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(57)【要約】
タイル・ストリームに基づいてクライアント・コンピュ
ータによってビデオ・モザイクを形成する方法について
記載する。この方法は、第１組のタイル・ストリーム識
別子から、第１タイル位置と関連付けられた第１タイル
・ストリーム識別子を判定し、第２組のタイル・ストリ
ーム識別子から、第２タイル位置と関連付けられた第２
タイル・ストリーム識別子を判定するステップを含むこ
とができる。前記第１および第２組が、それぞれ、第１
および第２ビデオ・コンテンツと関連付けられる。タイ
ル・ストリーム識別子は、メディア・データと、タイル
位置に１つのタイルを含むビデオ・フレームを生成する
ことを、前記クライアント・コンピュータと関連付けら
れたデコーダ・モジュールに指令するためのタイル位置
情報とを含むタイル・ストリームと関連付けられる。前
記タイルは、前記ビデオ・フレームの画像領域において
ビジュアル・コンテンツの小区域を定める。この方法は
、１つ以上のネットワーク・ノードに、判定された第１
タイル・ストリーム識別子に基づく第１タイル・ストリ
ームの送信、ならびに判定および選択された第２タイル
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタイル・ストリームからデコード・ビデオ・ストリームを形成する方法であって
、
　－クライアント・コンピュータが、第１組のタイル・ストリーム識別子から、第１タイ
ル位置と関連付けられた少なくとも第１タイル・ストリーム識別子を選択し、第２組のタ
イル・ストリーム識別子から、第２タイル位置と関連付けられた少なくとも第２タイル・
ストリーム識別子を選択するステップであって、前記第１タイル位置が前記第２タイル位
置とは異なる、ステップと、
　前記第１組のタイル・ストリーム識別子が、第１ビデオ・コンテンツの少なくとも一部
のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームを識別し、前記第２組のタイ
ル・ストリーム識別子が、第２ビデオ・コンテンツの少なくとも一部のエンコード・メデ
ィア・データを含むタイル・ストリームを識別し、前記第１および前記第２ビデオ・コン
テンツが異なるビデオ・コンテンツであり、好ましくは、１つの組の各タイル・ストリー
ム識別子が異なるタイル位置と関連付けられ、
　タイル・ストリームが、メディア・データと、前記タイル・ストリームのメディア・デ
ータをタイルド・ビデオ・フレームにデコードすることをデコーダに指令するように構成
されたタイル位置情報とを含み、タイルド・ビデオ・フレームが、前記タイル位置情報に
よって示されるタイル位置に少なくとも１つのタイルを含み、タイルが前記タイルド・ビ
デオ・フレームの画像領域におけるビジュアル・コンテンツの小区域を表し、
　－前記クライアント・コンピュータが、前記選択した第１タイル・ストリーム識別子に
基づいて、好ましくは１つ以上のネットワーク・ノードに、第１タイル位置と関連付けら
れた第１タイル・ストリームを前記クライアント・コンピュータに送信することを要求し
、更に前記選択した第２タイル・ストリーム識別子に基づいて、第２タイル位置と関連付
けられた第２タイル・ストリームを前記クライアント・コンピュータに送信することを要
求するステップと、
　－前記クライアント・コンピュータが、少なくとも前記第１および第２タイル・ストリ
ームのメディア・データおよびタイル位置情報を、前記デコーダによってデコード可能な
ビットストリームに組み入れるステップと、
　－前記デコーダが、前記ビットストリームをタイルド・ビデオ・フレームにデコードす
ることによってデコード・ビデオ・ストリームを形成するステップであって、各タイルド
・ビデオ・フレームが前記第１タイル位置において、前記第１タイル・ストリームのメデ
ィア・データのビジュアル・コンテンツを表す第１タイルと、前記第２タイル位置におい
て、前記第２タイル・ストリームのメディア・データのビジュアル・コンテンツを表す第
２タイルとを含む、ステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・デ
ータが、タイルド・ビデオ・フレームをサポートするコデックに基づいて独立してエンコ
ードされ、および／または前記タイル位置情報が、更に、前記第１および第２タイルが、
タイル格子に基づいて空間的に配列された非重複タイルであることを前記デコーダに知ら
せる、方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の方法であって、更に、１組以上のタイル・ストリーム識別子、
または１組以上のタイル・ストリーム識別子を判定するための情報、好ましくは１組以上
のＵＲＬを含む少なくとも１つのマニフェスト・ファイルを供給するステップを含み、１
組のタイル・ストリーム識別子が、所定のビデオ・コンテンツおよび複数のタイル位置と
関連付けられる、ステップと、
　前記マニフェスト・ファイルに基づいて、前記第１および第２タイル・ストリーム識別
子を選択するステップと、
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を含む、方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、前記マニフェスト・ファイルが１つ以上のアダプテーシ
ョン・セットを含み、アダプテーション・セットが１組のリプリゼンテーションを定め、
リプリゼンテーションがタイル・ストリーム識別子を含み、
　アダプテーション・セットにおける各タイル・ストリーム識別子が、空間関係記述（Ｓ
ＲＤ）記述子と関連付けられ、前記空間関係記述子が、前記タイル・ストリーム識別子と
関連付けられたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイルのタイル位置についての
情報を前記クライアント・コンピュータに知らせ、または、
　アダプテーション・セットにおける全てのタイル・ストリーム識別子が、１つの空間関
係記述（ＳＲＤ）記述子と関連付けられ、前記空間関係記述子が、前記アダプテーション
・セットにおいて識別されたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイルのタイル・
位置について、前記クライアント・コンピュータに知らせる、方法。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項記載の方法において、前記第１および第２の判定されたタ
イル・ストリーム識別子が、それぞれ、第１および第２ユニフォーム・リソース・ロケー
タ（ＵＲＬ）（の一部）であり、前記第１および第２タイル・ストリームのビデオ・フレ
ームにおけるタイルのタイル位置についての情報が、前記タイル・ストリーム識別子内に
埋め込まれる、方法。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項記載の方法において、前記マニフェスト・ファイルが、更
に、前記タイル・ストリームのビデオ・フレームにおける少なくとも１つのタイルのタイ
ル位置についての情報が埋め込まれたタイル・ストリーム識別子を、前記クライアント・
コンピュータが生成することを可能にするタイル・ストリーム識別子テンプレートを含む
、方法。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれか１項記載の方法において、前記マニフェスト・ファイルが更に
、１つ以上のタイル・ストリーム識別子と関連付けられた１つ以上の依存性パラメータを
含み、依存性パラメータが、前記依存性パラメータを共通に有し、更に異なるタイル位置
を有するタイル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報が前記ビットスト
リームに組み入れ可能であることを、前記クライアント・コンピュータに知らせ、好まし
くは、前記依存性パラメータが、前記依存性パラメータと関連付けられたタイル・ストリ
ームのメディア・データのデコーディングが、少なくとも１つのベース・ストリームのメ
タデータに依存することを知らせ、好ましくは、前記ベース・ストリームが、前記マニフ
ェスト・ファイルにおける前記タイル・ストリーム識別子によって定められたタイル・ス
トリームのメディア・データを、前記デコーダによってデコード可能な前記ビットストリ
ームに組み入れなければならない順序を、前記クライアント・コンピュータに知らせるた
めにシーケンス情報を含む、方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法において、前記１つ以上の依存性パラメータが、１つ以上のリプリ
ゼンテーションを指し示し、好ましくは、前記１つ以上のリプリゼンテーションが１つ以
上のリプリゼンテーションＩＤによって識別され、前記１つ以上のリプリゼンテーション
が、少なくとも１つのベース・ストリームを定め、または、
　前記１つ以上の依存性パラメータが１つ以上のアダプテーション・セットを指し示し、
好ましくは、前記１つ以上のアダプテーション・セットが、１つ以上のアダプテーション
・セットＩＤによって識別され、前記１つ以上のアダプテーション・セットの少なくとも
１つが、前記少なくとも１つのベース・ストリームを定める少なくとも１つのリプリゼン
テーションを含む、方法。
【請求項９】
　請求項３～８のいずれか１項記載の方法において、前記マニフェスト・ファイルが、更



(4) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

に、１つ以上の依存性位置パラメータを含み、依存性位置パラメータが、前記マニフェス
ト・ファイルにおいて少なくとも１つのベース・ストリームが定められる少なくとも１つ
の位置を、前記クライアント・コンピュータに知らせ、好ましくは、前記マニフェスト・
ファイルにおける前記位置が、アダプテーション・セットＩＤによって識別される既定の
アダプテーション・セットである、方法。
【請求項１０】
　請求項３～９のいずれか１項記載の方法において、前記マニフェスト・ファイルが、更
に、１つ以上のリプリゼンテーションまたは１つ以上のアダプテーション・セットと関連
付けられた１つ以上のグループ依存性パラメータを含み、グループ依存性パラメータが、
前記少なくとも１つのベース・ストリームを定める少なくとも１つのリプリゼンテーショ
ンを含むリプリゼンテーションのグループを前記クライアント・コンピュータに知らせる
、方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項記載の方法において、
　前記少なくとも第１および第２タイル・ストリームが、メディア・ストリーミング・プ
ロトコル若しくはメディア・トランスポート・プロトコル、（ＨＴＴＰ）適応ストリーミ
ング・プロトコル、またはＲＴＰプロトコルのような、パケット化メディア・データのた
めのトランスポート・プロトコルにおけるデータ・コンテナに基づいてフォーマットされ
、
　前記第１および第２組のタイル・ストリーム識別子によって定められたタイル・ストリ
ームのメディア・データが、メディア・データをタイルド・ビデオ・フレームにエンコー
ドするエンコーダ・モジュールをサポートするコデックに基づいてエンコードされ、好ま
しくは、前記コデックが、ＨＥＶＣ、ＶＰ９、ＡＶＣ、またはこれらのコデックの内の１
つから派生したまたはそれに基づくコデックから選択された１つであり、並びに／あるい
は、
　前記第１および第２組のタイル・ストリーム識別子によって定められたタイル・ストリ
ームのメディア・データが、記憶媒体上に（タイル）トラックとして格納され、前記タイ
ル・ストリームの少なくとも一部に関連するメタデータが、前記記憶媒体上に少なくとも
１つのベース・トラックとして格納され、好ましくは、前記タイル・トラックおよび少な
くとも１つのベース・トラックが、ISO/IEC 14496-12 ISO Base Media File Format (ISO
BMFF)またはISO/IEC 14496-15 Carriage of NAL unit structured video in the ISO Bas
e Media File Formatに基づくデータ・コンテナ・フォーマットを有する、方法。
【請求項１２】
　クライアント・コンピュータ、好ましくは、適応ストリーミング・クライアント・コン
ピュータであって、
　プログラムの少なくとも一部が具体化されたコンピュータ読み取り可能記憶媒体と、
　コンピュータ読み取り可能プログラム・コードが具体化されたコンピュータ読み取り可
能記憶媒体と、
　前記コンピュータ読み取り可能記憶媒体に結合されたプロセッサ、好ましくは、マイク
ロプロセッサであって、前記コンピュータ読み取り可能プログラム・コードを実行したこ
とに応答して、実行可能動作を実行するように構成されたプロセッサと、
を含み、前記実行可能動作が、
　－第１組のタイル・ストリーム識別子から、第１タイル位置と関連付けられた第１タイ
ル・ストリーム識別子を判定し、第２組のタイル・ストリーム識別子から、第２タイル位
置と関連付けられた第２タイル・ストリーム識別子を判定する動作であって、前記第１タ
イル位置が前記第２タイル位置とは異なる、動作と、
　前記第１組のタイル・ストリーム識別子が、第１ビデオ・コンテンツの少なくとも一部
のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームと関連付けられ、前記第２組
のタイル・ストリーム識別子が、第２ビデオ・コンテンツの少なくとも一部のエンコード
・メディア・データを含むタイル・ストリームと関連付けられ、好ましくは、前記第１お
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よび前記第２ビデオ・コンテンツが異なるビデオ・コンテンツであり、好ましくは、１つ
の組の各タイル・ストリーム識別子が異なるタイル位置と関連付けられ、
　タイル・ストリームが、メディア・データと、前記タイル・ストリームのメディア・デ
ータをタイルド・ビデオ・フレームにデコードすることをデコーダに指令するように構成
されたタイル位置情報とを含み、タイルド・ビデオ・フレームが、前記タイル位置情報に
よって示されるタイル位置に少なくとも１つのタイルを含み、タイルが前記タイルド・ビ
デオ・フレームの画像領域におけるビジュアル・コンテンツの小区域を表し、
　－前記判定した第１タイル・ストリーム識別子に基づいて、１つ以上のネットワーク・
ノードに、第１タイル位置と関連付けられた第１タイル・ストリームを前記クライアント
・コンピュータに送信することを要求し、更に前記判定した第２タイル・ストリーム識別
子に基づいて、第２タイル位置と関連付けられた第２タイル・ストリームを前記クライア
ント・コンピュータに送信することを要求する動作と、
　－少なくとも前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・データおよびタイル
位置情報を、前記デコーダによってデコード可能なビットストリームに組み入れる動作で
あって、前記デコーダが、タイルド・ビデオ・フレームを含むデコード・ビデオ・ストリ
ームを形成ように構成され、前記タイルド・ビデオ・フレームが、前記第１タイル位置に
おいて、前記第１タイル・ストリームのメディア・データのビジュアル・コンテンツを表
す第１タイルと、前記第２タイル位置において、前記第２タイル・ストリームのメディア
・データのビジュアル・コンテンツを表す第２タイルとを含む、動作と、
を含む、クライアント・コンピュータ。
【請求項１３】
　複数のタイル・ストリームからデコード・ビデオ・ストリームを形成するように構成さ
れたクライアント・コンピュータのために、データ構造、好ましくは、マニフェスト・フ
ァイルを格納するための非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、前記デー
タ構造が、
　１組以上のタイル・ストリーム識別子、好ましくは、１組以上のＵＲＬを判定するため
の情報であって、各１組のタイル・ストリーム識別子が、所定のビデオ・コンテンツおよ
び複数のタイル位置と関連付けられた、情報と、メディア・データを含むタイル・ストリ
ームを識別するタイル・ストリーム識別子と、タイル位置において少なくとも１つのタイ
ルを含むタイルド・ビデオ・フレームを生成するようにデコーダに指令するためのタイル
位置情報であって、前記タイルが前記ビデオ・フレームの画像領域におけるビジュアル・
コンテンツの小区域を定める情報と、
を含み、
　前記マニフェスト・ファイルが、更に、１つ以上のタイル・ストリームと関連付けられ
た１つ以上の依存性パラメータを含み、前記１つ以上の依存性パラメータが前記マニフェ
スト・ファイルにおけるベース・ストリームを指し示し、前記依存性パラメータを共通に
有し、更に異なるタイル位置を有するタイル・ストリームのメディア・データおよびタイ
ル位置情報が、前記ベース・ストリームのメタデータに基づいて、前記デコーダによって
デコード可能な１つのビットストリームに組み入れ可能であることを、前記依存性パラメ
ータが前記クライアント・コンピュータに知らせる、非一時的コンピュータ読み取り可能
記憶媒体。
【請求項１４】
　請求項１３記載の非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
　前記マニフェスト・ファイルが１つ以上のアダプテーション・セットを含み、アダプテ
ーション・セットが１組のリプリゼンテーションを定め、リプリゼンテーションがタイル
・ストリーム識別子を含み、
　アダプテーション・セットにおける各タイル・ストリーム識別子が、空間関係記述（Ｓ
ＲＤ）記述子と関連付けられ、前記空間関係記述子が、前記タイル・ストリーム識別子と
関連付けられたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイルのタイル位置についての
情報を前記クライアント・コンピュータに知らせ、或いは、
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　アダプテーション・セットにおける全てのタイル・ストリーム識別子が、１つの空間関
係記述（ＳＲＤ）記述子と関連付けられ、前記空間関係記述子が、前記アダプテーション
・セットにおいて識別されたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイルのタイル位
置について、前記クライアント・コンピュータに知らせ、更に、
　任意に、前記マニフェスト・ファイルが、更に、前記タイル・ストリームのビデオ・フ
レームにおけるタイルのタイル位置についての情報が埋め込まれたタイル・ストリーム識
別子を、前記クライアント・コンピュータが生成することを可能にするタイル識別子テン
プレートを含む、非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１５】
　請求項１３および１４記載の非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、更
に、
　１つ以上のタイル・ストリーム識別子と関連付けられた１つ以上の依存性パラメータで
あって、依存性パラメータが、前記依存性パラメータと関連付けられたタイル・ストリー
ムのメディア・データのデコーディングが、少なくとも１つのベース・ストリームのメタ
データに依存することを、前記クライアント・コンピュータに知らせ、好ましくは、前記
ベース・ストリームが、前記マニフェスト・ファイルにおける前記タイル・ストリーム識
別子によって定められたタイル・ストリームのメディア・データを、前記デコーダによっ
てデコード可能なビットストリームに組み入れなければならない順序を、前記クライアン
ト・コンピュータに知らせるためにシーケンス情報を含む、１つ以上の依存性パラメータ
、
　１つ以上の依存性位置パラメータであって、依存性位置パラメータが、前記マニフェス
ト・ファイルにおいて少なくとも１つのベース・ストリームが定められる少なくとも１つ
の位置を、前記クライアント・コンピュータに知らせ、前記ベース・ストリームが、前記
マニフェスト・ファイルにおいて定められた１つ以上のタイル・ストリームのメディア・
データをデコードするためのメタデータを含み、好ましくは、前記マニフェスト・ファイ
ルにおける前記位置が、アダプテーション・セットＩＤによって識別される既定のアダプ
テーション・セットである、１つ以上の依存性位置パラメータ、或いは、
　１つ以上のリプリゼンテーションまたは１つ以上のアダプテーション・セットと関連付
けられた１つ以上のグループ依存性パラメータであって、グループ依存性パラメータが、
前記少なくとも１つのベース・ストリームを定めるリプリゼンテーションを含むリプリゼ
ンテーションのグループを前記クライアント・コンピュータに知らせる、グループ依存性
パラメータと、
を含む、非一時的コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メディア・ストリームに基づくタイルド・ビデオ(tiled video)の形成に関
し、特に、タイル・ストリームに基づいてタイルド・ビデオを形成する方法およびシステ
ム、タイルド・ビデオを形成するクライアント・コンピュータ、クライアント・コンピュ
ータがタイルド・ビデオを形成することを可能にするデータ構造、および以上で引用した
方法を使用するためのコンピュータ・プログラム製品に関するが、これらに限定されるの
ではない。
【従来技術】
【０００２】
　ビデオ・モザイクのようなタイルド・ビデオは、１つ以上のディスプレイ・デバイス上
における視覚的に無関係なビデオ・コンテンツまたは関係するビデオ・コンテンツの複数
のビデオ・ストリームの複合表示(combined presentation)の一例である。このようなビ
デオ・モザイクの例には、高速チャネル選択に対して複数のＴＶチャネルを１つのモザイ
ク・ビュー内に含むＴＶチャネル・モザイク、および簡潔な全体像のために複数のセキュ
リティ・ビデオ・フィードを１つのモザイク内に含むセキュリティ・カメラ・モザイクが
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含まれる。異なる人々が異なるビデオ・モザイクを必要とするとき、ビデオ・モザイクの
個人専用化(personalization)が望まれることが多い。例えば、各ユーザが彼自身が贔屓
する１組のＴＶチャネルを有することができる個人専用化ＴＶチャネル・モザイク、電子
プログラム・ガイドによって示されるＴＶプログラムに関連するビデオ・モザイクを各ユ
ーザが構成することができる個人専用化インタラクティブ電子プログラム・ガイド（ＥＰ
Ｇ）、または各セキュリティ職員が彼自身の１組のセキュリティ・フィードを有すること
ができる個人専用化セキュリティ・カメラ・モザイクがある。ユーザのＴＶチャネルの好
みは変化する可能性があるので、またはＴＶチャネルの視聴率が変動するので、ビデオ・
モザイクが現在最も視聴されているＴＶチャネルを示す場合や、セキュリティ職員が場所
を変えるときに他のセキュリティ・ビデオ・フィードがこのセキュリティ職員にとって関
連するようになる可能性がある場合、個人専用化はときの経過に連れて変わる可能性があ
る。加えてまたは代わりに、ビデオ・モザイクは、インタラクティブである、即ち、ユー
ザ入力に応答するように構成されるとして差し支えない。例えば、ユーザが特定のタイル
をＴＶチャネル・モザイクから選択したとき、ＴＶは特定のチャネルに切り替えることが
できる。
【０００３】
　ＷＯ２００８／０８８７７２は、ビデオ・モザイクを生成するための従来のプロセスに
ついて記載する。このプロセスは、異なるビデオを選択し、ビデオ・モザイクを表すビデ
オ・ストリームをクライアント・デバイスに送信できるように、サーバ・アプリケーショ
ンが、選択されたビデオを処理するステップを含む。ビデオ処理は、ビデオをデコードす
ること、デコードされたドメインにおいて、選択されたビデオのビデオ・フレームを空間
的に組み合わせてスティッチする(stitch)こと、およびビデオ・フレームを１つのビデオ
・ストリームに再エンコードすることを含むことができる。このプロセスは、デコーディ
ング／エンコーディングおよびキャッシング(caching)に関して大量の依頼(recourses)を
必要とする。更に、最初にビデオ・ソースにおいて、２番目にサーバにおいてという二重
エンコーディング・プロセスの結果、元のソース・ビデオの品質劣化が生ずる。
【０００４】
　Sanchez et al,による論文、"Low Complexity cloud-video-mixing using HEVC"（ＨＥ
ＶＣを使用する低複雑度クラウド・ビデオ・ミキシング）、11th annual IEEE CCNC - Mu
ltimedia networking, services and applications 2014, pp. 214-218、は、ビデオ会議
および調査の用途のためにビデオ・モザイクを作成するシステムについて記載する。この
論文は、規格に準拠したＨＥＶＣビデオ圧縮規格に基づくビデオ・ミキサの解決案につい
て記載する。異なるビデオ・コンテンツに関連する異なるＨＥＶＣビデオ・ストリームを
、これらのビデオ・ストリームにおいてＮＡＬユニットに関連するメタデータを書き直す
ことによって、ネットワークにおいて組み合わせる。このように、サーバは、ビデオ・ス
トリームのエンコード・ビデオ・コンテンツ(encoded video content)を含む着信ＮＡＬ
ユニットを書き直し、タイルドＨＥＶＣビデオ・ストリームを表すＮＡＬユニットの送信
ストリームにこれらを組み合わせる／インターレースする。ここで、各ＨＥＶＣタイルは
ビデオ・モザイクの画像領域の小区域(subregion)を表す。ビデオ・ミキサの出力は、特
殊な制約をエンコーダ・モジュールに課することによって、規格に準拠したＨＥＶＣデコ
ーダ・モジュールによってデコードすることができる。したがって、Sanchezは、デコー
ド・ドメインにおけるデコーディング、スティッチング(stitching)、および再エンコー
ディングを含むリソース集約的プロセスの必要性を解消するかまたは少なくとも大幅に低
減するように、ビデオ・コンテンツをエンコード・ドメインにおいて組み合わせる解決案
について記載する。
【０００５】
　Sanchezによって提案された解決案に伴う問題は、作成されたビデオ・モザイクがサー
バ上において専用のプロセスを必要とするので、要求されるサーバ処理容量がユーザの人
数と線形で拡縮調整することしかできない、即ち、貧弱な拡縮調整しかできないことであ
る。これは、このようなサービスを大規模に提供するときには、重大なスケーラビリティ



(8) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

の問題となる。更に、クライアント－サーバ・シグナリング・プロトコルは、特定のモザ
イクを求める要求を送り、次いで、この要求に応答して、そのビデオ・モザイクを構成し
、ビデオ・モザイクをクライアントに送信するのに時間がかかるので、遅延を招く。加え
て、サーバは、このサーバによって配信される全てのストリームにとって１つの障害点、
および１つの制御点の双方を形成し、プライバシーおよびセキュリティに関する危険性が
生ずる。最後に、Sanchez et al.によって提案されたシステムは、サード・パーティのコ
ンテンツ・プロバイダを許可しない。クライアントに提供される全てのコンテンツは、ビ
デオを組み合わせる役割を担う中央サーバが把握する必要がある。
【０００６】
　Sanchezのビデオ・ミキサ機能をクライアント側に移転させることによって、以上で述
べた問題を部分的に解決することができる。しかしながら、これは、関連パラメータおよ
びヘッダを検出するため、そしてＮＡＬユニットのヘッダを書き直すために、クライアン
トがＨＥＶＣエンコード・ビットストリームを解析しなければならない。このような能力
は、民生用の規格に準拠したＨＥＶＣデコーダ・モジュールを超えるデータ記憶容量およ
び処理パワーを必要とする。
【０００７】
　更に、現行のＨＥＶＣ技術は、異なるタイル位置および異なるコンテンツ・ソースに関
連する異なるＨＥＶＣタイル・ストリームを選択するために必要とされる機能を提供しな
い。例えば、２０１４年３月のＩＳＯ投稿ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１
１ ＭＰＥＧ２０１４では、空間的に関係するＨＥＶＣタイルをどのようにＤＡＳＨクラ
イアント・デバイス（例えば、ＤＡＳＨを使用してストリームを受信するように構成され
たクライアント・デバイスまたはコンピュータ）に通知することができるか、そしてこの
ようなＨＥＶＣタイルを、他の全てのタイルをダウンロードする必要なく、どのようにダ
ウンロードすることができるかについて、複数のシナリオが記載されている。この文書は
、１つのビデオ・ソースがＨＥＶＣタイル内にエンコードされ、ＨＥＶＣタイルはサーバ
上に格納された１つのファイル（１つのエンコーディング・プロセスによって生成される
１つのＩＳＯＢＭＦＦデータ・コンテナ）内にＨＥＶＣタイル・トラックとして格納され
るというシナリオを説明する。このデータ・コンテナにおけるＨＥＶＣタイルを記述する
マニフェスト・ファイル（ＤＡＳＨではメディア・プレゼンテーション記述またはＭＰＤ
と呼ばれる）を、格納されているＨＥＶＣタイル・トラックから１つを選択し再生する(p
layout)するために使用することができる。同様に、ＷＯ２０１４／０５７１３１は、Ｍ
ＰＤに基づいて１つのビデオから生じた１組のＨＥＶＣタイル（即ち、１つのビデオ・ソ
ースをエンコードすることによって形成されたＨＥＶＣタイル）から、ＨＥＶＣタイルの
部分集合（対象領域）を選択するプロセスについて記載する。
【０００８】
　MITSUHIRO HIRABAYASHI ET ALの"Considerations on HEVC Tile Tracks in MPD for DA
SH SRD"（ＤＡＳＨ ＳＲＤに対するＭＰＤにおけるＨＥＶＣタイル・トラックについての
考察）、108. MPEG MEETING; 31-03-2014 - 4-4-2014; VALENCIA; MOTION PICTURE EXPER
T GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG1 1 , m33085, 29 March 2014 (2014-03-29)は、ＤＡ
ＳＨ　ＳＲＤ上においてＨＥＶＣストリームのＨＥＶＣタイル・トラックをマッピングす
る方法について記載する。２つの使用事例が記載されている。１つの使用事例では、全て
のＨＥＶＣタイル・トラックおよび関連するＨＥＶＣベース・トラック(Base Tracks)が
１つのＭＰ４ファイルに含まれると仮定する。この場合、全てのＨＥＶＣタイル・トラッ
クおよびＨＥＶＣベース・トラックをＳＲＤにおける部分表現(subrepresentation)にマ
ッピングすることが提案されている。他の使用事例では、ＨＥＣＶタイル・トラックおよ
びＨＥＶＣベース・トラックの各々が別個のＭＰ４ファイルに含まれることを仮定する。
この場合、全てのＨＥＶＣタイル・トラックＭＰ４ファイルおよびＨＥＶＣベース・トラ
ックＭＰ４ファイルをアダプテーション・セット内のリプリゼンテーションにマッピング
することが提案されている。
【０００９】
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　尚、第２．３章および第２．３．１章によれば、タイル・ビデオを記述する全てのＨＥ
ＶＣタイル・トラックは、同じＨＥＶＣストリームに関係があり、これらは１つのＨＥＶ
Ｃエンコーディング・プロセスの結果であることを暗示することは、注記してしかるべき
である。更に、これは、全てのこれらのＨＥＶＣタイル・トラックが、ＨＥＶＣエンコー
ダに入る同じ入力（ビデオ）ストリームに関係することも暗示する。
【００１０】
　ＧＢ２５１３１３９Ａ（キャノン株式会社［日本］）、２０１４年１０月２２日（２０
１４－１０－２２）は、ＤＡＳＨ規格を使用してビデオ・データをストリーミングする方
法を開示する。ｎ個の独立したビデオ・サブトラックを作成するために、ビデオの各フレ
ームはｎ個の空間タイルに分割される。ここで、ｎは整数である。この方法は、サーバに
よって、（ＭＰＤ）メディア・プレゼンテーション記述ファイルをクライアント・デバイ
スに送信するステップであって、前記記述ファイルがｎ個のビデオ・サブトラックの空間
編成に関するデータと、各ビデオ・サブトラックをそれぞれ指定する少なくともｎ個のＵ
ＲＬとを含む、ステップと、クライアント・デバイスまたはクライアント・デバイスのユ
ーザによって選択された１つの対象領域にしたがって、クライアント・デバイスによって
１つ以上のＵＲＬを選択するステップと、クライアント・デバイスから、サーバによって
、最終的な数のビデオ・サブトラックを要求する１つ以上の要求メッセージを受信するス
テップであって、各要求メッセージが、クライアント・デバイスによって選択されたＵＲ
Ｌの内の１つを含む、ステップと、要求メッセージに応答して、要求されたビデオ・サブ
トラックに対応するビデオ・データをクライアント・デバイスに、サーバによって送信す
るステップとを含む。
【００１１】
　ＷＯ　２０１５／０１１１０９Ａ１（キャノン株式会社［日本］）、キャノン・ヨーロ
ッパ　ＬＴＤ（イギリス）、２０１５年１月２９日（２０１５－０１－２９）は、サーバ
において区分時限メディア・データ(partitioned timed media data)をカプセル化するこ
とを開示する。区分時限メディア・データは時限サンプルを含み、各時限サンプルは複数
のサブサンプルを含む。時限サンプルの１つの複数のサブサンプルの中から少なくとも１
つのサブサンプルを選択した後に、選択したサブサンプルと、他の時限サンプルの各々の
１つの対応するサブサンプルとを含む１つの区分トラック(partition track)を、選択し
たサブサンプル毎に作成する。次に、少なくとも１つの依存性ボックス(dependency box)
を作成する。各依存性ボックスは、区分トラックに関係があり、他の作成した区分トラッ
クの１つ以上に対する少なくとも１つの参照(reference)を含む。少なくとも１つの参照
は、他の区分トラックの１つ以上に関するデコーディング順序の依存性を表す。区分トラ
ックの各々は、少なくとも１つのメディア・ファイルに独立してカプセル化される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上で説明したプロセスおよびＭＰＤは、しかしながら、異なるタイル位置と関連つけ
けられ、異なるビデオ・ファイル（例えば、異なるエンコーディング・プロセスによって
生成された異なるＩＳＯＢＭＦＦデータ・コンテナ）から生じ、ネットワークにおける異
なる位置に格納されている場合もある大多数のタイル・トラックに基づいて、クライアン
ト・デバイスが柔軟にそして効率的にビデオ・モザイクを「構成する」(compose)ことを
可能にしない。
【００１３】
　したがって、当技術分野では、異なるタイル位置と関連つけけられ、異なるコンテンツ
・ソースから生じたタイル・ストリームに基づいて、ビデオ・モザイクの効率的な選択お
よび構成を可能にする、新たな(improved)方法、デバイス、システム、およびデータ構造
が求められている。具体的には、当技術分野では、スケーラブルなトランスポート方式(s
calable transport scheme)、例えば、マルチキャストおよび／またはＣＤＮによって大
多数のクライアント・デバイスに配信することができるビデオ・モザイクの構成(composi
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tion)に対する効率的でスケーラブルな解決を可能にする方法およびシステムが求められ
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　当業者には認められようが、本発明の態様は、システム、方法、またはコンピュータ・
プログラム製品として具体化することができる。したがって、本発明の態様は、完全にハ
ードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウ
ェア、マイクロコード等を含む）、またはソフトウェアおよびハードウェアの態様を組み
合わせた実施形態という形態をなすことができ、これらは全て本明細書では一般に「回路
」、「モジュール」、または「システム」と呼ぶこともできる。本開示において説明する
機能は、コンピュータのマイクロプロセッサによって実行されるアルゴリズムとして実現
することができる。更に、本発明の態様は、コンピュータ読み取り可能プログラム・コー
ドが具体化されている、例えば、格納されている１つ以上のコンピュータ読み取り可能媒
体（１つまたは複数）に具体化されたコンピュータ・プログラム製品の形態をなすことも
できる。
【００１５】
　１つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体（１つまたは複数）の任意の組み合わせも利
用することができる。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ読み取り可能信号
媒体またはコンピュータ読み取り可能記憶媒体であってもよい。コンピュータ読み取り可
能記憶媒体は、例えば、電子、磁気、光、電磁、赤外線、または半導体システム、装置、
あるいはデバイス、更には以上のもののあらゆる適した組み合わせであってもよいが、こ
れらに限定されるのではない。コンピュータ読み取り可能記憶媒体の更に具体的な例（非
網羅的な羅列）を挙げるとすれば、以下を含むであろう。１本以上のワイヤを有する電気
接続、可搬型コンピュータ・ディスケット、ハード・ディスク、ランダム・アクセス・メ
モリ（ＲＡＭ）、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル・リード
・オンリ・メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュ・メモリ）、光ファイバ、可搬型コンパ
クト・ディスク・リード・オンリ・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光記憶デバイス、磁気記憶
デバイス、あるいは以上のもののあらゆる適した組み合わせ。本文書のコンテキストでは
、コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、命令実行システム、装置、またはデバイスによ
る使用のため、またはそれと関連した使用のためのプログラムを収容または格納すること
ができる、任意の有形媒体とすればよい。
【００１６】
　コンピュータ読み取り可能信号媒体は、例えば、ベースバンドにまたは搬送波の一部と
してコンピュータ読み取り可能プログラム・コードが内部に具体化された伝搬データ信号
を含むことができる。このような伝搬信号は、電磁、光、またはこれらのあらゆる適した
組み合わせを含むがこれらに限定されない種々の形態の内任意の形態をなすことができる
。コンピュータ読み取り可能信号媒体は、コンピュータ読み取り可能記憶媒体ではなく、
命令実行システム、装置、またはデバイスによる使用、またはそれと関連した使用のため
にプログラムを伝達、伝搬、または移送することができる任意のコンピュータ読み取り可
能媒体とすることができる。
【００１７】
　コンピュータ読み取り可能媒体上に具体化されたプログラム・コードは、任意の適した
媒体を使用して送信することができる。任意の適した媒体には、ワイヤレス、ワイヤライ
ン、光ファイバ、ケーブル、ＲＦ等、または以上のもののあらゆる適した組み合わせを含
むが、これらに限定されるのではない。本発明の態様のために動作を実行するコンピュー
タ・プログラム・コードは、１つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで書くこ
とができる。プログラミング言語には、Ｊａｖａ（商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋
等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、および「Ｃ」プログラミング言語また
は同様のプログラミング言語のような従来の手続き型プログラミング言語が含まれる。プ
ログラム・コードは、完全にユーザのコンピュータにおいて、部分的にユーザのコンピュ
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ータにおいて、単独のソフトウェア・パッケージとして、部分的にユーザのコンピュータ
においてそして部分的にリモート・コンピュータにおいて、あるいは完全にリモート・コ
ンピュータまたはサーバにおいて実行することができる。後者のシナリオでは、リモート
・コンピュータをユーザのコンピュータに任意のタイプのネットワークを通じて接続する
ことができる。ネットワークには、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）またはワ
イド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）が含まれ、または接続が外部コンピュータに対し
て行われてもよい（例えば、インターネット・サービス・プロバイダを使用してインター
ネットを通じて）。
【００１８】
　本発明の態様について、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、およびコン
ピュータ・プログラム製品のフローチャート図および／またはブロック図を参照して以下
に説明する。尚、フローチャート図および／またはブロック図の各ブロック、そしてフロ
ーチャート図および／またはブロック図におけるブロックの組み合わせをコンピュータ・
プログラム命令によって実現できることは理解されよう。これらのコンピュータ・プログ
ラム命令は、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、または他のプログラマブル・デ
ータ処理装置のプロセッサ、具体的には、マイクロプロセッサまたは中央処理ユニット（
ＣＰＵ）に供給され、コンピュータ、他のプログラマブル・データ処理装置、または他の
デバイスのプロセッサによって命令が実行されて、フローチャートおよび／またはブロッ
ク図の１つまたは複数のブロックにおいて指定された機能／アクトを実現する手段を形成
する(create)ように、機械を生成することができる。
【００１９】
　これらのコンピュータ・プログラム命令は、コンピュータ読み取り可能媒体に格納する
こともでき、コンピュータ読み取り可能媒体に格納された命令が、フローチャートおよび
／またはブロック図の１つまたは複数のブロックにおいて指定された機能／アクトを実現
する命令を含む製品を生成するように、コンピュータ、他のプログラマブル・データ処理
装置、または他のデバイスに特定のやり方で機能するように指令することができる。
【００２０】
　また、コンピュータ・プログラム命令は、コンピュータ、他のプログラマブル・データ
処理装置、または他のデバイス上にロードして、一連の動作ステップをコンピュータ、他
のプログラマブル装置、またはデバイス上で実行させ、コンピュータまたは他のプログラ
マブル装置上で実行する命令が、フローチャートおよび／またはブロック図の１つまたは
複数のブロックにおいて指定された機能／アクトを実現するためのプロセスを設けるよう
に、コンピュータ実装プロセスを生成することもできる。
【００２１】
　図におけるフローチャートおよびブロック図は、本発明の種々の実施形態によるシステ
ム、方法、およびコンピュータ・プログラム製品の可能な実施態様のアーキテクチャ、機
能、および動作を例示する。これに関して、フローチャートまたはブロック図における各
ブロックは、指定された論理機能（１つまたは複数）を実現するための１つ以上の実行可
能命令を含む、モジュール、セグメント、またはコードの一部を表すことができる。また
、ある代替実施態様では、ブロック内に記された機能が、図に記された順序以外で行われ
てもよいことも注記してしかるべきである。例えば、連続して示される２つのブロックが
、実際には、実質的に同時に実行されてもよく、またはこれらのブロックが、関与する機
能に応じて、逆の順序で実行されてもよいときもある。また、ブロック図および／または
フローチャート図の各ブロック、ならびにブロック図および／またはフローチャート図に
おけるブロックの組み合わせは、指定された機能またはアクトを実行する特殊目的ハード
ウェア・ベース・システム、あるいは特殊目的ハードウェアおよびコンピュータ命令の組
み合わせによっても実現できることも注記しておく。
【００２２】
　本発明の目的は、先行技術において知られている欠点の少なくとも１つを低減または解
消することである。具体的には、本発明の目的の１つは、タイル・ストリームを生成する
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こと、即ち、ビデオ・フレームにおいて所定の位置にタイルを含む前記ビデオ・フレーム
にデコーダによってデコードすることができるメディア・データを含むメディア・ストリ
ームを生成することである。異なるタイル・ストリームを選択し、異なる位置におけるタ
イルと組み合わせることによって、１つ以上のディスプレイ上においてレンダリングする
ことができるビデオ・モザイクの形成が可能になる。
【００２３】
　一実施形態では、本発明は、複数のタイル・ストリームからデコード・ビデオ・ストリ
ームを形成する方法に関することができ、この方法は、第１タイル位置と関連付けられた
少なくとも第１タイル・ストリーム識別子を選択し、第２タイル位置と関連付けられた少
なくとも第２タイル・ストリーム識別子を選択するステップであって、前記第１タイル位
置が前記第２タイル位置とは異なる、ステップと、前記選択した第１タイル・ストリーム
識別子に基づいて、１つ以上のネットワーク・ノードに、第１タイル位置と関連付けられ
た第１タイル・ストリームを前記クライアント・コンピュータに送信することを要求し、
更に選択した第２タイル・ストリーム識別子に基づいて、第２タイル位置と関連付けられ
た第２タイル・ストリームを前記クライアント・コンピュータに送信することを要求する
ステップと、少なくとも前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・データおよ
びタイル位置情報を、前記デコーダによってデコード可能なビットストリームに組み入れ
、前記ビットストリームを前記タイルド・ビデオ・フレームにデコードすることによって
デコード・ビデオ・ストリームを形成するステップであって、各タイルド・ビデオ・フレ
ームが、前記第１タイル位置において、前記第１タイル・ストリームのメディア・データ
のビジュアル・コンテンツを表す第１タイルと、前記第２タイル位置において、前記第２
タイル・ストリームのメディア・データのビジュアル・コンテンツを表す第２タイルとを
含む、ステップとを含むことができる。
【００２４】
　一実施形態では、第１タイル・ストリーム識別子は、第１組のタイル・ストリーム識別
子から選択することができ、第２タイル・ストリーム識別子は、第２組のタイル・ストリ
ーム識別子から選択することができる。
【００２５】
　一実施形態では、第１組のタイル・ストリーム識別子は、第１ビデオ・コンテンツの少
なくとも一部のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームを識別すること
ができ、第２組のタイル・ストリーム識別子は、第２ビデオ・コンテンツの少なくとも一
部のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームを識別することができる。
好ましくは、第１および第２ビデオ・コンテンツは異なるビデオ・コンテンツであり、好
ましくは、１組の各タイル・ストリーム識別子は、それぞれ、第１または第２ビデオ・コ
ンテンツの異なるタイル位置と関連付けられる。
【００２６】
　本発明は、異なるコンテンツ・ソースから生じた(originate)タイル・ストリーム、例
えば、異なるエンコーダによって生成された異なるビデオに基づいて、タイルド・ビデオ
の構成(composition)（例えば、ビデオ・モザイク）の形成およびレンダリングを可能に
する。タイル・ストリームとは、メディア・データとタイル位置情報とを含むメディア・
ストリームと定義することができ、これによって、前記タイル位置情報が、デコーダにタ
イル位置を知らせるように構成される(arranged)。このデコーダは、前記タイル・ストリ
ームのメディア・データをタイルド・ビデオ・フレームにデコードするように構成され、
タイルド・ビデオ・フレームは、前記タイル位置情報によって示されるように、タイル位
置において少なくとも１つのタイルを含み、タイルは、前記タイルド・ビデオ・フレーム
の画像領域におけるビジュアル・コンテンツの小区域を表す。デコーダは、好ましくは、
前記クライアント・コンピュータに通信可能に接続され、このデコーダがこのようなクラ
イアント・コンピュータの一部であるという可能性を含む。
【００２７】
　タイル・ストリームは、メディア・フォーマットを有することができ、タイル・ストリ
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ームと関連つけけられた位置情報が、デコード・メディア・データを含むビデオ・ストリ
ームのタイルド・ビデオ・フレームの画像領域内における特定の位置（タイル位置）にお
いてタイルを含むタイルド・ビデオ・フレームを生成することを、デコーダに指令する。
タイル・ストリームは、デコード・メディア・データ（例えば、ビデオ・モザイク）を含
むタイルド・ビデオ・フレームのタイル位置毎に、複数のタイル・ストリームからタイル
・ストリームを選択することによって、ビデオ・モザイクを構成する(compose)プロセス
において特に有利である。タイル・ストリームのビデオ・フレームにおいてタイルを形成
するメディア・データは、メディア・デバイス内に実装されたメディア・エンジンによっ
て簡単に処理することができるＮＡＬユニットのような、アドレス可能なデータ構造内に
収容することができる。タイルの操作、例えば、異なるタイル・ストリームのタイルをビ
デオ・モザイクに組み入れることは、タイル・ストリームのメディア・データの簡単な操
作、具体的には、タイル・ストリームのＮＡＬユニットの操作によって、先行技術の一部
によって必要とされるようにＮＡＬユニットにおいて情報を書き換える必要なく、実現す
ることができる。このように、異なるタイル・ストリームのビデオ・フレームにおけるタ
イルのメディア・データを容易に操作し、メディア・データを変更することなく、組み合
わせることができる。更に、例えば、個人専用化またはカスタム化ビデオ・モザイクの形
成において必要となるタイルの操作は、クライアント側で実施することができ、ビデオ・
モザイクの処理およびレンダリングは、異なるタイルが異なるビデオ・コンテンツから生
じたときであっても、１つのデコーダに基づいて実現することができる。
【００２８】
　一実施形態では、各タイル・ストリームのメディア・データは、独立してエンコードす
ることができる（例えば、異なるタイル・ストリームのタイル間で全くコーディング依存
性なく）。エンコーディングは、ＨＥＶＣ、ＶＰ９、ＡＶＣ、またはこれらのコデックの
内１つから派生したまたはそれに基づくコデックのような、タイルド・ビデオ・フレーム
をサポートするコデックに基づくことができる。１つ以上のタイルド・メディア・ストリ
ームに基づいて、独立してデコード可能なタイル・ストリームを生成するために、エンコ
ーダは、タイルド・メディア・ストリームの後続ビデオ・フレームにおけるタイルのメデ
ィア・データが独立してエンコードされるように構成されなければならない。独立エンコ
ード・タイルは、エンコーダ、好ましくは、ＨＥＶＣエンコーダの相互予測機能(inter-p
rediction functionality)を無効にすることによって実現することができる。あるいは、
独立エンコード・タイルは、相互予測機能を有効にすることによって（例えば、圧縮効率
の理由のため）実現することもできるが、その場合、エンコーダは、
　－タイル境界を跨ぐループ内フィルタリングを無効にする、
　－時間的タイル間依存性がない、
　－２つの異なるフレームにおいて２つのタイル間に依存性がない（複数の連続フレーム
において１つの位置におけるタイルの抽出を可能にするため）、
ように構成され(arrange)なければならない。
【００２９】
　したがって、この場合、相互予測のための動きベクトルは、メディア・ストリームの複
数の連続するビデオ・フレームにわたるタイル境界内に制約される必要がある。
【００３０】
　一実施形態では、前記位置情報は、更に、前記第１および第２タイルが、タイル格子に
基づいて空間的に配列された非重複タイルであることを、前記デコーダに知らせることが
できる。したがって、タイル位置情報は、ビデオ・ストリームの画像領域内に格子状パタ
ーンにしたがってタイルが位置付けられるように構成される(arrange)。このように、タ
イルの非重複構成(composition)を含むビデオ・フレームは、異なるタイル・ストリーム
のメディア・データを使用して形成することができる。
【００３１】
　一実施形態では、この方法は、更に、１組以上のタイル・ストリーム識別子、または１
組以上のタイル・ストリーム識別子を判定するための情報、好ましくは、１組以上のＵＲ



(14) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

Ｌを含む少なくとも１つのマニフェスト・ファイルを供給するステップを含むことができ
る。１組のタイル・ストリーム識別子は、所定のビデオ・コンテンツと関連付けることが
でき、前記１組のタイル・ストリーム識別子の各タイル・ストリーム識別子は、異なるタ
イル位置と関連付けることができる。例えば、ビデオＡおよびＢの双方が、１組のタイル
・ストリームとして入手可能であってもよく、これらのタイル・ストリームは、異なるコ
ンテンツと関連付けられた１組の異なるタイル・ストリームから特定のタイル位置のため
にタイル・ストリームを、クライアント・デバイスが選択できるように、異なるタイル位
置に対して入手可能であってもよい。第１および第２タイル・ストリーム識別子は、この
ようなマニフェスト・ファイルに基づいて選択することができ、このマニフェスト・ファ
イルを多重選択（ＭＣ：multiple-choice)マニフェスト・ファイルと呼ぶこともできる。
ＭＣマニフェスト・ファイルは、タイルド・ビデオ構成(composition)の柔軟で効率的な
形成を可能にすることができる。
【００３２】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイル、好ましくは、ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ系マ
ニフェスト・ファイル（例えば、ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ規格に基づくマニフェスト・ファイ
ル）が１つ以上のアダプテーション・セットを含むことができ、アダプテーション・セッ
トは１組のリプリゼンテーションを定め、リプリゼンテーションはタイル・ストリーム識
別子を含む。したがって、アダプテーション・セットは、異なるタイル位置と関連つけけ
られた１組のタイル・ストリームという形態で、ビデオ・コンテンツのリプリゼンテーシ
ョンを含むことができる。アダプテーション・セットは、好ましくは、ＭＰＥＧ ＤＡＳ
Ｈ系アダプテーション・セットである。アダプテーション・セットは、一般に、同じビデ
オ・コデックにしたがってエンコードされたコンテンツの１つ以上のリプリゼンテーショ
ンを含む(contain)ことを特徴とすることができ、これによって、コンテンツの再生を切
り替えるためのリプリゼンテーション間の切り替えが可能となり、または特定のアダプテ
ーション・セットでは、複数のリプリゼンテーションのコンテンツの同時再生が可能とな
る。
【００３３】
　一実施形態では、アダプテーション・セットにおけるタイル・ストリーム識別子は、空
間関係記述（ＳＲＤ）記述子と関連付けることができ、前記空間関係記述子は、前記タイ
ル・ストリーム識別子と関連付けられたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイル
のタイル位置についての情報を、前記クライアント・コンピュータに知らせる。
【００３４】
　一実施形態では、アダプテーション・セットにおける全てのタイル・ストリーム識別子
が１つの空間関係記述（ＳＲＤ）記述子と関連付けられ、前記空間関係記述子は、前記ア
ダプテーション・セットにおいて識別されたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタ
イルのタイル位置について、前記クライアント・コンピュータに知らせる。したがって、
この実施形態では、クライアントに複数のタイル位置を知らせるためには、１つのＳＲＤ
記述子があればよい。
　例えば、以下のシンタックスを有するＳＲＤ記述子に基づいて、４つのＳＲＤを記述す
ることができる。
【表１】

 
ここで、タイル上のｘおよびｙ位置を示すＳＲＤパラメータは、位置のベクトルを表す(r
epresent as)。したがって、この新たなＳＲＤ記述子シンタックスに基づいて、一層緻密
なＭＰＤを達成することができる。この実施形態の利点は、マニフェスト・ファイルが大
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多数のタイル・ストリームのリプリゼンテーションを含む場合に一層明白になる。
【００３５】
　一実施形態では、前記第１および第２タイル・ストリーム識別子は、それぞれ、第１お
よび第２ユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）（の一部）であってもよく、前記
第１および第２タイル・ストリームのビデオ・フレームにおけるタイルのタイル位置につ
いての情報は、前記タイル・ストリーム識別子に埋め込まれる。一実施形態では、前記タ
イル・ストリームのビデオ・フレームにおけるタイルの位置についての情報が埋め込まれ
たタイル・ストリーム識別子を前記クライアント・コンピュータが生成することを可能に
するために、マニフェスト・ファイルにおけるタイル識別子テンプレートを使用すること
ができる。
【００３６】
　クライアント・デバイスが正しいタイル・ストリームをネットワーク・ノードに要求す
るために必要とされる正しいタイル・ストリーム識別子、例えば、ＵＲＬ（の一部）をク
ライアント・デバイスが判定することを可能にするために、１つのアダプテーション・セ
ットにおける複数のＳＲＤ記述子がテンプレート（例えば、ＤＡＳＨ仕様において定めら
れた修正セグメント・テンプレート）を必要とすることがある。このようなセグメント・
テンプレートは以下のように表すことができる(look)。
<SegmentTemplatetimescale="90000" initialization
="$object_x$_$object_y$_init.mp4v" media="$object_x$_$object_y$_$Time$.mp4v">
【００３７】
　このセグメント・テンプレートのベースＵＲＬであるBaseURLならびにobject_xおよびo
bject_y識別子は、object_xおよびobject_y識別子を、タイル・ストリームの選択された
リプリゼンテーションのＳＲＤ記述子における位置情報と交換することによって、特定の
タイル位置と関連付けられたタイル・ストリームのタイル・ストリーム識別子、例えば、
ＵＲＬ（の一部）生成するために使用することができる。
【００３８】
　一実施形態では、この方法は、更に、１つ以上のネットワーク・ノードにベース・スト
リームを前記クライアント・コンピュータに送信することを要求するステップを含むこと
ができ、前記ベース・ストリームは、前記タイル・ストリーム識別子によって定められた
タイル・ストリームのメディア・データを、前記デコーダによってデコード可能なビット
ストリームに組み入れなければならない順序に関連するシーケンス情報を含む。
【００３９】
　一実施形態では、前記方法は、更に、１つ以上のネットワーク・ノードに、前記少なく
とも第１および第２タイル・ストリームと関連付けられたベース・ストリームを前記クラ
イアント・コンピュータに送信することを要求するステップであって、前記ベース・スト
リームが、前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・データを前記ビットスト
リームに組み入れなければならない順序に関連するシーケンス情報を含む、ステップと、
前記第１および第２メディア・データならびに前記第１および第２位置情報を前記ビット
ストリームに組み入れるために、前記シーケンス情報を使用するステップとを含むことが
できる。
【００４０】
　一実施形態では、前記方法は、更に、ビデオ・モザイクを構成する(compose)ためにタ
イル・ストリームを選択するように構成されたユーザ・インターフェースを設けるステッ
プであって、前記ユーザ・インターフェースが、第１タイル位置と関連付けられた少なく
とも第１タイル・ストリームと、第２タイル位置と関連付けられた少なくとも第２タイル
・ストリームとを選択するための選択可能項目を含む、ステップと、前記１つ以上の選択
可能項目と対話処理することによって、前記第１および第２タイル・ストリームを選択す
るステップとを含む。したがって、ＭＣマニフェスト・ファイルにおける情報は、グラフ
ィカル・ユーザ・インターフェースを生成しディスプレイ上にレンダリングするために使
用することができ、これによって、ビデオ・モザイクのような、タイルド・ビデオ構成(c
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omposition)の容易な判定が可能となる。
【００４１】
　一実施形態では、前記方法は、更に、前記第１タイル・ストリームと関連付けられた第
１ＵＲＬの少なくとも一部と、前記第２タイル・ストリームと関連付けられた第２ＵＲＬ
の少なくとも一部とを含むマニフェスト・ファイルを送信することをネットワーク・ノー
ドに要求するステップと、前記マニフェスト・ファイルを使用して、前記第１および第２
タイル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報を前記クライアント・コン
ピュータに送信することを１つ以上のネットワーク・ノードに要求するステップとを含む
ことができる。この実施形態では、タイルド・ビデオ構成(composition)を形成すべき選
択されたタイル・ストリームについての情報がネットワークに送られ、応答して、タイル
ド・ビデオ構成(composition)を定める「個人専用化(personalized)」マニフェスト・フ
ァイルがクライアント・デバイスに送られる。
【００４２】
　一実施形態では、前記第１組のタイル・ストリーム識別子によって定められたタイル・
ストリームのメディア・データを、前記第１ビデオ・コンテンツと関連付けられたメディ
ア・データを含む第１タイル・ストリーム・データ構造内に（タイル）トラックとして格
納することができ、前記第２組のタイル・ストリーム識別子によって定められたタイル・
ストリームのメディア・データを、前記第２ビデオ・コンテンツと関連付けられたメディ
ア・データを含む第２データ構造内に（タイル）トラックとして格納することができる。
【００４３】
　一実施形態では、前記第１および／または第２タイル・ストリーム・データ構造は、更
に、シーケンス情報を含むベース・トラックを含むことができ、好ましくは、前記シーケ
ンス情報がエキストラクタを含み、各エキストラクタが、前記タイル・ストリーム・デー
タ構造の１つのタイル・トラックの１つにおけるメディア・データを参照する。一実施形
態では、前記第１および／または第２データ構造は、例えば、ISO/IEC 14496-12 ISO Bas
e Media File Format (ISOBMFF)またはＡＶＣ用のその変異型、およびHEVC ISO/IEC 1449
6-15 Carriage of NAL unit structured video in the ISO Base Media File Format に
基づくデータ・コンテナ・フォーマットを有するのでもよい。
【００４４】
　一実施形態では、前記少なくとも第１および第２タイル・ストリームは、メディア・ス
トリーミング・プロトコルまたはメディア・トランスポート・プロトコル、（ＨＴＴＰ）
適応ストリーミング・プロトコル、あるいはＲＴＰプロトコルのようなパケット化メディ
ア・データ用のトランスポート・プロトコルのデータ・コンテナに基づいてフォーマット
される。
【００４５】
　一実施形態では、前記第１および第２タイル・ストリームの前記メディア・データは、
メディア・データをタイルド・ビデオ・フレームにエンコードするためのエンコーダ・モ
ジュールをサポートするコデックに基づいてエンコードされ、好ましくは、前記コデック
が、ＨＥＶＣ，ＶＰ９，ＡＶＣあるいはこれらのコデックの１つから派生したコデックま
たはそれに基づくコデックの内の１つから選択される。
【００４６】
　一実施形態では、前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・データおよびタ
イル位置情報は、前記デコーダによって処理することができる、ビットストリーム・レベ
ルで定められたデータ構造に基づいて、好ましくは、Ｈ．２６４／ＡＶＣおよびＨＥＶＣ
ビデオ・コーディング規格のようなコーディング規格によって定められるような、ネット
ワーク抽象化レイヤ（ＮＡＬ）に基づいて組み立てることができる。
【００４７】
　一実施形態では、タイル・ストリームのビデオ・フレームにおける１つのタイルと関連
付けられたメディア・データは、ビットストリーム・レベルで定められるアドレス可能な
データ構造に収容することができ、好ましくは、前記アドレス可能なデータ構造はＮＡＬ



(17) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

ユニットである。
【００４８】
　一実施形態では(one embodiment)、タイルド・ビデオ・フレームにおける１つのタイル
と関連付けられたエンコード・メディア・データを、Ｈ．２６４／ＡＶＣおよびＨＥＶＣ
ビデオ・コーディング規格または関連するコーディング規格から分かるような、ネットワ
ーク抽象化レイヤ（ＮＡＬ）ユニットに組み立てることができる。ＨＥＶＣエンコーダの
場合、これは、１つのＨＥＶＣタイルが１つのＨＥＶＣを構成する(comprise)ことを要求
することによって達成することができる。ＨＥＶＣスライスは、１つの独立したスライス
・セグメントに収容される整数個のコーディング・ツリー・ユニットと、ＨＥＶＣ仕様に
よって定められるのと同じアクセス・ユニット内に次の独立スライス・セグメント（ある
場合）に先立つ全ての後続の依存スライス・セグメント（ある場合）とを定める。この要
求は、エンコーダ情報において、エンコーダ・モジュールに送ることができる。ビデオ・
フレームの１つのタイルのメディア・データがＮＡＬユニットに収容されることを要求す
ることによって、異なるタイル・ストリームのメディア・データの容易な組み合わせが可
能になる。
【００４９】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイルは、１つ以上のタイル・ストリーム識別
子と関連付けられた１つ以上の依存性パラメータを含むことができ、依存性パラメータは
、当該依存性パラメータと関連付けられたタイル・ストリームのメディア・データのデコ
ーディングが、少なくとも１つのベース・ストリームのメタデータに依存することを、前
記クライアント・コンピュータに知らせる。一実施形態では、ベース・ストリームは、前
記マニフェスト・ファイルにおいて前記タイル・ストリーム識別子によって定められたタ
イル・ストリームのメディア・データを、前記デコーダによってデコード可能なビットス
トリームに組み入れなければならない順序を、クライアント・コンピュータに知らせるた
めに、シーケンス情報（例えば、エキストラクタ）を含むことができる。一実施形態では
、依存性パラメータは、同じ依存性パラメータを共通に有し、更に異なるタイル位置を有
することにより、好ましくは少なくとも２つの異なるアダプテーション・セットに属する
、タイル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報が、デコーダによってデ
コーダ可能な１つのビットストリーム（例えば、デコーダによって使用されるコデックに
準拠するビットストリーム）に、ベース・ストリームのメタデータに基づいて組み入れ可
能であることを、クライアント・コンピュータに知らせることができ、好ましくは、アダ
プテーション・セットは、ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ規格に基づく。
【００５０】
　一実施形態では、前記１つ以上の依存性パラメータは、１つ以上のリプリゼンテーショ
ンを指し示すことができ、前記１つ以上のリプリゼンテーションは前記少なくとも１つの
ベース・ストリームを定める。一実施形態では、ベース・ストリームを定めるリプリゼン
テーションをリプリゼンテーションＩＤによって識別することができ、１つ以上の依存性
パラメータがベース・ストリームのリプリゼンテーションＩＤを指し示すこともできる。
【００５１】
　一実施形態では、前記１つ以上の依存性パラメータは１つ以上のアダプテーション・セ
ットを指し示すことができ、前記１つ以上のアダプテーション・セットは、前記少なくと
も１つのベース・ストリームを定める少なくとも１つのリプリゼンテーションを含む。一
実施形態では、ベース・ストリームを定めるリプリゼンテーションを含むアダプテーショ
ン・セットをアダプテーション・セットＩＤによって識別することができる。したがって
、要求されたリプリゼンテーションが、マニフェストにおいてどこか別の場所（例えば、
アダプテーション・セットＩＤによって識別される他のアダプテーション・セット）にお
いて定められたベース・トラックにおけるメタデータに依存することをクライアント・デ
バイスに明示的に知らせるために、baseTrackdependencyld属性を定めることができる。b
aseTrackdependencyld属性は、マニフェスト・ファイルにおけるリプリゼンテーションの
集合体全体における、対応する識別子を有する１つ以上のベース・トラックの検索を誘起
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することができる。一実施形態では、baseTrackdependencyld属性は、ベース・トラック
が、要求されたリプリゼンテーションと同じアダプテーション・セットに位置しない場合
、リプリゼンテーションをデコードするためにベース・トラックが必要か否か知らせるた
めに使用することができる。
【００５２】
　依存性パラメータがリプリゼンテーション・レベルで定められるとき、全てのリプリゼ
ンテーションにわたる検索には、マニフェスト・ファイルにおけるリプリゼンテーション
全てのインデックス化が必要となる。特に、マニフェスト・ファイルにおけるリプリゼン
テーションの数が相当になり得る、例えば、数百のリプリゼンテーションになり得るメデ
ィア・アプリケーションでは、マニフェスト・ファイルにおける全てのリプリゼンテーシ
ョンにわたる検索は、クライアント・デバイスにとって集中的な処理になるおそれがある
。したがて、一実施形態では、クライアント・デバイスがＭＰＤにおいてリプリゼンテー
ション全体にわたる一層効率的な検索を実行することを可能にする１つ以上のパラメータ
を、マニフェスト・ファイルに設けることができる。具体的には、一実施形態では、マニ
フェスト・ファイルは１つ以上の依存性位置パラメータを含むことができ、依存性位置パ
ラメータは、少なくとも１つのベース・ストリームが定められているマニフェスト・ファ
イルにおける少なくとも１つの位置をクライアント・コンピュータに知らせ、前記ベース
・ストリームは、前記マニフェスト・ファイルにおいて定められた１つ以上のタイル・ス
トリームのメディア・データをデコードするためのメタデータを含む。一実施形態では、
前記マニフェスト・ファイルにおける前記ベース・ストリームの位置は、アダプテーショ
ン・セットＩＤによって識別される既定のアダプテーション・セットと関連付けられる。
【００５３】
　したがって、マニフェスト・ファイルにおけるリプリゼンテーション・エレメントは、
依存リプリゼンテーションを含む１つ以上の関連リプリゼンテーションを発見することが
できる少なくとも１つのアダプテーション・セットを指し示す（例えば、AdaptationSet@
idに基づいて）dependentRepresentationLocation属性と関連付けることができる。ここ
で、依存性は、メタデータ依存性および／またはデコーディング依存性に関するとしても
よい。一実施形態では、dependentRepresentationLocationの値は、空白によって分離さ
れた１つ以上のAdaptationSet@idとすることができる。
【００５４】
　本発明の複数の実施形態では、アダプテーション・セットは、１つ以上のリプリゼンテ
ーションを含むことを特徴とし、１つ以上のリプリゼンテーションがＤＡＳＨクライアン
ト・デバイスによって選択されると、コンテンツ・ストリームの継ぎ目ない再生を可能と
し、これら１つ以上のリプリゼンテーションが参照することにより、１つよりも多いリプ
リゼンテーションが存在する場合、継ぎ目ない再生は、同期して再生すること、および／
または１つのリプリゼンテーションによって参照されるコンテンツの再生から、同じアダ
プテーション・セットの他のリプリゼンテーションによって参照されるコンテンツの再生
への継ぎ目ない（例えば、中断のない）切り替えを意味する。
【００５５】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイルは、更に、１つ以上のリプリゼンテーシ
ョンまたは１つ以上のアダプテーション・セットと関連付けられた１つ以上のグループ依
存性パラメータを含むことができる。グループ依存性パラメータは、前記少なくとも１つ
のベース・ストリームを定めるリプリゼンテーションを含むリプリゼンテーションのグル
ープを前記クライアント・デバイスに知らせる。したがって、この実施形態では、１つ以
上の依存リプリゼンテーションの再生に要求されるリプリゼンテーション（即ち、ストリ
ームを再生するために関連ベース・ストリームにメタデータを要求するタイル・ストリー
ム・リプリゼンテーション）の一層効率的な検索をクライアント・デバイスが行うことを
可能にするために、マニフェスト・ファイルにおいてリプリゼンテーションを集合化する
dependencyGroupldパラメータを使用することができる。
【００５６】
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　一実施形態では、リプリゼンテーションのレベルで、dependencyGroupldパラメータを
定めることができる（即ち、グループに属するあらゆるリプリゼンテーションにこのパラ
メータを貼り付ける）。他の実施形態では、アダプテーション・セット・レベルで depen
dencyGroupldパラメータを定めることもできる。dependencyGroupldパラメータが貼り付
けられた１つ以上のアダプテーション・セットにおけるリプリゼンテーションは、ベース
・ストリームのようなメタデータ・ストリームを定める１つ以上のリプリゼンテーション
を、クライアント・デバイスが捜すことができるリプリゼンテーションのグループを定め
ることができる。
【００５７】
　更に他の態様では、本発明はクライアント・コンピュータ、好ましくは、適応ストリー
ミング・クライアント・コンピュータに関するものもある。このクライアント・コンピュ
ータは、プログラムの少なくとも一部が具体化されたコンピュータ読み取り可能記憶媒体
と、コンピュータ読み取り可能プログラム・コードが具体化されたコンピュータ読み取り
可能記憶媒体と、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に結合されたプロセッサ、好ましく
は、マイクロプロセッサとを含む。コンピュータ読み取り可能プログラム・コードを実行
したことに応答して、プロセッサは、第１タイル位置と関連付けられた少なくとも第１タ
イル・ストリーム識別子を選択し、更に第２タイル位置と関連付けられた少なくとも第２
タイル・ストリーム識別子を選択する動作であって、前記第１タイル位置が前記第２タイ
ル位置とは異なる、動作と、選択した第１タイル・ストリーム識別子に基づいて、第１タ
イル位置と関連付けられた第１タイル・ストリームを前記クライアント・コンピュータに
送信することを１つ以上のネットワーク・ノードに要求し、更に、選択した第２タイル・
ストリーム識別子に基づいて、第２タイル位置と関連付けられた第２タイル・ストリーム
を前記クライアント・コンピュータに送信することを要求する動作と、少なくとも前記第
１および第２タイル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報を、前記デコ
ーダによってデコード可能なビットストリームに組み入れる動作とを含む実行可能動作を
実行するように構成される。前記デコーダは、タイルド・ビデオ・フレームを生成するよ
うに構成され、タイルド・ビデオ・フレームは、前記第１タイル位置において前記第１タ
イル・ストリームのメディア・データのビジュアル・コンテンツを表す第１タイルと、前
記第２タイル位置において前記第２タイル・ストリームのメディア・データのビジュアル
・コンテンツを表す第２タイルとを含む。
【００５８】
　一態様では、本発明は、クライアント・コンピュータ、好ましくは、適応ストリーミン
グ・クライアント・コンピュータに関するものもある。このクライアント・コンピュータ
は、プログラムの少なくとも一部が具体化されたコンピュータ読み取り可能記憶媒体と、
コンピュータ読み取り可能プログラム・コードが具体化されたコンピュータ読み取り可能
記憶媒体と、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に結合されたプロセッサ、好ましくは、
マイクロプロセッサとを含む。コンピュータ読み取り可能プログラム・コードを実行した
ことに応答して、プロセッサは、複数組のストリーム識別子、好ましくは、複数組のＵＲ
Ｌを判定するための情報を含むマニフェスト・ファイルを受信する動作であって、各組の
タイル・ストリーム識別子が所定のビデオ・コンテンツおよび複数のタイル位置と関連付
けられ、タイル・ストリーム識別子が、タイル・位置において少なくとも１つのタイルを
含むタイルド・ビデオ・フレームを生成することをデコーダに通知するために、メディア
・データおよびタイル位置情報を含むタイル・ストリームを識別し、前記タイルが前記ビ
デオ・フレームの画像領域におけるビジュアル・コンテンツの小区域を定め、前記マニフ
ェスト・ファイルが、同じ依存性パラメータを共通に有し、更に異なるタイル位置を有す
るタイル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報が、ベース・ストリーム
のメタデータに基づいて、前記デコーダ・モジュールによってデコード可能な１つのビッ
トストリームに組み入れ可能であることを、前記クライアント・コンピュータに知らせる
ために１つ以上の依存性パラメータを含む、動作と、
【００５９】
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　－前記マニフェスト・ファイルにおける情報を使用して、第１組のタイル・ストリーム
識別子から第１タイル位置と関連付けられた第１タイル・ストリーム識別子を判定し、第
２組のタイル・ストリーム識別子から第２タイル位置と関連付けられた第２タイル・スト
リーム識別子を判定する動作であって、前記第１タイル位置が前記第２タイル位置とは異
なり、前記第１組のタイル・ストリーム識別子が、第１ビデオ・コンテンツの少なくとも
一部のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームと関連付けられ、前記第
２組のタイル・ストリーム識別子が、第２ビデオ・コンテンツの少なくとも一部のエンコ
ード・メディア・データを含むタイル・ストリームと関連付けられ、好ましくは、第１お
よび第２ビデオ・コンテンツが異なるコンテンツであり、好ましくは、１組の各タイル・
ストリーム識別子が、それぞれ第１または第２ビデオ・コンテンツの異なるタイル位置と
関連付けられる、動作と、
【００６０】
　－前記マニフェスト・ファイルにおける情報を使用して、前記第１および第２タイル・
ストリームと関連付けられたベース・ストリームを定めるベース・ストリーム識別子を判
定する動作と、
　－前記第１および第２タイル・ストリーム識別子ならびに前記ベース・ストリーム識別
子を使用して、前記第１および第２タイル・ストリームのメディア・データおよびタイル
位置情報と、前記ベース・ストリームのメタデータとを、前記クライアント・コンピュー
タに送信することを、１つ以上のネットワーク・ノードに要求する動作と、
を含む実行可能動作を実行するように構成される。
【００６１】
　一態様では、本発明は、クライアント・コンピュータ、好ましくは、適応ストリーミン
グ・クライアント・コンピュータに関するものもある。このクライアント・コンピュータ
は、プログラムの少なくとも一部が具体化されたコンピュータ読み取り可能記憶媒体と、
コンピュータ読み取り可能プログラム・コードが具体化されたコンピュータ読み取り可能
記憶媒体と、コンピュータ読み取り可能記憶媒体に結合されたプロセッサ、好ましくは、
マイクロプロセッサとを含む。コンピュータ読み取り可能プログラム・コードを実行した
ことに応答して、プロセッサは、
【００６２】
－第１組のタイル・ストリーム識別子から、第１タイル位置と関連付けられた第１タイル
・ストリーム識別子を判定し、第２組のタイル・ストリーム識別子から、第２タイル位置
と関連付けられた第２タイル・ストリーム識別子を判定する動作であって、前記第１タイ
ル位置が前記第２タイル位置とは異なり、前記第１組のタイル・ストリーム識別子が、第
１ビデオ・コンテンツの少なくとも一部のエンコード・メディア・データを含むタイル・
ストリームと関連付けられ、
【００６３】
　前記第２組のタイル・ストリーム識別子が、第２ビデオ・コンテンツの少なくとも一部
のエンコード・メディア・データを含むタイル・ストリームと関連付けられ、好ましくは
、第１および第２ビデオ・コンテンツが異なるコンテンツであり、好ましくは、１組の各
タイル・ストリーム識別子が、それぞれ、第１または第２ビデオ・コンテンツの少なくと
も一部の異なるタイル位置と関連付けられるが、必ずしもそうではない、動作と、
【００６４】
　前記クライアント・コンピュータが、好ましくは、デコーダに通信可能に接続可能であ
り、
　前記デコーダが、１つ以上のタイル・ストリームのエンコード・メディア・データを、
複数のビデオ・フレームを含むデコード・ビデオ・ストリームにデコードするように構成
され、各フレームが１つ以上のタイルを含み、
　前記第１および第２組のタイル・ストリーム識別子によって定められた各タイル・スト
リームが、少なくとも１つのタイル位置に少なくとも１つのタイルを位置付けることを前
記デコーダに指令するように構成されたタイル位置情報と関連付けられ、タイルが、前記
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デコード・ビデオ・ストリームのビデオ・フレームの画像領域におけるビジュアル・コン
テンツの小区域を定め、
【００６５】
　－第１ＵＲＬまたは前記第１タイル・ストリームと関連付けられた第１ＵＲＬを判定す
るための情報と、第２ＵＲＬまたは前記第２タイル・ストリームと関連付けられたＵＲＬ
を判定するための情報と、任意に、第３ＵＲＬまたは前記第１および第２タイル・ストリ
ームのメディア・データを前記デコーダによってデコード可能なビットストリームに組み
入れるためのメタデータを含むベース・ストリームと関連付けられたＵＲＬを判定するた
めの情報とを含むマニフェスト・ファイルを送信することを、好ましくはネットワーク・
ノードに要求する動作と、
【００６６】
　－前記マニフェスト・ファイルを使用して、前記第１および第２タイル・ストリームの
メディア・データおよびタイル位置情報、ならびに、任意に、前記ベース・ストリームの
メタデータを前記クライアント・コンピュータに送信することを、１つ以上のネットワー
ク・ノードに要求する動作と、
を含む実行可能動作を実行するように構成される。
【００６７】
　一実施形態では、本発明は、クライアント・コンピュータによる使用のためのデータ構
造、好ましくは、マニフェスト・ファイルを格納するための非一時的コンピュータ読み取
り可能記憶媒体に関するものもある。前記データ構造は、
【００６８】
　好ましくは前記クライアント・コンピュータによって、複数組のタイル・ストリーム識
別子、好ましくは、複数組のＵＲＬを判定するための情報を含むマニフェスト・ファイル
を含む。各組のタイル・ストリーム識別子は、異なる所定のビデオ・コンテンツ、および
所定のコンテンツの複数のタイル位置と関連付けられ、タイル・ストリーム識別子は、所
定のコンテンツのメディア・データと、タイル位置において少なくとも１つのタイルを含
むタイルド・ビデオ・フレームを生成することをデコーダに指令するためのタイル位置情
報とを含むタイル・ストリームを識別し、前記タイルが、前記ビデオ・フレームの画像領
域におけるビジュアル・コンテンツの小区域を定める。
【００６９】
　前記マニフェスト・ファイルは、更に、１つ以上のタイル・ストリームと関連付けられ
た１つ以上の依存性パラメータを含み、前記１つ以上の依存性パラメータは、前記マニフ
ェスト・ファイルにおける少なくとも１つのベース・ストリームを指し示し、前記依存性
パラメータは、同じ依存性パラメータを共通に有し、更に異なるタイル位置を有するタイ
ル・ストリームのメディア・データおよびタイル位置情報が、前記少なくとも１つのベー
ス・ストリームのメタデータに基づいて、前記デコーダによってデコード可能な１つのビ
ットストリームに組み入れ可能であることを、前記クライアント・コンピュータに知らせ
る。言い換えると、デコーダによって使用されるコデックに準拠したビットストリームで
ある。
【００７０】
　一実施形態では、所定のビデオ・コンテンツと関連付けられた１組のタイル・ストリー
ム識別子は、１組のリプリゼンテーションを含むアダプテーション・セットとして定める
ことができ、リプリゼンテーションはタイル・ストリームを定める。
【００７１】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイルは、１つ以上のタイル・ストリーム識別
子と関連付けられた１つ以上の依存性パラメータを含むことができる。依存性パラメータ
は、前記依存性パラメータと関連付けられたタイル・ストリームのメディア・データのデ
コーディングが少なくとも１つのベース・ストリームのメタデータに依存することを、前
記クライアント・コンピュータに知らせる。好ましくは、前記ベース・ストリームは、前
記マニフェスト・ファイルにおける前記タイル・ストリーム識別子によって定められたタ
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イル・ストリームのメディア・データを、前記デコーダによってデコード可能なビットス
トリームに組み入れなければならない順序をクライアント・コンピュータに知らせるため
のシーケンス情報を含む。言い換えると、デコーダによって使用されるコデックに準拠し
たビットストリームに組み入れる。
【００７２】
　一実施形態では、前記１つ以上の依存性パラメータは、好ましくはリプリゼンテーショ
ンＩＤによって識別される１つ以上のリプリゼンテーションを指し示すことができる。前
記１つ以上のリプリゼンテーションは、前記少なくとも１つのベース・ストリームを定め
る。または前記１つ以上の依存性パラメータは、好ましくはアダプテーション・セットＩ
Ｄによって識別される１つ以上のアダプテーション・セットを指し示す。前記１つ以上の
アダプテーション・セットは、前記少なくとも１つのベース・ストリームを定める少なく
とも１つのリプリゼンテーションを含む。
【００７３】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイルは、更に、１つ以上の依存性位置パラメ
ータを含むことができる。依存性位置パラメータは、前記マニフェスト・ファイルにおい
て、少なくとも１つのベース・ストリームが定められた少なくとも１つの位置を前記クラ
イアント・コンピュータに知らせる。前記ベース・ストリームは、前記マニフェスト・フ
ァイルにおいて定められた１つ以上のタイル・ストリームのメディア・データをデコード
するためのメタデータを含む。好ましくは、前記マニフェスト・ファイルにおける前記位
置は、アダプテーション・セットＩＤによって識別される既定のアダプテーション・セッ
トである。
【００７４】
　一実施形態では、前記マニフェスト・ファイルは、更に、１つ以上のリプリゼンテーシ
ョンまたは１つ以上のアダプテーション・セットと関連付けられた１つ以上のグループ依
存性パラメータを含むことができる。グループ依存性パラメータは、前記少なくとも１つ
のベース・ストリームを定めるリプリゼンテーションを含むリプリゼンテーションのグル
ープを、前記クライアント・デバイスに知らせる。
【００７５】
　本発明の更に他の改良では、マニフェスト・ファイルは、特定のプロパティ、好ましく
は提供されるコンテンツのモザイク・プロパティを更に示す１つ以上のパラメータを収容
する。本発明の実施形態(embodiments)では、このモザイク・プロパティが定められると
、複数のタイル・ビデオ・ストリームが、マニフェスト・ファイルのリプリゼンテーショ
ンに基づいて選択され更にこのプロパティを共通に有するとき、デコードされた後に、互
いにスティッチされて表示用のビデオ・フレームが作られる。これらのビデオ・フレーム
の各々は、レンダリングされたときに１つ以上のビジュアル・フレーム間境界がある小区
域のモザイクを形作る(constitute)。本発明の好ましい実施形態では、選択されたタイル
・ビデオ・ストリームは、１つのビットストリームとしてデコーダ、好ましくは、ＨＥＶ
Ｃデコーダに入力される。
【００７６】
　更に他の実施形態では、マニフェスト・ファイル、好ましくは、ＭＰＥＧ ＤＡＳＨに
基づくマニフェスト・タイルは、１つ以上の「spatial_set_id」パラメータと、１つ以上
の「spatial set type」パラメータとを含み、少なくとも１つのspatial_set_idパラメー
タは spatial_set_typeパラメータと関連付けられる。
【００７７】
　一実施形態では、以上で述べたモザイク・プロパティ・パラメータは、spatial_set_ty
peパラメータとして含まれる(comprised)。
【００７８】
　本発明の更に他の実施形態によれば、「spatial_set_type」のセマンティックは、「sp
atial_set_id」値がマニフェスト・ファイル全体に対して有効であることを表し、異なる
「source_id」値を有するＳＲＤ記述子に適用可能である。 これは、異なるビジュアル・
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コンテンツに対して異なる「source_id」値を有するＳＲＤ記述子を使用する可能性を可
能にし、「spatial_set_id」の既知のセマンティックを、その使用が「source_id」のコ
ンテキストの範囲内に制限されることに変更する。この場合、ＳＲＤ記述子を有するリプ
リゼンテーションは、これらが、「source_id」値に関係なく、同じ「spatial_set_id」
を値「mosaic」のそれらの「spatial_set_type」と共有する限り、空間関係を有する。
【００７９】
　本発明の一実施形態では、モザイク・プロパティ・パラメータ、好ましくは、 spatial
_set_typeパラメータは、ＳＲＤ記述子によって定められる利用可能な位置毎に、タイル
・ビデオ・ストリームを指し示すリプリゼンテーションを選択することを、ＤＡＳＨクラ
イアント・デバイスに指令する、好ましくは命令するまたは推奨するように構成され、こ
れによって、リプリゼンテーションは、好ましくは、同じ「spatial_set_id」を共有する
リプリゼンテーションのグループから選択される。
【００８０】
　本発明の実施形態では、クライアント・コンピュータ（例えば、ＤＡＳＨクライアント
・デバイス）は、本発明の実施形態によるマニフェスト・ファイルを解釈し、マニフェス
ト・ファイルに収容されているメタデータに基づいて、マニフェスト・ファイルからリプ
リゼンテーションを選択することによって、タイル・ビデオ・ストリームを引き出すよう
に構成される(arrange)。
【００８１】
　更に他の実施形態では、デコーダ情報をビデオ・コンテナ内において移送することがで
きる。例えば、エンコーダ情報は、ＩＳＯＢＭＦＦファイル・フォーマット（ＩＳＯ／Ｉ
ＥＣ１４４９６－１２）のような、ビデオ・コンテナ内で移送するのでもよい。ＩＳＯＢ
ＭＦＦファイル・フォーマットは、メディア・データおよびそれと関連つけけられたメタ
データを格納しこれらにアクセスするための階層構造を形作る(constitute)１組のボック
スを指定する。例えば、コンテンツに関係するメタデータのルート・ボックスは「ｍｏｏ
ｖ」ボックスであり、一方メディア・データは「ｍｄａｔ」ボックスに格納される。更に
特定すれば、「ｓｔｂｌ」ボックス即ち「サンプル・テーブル・ボックス」は、トラック
のメディア・サンプルにインデックスを付けて、追加データを各サンプルと関連付けるこ
とを可能にする。ビデオ・トラックの場合、サンプルはビデオ・フレームである。その結
果、「タイル・エンコーダ情報」または「ｓｔｅｉ」と呼ばれる新しいボックスをボック
ス「ｓｔｂｌ」内に追加すると、ビデオ・トラックのフレームと共にエンコーダ情報を格
納するために使用することができる。
【００８２】
　また、本発明は、ソフトウェア・コード部分を含むプログラム製品に関するものもある
。このソフトウェア・コード部分は、コンピュータのメモリにおいて実行されると、以上
で説明した方法ステップの内任意のものにしたがって、方法ステップを実行するように構
成される。
【００８３】
　更に、添付図面を参照して本発明について更に例示する。添付図面は、本発明による実
施形態を模式的に示す。尚、本発明はこれらの具体的な実施形態には全く限定されないこ
とは理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態によるビデオ・モザイク・コンポーザを模式的に
図示する。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施形態によるビデオ・モザイク・コンポーザを模式的に
図示する。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明の実施形態によるビデオ・モザイク・コンポーザを模式的に
図示する。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の種々の実施形態によるタイリング・モジュール(tiling mo
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dule)を模式的に図示する。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の種々の実施形態によるタイリング・モジュール(tiling mo
dule)を模式的に図示する。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の種々の実施形態によるタイリング・モジュール(tiling mo
dule)を模式的に図示する。
【図３】図３は、本発明の他の実施形態によるタイリング・モジュールを図示する。
【図４】図４は、本発明の実施形態による一斉(coordinated)タイリング・モジュールの
システムを図示する。
【図５】図５は、本発明の更に他の実施形態によるタイリング・モジュールの使用を図示
する。
【図６】図６は、本発明の実施形態によるタイル・ストリーム・フォーマッタを図示する
。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の種々の実施形態にしたがってタイル・ストリームを形成お
よび格納するプロセス、およびメディア・フォーマットを図示する。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の種々の実施形態にしたがってタイル・ストリームを形成お
よび格納するプロセス、およびメディア・フォーマットを図示する。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の種々の実施形態にしたがってタイル・ストリームを形成お
よび格納するプロセス、およびメディア・フォーマットを図示する。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本発明の種々の実施形態にしたがってタイル・ストリームを形成お
よび格納するプロセス、およびメディア・フォーマットを図示する。
【図８】図８は、本発明の他の実施形態によるタイル・ストリーム・フォーマッタを図示
する。
【図９】図９は、本発明の実施形態によるＲＴＰタイル・ストリームの形成を図示する。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファイルに基
づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを図示
する。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファイルに基
づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを図示
する。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、本発明の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファイルに基
づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを図示
する。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の他の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファイル
に基づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを
図示する。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の他の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファイル
に基づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを
図示する。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の実施形態によるタイル・ストリームのＨＡＳセグメン
トの形成を図示する。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明の実施形態によるタイル・ストリームのＨＡＳセグメン
トの形成を図示する。
【図１３Ａ】図１３Ａは、視覚的に関係するコンテンツのモザイク・ビデオの例を図示す
る。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、視覚的に関係するコンテンツのモザイク・ビデオの例を図示す
る。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、視覚的に関係するコンテンツのモザイク・ビデオの例を図示す
る。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、視覚的に関係するコンテンツのモザイク・ビデオの例を図示す
る。
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【図１４】図１４は、本開示において説明するように使用することができる例証的なデー
タ処理システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００８５】
　図１Ａ～図１Ｃは、本発明の一実施形態によるビデオ・モザイク・コンポーザ・システ
ム(video mosaic composer system)を模式的に図示する。具体的には、図１Ａは、異なる
独立したメディア・ストリームを選択し、これらをビデオ・モザイクに組み合わせること
を可能にするビデオ・モザイク・コンポーザ・システム１００を図示する。ビデオ・モザ
イクは、１つのデコーダ・モジュールを含むメディア・デバイスのディスプレイ上におい
てレンダリングすることができる。以下で更に詳しく説明するが、このビデオ・モザイク
・コンポーザは、異なるビデオ・モザイクを効率的で柔軟な方法で形成する（「構成する
」(compose)）ことができるように、異なるメディア・ストリームのメディア・データを
組み立てる(structure)ために、いわゆるタイルド・ビデオ・ストリーム(tiled video st
ream)および関連タイル・ストリーム(associated tile stream)を使用することができる
。
【００８６】
　本開示では、「タイルド・メディア・ストリーム」または「タイルド・ストリーム」と
いう用語は、画像領域を表すビデオ・フレームを含むメディア・ストリームを指し、各ビ
デオ・フレームが１つ以上の小区域を含み、この小区域を「タイル」と呼ぶことができる
。タイルド・ビデオ・フレームの各タイルは、そのタイルのタイル位置、およびビジュア
ル・コンテンツを表すメディア・データに関係付けることができる。更に、ビデオ・フレ
ームにおけるタイルは、タイルに関連するメディア・データがデコーダ・モジュールによ
って独立してデコード可能であることを特徴とする。この態様については、以下で更に詳
しく説明する。
【００８７】
　更に、本開示において、「タイル・ストリーム」という用語は、タイル・ストリームの
メディア・データを、ビデオ・フレーム内の特定のタイル位置における１つのタイルを含
むビデオ・フレームにデコードするように、デコーダ・モジュールに命令するためのデコ
ーダ情報を含むメディア・ストリームを指す。タイル位置を知らせるデコーダ情報をタイ
ル位置情報と呼ぶ。
【００８８】
　以下で更に詳しく説明するが、タイルド・メディア・ストリームのタイルド・ビデオ・
フレーム内の特定のタイル位置におけるタイルに関連するメディア・データを選択し、こ
のように収集したメディア・データを、クライアント・デバイスによってアクセスするこ
とができるメディア・フォーマットで格納することによって、タイル・ストリームをタイ
ルド・ストリームに基づいて生成することができる。
【００８９】
　図１Ｂは、図１Ａのビデオ・モザイク・コンポーザによって使用することができるタイ
ルド・メディア・ストリームおよび関連タイル・ストリームの概念を示す。具体的には、
図１Ｂは、複数のタイルド・ビデオ・フレーム１２０１～１２０ｎ、即ち、複数のタイル
１２２１～１２２４（この特定例では、４つのタイル）に分割されたビデオ・フレームを
示す。タイルド・ビデオ・フレームのタイル１２２１に関連するメディア・データは、同
じビデオ・フレームの他のタイル１２２２～１２２４のメディア・データに対して空間デ
コーディング依存性を全く有さず、それよりも以前または以後のビデオ・フレームの他の
タイル１２２２～１２２４のメディア・データに対して時間デコーディング依存性も全く
有さない。
【００９０】
　このように、後続のタイルド・ビデオ・フレームにおける所定のタイルに関連するメデ
ィア・データは、メディア・デバイスにおけるデコーダ・モジュールによって独立してデ
コードすることができる。言い換えると、クライアント・デバイスは、１つのタイル１２
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２１のメディア・データを受信し、他のタイルのメディア・データを必要とせずに、最も
早い受信ランダム・アクセス点からメディア・データをビデオ・フレームにデコードし始
めることができる。ここで、ランダム・アクセス点は、以前および／または以後のビデオ
・フレームに対して時間的デコーディング依存性を全く有さないビデオ・フレーム、例え
ば、Ｉ－フレームまたはその同等物と関連付けられてもよい。このように、１つの個別の
タイルに関連するメディア・データは、１つの独立したタイル・ストリームとしてクライ
アント・デバイスに送信することができる。１つ以上のタイルド・メディア・ストリーム
に基づいてどのようにタイル・ストリームを生成することができるか、そしてネットワー
ク・ノードまたはメディア・デバイスの記憶媒体上にタイル・ストリームをどのように格
納することができるかの例については、以下で更に詳しく説明する。
【００９１】
　エンコード・ビットストリームをクライアント・デバイスに送信するためには、異なる
トランスポート・プロトコルを使用してもよい。例えば、一実施形態では、タイル・スト
リームをクライアント・デバイスに配信するために、ＨＴＴＰ適応ストリーミング（ＨＡ
Ｓ）プロトコルを使用するのでもよい。この場合、タイル・ストリームにおけるビデオ・
フレームのシーケンスは、通例２～１０秒のメディア・データを含む時間セグメント１２
４１、１２４２（図１Ｂに図示するように）に時間的に(temporality)分割することがで
きる。このような時間セグメントは、記憶媒体上にメディア・ファイルとして格納するこ
とができる。一実施形態では、時間セグメントは、この時間セグメントや他の時間セグメ
ントにおける他のフレーム、例えば、Ｉフレームに時間コーディング依存性を有さないメ
ディア・データから始まることができるので、デコーダはＨＡＳセグメントにおけるメデ
ィア・データを直接デコードし始めることができる。
【００９２】
　したがって、本開示では、「独立してエンコードされた」メディア・データという用語
は、ビデオ・フレーム内のタイルに関連するメディア・データと、このタイルの外側にあ
るメディア・データ（例えば、近隣タイル内にある）との間に空間コーディング依存性が
なく、異なるビデオ・フレーム内の異なる位置におけるタイルのメディア・データ間にも
時間的コーディング依存性がないことを意味する。独立してエンコードされたメディア・
データという用語は、メディア・データが有することができる他の種類の依存性（独立性
）からは区別されてしかるべきである。例えば、以下で更に詳しく説明するが、メディア
・ストリーム内にあるメディア・データは、このメディア・ストリームをデコードするた
めにデコーダによって必要とされるメタデータを含む関連メディア・ストリームに依存す
るのは当然である。
【００９３】
　本開示において説明するタイルの概念は、異なるビデオ・コデックがサポートすること
ができる。例えば、高効率ビデオ・コーディング（ＨＥＶＣ）規格は、独立してデコード
可能なタイル（ＨＥＶＣタイル）の使用を許容する。ＨＥＶＣタイルは、エンコーダによ
って作成することができる。エンコーダは、メディア・ストリームの各ビデオ・フレーム
を、コーディング・ツリー・ブロック（ＣＴＢ）単位で表された既定の幅および高さのタ
イルを定める、ある数の行および列（「タイルの格子」）に分割する。ＨＥＶＣビットス
トリームは、ビデオ・フレームをどのようにタイル単位に分割すべきかデコーダに知らせ
るために、デコーダ情報を含むことができる。デコーダ情報は、異なる方法でのビデオ・
フレームのタイル分割についてデコーダに知らせることができる。１つの異なる態様(var
iant)では、デコーダ情報は、ｎ×ｍタイルの均一格子についての情報を含むのでもよく
、フレームの幅およびＣＴＢサイズに基づいて格子におけるタイルのサイズを推論するこ
とができる。丸めによる不正確さのために、全てのタイルが正確に同じサイズを有すると
は限らないこともある。他の異なる態様では、デコーダ情報は、タイルの幅および高さに
ついて明示的な情報を含むのでもよい（例えば、コーディング・ツリー・ブロック単位で
）。このようにすると、ビデオ・フレームを異なるサイズのタイルに分割することができ
る。最後の行および最後の列のタイルについてのみ、サイズは、残っているＣＴＢの数か
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ら導き出されればよい。その後、パケタイザ(packetizer)が生のＨＥＶＣビットストリー
ムを、トランスポート・プロトコルによって使用される、適したメディア・コンテナにパ
ケット化することができる。
【００９４】
　独立デコード可能なタイルをサポートする他のビデオ・コデックには、Ｇｏｏｇｌｅの
ビデオ・コデックＶＰ９、または、ある程度まで、ＭＰＥＧ－４ Ｐａｒｔ１０ ＡＶＣ／
Ｈ．２６４、高度ビデオ・コーディング（ＡＶＣ）規格が含まれる。ＶＰ９では、コーデ
ィング依存性は、垂直タイル境界に沿って破壊される。これが意味するのは、同じタイル
行内にある２つのタイルを同時にデコードできるということである。同様に、ＡＶＣエン
コーディングでは、各フレームを複数の行に分割するためにスライスを使用することがで
き、メディア・データが独立してデコード可能であるという意味で、これらの行の各々が
タイルを定める。したがって、本開示では、「タイル」という用語は、ＨＥＶＣタイルに
は限定されず、タイルの境界内にあるメディア・データが独立してデコード可能であるビ
デオ・フレームの画像領域内における任意の形状および／または寸法の小区域を一般に定
める。他のビデオ・コデックでは、セグメントまたはスライスというような他の用語が、
このように独立してデコード可能な領域に使用されることもある。
【００９５】
　図１Ａのビデオ・モザイク・コンポーザは、１つ以上のメディア・ソース１０８１、１
０８２、例えば、１つ以上のカメラ、および／またはサード・パーティのコンテンツ・プ
ロバイダ（図示せず）の１つ以上の（コンテンツ）サーバに接続されたモザイク・タイル
・ジェネレータ１０４を含むことができる。カメラによってキャプチャされたメディア・
データまたはサーバによって供給されたメディア・データ、例えば、ビデオ・データ、オ
ーディオ・データ、および／またはテキスト・データ（例えば、字幕用）は、データ・コ
ンテナ・フォーマット（例えば、ISO/IEC 14496-12 ISO Base Media File Format (ISOBM
FF) またはＡＶＣ用のその変異型、およびHEVC ISO/IEC 14496-15 Carriage of NAL unit
 structured video in the ISO Base Media File Formatに応じたコンテナ・フォーマッ
トで格納された、適したビデオ／オーディオ・コデックに基づいて、エンコードする（圧
縮する）ことができる。このようにエンコードおよびフォーマットされたメディア・デー
タは、１つ以上のネットワーク・ノード、例えば、ルータを介して、ネットワーク１０２
内にあるモザイク・タイル・ジェネレータにメディア・ストリーム１１０１、１１０２に
おいて送信するために、パケット化することができる。
【００９６】
　モザイク・タイル・ジェネレータは、ビデオ・モザイクを形成するために、１つ以上の
タイル・ストリーム１１２１～１１２４、１１３１～１１３４（以後、「モザイク・タイ
ル・ストリーム」と呼ぶこともある）を生成することができる。モザイク・タイル・スト
リームは、所定のメディア・フォーマットのデータ・ファイルとして、ネットワーク・ノ
ード１１６の記憶媒体上に格納することができる。これらのモザイク・タイル・ストリー
ムは、１つ以上のメディア・ソースから生じた１つ以上のメディア・ストリーム１１０１

、１１０２に基づいて形成することができる。１組のモザイク・タイル・ストリームの各
モザイク・タイル・ストリームは、所定のタイル位置においてタイルを構成するビデオ・
フレームを生成するようにデコーダに命令するためのデコーダ情報を含み、タイルに関連
するメディア・データが、元のメディア・ストリームのメディア・データのビジュアル・
コピー(visual copy)を表す。
【００９７】
　例えば、図１Ａに示すように、４つのモザイク・タイル・ストリーム１１２１～１１２

４の各々は、これらのモザイク・タイル・ストリームを形成するために使用されたメディ
ア・ストリーム１１０２のビジュアル・コピーを表すタイルを構成するビデオ・フレーム
と関連付けられている。４つのモザイク・タイル・ストリーム１１２１～１１２４の各々
は、異なるタイル位置にあるタイルと関連付けられている。これらのモザイク・タイル・
ストリームの生成中に、タイル・ストリーム・ジェネレータは、タイル・ストリーム間の
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関係を定めるメタデータを生成することができる。これらのメタデータは、マニフェスト
・ファイル１１４１、１１４２に格納することができる。マニフェスト・ファイルは、タ
イル・ストリーム識別子（例えば、ファイル名（の一部））、前記タイル・ストリーム識
別子によって識別されたタイル・ストリームを引き出すことができる１つ以上のネットワ
ーク・ノードを突き止めるための位置情報（例えば、ドメイン名（の一部））、およびタ
イル・ストリーム識別子の各々またはその少なくとも一部に関連するいわゆるタイル位置
記述子を含むことができる。したがって、タイル位置記述子は、タイル・ストリーム識別
子によって識別されたタイル・ストリームのビデオ・フレームのタイルの空間位置、およ
びタイルの寸法（サイズ）について知らせ、一方タイル・ストリームのタイル位置情報は
、デコーダに、タイル・ストリームのビデオ・フレームにおけるタイルの空間位置および
寸法（サイズ）について、クライアント・コンピュータ、例えば、ＤＡＳＨクライアント
・コンピュータ／デバイスに知らせる。更に、マニフェスト・ファイルは、タイル・スト
リームに含まれるメディア・データについての情報（例えば、品質レベル、圧縮フォーマ
ット等）も含むことができる。
【００９８】
　マニフェスト・ファイル（ＭＦ）マネージャ１０６は、ネットワーク（例えば、１つ以
上のネットワーク・ノード）に格納され、クライアント・デバイスによって要求される可
能性があるタイル・ストリームを定める１つ以上のマニフェスト・ファイルを管理する(a
dminister)ように構成することができる。一実施形態では、マニフェスト・ファイル・マ
ネージャは、異なるマニフェスト・ファイル１１４１、１１４２の情報を組み合わせて、
クライアント・デバイスが所望のビデオ・モザイクを要求するために使用することができ
る別のマニフェスト・ファイルにするように構成することもできる。
【００９９】
　例えば、一実施形態では、クライアント・デバイスが所望のビデオ・モザイクについて
の情報をネットワーク・ノードに送ることができ、応答して、ネットワーク・ノードがマ
ニフェスト・ファイル・マネージャ１０６に、このビデオ・モザイクを形成するタイル・
ストリームのタイル・ストリーム識別子を含む別のマニフェスト・ファイル（「カスタム
化」マニフェスト・ファイル）を生成するように要求することができる。ＭＦマネージャ
は、異なるマニフェスト・ファイル（の一部）を組み合わせることによって、または１つ
のマニフェスト・ファイルから複数の部分を選択することによって、このマニフェスト・
ファイルを生成することもでき、各タイル・ストリーム識別子が、ビデオ・モザイクの異
なるタイル位置のタイル・ストリームに関係することができる。つまり、カスタム化マニ
フェスト・ファイルは、「進行中に」生成された特定のマニフェスト・ファイルを定める
（要求されたビデオ・モザイクを定める）。このマニフェスト・ファイルをクライアント
・デバイスに送ることができ、クライアント・デバイスは、ビデオ・モザイクを形成する
タイル・ストリームのメディア・データを要求するために、マニフェスト・ファイルにお
けるこの情報を使用する。
【０１００】
　他の実施形態では、マニフェスト・ファイル・マネージャは、格納されているタイル・
ストリームのマニフェスト・ファイルに基づいて、更に別のマニフェスト・ファイルを生
成することもでき、この更に別のマニフェスト・ファイルは、同じタイル位置と関連つけ
けられた複数のタイル・ストリーム識別子を含む。この更に別のマニフェスト・ファイル
は、クライアント・デバイスに供給することができ、クライアント・デバイスは、この更
に別のマニフェスト・ファイルを使用して、複数のタイル・ストリームから特定のタイル
位置における所望のタイル・ストリームを選択することができる。このような更に別のマ
ニフェスト・ファイルを「多重選択」（ＭＣ：multiple choice）マニフェスト・ファイ
ルと呼ぶこともできる。ＭＣマニフェスト・ファイルは、クライアント・デバイスが、ビ
デオ・モザイクのタイル位置の各々に入手可能な複数のタイル・ストリームに基づいて、
ビデオ・モザイクを構成する(compose)ことを可能にする。カスタム化マニフェスト・フ
ァイルおよび多重選択マニフェスト・ファイルについては、以下で更に詳しく説明する。
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【０１０１】
　一旦モザイク・タイル・ストリームおよび関連マニフェスト・ファイルが１つ以上のネ
ットワーク・ノード１１６の記憶媒体上に格納されたなら、クライアント・デバイス１１
７１、１１７２がメディア・データにアクセスすることができる。クライアント・デバイ
スは、マニフェスト・ファイルまたはその同等物のような、モザイク・タイル・ストリー
ムについての情報に基づいて、タイル・ストリームを要求するように構成することができ
る。クライアント・デバイスは、要求されたメディア・データを処理してレンダリングす
るように構成されたメディア・デバイス１１８１、１１８２上に実装することができる。
このために、メディア・デバイスは、更に、タイル・ストリームのメディア・データを組
み合わせてビットストリームにするメディア・エンジン１１９１、１１９２も含むことが
できる。ビットストリームは、このビットストリームにおける情報をビデオ・モザイク１
２０１、１２０２のビデオ・フレームにデコードするように構成されたデコーダに入力さ
れる。メディア・デバイスは、一般に、コンテンツ処理デバイス、例えば、電子タブレッ
ト、スマート・フォン、ノートブック、メディア・プレーヤ、テレビジョン等のような、
（移動体）コンテンツ再生デバイスに関係するとして差し支えない。ある実施形態では、
メディア・デバイスは、セット・トップ・ボックス、またはコンテンツを処理し、コンテ
ンツ再生デバイスによる今後の消費のために一時的にコンテンツを格納するように構成さ
れたコンテンツ記憶デバイスであってもよい。
【０１０２】
　タイル・ストリームについての情報は、帯域内または帯域外通信チャネルを通じてクラ
イアント・デバイスに提供することができる。一実施形態では、ユーザが選択することが
できるタイル・ストリームを識別する複数のタイル・ストリーム識別子を含むマニフェス
ト・ファイルを、クライアント・デバイスに供給することができる。クライアント・デバ
イスは、このマニフェスト・ファイルを使用して、メディア・デバイスの画面上に（グラ
フィカル）ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）をレンダリングすることができ、ユーザ
がビデオ・モザイクを選択（「構成」(compose)）することを可能にする。ここで、ビデ
オ・モザイクを構成するとは、タイル・ストリームを選択し、ビデオ・モザイクが形成さ
れるようにこれら選択したタイル・ストリームを特定のタイル位置に配置することを含ん
でもよい。具体的には、メディア・デバイスのユーザが、例えば、タッチ・スクリーンま
たはジェスチャ・ベースのユーザ・インターフェースを介してＵＩと対話処理して、タイ
ル・ストリームを選択し、選択したタイル・ストリームの各々にタイル位置を割り当てる
ことができる。ユーザの対話処理は、複数の(a number of)タイル・ストリーム識別子の
選択に変換することができる。
【０１０３】
　以下で更に詳しく説明するが、異なるタイル・ストリームのビデオ・フレームを表すビ
ットシーケンスを連結し(concatenate)、タイル位置情報をビットストリームに挿入し、
１つのデコーダ・モジュールがそれをデコードできるように、所定のコデック、例えば、
ＨＥＶＣコデックに基づいてビットストリームをフォーマットすることによって、ビット
ストリームを形成することができる。例えば、クライアント・デバイスが、１組の個々の
ＨＥＶＣタイル・ストリームを要求し、要求したストリームのメディア・データをメディ
ア・エンジンに転送してもよく、メディア・エンジンは、異なるタイル・ストリームのビ
デオ・フレームを組み合わせて、１つのＨＥＶＣデコーダ・モジュールによってデコード
することができるＨＥＶＣ準拠のビットストリームにすることができる。したがって、ビ
ットストリームをデコードし、クライアント・デバイスが実装されているメディア・デバ
イスのディスプレイ上にメディア・データをビデオ・モザイクとしてレンダリングするこ
とができる１つのデコーダ・モジュールを使用して、選択したタイル・ストリームを１つ
のビットストリームに組み合わせて、デコードすることができる。
【０１０４】
　クライアント・デバイスによって選択されたタイル・ストリームは、適した（スケーラ
ブルな）メディア配給技法を使用して、クライアント・デバイスに配信することができる
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。例えば、一実施形態では、タイル・ストリームのメディア・データをクライアント・デ
バイスに、適したストリーミング・プロトコル、例えば、ＲＴＰストリーミング・プロト
コル、または適応ストリーミング・プロトコル、例えば、ＨＴＴＰ適応ストリーミング（
ＨＡＳ）プロトコルを使用して、ブロードキャスト、マルチキャスト（ネットワーク・ベ
ースのマルチキャスト、例えば、イーサネット・マルチキャストおよびＩＰマルチキャス
ト、ならびにアプリケーション・レベルまたはオーバーレイ・マルチキャスティングの双
方を含む）、またはユニキャストすることができる。後者の実施形態では、タイル・スト
リームを一時的にＨＡＳセグメントにセグメント化してもよい。メディア・デバイスは、
適応ストリーミング・クライアント・デバイスを含むことができ、適応ストリーミング・
クライアント・デバイスは、ネットワークにおける１つ以上のネットワーク・ノード、例
えば、１つ以上のＨＡＳサーバと通信し、適応ストリーミング・プロトコルに基づいてネ
ットワーク・ノードにタイル・ストリームのセグメントを要求し受信するためのインター
フェースを含むことができる。
【０１０５】
　図１Ｃは、モザイク・タイル・ジェネレータを更に詳しく図示する。図１Ｃに示すよう
に、メディア・ソース１０８２、１０８３によって生成されたメディア・ストリーム１１
０２、１１０３を、モザイク・タイル・ジェネレータに送信することができる。モザイク
・タイル・ジェネレータは、メディア・ストリームをタイルド・モザイク・ストリームに
変換する１つ以上のタイリング・モジュール１２６を含むことができ、タイルド・モザイ
ク・ストリームのビデオ・フレームにおける各タイル（またはタイルの少なくとも一部）
のビジュアル・コンテンツは、メディア・ストリームのビデオ・フレームにおけるビジュ
アル・コンテンツの（倍率調整した）コピーである。つまり、タイルド・モザイク・スト
リームは、ビデオ・モザイクを表し、各タイルのコンテンツがメディア・ストリームのビ
ジュアル・コピーを表す。１つ以上のタイル・ストリーム・フォーマッタ１２８は、タイ
ルド・モザイク・ストリームに基づいて、別個のタイル・ストリームおよび関連マニフェ
スト・ファイル１１４１、１１４２を生成するように構成することができ、これらはネッ
トワーク・ノード１１６の記憶媒体上に格納することができる。一実施形態では、タイリ
ング・モジュールをメディア・ソースに実装することもできる。他の実施形態では、ネッ
トワークにおけるネットワーク・ノードにタイリング・モジュールを実装することもでき
る。タイル・ストリームは、デコーダ・モジュール（本開示において定めるようなタイル
の概念をサポートする）に特定のタイル配列（例えば、タイルの寸法、ビデオ・フレーム
におけるタイルの位置等）について知らせるためのデコーダ情報と関連付けることができ
る。
【０１０６】
　図１Ａ～図１Ｃを参照して説明したビデオ・モザイク・コンポーザ・システムは、コン
テンツ配給システムの一部として実装することもできる。例えば、ビデオ・モザイク・コ
ンポーザ・システム（の一部）を、コンテンツ配信ネットワーク（ＣＤＮ）の一部として
実装してもよい。更に、図では、クライアント・デバイスが（移動体）メディア・デバイ
スに実装されているが、クライアント・デバイス（の機能の一部）もネットワークに、具
体的には、ネットワークのエッジに実装することもできる。
【０１０７】
　図２Ａ～図２Ｃは、本発明の種々の実施形態によるタイリング・モジュールを図示する
。具体的には、図２Ａは、特定のメディア・フォーマットのメディア・ストリーム２０２
を受信するための入力を含むタイリング・モジュール２００を図示する。必要なときに、
タイリング・モジュール内のデコーダ・モジュール２０４が、エンコード・メディア・ス
トリーム(encoded media stream)を、画素ドメインにおける処理を可能にするデコード未
圧縮メディア・ストリーム(decoded uncompressed media stream)に変換することができ
る。例えば、一実施形態では、メディア・ストリームを、生ビデオ・フォーマットを有す
るメディア・ストリームにデコードすることができる。メディア・ストリームの生メディ
ア・データをモザイク・ビルダ２０６に供給することができる。モザイク・ビルダ２０６
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は、画素ドメインにおいてモザイク・ストリームを形成するように構成されている。この
プロセスの間、デコード・メディア・ストリームのビデオ・フレームを拡縮調整すること
ができ、拡縮調整したフレームのコピーを格子構成（モザイク）に並べることができる。
このように配列されたビデオ・フレームの格子を互いにスティッチされて、小区域を含む
画像領域を表すビデオ・フレームにすることができ、各小区域が元のメディア・ストリー
ムのビジュアル・コピーを表す。したがって、モザイク・ストリームは、ビデオ・ストリ
ームのＮ×Ｍの視覚的に同一である複製のモザイクを含むことができる。
【０１０８】
　次いで、ビデオ・モザイクを表すビットストリームをエンコーダ・モジュール２０８に
転送する。エンコーダ・モジュール２０８は、このビットストリームを、タイルド・ビデ
オ・フレームを表すエンコード・メディア・データを含むタイルド・モザイク・ストリー
ム２１０１にエンコードするように構成され、タイルド・ビデオ・フレームにおける各タ
イルのメディア・データは独立してエンコードすることができる。例えば、エンコーダ・
モジュールは、タイルをサポートするコデックに基づくエンコーダ、例えば、ＨＥＶＣエ
ンコーダ・モジュール、ＶＰ９エンコーダ・モジュール、またはその派生物であってもよ
い。
【０１０９】
　ここで、モザイク・ストリームのビデオ・フレームにおける小区域の寸法、およびタイ
ルド・モザイク・ストリームのタイルド・ビデオ・フレームにおけるタイルの寸法は、各
小区域がタイルと一致するように選択すればよい。モザイク・ビルダは、モザイク・スト
リームのビデオ・フレームにおける小区域の数および／または寸法を決定するために、区
分情報２１２を使用することができる。
【０１１０】
　モザイク・ストリームは、ストリームが所定の格子サイズを有するモザイク・ストリー
ムを表すこと、およびモザイク・ストリームをタイルド・モザイク・ストリームにエンコ
ードする必要があることを、エンコーダに知らせるためにエンコーダ情報２１４と関連付
けることができる。タイル格子はモザイク・ストリームの小区域の格子と一致する。した
がって、エンコーダ情報は、エンコーダがモザイク・ストリームのビデオ・フレームにお
ける小区域の格子と一致するタイルの格子を有するタイルド・ビデオ・フレームを生成す
る命令を含むことができる。更に、エンコーダ情報は、ビデオ・ストリームにおけるタイ
ルのメディア・データを、アドレス可能なデータ構造（例えば、ＮＡＬユニット）にエン
コードするための情報を含むことができ、後続のビデオ・フレームにおけるタイルのメデ
ィア・データは、独立してデコードすることができる。
【０１１１】
　モザイク・ストリームのビデオ・フレームにおける小区域の格子サイズについての情報
（例えば、区分情報２１２）は、生成したタイルド・ビデオ・フレームに関連するタイル
格子の寸法を設定するための格子サイズ情報（例えば、タイルの寸法およびビデオ・フレ
ームにおけるタイルの数）を決定するために使用することができる。
【０１１２】
　１つ以上のタイルド・メディア・ストリームに基づく独立タイル・ストリームの形成、
およびタイル・ストリームに基づくクライアント・デバイスによるモザイク・ビデオの形
成を可能にするために、タイル・ビデオ・フレームの１つのタイルのメディア・データは
、厳格に区切られたアドレス可能なデータ構造内に含まれなければならない。このデータ
構造は、エンコーダによって生成することができ、更にデコーダ、および受信メディア・
データがデコーダの入力に供給される前にそれを処理するクライアント側の任意の他のモ
ジュールによって個々に処理することができる。
【０１１３】
　例えば、一実施形態(one embodiment)では、タイルド・ビデオ・フレームにおける１つ
のタイルに関連するエンコード・メディア・データは、H．２６４／ＡＶＣおよびＨＥＶ
Ｃビデオ・コーディング規格から知られているようなネットワーク抽象化レイヤ（ＮＡＬ
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）ユニットに構造化されてもよい。ＨＥＶCエンコーダの場合、これは、１つのＨＥＶＣ
タイルが１つのＨＥＶＣスライスを構成することを要求することによって行うことができ
る。ここで、ＨＥＶＣスライスは、１つの独立したスライス・セグメント、および ＨＥ
ＶＣ仕様によって定められる同じアクセス・ユニット内にある次の独立スライス・セグメ
ント（ある場合）に先立つ全ての後続の依存スライス・セグメント（ある場合）に含まれ
る整数個のコーディング・ツリー・ユニットを定める。この要件は、エンコーダ情報にお
いて、エンコーダ・モジュールに送ることができる。
【０１１４】
　エンコーダ・モジュールが、１つのＨＥＶＣスライスを含む１つのＨＥＶＣタイルを生
成するように構成される場合、エンコーダ・モジュールは、ネットワーク抽象化レイヤ（
ＮＡＬ）のレベルでフォーマットされたエンコード・タイルド・ビデオ・フレームを生成
することができる。これは、図２Ｂに模式的に図示されている。この図に示されているよ
うに、タイルド・ビデオ・フレーム２１０は、複数のタイル、例えば、図２Ｂの例では９
個のタイルを含むことができ、各タイルは、メディア・ストリームのビジュアル・コピー
、例えば、同じメディア・ストリームまたは２つ以上の異なるメディア・ストリームを表
す。エンコード・タイルド・ビデオ・フレーム２２４は、ＨＥＶＣ規格において定められ
るメタデータ（例えば、ＶＰＳ、ＰＰＳ、およびＳＰＳ）を含む非ＶＣＬ ＮＡＬユニッ
ト２１６を含むことができる。非ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、デコーダ・モジュールに、
メディア・データの品質レベル、メディア・データをエンコードおよびデコードするため
に使用されるコデック等について知らせることができる。非ＶＣＬに続いて、ＶＣＬ Ｎ
ＡＬユニット２１８～２２２のシーケンスが位置することができ、各ＮＡＬユニットは、
１つのタイルに関連するスライス（例えば、Ｉ－スライス、Ｐ－スライス、またはＢ－ス
ライス）を含む。言い換えると、各ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、タイルド・ビデオ・フレ
ームの１つのエンコード・タイルを含むことができる。スライス・セグメントのヘッダは
、タイル位置情報、即ち、デコーダ・モジュールにビデオ・フレームにおけるタイルの位
置（メディア・フォーマットはスライス当たり１つのタイルに制限されるので、これはス
ライスと同等である）について知らせるための情報を含むことができる。この情報は、Ｈ
ＥＶＣ仕様によって定められるピクチャのコーディング・ツリー・ブロック・ラスタ・ス
キャンにおける、slice_segment_addressパラメータによって与えることができ、このsli
ce_segment_addressパラメータは、スライス・セグメントにおける最初のコーディング・
ツリー・ブロックのアドレスを指定する。slice_segment_addressパラメータは、ビット
ストリームからの１つのタイルに関連するメディア・データを選択的に選別するために使
用することができる。このように、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットおよびＶＣＬ ＮＡＬユニッ
トのシーケンスは、エンコード・タイルド・ビデオ・フレーム２２４を形成することがで
きる。
【０１１５】
　１つ以上のタイルド・メディア・ストリームに基づいて、独立してデコード可能なタイ
ル・ストリームを生成するために、タイルド・メディア・ストリームの後続のビデオ・フ
レームにおけるタイルのメディア・データが独立してエンコードされるように、エンコー
ダを構成しなければならない。独立してエンコードされたタイルは、エンコーダの相互予
測機能(inter-prediction functionality）を無効にすることによって達成してもよい。
あるいは、独立してエンコードされたタイルは、相互予測機能を有効にすることによって
達成するのでもよい（例えば、圧縮効率の理由のため）。しかしながら、その場合、エン
コーダは、
　－タイル境界を跨ぐインループ・フィルタリング(in-loop filtering)を無効にする。
　－時間的タイル間依存性がない。
　－２つの異なるフレームにおける２つのタイル間に依存性がない（複数の連続フレーム
における１つの位置においてタイルの抽出を可能にするため）、
ように構成しなければならない。
【０１１６】
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　したがって、その場合、相互予測の動きベクトルを、メディア・ストリームの複数の連
続ビデオ・フレームにわたってタイル境界内に制限する必要がある。
【０１１７】
　以下で示すように、ＮＡＬユニットのような、エンコーダ／デコーダ・レベルで個々に
処理することができる、厳格に区切られたアドレス可能データ構造に基づく、タイルのメ
ディア・データの操作は、本開示において説明するように、多数の（a number of)タイル
・ストリームに基づくビデオ・モザイクの形成には特に有利である。
【０１１８】
　図２Ａを参照して説明したエンコーダ情報は、モザイク・ストリームのビットストリー
ムにおいて、または帯域外通信チャネルにおいて、エンコーダ・モジュールに移送する(t
ransport)ことができる。図２Ｃに示すように、ビットストリームは、フレーム２３０の
シーケンス（各々、ｎ個のタイルのモザイクを視覚的に含む）を含むことができ、各フレ
ームは、補足強化情報（ＳＥＩ：supplemental enhancement information）メッセージ２
３２、およびビデオ・フレーム２３４を含む。エンコーダ情報は、ＳＥＩメッセージとし
て、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４系コデックを使用してエンコードされるＭＰＥＧストリー
ムのビットストリームに挿入することができる。ＳＥＩメッセージは、補足強化情報（Ｓ
ＥＩ）を含むＮＡＬユニットとして定めることができる（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１
０ＡＶＣにおける７．４．１ＮＡＬユニットのセマンティクスを参照のこと）。ＳＥＩメ
ッセージ２３６は、タイプ５メッセージ、即ち、未登録ユーザ・データとして定めること
もできる。未登録ユーザ・データと呼ばれるＳＥＩメッセージ・タイプは、任意のデータ
をビットストリーム内で搬送することを可能にする。ＳＥＩメッセージは、エンコーダ情
報を指定するための所定数のパラメータを含むことができ、即ち、エンコーダ２０８が生
成する必要があるタイルの配列を含む所定数のパラメータを含むことができる。これらの
パラメータは、真のときにタイルの行およびタイルの列の均一間隔を知らせるフラグを含
むことができ、行および列の数を導き出すことができる１対の整数がこのフラグに付随す
る。均一間隔フラグが偽であるとき、２つの整数のベクトルが出されて、これらの整数か
ら、各タイルの幅および高さをそれぞれ導き出すことができる。ＳＥＩメッセージは、デ
コーディングのプロセスを補助するために、特別な情報を搬送することができる。しかし
ながら、これらの存在は、準拠するデコーダがこの特別な情報を考慮に入れなくてもよい
ようにデコード信号を組み立てる(construct)ために、必須ではない。種々のＳＥＩメッ
セージおよびそれらのセマンティクス（添付Ｄ．２）は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１
０：２０１２において定められている。ＳＥＩメッセージは、Ｈ．２６５／ＨＥＶＣ系コ
デックを使用してエンコードされるＭＰＥＧストリームとでも同様に使用することができ
る。種々のＳＥＩメッセージおよびそれらのセマンティクス（添付Ｄ．３）は、ＩＳＯ／
ＩＥＣ２３００８－２：２０１３において定められている。
【０１１９】
　本発明の他の実施形態では、エンコーダ情報をコード化ビットストリーム(coded bitst
ream)において移送することもできる。フレーム・ヘッダにおけるブール・フラグは、こ
のような情報が存在するか否か示すことができる。フラグがセットされている場合、フラ
グに続くビットは、エンコーダ情報を表すことができる。
【０１２０】
　更に他の実施形態では、エンコーダ情報をビデオ・コンテナにおいて移送することもで
きる。例えば、ＩＳＯＢＭＦＦファイル・フォーマット（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１
２）のようなビデオ・コンテナにおいてエンコーダ情報を移送するのでもよい。ＩＳＯＢ
ＭＦＦファイル・フォーマットは、１組のボックスを指定し、メディア・データおよびそ
れに関連するメタデータを格納するおよびそれにアクセスするための階層構造を形作る(c
onstitute)。例えば、コンテンツに関係するメタデータのルート・ボックスは「ｍｏｏｖ
」ボックスであり、一方メディア・データは「ｍｄａｔ」ボックスに格納される。更に特
定すれば、「ｓｔｂｌ」ボックス即ち「サンプル・テーブル・ボックス」は、トラックの
メディア・サンプルにインデックスを付けて、追加データを各サンプルと関連付けること
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を可能にする。ビデオ・トラックの場合、サンプルはビデオ・フレームである。その結果
、「タイル・エンコーダ情報」または「ｓｔｅｉ」と呼ばれる新しいボックスをボックス
「ｓｔｂｌ」内に追加すると、ビデオ・トラックのフレームと共にエンコーダ情報を格納
するために使用することができる。
【０１２１】
　一実施形態では、図２Ａのタイリング・モジュールは、スケーリング・モジュール２０
５を含んでもよい。スケーリング・モジュール２０５は、メディア・ストリームのビデオ
・フレームのコピーを拡縮調整、例えば、拡大または縮小するために使用することができ
る。ここで、拡縮調整されたビデオ・フレームは、モザイク・ストリームのビデオ・フレ
ームにおける小区域の境界が、タイル・エンコーダ・モジュールによって生成されたタイ
ルド・モザイク・ストリームにおけるタイルド・ビデオ・フレームのタイル格子と一致す
るように、整数個の小区域をカバーするとよい。モザイク・ビルダは、画素ドメインにお
いてエンコード・モザイク・ストリームを構築するために、この拡縮調整されたビデオ・
フレームを使用することができ、モザイク２１０２、２１０３（の一部）は図２Ａに示す
サイズと異なっていてもよい。このようなモザイク・ストリームは、例えば、個人専用化
「ピクチャ・イン・ピクチャ」ビデオ・モザイクを形成するため、または拡大強調(enlar
ged highlighting)を可能にするために使用することもできる。図２Ａの例では、タイル
の数は同じままである。他の実施形態では、ビデオ・フレームが異なる寸法のタイルを含
んでもよい。
【０１２２】
　したがって、図２Ａ～図２Ｃを参照して説明したタイリング・モジュールは、タイルを
サポートするエンコーダ、例えば、タイルド・モザイク・ストリーム、即ち、ＨＥＶＣ準
拠ビットストリームを生成するように構成された（標準的な）ＨＥＶＣエンコーダを使用
する、メディア・ストリームに基づくタイルド・モザイク・ストリームの形成を可能にし
、ビデオ・フレームにおけるタイルのメディア・データはＶＣＬ ＮＡＬユニットとして
組み立てられ(structured)、タイルド・ビデオ・フレームを形成するメディア・データは
、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットおよびそれに続くＶＣＬ ＮＡＬユニットのシーケンスとして
組み立てられる。タイルド・モザイク・ストリームのタイルド・ビデオ・フレームは、タ
イルを含み、ビデオ・フレームにおけるタイルのメディア・データは、同じビデオ・フレ
ームにおける他のタイルのメディア・データに関して、独立してデコード可能である。ビ
デオ・フレームにおける所与のタイルのメディア・データは、その所与のタイルの同じ位
置における他のビデオ・フレームにおけるタイルのメディア・データに関して、独立して
デコード可能でなくてもよい。つまり、これらのタイルの各々のメディア・データは、異
なるビデオ・フレームにおいて同じ所定の位置にあるときには恐らく独立ではない(depen
dent)が、独立モザイク・タイル・ストリームを形成するために使用することができる。
これらの実施形態は、ＮＡＬユニットに関連するメタデータ、即ち、非ＶＣＬ ＮＡＬユ
ニットのコンテンツおよびＶＣＬ ＮＡＬユニットのヘッダを書き直す必要なくＮＡＬユ
ニットのレベルで処理することができるタイルド・メディア・ストリームを生成するよう
に構成されたエンコーダの利点を活用する。
【０１２３】
　図３は、本発明の他の実施形態によるタイリング・モジュールを図示する。この特定の
実施形態では、ＮＡＬ解析モジュール３０４は、エンコードされた着信メディア・ストリ
ーム（メディア・ストリーム）のＮＡＬユニットをソートして、２つのカテゴリ、即ち、
ＶＣＬ ＮＡＬユニットおよび非ＶＣＬ　ＮＡＬユニットに分けるように構成することが
できる。ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、ＮＡＬ複製モジュール３０６によって複製すること
ができる。コピーの数は、特定の格子レイアウトのモザイクを形成するために必要とされ
るＮＡＬユニットの量と等しくすればよい。
【０１２４】
　ＶＣＬ ＮＡＬユニットのヘッダは、ＮＡＬ書き換えモジュール３１０～３１４によっ
て、Sanchez et al.において記載されたようなプロセスを使用して、書き換えることがで
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きる。このプロセスは、発信する(outcoming)ＮＡＬユニットが同じビットストリームで
あるが、ピクチャの異なる領域に対応する異なるタイルに属するような方法で、着信する
(incoming)ＮＡＬユニットのスライス・セグメント・ヘッダを書き換える動作を含むこと
ができる。例えば、フレームにおける最初のＶＣＬ ＮＡＬユニットは、ＮＡＬユニット
が、特定のビデオ・フレームに関連するビットストリームにおいて最初のＮＡＬユニット
であることを印するためにフラグ（first_slice_segment_in_pic_flag）を含むことがで
きる。また、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットも、Sanchez et al.において記載されたようなプ
ロセスに続いて、ＮＡＬ書き換えモジュール３０８によって書き換えることができる。即
ち、ビデオの新たな特性に適合するために、ビデオ・パラメータ集合（ＶＰＳ）を書き換
える。書き換え段階の後、ＮＡＬユニットは、ＮＡＬリコンバイナ・モジュール(recombi
ner module)３１６によって、タイルド・モザイク・ストリーム３１８を表すビットスト
リームに再度組み入れられる。したがって、この実施形態では、タイリング・モジュール
は、タイルド・モザイク・ストリーム、即ち、タイルド・ビデオ・フレームを含むメディ
ア・ストリームの形成を可能にし、タイルド・ビデオ・フレームにおける各タイルは、特
定のメディア・ストリームのビデオ・フレームのビジュアル・コピーを表す。これは、タ
イルド・モザイク・ストリームの生成を高速化することを可能にする。タイルは一回エン
コードされ、次いで、ｎ回タイルを複製する代わりに、ｎ回複製され、次いでエンコーデ
ィングをｎ回実行する。本実施形態は、サーバにおける完全なデコーディングまたは再エ
ンコーディングが必要でないという利点が得られる。
【０１２５】
　図４は、本発明の実施形態による一斉タイリング・モジュール(coordinated tiling mo
dules)のシステムを図示する。具体的には、図４は、複数のタイリング・モジュール４０
６１、４０６２に基づいて複数のメディア・ストリーム（よくあること）を複数のタイル
ド・モザイク・ストリームに変換するときに必要とされる調整について記載する。この場
合、メディア・ソース４０２１、４０２２、例えば、カメラまたはコンテンツ・サーバは
、これらのフレーム・レートが同期することを確保するために、時間同期することが必要
となる。このタイプの同期は、ジェネレータ・ロッキング、即ち、ジェン・ロッキング(g
en-locking)としても知られている。複数のカメラからのメディア・ストリームの収集(in
gest)が複数の収集ノードにわたって分散されるとき（例えば、メディア・ストリームが
ＣＤＮ内部で処理される場合）、収集された各ストリームの中にタイムスタンプを挿入す
ることによって、更に同期させることもできる。タイムスタンプ挿入の分散(distributed
 timestamping)は、収集ノードのクロックを時間同期プロトコル４１０と同期させること
によって行うことができる。このプロトコルは、ＰＴＰ（高精度時刻プロトコル）または
企業固有の時間同期プロトコルのような、標準的なプロトコルであればよい。メディア・
ソースが互いにジェン・ロックされ、同じ基準クロックを使用してストリームにタイムス
タンプが挿入された場合、全てのメディア・ストリーム４０４１、４０４２、および関連
するタイルド・モザイク・ストリーム４０８１、４０８２は互いに同期される。
【０１２６】
　カメラのジェン・ロックが可能でない場合、様々な代替解決案が利用可能である。一実
施形態では、各タイリング・モジュールの入力がジェン・ロックされるように、タイリン
グ・モジュール４０６１、４０６２の入力にトランスコーダを配置することができる。ト
ランスコーダは、例えば、付随的に(incidentally)フレームを欠落させるまたは複製フレ
ームを挿入することによって、あるいはフレーム間の内挿補間によって、フレーム・レー
トを小さな端数だけ変更するように構成することができる。このように、タイリング・モ
ジュールは、それらのトランスコーダをジェン・ロックすることによって、互いにジェン
・ロックすることができる。このようなトランスコーダは、タイリング・モジュールの入
力の代わりに、出力に配置することもできる。あるいは、タイリング・モジュールがジェ
ン・ロックすることができるエンコーダ・モジュールを有する場合、異なるタイリング・
モジュールのエンコーダ・モジュールを互いにジェン・ロックするのでもよい。
【０１２７】
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　加えて、一斉タイリング・モジュール４０６１、４０６２には、同一の構成パラメータ
４１２、例えば、タイルの数、フレーム構造、およびフレーム・レートを設定する(confi
gure)必要がある。その結果、異なるタイリング・モジュールの出力において得られる非
ＶＣＬ　ＮＡＬユニットは同一になるはずである。タイリング・モジュールの構成設定(c
onfiguration)は、手作業の構成設定によって１回実行するか、または構成管理解決案(co
nfiguration-management solution)によって調整してもよい。
【０１２８】
　図５は、本発明の更に他の実施形態によるタイリング・モジュールの使用を図示する。
この特定的な場合では、少なくとも２つ（即ち、複数）のメディア・ソース５０２１、５
０２２が、フレームがタイリング・モジュール５０６に供給されるときに、そのフレーム
・レートが同期していることを確保するために、これらを時間同期させることができる。
タイリング・モジュールは、第１および第２メディア・ストリームを受信し、複数のメデ
ィア・ストリームに基づいて、タイルド・モザイク・ストリーム５０８１、５０８２を形
成することができる。図５のタイルド・モザイク・ストリームの例によって示されるよう
に、タイルド・モザイク・ストリームのタイルド・ビデオ・フレームのタイルはいずれも
、それぞれ、第１または第２メディア・ストリームのビデオ・フレームのビジュアル・コ
ピーである。したがって、本実施形態では、タイルド・ビデオ・フレームのタイルは、タ
イリング・モジュールに入力されるメディア・ストリームのビジュアル・コピーを構成す
る(comprise)。
【０１２９】
　図６は、本発明の一実施形態によるタイル・ストリーム・フォーマッタを図示する。図
６に示すように、タイル・ストリーム・フォーマッタは、１つ以上のフィルタ・モジュー
ル６０４１、６０４２を含むことができ、フィルタ・モジュールは、タイルド・モザイク
・ストリーム６０２１、６０２２を受信および解析し、タイルド・モザイク・ストリーム
から、タイルド・ビデオ・フレームにおける特定のタイルに関連するメディア・データ６
０６１、６０６２を抽出するように構成されている。これらの分割メディア・データをセ
グメント化モジュール(segmenter module)６０８１、６０８２に転送することができ、セ
グメント化モジュール(segmenter module)６０８１、６０８２は、所定のメディア・フォ
ーマットに基づいてメディア・データを組み立てる(structure)ことができる。図６に示
すように、タイルド・モザイク・ストリームに基づいて１組のモザイク・タイル・ストリ
ーム（この例では４つのタイル・ストリーム）を生成することができ、１つのタイルド・
モザイク・タイル・ストリームは、メディア・データと、デコーダ・モジュールについて
のデコーダ情報とを含み、デコーダ情報は、ビデオ・フレームにおけるタイルの位置、お
よびタイルの寸法（サイズ）を判定することができるタイル位置情報を含むことができる
。タイル・ストリームがＮＡＬユニットに基づいてフォーマットされる場合、デコーダ情
報は、非ＶＣＬ　ＮＡＬユニットおよびＶＣＬ　ＮＡＬユニット（のヘッダ）に格納する
ことができる。
【０１３０】
　図６の実施形態では、メディア・データをクライアント・デバイスに送信するために、
ＨＴＴＰ適応ストリーミング・プロトコルを使用することもできる。使用することができ
るＨＴＴＰ適応ストリーミング・プロトコルの例には、Ａｐｐｌｅ ＨＴＴＰ　Ｌｉｖｅ 
Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｓｍｏｏｔｈ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、Ａｄｏｂ
ｅ ＨＴＴＰ　Ｄｙｎａｍｉｃ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、３ＧＰＰ－ＤＡＳＨ、ＨＴＴＰ累進
ダウンロードおよび動的適応ストリーミング(Progressive Download and Dynamic Adapti
ve Streaming over HTTP)、ならびにＨＴＴＰ　ＭＰＥＧ動的適応ストリーミング(MPEG D
ynamic Adaptive Streaming over HTTP)［ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ ＩＳＯ／ＩＥＣ２３００９
］が含まれる。これらのストリーミング・プロトコルは、ビデオおよび／またはオーディ
オ・データのような（通常）時間的にセグメント化されるメディア・データをＨＴＴＰを
介して転送するように構成される。このように時間的にセグメント化されるメディア・デ
ータを、通常チャンクと呼ぶ。チャンクをフラグメント（もっと大きなファイルの一部と
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して格納される）、またはセグメント（別個のファイルとして格納される）と呼ぶことも
ある。チャンクは、任意の再生期間を有することができる。しかしながら、通例、期間は
１秒および１０秒の間である。ＨＡＳクライアント・デバイスは、ネットワーク、例えば
、コンテンツ配信ネットワーク（ＣＤＮ）にＨＡＳセグメントを順次要求することによっ
てビデオ・タイトルをレンダリングし、ビデオ・タイトルの継ぎ目ないレンダリングが確
保されるように、要求および受信したチャンクを処理することができる。
【０１３１】
　したがって、セグメント化モジュールは、タイルド・モザイク・ストリームのタイルド
・ビデオ・フレームにおける１つのタイルに関連するメディア・データをＨＡＳセグメン
ト６１０１、６１０２に組み立てることができる。ＨＡＳセグメントは、所定のメディア
・フォーマットに基づいて、ネットワーク・ノード６１２、例えば、サーバの記憶媒体上
に格納することができる。セグメント化モジュールによるＨＡＳセグメントの形成および
格納の間、１つ以上のマニフェスト・フィアル（ＭＦ）６１６１、６１６２をマニフェス
ト・ファイル・ジェネレータ６２０によって生成することができる。タイル・ストリーム
毎に、マニフェスト・ファイルは、セグメント識別子、例えば、１つ以上のＵＲＬまたは
その一部のリストを含むことができる。このように、マニフェスト・ファイルは、ビデオ
・モザイクを構成する(compose)ために使用することができる１組のタイル・ストリーム
についての情報を収容することができる。タイル・セグメント毎に、または少なくともそ
の一部について、マニフェスト・ファイルはタイル位置記述子を含むことができる。一実
施形態では、ＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ準拠のマニフェスト・ファイルの場合、メディア・プレ
ゼンテーション記述（ＭＰＤ）、即ち、タイル位置記述子は、ＤＡＳＨ仕様において定め
られるような空間関係記述（ＳＲＤ）記述子のシンタックスを有する。このようなＳＲＤ
－ＭＰＤの例について、以下で更に詳しく説明する。クライアント・デバイスは、マニフ
ェスト・ファイルを使用して、ビデオ・モザイクを構成する(compose)ためにクライアン
ト・デバイスに入手可能な１組のモザイク・タイル・ストリームから１つ以上のモザイク
・タイル・ストリーム（およびそれらの関連ＨＡＳセグメント）を選択することができる
。例えば、一実施形態では、ユーザがＧＵＩと対話処理して、個人専用化ビデオ・モザイ
クを構成することもできる。
【０１３２】
　図６に示すように、モザイク・タイル・ストリームは、記憶媒体上に特定のメディア・
フォーマットに基づいて格納することができる。例えば、一実施形態では、１組のモザイ
ク・タイル・ストリーム６１４１、６１４２を、記憶媒体上にメディア・データ・ファイ
ルとして格納することができる。各タイル・ストリームは、データ構造のトラックとして
格納することができ、タイル・ストリーム識別子に基づいて、クライアント・デバイスに
よってトラックに独立してアクセスすることができる。データ構造内に格納されているモ
ザイク・タイル・ストリーム間の（空間）関係についての情報は、データ構造のメタデー
タ部に格納することができる。加えて、この情報は、クライアント・デバイスによって使
用することができるマニフェスト・ファイル６１６１、６１６２にも格納することができ
る。他の実施形態では、クライアント・デバイスが関連マニフェスト・ファイル６１６３

に基づいてモザイク・タイル・ストリームの所望の選択を要求することができるように、
異なる複数組のモザイク・タイル・ストリーム（各組のタイル・ストリームは、１つ以上
のメディア・ストリームに基づいて形成することができる）を、メディア・フォーマット
６１４３に基づいて格納することができる。
【０１３３】
　更に、マニフェスト・ファイルは、ＨＡＳセグメントをクライアント・デバイスに送信
するように構成されたネットワーク・エレメント、例えば、メディア・サーバまたはネッ
トワーク・キャッシュの位置を判定するために、位置情報（通常、ＵＲＬの一部、例えば
、ドメイン名）も含むことができる。セグメント（の一部）は、これらの位置の１つへの
経路内に位置するネットワークに存在する（透過性(transparent)）キャッシュから、ま
たはネットワークにおいて要求ルーティング機能によって示される場所から引き出すこと



(38) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

ができる。
【０１３４】
　マニフェスト・ファイル生成モジュール６１６は、マニフェスト・ファイル６１８を記
憶媒体、例えば、マニフェスト・ファイル・サーバまたはその他のネットワーク・エレメ
ント上に格納することができる。あるいは、マニフェスト・ファイルをＨＡＳストリーム
と一緒に記憶媒体上に格納することもできる。前述のように、複数のタイルド・モザイク
・ストリーム（これは典型的な場合である）を処理する必要がある場合、セグメント化プ
ロセスの追加の調整が必要となる場合がある。セグメント化モジュールは、同じコンフィ
ギュレーション設定値を使用して並行して動作することができ、マニフェスト・ファイル
・ジェネレータは、異なるセグメント化モジュールからのセグメントを参照するマニフェ
スト・ファイルを正しい方法で生成する必要がある。図６に図示するようなシステムにお
ける異なるモジュール間のプロセスの調整は、メディア構成プロセッサ(media compositi
on processor)６２２によって制御することができる。
【０１３５】
　図７Ａ～図７Ｄは、本発明の種々の実施形態にしたがって、タイル・ストリームを形成
するプロセス、およびモザイク・タイル・ストリームを格納するためのメディア・フォー
マットを図示する。図７Ａは、タイルド・モザイク・ストリームに基づいてタイル・スト
リームを形成するプロセスを図示する。第１ステップにおいて、ＮＡＬユニット７０２１

、７０４１、７０６１をタイルド・モザイク・ストリームから抽出し（選別し）、個々の
ＮＡＬユニット（例えば、デコーダ・モジュールによってそのコンフィギュレーションを
設定するために使用されるデコーダ情報を含む非ＶＣＬ ＮＡＬユニット７０２２（ＶＰ
Ｓ、ＰＰＳ、ＳＰＳ）、および各々タイル・ストリームのビデオ・フレームを表すメディ
ア・データを含むＶＣＬ ＮＡＬユニット７０４２、７０６２）に分離することができる
。ＶＣＬ ＮＡＬユニットにおけるスライス・セグメントのヘッダは、ビデオ・フレーム
におけるタイル（スライス）の位置を定めるタイル位置情報（または、１つのスライスが
１つのタイルを収容するので、スライス位置情報）を含むことができる。
【０１３６】
　このようにして選択されたＮＡＬユニットまたはＮＡＬユニットの集合体は、ＨＴＴＰ
適応ストリーミング（ＨＡＳ）プロトコルによって定められるようなセグメントにフォー
マットすることができる。例えば、図７Ａに示すように、第１ＨＡＳセグメント７０２３

は非ＶＣＬ ＮＡＬユニットを含むのでもよく、第２ＨＡＳセグメント７０２３は第１位
置と関連つけけられたタイルＴ１のＶＣＬ ＮＡＬユニットを含むのでもよく、第３ＨＡ
Ｓセグメント７０２３は第２タイル位置と関連つけけられたタイルＴ２のＶＣＬ ＮＡＬ
ユニットを含むのでもよい。所定のタイル位置において１つの特定のタイルに関連するＮ
ＡＬユニットを選別(filtering)し、これらのＮＡＬユニットを１つ以上のＨＡＳセグメ
ントにセグメント化することによって、ＨＡＳフォーマットされたタイル・ストリームを
、所定のタイル位置のタイルと関連付けて形成することができる。一般に、ＨＡＳセグメ
ントは、適したメディア・コンテナ、例えば、ＭＰＥＧ２ ＴＳ、ＩＳＯ ＢＭＦＦ、また
はＷｅｂＭに基づいてフォーマット化し、ＨＴＴＰ応答メッセージのペイロードとしてク
ライアント・デバイスに送ることができる。メディア・コンテナは、ペイロードを再現す
るために必要とされる全ての情報を含むことができる。一実施形態では、ＨＡＳセグメン
トのペイロードは、１つのＮＡＬユニットまたは複数のＮＡＬユニットでもよい。あるい
は、ＨＴＴＰ応答メッセージは、メディア・コンテナは全くなく、１つ以上のＮＡＬユニ
ットを含むのでもよい。
【０１３７】
　したがって、非ＶＣＬ－ＮＡＬ（非ＶＣＬ ＮＡＬであるビデオ・パラメータ集合ＶＰ
Ｓ）およびＶＣＬ－ＮＡＬヘッダ（スライス・セグメント・ヘッダ）を書き換える必要が
あるという意味で、エンコード・ストリームを妨害するSanchez et al.に記載されている
解決案とは対照的に、図７Ａに図示する解決案はＮＡＬユニットのコンテンツを変化させ
ずに残す。
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【０１３８】
　図７Ｂは、本発明の一実施形態にしたがって１組のモザイク・タイル・ストリームを格
納するためのメディア・フォーマット（データ構造）を図示する。具体的には、図７Ｂは
、複数、この場合４つの、タイル７１４１～７１４４を含むビデオ／フレームを含むタイ
ルド・ビデオ・モザイク・メディア・ストリームに基づいて生成することができるモザイ
ク・タイル・ストリームを格納するためのＨＥＶＣメディア・フォーマットを図示する。
個々のタイルに関連するメディア・データは、図７Ａを参照して説明したプロセスにした
がって、選別およびセグメント化することができる。その後、タイル・ストリームのセグ
メントは、個々のタイル・ストリームのメディア・データへのアクセスを可能にするデー
タ構造に格納することができる。一実施形態では、このメディア・フォーマットは、ＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ１４４９６－１５またはその同等物において定められているＨＥＶＣファイル
・フォーマット７１０としてもよい。図７Ｂに図示するメディア・フォーマットは、メデ
ィア・デバイスにおけるクライアント・デバイスがタイル・ストリームの部分集合のみ、
例えば、複数のタイル・ストリームの内１つのタイル・ストリームの送信を要求すること
ができるように、タイル・ストリームのメディア・データを１組の「トラック」として格
納するために使用することができる。このメディア・フォーマットは、クライアント・デ
バイスが、ビデオ・モザイクの全てのタイル・ストリームを要求する必要なく、タイル・
ストリームに個々に、例えば、そのストリーム識別子（例えば、ファイル名等）に基づい
てアクセスすることを可能にする。タイル・ストリーム識別子は、マニフェスト・ファイ
ルを使用して、クライアント・デバイスに供給することができる。図７Ｂに示すように、
メディア・フォーマットは１つ以上のタイル・トラック７１８１～７１８４を含むことが
でき、各タイル・トラックは、タイル・ストリームのメディア・データ７２０１～７２０

４、例えば、ＶＣＬおよび非ＶＣＬ　ＮＡＬユニットのためのコンテナとして役割を果た
す。
【０１３９】
　一実施形態では、トラックは、更に、タイル位置情報７１６１～７１６４も含むことが
できる。トラックのタイル位置情報は、対応するファイル・フォーマットのタイル関係ボ
ックスに格納することができる。デコーダ・モジュールは、モザイクのレイアウトを初期
化するために、タイル位置情報を使用することができる。一実施形態では、トラックにお
けるタイル位置情報は、基準空間、通例では、ビデオの輝度成分の画素座標によって定め
られる空間においてタイルを視覚的に位置付けることをデコーダ・モジュールが行えるよ
うにするために、原点およびサイズ情報を含むとよく、この空間における位置は、画像全
体に関連する座標系によって決定することができる。デコーディング・プロセスの間、デ
コーダ・モジュールは、好ましくは、ビットストリームをデコードするために、エンコー
ド・ビットストリームからのタイル情報を使用する。
【０１４０】
　一実施形態では、トラックは、更に、トラック・インデックス７２２１～７２２４も含
むことができる。トラック・インデックスは、特定のトラックに関連するメディア・デー
タを識別するために使用することができるトラック識別番号を示す(provide)。
【０１４１】
　図７Ｂに図示するメディア・フォーマットは、更に、いわゆるベース・トラック７１６
も含むことができる。ベース・トラックは、メディア・デバイスにおけるメディア・エン
ジンが、特定のタイル・ストリームを要求したときにクライアント・デバイスが受信した
ＶＣＬ　ＮＡＬユニットのシーケンス（順序）を判定することを可能にするシーケンス情
報を含むことができる。具体的には、ベース・トラックはエキストラクタ(extractor)７
２０１～７２０４を含むことができ、エキストラクタは、１つ以上の対応するタイル・ト
ラックにおけるメディア・データ、例えば、ＮＡＬユニットへのポインタを含む。
【０１４２】
　エキストラクタは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１５～１５：２０１４において定めら
れるようなエキストラクタでもよい。このようなエキストラクタには、メディア・エンジ



(40) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

ンが、エキストラクタ、トラック、およびトラックにおけるメディア・データ間の関係を
判定することを可能にする１つ以上のエキストラクタ・パラメータと関連付けることがで
きる。ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１５：２０１４では、track_ref_index、sample_offs
et、data_offset、およびdata_lenghtパラメータを参照する。track_ref_indexパラメー
タは、メディア・データを抽出する必要があるトラックを発見するためにトラック参照と
して使用することができる。sample_offsetパラメータは、情報のソースとして使用する
ことができるトラックにおけるメディア・データの相対インデックスを示す(provide)こ
とができる。data_offsetパラメータは、基準メディア・データ内においてコピーする最
初のバイトのオフセットを示す（抽出がそのサンプルにおけるデータの最初のバイトから
始まる場合、オフセットは０の値を取る。オフセットは、ＮＡＬユニット長フィールドの
開始を知らせる）。data_lengthパラメータは、コピーするバイト数を示す（このフィー
ルドが０の値を取る場合、１つの参照されたＮＡＬユニット全体をコピーする（即ち、コ
ピーする長さは、データ・オフセットによって参照される長さフィールドから取り込まれ
る））。
【０１４３】
　ベース・トラックにおけるエキストラクタは、メディア・エンジンによって解析され、
ＮＡＬユニット、具体的には、参照するタイル・トラックのＶＣＬ ＮＡＬユニットにお
けるメディア・データ（オーディオ、ビデオ、および／またはテキスト・データ）を含む
ＮＡＬユニットを識別するために使用することができる。したがって、エキストラクタの
シーケンスは、メディア・デバイスにおけるメディア・エンジンが、ＮＡＬユニットを識
別し、エキストラクタのシーケンスによって定められるようにＮＡＬユニットを順番に並
べること、そしてデコーダ・モジュールの入力に供給される準拠ビットストリーム(compl
iant bitstream)を生成することを可能にする。
【０１４４】
　ビデオ・モザイクは、１つ以上のタイル・トラック（特定のタイル位置と関連つけけら
れたタイル・ストリームを表す）、およびマニフェスト・ファイルにおいて識別されるベ
ース・トラックからメディア・データを要求し、シーケンス情報、具体的には、エキスト
ラクタに基づいてタイル・ストリームのＮＡＬユニットを順番に並べることによって、デ
コーダ・モジュールに合ったビットストリームを形成するために、形成することができる
。デコーダに合ったビットストリームとは、そのデコーダによってデコード可能な（デコ
ードすることができる）ビットストリームを意味する。言い換えると、デコーダによって
使用されるコデックに準拠したビットストリームである。ビデオ・モザイクのタイルド・
ビデオ・フレームにおける全てのタイル位置が必ずしもビジュアル・コンテンツを含む訳
ではない。特定のビデオ・モザイクがタイルド・ビデオ・フレームにおける特定のタイル
位置でビジュアル・コンテンツを必要としない場合、メディア・エンジンは、そのタイル
位置に対応するエキストラクタを単純に無視すればよい。
【０１４５】
　例えば、図７Ｂの例では、クライアント・デバイスがビデオ・モザイクを形成するため
にタイル・ストリームＡおよびＢを選択したとき、ベース・ストリームおよびタイル・ス
トリーム１および２を要求することができる。メディア・エンジンは、デコーダ・モジュ
ールに合ったビットストリームを形成するために、ベース・ストリームにおいて、タイル
・トラック１およびタイル・トラック２のメディア・データを参照するエキストラクタを
使用することができる。デコーダに合ったビットストリームとは、そのデコーダによって
デコード可能な（デコードすることができる）ビットストリームを意味する。言い換える
と、デコーダによって使用されるコデック（例えば、ＨＥＶＣ）に準拠したビットストリ
ームである。タイル・ストリームＣおよびＤのメディア・データがないことは、デコーダ
・モジュールによって「欠落データ」として解釈されればよい。トラック（各トラックは
１つのタイル・ストリームのメディア・データを含む）におけるメディア・データは独立
してデコード可能であるので、１つ以上のトラックからのメディア・データがなくても、
デコーダ・モジュールが引き出すことができるトラックのメディア・データをデコードす
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るのを妨げることにはならない。
【０１４６】
　図７Ｃは、本発明の一実施形態によるマニフェスト・ファイルの例を模式的に図示する
。具体的には、図７Ｃは、複数のタイル・ストリーム（この例では、４つのＨＥＶＣタイ
ル・ストリーム）を定める複数のアダプテーション・セット７４０２～７４０５エレメン
トを定めるＭＰＤを図示する。ここでは、アダプテーション・セットは、特定のメディア
・コンテンツ、例えば、ビデオＡ、Ｂ、Ｃ、またはＤと関連つけけることができる。更に
、各アダプテーション・セットは、１つ以上のリプリゼンテーション(Representation)、
即ち、アダプテーション・セットにリンクされるメディア・コンテンツの１つ以上のコー
ディングおよび／または品質の変異(variant)も含むことができる。したがって、アダプ
テーション・セットにおけるリプリゼンテーションは、タイル・ストリーム識別子、例え
ば、ＵＲＬの一部に基づいてタイル・ストリームを定めることができ、ネットワーク・ノ
ードにタイル・ストリームのセグメントを要求するために、クライアント・デバイスによ
って使用することができる。図７Ｃの例では、アダプテーション・セットの各々が、１つ
のリプリゼンテーションを含む（タイル・ストリームが以下のビデオ・モザイクを形成す
ることができるように、特定のタイル位置と関連つけけられた１つのタイル・ストリーム
を表す）。
【表２】

 
【０１４７】
　タイル・ストリームは、図７Ｂを参照して説明したような、ＨＥＶCメディア・フォー
マットを使用して、ネットワーク・ノード上に格納することができる。
【０１４８】
　ＭＰＤにおけるタイル位置記述子は、１つ以上の空間関係記述（ＳＲＤ）記述子７４２

１～７４２５として、フォーマットすることができる。ＳＲＤ記述子は、マニフェスト・
ファイルにおいて定められた異なるビデオ・エレメント間に特定の空間関係が存在するこ
とをクライアント・デバイスに知らせるために、EssentialPropertyエレメント（記述子
を処理するときクライアント・デバイスによって理解されることが必要な情報）、または
 SupplementalPropertyエレメント（記述子を処理するときこれを知らないクライアント
・デバイスによって破棄されてもよい情報）として使用することができる。一実施形態で
は、schemeldUri “urn:mpeg:dash:srd:2014”を含む空間関係記述子を、タイル位置記述
子をフォーマットするためのデータ構造として使用することができる。
【０１４９】
　タイル位置記述子は、ＳＲＤ記述子における数値パラメータに基づいて定めることがで
きる。ＳＲＤ記述子は、互いに空間関係を有するビデオ・エレメントをリンクするSource
_idパラメータを含むパラメータのシーケンスを構成する(comprise)ことができる。例え
ば、図７Ｃにおいて、各ＳＲＤ記述子におけるSource_idは、「１」の値に設定され、こ
れらのアダプテーション・セットが、所定の空間関係を有する１組のタイル・ストリーム
を形成することを示す。Source_idパラメータの後ろには、タイル位置パラメータｘ，ｙ
，ｗ，ｈが続くことができ、これらの位置パラメータは、ビデオ・フレームの画像領域に
おけるビデオ・エレメント（タイル）の位置を定めることができる。これらの座標から、
タイルの寸法（サイズ）も判定することができる。ここで、座標値ｘ，ｙは、ビデオ・フ
レームの画像領域における小区域（タイル）の原点を定めることができ、寸法値ｗおよび
ｈは、このタイルの幅および高さを定めることができる。タイル位置パラメータは、所与
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の任意の単位、例えば、画素単位で表すことができる。クライアント・デバイスは、ＭＰ
Ｄにおいて定められたタイル・ストリームに基づいて、ユーザがビデオ・モザイクを構成
する(compose)ことを可能にするＧＵＩを生成するために、ＭＰＤにおける情報、具体的
には、ＳＲＤ記述子における情報を使用することができる。
【０１５０】
　第１アダプテーション・セット７４０１のＳＲＤ記述子７４２１におけるタイル位置パ
ラメータｘ，y，ｗ，ｈ，Ｗ，Ｈは、０に設定されることにより、このアダプテーション
・セットはビジュアル・コンテンツを定めないが、他のアダプテーション・セット７４０

２～７４０５に定められているトラックにおけるメディア・データを参照するエキストラ
クタのシーケンスを含むベース・トラックを定めることを、クライアント・デバイスに知
らせる（図７Ｂを参照して説明したのと同様の方法で）。
【０１５１】
　タイル・ストリームのデコーディングには、デコーダがタイル・ストリームのビジュア
ル・サンプルをデコードするために必要とするメタデータが要求されることがある。この
ようなメタデータは、タイル格子（タイルの数および／またはタイルの寸法）、ビデオ分
解能（または更に一般的に、全ての非ＶＣＬ ＮＡＬユニット、即ち、ＰＰＳ、ＳＰＳ、
およびＶＰＳ）、デコーダ準拠ビットストリームを形成するためにＶＣＬ ＮＡＬユニッ
トを連結しなければならない順序（例えば、本開示の他のところで説明したようなエキス
トラクタ等を使用する）に関する情報を含むとよい。メタデータがタイル・ストリーム自
体の中にない場合（例えば、イニシャライゼーション・セグメント(Initialization Segm
ent)を媒介とする）、タイル・ストリームは、そのメタデータを含むベース・ストリーム
に依存する場合がある。タイル・ストリームのベース・ストリームに対する依存性は、依
存性パラメータによってＤＡＳＨクライアントに知らせることができる。この特定的な依
存性パラメータを、本願全体を通じて、メタデータ依存性パラメータとも呼ぶ。メタデー
タ依存性パラメータ（ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ規格では、この理由のために使用することがで
きるパラメータは、dependencyIdパラメータと呼ばれることもある）は、ベース・ストリ
ームを１つ以上のタイル・ストリームにリンクすることができる。
【０１５２】
　アダプテーション・セット７４０２～７４０５において定められるリプリゼンテーショ
ンは、リプリゼンテーション（タイル・ストリーム）をデコードするために必要とされる
メタデータを含むいわゆるベース・トラック７４６１を定めるアダプテーション・セット
７４０１におけるリプリゼンテーションid="mosaic-base"を逆に参照する dependencyld
パラメータ７４４２～７４４５（dependencyld="mosaic-base"）を含む。ＭＰＥＧ ＤＡ
ＳＨ仕様におけるdependencyIdの使用事例の１つは、アダプテーション・セット内におけ
るリプリゼンテーションのコーディング依存性をクライアント・デバイスに知らせるため
に使用された。例えば、レイヤ間依存性があるスケーラブル・ビデオ・コーディング(Sca
lable Video Coding)が一例であった。
【０１５３】
　しかしながら、図７Ｃの実施形態では、dependencyId属性またはパラメータの使用は、
マニフェスト・ファイルにおけるリプリゼンテーション（即ち、マニフェスト・ファイル
における異なるアダプテーション・セット）が依存リプリゼンテーション、即ち、これら
のリプリゼンテーションをデコードおよび再生するためにメタデータを含む関連ベース・
ストリームを必要とするリプレゼンテーションであることをクライアント・デバイスに知
らせるために使用される。
【０１５４】
　つまり、図７Ｃの例におけるdependencyId属性がクライアント・デバイスに知らせるこ
とができるのは、記憶媒体上に１つ以上のベース・トラックとして格納されるかもしれず
、１つ以上のベース・ストリームとしてクライアント・デバイスに送信されるかもしれな
いメタデータに、複数のアダプテーション・セット（各々特定のコンテンツと関連する）
における複数のリプリゼンテーションが依存する可能性があるということである。これら
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異なるアダプテーション・セットにおける依存リプリゼンテーションのメディア・データ
が、同じベース・トラックに依存することもある。したがって、依存リプリゼンテーショ
ンが要求されたとき、クライアントにマニフェスト・ファイルにおいて対応するＩＤを有
するベース・トラックを検索するように促してもよい。
【０１５５】
　更に、dependencyId属性は、その場合に同じdependencyId属性を有する複数の異なるタ
イル・ストリームが要求されたとき、これらのタイル・ストリームに関連するメディア・
データをバッファし、デコーダ準拠ビットストリームに処理し、１つのデコーダ・モジュ
ール（１つのデコーダ・インスタンス）によって、再生のためにタイルド・ビデオ・フレ
ームのシーケンスにデコードしなければならないことを、クライアント・デバイスに知ら
せることもできる。
【０１５６】
　タイル・ストリームのメディア・データ、および関連ベース・ストリームのメタデータ
（例えば、ベース・ストリームを定めるアダプテーション・セットを指し示すdependency
Id属性を有するタイル・ストリーム）を受信したとき、メディア・エンジンはベース・ト
ラックにおけるエキストラクタを解析することができる。各エキストラクタをＶＣＬ Ｎ
ＡＬユニットにリンクすることができるので、エキストラクタのシーケンスは、要求され
たタイル・ストリーム（トラック７４６２～７４６４において定められる）のＶＣＬ Ｎ
ＡＬユニットを識別し、これらを順番にならべ、順番にならべたＮＡＬユニットのペイロ
ードを、デコーダ・モジュールがビットストリームを１つ以上のディスプレイ・デバイス
上でビデオ・モザイクとしてレンダリングすることができるタイルド・ビデオ・フレーム
にデコードするために必要なメタデータ、例えば、タイル位置情報を含むビットストリー
ム（例えば、ＨＥＶＣ準拠ビットストリーム）に連結するために使用することができる。
【０１５７】
　このように、dependencyID属性は、リプリゼンテーション・レベルでベース・ストリー
ムをタイル・ストリームとリンクする。したがって、ＭＰＤでは、メタデータを含むベー
ス・ストリームは、リプリゼンテーションｉｄと関連つけけられたリプリゼンテーション
を含むアダプテーション・セットとして記述することができ、メディア・データを含むタ
イル・ストリームは、アダプテーション・セットとして記述することができ、異なるアダ
プテーション・セットが異なるコンテンツ・ソース（異なるエンコーディング・プロセス
）から生ずることもある。各アダプテーション・セットは、少なくとも１つのリプリゼン
テーションと、ベース・ストリームのリプリゼンテーションｉｄを参照する関連dependen
cyId属性とを含むことができる。
【０１５８】
　タイルド・メディア・ストリームのコンテキスト内では、他のタイプのデコーディング
依存性（独立性）もあり得る。例えば、２つの異なるフレームにわたるタイル境界を跨ぐ
メディア・データのデコーディング依存性がある。この場合、１つのタイルのメディア・
データをデコードするには、他の位置にある他のタイルのメディア・データ（例えば、近
隣タイルにおけるメディア・データ）が必要となる場合がある。しかしながら、本開示で
は、特に明記しない限り、タイルド・メディア・ストリームおよび関連タイル・ストリー
ムは独立してエンコードされる。これが意味するのは、ビデオ・フレームにおけるタイル
のメディア・データは、デコーダによって、他のタイル位置にあるタイルのメディア・デ
ータを必要とせずに、デコードできるということである。
【０１５９】
　以上で説明したような方法でdependencyId属性の機能を使用する代わりに、要求された
リプリゼンテーションが、マニフェストにおける他の場所（例えば、他のアダプテーショ
ン・セット）において定められたベース・トラックにおけるメタデータに依存することを
クライアント・デバイスに明示的に知らせるために、新たなbaseTrackdependencyld属性
を定めることができる。baseTrackdependencyld属性は、マニフェスト・ファイルにおけ
るリプリゼンテーションの集合体全域にわたって対応する識別子を有する１つ以上のベー
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ス・トラックを検索するように促す。一実施形態では、baseTrackdependencyld属性は、
リプリゼンテーションをデコードするためにベース・トラックが必要か否か知らせるため
にあり、ベース・トラックは、要求されたリプリゼンテーションと同じアダプテーション
・セットには位置しない。
【０１６０】
　以上で説明したＭＰＤにおけるＳＲＤ情報は、コンテンツ・オーサー(content author)
に、異なるタイル・ストリーム間において特定の空間関係を記述する能力を提供すること
ができる。ＳＲＤ情報は、クライアント・デバイスがタイル・ストリームの所望の空間構
成(spatial composition)を選択するのを補助することができる。しかしながら、ＳＲＤ
情報解析をサポートするクライアント・デバイスは、コンテンツ・オーサーがメディア・
コンテンツを記述するように、レンダリングされるビューを構成する(compose)ことに拘
束されない。図７ＣのＭＰＤは、クライアント・デバイスによって要求される特定のモザ
イク構成を含むことができる。このプロセスについては以下で更に詳しく説明する。例え
ば、ＭＰＤは、図７Ｂを参照して説明したようなビデオ・モザイクを定めることができる
。その場合、図７ＣのＭＰＤは４つのアダプテーション・セットを含み、各々が（オーデ
ィオ）ビジュアル・コンテンツを表すタイル・ストリームおよび特定のタイル位置を参照
する。
【０１６１】
　クライアント・デバイスがタイル・ストリームを異なるメディア・ソースから一層柔軟
に選択することを可能にするために、メディア構成プロセッサ６２２は、異なるメディア
・ソースから生じたモザイク・タイル・ストリーム（異なるエンコーダから生じた）を組
み合わせ、これらを所定のデータ構造（メディア・フォーマット）で格納することができ
る。例えば、一実施形態では、第１組のタイル・トラックと第１ベース・トラック（およ
び関連するマニフェスト・ファイル６１６１）とを含む第１データ構造６１４１（の一部
）と、第２組のタイル・トラックと第２ベース・トラック（およびマニフェスト・ファイ
ル６１６２に関連する）とを含む第２データ構造６１４２（の一部）とを組み合わせ（各
々、図７Ｂに図示したものと同様のメディア・フォーマットを有する）、図６に図示した
ような１つのデータ構造６１４３（および関連マニフェスト・ファイル６１６３）にする
ことができる。このようなデータ構造は、図７Ｄに模式的に図示するメディア・フォーマ
ットを有することができる。
【０１６２】
　一実施形態では、図６のタイル・ストリーム・フォーマッタ６００のメディア構成プロ
セッサ６２２は、異なるビデオ・モザイクのタイル・ストリームを組み合わせて新たなデ
ータ構造７３０にすることができる。例えば、タイル・ストリーム・フォーマッタは、第
１ＨＥＶＣメディア・フォーマットから生じた１組のタイル・ストリーム７３２１～７３
２４と、第２ＨＥＶＣメディア・フォーマット生じた１組のタイル・ストリーム７３４１

～７３４４とを含むデータ構造を生成することができる。各組は、ベース・トラック７３
１１、７３１２と関連付けることができる。
【０１６３】
　既に以上で説明したように、エキストラクタが属するタイル・トラックは、それが参照
する特定のトラックを識別するエキストラクタ・パラメータに基づいて判定することがで
きる。具体的には、track_ref_indexパラメータまたはその同等物は、タイル・トラック
の、特定のＭＡＬユニットにおける、トラックおよび関連メディア・データを発見するた
めのトラック参照として使用することができる。例えば、図７Ｂを参照して説明したトラ
ック・パラメータに基づいて、図７Ｂに図示した４つのタイル・トラックを参照するエキ
ストラクタのエキストラクタ・パラメータは、ＥＸ１＝（１，０，０，０）、ＥＸＴ２＝
（２，０，０，０）、ＥＸＴ３＝（３，０，０，０）、およびＥＸＴ４（４，０，０，０
）というようにすればよい。ここで、値１～４は、track_ref_indexパラメータによって
定められるＨＥＶＣタイル・トラックのインデックスである。更に、最も単純な場合では
、タイルを抽出するときにサンプル・オフセットがなく、データ・オフセットがなく、エ
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キストラクタは、メディア・エンジンにＮＡＬユニット全体をコピーするように命令する
。
【０１６４】
　図８は、本発明の他の実施形態によるタイル・ストリーム・フォーマッタを図示する。
具体的には、図８は、図２～図５を参照して説明したように、少なくとも１つのタイルド
・モザイク・ストリームに基づいてＲＴＰモザイク・タイル・ストリームを生成するため
のタイル・ストリーム・フォーマッタを図示する。このストリーム・フォーマッタは、１
つ以上のフィルタ・モジュール８０４１、８０４２を含むことができ、フィルタ・モジュ
ールは、タイルド・モザイク・ストリーム８０２１、８０２２を受信し、タイルド・モザ
イク・ストリームのタイルド・ビデオ・フレームにおける特定のタイルに関連するメディ
ア・データ８０６１、８０６２を選別するように構成することができる。これらのメディ
ア・データをＲＴＰストリーマ８０８１、８０８２に転送することができ、ＲＴＰストリ
ーマは、所定のメディア・フォーマットに基づいてメディア・データを組み立てることが
できる。図８の実施形態では、選別されたメディア・データは、ＲＴＰストリーム・モジ
ュール８０８１、８０８２によってＲＴＰタイル・ストリーム８１０１、８１０２にフォ
ーマットすることができる。ＲＴＰストリーム８２０１、８２０２は、記憶媒体８１２、
例えば、クライアント・デバイスのグループにＲＴＰストリームをマルチキャストするよ
うに構成されたマルチキャスト・ルータによってキャッシュすることができる。
【０１６５】
　マニフェスト・ファイル・ジェネレータ８１６は、ＲＴＰタイル・ストリームを識別す
るためのタイル・ストリーム識別子を含む１つ以上のマニフェスト・ファイル８２２１、
８２２２を生成することができる。一実施形態では、タイル・ストリーム識別子は、ＲＴ
ＳＰ ＵＲＬ（例えば、rtsp://example.com/mosaic-videoA1.mp4/）であってもよい。ク
ライアント・デバイスは、ＲＴＳＰクライアントを含み、ＲＴＳＰ　ＵＲＬを使用してＲ
ＴＳＰ ＳＥＴＵＰメッセージを送出することによって、ユニキャストＲＴＰストリーム
を初期化することができる。あるいは、タイル・ストリーム識別子は、タイル・ストリー
ムがマルチキャストされるＩＰマルチキャスト・アドレスでもよい。クライアント・デバ
イスは、ＩＰマルチキャストに加入し、ＩＧＭＰまたはＭＬＰプロトコルを使用すること
によってマルチキャストＲＴＰストリームを受信することができる。マニフェスト・ファ
イルは、更に、タイル・ストリームについてのメタデータ、例えば、タイル位置記述子、
タイル・サイズ情報、メディア・データの品質レベル等を含むことができる。
【０１６６】
　加えて、マニフェスト・ファイルは、メディア・エンジンが、デコーダ・モジュールの
入力に供給されるビットストリームを形成するために、選択したＲＴＰタイル・ストリー
ムからＮＡＬユニットのシーケンスを判定することを可能にするために、シーケンス情報
を含むことができる。あるいは、シーケンス情報は、メディア・エンジンによって判定さ
れてもよい。例えば、ＨＥＶＣ仕様は、準拠ＨＥＶＣビットストリームにおけるタイルド
・ビデオ・フレームのＨＥＶＣタイルをラスタ・スキャン順に並べることを命令する。言
い換えると、１つのタイルド・ビデオ・フレームに関連するＨＥＶＣタイルは、左上のタ
イルから始まり右下のタイルへ、１行ずつ、左から右の順で、ビットストリームに順番に
並べられる。メディア・エンジンは、タイルド・ビデオ・フレームを形成するためにこの
情報を使用することができる。
【０１６７】
　異なる中間ビデオ・ストリームからの対応するフレームが正しく平行ＲＴＰタイル・ス
トリームにカプセル化するように、図８のシステムにおけるＲＴＰストリーマ・モジュー
ルが適正に同期して動作することを確保するためには、これらＲＴＰストリーマ・モジュ
ールの間において調整が必要になることもある。調整は、既知のタイムスタンプ技法を使
用して、対応するフレームに同じＲＴＰタイムスタンプを供給することによって行うこと
ができる。異なるメディア・ストリームからのＲＴＰタイムスタンプは、異なるレートで
前進し(advance)、通常独立したランダム・オフセットを有することができる。したがっ
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て、ＲＴＰタイムスタンプは１つのストリームのタイミングを再現するのに十分であろう
が、異なるメディア・ストリームからのＲＴＰタイムスタンプの直接比較は、同期のため
には有効ではない。代わりに、ＲＴＰタイムスタンプに対応するデータがサンプリングさ
れたときを表す基準クロック（壁時計）からのタイムサンプルとＲＴＰタイムスタンプと
を対にすることによって、ストリーム毎に、ＲＴＰタイムスタンプをサンプリング・イン
スタンスに関係付けることができる。基準クロックは、同期されなければならない全ての
ストリームで共有することができる。他の実施形態では、クライアント・デバイスが、Ｒ
ＴＰタイムスタンプと、ＲＴＰタイムスタンプと異なるＲＴＰタイル・ストリームとの間
の関係とを追跡することを可能にする１つ以上のマニフェスト・ファイルを生成すること
もできる。図８のシステムにおける異なるモジュール間の調整は、メディア構成プロセッ
サ８２２によって制御することができる。
【０１６８】
　図９は、本発明の一実施形態によるＲＴＰタイル・ストリームの形成を図示する。図９
に示すように、タイルド・ビデオ・ストリームのＮＡＬユニット９０２１、９０４１、９
０６１を選別し、別個のＮＡＬユニットに分離する。即ち、デコーダ・モジュールによっ
てそのコンフィギュレーションを設定するために使用されるメタデータを含む非ＶＣＬ 
ＮＡＬユニット９０２２（ＶＰＳ，ＰＰＳ，ＳＰＳ）と、ＶＣＬ－ＮＡＬユニット９０４

２、９０６２とに分離する。ここで、各ＶＣＬ ＮＡＬユニットは１つのタイルを搬送し
、各ＶＣＬ－ＮＡＬユニットにおけるスライスのヘッダは、スライス位置情報、即ち、フ
レームにおけるスライスの位置に関する情報を含む。フレームにおけるスライスの位置は
、スライス毎に１つのタイルの場合、タイルの位置と一致する。
【０１６９】
　その後、ＶＣＬ ＮＡＬユニットをＲＴＰストリーマ・モジュールに供給することがで
きる。ＲＴＰストリーマ・モジュールは、各々１つのタイルのメディア・データを含むＮ
ＡＬユニットを、ＲＴＰタイル・ストリーム９１０、９１２のＲＴＰパケットにパケット
化するように構成されている。例えば、図９に示すように、第１タイルＴ１に関連するＶ
ＣＬ ＮＡＬユニットは第１ＲＴＰストリーム９１０において多重化され、第２タイルＴ
２に関連するＶＣＬ ＮＡＬユニットは第２ＲＴＰストリーム９１２において多重化され
る。同様に、非ＶＣＬ－ＮＡＬユニットは、非ＶＣＬ－ＮＡＬユニットをそのペイロード
として有するＲＴＰパケットを含む１つ以上のＲＴＰストリーム９０８に多重化される。
このように、ＲＴＰタイル・ストリームを形成することができ、各ＲＴＰタイル・ストリ
ームは特定のタイル位置と関連付けられる。例えば、ＲＴＰタイル・ストリーム９１０は
、第１タイル位置にあるタイルＴ１に関連するメディア・データを含むことができ、ＲＴ
Ｐタイル・ストリーム９１２は、第２タイル位置にあるタイルＴ２に関連するメディア・
データを含むことができる。
【０１７０】
　ＲＴＰパケットのヘッダは、単調にそして線形に時間的に増加する時間を表すＲＴＰタ
イムスタンプを含むことができるので、これを同期の目的に使用することができる。ＲＴ
Ｐパケットのヘッダは、更に、パケットの逸失を検出するために使用することができるシ
ーケンス番号も含むことができる。
【０１７１】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、本発明の一実施形態にしたがって、マニフェスト・フィアルに
基づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイスを図
示する。具体的には、図１０Ａはメディア・デバイス１０００を図示する。メディア・デ
バイス１０００は、ＨＡＳセグメント化タイル・ストリームを要求および受信するＨＡＳ
クライアント・デバイス１００２、および異なるタイル・ストリームのＮＡＬユニットを
１つのビットストリームに組み合わせるＮＡＬコンバイナ１０１８と、ビットストリーム
をタイルド・ビデオ・フレームにデコードするデコーダ１０２２とを含むメディア・エン
ジン１００３を含む。メディア・エンジンは、メディア・デバイスに関連するディスプレ
イ１００４上でビデオをレンダリングするために、ビデオ・フレームをビデオ・バッファ
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（図示せず）に送ることができる。
【０１７２】
　ユーザ・ナビゲーション・プロセッサ１０１７は、ＨＡＳセグメント１０１０１～１０
１０３としてネットワーク・ノード１０１１の記憶媒体上に格納することができる複数の
モザイク・タイル・ストリームから１つ以上のモザイク・タイル・ストリームを選択する
ために、ユーザがグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）と対話処理するこ
とを可能にすることができる。タイル・ストリームは、独立してアクセス可能なタイル・
トラックとして格納することができる。メタデータを含むベース・トラックは、タイル・
トラックとして格納されているメディア・データに基づいて、メディア・エンジンがデコ
ーダに合わせてビットストリームを組み立てることを可能にする（図７～図７Ｃを参照し
て詳しく説明した通り）。以下で更に詳しく説明するが、クライアント・デバイスは、ベ
ース・トラックのメタデータ、および選択したモザイク・タイル・ストリームのメディア
・データを要求および受信（バッファ）するように構成することができる。メディア・デ
ータおよびメタデータは、メディア・エンジンによって、選択したモザイク・タイル・ス
トリームのメディア・データ、具体的には、タイル・ストリームのＮＡＬユニットを、ベ
ース・トラックにおける情報に基づいて組み合わせて、デコーダ・モジュール１０２２へ
の入力のためのビットストリームにするために使用される。
【０１７３】
　クライアント・デバイスのマニフェスト・ファイル・リトリーバ(retriever)１０１４
は、所望のビデオ・モザイクのタイル・ストリームを引き出すためにクライアントによっ
て使用することができる少なくとも１つのマニフェスト・ファイルをクライアント・デバ
イスに供給するように構成されたネットワーク・ノードに要求を送るために、例えば、Ｇ
ＵＩと対話処理するユーザによって、動作可能にする(activate)ことができる。あるいは
、他の実施形態では、マニフェスト・ファイルを別の通信チャネル（図示せず）を介して
クライアント・デバイスに送る（プッシュする）こともできる。例えば、一実施形態では
、クライアント・デバイスとネットワーク・ノードとの間に（双方向）Ｗｅｂｓｏｃｋｅ
ｔ通信チャネルを形成するのでもよく、マニフェスト・ファイルをクライアント・デバイ
スに送信するために使用することができる。
【０１７４】
　マニフェスト・ファイル（ＭＦ）マネージャ１００６は、マニフェスト・ファイルのク
ライアント・デバイスへの配給を制御することができる。ネットワーク・ノード１０１１
の記憶媒体上に格納されているタイル・ストリームのマニフェスト・ファイル１０１２１

～１０１２４を管理するように構成されたマニフェスト・ファイル（ＭＦ）マネージャが
、マニフェスト・ファイルのクライアント・デバイスへの配給を制御することもできる。
マニフェスト・ファイル・マネージャは、ネットワーク・ノード１０１１上または別個の
マニフェスト・ファイル・サーバ上で実行するネットワーク・アプリケーションとして実
装することもできる。
【０１７５】
　一実施形態では、マニフェスト・ファイル・マネージャは、所望のビデオ・モザイクを
形成するために必要とされるストリームを要求するためにクライアント・デバイスが必要
とする情報を含む専用マニフェスト・ファイル（「カスタム化」マニフェスト・ファイル
）を、クライアント・デバイスのために（動作中に）生成するように構成することもでき
る。一実施形態では、マニフェスト・ファイルがＳＲＤ収容ＭＰＤの形態を有することも
できる。
【０１７６】
　マニフェスト・ファイル・マネージャは、このような専用マニフェスト・ファイルを、
クライアント・デバイスの要求における情報に基づいて生成することができる。クライア
ント・デバイスからビデオ・モザイクを求める要求を受けたとき、マニフェスト・ファイ
ル・マネージャはこの要求を解析し、この要求における情報に基づいて、要求されたビデ
オ・モザイクの構成(composition)を判定し、マニフェスト・ファイル１０１２１～１０
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１２３に基づいて、マニフェスト・ファイル・マネージャによって管理される専用マニフ
ェスト・ファイルを生成し、応答メッセージにおいてこの専用マニフェスト・ファイルを
クライアント・デバイスに返送することができる。このような専用マニフェスト・ファイ
ル、具体的には、専用ＳＲＤ型ＭＰＤの例について、図７Ｃを参照して詳しく説明する。
【０１７７】
　一実施形態では、クライアント・デバイスが、要求されたビデオ構成を、マニフェスト
・ファイル・マネージャへのｈｔｔｐ ＧＥＴ要求におけるＵＲＬとしてエンコードする
ことができる。この要求ビデオ構成情報は、ＵＲＬのクエリ・ストリング引数によって、
またはＨＴＴＰ ＧＥＴ要求に挿入される特定のＨＴＴＰヘッダにおいて送信することが
できる。他の実施形態では、クライアントが、要求されたビデオ構成を、マニフェスト・
ファイル・マネージャへのＨＴＴＰ ＰＯＳＴ要求におけるパラメータとしてエンコード
することもできる。
【０１７８】
　ＨＴＴＰ ＰＯＳＴ応答において、マニフェスト・ファイル・マネージャはＵＲＬを供
給することができ、クライアント・デバイスは、このＵＲＬを使用して、恐らくはＨＴＴ
Ｐリディレクション・メカニズムを使用して、要求されたビデオ構成を含むマニフェスト
・ファイルを引き出すことができる。あるいは、マニフェスト・ファイルは、ＰＯＳＴ要
求の応答本体において供給することもできる。この要求に応答して、マニフェスト・ファ
イル・リトリーバは、要求されたマニフェスト・ファイルを受信し、これによって、ユー
ザおよび／または（ソフトウェア）アプリケーションによって選択されたモザイク・タイ
ル・ストリームを引き出すことができることをクライアント・デバイスに知らせることが
できる。
【０１７９】
　一旦マニフェスト・ファイルを受信したなら、ＭＦリトリーバは、ベース・トラックの
メディア・データと選択されたモザイク・タイル・ストリームとを含むＨＡＳセグメント
をネットワーク・ノードに要求するために、クライアント・デバイスのセグメント・リト
リーバ１０１６を動作可能にすることができる。このプロセスにおいて、セグメント・リ
トリーバは、マニフェスト・ファイルを解析し、セグメント要求、例えば、ＨＴＴＰ Ｇ
ＥＴ要求を生成してネットワーク・ノードに送り、応答メッセージ、例えば、ＨＴＴＰ 
ＯＫ応答メッセージにおいて、要求したセグメントをネットワーク・ノードから受信する
ために、セグメント識別子および位置情報、例えば、ネットワーク・ノードのＵＲＬ（の
一部）を使用することができる。このように、要求されたタイル・ストリームに関連する
複数の連続ＨＡＳセグメントをクライアント・デバイスに送信することができる。引き出
されたセグメントは、一時的にバッファ１０２０に格納することができ、メディア・エン
ジンのＮＡＬコンバイナ・モジュール１０１８は、ベース・トラックにおける情報、具体
的には、ベース・トラックにおけるエキストラクタに基づいてタイル・ストリームのＮＡ
Ｌユニットを選択し、ＮＡＬユニットを、デコーダ・モジュール１０２２によってデコー
ドすることができる順列ビットストリーム(ordered bitstream)に連結することによって
、セグメントにおけるＮＡＬユニットをＨＥＶＣ準拠ビットストリームに組み入れること
ができる。
【０１８０】
　図１０Ｂは、図１０Ａに示したようなメディア・デバイスによって実行することができ
るプロセスを模式的に図示する。クライアント・デバイスは、ビデオ・モザイク１０２６
（の一部）をメディア・デバイスのディスプレイ上でレンダリングするためにＨＡＳクラ
イアント・デバイスおよびメディア・エンジンによって使用することができる、１つ以上
のタイル・ストリーム、具体的には、１つ以上のタイル・ストリームのＨＡＳセグメント
を選択するために、マニフェスト・ファイル、例えば、多重選択マニフェスト・ファイル
(multiple choice manifest file)を使用することができる。図１０Ｂに示すように、マ
ニフェスト・ファイル（例えば、図７Ｃを参照して説明したようなマニフェスト・ファイ
ル）に基づいて、クライアント・デバイスは、ネットワーク・ノード上でＨＡＳセグメン
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ト１０２０、１０２２１～１０２２４、１０２４１～１０２４４として格納されている１
つ以上のタイル・ストリームを選択することができる。選択されたＨＡＳセグメントは、
１つ以上の非ＶＣＬユニット１０２０を含むＨＡＳセグメントと、１つ以上のＶＣＬ Ｎ
ＡＬユニットを含むＨＡＳセグメント（例えば、図１０Ｂでは、ＶＣＬ ＮＡＬユニット
は、選択されたタイルＴａ１ １０２２１、Ｔｂ２ １０２４２、およびＴａ４ １０２２

４と関連付けられている）とを含むことができる。
【０１８１】
　図７Ｂを参照して説明したメディア・フォーマットに基づいて、異なるタイル・ストリ
ームに関連するＨＡＳセグメントを格納することができる。このメディア・フォーマット
に基づいて、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１２またはＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１５規
格のような、メディア・フォーマットにしたがって、個々にアドレス可能なトラックを含
むタイル・ストリームを格納することができる。異なるタイル・トラックに格納されてい
るメディア・データ、即ち、ＶＣＬ ＮＡＬユニット間の関係は、ベース・トラックにお
ける情報によって示される(provide)。したがって、タイル・ストリームの選択の後、ク
ライアント・デバイスは、ベース・トラックと、選択したタイルに関連するタイル・トラ
ックとを要求することができる。一旦クライアント・デバイスが選択したタイルのＨＡＳ
セグメントを受信し始めたなら、ベース・トラックにおける情報、具体的には、ベース・
トラックにおけるエキストラクタを使用して、ＶＣＬ ＮＡＬユニットを、タイルド・ビ
デオ・フレーム１０２８を定めるＮＡＬデータ構造１０２６に組み入れ、連結することが
できる。このように、エンコード・タイルド・ビデオ・フレームを含む準拠ビットストリ
ームをデコーダ・モジュールに供給することができる。
【０１８２】
　カスタム化マニフェスト・ファイルの代わりに、多重選択マニフェスト・ファイルに基
づいてビデオ・モザイクを引き出すこともできる。このプロセスの例を図１０Ｃに図示す
る。具体的には、この図は、多重選択マニフェスト・ファイルを使用して、２つ以上の異
なるデータ構造に基づいたビデオ・モザイクの形成を図示する。この実施形態では、少な
くとも第１ビデオＡのタイル・ストリームおよび第２ビデオＢのタイル・ストリームを、
それぞれ、第１および第２データ構造１０３０１、１０３０２として格納することができ
る。各データ構造は、複数のタイル・トラック１０３４１、１０３４２～１０４２１、１
０４２２を含むことができ、各トラックは、特定のタイル位置と関連付けられた特定のタ
イル・ストリームのメディア・データを含むことができる。更に、各データ構造は、シー
ケンス情報、即ち、異なるタイル・ストリームのＮＡＬユニットをどのようにデコーダ準
拠ビットストリームに組み入れることができるか、メディア・エンジンに知らせるための
情報を含む、ベース・トラック１０３２１、１０３２２も含むことができる。好ましくは
、第１および第２データ構造は、図７Ｂを参照して説明したものと同様のＨＥＶＣメディ
ア・フォーマットを有する。その場合、図７Ｃを参照して説明したようなＭＰＤを使用し
て、特定のトラックに格納されているメディア・データをどのようにして引き出すか、ク
ライアントに知らせることができる。
【０１８３】
　各タイル・トラックはトラック・インデックスを含むことができ、ベース・トラック(b
asis track)におけるエキストラクタは、トラック・インデックスによって識別される特
定のトラックを識別するためにトラック参照を含む。例えば、先に図７Ｂを参照して説明
したトラック・パラメータに基づいて、第１タイル・トラック（インデックス値「１」と
関連付けられた）を参照する第１エキストラクタのエキストラクタ・パラメータをＥＸ１
＝（１，０，０，０）として定めることができ、第２タイル・トラック（インデックス値
「２」と関連付けられた）を参照する第２エキストラクタをＥＸＴ２＝（２，０，０，０
）として定めることができ、第３タイル・トラック（インデックス値「３」と関連付けら
れた）を参照する第３エキストラクタをＥＸＴ３＝（３．０，０．０）として定めること
ができ、第４タイル・トラック（インデックス値「４」と関連付けられた）を参照する第
４エキストラクタをＥＸＴ４＝（４．０，０，０）として定めることができる。ここで、
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値１～４は、タイル・トラックのインデックスである（track_ref_indexパラメータによ
って定められる）。更に、この特定的な実施形態では、タイルを抽出するときにサンプル
・オフセットがなく、データ・オフセットがなく、エキストラクタはクライアント・デバ
イスにＮＡＬユニット全体をコピーするように命令すると仮定する。
【０１８４】
　各ＨＥＶＣファイルは、同じタイル・インデックシング方式、例えば、１からｎまでの
トラック・インデックス値を使用し、各トラック・インデックスは、特定のタイル位置に
あるタイル・ストリームのメディア・データを含むタイル・トラックを参照する。タイル
・トラックの順序１からｎは、タイルがタイルド・ビデオ・フレームに並べられる順序（
例えば、ラスタ・スキャン順）を定めることができる。言い換えると、例えば、図７Ｂに
示すような２×２モザイクの場合、全ての左上タイルは、インデックスが１のトラックに
格納され、全ての右上タイルは、インデックスが２のトラックに格納され、全ての左下タ
イルは、インデックスが３のトラックに格納され、全ての右下タイルは、インデックスが
４のトラックに格納されなければならない。したがって、例えば、図４を参照して説明し
たように、タイリング・モジュールの共通コンフィギュレーションを使用してタイル・ス
トリームを生成し、ＨＥＶＣメディア・フォーマットのような共通メディア・フォーマッ
トに基づいて格納するとき、第１および第２データ構造のベース・トラックは同一であり
、ビデオＡのトラックおよび／またはビデオＢのトラックをアドレスするために使用する
ことができる。これらの条件は、例えば、同一の設定値を有するエンコーダ／タイル・ス
トリーム・フォーマッタに基づいてデータ構造を生成することによって、満たすことがで
きる。
【０１８５】
　その場合、クライアント・デバイスは、第１および第２データ構造のフォーマットを変
えることなく、即ち、メディア・データを物理的に記憶媒体上に格納する方法を変更する
ことなく、タイル・トラックの組み合わせを第１データ構造および第２データ構造から引
き出すことができる。クライアント・デバイスは、図１０Ｃに模式的に図示するように、
多重選択マニフェスト・ファイル１０４２（ＭＣ－ＭＦ）に基づいて、異なるデータ構造
から生じたタイル・トラックの組み合わせを選択することができる。このようなマニフェ
スト・ファイルは、１つのタイル位置に対して複数のタイル・ストリームを定めることを
特徴とする。これは、マニフェスト・ファイルが、実際には、１つのタイル位置に対して
ユーザが異なるタイル・ストリームを選択することを可能にする多重選択マニフェスト・
ファイルであることを、クライアント・デバイスにトリガすることができる。あるいは、
マニフェスト・ファイルが、ビデオ・モザイクを構成する(compose)ために使用すること
ができる多重選択マニフェスト・ファイルであることをクライアント・デバイスに知らせ
るために、多重選択マニフェスト・ファイルが識別子またはフラグを有することもできる
。クライアント・デバイスがマニフェスト・ファイルを多重選択マニフェスト・ファイル
として識別した場合、メディア・デバイスにおいて、所望のビデオ・モザイクを構成する
(compose)ことができるように、異なるタイル位置に対してユーザがタイル・ストリーム
識別子（タイル・ストリームを表す）を選択することを可能にするＧＵＩアプリケーショ
ンを起動する(trigger)ことができる。続いて、クライアント・デバイスのセグメント・
リトリーバ１０１６は、選択されたタイル・ストリーム識別子を使用して、セグメント要
求、例えば、ＨＴＴＰ要求をネットワーク・ノードに送ることができる。
【０１８６】
　図１０Ｃの例に示すように、マニフェスト・ファイル１０４２は、少なくとも１つのベ
ース・ファイル識別子１０４４、例えば、ビデオＡのベース・ファイル・モザイク－ベー
ス．ｍｐ４(base file mosaic-base. mp4 of video A)、ビデオＡ１０４６のタイル・ス
トリーム識別子、およびビデオＢ１０４８のタイル・ストリーム識別子を含むことができ
る。各タイル・ストリーム識別子は、タイル位置と関連付けられる。この例では、タイル
位置１、２、３、および４は、それぞれ、左上、右上、左下、および右下のタイル位置を
参照することができる。したがって、図７Ｂに図示した専用マニフェスト・ファイル構造
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（カスタム化マニフェスト・ファイル）が、特定のビデオ・モザイクを求めるクライアン
ト・デバイスの要求に応答して生成されるのとは対照的に、多重選択マニフェスト・ファ
イル１０４２は、クライアント・デバイスが、複数のタイル・ストリームから異なるタイ
ル位置におけるタイル・ストリームを選択することを可能にする。複数のタイル・ストリ
ームを異なるビジュアル・コンテンツと関連付けることもできる。
【０１８７】
　したがって、特定のビデオ・モザイクを定める専用（カスタム化）マニフェスト・ファ
イルとは対照的に、多重選択マニフェスト・ファイル１０４２は、１つのタイル位置に対
して異なるタイル・ストリーム識別子（異なるタイル・ストリームと関連付けられた）を
定める。多重選択マニフェスト・ファイルにおけるタイル・ストリームは、必ずしもタイ
ル・ストリームを構成する(comprise)１つのデータ構造にリンクされるとは限らない。逆
に、多重選択マニフェスト・ファイルが、異なるタイル・ストリームを構成する(compris
e)異なるデータ構造を指し示すこともでき、クライアント・デバイスはこれらを使用して
ビデオ・モザイクを構成する(compose)ことができる。
【０１８８】
　多重選択マニフェスト・ファイル１０４２は、異なるマニフェスト・ファイル１０１０

１、１０１０２に基づいて、マニフェスト・ファイル・マネージャによって、例えば、第
１データ構造（ビデオＡのメディア・データによってタイル・トラックを構成する(compr
ise)）のマニフェスト・ファイル（の一部）と、第２データ構造（ビデオＢのメディア・
データによってタイル・トラックを構成する(comprise)）のマニフェスト・ファイルとを
組み合わせることによって、生成することができる。タイル・ストリームに基づいてクラ
イアント・デバイスがビデオ・モザイクを構成する(compose)ことを可能にする多重選択
マニフェスト・ファイルの異なる有利な実施形態について、以下で更に詳しく説明する。
【０１８９】
　マニフェスト・ファイル１０４２に基づいて、クライアント・デバイスはビデオＡおよ
びＢのタイルの特定の組み合わせ１０５０を選択することができ、クライアント・デバイ
スは、１つの特定のタイル位置に対して１つの特定のタイル・ストリームの選択しか許可
しない。この組み合わせは、第１データ構造（ビデオＡ）のタイル・トラック２および３
、１０３６１、１０３８１、ならびに第２データ構造（ビデオＢ）のタイル・トラック１
および４ １０３４２、１０４０２に関連するタイル・ストリームを選択することによっ
て実現することができる。
【０１９０】
　尚、図１０Ａ～図１０Ｃにおける異なる機能エレメントは、本発明から逸脱することな
く、異なる方法で実装できることを具申する。例えば、一実施形態では、ネットワーク・
エレメントの代わりに、ＭＦマネージャ１００６をメディア・デバイスにおける機能エレ
メントとして、例えば、ＨＡＳクライアント１００２の一部等として実装してもよい。そ
の場合、ＭＦリトリーバは、ビデオ・モザイクの形成において使用することができるタイ
ル・ストリームを定める複数の(a number of)異なるマニフェスト・ファイルを引き出す
ことができ、これらのマニフェスト・ファイルに基づいて、ＭＦマネージャは、クライア
ント・デバイスが所望のビデオ・モザイクを形成するためにタイル・ストリームを要求す
ることを可能にする、更に他のマニフェスト・ファイル、例えば、カスタム化マニフェス
ト・ファイルまたは多重選択マニフェスト・ファイルを形成することができる。
【０１９１】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、本発明の他の実施形態にしたがって、マニフェスト・ファ
イルに基づいてビデオ・モザイクをレンダリングするように構成されたメディア・デバイ
スを図示する。具体的には、図１１Ａはメディア・デバイス１１００を図示する。メディ
ア・デバイス１１００は、ＲＴＰタイル・ストリームを要求し、要求したタイル・ストリ
ームのメディア・データを受信する（バッファする）ＲＴＳＰ／ＲＴＰクライアント・デ
バイス１１０２を含む。ＮＡＬコンバイナ１１１８およびデコーダ１１２２を含むメディ
ア・エンジン１１０３は、ＲＴＳＴ／ＲＴＰクライアントにバッファされているメディア
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・データをそこから受信することができる。ＮＡＬコンバイナは、ビットストリームをタ
イルド・ビデオ・フレームにデコードするデコーダに合わせて、異なるＲＴＰタイル・ス
トリームのＮＡＬユニットをビットストリームに組み入れることができる。「デコーダに
合わせたビットストリーム」とは、そのデコーダによってデコード可能な（デコードする
ことができる）ビットストリームを意味する。言い換えると、デコーダによって使用され
るコデックに準拠したビットストリームである。メディア・エンジンは、メディア・デバ
イスに関連するディスプレイ１１０４上にビデオをレンダリングするために、ビデオ・フ
レームをビデオ・バッファ（図示せず）に送ることができる。
【０１９２】
　クライアント・デバイスのマニフェスト・ファイル・リトリーバ１１１４は、例えば、
ＧＵＩと対話処理するユーザによって、マニフェスト・ファイル１１１２１～１１１２３

をネットワーク・ノード１１１１に要求するために起動することができる。あるいは、他
の実施形態では、別の通信チャネル（図示せず）を介してマニフェスト・ファイルをクラ
イアント・デバイスに送る（プッシュする）こともできる。例えば、一実施形態では、ク
ライアント・デバイスとネットワーク・ノードとの間にＷｅｂｓｏｃｋｅｔ通信チャネル
を確立することもできる。マニフェスト・ファイルは、専用ビデオ・モザイクを定めるカ
スタム化マニフェスト・ファイル、またはクライアント・デバイスがビデオ・モザイクを
「構成する」(compose)ことができる複数の異なるビデオ・モザイクを定める多重選択マ
ニフェスト・ファイルでもよい。マニフェスト・ファイル・マネージャ１１０６は、選択
されたタイル・ストリーム１１１０１、１１１０２に関連するマニフェスト・ファイル１
１１２１、１１２１２に基づいて、このようなマニフェスト・ファイル（例えば、多重選
択マニフェスト・ファイル１１１２３）を生成するように構成することができる（図１０
Ａ～図１０Ｃを参照して説明したのと同様に）。
【０１９３】
　ユーザ・ナビゲーション・プロセッサ１１１７は、所望のビデオ・モザイクの一部であ
るタイル・ストリームの選択を補助することができる。具体的には、ユーザ・ナビゲーシ
ョン・プロセッサは、ネットワーク・ノード上に格納またはキャッシュされている複数の
ＲＴＰタイル・ストリームから１つ以上のタイル・ストリームを選択するために、ユーザ
がグラフィカル・ユーザ・インターフェースと対話処理することを可能にするのでもよい
。
【０１９４】
　ＲＴＰタイル・ストリームは、多重選択マニフェスト・ファイルに基づいて選択するこ
とができる。その場合、クライアント・デバイスは、メディア・デバイスのディスプレイ
上にＧＵＩを生成するために、マニフェスト・ファイルにおけるタイル位置記述子を使用
することができ、ＧＵＩは、ユーザが１つ以上のタイル・ストリームを選択するためにク
ライアント・デバイスと対話処理することを可能にする。一旦ユーザが複数の(a number 
of)タイル・ストリームを選択したなら、ユーザ・ナビゲーション・プロセッサは、ＲＴ
Ｐストリーム・リトリーバ１１６（例えば、ユニキャストＲＴＰストリームを引き出すた
めにはＲＴＳＰクライアント、あるいはＲＴＰストリームを搬送するＩＰマルチキャスト
（１つまたは複数）に加入する(join)ためにはＩＧＭＰまたはＭＬＰクライアント）に、
選択されたＲＴＰタイル・ストリームをネットワーク・ノードに要求するように促すこと
ができる。このプロセスの間、ＲＴＰストリーム・リトリーバは、ストリーム要求、例え
ば、ＲＴＳＰ ＳＥＴＵＰメッセージまたはＩＧＭＰ加入メッセージを送って、要求され
たストリームをネットワーク・ノードから受信するために、マニフェスト・ファイルにお
けるタイル・ストリーム識別子、および位置情報、例えば、ＲＴＳＰ ＵＲＬまたはＩＰ
マルチキャスト・アドレスを使用することができる。このように、要求されたタイル・ス
トリームに関連する複数のＲＴＰストリームをクライアント・デバイスに送信することが
できる。受信した異なるＲＴＰストリームのメディア・データは、一時的にバッファ１１
２０に格納することができる。各タイル・ストリームのメディア・データ、ＲＴＰパケッ
トは、ＲＴＰタイムスタンプに基づいて、正しい再生順序に並べることができ、ＮＡＬコ
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ンバイナ・モジュール１１１８は、異なるＲＴＰストリームのＮＡＬユニットを、デコー
ダ・モジュール１１２２に合わせたデコーダ・コデック準拠ビットストリームに組み入れ
るように構成することができる。「デコーダに合わせたビットストリーム」とは、そのデ
コーダによってデコード可能な（デコードすることができる）ビットストリームを意味す
る。言い換えると、デコーダによって使用されるコデックに準拠したビットストリームで
ある。
【０１９５】
　図１１Ｂは、図１１Ａに示すようなメディア・デバイスによって実行されるプロセスを
模式的に図示する。クライアント・デバイスは、１つ以上のタイル・ストリームを選択す
るために、マニフェスト・ファイルを使用することができる。クライアント・デバイスは
、ＲＴＰパケットのＲＴＰタイムスタンプを使用して、時間的に異なるＲＴＰペイロード
を関係付け、同じフレームに属するＮＡＬユニットを順番に並べてビットストリームにす
ることができる。
【０１９６】
　図１１Ｂは、５つのＲＴＰストリーム、即ち、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットを含む１つの
ＲＴＰストリーム１１２２および異なるタイル位置と関連つけけられた４つのＲＴＰタイ
ル・ストリーム１１２４～１１３０を含む例を図示する。クライアント・デバイスは、３
つのＲＴＰストリーム、例えば、非ＶＣＬ ＮＡＬユニット１１３２を含むＲＴＰストリ
ーム、第１タイル位置と関連つけけられた第１タイルのメディア・データを含むＶＣＬ 
ＮＡＬユニットを含む第１ＲＴＰタイル・ストリーム１１３４、および第２タイル位置と
関連つけけられた第２タイルのメディア・データを含むＶＣＬ ＮＡＬユニットを含む第
２ＲＴＰタイル・ストリーム１３１６を選択することができる。
【０１９７】
　ＲＴＰヘッダにおける情報およびメタデータ、例えば、マニフェスト・ファイルにおけ
る情報を使用して、１つ以上のビデオ・フレーム（の一部）のＮＡＬデータ構造１１３８
が形成されるように、異なるＮＡＬユニット、即ち、ＲＴＰパケットのペイロードを、正
しい時間順に組み合わせる、即ち、連結することができる。ＮＡＬデータ構造１１３８は
、１つ以上の非ＶＣＬ ＮＡＬユニットと、１つ以上のＶＣＬ ＮＡＬユニットとを含み、
各ＶＣＬ ＮＡＬユニットは特定のタイル位置にあるタイルと関連付けられる。デコーダ
・モジュールへの入力のためのビットストリームは、このプロセスを連続ＲＴＰパケット
のために繰り返すことによって形成することができる。デコーダ・モジュールは、図１０
Ａおよび図１０Ｂを参照して説明したのと同様に、ビットストリームをデコードすること
ができる。
【０１９８】
　したがって、以上の図１０および図１１から、マニフェスト・ファイルに基づいて異な
るタイル位置と関連付けられた異なるタイル・ストリームを選択し、選択したタイル・ス
トリームのメディア・データを受信し、受信したタイル・ストリームのメディア・データ
を順番に並べて、タイルを処理することができるデコーダ・モジュールによってデコード
することができるビットストリームにすることによって、モザイク・ビデオを構成する(c
ompose)ことができるということになる。通例、このようなデコーダ・モジュールは、デ
コーダ・モジュールがビデオ・フレームにおけるタイルの位置を判定することを可能にす
るために、デコーダ・モジュール・コンフィギュレーション情報、具体的には、タイル位
置情報を受信するように構成される。一実施形態では、デコーダ情報の少なくとも一部を
、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットにおける情報および／またはＶＣＬ ＮＡＬユニットのヘッダ
における情報に基づいて、デコーダ・モジュールに提供することができる。
【０１９９】
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、本発明の他の実施形態によるタイル・ストリームのＨＡＳ
セグメントの形成を図示する。具体的には、図１２Ａおよび図１２Ｂは、複数のＮＡＬユ
ニットを含むＨＡＳセグメントを形成するプロセスを図示する。図７Ｂにおいて説明した
ように、タイル・ストリームは、メディア・コンテナの異なるトラックに格納することが
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できる。次いで、各トラックを数秒の時間セグメント、つまり、複数のＮＡＬユニットを
含む時間セグメントにセグメント化することができる。この複数のＮＡＬユニットの格納
およびインデックス化は、クライアント・デバイスがＨＡＳセグメントのペイロードを解
析して複数のＮＡＬユニットを求めることができるように、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－
１２またはＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１５のような所与のファイル・フォーマットにし
たがって実行することができる。
【０２００】
　１つのＮＡＬユニット（ビデオ・フレームにおける１つのタイルを構成する(comprise)
）は、４０ミリ秒の典型的な長さを有する（毎秒２５フレームのフレーム・レートに対し
て）。したがって、１つのＮＡＬユニットだけを含むＨＡＳセグメントは、非常に短いＨ
ＡＳセグメントになり、高いオーバーヘッド・コストが伴う。ＲＴＰヘッダはバイナリで
非常に小さいが、ＨＡＳヘッダは大きい。これは、ＨＡＳセグメントが大きなＡＳＣＩＩ
－エンコードＨＴＴＰヘッダと共にＨＴＴＰ応答にカプセル化された完全なファイルであ
るからである。したがって、図１２Ａの実施形態では、１つのタイルに関連する複数のＮ
ＡＬユニット（通例、ビデオの１～１０秒と同等のものに対応する）を含むＨＡＳセグメ
ントが形成される。タイルド・モザイク・ストリームのＮＡＬユニット１２０２１、１２
０４１、１２０６１は、別個のＮＡＬユニット、即ち、デコーダ・モジュールによってそ
のコンフィギュレーションを設定するために使用されるメタデータを含む非ＶＣＬ ＮＡ
Ｌユニット１２０２２（ＶＰＳ，ＰＰＳ，ＳＰＳ）、および各々タイル・ストリームのフ
レームを含むＶＣＬ ＮＡＬユニット１２０４２、１２０６２に分割することができる。
ＶＣＬ－ＮＡＬユニットにおけるスライスのヘッダ情報は、ビデオ・フレームのスライス
の位置に関連するスライス位置情報も含むことができ、これは、エンコーディングの間に
スライス毎に１つのタイルという制約が適用される場合、ビデオ・フレームにおけるタイ
ルの位置でもある。
【０２０１】
　このようにして形成されたＮＡＬユニットは、ＨＡＳプロトコルによって定められるよ
うなＨＡＳセグメントにフォーマット化することができる。例えば、図１２Ａに示すよう
に、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットは第１ＨＡＳセグメント１２０８として格納することがで
き、非ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、異なる原子コンテナ(atomic container)、例えば、Ｉ
ＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１２およびＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１５においてボックス
と呼ばれるものに格納される。同様に、異なる原子コンテナに格納されたタイルＴ１の連
結ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、第２ＨＡＳセグメント１２１０として格納することができ
、異なる原子コンテナに格納されたタイルＴ２の連結ＶＣＬ ＮＡＬユニットは、第３Ｈ
ＡＳセグメント１２１２として格納することができる。
【０２０２】
　したがって、複数のＮＡＬユニットは、連結されて、１つのＨＡＳセグメントにペイロ
ードとして挿入される。このように、第１および第２タイル・ストリームのＨＡＳセグメ
ントを形成することができ、ＨＡＳセグメントは複数の連結ＶＣＬ－ＮＡＬユニットを含
む。同様に、複数の連結非ＶＣＬ ＨＡＳユニットを含むＨＡＳセグメントも形成するこ
とができる。
【０２０３】
　図１２Ｂは、本発明の一実施形態によるビデオ・モザイクを表すビットストリームの形
成を図示する。ここでは、タイル・ストリームは、図１２Ａを参照して説明したような、
複数のＮＡＬユニットを含むＨＡＳセグメントを含むことができる。具体的には、図１２
Ｂは複数の（この場合、４つの）ＨＡＳセグメント１２１８１～１２１８４を図示し、各
々、特定のタイル位置に特定のタイルを含むビデオ・フレームの複数のＶＣＬ ＮＡＬユ
ニット１２２０１～１２２０３を含む。ＨＡＳセグメント毎に、クライアント・デバイス
は、ＮＡＬユニットの境界を示す所与のファイル・フォーマット・シンタックスに基づい
て、連結されたＮＡＬユニットを分離することができる。次いで、ビデオ・フレーム１２
２２１～１２２２３毎に、メディア・エンジンはＶＣＬ－ＮＡＬユニットを収集し、モザ
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イク・ビデオを表すビットストリーム１２２４をデコーダ・モジュールに供給できるよう
に、所定のシーケンスでＮＡＬユニットを配列し、デコーダ・モジュールは、ビットスト
リームをビデオ・モザイク１２２６を表すビデオ・フレームにデコードすることができる
。
【０２０４】
　尚、本開示において説明したタイルド・ビデオの構成(composition)またはビデオ・モ
ザイクの概念は、それが（視覚的に）無関係なコンテンツのタイル・ストリームを組み合
わせること、および／または（視覚的に）関係あるコンテンツのタイル・ストリームを組
み合わせることにも関係することもあるという意味で、広く解釈されて当然であることを
具申する。例えば、図１３Ａ～図１３Ｄは、後者の状況の例を図示し、本開示において説
明した方法およびシステムは、広視野ビデオの中心部分に関連する第１組のタイル・スト
リーム（図１３Ｂ）（本質的に、中または狭視野画像）、および広視野ビデオの周辺部分
に関連する第２組のタイル・ストリーム（図１３Ｃ）において、広視野ビデオ（図１３Ａ
）を変換するために使用することができる。本開示において説明したようなＭＰＤを使用
すると、クライアント・デバイスが、狭視野画像をレンダリングするための第１組のタイ
ル・ストリーム、または広視野画像をレンダリングするための第１および第２組のタイル
・ストリームの組み合わせのいずれかを、レンダリングされる画像の分解能を悪化させる
ことなく、選択することを可能にすることができる。第１および第２組のタイル・ストリ
ームを組み合わせる結果、視覚的に関係があるコンテンツのタイルのモザイクが得られる
。
【０２０５】
　以下では、多重選択マニフェスト・ファイルの種々の実施形態について更に詳しく説明
する。第１実施形態では、多重選択マニフェスト・ファイルは、特定の提案ビデオ・モザ
イク・コンフィギュレーションを含むことができる。この目的のために、複数のタイル・
ストリームを複数のタイル位置と関連つけけることができる。このようなマニフェスト・
ファイルは、クライアント・デバイスが、新たなマニフェスト・ファイルを要求すること
なく、１つのモザイクから他のモザイクに切り替えるのを可能にすることができる。この
ように、クライアント・デバイスは第１ビデオ・モザイク（タイル・ストリームの第１構
成(composition)）から第２ビデオ・モザイク（タイル・ストリームの第２構成(composit
ion)）に変更するために新たなマニフェスト・ファイルを要求する必要がないので、ＤＡ
ＳＨセッションの不連続がない。
【０２０６】
　多重選択マニフェスト・ファイルの第１実施形態は、２つ以上の所定のビデオ・モザイ
クを定めることができる。例えば、多重選択ＭＰＤは２つのビデオ・モザイクを定めるこ
とができ、クライアントはこれらから選択することができる。各ビデオ・モザイクは、ベ
ース・トラックと、図７Ｂを参照して説明したモザイクと同様である、この例では２×２
タイル配列を定める複数のタイル・トラックとを含むことができる。各トラックは、ＳＲ
Ｄ記述子を含むアダプテーション・セットとして定められ、１つのビデオ・モザイクに属
するトラックは、これらのトラックに格納されているタイル・ストリームが互いに空間関
係を有することをクライアント・デバイスに知らせるために、同じsource_idパラメータ
値を有する。このように、以下のＭＣ－ＭＰＤは次の２つのビデオ・モザイクを定める。
【０２０７】
【表３】
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【０２０８】
【表４】

 
【０２０９】
【表５－１】

 
【０２１０】



(57) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

40

【表５－２】

 
【０２１１】
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【表５－３】

 
【０２１２】
　所定のビデオ・モザイクを含む以上の多重選択マニフェスト・ファイルは、ＤＡＳＨに
準拠し、クライアント・デバイスはＭＰＤを使用して、同じＭＰＥＧ－ＤＡＳＨセッショ
ン内において１つのモザイクから他のモザイクに切り替えることができる。しかしながら
、マニフェスト・ファイルは、所定のビデオ・モザイクの選択しか許可しない。これは、
クライアント・デバイスが、タイル位置毎に、複数の異なるタイル・ストリームからタイ
ル・ストリームを選択することによって（例えば、図１０Ｃを参照して説明したように）
、任意にビデオ・モザイクを構成する(compose)ことを許さない。
【０２１３】
　クライアント・デバイスに更に高い柔軟性を提供するために、クライアントにかかるデ
コーディングの負担を最小に抑えつつ、クライアント・デバイスがビデオ・モザイクを構
成する(compose)こと、即ち、１つのデコーダがビデオ・モザイク全体をデコードするこ
とを可能にするように、マニフェスト・ファイルをオーサリングする(author)ことができ
る。例えば、タイル位置毎にビデオＡ、Ｂ、Ｃ、またはＤのタイル・ストリームに基づい
て、以下のビデオ・モザイクを構成する(compose)ことができる。
【０２１４】
【表６】

 
【０２１５】
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　本発明の第２実施形態による多重選択マニフェスト・ファイルでは、クライアント・デ
バイスが、タイル位置毎にまたはタイル位置の少なくとも一部に対してタイル・ストリー
ムを選択することによって、ビデオ・モザイクを構成する(compose)することができる。
【０２１６】
【表７－１】

 
【０２１７】
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【表７－２】

 
【０２１８】
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【表７－３】

 
【０２１９】
　以上で説明したマニフェスト・ファイルはＤＡＳＨに準拠する。タイル位置毎に、マニ
フェスト・ファイルはＳＲＤ記述子に関連するアダプテーション・セットを定め、アダプ
テーション・セットは、ＳＲＤ記述子によって記述されるタイル位置に入手可能なタイル
・ストリームを表すリプリゼンテーションを定める。「拡張」dependencyId（図７Ｃを参
照して説明したような）は、このリプリゼンテーションがベース・トラックにおけるメタ
データに依存することを、クライアント・デバイスに知らせる。
【０２２０】
　このマニフェスト・ファイルは、クライアント・デバイスが複数のタイル・ストリーム
（ビデオＡ、Ｂ、Ｃ、またはＤに基づいて形成される）から選択することを可能にする。
各ビデオのタイル・ストリームは、図７Ｂを参照して説明したようなＨＥＶＣメディア・
フォーマットに基づいて格納することができる。図１０Ｃを参照して説明したように、同
様の設定値または実質的に同一の設定値を有する１つ以上のエンコーダに基づいてタイル
・ストリームが生成される限り、ビデオの内１つのベース・トラックが１つだけ必要にな
る。タイル・ストリームは、クライアント・デバイスによって多重選択マニフェスト・フ
ァイルに基づいて、個々に選択しアクセスすることができる。最大の柔軟性をクライアン
ト・デバイスに提供するために、可能な全ての組み合わせをＭＰＤに記述しなければなら
ない。
【０２２１】
　タイル・ストリームのビジュアル・コンテンツは、関係があっても、無関係でもよい。
したがって、このマニフェスト・ファイルのオーサリングは、アダプテーション・セット
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格は、アダプテーション・セットは視覚的に同等のコンテンツしか含むことができないと
いうことを指定するからである（リプリゼンテーションはコデック、分解能等に関して、
このコンテンツの変形(variations)を提案する。）。
【０２２２】
　以上の方式をビデオ・フレームにおける大多数のタイル位置およびタイル位置の各々に
おいて選択することができる大多数のタイル・ストリームと共に使用すると、マニフェス
ト・ファイルは非常に長くなる可能性がある。何故なら、タイル位置における各組のタイ
ル・ストリームは、ＳＲＤ記述子と１つ以上のタイル・ストリーム識別子とを含むアダプ
テーション・セットを必要とするからである。
【０２２３】
【表８】

 
【０２２４】
　以下では、本発明の第３実施形態として、アダプテーション・セットのセマンティック
に即して、マニフェスト・ファイルが過度に長くなることなく、大多数のタイル・ストリ
ームを定めることを可能とすることができる多重選択マニフェスト・ファイルを供給する
という先に特定した問題を扱う、多重選択マニフェスト・ファイルについて説明する。一
実施形態では、以下の方法で１つのアダプテーション・セットに複数のＳＲＤ記述子を含
ませることによって、これらの問題を解決することができる。
【０２２５】
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【表９】

 
【０２２６】
　１つのアダプテーション・セットにおいて複数のＳＲＤ記述子の使用が許されるのは、
１つのアダプテーション・セットにおける複数のＳＲＤ記述子の使用を除外する適合規則
がＤＡＳＨ仕様にはないからである。アダプテーション・セットにおける複数のＳＲＤ記
述子の存在によって、クライアント・デバイス、特にＤＡＳＨクライアント・デバイスに
、異なるタイル位置と関連つけけられた異なるタイル・ストリームとして、特定のビデオ
・コンテンツを引き出せることを知らせることができる。
【０２２７】
　１つのアダプテーション・セットに複数のＳＲＤ記述子を入れるには、クライアント・
デバイスが正しいタイル・ストリーム識別子、例えば、ＵＲＬ（の一部）を判定すること
を可能とする修正セグメント・テンプレートを必要とする場合がある。これは、正しいタ
イル・ストリームをネットワーク・ノードに要求するためにクライアント・デバイスによ
って必要とされる。一実施形態では、テンプレート方式は以下の識別子を含むことができ
る。
【０２２８】
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【表１０】

 
【０２２９】
　セグメント・テンプレートのベースＵＲＬ、BaseURL、ならびにobject_xおよびobject_
y識別子は、特定のタイル位置と関連付けられたタイル・ストリームのタイル・ストリー
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ム識別子、例えばＵＲＬ（の一部）を生成するために使用することができる。このテンプ
レート方式に基づいて、以下の多重選択マニフェスト・ファイルをオーサリングすること
ができる。
【０２３０】
【表１１－１】

 
【０２３１】
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【表１１－２】

 
【０２３２】
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【表１１－３】

 
【０２３３】
　したがって、この実施形態では、各アダプテーション・セットは、特定のコンテンツ、
例えば、video1、video2等と関連つけけられた複数のタイル位置を定めるために複数のＳ
ＲＤ記述子を含む。マニフェスト・ファイルにおける情報に基づいて、クライアント・デ
バイスは、このようにして、特定のタイル位置（特定のＳＲＤ記述子によって識別される
）において特定のコンテンツ（ベースＵＲＬによって識別される特定のビデオ）を選択し
、選択したタイル・ストリームのタイル・ストリーム識別子を組み立てる(construct)こ
とができる。
　具体的には、マニフェスト・ファイルにおける情報は、タイル位置毎に選択可能なコン
テンツについてクライアント・デバイスに知らせる。この情報は、メディア・デバイスの
ディスプレイ上にグラフィカル・ユーザ・インターフェースをレンダリングするために使
用することができ、ユーザがビデオ・モザイクを形成するために特定の構成(composition
)のビデオを選択することを可能にする。例えば、マニフェスト・ファイルは、ユーザが
、ビデオ・モザイクのビデオ・フレームの右上角と一致するタイル位置と関連つけけられ
た複数のビデオから、第１ビデオを選択することを可能にするとしてもよい。この選択は
、以下のＳＲＤ記述子と関連付けることができる。
<EssentialPropertyid="1" schemeldUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value="1, 0, 0, 96
0, 540, 1920 ,1080, 1"/>
【０２３４】
　このタイル位置が選択された場合、クライアント・デバイスはBaseURLおよびセグメン
ト・テンプレートを使用して、選択されたタイル・ストリームに関連するＵＲＬを生成す
ることができる。この場合、クライアント・デバイスは、セグメント・テンプレートの識
別子object_xおよびobject_yを、選択されたタイル・ストリームのＳＲＤ記述子と対応す
る値（即ち、０）と交換することができる。このように、イニシャライゼーション・セグ
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メントのＵＲＬ、/video1/0_0_init.mp4v、および第１セグメント、/videol/ 0_0_.12346
55.mp4vを形成することができる。
【０２３５】
　マニフェスト・ファイルにおいて定められる各リプリゼンテーションには、dependency
Idを関連付けることができ、このリプリゼンテーションが、リプリゼンテーション「モザ
イク・ベース」によって定められるメタデータに依存することを、クライアント・デバイ
スに知らせる。
【０２３６】
　ＤＡＳＨ仕様によれば、２つの記述子が同じｉｄ属性を有するとき、クライアント・デ
バイスはこれらを処理する必要がない。したがって、異なるｉｄ値がＳＲＤ記述子に与え
られるのは、クライアントがそれらの全てを処理しなければならないことを、クライアン
トに知らせるためである。したがって、この実施形態では、タイル位置ｘ，ｙはセグメン
トのファイル名の一部となる。これによって、クライアントは、所望のタイル・ストリー
ム（例えば、所定のＨＥＶＣタイル・トラック）をネットワーク・ノードに要求すること
が可能になる。以前の実施形態のマニフェスト・ファイルでは、このような対策は不要で
ある。何故なら、これらの実施形態では、各位置（各ＳＲＤ記述子）が、異なる名称のセ
グメントを含む特定のアダプテーション・セットにリンクされるからである。
【０２３７】
　したがって、この実施形態は、緻密なマニフェスト・ファイルに記述されている複数の
タイル・ストリームから異なるビデオ・モザイクを構成する(compose)柔軟性を提供し、
構成された(composed)ビデオ・モザイクを、１つのデコーダ・デバイスによってデコード
することができるビットストリームに変換することができる。このＭＰＤ方式のオーサリ
ングは、しかしながら、アダプテーション・セット・エレメントのセマンティクスを尊重
しない。
【０２３８】
　１つのアダプテーション・セットにおいて複数のＳＲＤ記述子を使用するとき、更に一
層緻密なマニフェスト・ファイルを可能にするために、ＳＲＤ記述子のセマンティクスを
変更することができる。例えば、以下のマニフェスト・ファイル部分では、４つのＳＲＤ
記述子を使用することができる。
【０２３９】
【表１２】
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【０２４０】
　これら４つのＳＲＤ記述子は、変更シンタックスを有するＳＲＤ記述子に基づいて記述
することができる。
【０２４１】
【表１３－１】

 
【０２４２】
【表１３－２】

 
【０２４３】
　このＳＲＤ記述子のシンタックスに基づけば、第２および第３ＳＲＤパラメータ（即ち
、タイルのｘおよびｙ位置を示す）は、位置のベクトルとして理解されるはずである。４
つの値を一度に、各々を他の３つと組み合わせると、４つの元のＳＲＤ記述子に情報が記
述されることになる。したがって、この新たなＳＲＤ記述子シンタックスに基づいて、一
層緻密なＭＰＤを達成することができる。明らかに、この実施形態の利点は、ビデオ・モ
ザイクのために選択することができるビデオ・ストリームの数が大きくなる程明らかにな
る。
【０２４４】
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【表１４－１】

 
【０２４５】
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【表１４－２】

 
【０２４６】
　第４実施形態によるマニフェスト・ファイルは、アダプテーション・セットのセマンテ
ィックに即して、マニフェスト・ファイルが過度に長くなることなく、大多数のタイル・
ストリームを定めることを可能にできる多重選択マニフェスト・ファイルを、代わりの方
法で提供するという問題に取り組む。この実施形態では、この問題は、同じアダプテーシ
ョン・セットの異なるリプリゼンテーションにおける異なるＳＲＤ記述子を以下のように
関連付けることによって解決することができる。
【０２４７】
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【表１５－１】

 
【０２４８】
【表１５－２】

 
【０２４９】
　したがって、この実施形態では、アダプテーション・セットは複数の（依存）リプリゼ
ンテーションを含むことができ、各リプリゼンテーションはＳＲＤ記述子と関連付けられ
る。このようにして、同じビデオ・コンテンツ（アダプテーション・セットにおいて定め
られる）を複数のタイル位置（複数のＳＲＤ記述子によって定められる）と関連付けるこ
とができる。各リプリゼンテーションは、タイル・ストリーム識別子（例えば、ＵＲＬ（
の一部））を含むことができる。このような多重選択マニフェスト・ファイルの例は、以
下のようになってもよい。
【０２５０】



(73) JP 2018-530210 A 2018.10.11

10

20

30

【表１６－１】

 
【０２５１】
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【表１６－２】

 
【０２５２】
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【表１６－３】

 
【０２５３】
　この実施形態では、オーサリングがアダプテーション・セットのシンタックスに則する
という利点、およびリプリゼンテーション・エレメントによってタイル位置が選択される
という利点が得られる。通常では、リプリゼンテーション・エレメントはアダプテーショ
ン・セットのメディア・コンテンツの異なるコーディングおよび／または品質の変異(var
iant)を定める。したがって、この実施形態では、リプリゼンテーションは、アダプテー
ション・セットに関連するビデオ・コンテンツのタイル位置の変異を定め、したがってリ
プリゼンテーション・エレメントのシンタックスの比較的小さな拡張を表す。
【０２５４】
　本発明の第３実施形態による多重選択マニフェスト・ファイルを参照して先に説明した
ような、object_xおよびobject_y識別子を含むセグメント・テンプレート構造(feature)
は、ＭＰＤのサイズを更に縮小するために使用することができる。
【０２５５】
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【表１７－１】

 
【０２５６】
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【表１７－２】

 
【０２５７】
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【表１７－３】

 
【０２５８】
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【表１７－４】

 
【０２５９】
　以上で説明した多重選択マニフェスト・ファイルは、適正なデコーディングおよびレン
ダリングのためにメタデータに依存するリプリゼンテーション（タイル・ストリーム）を
定め、図７Ｃを参照して説明したように、リプリゼンテーション・エレメントにおける「
拡張」dependencyId属性に基づいて、依存性がクライアント・デバイスに知らされる。
【０２６０】
　dependencyId属性はリプリゼンテーション・レベルで定められるので、全てのリプリゼ
ンテーションにわたる検索には、ＭＰＤにおける全てのリプリゼンテーションのインデッ
クス化が必要となる。特に、ＭＰＤにおけるリプリゼンテーションの数が相当になる、例
えば、数百のリプリゼンテーションになる可能性があるメディア・アプリケーションでは
、マニフェスト・ファイルにおける全てのリプリゼンテーションにわたる検索は、クライ
アント・デバイスにとって集中的な処理になるおそれがある。したがって、一実施形態で
は、クライアント・デバイスがＭＰＤにおけるリプリゼンテーションにわたって一層効率
的な検索を実行することを可能にする１つ以上のパラメータをマニフェスト・ファイルに
設けることができる。
【０２６１】
　一実施形態では、リプリゼンテーション・エレメントが、依存リプリゼンテーションを
含む１つ以上の関連リプリゼンテーションを発見することができる少なくとも１つのアダ
プテーション・セットを指し示す（例えば、adaptationSet@idに基づいて）dependentRep
resentationLocation属性を含むことができる。ここで、依存性は、メタデータ依存性ま
たはデコーディング依存性であってもよい。一実施形態では、dependentRepresentationL
ocationの値は、空白によって分離された１つ以上のadaptationSet@idとすることができ
る。
【０２６２】
　dependentRepresentationLocation属性の使用を例示するマニフェスト・ファイルの例
を以下に示す。
【０２６３】
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【表１８－１】

 
【０２６４】
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【表１８－２】

 
【０２６５】
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【表１８－３】

 
【０２６６】
　この例に示すように、dependentRepresentationLocation属性は、dependencyld属性ま
たはbaseTrackdependencyld属性と組み合わせて使用することができ（例えば、図７Ｃを
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参照して論じたように）、dependencyldまたはbaseTrackdependencyld属性は、リプリゼ
ンテーションが他のリプリゼンテーションに依存することをクライアント・デバイスに知
らせ、dependentRepresentationLocation属性は、依存リプリゼンテーションに関連する
メディア・データを再生するために必要とされるリプリゼンテーショが、dependentRepre
sentationLocationが指し示すアダプテーション・セットにおいて発見できることを、ク
ライアント・デバイスに知らせる。
【０２６７】
　例えば、この例では、ベース・ストリームのリプリゼンテーション「モザイク・ベース
」を含むアダプテーション・セットは、アダプテーション・セット識別子「ｍａｉｎ－ａ
ｄ」によって識別され、「モザイク・ベース」リプリゼンテーションに依存するあらゆる
リプリゼンテーション（dependencyIdによって知らされる）は、dependentRepresentatio
n-Locationを使用して、「ｍａｉｎ－ａｄ」を指し示す。このように、クライアント・デ
バイス（例えば、ＤＡＳＨクライアント・デバイス）は、大多数のリプリゼンテーション
を含むマニフェスト・ファイルにおいて、ベース・ストリームのアダプテーション・セッ
トを効率的に突き止めることができる。
【０２６８】
　一実施形態では、クライアント・デバイスがdependentRepresentationLocation属性の
存在を確認した場合、dependencyld属性が存在する、要求されたリプリゼンテーションの
アダプテーション・セットを超えて１つ以上の更に別のアダプテーション・セットに対す
る依存リプリゼンテーションの検索を誘起することができる。アダプテーション・セット
内における依存リプリゼンテーションの検索は、好ましくは、dependencyld属性によって
誘起されるとよい。
【０２６９】
　一実施形態では、dependentRepresentationLocation属性が１つよりも多いアダプテー
ション・セット識別子を指し示すこともできる。他の実施形態では、１つよりも多いdepe
ndentRepresentationLocation属性をマニフェスト・ファイルにおいて使用することもで
き、各パラメータが１つ以上のアダプテーション・セットを指し示す。
【０２７０】
　代替実施形態では、１つ以上の依存リプリゼンテーションに関連する１つ以上のリプリ
ゼンテーションを検索するための更に他の方式を起動するために、dependentRepresentat
ionLocation属性を使用することができる。この実施形態では、dependentRepresentation
Location属性は、同じパラメータを有するマニフェスト・ファイル（または１つ以上の異
なるマニフェスト・ファイル）における他のアダプテーション・セットを突き止めるため
に使用することができる。その場合、dependentRepresentationLocation属性は、アダプ
テーション・セット識別子の値を有さない。代わりに、これは、このリプリゼンテーショ
ンのグループを一意に識別する他の値を有する。したがって、アダプテーション・セット
において調べるべき値は、アダプテーション・セットｉｄ自体ではなく、一意のdependen
tRepresentationLocationパラメータの値である。このように、dependentRepresentation
Locationパラメータは、マニフェスト・ファイルにおいて１組のリプリゼンテーションを
集合化するためのパラメータ（「ラベル」）として使用され、クライアント・デバイスが
、要求された依存リプリゼンテーションに関連するdependentRepresentationLocationを
確認したとき、dependentRepresentationLocationパラメータによって識別されるリプリ
ゼンテーションのグループにおいて１つ以上のリプリゼンテーションを求めて、マニフェ
スト・ファイルを調べる。dependentRepresentationLocation属性がアダプテーション・
セット・エレメントの中に存在するとき、同じ値のdependentRepresentationLocation属
性が各リプリゼンテーション・エレメントにおいて繰り返される場合と同じ意味を有する
。
【０２７１】
　このクライアント挙動を、他の実施形態において説明したクライアント挙動（例えば、
dependentRepresentationLocationパラメータが、アダプテーション・セット識別子によ
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に、dependentRepresentationLocationパラメータをdependencyGroupldパラメータと呼ぶ
こともできる。このパラメータは、１つ以上の依存リプリゼンテーションの再生に必要と
されるリプリゼンテーションの一層効率的な検索を可能にするマニフェスト・ファイル内
におけるリプリゼンテーションの集合化を可能にする。この実施形態では、リプリゼンテ
ーションのレベルでdependentRepresentationLocationパラメータ（またはdependencyGro
upldパラメータ）を定めることができる（すなわち、グループに属するあらゆるリプリゼ
ンテーションにこのパラメータを貼り付ける(label)）。他の実施形態では、アダプテー
ション・セット・レベルでパラメータを定めることもできる。 dependentRepresentation
Locationパラメータ（またはdependencyGroupldパラメータ）が貼り付けられた１つ以上
のアダプテーション・セットにおけるリプリゼンテーションは、クライアント・デバイス
が、ベース・ストリームを定めるリプリゼンテーションを探すことができるリプリゼンテ
ーションのグループを定める。
【０２７２】
　本発明の更に他の改良では、マニフェスト・ファイルは１つ以上のパラメータを収容し
(contain)、これらのパラメータは、更に、提供されるコンテンツの特定のプロパティ、
好ましくは、モザイク・プロパティを示す。本発明の実施形態(embodiments)では、この
モザイク・プロパティが定められると、複数のタイル・ビデオ・ストリームがマニフェス
ト・ファイルのリプリゼンテーションに基づいて選択され更にこのプロパティを共通して
有するとき、デコードされた後に、互いにスティッチされて表示用のビデオ・フレームが
作られる。これらのビデオ・フレームの各々は、レンダリングされたときに１つ以上のビ
ジュアル・フレーム間境界がある小区域のモザイクを形作る(constitute)。本発明の好ま
しい実施形態では、選択されたタイル・ビデオ・ストリームは、１つのビットストリーム
としてデコーダ、好ましくは、ＨＥＶＣデコーダに入力される。
【０２７３】
　マニフェスト・ファイルは、好ましくは、ＭＰＥＧ ＤＡＳＨ規格に基づくメディア・
プレゼンテーション記述（ＭＰＤ）であり、以上で説明した１つ以上のプロパティ・パラ
メータで強化されている(enriched)。
【０２７４】
　マニフェスト・ファイルにおいて参照されるタイル・ビデオ・ストリームによって共有
される特定のプロパティを知らせる１つの使用事例では、クライアント・デバイスが、現
行のプログラムの縮小バージョン(miniature version)を表示するチャネルのモザイクを
柔軟に構成する(compose)ことを可能にする（この現行のプログラム、例えば、チャネル
は、マニフェスト・ファイルによって知らせることができる）。これは、タイル・ビデオ
が一緒にスティッチされたときに連続ビュー、例えば、タイルド・パノラマ・ビューを提
供する他のタイプのタイルド・コンテンツとは一線を画す。加えて、モザイク・コンテン
ツは、クライアント・アプリケーションがタイル・ビデオの部分集合のみを提示すること
もあるパノラマ・ビデオの使用事例とは対照的に、コンテンツ・プロバイダが、ユーザ対
話処理によってパンニングおよびズーミング機能を可能にすることによって、アプリケー
ションがタイル・ビデオの特定の配列の完全なモザイクを表示することを予測するという
意味で異なる。その結果、クライアントが適したコンテンツ選択を行うために、すなわち
、モザイクにおけるスロットと同じ量のタイル・ビデオを選択するために、モザイク・コ
ンテンツの特性をクライアント・アプリケーションに伝える必要がある。このために、以
下に定めるように、パラメータ「spatial_set_type」をＳＲＤ記述子内に追加することが
できる。
【０２７５】
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【表１９】

注：あるいは、「spatial_set_type」が、数値の代わりに、直接「連続」または「モザイ
ク」のストリング値を保持することもできる。
【０２７６】
　以下のＭＰＤの例は、以上で説明した「spatial_set_type」の用法を例示する。
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【表２０－１】

 
【０２７７】
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【表２０－２】

 
【０２７８】
　この例は、全てのＳＲＤ記述子に対して同じ「source_id」を定める。これが意味する
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のは、全てのリプリゼンテーションが互いに空間関係を有するということである。
【０２７９】
　ＳＲＤ記述子の@value属性に含まれる、コンマ分割リスト(comma-separated list)にお
ける２番目から最後のパラメータ、すなわち、「spatial_set_id」は、アダプテーション
・セットの各々におけるリプリゼンテーションが同じ空間集合に属することを示す。加え
て、この同じコンマ分割リストにおける最後のＳＲＤパラメータ、即ち、「spatial_set_
type」は、この空間集合がタイル・ビデオのモザイク配列を形作る(constitute)ことを示
す。このように、ＭＰＤオーサーは、このモザイク・コンテンツの特有の性質を表現する
ことができる。これは、好ましくは１つのビットストリームとしてデコーダ、好ましくは
、ＨＥＶＣデコーダに入力された後に、モザイク・コンテンツの複数の選択されたタイル
・ビデオ・ストリームが同期してレンダリングされるとき、１つ以上のタイル・ビデオ・
ストリーム間の視覚的境界が、レンダリングされたフレームに現れるということである。
何故なら、本発明によれば、少なくとも２つの異なるコンテンツのタイル・ビデオ・スト
リームが選択されるからである。その結果、クライアント・アプリケーションは、完全な
モザイク集合を構築するという推奨、即ち、マニフェスト・ファイルにおいて示される位
置（本例では４箇所）の各々（本例では、４つの異なるＳＲＤ記述子によって示される）
に対してタイル・ビデオ・ストリームを選択するという推奨に従うことになる。
【０２８０】
　加えて、本発明の一実施形態によれば、「spatial_set_type」のセマンティックは、「
spatial_set_id」値がマニフェスト・ファイル全体に対して有効であり、同じ「source_i
d」値を有する他のＳＲＤ記述子だけに縛られるのではないことを表すことができる。こ
れは、異なるビジュアル・コンテンツに対して異なる「source_id」値を有するＳＲＤ記
述子を使用する可能性を可能にするが、現行の「source_id」のセマンティックに取って
代わる。この場合、ＳＲＤ記述子を有するリプリゼンテーションは、これらが、「source
_id」値に関係なく、同じ「spatial_set_id」を値「mosaic」のそれらの「spatial_set_t
ype」と共有する限り、空間関係を有する。
【０２８１】
　図１４は、本開示において説明したように使用することができる例証的なデータ処理シ
ステムを示すブロック図である。このようなデータ処理システムは、本開示において説明
したデータ処理エンティティを含み、サーバ、クライアント・コンピュータ、エンコーダ
およびデコーダ等を含む。 データ処理システム１４００は、システム・バス１４０６を
通じてメモリ・エレメント１４０４に結合された少なくとも１つのプロセッサ１４０２を
含むことができる。したがって、データ処理システムはメモリ・エレメント１４０４内に
プログラム・コードを格納することができる。更に、プロセッサ１４０２は、システム・
バス１４０６を通じてメモリ・エレメント１４０４からアクセスされたプログラム・コー
ドを実行することができる。一態様では、データ処理システムは、プログラム・コードを
格納および／または実行するのに適したコンピュータとして実現することができる。しか
しながら、データ処理システム１４００は、プロセッサおよびメモリを含み、本明細書内
において説明した機能を実行することができる任意のシステムの形態で実装すればよいこ
とは認められてしかるべきである。
【０２８２】
　メモリ・エレメント１４０４は、例えば、ローカル・メモリ１４０８のような１つ以上
の物理メモリ・デバイスと、１つ以上の大容量記憶デバイス１４１０とを含むことができ
る。ローカル・メモリとは、プログラム・コードの実際の実行中に通常使用されるランダ
ム・アクセス・メモリまたは他の非永続的メモリ・デバイス（１つまたは複数）を指すこ
とができる。大容量記憶デバイスは、ハード・ドライブまたは他の永続的データ記憶デバ
イスとして実装されればよい。また、処理システム１４００は１つ以上のキャッシュ・メ
モリ（図示せず）も含むことができる。キャッシュ・メモリは、実行中にプログラム・コ
ードを大容量記憶デバイス１４１０から引き出さなければならない回数を減らすために、
少なくとも一部のプログラム・コードの一時的格納に備える。
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【０２８３】
　入力デバイス１４１２および出力デバイス１４１４として図示されている入力／出力（
Ｉ／Ｏ）デバイスを、任意に、データ処理システムに結合することができる。入力デバイ
スの例には、例えば、キーボード、マウスのようなポインティング・デバイス等を含むこ
とができるが、これらに限定されるのではない。出力デバイスの例には、例えば、モニタ
またはディスプレイ、スピーカ等を含むことができるが、これらに限定されるのではない
。入力デバイスおよび／または出力デバイスは、直接または仲介するＩ／Ｏコントローラ
を介してデータ処理システムに結合することができる。また、ネットワーク・アダプタ１
４１６をデータ処理システムに結合してもよく、他のシステム、コンピュータ・システム
、リモート・ネットワーク・デバイス、および／またはリモート記憶デバイスに、仲介す
るプライベートまたはパブリック・ネットワークを通じてデータ処理システムを結合する
ことが可能になる。ネットワーク・アダプタは、前記システム、デバイス、および／また
はネットワークによって送信されるデータを受信するデータ受信機、およびデータを前記
システム、デバイス、および／またはネットワークに送信するデータ送信機を含むことが
できる。モデム、ケーブル・モデム、およびイーサネット・カードは、データ処理システ
ム１４５０と共に使用することができる異なるタイプのネットワーク・アダプタの例であ
る。
【０２８４】
　図１４に図示するように、メモリ・エレメント１４０４はアプリケーション１４１８を
格納することができる。尚、データ処理システム１４００は、更に、アプリケーションの
実行を容易にすることができるオペレーティング・システム（図示せず）を実行すること
もできることは認められてしかるべきである。実行可能プログラム・コードの形態で実現
されるアプリケーションは、データ処理システム１４００によって、例えば、プロセッサ
１４０２によって実行することができる。アプリケーションを実行したことに応答して、
データ処理システムは、本明細書において更に詳しく説明する１つ以上の動作を実行する
ように構成することができる。
【０２８５】
　一態様では、例えば、データ処理システム１４００がクライアント・データ処理システ
ムを表すこともできる。その場合、アプリケーション１４１８はクライアント・アプリケ
ーションを表すことができ、クライアント・アプリケーションは、実行されると、「クラ
イアント」を参照して本明細書において説明した種々の機能を実行するように、データ処
理システム１４００を構成する。クライアントの例には、パーソナル・コンピュータ、携
帯用コンピュータ、移動体電話機等を含むことができるが、これらに限定されるのではな
い。「クライアント」という用語を引用して本明細書において説明した種々の機能を実行
するように構成されたデータ処理システム１４００は、本願に限って言えば、クライアン
ト・コンピュータまたはクライアント・デバイスと呼んでもよい。
【０２８６】
　他の態様では、データ処理システムがサーバを表すこともできる。例えば、データ処理
システムが（ＨＴＴＰ）サーバを表すのでもよく、その場合、アプリケーション１４１８
は、実行されると、（ＨＴＴＰ）サーバ動作を実行するように、データ処理システムを構
成することができる。他の態様では、データ処理システムが本明細書において言及したよ
うな、モジュール、ユニット、または機能を表すこともできる。
【０２８７】
　本明細書において使用した用語は、特定の実施形態を説明するために限られており、本
発明の限定であることを意図するのではない。本明細書において使用する場合、単数形「
ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈が明らかにそうでないことを示すのでなけれ
ば、複数形も含むことを意図している。更に、「含む」(comprises)および／または「含
んでいる」(comprising)という用語は、本明細書において使用する場合、述べられる特徴
、整数、ステップ、動作、エレメント、および／またはコンポーネントの存在を指定する
が、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、エレメント、コンポーネント、および
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／またはそのグループの存在や追加を除外するのではないことも理解されよう。
【０２８８】
　以下の特許請求の範囲における全ての手段またはステップ＋機能エレメントの対応する
構造、材料、アクト、および均等物は、特定的に特許請求される他の特許請求対象エレメ
ントと組み合わせて当該機能を実行する任意の構造、材料、またはアクトを含むことを意
図している。本発明の説明は、例示および説明の目的に限って提示されたのであって、網
羅的であること、または開示した形態に本発明を限定することを意図するのではない。本
発明の範囲および主旨から逸脱することなく、当業者には多くの変更および変種が明白で
あろう。以上の実施形態が選択され説明されたのは、本発明の原理および実用的用途を最
良に説明するためであり、更に他の当業者が、本発明を理解して、想定される特定の使用
に適する種々の変更を行って種々の実施形態を得ることを可能にするためである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【要約の続き】
・ストリーム識別子に基づく第２タイル・ストリームの送信を要求するステップを含む。この方法は、第１および第
２メディア・データならびに第１および第２タイル位置情報を、前記デコーダ・モジュールによってデコード可能な
ビットストリームに組み入れるステップを含み、前記第１および第２タイル位置情報が、前記ビットストリームを、
第１タイル位置に第１タイルを含み、第２タイル位置に第２タイルを含むビデオ・モザイクのビデオ・フレームにデ
コードすることを、前記デコーダ・モジュールに指令する。
【選択図】図１
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