他方
は右場面ビューに関連する。どちらのオルタネートグループも、メディアトラック（Ｈ．
２６３トラック１または２）の完全なメディアデータおよびサブトラック（ＭＶＣサブト
ラック１または２）のＭＶＣビューデータを含む。この場合、Ｈ．２６３とＭＶＣデータ
の符号化には異なるコーデックが用いられている。その結果、Ｈ．２６３符号化データと
ＭＶＣ符号化データとの切換えは求められない。したがって、同じオルタネートグループ
に属するＨ．２６３左ビューデータとＭＶＣ左ビューデータには、異なるスイッチグルー
プ識別子が使用されるはずである。Ｈ．２６３右ビューデータとＭＶＣ右ビューデータに
も同じことが当てはまる。スイッチグループはオルタネートグループ内においてローカル
で定義されるため、前述のように同じスイッチ・グループ・インデックスが再利用され得
ることに留意されたい。あるいは、スイッチグループ識別は、例えば、１、１、２、２、
ではなく、１、３、２、４などとすることもできる。
【００８７】
　上記の例は、各実施形態がＭＶＣコンテンツの個々のビューに対処するのに使用され得
ることを示し、また、単一のトラックメディア型（Ｈ．２６３）の代替選択肢を階層化メ
ディア型（ＭＶＣ）とどのように関連させるべきかを示すものでもある。
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【００８８】
　ＭＶＣに関する別の例は、ファイルが多くのビューを含み得るが、その一部だけがスム
ーズな切換えに適するというものである。例えば、オブジェクト８６の左から３台のカメ
ラ８０～８２と右から３台のカメラ８３～８６など、２つのカメラクラスタを有する図４
に示す状況を考察する。そのような場合、自由視点を得るためにスムーズな切換えは各ク
ラスタ内でのみ可能である。この状況は以下に従って処理することができる。
【００８９】
【表９】

【００９０】
　すべてのビューは、メディアセッションをセットアップするときの代替選択肢であり、
すべてのサブトラックに同じオルタネートグループ識別子を割り当てることにより示され
る。しかし、切換えは、それぞれ、左ビューの間と、右ビューの間でのみ許容されるはず
である。その結果、すべての左ビューサブトラックに同じスイッチグループ識別子、すな
わち、すべての右ビューサブトラックに割り当てられるスイッチグループ識別子と異なる
識別子が割り当てられる。
【００９１】
　メディアトラックに、メディアトラックが複数のサブトラックを含むことを示す事前定
義の値を有するいわゆるトラック選択情報を割り当てることができる。このトラック選択
情報は、トラックレベルで割り当てることのできるオルタネートグループ識別子および／
またはスイッチグループ識別子を含む。上記の例では、事前定義の値が０に設定されてお
り、それにより、メディアトラック全体に適用できるオルタネート／スイッチグループ識
別子が利用できず、代わりに、サブトラック別のオルタネート／スイッチグループ識別子
がメディア・コンテナ・ファイルに含まれることを知らせる。
【００９２】
　その場合、メディアサーバは、現在のメディアコンテンツにトラック別のオルタネート
／スイッチグループ識別子を使用すべきかそれともサブトラック別のオルタネート／スイ
ッチグループ識別子を使用すべきか判定するために、単にメディア・コンテナ・ファイル
内のオルタネート／スイッチグループ識別子フィールドまたはボックスを調べるだけでよ
い。ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式を参照すると、そのような場合には、トラッ
ク選択ボックスをなしにすることもでき、スイッチグループが０に設定され、かつ／また
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【００９３】
　代替の手法においては、オルタネートおよび／またはスイッチグループ識別子などのト
ラック選択情報を、複数のサブトラックを定義するメディアトラックについてトラックレ
ベルで割り当てることができる。そのような場合には、サブトラック別の選択情報を複数
のサブトラックの１つまたは一部分に割り当てることができ、メディアトラックの残りの
サブトラックはサブトラック別の選択情報をもたない。これら残りのサブトラックは、代
わりに、メディアトラックに割り当てられる（１つまたは複数の）オルタネート／スイッ
チグループ識別子を継承する。この状況では、最終的なメディア・コンテナ・ファイルを
処理するメディアサーバが、メディアトラックが非ゼロのオルタネート／スイッチグルー
プ識別子を有するかどうか調べ、さらに、そのようなオルタネート／スイッチグループ識
別子がサブトラックのために設けられているかどうかも調べる。専用の（１つまたは複数
の）オルタネート／スイッチグループ識別子がサブトラックに割り当てられている場合、
この（これらの）識別子は、トラック別のオルタネート／スイッチグループ識別子の代わ
りにサブトラックに使用される。
【００９４】
【表１０】

【００９５】
　この例は、メディア・トラック・レベルのオルタネートグループ識別子の使用を概略的
に示すが、メディアトラックにより定義されるサブトラックごとのスイッチグループ識別
子は示さない。
【００９６】



(23) JP 5869613 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

【表１１】

【００９７】
　この例では、ベース層を定義するサブトラックは、完全なメディアトラックのオルタネ
ートグループ識別子およびスイッチグループ識別子を継承し、異なる拡張層を定義する２
つのサブトラックは、それ自体に割り当てられるオルタネートグループ識別子およびスイ
ッチグループ識別子を有する。
【００９８】
　図７は、生成する方法のさらに別の任意選択のステップを示す流れ図である。この方法
は図１のステップＳ３から続く。次のステップＳ３０では、メディアトラックにトラック
選択情報を提供する。選択情報は、好ましくは、オルタネートグループ識別子および／ま
たはスイッチグループ識別子を含む。選択情報の値は、メディア・トラック・レベルでは
オルタネート／スイッチグループ識別子が与えられず、代わりに各サブトラックに個々の
選択情報が割り当てられることを示す、０といった事前定義の値とすることができる。ト
ラックレベルの選択情報がある場合には、サブトラックが特に割り当てられた選択情報を
もたない限り、この情報がメディアトラックにより定義されたすべてのサブトラックに使
用される。よって、サブトラックレベルで割り当てられる選択情報は、メディア・トラッ
ク・レベルで割り当てられるトラック選択情報に優先する。
【００９９】
　次いでこの方法は図１のステップＳ４に続く。
【０１００】
　以下において、各実施形態を、ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式［１］の使用と
いう観点でのメディア・コンテナ・ファイルの個別実施態様を参照してより詳細に説明す
る。使用され得る代替のコンテナファイル形式には、ＭＰ４ファイル形式、３ＧＰファイ
ル形式、ＡＶＣ、ＳＶＣ、ＭＶＣおよびＱｕｉｃｋＴｉｍｅ形式が含まれる。
【０１０１】
　ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式は、メディアの交換、管理、編集および表現を
円滑化する柔軟性のある拡張可能な形式での表現のための時限メディア情報を含むように
設計されている。表現は、当該表現を含むシステムにとってローカルのものとすることも
でき、ネットワークまたは他のストリーム配信機構によるものとすることもできる。ＩＳ
Ｏベース・メディア・ファイルの形のメディア・コンテナ・ファイルを使用することの利
点は、それがいかなる特定のネットワークプロトコルからも独立である同時に、それらを
全般的に効率よくサポートすることができるように設計されていることである。
【０１０２】
　ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式のファイル構造は、コンテナファイルを非常に
簡単に構成オブジェクトへと分解することができ、各オブジェクトの構造がその型から直
接推測されることを意味するオブジェクト指向型である。ＩＳＯベース・メディア・ファ
イル形式に基づくものであるメディア・コンテナ・ファイルは、個々の一意の識別子によ
り定義されるオブジェクト指向型のビルディングブロックである、いくつかのボックスに
より定義されるものとみなすことができる。
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【０１０３】
　図８を参照すると、ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式に適合するメディア・コン
テナ・ファイル１の一実施形態が示されている。
【０１０４】
　メディア・コンテナ・ファイル１は、好ましくは、そのサブボックスが表現のためのメ
タデータを定義するコンテナボックスである映画ボックス（‘ｍｏｏｖ’）１０を含む。
【０１０５】
映画ボックス
定義：
ボックス型：‘ｍｏｏｖ’
コンテナ：ファイル
必須：はい
数量：厳密に１つ
【０１０６】
　表現のためのメタデータはこの単一つの映画ボックス１０に記憶され、これは、メディ
ア・コンテナ・ファイル１の最上位レベルに出現する。通常、この映画ボックス１０はメ
ディア・コンテナ・ファイル１の先頭または末尾の近くにあるが、これは必須ではない。
【０１０７】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＭｏｖｉｅＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂｏｘ（‘ｍｏ
ｏｖ’）｛
｝
【０１０８】
　映画ボックス１０は、メディア・コンテナ・ファイル１内の関連するメディア・データ
・サンプルの時限シーケンスを定義するトラック１２、１４を含む。
【０１０９】
トラックボックス
定義：
ボックス型：‘ｔｒａｋ’
コンテナ：映画ボックス（‘ｍｏｏｖ’）
必須：はい
数量：１以上
【０１１０】
　トラックボックス１２、１４は、表現の単一のトラックのためのコンテナボックスであ
る。各トラック１２、１４はそれ自体の時間的、空間的情報を運ぶ。トラックボックス１
２、１４は、メディアトラックの観点からメディアデータを定義し、いわゆるヒントトラ
ックの観点から見た、ストリーミングなどによるメディアデータの配信のためのパケット
化情報を含めるのに使用される。
【０１１１】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＴｒａｃｋＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂｏｘ（‘ｔｒ
ａｋ）｛
｝
【０１１２】
　図８には、メディア・コンテナ・ファイル１が、２つのトラックボックス１２、１４を
含むものとして非限定的に示されている。しかしこれは単なる例示とみなすべきであり、
メディア・コンテナ・ファイル１は１つまたは複数のそのようなトラックボックス１２、
１４を含むことができる。図において、トラックボックス１２は、前述のような複数のメ
ディアデータ部分を含むメディアデータを定義するメディアトラックである。メディアト
ラック１２は、したがって、さらに説明するように、複数のサブトラックを含むことにな
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る。
【０１１３】
　トラックボックス１２は、好ましくは、包含ボックスおよびそのデータ、すなわち、表
現またはトラックに関するユーザ情報を示すオブジェクトを含むユーザ・データ・ボック
ス３０を含む。したがって、ユーザ・データ・ボックス３０は、そのコンテンツをより正
確に示すより詳細なボックス型を有するボックスの集合として書式設定される情報提供ユ
ーザデータのためのコンテナボックスとみなすことができる。
【０１１４】
　また、メディア・コンテナ・ファイル１は、表現のための実際のメディアデータを保持
するメディア・データ・ボックス（‘ｍｄａｔ’）も含む。
【０１１５】
メディア・データ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｍｄａｔ’
コンテナ：ファイル
必須：いいえ
数量：任意の数
【０１１６】
　メディア・データ・ボックス２０はメディアデータを含む。例えば、ビデオトラック１
２、１４では、このボックス２０はビデオフレームを含むはずである。
【０１１７】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＭｅｄｉａＤａｔａＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂｏｘ
（‘ｍｄａｔ’）｛
　　ｂｉｔ（８）ｄａｔａ［］；
｝
【０１１８】
　データは実際のメディアデータを表す。
【０１１９】
ユーザ・データ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｕｄｔａ’
コンテナ：映画ボックス（‘ｍｏｏｖ’）またはトラックボックス（‘ｔｒａｋ’）
必須：いいえ
数量：０または１
【０１２０】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＵｓｅｒＤａｔａＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂｏｘ（
‘ｕｄｔａ’）｛
｝
【０１２１】
　前述の考察によれば、代替グループ中のすべてのトラックがメディア選択の候補であり
、これは、すべてのメディアトラックを同じオルタネートグループに割り当てることによ
り実現される。オルタネートグループ識別子の情報は、トラックボックス１２と関連付け
られるトラック・ヘッダ・ボックス（不図示）において提供される。ＩＳＯベース・メデ
ィア・ファイル形式によれば、トラック・ヘッダ・ボックス（‘ｔｋｈｄ’）の構文は以
下のように表現される。
　　ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＴｒａｃｋＨｅａｄｅｒＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ
　Ｆｕｌｌｂｏｘ（‘ｔｋｈｄ’，ｖｅｒｓｉｏｎ，ｆｌａｇｓ）｛
．．．
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ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｉｎｔ（１６）ａｌｔｅｒｎａｔｅ＿ｇｒｏｕｐ＝Ｏ；
．．．
｝
【０１２２】
　このオルタネートグループ識別子は、トラックレベルで適用することができ、したがっ
て、メディアトラック１２のサブトラックがそれに特有のサブトラック・オルタネート・
グループ識別子をもたない限り、メディアトラック１２により定義されるメディアデータ
全体に適用される。好ましい実施態様においては、オルタネートグループ識別子のゼロ値
により、メディアトラックが、それ自体のサブトラック・オルタネート・グループをもち
得る複数のサブトラックを含むことを知らせる。このフィールドが０でない場合、それは
、相互についてのオルタネートデータを含むタック（ｔａｃｋ）１２では同じであり、異
なるそのようなグループに属するトラック１２では異なるはずである。その場合、トラッ
ク１２により定義されるサブトラックは、それ自体のサブトラック・オルタネート・グル
ープ識別子をもたない限り、このオルタネートグループ識別子を継承することができる。
【０１２３】
　ユーザ・データ・ボックス３０は、任意選択で、メディアトラック１２に適用できるス
イッチグループ識別子を定義するのに使用されるトラック選択ボックス（‘ｔｓｅｌ’）
４０を含む。
【０１２４】
トラック選択ボックス
定義：
ボックス型：‘ｔｓｅｌ’
コンテナ：ユーザ・データ・ボックス（‘ｕｄｔａ’）
必須：いいえ
数量：０または１
【０１２５】
　トラック選択ボックス４０は、それが関連するトラック１２のユーザ・データ・ボック
ス３０に含まれる。
【０１２６】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＴｒａｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄ
ｓ　ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｔｓｅｌ’，ｖｅｒｓｉｏｎ＝Ｏ，Ｏ）｛
　ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｉｎｔ（３２）ｓｗｉｔｃｈ＿ｇｒｏｕｐ＝Ｏ；
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３２）ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ｌｉｓｔ［］；／／ボックス
の最後まで
｝
【０１２７】
　属性リストは、トラックの記述として、または同じオルタネートグループもしくはスイ
ッチグループ内のトラックについての差別化基準として使用される。スイッチグループ識
別子は０とすることができ、その場合復号器は、メディア・コンテナ・ファイル内のサブ
トラック選択グループを探すことができる。非ゼロの値は、それ自体のサブトラック・ス
イッチ・グループ識別子をもたない任意のサブトラックにより継承され得る。
【０１２８】
　各実施形態によれば、ユーザ・データ・ボックス３０は、トラックがサブトラックを含
む場合には、現在のトラック内のサブトラックを指定する、いわゆるサブトラックボック
ス（‘ｓｔｒｋ’）５０を含む。
【０１２９】
サブトラックボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｒｋ’
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コンテナ：ユーザ・データ・ボックス（‘ｕｄｔａ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１３０】
　サブトラックボックス５０は、現在のメディアトラック１２内のサブトラックに関する
情報を定義し、提供するオブジェクトを含む。
【０１３１】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂｏｘ（‘ｓｔ
ｒｋ’）｛
｝
【０１３２】
　サブトラックボックス５０は２つのボックス、すなわち、サブトラック情報ボックス（
‘ｓｔｒｉ’）６０とサブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）７０を含むコンテナで
ある。
【０１３３】
　サブトラック情報ボックス６０はサブトラック記述を含む。これは、例えば、サブトラ
ックがどのスイッチグループおよび／またはオルタネートグループに属するか、サブトラ
ックの他の属性などとすることができる。個別実施形態においては、オルタネートグルー
プおよびスイッチグループの番号が、メディア・コンテナ・ファイル１により使用される
。これは、同じ識別子形式または番号付けがトラックオルタネート／スイッチグループ識
別子およびサブトラックオルタネート／スイッチグループ識別子の間で共用されることを
意味する。このようにして、オルタネートグループまたはスイッチグループはトラックと
サブトラックの両方を含み得る。
【０１３４】
サブトラック情報ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｒｉ’
コンテナ：サブトラックボックス（‘ｓｔｒｋ’）
必須：はい
数量：１
【０１３５】
　サブトラック情報ボックス６０は、サブトラックに関する情報を提供するオブジェクト
を含む。
【０１３６】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｘｔｅ
ｎｄｓ　Ｂｏｘ（‘ｓｔｒｉ’）｛
｝
【０１３７】
　サブトラック定義ボックス７０は、サブトラックを定義するボックスを含むコンテナボ
ックスである。サブトラックは、サブトラック定義ボックスに囲まれたものにより決定さ
れるサンプル部分集合の和集合として定義される。これらの部分集合を定義するボックス
は、ＳＶＣファイル形式標準やＭＶＣファイル形式標準といった、対応するファイル形式
標準において決定することができる。
【０１３８】
サブトラック定義ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｒｄ’
コンテナ：サブトラックボックス（‘ｓｔｒｋ’）
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必須：はい
数量：１
【０１３９】
　サブトラック定義ボックス７０は、サブトラックの定義を提供するオブジェクトを含む
。
【０１４０】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ｅｘｔｅｎ
ｄｓ　Ｂｏｘ（‘ｓｔｒｄ’）｛
｝
【０１４１】
　メディア・コンテナ・ファイル１の代替の実施態様においては、提案する構造を、サブ
トラック情報ボックス６０およびサブトラック定義ボックス７０なしで実現することがで
きる。そのような場合には、サブトラック情報ボックス６０およびサブトラック定義ボッ
クス７０内に存在するボックスは、代わりに、直接サブトラックボックス５０に配置する
ことができる。しかし、サブトラック情報ボックス６０およびサブトラック定義ボックス
７０を用いる構造は、より多くの情報を収集することができるため、有利である。例えば
、ファイルパーサは、サブトラック定義ボックス７０において、それが認識しないボック
スを発見する場合、これがサブトラックを定義するボックスであることを知るはずである
。
【０１４２】
　ＩＳＯベース・メディア・ファイル形式標準と同様に、サブトラック選択ボックス（‘
ｓｔｓｌ’）６２が定義され、好ましくは、サブトラック情報ボックス６０に含められる
。サブトラック選択ボックス６２は、現在のスイッチグループに適用できるサブトラック
・スイッチ・グループ識別子を含む。
【０１４３】
サブトラック選択ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｓｌ’
コンテナ：サブトラック情報ボックス（‘ｓｔｒｉ’）
必須：いいえ
数量：０または１
【０１４４】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＢｏｘ　ｅｘｔ
ｅｎｄｓ　Ｆｕｌｌｂｏｘ（‘ｓｔｓｌ’，ｖｅｒｓｉｏｎ＝０，０）｛
　ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｉｎｔ（３２）ｓｗｉｔｃｈ＿ｇｒｏｕｐ＝０；
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３２）ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ｌｉｓｔ［］；／／ボックス
の最後まで
｝
【０１４５】
　ｓｗｉｔｃｈ＿ｇｒｏｕｐはサブトラック・スイッチ・グループ識別子であり、トラッ
クおよび／またはサブトラックのグループまたは集合体を指定する整数である。このフィ
ールドが０、すなわちデフォルト値である場合、またはサブトラック選択ボックス６２が
ない場合には、再生またはストリーミングの間の切換えのためにサブトラックを使用する
ことができるかどうかに関する情報がない。また、同じスイッチグループに属するトラッ
ク／サブトラックは、同じオルタネートグループにも属するはずである。
【０１４６】
　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ｌｉｓｔは、サブトラックの記述として、または同じオルタネー
トグループもしくはスイッチグループ内のトラック／サブトラックの差別化基準として使
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用すべき属性のリストである。
【０１４７】
　使用され得る記述属性の例には以下が含まれる。
【表１２】

【０１４８】
　使用され得る差別化属性の例には以下が含まれる。
【表１３】

トラック・ヘッダ・ボックス内の持続期間で割ったサブトラック内のサンプルの数。
【０１４９】
　オルタネートサブトラック選択ボックス（‘ａｓｔｓ’）６４は、オルタネートグルー
プ識別子を割り当てるのに使用される。このボックス６４は任意選択であり、同じオルタ
ネートグループがすべてのサブトラックに適用される場合には、オルタネートサブトラッ
ク選択ボックス６４を含める必要はない。
【０１５０】
オルタネートサブトラック選択ボックス
定義：
ボックス型：‘ａｓｔｓ’
コンテナ：サブトラック情報ボックス（‘ｓｔｒｉ’）
必須：いいえ
数量：０または１
【０１５１】
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＡｌｔｅｒｎａｔｅＳｕｂＴｒａｃｋＳｅｌｅｃｔｉ
ｏｎＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ａｓｔｓ’，ｖｅｒｓｉｏｎ＝Ｏ，Ｏ
）｛
　ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｉｎｔ（３２）ａｌｔｅｒｎａｔｅ＿ｇｒｏｕｐ＝０；
｝
【０１５２】
　ａｌｔｅｒｎａｔｅ＿ｇｒｏｕｐは、サブトラック・オルタネート・グループ識別子で
あり、トラックおよび／またはサブトラックのグループまたは集合体を指定する整数であ
る。このフィールドが０、すなわちデフォルト値である場合、またはオルタネートサブト
ラック選択ボックス６４がない場合には、他のトラック／サブトラックに関連する可能性
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に関する情報がない。
【０１５３】
　このフィールドが０でない場合、それは、相互についてのオルタネートデータを含むト
ラック／サブトラックでは同じであり、異なるそのようなグループに属するトラック／サ
ブトラックでは異なるはずである。どの時点においても、オルタネートグループ内のただ
１つのトラック／サブトラックだけが再生され、またはストリーミングされるはずである
。
【０１５４】
　サブトラック定義選択ボックス７０においては、個別のサブトラック定義ボックス７２
、７４が割り振られる。これらのボックス７２、７４は、典型的には、コーデック別のも
のであり、特定のサブトラックに属するトラックの部分を決定する。複数のサブトラック
定義ボックス７０が存在する場合には、サブトラック定義の和集合がサブトラックを定義
する。
【０１５５】
　以下に、ＳＶＣデータおよびＭＶＣデータを参照してサブトラックの定義の異なる実施
形態を開示する。サブトラックへと編成され得るメディアデータを生成するのに他のコー
デックが用いられる場合、定義ボックスは、それらのコーデックのためにしかるべく適合
される。定義ボックスの基本的な目的は、サブトラックに属するメディアトラックの（１
つまたは複数の）部分を識別することである。したがって、コーデック別の識別子を使用
することができる。
【０１５６】
ＳＶＣ実施形態
ＳＶＣサブトラック層ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｓｔｌ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１５７】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳＶＣＳｕｂＴｒａｃｋＬａｙｅｒＢｏｘ　ｅｘｔｅ
ｎｄｓ　ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｓｓｔｌ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝０；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３）ＤｅｐｅｎｄｅｎｃｙＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（４）ＱｕａｌｉｔｙＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３）ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（６）ｒｅｓｅｒｖｅｄ；
　｝
｝
【０１５８】
　依存関係識別子、品質識別子および時間識別子のトリプレット（ＤＱＴ）のリストは、
サブトラックに属するメディアトラックの部分を指定する。依存関係識別子、品質識別子
および時間識別子の一意の組合せがＳＶＣ層を決定する。したがって、サブトラック層ボ
ックスに記載される各ＤＱＴトリプレットが単一のＳＶＣ動作点を決定する。異なるＤＱ
Ｔトリプレット値の和集合、したがって、ＳＶＣ層の和集合は、ボックスにより定義され
るサブトラックを記述する。
【０１５９】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、このボックスに記載されるＤＱＴトリプレットの数をカウン
トし、依存関係／品質／時間の各識別子は、ネットワーク抽象化層（ＮＡＬ）ユニットの
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依存関係／品質／時間識別子の値を示す。
【０１６０】
ＳＶＣサブトラック階層ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｔｉ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１６１】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＴｉｅｒＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　
ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｓｔｔｉ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝Ｏ；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｔｉｅｒＩｄ；
　｝
｝
【０１６２】
　このボックス内の階層識別子の和集合は、ボックスにより定義されるサブトラックを記
述する。この場合の階層はＳＶＣ階層である。当分野で公知のように、階層（ｔｉｅｒ）
とは、ビットストリームにおける動作点を表す層の集合である。ＮＡＬユニットを階層に
マップするために、サンプルグループおよびマップグループを使用することができる。サ
ンプルグループはグループ間でのサンプルの分割を行う。しかし、１サンプル内に複数の
ＮＡＬユニットが存在し得るため、マップグループを使用して、１サンプル内のＮＡＬユ
ニットを異なるサンプルグループに割り当てることができる。階層は、１つまたは複数の
そのようなサンプルグループを含む。
【０１６３】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、このサブトラック階層ボックスにおいて記述される階層の数
をカウントし、ｔｉｅｒＩｄは、サブトラックに含まれる（１つまたは複数の）階層の識
別子を与える。
【０１６４】
ＳＶＣサブトラック・サンプル・グループ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｓｇ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１６５】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＳａｍｐｌｅＧｒｏｕｐＢｏｘ　ｅ
ｘｔｅｎｄｓ　Ｆｕｌｌｂｏｘ（‘ｓｔｓｇ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝Ｏ；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｇｒｏｕｐＩｄ；
　｝
｝
【０１６６】
　この実施形態では、トラックをサブトラックに分割するために、階層ではなくサンプル
グループが直接使用される。また、サンプルグループをマップグループと一緒に使用する
こともできる。
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【０１６７】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、このサブトラック階層ボックスにおいて記述されるサンプル
グループの数をカウントし、ｇｒｏｕｐＩｄは、グループエントリの識別子を与える。グ
ループ識別子は任意の値であるが、サンプルグループについて一意である。
【０１６８】
　前述の実施形態は、どのようにしてＳＶＣサブトラックを定義することができるかの例
である。これらの実施形態のいずれも、メディア・コンテナ・ファイル１において使用す
ることができる。
【０１６９】
　メディア・コンテナ・ファイル１において階層またはエクストラクタを使用すると、Ｓ
ＶＣデータについての別の解決策が可能になる。階層のグループ化がＳＶＣファイル形式
で実行される［３］。コンテンツに基づいて階層をグループ化するために、新しいスイッ
チ・グループ・ボックス（‘ｓｗｇｒ’）が、階層の１次定義に加えられる。そのような
場合には、階層、すなわち、同じコンテンツグループに属する動作点の集合間の切換えが
許容される。異なるコンテンツグループに属する階層間の切換えは許容されない。この代
替の解決策ではサブトラックを定義する必要がない。代わりに、階層定義を変更する。こ
の解決策の欠点は、明示的なサブトラックを使用する場合よりも汎用性が低いことである
。
【０１７０】
スイッチ・グループ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｗｇｒ’
コンテナ：スケーラブル・グループ・エントリ
必須：いいえ
数量：０または１
【０１７１】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｗｉｔｃｈＧｒｏｕｐＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂ
ｏｘ（‘ｓｗｇｒ’）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３２）ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐ＝Ｏ；
｝
【０１７２】
　ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐは、同じコンテンツを有する階層のグループまたは集合体
を指定する整数である。このフィールドが０であり、またはスイッチ・グループ・ボック
スがない場合には、トラックはデフォルトでコンテンツグループ０に属する。切換えは、
同じコンテンツグループに属する階層間では行われ得るが、異なるグループに属する階層
間では許容されない。コンテンツグループは、好ましくは、１つのメンバのみを有する。
よって、ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐは、この場合には、一実施形態によるサブトラック
に割り当てられ得る選択情報の一例である。
【０１７３】
　スイッチ・グループ・ボックスは任意選択であり、階層の１次定義に存在する。スイッ
チ・グループ・ボックスは、以下の例に従ってスケーラブル・グループ・エントリに加え
ることができる。
【０１７４】
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｃａｌａｂｌｅＧｒｏｕｐＥｎｔｒｙ　ｅｘｔｅｎ
ｄｓ　ＶｉｓｕａｌＳａｍｐｌｅＧｒｏｕｐＥｎｔｒｙ（‘ｓｃｉｆ’）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｇｒｏｕｐＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｐｒｉｍａｒｙ＿ｇｒｏｕｐＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｉｓ＿ｔｉｅｒ＿ＩＤＲ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｎｏＩｎｔｅｒＬａｙｅｒＰｒｅｄＦｌａｇ；
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　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｕｓｅＲｅｆＢａｓｅＰｉｃＦｌａｇ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｓｔｏｒｅＢａｓｅＲｅｐＦｌａｇ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｉｓ＿ｔｌ＿ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ＿ｐｏｉｎｔ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３）ｒｅｓｅｒｖｅｒｅｄ＝０；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｔｌ＿ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ＿ｄｉｓｔａｎｃｅ；
【０１７５】
　　ｉｆ（ｇｒｏｕｐＩｄ＝＝ｐｒｉｍａｒｙ＿ｇｒｏｕｐＩｄ）／／階層の１次定義
　｛
　　ＴｉｅｒＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／必須
　　ＳＶＣＤｅｐｅｎｄｅｎｃｙＲａｎｇｅＢｏｘ（）；／／必須
　　ＳＶＣＰｒｉｏｒｉｔｙＲａｎｇｅＢｏｘ（）／／必須
　　ＴｉｅｒＢｉｔＲａｔｅＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＲｅｃｔＲｅｇｉｏｎＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＢｕｆｆｅｒｉｎｇＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＴｉｅｒＤｅｐｅｎｄｅｎｃｙＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＩｎｉｔｉａｌＰａｒａｍｅｔｅｒＳｅｔＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＩｒｏｉＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎＳｃｈｅｍｅＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＴｒａｎｓｃｏｄｉｎｇＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／任意選択
　　ＳｗｉｔｃｈＧｒｏｕｐＢｏｘ（）；／／任意選択
　｝
｝
【０１７６】
ＭＶＣ実施形態
ＭＶＣサブトラック・ビュー・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｍｓｔｖ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１７７】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＭＶＣＳｕｂＴｒａｃｋＶｉｅｗＢｏｘ　ｅｘｔｅｎ
ｄｓ　ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｍｓｔｖ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝Ｏ；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１０）ＶｉｅｗＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３）ＴｅｍｐｏｒａｌＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（２）ｒｅｓｅｒｖｅｄ；
　｝
｝
【０１７８】
　ビュー識別子と時間識別子との対のリストは、サブトラックに属するトラックの部分を
指定する。ビューと時間識別子との組合せがＭＶＣ層を決定する。したがって、ＭＶＣサ
ブトラック・ビュー・ボックスに記載されるそのような各識別子対が単一のＭＶＣ動作点
を決定する。識別子値の異なる対の和集合、したがって、特定の時間分解能におけるＭＶ
Ｃビューの和集合が、このボックスにより定義されるサブトラックを記述する。
【０１７９】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、ボックスに記載されるビュー識別子と時間識別子の対の数を
カウントし、ビュー／時間識別子はＭＶＣ　ＮＡＬユニットヘッダ内の識別子値を示す。
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【０１８０】
　代替の実施形態では、ＭＶＣサブトラック・ビュー・ボックスは、ビュー識別子だけを
記載し、時間識別子は記載しない。その場合、サブトラックの定義は、指定されるビュー
識別子を有するすべてのＭＶＣ層を含む。
【０１８１】
ＭＶＣサブトラック階層ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｔｉ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１８２】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＴｉｅｒＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　
ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｓｔｔｉ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝Ｏ；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｔｉｅｒＩｄ；
　｝
｝
【０１８３】
　このボックス内の階層識別子の和集合は、ボックスにより定義されるサブトラックを記
述する。この場合の階層はＭＶＣ階層である。
【０１８４】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、このサブトラック階層ボックスにおいて記述される階層の数
をカウントし、ｔｉｅｒＩｄは、サブトラックに含まれる（１つまたは複数の）階層の識
別子を与える。
【０１８５】
ＭＶＣサブトラック・マルチビュー・グループ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｍｇ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１８６】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＭＶＣＳｕｂＴＲｃｋＭｕｌｔｉｖｉｅｗＧｒｏｕｐ
Ｂｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　ＦｕｌｌＢｏｘ（‘ｓｔｍｇ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝Ｏ；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ＭｕｌｔｉｖｉｅｗＧｒｏｕｐＩｄ；
　｝
｝
【０１８７】
　ボックス内のマルチビューグループ識別子の和集合は、ボックスにより定義されるサブ
トラックを記述する。ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、ボックスにおいて記述されるマルチビュ
ーグループの数をカウントし、マルチビューグループ識別子は、サブトラックに含まれる
（１つまたは複数の）マルチビューグループの識別子を与える。マルチビューグループ識
別子は、好ましくは、ＭＶＣファイル形式で定義されたマルチビューグループの識別子で
ある。
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【０１８８】
ＭＶＣサブトラック・サンプル・グループ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｔｓｇ’
コンテナ：サブトラック定義ボックス（‘ｓｔｒｄ’）
必須：いいえ
数量：０以上
【０１８９】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｕｂＴｒａｃｋＳａｍｐｌｅＧｒｏｕｐＢｏｘ　ｅ
ｘｔｅｎｄｓ　Ｆｕｌｌｂｏｘ（‘ｓｔｓｇ’）｛
　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；
　ｆｏｒ（ｉ＝０；ｉ＜ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔ；ｉ＋＋）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１６）ｇｒｏｕｐＩｄ；
　｝
｝
【０１９０】
　この実施形態では、トラックをサブトラックに分割するのに、階層の代わりにサンプル
グループが直接使用される。またサンプルグループをマップグループと一緒に使用するこ
ともできる。
【０１９１】
　ｉｔｅｍ＿ｃｏｕｎｔは、このサブトラック階層ボックスにおいて記述されるサンプル
グループの数をカウントし、ｇｒｏｕｐＩｄは、グループエントリの識別子を与える。グ
ループ識別子は任意の値であるが、サンプルグループについて一意である。
【０１９２】
　前述の実施形態は、どのようにしてＭＶＣサブトラックを定義することができるかの例
である。これらの実施形態のいずれもメディア・コンテナ・ファイル１において使用する
ことができる。
【０１９３】
　メディア・コンテナ・ファイル１において階層またはエクストラクタを使用すると、Ｍ
ＶＣデータのための代替の解決策が可能になる。階層のグループ化がＭＶＣファイル形式
で行われる。コンテンツに基づいて階層をグループ化するために、階層の１次定義に新し
いスイッチ・グループ・ボックス（‘ｓｗｇｒ’）が加えられる。そのような場合には、
階層、すなわち、同じコンテンツグループに属する動作点の集合間の切換えが許容される
。異なるコンテンツグループに属する階層間の切換えは許容されない。この代替の解決策
ではサブトラックを定義する必要がない。代わりに、階層定義を変更する。この解決策の
欠点は、明示的なサブトラックを使用する場合よりも汎用性が低いことである。
【０１９４】
スイッチ・グループ・ボックス
定義：
ボックス型：‘ｓｗｇｒ’
コンテナ：マルチビュー・グループ・エントリ
必須：いいえ
数量：０または１
【０１９５】
構文：
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＳｗｉｔｃｈＧｒｏｕｐＢｏｘ　ｅｘｔｅｎｄｓ　Ｂ
ｏｘ（‘ｓｗｇｒ’）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３２）ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐ＝Ｏ；
｝
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【０１９６】
　ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐは、同じコンテンツを有する階層のグループまたは集合体
を指定する整数である。このフィールドが０であり、またはスイッチ・グループ・ボック
スがない場合には、トラックはデフォルトでコンテンツグループ０に属する。切換えは、
同じコンテンツグループに属する階層間では実行され得るが、異なるグループに属する階
層間では許容されない。コンテンツグループは、好ましくは、１つのメンバだけを有する
。よって、ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｇｒｏｕｐは、この場合は、一実施形態によるサブトラック
に割り当てられ得る選択情報の一例である。
【０１９７】
　スイッチ・グループ・ボックスは任意選択であり、階層の１次定義に存在する。スイッ
チ・グループ・ボックスは、以下の例に従ってスケーラブル・グループ・エントリに加え
ることができる。
【０１９８】
ａｌｉｇｎｅｄ（８）ｃｌａｓｓ　ＭｕｌｔｉｖｉｅｗＧｒｏｕｐＥｎｔｒｙ　ｅｘｔｅ
ｎｄｓ　ＶｉｓｕａｌＳａｍｐｌｅＧｒｏｕｐＥｎｔｒｙ（‘ｓｃｉｆ’）｛
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｇｒｏｕｐＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｐｒｉｍａｒｙ＿ｇｒｏｕｐＩｄ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（４）ｒｅｓｅｒｖｅｄ＝Ｏ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（１）ｉｓ＿ｔｌ＿ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ＿ｐｏｉｎｔ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（３）ｒｅｓｅｒｖｅｒｅｄ＝Ｏ；
　　ｕｎｓｉｇｎｅｄ　ｉｎｔ（８）ｔｌ＿ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ＿ｄｉｓｔａｎｃｅ；
【０１９９】
　　ｉｆ（ｇｒｏｕｐＩｄ＝＝ｐｒｉｍａｒｙ＿ｇｒｏｕｐＩｄ）／／階層の１次定義
　｛
　　　ＶｉｅｗＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒＢｏｘ（）；／／必須
　　　ＴｉｅｒＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／必須
　　　ＴｉｅｒＤｅｐｅｎｄｅｎｃｙＢｏｘ（）；／／必須
　　　ＳＶＣＰｒｉｏｒｉｔｙＲａｎｇｅＢｏｘ（）；／／必須
　　　ＴｉｅｒＢｉｔＲａｔｅＢｏｘ（）；／／任意選択
　　　ＢｕｆｆｅｒｉｎｇＢｏｘ（）；／／任意選択
　　　ＩｎｉｔｉａｌＰａｒａｍｅｔｅｒＳｅｔＢｏｘ（）；／／任意選択
　　　ＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎＳｃｈｅｍｅＩｎｆｏＢｏｘ（）；／／任意選択
　　　ＶｉｅｗＰｒｉｏｒｉｔｙＢｏｘ（）；／／任意選択
　　　ＳｗｉｔｃｈＧｒｏｕｐＢｏｘ（）；／／任意選択
　｝
｝
【０２００】
　メディアデータを定義し、メディアデータを含み、サブトラックおよびオルタネート／
スイッチグループ識別子を識別する異なるボックスへのメディア・コンテナ・ファイルの
前述の編成は、個別の実施の形態とみなすべきである。前述のメディアデータおよび記述
情報（メタデータ）の別の編成を、代替として、別の実施形態において使用することもで
きる。
【０２０１】
　図９は、メディア・コンテナ・ファイル１を生成し、または使用する当事者を示す通信
ネットワークの図式的概要である。メディア・コンテンツ・サーバ１００は、メディアデ
ータを受信し、またはこれにアクセスし、メディア・コンテナ・ファイル１を構築するコ
ンテンツ提供者または作成者を表す。メディア・コンテナ・ファイル１のコピーが、図に
おいて移動端末で表される異なるクライアント３００、３１０、３２０に送信（マルチキ
ャスト）されるメディアを含むデータパケットをコンパイルするためのメディアセッショ
ンにおいてメディア・コンテナ・ファイル１を使用するメディア処理サーバ２００に送信
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される。通信ネットワークは、有利には、ネットワーク事業者を有するいわゆる専有ネッ
トワークとすることができる。そのような通信ネットワークの一例が、携帯電話に通信サ
ービスを提供する、無線の電波ベースの通信ネットワークである。
【０２０２】
　図において、メディア・コンテンツ・サーバ１００とメディア処理サーバ２００とは、
有利には、通信ネットワークの基地局といった異なるネットワークノードにおいて配置さ
れる別々のサーバとして図示されている。代替の手法では、これら２台のサーバ１００、
２００の動作は、実際には、単一のネットワークノードに集中されていてもよく、その場
合には、同一のサーバがメディア・コンテンツ・サーバ１００とメディア処理サーバ２０
０の動作を行う。
【０２０３】
　図１０は、一実施形態によるメディア・コンテンツ・サーバ１００の概略的ブロック図
である。メディア・コンテンツ・サーバ１００は、送信機および受信機１１０、または一
般的な送受信機（ＴＸ／ＲＸ）を備える。受信機は、特に、入力メディアコンテンツを受
信し、メディア・コンテナ・ファイルを求める要求を受信するように構成されている。送
信機は、それに応じて特に、メディア・コンテンツ・サーバ１００により、そのようなメ
ディア・コンテナ・ファイルを通信ネットワーク内の他のサーバに送信するときに用いら
れる。図に示す送信機／受信機１１０は、データの送受信を実施するのに必要とされる機
能を備え、この機能は当分野では公知であり、中でも特に、変調器／復調器、符号器／復
号器などを含む。データの有線送信の場合には、送信機／受信機１１０は、送信機／受信
機１１０と同様の送信／受信機能を果たす一般的な入力および出力（Ｉ／Ｏ）装置で置き
換えることができる。
【０２０４】
　メディア・コンテンツ・サーバ１００は、メディア・コンテナ・ファイルにおいて編成
されるべきメディアデータを提供するように構成されたメディアプロバイダ１６０を備え
る。メディアプロバイダ１６０は、おそらくは送信機１１０を介し、リモートであるが接
続されたメディアソースまたはエンジン４００、４１０から、実際のメディアデータを取
得することができる。あるいは、メディアデータは、事前にメディア・コンテンツ・サー
バ１００に提供されており、データ記憶１７０に記憶されている。その場合メディアプロ
バイダ１６０は、記憶１７０から関連するメディアデータを取り出す。別の実施形態では
、メディアプロバイダ１６０は、実際にメディアデータ自体を生成し、したがって、メデ
ィア生成および／または記録設備を備える。
【０２０５】
　メディアプロバイダ１６０からのメディアデータは、図８に示すメディア・データ・ボ
ックス内など、メディア・コンテナ・ファイルにおいてメディアデータを編成するデータ
オーガナイザ１２０に送られる。提供され、編成されるメタデータは、前述のようにメデ
ィア・コンテナ・ファイル内のメディアトラックにより定義され、個々のサブストリーム
を定義する複数のデータ部分を含む。
【０２０６】
　メディア・コンテンツ・サーバ１００においては、メディア・コンテナ・ファイルにお
いてサブトラック情報を提供するために、サブトラック情報プロバイダ１４０が実施され
る。このサブトラック情報は、メディアトラックの個々のサブトラックに属する編成され
たメディアデータのメディアデータ部分の識別を可能にする。よって、メディアトラック
により定義される複数のサブトラックはそれぞれ、当該サブトラックが適用される関連性
のあるメディアデータ部分を識別するための関連付けられたサブトラック情報を含む。
【０２０７】
　また、メディア・コンテンツ・サーバ１００は、メディア・コンテナ・ファイル内の少
なくとも１つのサブトラックについての選択情報を提供する選択情報プロバイダ１３０も
含む。この選択情報は、前述のようにメディア・コンテナ・ファイルにおいて編成される
他のメディアデータに関連して少なくとも１つのサブトラックにより定義されるメディア
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データ部分の選択的処理を定義する。
【０２０８】
　選択情報プロバイダ１３０は、任意選択で、メディア・コンテナ・ファイル内の少なく
とも１つのサブトラックにサブトラック・オルタネート・グループ識別子を提供するよう
に実施されるオルタネートグループ識別子プロバイダ１３２を含む。そのような場合には
、このオルタネートグループ識別子はその特定のサブトラックに適用することができ、他
方、同じメディアトラックに含まれる他のサブトラックは、独自のオルタネートグループ
識別子を有し、または任意選択のトラック選択情報プロバイダ１５０により完全なメディ
アトラックに割り当てられるオルタネートグループ識別子を共用または継承する。
【０２０９】
　選択情報プロバイダ１３０の任意選択のスイッチグループ識別子プロバイダ１３４は、
メディア・コンテナ・ファイル内の少なくとも１つのサブトラックにサブトラック・スイ
ッチ・グループ識別子を提供するように実施される。スイッチグループ識別子プロバイダ
１３４は、メディアトラックのすべてのサブトラックまたはそのごく一部分だけに個々の
スイッチグループ識別子を割り当てることができる。一部分だけの場合には、スイッチグ
ループ識別子を割り当てられないサブトラックは、好ましくは、トラック選択情報プロバ
イダ１５０により完全なメディアトラックに割り当てられるスイッチグループ識別子を使
用する。
【０２１０】
　選択情報の値を定義するのに使用される選択情報プロバイダ１３０への入力は、好まし
くは、オルタネートおよび／またはスイッチグループ識別子、どのサブトラックをメディ
ア・コンテナ・ファイル内の他のサブトラック／トラックの代替とすべきか、およびどの
サブトラック／トラックの間で切換えを許容し、または妨げるべきかを知るコンテンツ作
成者からもたらされ得る。あるいは、選択情報プロバイダ１３０は、提供されるメディア
データの情報に基づき、これらの値を自動的に決定することもできるはずである。例えば
、選択情報プロバイダは、通常のコンテンツとプレミアム付きのコンテンツとの切換え、
異なるコーデックにより符号化されたメディアデータ間の切換え、異なるオーディオ言語
を有するメディアデータ間の切換えは阻止するが、例えば、異なる品質レベルで利用可能
なコンテンツ間の切換えは許容するように事前に構成することができる。
【０２１１】
　メディア・コンテンツ・サーバ１００は、有利には、ＳＶＣデータおよびＭＶＣデータ
を処理するのに適する。その場合、サブトラック情報プロバイダ１４０は、コンテンツの
ために、ベース層と拡張層またはベースビューと追加ビューに対応する異なるサブトラッ
クへと編成されるべきメディアデータ部分を定義するサブトラック情報を提供するように
構成される。
【０２１２】
　トラック選択情報プロバイダ１５０は、有利には、完全なメディアトラックに適用する
ことができ、前述のようにメディアトラックが複数のサブトラックを含むことを示す０な
どの事前定義の値を有する、オルタネートおよび／またはスイッチグループ識別子などの
トラック選択情報を割り当てることができる。
【０２１３】
　メディア・コンテンツ・サーバ１００のユニット１１０～１６０は、ソフトウェア、ハ
ードウェア、またはそれらの組合せとして実施され、または提供され得る。ソフトウェア
ベースの実施態様の場合には、メディア・コンテンツ・サーバ１００またはその一部を実
施するコンピュータプログラム製品は、汎用の、または特別に適合されたコンピュータ、
プロセッサ、またはマイクロプロセッサ上で実行されるソフトウェアまたはコンピュータ
プログラムを含む。ソフトウェアは、図１０に示すコンピュータ・プログラム・コード要
素またはソフトウェアコード部分を含む。プログラムは、全部または一部が、磁気ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、ＵＳＢメモリ、ハードディスク、光磁気メモリとい
った１つまたは複数の適切なコンピュータ可読媒体またはデータ記憶手段に、ＲＡＭまた
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は揮発性メモリに、ＲＯＭまたはフラッシュメモリに、ファームウェアとして、あるいは
データサーバ上で記憶され得る。
【０２１４】
　ユニット１１０～１７０はすべて、通信システムの単一のネットワークノード内のメデ
ィア・コンテンツ・サーバ１００において実施され得る。あるいは、分散型の実施態様も
可能であり、本発明の範囲内である。そのような場合には、メディア・コンテンツ・サー
バ１００の異なるユニット１１０～１７０は異なるネットワークノードに配置され得るが
、にもかかわらず、前述のようにそれぞれの目的の動作を実行する。
【０２１５】
　図１１は、メディア・コンテナ・ファイルを利用する一実施形態によるメディア処理の
方法を示す流れ図である。この処理は、有利には、図９に示すメディア・コンテンツ・サ
ーバからメディア・コンテナ・ファイルを受信する通信ネットワーク内のメディア処理サ
ーバにより実行され得る。
【０２１６】
　方法はステップＳ４０において開始し、そこで本明細書において開示するメディア・コ
ンテナ・ファイルが提供される。ステップＳ４０のファイル提供は、様々な実施形態に従
って実行することができる。例えば、メディア・コンテナ・ファイルは、メディア処理サ
ーバに有線または無線で接続されたメディア・コンテンツ・サーバから受信される。ある
いは、メディア・コンテナ・ファイルは、リモートのメディア・コンテンツ・サーバから
事前に受信しておくこともでき、したがって、ステップＳ４０でデータ記憶から取り出さ
れる。さらに別の実施形態において、前述のメディア・コンテンツ・サーバおよびメディ
ア処理サーバが共通のメディアサーバへと編成されているときには、メディア・コンテナ
・ファイルはステップＳ４０で実際に作成される。
【０２１７】
　次のステップＳ４１では、メディア・コンテナ・ファイルにおいて定義された複数のサ
ブトラックのうちのサブトラックを選択する。サブトラック選択は、サブトラックに割り
当てられ、メディア・コンテナ・ファイルに存在するオルタネートグループ識別子に基づ
いて行われる。この場合、メディア・コンテナ・ファイルは、結果的に、同じオルタネー
トグループ識別子の値が割り当てられる複数のトラック／サブトラックを含むオルタネー
トグループを定義する。当該の複数のサブトラックまたは（１つまたは複数の）サブトラ
ックおよび（１つまたは複数の）トラックは、結果的に、メディアセッションにおいて使
用すべき代替を構成することになる。選択ステップＳ４１は、メディアセッションのセッ
トアップと関連して実行される。
【０２１８】
　次のステップＳ４２では、サブトラックにより定義されるメディア・コンテナ・ファイ
ルからメディアデータ部分を取り出す。このデータ取り出しは、メディア・コンテナ・フ
ァイルに含まれ、選択されたサブトラックに対応するメディア・コンテナ・ファイル内で
編成されたメディアデータのメディアデータ部分の識別を可能にするサブトラック情報に
基づいて行われる。取り出されたメディアデータはステップＳ４２でデータパケットへと
コンパイルされ、ステップＳ４３でメディアセッションの間に少なくとも１つのクライア
ントまたはユーザ端末に送信される。
【０２１９】
　次いで方法は終了する。
【０２２０】
　図１２は、別の態様によるメディア処理の方法を示す流れ図である。この場合、メディ
アセッションはすでに開始されており、トラックまたはサブトラックが、メディアセッシ
ョンのセットアップに関連してすでに選択されている。この場合、方法は、図１１のステ
ップＳ４３から続き、次のステップＳ５０では進行中のメディアセッションの間にストリ
ームを切換える。ステップＳ５０は、結果的に、サブトラックに割り当てられたスイッチ
グループ識別子に基づき、メディア・コンテナ・ファイルにおいて定義されたサブトラッ
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クを選択することを伴う。選択されるサブトラックは、メディアセッションをセットアッ
プするときに最初に選択されたトラックまたはサブトラックと同じオルタネートグループ
に属する。加えて、選択されるサブトラックは、このトラックまたはサブトラックと同じ
スイッチグループ識別子の値も有し、よって同じスイッチグループにも属する。選択され
るサブトラックは、好ましくは、元のトラックまたはサブトラックと同じコンテンツに関
連し、例えば、ＳＶＣデータの場合には異なる層に、またはＭＶＣデータの場合には異な
るビューに関連し得る。
【０２２１】
　ステップＳ５０のストリーム切換えは、様々な実施形態に従ってトリガすることができ
る。例えば、データパケットが送信されるユーザ端末から発せられる要求または入力メッ
セージが、切換え基準をトリガすることが可能である。あるいは、メディア処理サーバお
よび／またはユーザ端末により推定される信号品質または強度情報を使用して、ステップ
Ｓ５０でストリーム切換えをトリガすることもできる。実際には、当分野で公知の、トラ
ックの切換えをトリガするための任意の手順を使用し、各実施形態に従って、あるサブト
ラックから別のサブトラックに、トラックからサブトラックに、または実際にサブトラッ
クからトラックに、あるいは先行技術に従ってあるトラックから別のトラックに切換える
ことができる。また、あるＳＶＣ層から別の層に、またはあるＭＶＣから別のビューに切
換えるための任意の公知の手順を使用することもできる。
【０２２２】
　次のステップＳ５１では、メディア・コンテナ・ファイルから、選択されたサブトラッ
クに対応するメディアデータ部分を取り出す。この取り出しは、選択されたサブトラック
と関連付けられ、メディア・コンテナ・ファイルに含まれるサブトラック情報に基づいて
行われる。また、取り出されたメディアデータはデータパケットへと編成される。このス
テップＳ５１は図１１のステップＳ４２と同様に実行される。次のステップＳ５２では、
データパケットを、進行中のメディアセッションに関与する少なくとも１つのユーザ端末
に送信する。次いで方法は終了する。
【０２２３】
　図１３は、メディア処理サーバ２００の一実施形態を示す概略的ブロック図である。メ
ディア処理サーバ２００は、外部のユニットとの通信を実行するように構成された送信機
／受信機２１０を備える。受信機２１０は、特に、メディア・コンテナ・ファイルがメデ
ィア処理サーバ２００のコンテナプロバイダ２２０により生成されるのでない限り、メデ
ィア・コンテンツ・サーバからメディア・コンテナ・ファイルを受信するように構成され
る。送信機２１０は、特に、メディア・コンテナ・ファイルからフェッチされたメディア
データを運ぶデータパケットを、メディアセッションにおいて１つまたは複数のユーザ端
末に送信するように構成される。
【０２２４】
　コンテナプロバイダ２２０は、メディア・コンテナ・ファイルが事前に記憶されている
受信機２１０またはデータ記憶２５０からメディア・コンテナ・ファイルを提供する。あ
るいは、コンテナプロバイダ２２０は、メディア・コンテナ・ファイルを作成するために
、上記考察され、図１０に示すメディア・コンテンツ・サーバの各機能を実際に構成する
こともできる。
【０２２５】
　メディア処理サーバ２００のトラックセレクタ２３０は、メディア・コンテナ・ファイ
ル内のトラックおよびサブトラックに割り当てられたオルタネートグループ識別子を使用
して、メディアセッションをセットアップするときにどのトラックまたはサブトラックを
使用すべきか選択する。好ましい実施形態では、トラックセレクタ２３０は、同じコンテ
ンツに関連し、先に開示のメディア・コンテナ・ファイルにおいて定義されている複数の
サブトラックの中から１つのサブトラックを選択する。トラックセレクタ２３０は、メデ
ィアセッションのセットアップと関連して動作可能であり、それによって、メディアセッ
ションを開始に用いる初期トラック／サブトラックを選択する。
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【０２２６】
　パケットコンパイラ２４０は、トラックセレクタ２３０により選択されたトラック／サ
ブトラックに対応するメディアデータを取り出す。好ましい実施形態では、サブトラック
が選択されるときに、選択されるサブトラックと関連付けられ、メディア・コンテナ・フ
ァイルに含まれるサブトラック情報を使用して、取り出すべきメディア・コンテナ・ファ
イル内のメディアデータの部分が識別される。メディアデータはデータパケットへと編成
、コンパイルされ、データパケットは送信機２１０により少なくとも１つのユーザ端末に
送信される。
【０２２７】
　進行中のメディアセッションの間に、トラックセレクタ２３０は、初期のサブトラック
またはトラックと同じコンテンツに関連する別のサブトラックまたはトラックに切り換わ
ることができる。トラックセレクタ２３０は、そのような切換えを、前述のようにメディ
ア・コンテナ・ファイル内のトラックおよびサブトラックに割り当てられたスイッチグル
ープ識別子に基づいて行う。次いでパケットコンパイラ２４０は、新しく選択されたサブ
トラックまたはトラックと関連付けられたメディアデータを取り出し、当該メディアデー
タを、送信機２１０により送信されるデータパケットへとコンパイルする。
【０２２８】
　メディア処理サーバ２００のユニット２１０～２４０は、ソフトウェア、ハードウェア
、またはその組合せとして実施され、または提供され得る。ソフトウェアベースの実施態
様の場合には、メディア・コンテンツ・サーバ２００またはその一部を実施するコンピュ
ータプログラム製品は、汎用の、または特別に適合されたコンピュータ、プロセッサ、ま
たはマイクロプロセッサ上で実行されるソフトウェアまたはコンピュータプログラムを含
む。ソフトウェアは、図１３に示すコンピュータ・プログラム・コード要素またはソフト
ウェアコード部分を含む。プログラムは、全部または一部が、磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤディスク、ＵＳＢメモリ、ハードディスク、光磁気メモリといった１つまたは
複数の適切なコンピュータ可読媒体またはデータ記憶手段に、ＲＡＭまたは揮発性メモリ
に、ＲＯＭまたはフラッシュメモリに、ファームウェアとして、あるいはデータサーバ上
で記憶され得る。
【０２２９】
　ユニット２１０～２５０はすべて、通信システムの単一のネットワークノード内のメデ
ィア処理サーバ２００において実施され得る。あるいは、分散型の実施態様も可能であり
、本発明の範囲内である。そのような場合には、メディア処理サーバ２００の異なるユニ
ット２１０～２５０は異なるネットワークノードに配置され得るが、にもかかわらず、前
述のようにそれぞれの目的の動作を実行する。
【０２３０】
　前述の各実施形態は、本発明の少数の説明例にすぎないものと理解すべきである。各実
施形態には、本発明の範囲を逸脱することなく、様々な改変、組合せおよび変更が加えら
れ得ることを当業者は理解するであろう。特に、異なる実施形態における異なる部分の解
決策を、技術的に可能な場合には、他の構成として組み合わせることができる。しかし、
本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲により定義されるものである。
【０２３１】
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