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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスプロバイダのネットワークにおいてコンテンツを受信するシステムにおいて、
　複数のノードの加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークを有し、各ノードは
テレビ受像機との接続に適しているデバイスを有し、
　前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおける前記複数のノードのう
ちの１つである、前記コンテンツを含むストリーミングデータの受信器を有し、前記スト
リーミングデータは複数のブロックを含み、前記受信器は前記サービスプロバイダのネッ
トワークを介して前記コンテンツを要求し、
　能動的な供給側のセットおよびバックアップ的な供給側のセットを含む供給側のセット
を有し、該供給側のセットにおける各供給側は前記加入者コミュニティピア・ツー・ピア
ネットワークにおける前記複数のノードのうちの１つであり、前記コンテンツを実際に記
録しており、各能動的な供給側は他の能動的な供給側によって送信された特定のストリー
ミングデータ部分とは異なる特定のストリーミングデータ部分を前記受信器に送信し、各
バックアップ的な供給側は、他のバックアップ的な供給側、結果的には特定の能動的な供
給側によって送信される特定のストリーミングデータ部分とは異なる特定のストリーミン
グデータ部分を前記受信器に送信する準備ができており、
　前記受信器により要求された前記コンテンツの前記複数のブロックの各々に関して、前
記受信器は、
　ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用し、
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　前記ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を用いてＦＥＣエンコーディングされた
ブロックの個別に割り当てられた少なくとも１つの小部分を個別に割り当てられたデータ
レートで送信することを各能動的な供給側にシグナリグし、
　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックのセグメントを受信し、ここで各セグメン
トは個別に割り当てられた前記小部分の少なくとも一部を表し、
　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックを前記セグメントの集合体に基づきデコー
ディングし、該デコーディングされたブロックをバッファに記憶し、
　各能動的な供給側とのネットワークコネクションの性能を監視し、
　結果としてオーバーフローまたはアンダーフローが生じることになる状態を検出するた
めに前記バッファを監視し、
　前記ネットワークコネクションの性能および前記バッファの状態に基づいて、前記バッ
ファがオーバーフローまたはアンダーフローに達することを回避するために品質適合を実
施することを特徴とする、システム。
【請求項２】
　サービスプロバイダのネットワークを介してコンテンツを受信する方法において、
　加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおける候補供給側のセットから、
集合的に前記コンテンツを送信する能動的な供給側のセットとなる供給側のセットを選択
し、前記候補供給側のセットからバックアップ的な供給側のセットとなる別の供給側のセ
ットを選択するステップを有し、前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワーク
はそれぞれがテレビ受像機との接続に適しているデバイスを有し、前記候補供給側は前記
デバイスを有し、前記コンテンツはストリーミングデータの複数のブロックを含み、
　受信されるべきストリーミングデータの前記複数のブロックの各々に関して、
　ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用するステップを有し、
　前記ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を用いてＦＥＣエンコーディングされた
ブロックの個別に割り当てられた少なくとも１つの小部分を個別に割り当てられたデータ
レートで送信することを各能動的な供給側にシグナリグするステップを有し、
　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックのセグメントを受信するステップを有し、
ここで各セグメントは個別に割り当てられた前記小部分の少なくとも一部を表し、
　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックを前記セグメントの集合体に基づきデコー
ディングし、該デコーディングされたブロックをバッファに記憶するステップを有し、
　各能動的な供給側とのネットワークコネクションの性能を監視するステップを有し、
　結果としてオーバーフローまたはアンダーフローが生じることになる状態を検出するた
めに前記バッファを監視するステップを有し、
　前記ネットワークコネクションの性能および前記バッファの状態に基づいて、前記バッ
ファがオーバーフローまたはアンダーフローに達することを回避するために品質適合を実
施するステップを有することを特徴とする、方法。
【請求項３】
　前記ストリーミングデータはオーディオデータまたはビデオデータまたは、オーディオ
データおよびビデオデータの両方である、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークは、それぞれが供給側または受
信器もしくは供給側および受信器の両方として動作する、セットトップボックス（ＳＴＢ
）、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）またはモバイル装置のいずれかの組合せを有する、
請求項２記載の方法。
【請求項５】
　供給側のセットの選択は、供給側の供給状態または受信状態、利用可能なアップリンク
帯域幅、処理能力、信頼性記録、パス待ち時間、パケット損失および公平性を含むグルー
プから選択されたメトリクスのいずれかの組み合わせを使用した順位を基礎とする、請求
項２記載の方法。
【請求項６】
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　信頼性記録はデバイス故障率、ネットワーク接続時間および供給側のコンテンツアベイ
ラビリティのいずれかの組合せを基礎とする、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　公平性はロードバランシングおよび供給側の先行の選択記録のいずれかの組合せを基礎
とする、請求項５記載の方法。
【請求項８】
　各能動的な供給側との前記ネットワークコネクションの性能の監視は受動的であり、且
つ前記供給側から実際に受信したストリーミングデータのメトリクスを基礎とする、請求
項２記載の方法。
【請求項９】
　各能動的な供給側との前記ネットワークコネクションの性能の監視は、前記能動的な供
給側はネットワークの不安定性を経験しているか否か、故障しているか否か、またはスト
リーミングデータとして供給されるべきコンテンツを削除しているか否かの検出を含む、
請求項２記載の方法。
【請求項１０】
　前記バッファの監視は目下のバッファサイズ、目下の再生レートおよび目下のストリー
ミングレートの監視を含む、請求項２記載の方法。
【請求項１１】
　品質適合の実施は、
　レート分布の調整、
　供給側のセットの調整、
　ＦＥＣエンコーディングパラメータの調整
のうちの１つまたは複数を含む、請求項２記載の方法。
【請求項１２】
　前記レート分布の調整は、
　新たに割り当てられたデータレートの能動的な供給側への割り当て、
　新たに割り当てられた小部分の能動的な供給側への割り当て
のうちの１つまたは複数を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記供給側のセットの調整は、
　前記能動的な供給側のセットからの能動的な供給側の除去、
　前記能動的な供給側のセットへのバックアップ的な供給側の付加、
　前記バックアップ的な供給側のセットへの候補供給側の付加、
のうちの１つまたは複数を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　エンコーディングパラメータの調整は、
　新たなＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比の使用、
　新たなＦＥＣエンコーディングスキーマの使用
のうちの１つまたは複数を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
　供給側の候補セットを前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークの検索エ
ンジンから取得するステップをさらに有する、請求項２記載の方法。
【請求項１６】
　ストリーミングデータの前記能動的な供給側のセット間でストリーミングデータのソー
スとして使用されるべきメディアファイルの１つまたは複数の個々のコピーにおける共通
の始点を求めるステップをさらに有する、請求項２記載の方法。
【請求項１７】
　前記動的な供給側のセット間でメディアファイルにおける共通の始点を求めるステップ
は、
　期間を規定するステップを有し、
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　各能動的な供給側のセットから基準オブジェクトのセットを受信するステップを有し、
ここで各基準オブジェクトは前記期間においてメディアファイル内に現われる基準フレー
ムに対応し、
　基準オブジェクトの全てのセットに共通する共通の基準オブジェクトを識別するために
、受信した基準オブジェクトのセットを比較するステップを有し、
　前記共通の基準オブジェクトに対応する基準フレームとなる共通の始点をセットするス
テップを有する、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記メディアファイルはビデオファイルであり、各基準フレームはビデオフレームであ
り、各基準オブジェクトはハッシュ値である、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記期間は前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークと接続されているデ
バイスのクロック同期に関連する、請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　サービスプロバイダのネットワークを介してコンテンツを供給するシステムにおいて、
　加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである受信器を有し
、前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークはそれぞれがテレビ受像機との
接続に適しているデバイスを有し、前記コンテンツはストリーミングデータの複数のブロ
ックを含み、
　それぞれが記録された前記コンテンツを持つ供給側のセットを有し、該供給側のセット
における各供給側は前記加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおける前記
ノードのうちの１つであり、
　前記受信器によって要求された前記コンテンツの前記複数のブロックの各々に関して各
供給側は、
　　使用されるべきＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を表す受信器からの信号、
個別に割り当てられたデータレート、およびＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を
使用したブロックのＦＥＣエンコーディングにより生じるＦＥＣエンコーディングされた
ブロックの個別に割り当てられた小部分を受信し、
　　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックの割り当てられた小部分の少なくとも一
部を個別に割り当てられたデータレートで送信することを特徴とする、システム。
【請求項２１】
　サービスプロバイダのネットワークを介してコンテンツを供給する方法において、
　ストリーミングデータの複数のブロックを含む前記コンテンツを記録するステップを有
し、
　それぞれがテレビ受像機との接続に適しているデバイスを有する加入者コミュニティピ
ア・ツー・ピアネットワークにおいて、前記コンテンツを要求する受信器によって受信さ
れるべきストリーミングデータの各ブロックに関して、
　　使用されるべきＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を表す受信器からの信号、
個別に割り当てられたデータレート、およびＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を
使用したブロックのＦＥＣエンコーディングにより生じるＦＥＣエンコーディングされた
ブロックの個別に割り当てられた小部分を受信するステップを有し、
　　前記ＦＥＣエンコーディングされたブロックの割り当てられた小部分の少なくとも一
部を個別に割り当てられたデータレートで前記受信器に送信するステップを有することを
特徴とする、方法。
【請求項２２】
　ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比の使用は、前記ブロックの後続のＦＥＣエン
コーディングに関するＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比のセット、または事前エ
ンコーディングされたブロックを選択するためのＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド
比の使用を含む、請求項２１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　著作権
　本願明細書の開示内容の一部は著作権保護を目的とする資料を含む。著作権の所有者は
、特許商標庁に申請または記録されている限りにおいて、特許明細書またはその開示のい
ずれかによるファクシミリの複製に対しては異議を申し立てない。しかしながらそれ以外
に関しては全ての所有権は完全に保有される。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本願は、いずれの発明の名称も"A Multi-Source and Resilient Video Streaming Syst
em for Peer-to-Peer Networks"であり、また本願と発明者が同一である、２００５年８
月１２日付で出願されたＵＳ仮出願60/708,020（整理番号2005P14442US）および２００５
年１２月１２日付で出願されたＵＳ仮出願60/749,730（整理番号2005P22668US）の利益を
主張するものであり、また参照によりそれらを本願の一部とする。
【０００３】
　技術分野
　本発明は、ピア・ツー・ピア加入者コミュニティネットワークにおける１つまたは複数
のソースからのストリーミングデータ、より詳細にはオン・デマンドストリーミングデー
タに関する。
【０００４】
　背景技術
　セットトップボックス（ＳＴＢ）は、テレビ受像機がＴＶ番組の再生および記録のよう
なサービスに関してサービスプロバイダネットワークへのユーザインタフェースとなるこ
とを可能にするデバイスである。ＳＴＢのパーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）機能を使
用することにより、ユーザは放送されたコンテンツを後で視聴するために記録することが
できる。
【０００５】
　ビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）システムにより、ユーザは特定のＴＶ番組または他
のビデオコンテンツの再生、また場合によってはＳＴＢを使用したそれらの記録を要求す
ることができる。典型的なＶｏＤシステムにおいては、ユーザはＳＴＢを使用して集中型
のサービスプロバイダのネットワークに接続することができ、またサービスプロバイダに
よって提供された利用可能なコンテンツのセレクションを検索するために電子番組表（Ｅ
ＰＧ）を使用し、視聴のために番組を選択することができる。ビデオデータは典型的には
、ストリーミングデータとしてサービスプロバイダのネットワークを介してユーザのＳＴ
Ｂへと伝送される。
【０００６】
　また一般的に、ピア・ツー・ピアネットワークによりユーザは同一のネットワークプロ
トコルおよびソフトウェアを共有し、ユーザを相互に接続することができ、またユーザそ
れぞれのリソースに直接的にアクセスすることができる。例えば、サービスプロバイダは
ピア・ツー・ピアネットワークを提供し、コンピュータユーザは自身のコンピュータをそ
のネットワークに接続し、ユーザそれぞれのリソース、例えばディジタルコンテンツファ
イルに直接的にアクセスすることができる。サービスプロバイダはピア・ツー・ピアネッ
トワークを提供し、他のデバイス、例えばＳＴＢのユーザは自身のデバイスをそのネット
ワークに接続し、ビデオコンテンツおよびＴＶ番組が記憶されているユーザそれぞれのリ
ソースに直接的にアクセスすることができる。加入者コミュニティピア・ツー・ピアネッ
トワークにより加入者のコミュニティは相互に直接的にリソースにアクセスすることがで
きる。ユーザは１つまたは複数のピアからデータを典型的にはストリーミングデータとし
て受信することにより、データをダウンロードすることができる。
【０００７】
　サービスプロバイダのネットワークの恒常的に増加している帯域幅および復元力のある



(6) JP 5108763 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

要求は１つの挑戦であるが、慣例のストリーミングソリューションではこれらの要求を維
持ですることはできない。図１に示されているような現在のＶｏＤソリューションは典型
的には、映画タイトルの簡素なセレクションを提供し、期間限定で、例えば２４時間の間
、プレミアムコンテンツのみをキャッシュすることができる。しかしながら、ＶｏＤシス
テムの加入者が見たいコンテンツを選択することができ、またコンテンツを見たいときに
そのコンテンツを選択できたならば（すなわちオン・デマンド）、ＶｏＤアプローチはよ
り頻繁に使用されることになるであろう。これにより顧客満足度は高まり、またサービス
プロバイダに関しては収入が増え、チャーンが減ることになる。
【０００８】
　発明の概要
　したがって、殊にＶｏＤシステムを拡大するために、本発明はＳＴＢ間のピア・ツー・
ピア（ｐ２ｐ）ネットワークに関する。各ＳＴＢは特定の実施形態によればネットワーク
のノードである。さらには、本発明の特定の実施形態はＶｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ）と
称されるマルチソースストリーミング技術に関し、このマルチソースストリーミング技術
によりサービスプロバイダのネットワーク内のあらゆるピアＳＴＢはネットワーク内の他
のＳＴＢからビデオコンテンツを取得し視聴することができる。したがって本発明による
その種のＶ２Ｐネットワークは事実上加入者コミュニティのためのＶｏＤシステムとなり
、このＶｏＤシステムにおいてはいずれのメンバーも他のいずれかのメンバーによってダ
ウンロードおよび／または記録されたコンテンツを取得し視聴することができる。
【０００９】
　典型的には、加入者コミュニティはＳＴＢのセットを含んでいるので、Ｖ２ＰはＳＴＢ
からのコンテンツのオン・デマンドの視聴を可能にするマルチソースビデオストリーミン
グシステムである。本発明の原理により設計されているＶ２Ｐシステムのアーキテクチャ
をこのアーキテクチャの各構成要素の説明も合わせて説明する。そのようなＶ２Ｐシステ
ムは、復元力があり（resilient）且つ高品質のビデオストリーミングに対して責任を負
う。
【００１０】
　特定の実施形態によれば、本発明はサービスプロバイダの加入者コミュニティピア・ツ
ー・ピアネットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを供給するシステム
を提供する。システムは、ダウンロード可能および記録可能なコンテンツを供給するよう
動作するサービスプロバイダを含み、このコンテンツはダウンロードまたは記録された後
にストリーミングデータとして供給することができる。またシステムは、サービスプロバ
イダと関連し、且つテレビ受像機との接続に適したデバイスの加入者コミュニティピア・
ツー・ピアネットワークを含む。さらにシステムは、サービスプロバイダの加入者コミュ
ニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである受信器と、能動的な供給側お
よびバックアップ的な供給側を含む供給側のセットとを含む。各供給側はサービスプロバ
イダの加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードであり、各供給
側はサービスプロバイダもしくは１つまたは複数の他のノードからコンテンツをダウンロ
ードおよび／または記録した後にオン・デマンドストリーミングデータを供給するよう機
能する。受信器は、この受信器による要求に応じて供給側のセットにおける１つまたは複
数の供給側からストリーミングされたデータを受信するよう機能する。
【００１１】
　別の特定の実施形態によれば、本発明はサービスプロバイダの加入者コミュニティピア
・ツー・ピアネットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを供給する方法
を提供する。本方法は、加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークをサービスプ
ロバイダの加入者に提供するステップと、ダウンロードおよび／または記録され、続けて
ストリーミングデータとしてオン・デマンドで供給される、ダウンロード可能および記録
可能なコンテンツを提供するステップと、加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワ
ークと関連する検索エンジンを提供するステップとを有する。本方法は、加入者を加入者
コミュニティピア・ツー・ピアネットワークに接続するステップと、加入者コミュニティ
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ピア・ツー・ピアネットワークに接続されている他の加入者によって先行してダウンロー
ドまたは記録されたコンテンツを検索し、１つまたは複数の他の加入者からストリーミン
グデータとしてそのようなダウンロードおよび／または記録されたコンテンツをオン・デ
マンドで受信するために、各加入者に検索エンジンの使用を許可するステップとを有する
。
【００１２】
　さらに別の特定の実施形態によれば、本発明は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネ
ットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを受信するシステムを提供する
。システムは加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークと、この加入者コミュニ
ティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードであるストリーミングデータの受信器
と、ストリーミングデータの供給側のセットとを有する。供給側のセットは能動的な供給
側のセットとバックアップ的な供給側のセットとを有し、供給側のセットにおける各供給
側は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである。ストリー
ミングデータは複数のブロックを含む。オン・デマンドで受信されるべきストリーミング
データの各ブロックに関して、受信器は、ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使
用し、このＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を用いてＦＥＣエンコーディングさ
れたブロックの個別に割り当てられた少なくとも１つの小部分を個別に割り当てられたデ
ータレートで送信することを各能動的な供給側にシグナリグし、ＦＥＣエンコーディング
されたブロックのセグメントを受信し、ここで各セグメントは個別に割り当てられた小部
分の少なくとも一部を表し、ＦＥＣエンコーディングされたブロックをセグメントの集合
体に基づきデコーディングし、このデコーディングされたブロックをバッファに記憶し、
各能動的な供給側とのネットワークコネクションの性能を監視し、結果としてオーバーフ
ローまたはアンダーフローが生じることになる状態を検出するためにバッファを監視し、
ネットワークコネクションの性能およびバッファの状態に基づいて、バッファがオーバー
フローまたはアンダーフローに達することを回避するために品質適合を実施する。
【００１３】
　別の特定の実施形態によれば、本発明は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワ
ークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを受信する方法を提供する。本方法は
、加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおける候補供給側のセットから能
動的な供給側のセットとなるべき供給側のセットを選択し、候補供給側のセットからバッ
クアップ的な供給側のセットとなるべき別の供給側のセットを選択するステップを有する
。本方法は、受信されるべきストリーミングデータの各ブロックに関して、ＦＥＣエンコ
ーディング・オーバヘッド比を使用するステップを有し、このＦＥＣエンコーディング・
オーバヘッド比を用いてＦＥＣエンコーディングされたブロックの個別に割り当てられた
少なくとも１つの小部分を個別に割り当てられたデータレートで送信することを各能動的
な供給側にシグナリグするステップを有し、ＦＥＣエンコーディングされたブロックのセ
グメントを受信するステップを有し、ここで各セグメントは個別に割り当てられた小部分
の少なくとも一部を表し、ＦＥＣエンコーディングされたブロックをセグメントの集合体
に基づきデコーディングし、このデコーディングされたブロックをバッファに記憶するス
テップを有し、各能動的な供給側とのネットワークコネクションの性能を監視するステッ
プを有し、結果としてオーバーフローまたはアンダーフローが生じることになる状態を検
出するためにバッファを監視するステップを有し、ネットワークコネクションの性能およ
びバッファの状態に基づいて、バッファがオーバーフローまたはアンダーフローに達する
ことを回避するために品質適合を実施するステップを有する。
【００１４】
　別の特定の実施形態によれば、本発明は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワ
ークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを供給するシステムを提供する。シス
テムは加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである受信器と
、ストリーミングデータを有する供給側のセットとを含み、供給側のセットにおける各供
給側は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである。ストリ
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ーミングデータは複数のブロックを含み、またストリーミングデータの各ブロックに関し
て、各供給側は、使用されるべきＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を表す受信器
からの信号、個別に割り当てられたデータレート、またＦＥＣエンコーディング・オーバ
ヘッド比を使用したブロックのＦＥＣエンコーディングにより生じるＦＥＣエンコーディ
ングされたブロックの個別に割り当てられた小部分を受信し、またＦＥＣエンコーディン
グされたブロックの割り当てられた小部分の少なくとも一部を個別に割り当てられたデー
タレートで送信するよう動作する。
【００１５】
　別の特定の実施形態によれば、本発明は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワ
ークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを供給する方法を提供する。加入者コ
ミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおいて受信器によって受信されるべきストリ
ーミングデータの各ブロックに関して、本方法は、使用されるべきＦＥＣエンコーディン
グ・オーバヘッド比を表す受信器からの信号、個別に割り当てられたデータレート、また
ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用したブロックのＦＥＣエンコーディング
により生じるＦＥＣエンコーディングされたブロックの個別に割り当てられた小部分の受
信、またＦＥＣエンコーディングされたブロックの割り当てられた小部分の少なくとも一
部を個別に割り当てられたデータレートでの受信器への送信を含む。
【００１６】
　別の特定の実施形態によれば、本発明はストリーミングビデオデータの早送り再生また
は巻き戻し再生をシミュレートするための方法を提供する。本方法は、ストリーミングレ
ートでストリーミングビデオデータを受信するステップと、通常の速度に対応する再生レ
ートで後に再生するために受信したストリーミングビデオデータをバッファに記憶するス
テップと、通常の速度よりも速い速度でバッファから記憶されているストリーミングビデ
オデータを再生するステップとを有する。本方法はまた、アンダーフロー状態についてバ
ッファを監視するステップを有し、ここでストリーミングレートは再生レートよりも低く
、またアンダーフロー状態の検出に基づき、事前に求められたビデオクリップを記憶され
ているストリーミングビデオデータ間におけるバッファに挿入するステップを有する。
【００１７】
　さらに別の特定の実施形態によれば、本発明はストリーミングビデオデータの早送り再
生または巻き戻し再生をシミュレートするための方法を提供する。本方法は、ストリーミ
ングレートでビデオファイルからストリーミングビデオデータを受信するステップと、通
常の視聴速度に対応する通常の再生レートで後に再生するために受信したストリーミング
ビデオデータをバッファに記憶するステップと、スピードアップされた視聴速度に対応す
るスピードアップされた再生レートでの早送り再生のための命令を受信するステップとを
有する。本方法はまた、ビデオファイルにおけるジャンプポイントから始まるストリーミ
ングビデオデータを受信するステップと、スピードアップされた再生レートでの再生をシ
ミュレートするために、記憶されているストリーミングビデオデータをバッファから通常
の再生速度よりも速い再生レートで再生するステップを含む。
【００１８】
　本発明のこれらの特定の実施形態および他の特定の実施形態を以下ではより詳細に説明
する。
【００１９】
　図面の簡単な説明
　本明細書に組み込まれ、また本明細書の一部をなす添付の図面は本発明の種々の実施形
態を示し、また以下の説明と関連してそれらの実施形態の説明に使用される。便宜上、全
ての図面を通して同一の構成要素または同様の構成要素には同一の参照番号が付されてい
る。
　図１は、慣例のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを実施するためのシステム
を示す。
　図２は、ピア・ツー・ピアネットワークによって提供される付加的なコンテンツを用い
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て、慣例のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを拡大するためのシステムの実施
形態を示す。
　図３は、ロングテールを表すグラフを示す。
　図４は、ＶｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ）システムの実施形態を示す。
　図５は、Ｖ２Ｐシステムを使用してストリーミングセッションを実施するための方法の
フローチャートを示す。
　図６は、Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
　図７は、ピア選択順位方程式のグラフを示す。
　図８は、ストリーム管理モジュールの詳細を含む、Ｖ２Ｐ受信器を表すブロック図を示
す。
　図９は、動的バッファ管理技術がバッファオーバーフローまたはアンダーフローをどの
ようにして回避することができるかを表すグラフを示す。
　図１０は、バッファ管理スキーマを表すグラフを示す。
　図１１は、コネクション監視に使用される単純なバイナリツリーを示す。
　図１２は、一連のＭＰＥＧフレームを示す。
　図１３は、早送り動作をシミュレートするためにビデオデータ間に挿入されたビデオク
リップを示す。
　図１４は、Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
　図１５は、Ｖ２Ｐシステムを評価するための例示的なセットアップを示す。
　図１６は、高帯域幅環境において実施されているＶ２Ｐシステムを示す。
　図１７は、Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
　図１８は、ＴＶ視聴行動およびロングテールを表すグラフを示す。
　図１９Ａは、Ｖ２Ｐシステムが標準画質（ＳＤ）品質で供給することができる、並行す
るストリームの数を表すグラフを示す。
　図１９Ｂは、Ｖ２ＰシステムがＳＤ品質で供給することができる、ストリームの最大数
または累積数を表すグラフを示す。
　図２０Ａは、Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリ
ームの数を表すグラフを示す。
　図２０Ｂは、Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリ
ームの数を表すグラフを示す。
　図２１Ａは、Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリ
ームの数を表すグラフを示す。
　図２１Ｂは、Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリ
ームの数を表すグラフを示す。
　図２２は、Ｖ２Ｐシステムの保存の側面を表すグラフを示す。
　図２３は、共通のビデオフレームを識別するための方法を説明するフローチャートであ
る。
【００２０】
　実施例の詳細な説明
　上述したように、殊にＶｏＤシステムを拡大するために、本発明はＳＴＢ間のピア・ツ
ー・ピア（ｐ２ｐ）ネットワークに関する。各ＳＴＢは特定の実施形態によればネットワ
ークのノードである。さらには、本発明の特定の実施形態はＶｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ
）と称されるマルチソースストリーミング技術に関し、このマルチソースストリーミング
技術によりサービスプロバイダのネットワーク内のあらゆるピアＳＴＢはネットワーク内
の他のＳＴＢからビデオコンテンツを取得し視聴することができる。したがって本発明に
よるその種のＶ２Ｐネットワークは事実上加入者コミュニティのためのＶｏＤシステムと
なり、このＶｏＤシステムにおいてはいずれのメンバーも他のいずれかのメンバーによっ
てダウンロードおよび／または記録されたコンテンツを取得し視聴することができる。
【００２１】
　典型的には、加入者コミュニティはＳＴＢのセットを含んでいるので、Ｖ２ＰはＳＴＢ
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からのコンテンツのオン・デマンドの視聴を可能にするマルチソースビデオストリーミン
グシステムである。本発明の原理により設計されているＶ２Ｐシステムのアーキテクチャ
をこのアーキテクチャの各構成要素の説明も合わせて説明する。そのようなＶ２Ｐシステ
ムは、復元力があり且つ高品質のビデオストリーミングに対して責任を負う。
【００２２】
　有利には、サービスプロバイダが提供するＶ２Ｐサービスにより、このサービスプロバ
イダによって管理されているｐ２ｐネットワーク全体への違法的なビデオ配布を阻止する
ことができる。殊に、サービスプロバイダは加入者ＳＴＢによって記録されるコンテンツ
をサービスプロバイダによって提供されるコンテンツに制限することができるので、新た
なビデオコンテンツをＳＴＢに導入するメカニズムは存在しない（すなわち加入者が関与
している限りシステムは閉じられている）。ピアＳＴＢ間でのビデオコンテンツのそれ以
降の共有は、サービスプロバイダの顧客（加入者）であるＳＴＰピアの閉じられたコミュ
ニティに制限されている。コンテンツの違法な共有が行われることなく、いずれかのパー
ソナルコンピュータ（ＰＣ）または他の適切なデバイスをｐ２ｐネットワークに接続でき
るようにこのｐ２ｐネットワークを拡張することができる。
【００２３】
　本発明によればサービスプロバイダに関しては、サービスプロバイダの加入者コミュニ
ティピア・ツー・ピアネットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを提供
するシステムおよび方法の種々の実施形態が考えられる。サービスプロバイダの加入者コ
ミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータ
を提供するシステムの１つの実施形態は、テレビ受像機と接続されるよう適合されたデバ
イスの加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークと、ダウンロードまたは記録さ
れた後にストリーミングデータとして供給できるダウンロード可能および記録可能なコン
テンツを提供するサービスプロバイダとを含む。このシステムにおいてはコンテンツの受
信器とコンテンツを提供するストリーミングデータの供給側のセットとが存在し、この供
給側には能動的な供給側とバックアップ的な供給側が含まれる。各供給側は、サービスプ
ロバイダもしくは１つまたは複数の他のノードからコンテンツをダウンロードまたは記録
した後にオン・デマンドストリーミングデータを供給するよう機能する。その種のシステ
ムにおける受信器は、この受信器による要求に応じて供給側のセットにおける１つまたは
複数の供給側からストリーミングされたデータを受信するよう機能する。受信器および供
給側はそれぞれ加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードであり
、また各ノードとしてセットトップボックス、またはテレビ受像機およびサービスプロバ
イダのネットワークに接続されるよう適合されている他のデバイスが考えられる。サービ
スプロバイダは加入者コミュニティにおけるノードによってダウンロードまたは記録可能
なオーディオデータ、ビデオデータまたはその両方のようなコンテンツを供給し、またこ
のダウンロードまたは記録可能なコンテンツを供給側として動作するノードからストリー
ミングデータとして供給することができる。
【００２４】
　種々の実施形態によれば、そのようなシステムを検索エンジンによって向上させること
ができ、この検索エンジンによりユーザはコンテンツブラウザを使用してコンテンツを検
索し、またコンテンツ推薦によって推薦されるコンテンツを受信することができる。別の
実施形態によれば、このシステムをさらにインセンティブマネージャによって向上させる
ことができ、このインセンティブマネージャはストリーミングセッションへの関与に関し
てコンテンツの所有者、サービスプロバイダおよび供給側に報酬を与える。別の実施形態
によれば、このシステムを付加的にディジタル権利マネージャによって向上させることが
でき、このディジタル権利マネージャはコンテンツの違法な配布を阻止する。
【００２５】
　前述との関連において、特定の実施形態によれば、本発明はサービスプロバイダの加入
者に対して加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークを提供し、加入者をこのネ
ットワークに接続した後に、サービスプロバイダの加入者コミュニティピア・ツー・ピア
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ネットワークにおいてオン・デマンドストリーミングデータを提供する方法に関する。本
方法は、ダウンロードおよび／または記録され、続けてストリーミングデータとしてオン
・デマンドで供給することができる、ダウンロード可能および記録可能なコンテンツの提
供を含む。また本方法は、加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークと関連した
検索エンジンの提供と、各加入者による検索エンジンの使用およびオン・デマンドで選択
されたデータの受信の許可を含む。殊に、加入者は加入者コミュニティピア・ツー・ピア
ネットワークに接続されている他の加入者によって先行してダウンロードまたは記録され
たコンテンツを検索するために検索エンジンを使用する。続いて、加入者はそのようなダ
ウンロードおよび／または記録されたコンテンツをストリーミングデータとして１つまた
は複数の他の加入者からオン・デマンドで受信する。
【００２６】
　コンテンツのオン・デマンドの受信に関して、本発明の種々の実施形態は加入者コミュ
ニティピア・ツー・ピアネットワークにおける１つまたは複数の供給側からストリーミン
グデータをオン・デマンドで受信するためのシステムおよび方法を提供する。そのような
システムは受信器として機能するノードと、ストリーミングデータの供給側として機能す
るノードのセットと包含し、このノードのセットには能動的な供給側およびバックアップ
的な供給側が含まれる。換言すれば、受信器ならびに供給側のセットにおける各供給側は
加入者コミュニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるノードである。そのようなシ
ステムにおける受信器はオーディオデータ、ビデオデータまたは両方を含むストリーミン
グデータを受信する。受信すべきストリーミングデータの各ブロックに関して、受信器は
ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用し、また各能動的な供給側に個別に割り
当てられたデータレートで、ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用してＦＥＣ
エンコーディングされたブロックの個別に割り当てられた小部分を送信することをシグナ
リングする。受信器はＦＥＣエンコーディングされたブロックのセグメントを受信し、セ
グメントの集合体に基づきＦＥＣエンコーディングされたブロックをデコーディングし、
またデコーディングされたブロックをバッファに記憶する。ここで各セグメントは個別に
割り当てられた小部分の一部を表す。受信器は能動的な供給側をそれぞれ有しているネッ
トワークコネクションの性能を監視し、また結果としてオーバーフローまたはアンダーフ
ローが生じる状態を検出するためにバッファを監視する。コネクションの性能およびバッ
ファの状態に基づき、受信器はバッファのアンダーフローまたはオーバーフローへの到達
を回避するために品質適合を実施する。監視によりストリーミングセッションの中間にお
ける供給側の障害またはコンテンツの削除が検出され、またこの供給側の障害およびコン
テンツの削除を処理するために、能動的なセットに付加的なバックアップピア、能動的な
供給側の間でのレートの再分布およびＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド調整のよう
な一連の技術が使用される。
【００２７】
　既述のように、各受信器および各供給側は加入者コミュニティピア・ツー・ピアネット
ワークにおけるノードであり、またその種の各デバイスをテレビ受像機およびサービスプ
ロバイダのネットワークに接続されるよう適合させることができる。換言すれば、その種
のデバイスは種々の実施形態に応じてセットトップボックス、パーソナルコンピュータま
たはモバイル装置でよい。各デバイスは受信器、供給側またはその両方として機能するこ
とができる。供給側は１つまたは複数のメトリクスのあらゆる組み合わせに基づき選択さ
れる。このメトリクスには供給側の供給状態または受信状態、利用可能なアップリンク帯
域幅、処理能力、信頼性記録（reliability history）、パス待ち時間、パケット損失お
よび公平性が含まれる。供給側の信頼性記録は特定の実施形態に応じて、デバイス故障率
、ネットワーク接続時間およびコンテンツアベイラビリティを基礎とする。公平性はロー
ドバランシングおよび先行の選択記録を基礎とする。
【００２８】
　特定の実施形態によれば、その種のシステムにおける受信器は、各能動的な供給側との
ネットワークコネクションの性能の監視に基づいてストリーミングセッションに適合され
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るよう機能する。このようなネットワークコネクションの性能には、供給側がネットワー
クの不安定性、デバイス故障、またはストリーミングデータとして供給すべきコンテンツ
の削除を経験したか否かの検出を含む。また受信器は他の供給側から実際に受信したスト
リーミングデータのメトリクスに基づいて各ネットワークコネクションの性能を受動的に
監視するよう機能する。また受信器は、目下のバッファサイズ、目下の再生レートおよび
目下のストリーミングレートを含むバッファの監視に基づいてストリーミングセッション
を適合させる。必要に応じて受信器は能動的な供給側間のレート分布、供給側のセットま
たはＦＥＣエンコーディングパラメータを動的に調整することができる。受信器は新たな
データレートを割り当てることによって、または新たなブロックの小部分を割り当てるこ
とによって、能動的な供給側間のレート分布を調整するよう機能する。受信器は種々の実
施形態に応じて、能動的な供給側を付加または除去することによって、バックアップ的な
供給側を能動的な供給側のセットに付加することによって、またはバックアップ的な供給
側のセットに供給側を付加することによって能動的な供給側のセットを調整することがで
きる。受信器は新たなＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比または新たなＦＥＣエン
コーディングスキーマを使用することによって、ＦＥＣエンコーディングパラメータを調
整することができる。ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用することによって
、受信器は供給側によって使用されるべきＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を１
つのブロックの後続のＦＥＣエンコーディングにおいてセットすることができるか、単純
に、ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用してＦＥＣエンコーディングされて
いる事前エンコーディングされたブロックを選択するよう供給側にシグナリングすること
ができる。
【００２９】
　その種のシステムにおける受信器は特定の実施形態に応じて、能動的な供給側のセット
間でストリーミングデータのソースとして使用されるべきメディアファイルの複数の個々
のコピーにおける共通の始点も求める。受信器は期間を規定し、また各能動的な供給側か
ら基準オブジェクトのセットを受信する。期間は加入者コミュニティネットワークと接続
されているデバイスのクロック同期に関連させてもよい。各基準オブジェクトはその期間
内にメディアファイルの個々のコピーにおいて現われる基準フレームに対応する。受信器
は、基準オブジェクトの全てのセットに共通する共通の基準オブジェクトを識別するため
に、受信した基準オブジェクトのセットを比較し、共通の基準オブジェクトに対応する基
準フレームとなるよう始点をセットする。ビデオファイルにおいては、各基準フレームは
ビデオフレームであり、また各基準オブジェクトはハッシュ値である。
【００３０】
　コンテンツのオン・デマンドの供給に関して、本発明の種々の実施形態は加入者コミュ
ニティピア・ツー・ピアネットワークにおけるストリーミングデータをオン・デマンドで
供給するためのシステムおよび方法を提供する。その種の実施形態はこのネットワークに
おけるノードである受信器と、ストリーミングデータの複数のブロックの供給側のセット
とを包含し、供給側のセットにおける各供給側もこのネットワークにおけるノードである
。供給されるストリーミングデータの各ブロックに関して、その種のシステムにおける各
供給側は、使用されるべきＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を表す受信器からの
信号、個別に割り当てられたデータ比、またＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を
使用したブロックのＦＥＣエンコーディングにより生じるＦＥＣエンコーディングされた
ブロックの個別に割り当てられた小部分を受信する。続いて各供給側はＦＥＣエンコーデ
ィングされたブロックの割り当てられた小部分の少なくとも一部を個別に割り当てられた
データレートで送信する。
【００３１】
　前記に付加的に、本発明の種々の実施形態はストリーミングビデオデータの早送り再生
および巻き戻し再生をシミュレートするシステムおよび方法を含む。ストリーミングビデ
オデータの早送り再生または巻き戻し再生をシミュレートする方法の１つの実施形態は、
ストリーミングビデオデータのストリーミングレートでの受信、受信したストリーミング
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ビデオデータを後に通常速度に対応する再生レートで再生するためのバッファへの記憶、
ストリーミングレートが再生レートよりも低いアンダーフロー状態に関するバッファの監
視、および記憶されているストリーミングビデオデータ間におけるバッファへの所定のビ
デオクリップの挿入を含む。
【００３２】
　ストリーミングビデオデータの早送り再生および巻き戻し再生をシミュレートする方法
の別の実施形態は、ストリーミングレートでのビデオファイルからのストリーミングビデ
オデータの受信、受信したストリーミングビデオデータを通常の視聴速度に対応する通常
の再生レートで後に再生するためのバッファへの記憶を含む。この方法はさらに、スピー
ドアップされた視聴速度に対応するスピードアップされた再生レートでの早送り再生また
は巻き戻し再生のための命令の受信、ビデオファイルにおけるジャンプポイントから始ま
るストリーミングビデオデータの受信、およびスピードアップされた再生レートでの再生
をシミュレートするための、記憶されているストリーミングビデオデータのバッファから
の通常の再生速度よりも速い再生レートでの再生を含む。その種の方法は、記憶されてい
るストリーミングビデオデータ間における所定のビデオクリップのバッファへの挿入も含
む。
【００３３】
　以下の記述では、本発明の複数の実施形態および本発明の実践形式が示されている添付
の図面を参照する。他の実施形態を使用することもでき、また本発明の範囲を逸脱するこ
となく構造的および機能的な変更も行えるものと解される。
【００３４】
　本発明の特定の実施形態を説明するためのコンテクストを提供するために、図１は慣例
のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを実現するシステムを示す。インフラスト
ラクチャベースのメディアストリーミングまたは集中型のビデオ・オン・デマンド（Ｖｏ
Ｄ）ソリューションは一般的に１つまたは複数のメディアサーバ、また通常はセットトッ
プボックス（ＳＴＢ）であるクライアントのセットを有する。メディアサーバはクライア
ントへのメディアのオン・デマンドストリーミングに対して責任を有する。場合によって
は、ＶｏＤシステムはさらにキャッシングプロキシを有することができる。図１に示され
ているように、サービスプロバイダＶｏＤシステム１００は管理インフラストラクチャ１
１０、メディアサーバ１２０およびコンテンツライブラリ１３０を有する。ここではセッ
トトップボックス（ＳＴＢ）として示されているクライアントデバイス１４０はサービス
プロバイダ１００と通信するよう接続されており、またダウンロードまたはストリーミン
グされたコンテンツをビデオの一部としてコンテンツライブラリ１３０からオン・デマン
ドで受信する。管理インフラストラクチャ１１０はクライアントデバイス１４０からのリ
クエストのダウンロードおよびストリーミングを処理し、またサービスプロバイダ１００
とクライアントデバイス１４０との間の制御コネクションおよびデータコネクションを管
理する。例えば、メディアサーバ１２０は要求されたメディアの管理インフラストラクチ
ャ１１０を介したコンテンツライブラリ１３０からクライアントデバイス１４０へのオン
・デマンドでのストリーミングを実施する。
【００３５】
　前述したように、図１に示されているような慣例のＶｏＤソリューションは典型的には
、映画タイトルの簡素なセレクションを提供し、期間限定で、例えば２４時間の間、プレ
ミアムコンテンツのみをキャッシュすることができる。しかしながら、ＶｏＤシステムの
加入者がまさに視聴したいコンテンツを見たいときに視聴できる権限が与えられれば（す
なわちオン・デマンド）、ＶｏＤアプローチはより頻繁に使用されることになるであろう
。これにより顧客満足度は高まり、またサービスプロバイダに関しては収入が増え、チャ
ーンが減る。
【００３６】
　セットトップボックス（ＳＴＢ）は、このＳＴＢのパーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ
）機能を使用したＴＶ番組の再生および記録のようなサービスに関してテレビ受像機がサ
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ービスプロバイダネットワークへのユーザインタフェースとなることを可能にするデバイ
スである。本発明の１つの実施形態によれば、全ての加入者のＳＴＢはサービスプロバイ
ダが管理するピア・ツー・ピア（ｐ２ｐ）ネットワークに接続され、したがってサービス
プロバイダのネットワークのあらゆる加入者は、それらの加入者のＳＴＢにダウンロード
および／または記録されたビデオコンテンツを他の加入者のＳＴＢにストリーミングする
ことができる。
【００３７】
　例えば、いずれの加入者もサービスプロバイダによって提供されるあらゆるＴＶ番組ま
たは他のコンテンツを自身のＳＴＢにダウンロードおよび／または記録することができる
。他の加入者にコンテンツを利用できるようにするために、コンテンツを自動的にサービ
スプロバイダのｐ２ｐネットワークに自動的に通知または登録することができる。ネット
ワークのいずれの加入者もこのコンテンツを検索し、視聴することができる。Ｖ２Ｐと称
されるそのようなシステムはＳＴＢによって形成されるｐ２ｐネットワークに関するマル
チソースビデオストリーミングシステムである。つまり、Ｖ２Ｐは複数のＳＴＢからの高
品質且つ復元力のあるビデオストリーミングを提供する。
【００３８】
　これに関して図２は、本発明の１つの実施形態によるコミュニティＶｏＤシステムを構
築するために、ピア・ツー・ピアネットワークによって提供される付加的なコンテンツを
用いて慣例のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを拡大するシステムを示す。図
示されているように、サービスプロバイダＶｏＤシステム２００は管理インフラストラク
チャ２１０、メディアサーバ２２０、コンテンツライブラリ２３０およびサービスプロバ
イダによって管理されるピア・ツー・ピア（ｐ２ｐ）ネットワーク２５０を有する。さら
にｐ２ｐネットワーク２５０は、ここではセットトップボックス（ＳＴＢ）として示され
ているピアデバイス２６０ａ，２６０ｂ，２６０ｃ（以下ではピアデバイス２６０と称す
る）と拡張コンテンツライブラリ２７０ａおよび２７０ｂ（以下では拡張コンテンツライ
ブラリ２７０と称する）を有する。拡張コンテンツライブラリ２７０はピアデバイス２６
０に記憶されているダウンロードおよび／または記録されたコンテンツを有する。例えば
、ピアデバイス２６０はコンテンツライブラリ２３０から管理インフラストラクチャ２１
０を介してストリーミングされたメディアをダウンロードおよび／または記録および記憶
することができる。ｐ２ｐネットワーク２５０に接続されているあらゆる加入者によって
記録された拡張コンテンツを用いるＶｏＤシステムのコンテンツライブラリの拡張により
コンテンツの選択肢が増え、また共通のＶｏＤシステムが構築される。
【００３９】
　特定の実施形態によれば、ここではセットトップボックス（ＳＴＢ）として示されてい
るクライアントデバイス２４０はサービスプロバイダＶｏＤシステム２００と通信するよ
う接続されており、またダウンロードまたはストリーミングされたコンテンツをビデオの
一部としてコンテンツライブラリ２３０から、または拡張コンテンツライブラリ２７０か
らオン・デマンドで受信する。管理インフラストラクチャ２１０はクライアントデバイス
２４０からのリクエストのダウンロードおよびストリーミングを処理し、またサービスプ
ロバイダＶｏＤネットワーク２００とクライアントデバイス２４０との間の制御コネクシ
ョンおよびデータコネクションを管理する。例えば、メディアサーバ２２０は要求された
メディアの管理インフラストラクチャ２１０を介したコンテンツライブラリ２３０からク
ライアントデバイス２４０へのオン・デマンドでのストリーミングを実施する。またクラ
イアントデバイス２４０は要求したメディアの拡張コンテンツライブラリ２７０からのオ
ン・デマンドのストリーミングを要求することができる。ｐ２ｐネットワーク２５０はこ
れらの要求を処理し、またｐ２ｐネットワーク２５０とクライアントデバイス２４０との
間の制御コネクションおよびデータコネクションを管理し、要求されたメディアの拡張コ
ンテンツライブラリ２７０からクライアントデバイス２４０へのオン・デマンドのストリ
ーミングを実施する。
【００４０】
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　Ｖ２Ｐソリューションは必ずしも図１に示されているような集中型のＶｏＤソリューシ
ョンに代わるものを意味していないが、図２に示されているように、そのようなソリュー
ションについての補完的な分散型の拡張として使用することができる。ＶｏＤとＶ２Ｐは
一緒に膨大な量のコンテンツを加入者にもたらすことができる。集中型のＶｏＤは非常に
人気のある大多数のコンテンツプログラムを提供し続けることができ、これに対しＶ２Ｐ
はいわゆる「ロングテール」市場を提供することに良く適している。
【００４１】
　図３は、ロングテールを表すグラフを示す。図３によれば、膨大な量になる余り人気の
ないアイテムの集合体を合計すれば組織に関して多額の利益になる可能性がある。多くの
ビジネスでは、少数のオーディエンスにのみ関心があるコンテンツアイテムを売ることに
よって利益を得ることができる。これらのあまり人気のないコンテンツアイテムはそのよ
うなオンラインビジネスに関してロングテールを作り上げることができる。ロングテール
からコンテンツアイテムを提供することにより、顧客は以前見つからなかったコンテンツ
を発見、購入、および照会することができる。同様にして、Ｖ２Ｐはビデオ・オン・デマ
ンド市場に関するロングテール現象にレバレッジを導入することができ、これにより、そ
れらのあまり人気のない番組の反復的な視聴から収入を得ているコンテンツ所有者および
サービスプロバイダの双方にとって強力なビジネスモデルが実現される。さらにＶ２Ｐは
これらのＳＴＢリソースを供給する加入者に報酬を与える。
【００４２】
　Ｖ２Ｐ技術は慣例のストリーミングソリューションでは取り組むことができなかった多
くの技術的な要求（限定的なアップストリーム帯域幅や復元力が含まれる）に取り組んで
いる。
【００４３】
　現在では、ＤＳＬおよびケーブルモデムは家庭での使用に関する２つの一般的なブロー
ドバンド技術である。両方とも非対称的な帯域幅特性を有する。つまりダウンロード帯域
幅はアップロード帯域幅よりも高い。各ＳＴＢに対するアップロード帯域幅の制約を解消
するために、Ｖ２Ｐはストリーミングソースとして複数のＳＴＢを使用し、また受信側の
ＳＴＢはこれらの複数の供給側からのストリーミングセッションを調整する。アップロー
ド帯域幅もダウンロード帯域幅も増大したとしても、Ｖ２Ｐは対称的な帯域幅環境でも非
対称的な帯域幅環境でも高品質且つ復元力のあるストリーミングを提供するために依然と
して使用することができる。
【００４４】
　ネットワークおよびデバイスはまだ完璧なものではなく、つまり復元メカニズムは逆の
条件を考慮するために設計されなければならない。ｘＤＳＬまたはケーブルモデムコネク
ションを介するＶ２Ｐストリームおよびネットワーク自体の信頼性が高くないので、不安
定なネットワークを介する復元力のあるストリーミングがＶ２Ｐに関する１つの争点であ
る。如何なる時点においてもＳＴＢはスイッチオフされる可能性がある。もしくはコンテ
ントがストリーミングセッション中に削除される可能性がある。継続的且つ円滑なストリ
ーミングを提供するために、Ｖ２Ｐは非常に耐性の高いエラー回復メカニズムを要求する
。特定の実施形態によれば、Ｖ２Ｐはリンクならびにデバイスの不信頼性に取り組み、ま
た高品質のストリーミングを提供するために、インテリジェントなピア選択、フォワード
・エラー・コレクション（ＦＥＣ）、動的なレート分布、動的なバッファ管理、ネットワ
ークトモグラフィを基礎とするコネクション監視のようなメカニズムの組合せを使用する
。
【００４５】
　図４は、ＶｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ）システムの実施形態を示す。図示されているよ
うに、Ｖ２Ｐシステム４００は受信器４１０、送信器４２０ａ，４２０ｂおよび４２０ｃ
（以下では送信器と称する）、リソース管理フレームワーク（ＲＭＦ）４３０ならびにイ
ンセンティブマネージャ４４０を有する。また図４にはサービスプロバイダ４５０および
コンテンツ所有者４６０も示されている。ここではセットトップボックス（ＳＴＢ）とし
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て示されている受信器４１０は受信側のピアであり、送信器４２０からストリーミングメ
ディアを受信する。ここではセットトップボックス（ＳＴＢ）として示されている送信器
４２０は送信側のピアであるか、ストリーミングメディアの供給側である。受信器４１０
は時には送信側のピアとしても動作できることを言及しておく。同様に、送信器４２０の
いずれかは時には受信側のピアとして動作することもできる。リソース管理フレームワー
ク（ＲＭＦ）４３０はサービスプロバイダによって管理される管理インフラストラクチャ
である。サービスプロバイダは受信器４１０と送信器４２０との間の制御コネクションお
よびデータコネクションを管理し、要求されたメディアのオン・デマンドのストリーミン
グを実施する。またＲＭＦ４３０により受信器４１０は送信器４２０にダウンロードおよ
び／または記録され記憶されたストリーミング可能なコンテンツ、例えばメディアファイ
ルについてＶ２Ｐシステム４００を検索することができる。またＲＭＦ４３０により受信
器４１０はコンテンツ推薦を受信することができる。インセンティブマネージャ４４０は
Ｖ２Ｐシステムを使用する会計状況を管理する。これには、ストリーミングメディアとし
て特定のコンテンツを受信した受信器への課金、ストリーミングメディアの供給側への報
酬またコンテンツの各ストリーミングに対するサービスプロバイダ４５０およびコンテン
ツ所有者４６０への報酬が含まれる。
【００４６】
　図４に示されているＶ２Ｐシステムはマルチソースストリーミングシステムである。こ
のことは、各ストリーミングセッションが１つの受信器と送信器または供給側のセットを
含むことを意味している。１つの基本的な仮定は、各供給側が所定のコンテンツアイテム
に対応するメディアファイルの同一のコピーを有しているということである。しかしなが
ら、供給側のＳＴＢが同期しておらず、またそれらＳＴＢのメディアファイルのコピーが
完全に同一でない場合には、特定の実施形態によるＶ２Ｐは複数の供給側からのストリー
ミングメディアを同期するメカニズムを提供する。以下ではこの同期メカニズムを詳細に
説明する。Ｖ２Ｐはメディアファイルを（例えば１～２秒の再生に適した）小さいデータ
ブロックのセットに分割し、各ソースが同一のブロックの小部分を提供する。その結果、
全ての供給側が１つのファイルの各ブロックに寄与することになる。
【００４７】
　例えば、特定の実施形態によれば、パケット損失を許容するためにメディアファイルの
各ブロックをフォワード・エラー・コレクション（ＦＥＣ）コードを用いて符号化するこ
とができる。ＦＥＣエンコーディングスキーマは２つのパラメータ（ｎ，ｋ）で表され、
データブロック毎にｎ個のパケットがｋ個のパケット（但しｎ＞ｋ）の代わりに送信され
る。ｎ個のパケットの中からのいずれかのｋ個のパケットはブロックを再構築することが
できる。したがって、ストリーミングセッションはブロック毎に（ｎ－ｋ）個までのパケ
ットの損失を許容することができる。ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比αは次式
のように定義される。
【数１】

【００４８】
　ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比およびエンコーディングスキーマはストリー
ミングセッションに関するストリーミングレートおよびパケット損失許容度に対して多大
な影響を及ぼす。したがってＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比をストリーミング
セッションの特定のエンコーディングスキーマに関して確立することができる。１つの例
において、ＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比は供給側によって使用されるべきエ
ンコーディングパラメータを確立するために使用され、また別の例において、ＦＥＣエン
コーディング・オーバヘッド比は特定のエンコーディングパラメータに適しているデータ
のＦＥＣエンコーディングされたブロックを選択するよう供給側にシグナリングするため
に使用することができる。一例として、図５は本発明の１つの実施形態によるＶ２Ｐシス



(17) JP 5108763 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

テムを使用してストリーミングセッションを実施するための方法のフローチャートを示す
。ストリーミングセッションは、特定のメディアファイルのような特定のコンテンツに関
するストリーミング要求を行う受信器によって開始される。
【００４９】
　ステップ５１０では、要求されたメディアファイルを供給することができる候補供給側
のセットを取得する。候補供給側は、要求されたメディアファイルのコピーを有するピア
である。例えば、受信器はＶ２Ｐシステムにおける特定のコンテンツを検索するために検
索エンジンを使用して、コンテンツの候補供給側のセットを取得することができる。
【００５０】
　ステップ５２０では、受信器が候補供給側のセットから能動的な供給側のセットおよび
バックアップ的な供給側のセットを選択する。能動的な供給側は、要求されたメディアフ
ァイルを受信器にストリーミングするためにストリーミングセッション中に協力的に動作
するピアである。バックアップ的な供給側は、１つまたは複数の能動的な供給側がネット
ワークの不安定性、デバイス故障またはコンテンツの損傷または削除に遭遇した場合に、
ストリーミングセッション中に支援することができるピアである。受信器は種々の判定基
準、例えばピアの状態、利用可能なアプリンク帯域幅、処理能力、信頼性記録、パス待ち
時間、パスパケット損失および公平性のメトリクスなどに基づきピアを選択することがで
きる。
【００５１】
　ステップ５３０では、受信器が各能動的な供給側との制御コネクションを開始する。受
信器は公知の多数の技術の中からいずれか１つを使用することができる。例えば、受信器
は伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）を使用して制御パケットを送信することができる。
【００５２】
　ステップ５４０では、各能動的な供給側が受信器とのデータコネクションを開く。受信
器は公知の多数の技術の中からいずれか１つを使用して、供給側からストリーミングデー
タを受信することができる。例えば、受信器はユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
を基礎とするスキーマを使用してストリーミングデータを受信することができる。
【００５３】
　ステップ５５０では、受信器は各能動的な供給側にＦＥＣエンコーディングされたブロ
ックの少なくとも１つの小部分を割り当てられたデータレートで送信するようシグナリン
グすることによって、供給側からのＦＥＣエンコーディングされたブロックの小部分を要
求する。割り当てられたデータレートの合計は目標のストリーミングレートを表す。各能
動的な供給側はＦＥＣエンコーディングされたブロックの一部を送信し、このブロックの
一部は特定のＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を有する特定のＦＥＣエンコーデ
ィングスキーマを使用してＦＥＣエンコーディングされている。各能動的な供給側は、Ｆ
ＥＣエンコーディングされたブロックの少なくとも１つの小部分を送信するための信号を
受信器から受信すると、特定のＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比αを使用して特
定のブロックをＦＥＣエンコーディングすることができる。択一的に各供給側は、１つま
たは複数のＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比を使用してブロックを事前エンコー
ディングすることができ、また受信器からの信号の受信に応答して、事前エンコーディン
グされたブロックの一部を選択することができる。
【００５４】
　ステップ５６０では、受信器がＦＥＣエンコーディングされたブロックの部分またはセ
グメントを受信する。ネットワークの不安定性、デバイス故障ならびにコンテンツの損傷
または削除に起因して、受信器はＦＥＣエンコーディングされたブロックの要求した小部
分を実際には全て受信できない可能性がある。受信器が受信する部分またはセグメントは
、受信器がステップ５５０において要求したＦＥＣエンコーディングされたブロックの小
部分に対応する。実際に受信した部分またはセグメントに基づき、受信器は実際の受信デ
ータレートを求めるために各能動的な供給側とのコネクションの性能を受動的に監視する
。実際の受信データレートの合計は現在のストリーミングレートを表す。
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【００５５】
　ステップ５７０では、受信器がエンコーディングされたブロックの受信した部分または
セグメントに基づきブロックをデコーディングし、デコーディングされたブロックをバッ
ファに記憶する。ブロックのデコーディングには、受信した部分またはセグメントからの
ＦＥＣエンコーディングされたブロックの再構築、再構築されたＦＥＣエンコーディング
されたブロックのＦＥＣデコーディング、また使用される特定のビデオエンコーディング
スキーマ（例えばＭＰＥＧ）に応じたＦＥＣデコーディングされたブロックのさらなるデ
コーディングが含まれることを言及しておく。受信器は目下の再生レートでのバッファか
らの再生のためにデータを消費する。
【００５６】
　ステップ５８０では、受信器がバッファの状態を検査する。目下のバッファサイズ、目
下の再生レートおよび目下のストリーミングレートを監視することによりバッファの状態
を評価することができる。これらのメトリクスに依存して、バッファは３つのゾーン、す
なわち加速ゾーン、快適ゾーンまたは減速ゾーンの内の１つにおいて動作することができ
る。例えば、バッファが快適ゾーンにおいて動作している場合には、受信器はステップ５
８２ｂに進み、ストリーミングセッションを継続する。バッファが加速ゾーンまたは減速
ゾーンにおいて動作している場合には、受信器はステップ５８２ａに進む。
【００５７】
　ステップ５８２ａでは、受信器がバッファのオーバーフローまたはアンダーフローを回
避するために１つまたは複数のストリーミングレート、能動的なセットにおける供給側お
よびエンコーディング・オーバヘッド比を必要に応じて調整する。いずれかの供給側が能
動的な供給側のセットに加えられる場合には、ステップ５３０および５４０が実施される
。
【００５８】
　ステップ５８２ｂでは、受信器がストリーミングセッションは終了したか否かを求める
検査を実施する。ストリーミングセッションが終了している場合には、プロセスがステッ
プ５９０において終了する。ストリーミングセッションが終了していない場合には、プロ
セスはステップ５５０に戻る。
【００５９】
　したがってＶ２Ｐにおけるストリーミングセッションの一例は以下のステップを含む：
　１．先ず、受信器ピアＰ０はｐ２ｐネットワークの検索エンジンから候補供給側のセッ
トを取得する。
【００６０】
　２．候補供給側のセットから、受信器ピアＰ０は能動的な供給側としてピアＰ１，Ｐ２
～ＰＮのセットを選択し、またバックアップ的な供給側としてＰ１，Ｐ２～ＰＭのセット
を選択する。
【００６１】
　３．受信器ピアＰ０は能動的なセットにおける各供給側との制御コネクションを開始す
ることによりストリーミングセッションを始める。
【００６２】
　４．制御コネクションを受信した後に、各供給側Ｐｉは受信器ピアＰ０とのデータコネ
クションを開く。
【００６３】
　５．受信器ピアＰ０は各供給側に特定のエンコーディング・オーバヘッド比αでエンコ
ーディングされた特定のブロックの小部分を送信するよう周期的にシグナリングする。
【００６４】
　６．各供給側Ｐｉはファイルブロックをエンコーディングし、特定のレートにしたがい
ファイルファイルの小部分を送信する。
【００６５】
　７．各ブロックに関して十分なデータを受信した後に、受信器ピアＰ０はブロック全体
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をデコーディングし、バッファに記憶する。受信器側における再生器はバッファからデー
タを使用する。
【００６６】
　受信器ピアＰ０は、再生器に供給するためにデータが常にバッファ内に存在すること、
またバッファオーバーフローを回避するためにバッファは一杯でないことを保証するため
にネットワーク変化およびデバイス故障に反応する。必要に応じて、受信器ピアＰ０は１
つまたは複数のバックアップ的なピアを能動的な供給側のセットに付加し、また新たに付
加された幾つかのピアに対してステップを３～４回繰り返す。
【００６７】
　受信器ピアＰ０はセッションが終了するまでステップを５～７回繰り返す。
【００６８】
　図６はＶ２Ｐシステムのブロック図を示し、またさらに本発明の１つの実施形態による
受信器を示す。この実施形態において、Ｖ２Ｐシステム６００は受信器６１０、送信器６
２０、リソース管理フレームワーク（ＲＭＦ）６３０およびインセンティブマネージャ６
４０を有する。受信器６１０はストリーミングデータを受信するために送信器６２０と対
話する。受信器６１０はユーザがｐ２ｐネットワークを検索できるようにするためにＲＭ
Ｆ６３０と対話する。受信器６１０はインセンティブマネージャ６４０と対話し、このイ
ンセンティブマネージャ６４０はユーザへの課金および適切なエンティティへの報酬の付
与に対して責任を有する。
【００６９】
　図６によれば、受信器６１０はさらにピア選択モジュール６１１０、ストリーム管理モ
ジュール６１２０、インタラクティビディ管理モジュール（この実施形態においては再生
器モジュールと表記する）６１３０、品質適合モジュール６１４０、コンテンツ検索およ
びコンテンツ推薦モジュール６１５０、照会モジュール６１６０およびデータ管理モジュ
ール６１７０を有する。
【００７０】
　一時的に、ピア選択モジュール６１１０は能動的なピアおよびバックアップ的なピアま
たは特定のコンテンツのストリーミングデータの供給側を選択するためにピア選択プロセ
スを使用する。ストリーム管理モジュール６１２０は能動的な供給側との制御コネクショ
ンおよびデータコネクションを管理し、能動的な供給側からのストリーミングデータを受
信し、またストリーミングデータをデコーディングしてバッファに記憶する。またこのス
トリーム管理モジュール６１２０はバッファを管理し、ストリーミングレートを各能動的
な供給側に動的に分布させ、受信器と各能動的な供給側との間のコネクションを監視し、
またユーザからのインタラクティブな再生要求を管理する。この実施形態においては再生
器６１３０モジュールとして示されているインタラクティビディ管理モジュール６１３０
はインタラクティブな再生制御を提供し、またストリーム管理モジュール６１２０と対話
するので、ユーザはストリーミングセッション中の一時停止、早送りおよび巻き戻しを行
うことができる。品質適合モジュール６１４０はストリーム管理モジュール６１２０およ
びピア選択モジュール６１１０と対話し、ネットワークの不安定性、能動的な供給側の障
害およびコンテンツの損傷または削除が生じた場合には、復元力があり且つ高品質のスト
リーミングを提供する。場合によっては、品質適合モジュール６１４０はそのような状況
に対処するためにストリーミングデータの再供給を能動的な供給側に要求することができ
る。
【００７１】
　コンテンツ検索およびコンテンツ推薦モジュール６１５０はＲＭＦ６３０と対話し、特
定の実施形態によれば、これによりユーザは特定のコンテンツを検索することができ、ま
たコンテンツ推薦をユーザに提供することができる。参照モジュール６１６０はＲＭＦお
よびピア選択モジュール６１１０と対話し、遠隔のピアに関する情報を取得する。データ
管理モジュール６１７０は受信したストリーミングデータの受信器の局所的な記憶装置に
おける記憶を管理する。以下ではこれらのモジュールをそれぞれ説明する。
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【００７２】
　ピア選択モジュール６１１０は能動的なピアのセットおよびバックアップ的なピアのセ
ットを求めるためにピア選択プロセスを使用する。能動的なピアはストリーミングセッシ
ョンのコンテンツを提供する。バックアップ的なピアはいずれかのＳＴＢの故障中、また
その時点における能動的なピアが目標のストリーミングレートを提供することができない
ときにネットワークが不安定になっている間に活動状態になる。またバックアップ的なピ
アを、ストリーミングセッション中に１つまたは複数の能動的なピアがコンテンツを削除
するか、コンテンツの損傷が生じると活動状態にすることができる。
【００７３】
　この実施形態においては、ピア選択が２つのステップで実施される。第１のステップに
おいては、ＲＭＦ６３０がストリーミングされるコンテンツを有する候補供給側のセット
を戻す。典型的な候補供給側のセットの大きさは１５～２０のピアである。メディアファ
イルの複数のコピーがネットワーク内で発見された場合、この選択プロセスは限定的なリ
ソースを有するピアを排除する。ＲＭＦ６３０から候補供給側のセットを取得した後に、
ピア選択モジュール６１１０は種々の判定基準に基づき能動的なピアのセットおよびバッ
クアップ的なピアのセットを求める。例えば、後続のピアの状態、帯域幅、デバイス特性
、信頼性、待ち時間、損失比および公平性に関する判定基準を使用することができる。
【００７４】
　１．ピア状態（Ｓ）
　ピアの状態をピア選択の間に考慮することができる。ピアがストリームを受信している
場合には、アップリンクは使用することができない。しかしながら、受信側のピアが別の
ストリーミングセッションを提供することを決定し、アップリンクがこの提供のために完
全に使用される場合には、受信するストリーミングの品質は劣化することになる。何故な
らば、シグナリングプロトコルはアップリンクの小さい小部分を使用するからである。し
たがって、供給側としてアイドル状態のピアを使用することが望ましい。ピアのＳＥＲＶ
ＩＮＧ（提供）状態またはＲＥＣＥＩＶＩＮＧ（受信）状態の間に、ピア選択モジュール
６１１０はピアｉに対してＳi＝ａiを割り当て、ここでａは利用可能なリソースに基づき
計算される。ピアがＩＤＬＥ（アイドル状態）であり、且つ提供のためのリソースを有す
る場合には通常Ｓi＝１である。
【００７５】
　２．供給側の利用可能なアップリンク帯域幅（Ｂ）
　ストリーミングセッションに関して過剰に多いピアまたは過剰に少ないピアを使用する
ことは望ましくない。過剰に多いピアが使用される場合には、受信器は多数のコネクショ
ンを維持しなければならない。１つまたは２つの供給側が使用される場合には、１つの供
給側の故障はストリーミング品質に非常に重大な影響を及ぼすことになる。ストリーミン
グレートがＲ0である場合、ピア選択モジュール６１１０は、ピアｉが≧Ｒ0／３を提供で
きる場合にはＢi＝１を割り当て、ピアが≧Ｒ0／４を提供できる場合にはＢi＝０．７５
を割り当て、これ以降は同様のことが繰り返される。
【００７６】
　３．ＣＰＵ、記憶スペース（Ｃ）
　ＳＴＢが適当なＣＰＵおよび記憶スペースを有する場合には、ピア選択モジュールはピ
アを受け入れることができる。ピア選択モジュールは、ピア状態がＳＥＲＶＩＮＧまたは
ＲＥＣＥＩＶＩＮＧでないときに、ピアｉがＣＰＵ４００ＭＨｚ以上を有し、且つＲＡＭ
が１２８ＭＢ以上であればＣi＝１を割り当てる。ＳＴＢがストリーミングセッションに
関与するためには十分なリソースを有していない場合にはＣｉ＝０である。
【００７７】
　４．信頼性記録（Ｈ）
　信頼性記録Ｈは如何なる時点においてもスイッチオフされる可能性のあるＳＴＢの信頼
性を表す。ＳＴＢのコンテンツはストリーミングセッション中に削除される可能性がある
。したがってＳＴＢの信頼性記録は復元力のあるストリーミングの提供に対して著しい影
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響を及ぼす。ピア選択モジュールは信頼性メトリクスに０～１の値を割り当てる。
【００７８】
　５．供給側から受信器までのパス待ち時間（Ｄ）
　待ち時間または一方向遅延を、供給側が受信器からどれほど離れているかを決定するた
めに使用することができる。供給側が非常に良好なリソースを有しているとしても、ピア
が世界の反対側に位置している場合には、安定したレートでストリーミングを提供するこ
とはできない。供給側が受信器の同一のサブネット内に存在するか、受信器が存在してい
る同一の地理的なロケーション内に供給側が存在する場合、通常の場合待ち時間は実際に
低く、またこれらの供給側は受信器から遠く離れて存在している供給側を上回る性能を有
する。ピア選択モジュールは、ピアｉが５０ｍｓ以下の往復遅延時間（以下ではＲＴＴと
称する）の距離にある場合にはＤi＝１を割り当て、ピアｉが１００ｍｓ以下のＲＴＴの
距離にある場合にはＤi＝０．５を割り当て、ピアｉが２００ｍｓ以上のＲＴＴの距離に
ある場合にはＤi＝０を割り当てる。
【００７９】
　６．パスのパケット損失比（Ｌ）
　パケット損失比はネットワークの信頼性を表す。損失比の範囲は０＜Ｌ＜１である。
【００８０】
　７．公平性（Ｆ）
　ピア選択メカニズムにおける第一の重要性はストリーミングの品質であり、したがって
このメカニズムは受信器に適したストリーミングセッションに関する最善のピアのセット
を選択する。しかしながら、（リソース、信頼性および他のピア選択判定基準に関して）
同等の品質を有する複数のピアを利用できる場合には、他のピアに比べて選択される頻度
が低いピアに優先権が与えられる。
【００８１】
　上記の判定基準に基づき、ピア選択モジュールは各ピアの順位を計算することができる
。Ｒｉがピアｉの順位を表す場合にはＲｉを以下のように表すことができる：
　Ｒｉ＝ＣｉＳｉ（ＢｉＤｉ）Ｈｉ（１－Ｌｉ）。
ピア選択プロセスはこの順位に基づき上位のＮ＋Ｍ個のピアを選択する。種々のピアが（
Ｎ＋Ｍ）番目の順位を有する場合には、ピア選択プロセスは公平性インデクス（Ｆ）が低
いピアを選択し、全ての加入者はコンテンツアイテムを提供する機会を得て、またシステ
ムから報酬を得る。
【００８２】
　図７はピア選択順位方程式のグラフであり、また使用されるピア選択判定基準にしたが
いピアの順位をどのように変更できるかを示す。例えば、図７には高帯域幅（例えば３８
４Ｋｂｐｓ以上のアップリンク帯域幅）のピアの順位および低帯域幅（例えば１２８Ｋｂ
ｐｓ以上のアップリンク帯域幅）のピアの順位が遅延および損失のメトリクスに関してプ
ロットされている図示されているように、受信器から遠く離れて位置する高帯域幅のピア
は受信器の近くに位置する低帯域幅のピアに比べて低い順位を有する可能性がある。
【００８３】
　ネットワーク内のコンテンツを検索している間に、リソース管理フレームワーク（ＲＭ
Ｆ）６３０（図６を参照されたい）はコンテンツを有するピアの長いリストを戻すことが
できる。ピア選択アルゴリズムを検索結果の全体のリストに適用できない可能性がある。
例えば、提供に従事しているピアまたはアップリンク容量が低いピアまたは地理的なロケ
ーションにおいて遠く離れているピアを放棄することによって初期リストをフィルタリン
グすることはより効率的である。ピア選択アルゴリズムを実施するためにフィルタリング
されたリストから例えば１５～２０のピアのセットが使用され、また選択シーケンスはア
ップリンク容量および地理的なロケーションを基礎とする。ピア選択に必要とされる測定
を初期バッファリング時間中に実際のメディアデータを用いて実施することができる。例
えば、最初の１０秒間に各ピアは供給側の品質を求めるためにメディアファイルの一部を
提供することができる。
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【表１】

【００８４】
　ストリーミングセッションに関してどれほど多くの能動的なピアが要求されているかを
求めるために、ピア選択モジュールは次式を使用することができる。
【数２】

ここで、目標のストリーミングレート＝Ｒ0

　　　　能動的なピアの数＝Ｎ
　　　　ピアｉによって提供されるレートｉ＝Ｒ0

i

　　　　ピアｉからの初期ストリーミングレートＲｉ＝βＲ0
i（但しβは容量利用度。０

＜β≦１であり、ピアｉは１００％の容量利用度以下で動作する）
　　　　ＦＥＣオーバヘッド＝α
　　　　ＦＥＣによるパケット損失許容度＝α／（１＋α）。
【００８５】
　一例として、ストリーミングレートが１．１Ｍｂｐｓであり、α＝０．２０ＦＥＣであ
る場合、要求されるストリーミングレートは１．３２Ｍｂｐｓである。各ピアはアップリ
ンクストリーミング帯域幅Ｒ0

i＝２５６Kｂｐｓを有するようになる。β＝０．８である
場合にはＲi＝２４８である。したがってＮ＝７であり、ピア選択モジュールは５～７個
の能動的なピアをそれらのピアの出力帯域幅に基づき選択することができる。
【００８６】
　図６を再び参照し、さらには図８を参照しながら、特定の実施形態によるストリーム管
理モジュール６１２０を説明する。図８はＶ２Ｐ受信器のブロック図を示し、また本発明
の１つの実施形態によるストリーム管理モジュールを示す。図８によれば、受信器８１０
はストリーム管理モジュール８１２０および再生モジュール８１３０を有する。特定の実
施形態によれば、ストリーム管理モジュール８１２０はストリームモジュール８１２１、
受信データモジュール８１２２（この実施形態においては受信データ／ＦＥＣデコードモ
ジュール８１２２として示されている）、バッファ管理モジュール８１２３、コネクショ
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ン監視モジュール８１２４および動的レート分布モジュール８１２５を有する。
【００８７】
　動作時に、ストリームモジュール８１２１は全ての能動的な供給側との制御コネクショ
ンおよびデータコネクションを開閉し、またデータブロックのどの部分をどのデータレー
トで送信するかを指示する制御パケットを能動的な供給側に送信する。この実施形態にお
いては受信データ／ＦＥＣデコードモジュール８１２２として示されている受信データモ
ジュール８１２２は能動的な供給側からストリーミングデータを受信し、このストリーミ
ングデータをデコーディングし、デコーディングされたストリーミングデータをバッファ
管理モジュール８１２３に転送する。バッファ管理モジュール８１２３はデコーディング
されたストリーミングデータを受信データモジュール８１２２から受信し、ユーザが一時
停止、早送り、巻き戻しを行えるように再生モジュール８１３０と対話し、またバッファ
を管理し、さらにはバッファが一杯ではなく、且つ空でないことを保証するために動的レ
ート分布モジュール８１２５と対話する。コネクション監視モジュール８１２４は、いず
れかのコネクションに輻輳が生じていないか否か、またはいずれかの供給側が故障してい
ないか否かを検出するために能動的な供給側と受信器との間のコネクションを監視し、ま
たネットワークの不安定性およびデバイス故障が生じる場合には動的レート分布モジュー
ル８１２５と対話する。動的レート分布モジュール８１２５はバッファ管理モジュール８
１２３およびコネクション監視モジュール８１２４と対話し、またネットワークの不安定
性およびデバイス故障に対処するためにストリーミングレートを能動的な供給側に動的に
分布する。
【００８８】
　ストリームモジュール８１２１は全ての能動的な供給側との制御コネクションおよびデ
ータコネクションを開閉する。ストリームモジュール８１２１は、各供給側との１つの制
御コネクションを開くことによって能動的なセットにおける全ての供給ピアとの通信を確
立し、また理想的には、制御コネクションは信頼性が高いものであることが期待される。
例えば、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）を使用することができる。またストリームモジュ
ール８１２１は各供給側に受信器とのデータパスの確立に関する制御情報をシグナリング
する。またストリームモジュール８１２１はデータブロックのどの部分がどのデータレー
トで送信されるかを指示する制御パケットを能動的な供給側に送信する。これは能動的な
供給側間でのストリーミングレートの動的なレート分布をなす。制御パケットは送信すべ
きブロックの小部分およびデータレートを表す。レート分布は動的レート分布モジュール
８１２５に由来する。
【００８９】
　この実施形態においては受信データ／ＦＥＣデコードモジュール８１２２として示され
ている受信データモジュール８１２２は能動的な供給側からストリーミングデータを受信
し、このストリーミングデータをデコーディングし、デコーディングされたストリーミン
グデータをバッファ管理モジュール８１２３に転送する。受信データモジュール８１２２
はストリームモジュール８１２１によって全ての能動的な供給側からデータを受信するこ
とが指示され、また能動的な供給側はこのモジュールとのデータパスを確立する。特定の
実施形態によれば、Ｖ２Ｐはデータストリーミングに関してユーザデータグラムプロトコ
ル（ＵＤＰ）のようなプロトコルを使用することができる。択一的に別の実施形態におい
ては、Ｖ２ＰはＵＤＰを基礎とするあらゆる輻輳制御プロトコル、例えばデータグラム輻
輳制御プロトコル（ＤＣＣＰ）などを使用することができる。ストリーミングデータの受
信に基づき、受信データモジュール８１２２はこのストリーミングデータをバッファ管理
モジュール８１２３に引き渡す前にデコーディングを行う。ブロックのデコーディングに
は、受信した部分またはセグメントからのＦＥＣエンコーディングされたブロックの再構
築、再構築されたＦＥＣエンコーディングされたブロックのＦＥＣデコーディング、また
使用される特定のビデオエンコーディングスキーマ（例えばＭＰＥＧ）に応じたＦＥＣデ
コーディングされたブロックのさらなるデコーディングが含まれることを言及しておく。
【００９０】
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　バッファ管理モジュール８１２３はデコーディングされたストリーミングデータを受信
データモジュール８１２２から受信し、ユーザが一時停止、早送りおよび巻き戻しを行え
るよう再生モジュール８１３０と対話する。バッファ管理モジュール８１２３はバッファ
を管理し、またこのバッファが一杯ではなく、且つ空でないことを保証するために動的レ
ート分布モジュール８１２５と対話する。例えば、ユーザがストリーミングセッションを
一時停止するためにボタンを押すと、バッファ管理モジュール８１２３はストリーミング
レートを調整するために動的レート分布モジュール８１２５と対話する。またバッファ管
理モジュールはメディアデータを再生するためにバッファには常にデータが存在すること
を保証する。例えば、再生は初期バッファリング時間（例えば１０秒）または短い宣伝の
直後に開始することができる。その後、バッファ管理モジュール８１２３は目下の再生レ
ートおよびストリーミングレートにより近い将来バッファは空にならないか、またはオー
バーフローしないかを周期的に評価する。必要に応じて、動的レート分布モジュール８１
２５によりストリーミングレートを相応に調整することができる。
【００９１】
　図９は、本発明の１つの実施形態により、動的バッファ管理技術がバッファオーバーフ
ローまたはアンダーフローをどのようにして回避することができるかを表すグラフを示す
。このグラフにおいて、Ｂ（ｔ）は時間ｔにおいてバッファに記憶することができる最大
累積データを表し、Ｐ（ｔ）は時間ｔにおいて再生器によって消費される累積データを表
す。このグラフから見て取れるように、固定ビットレート（ＣＢＲ）のストリーミングレ
ートはバッファオーバーフローまたはバッファアンダーフローを容易に引き起こす可能性
がある。動的バッファ管理アルゴリズムはストリーミングレートを周期的に調整すること
によってこれらのシナリオを回避する。
【００９２】
　例えば、固定ビットレート（ＣＢＲ）のストリーミングレートは、バッファが将来オー
バーフローしないこと、もしくは空にならないことを保証することができない。何故なら
ばネットワーク状態は変化し、またピアがあらゆる時点において故障する可能性があるか
らである。したがって、複数のパラメータに基づきストリーミングレートを調整する動的
バッファ管理技術を使用することができる。このパラメータの例として以下のものが挙げ
られる：
ａ）目下のバッファサイズ
ｂ）目下の再生レート
ｃ）目下のストリーミングレート。
【００９３】
　図１０は、本発明の１つの実施形態によるバッファ管理スキーマを表すグラフを示す。
図示されているように、バッファは３つの部分、すなわち加速ゾーン(０＜バッファサイ
ズ＜Ｂmin)、快適ゾーン（Ｂmin＜バッファサイズ＜Ｂmax）、減速ゾーン（バッファサイ
ズ＞Ｂmax）に分割されている。ＢminおよびＢmaxの値はシステムにおける許容バッファ
サイズに依存する。例えば、システムが３０秒のバッファリングを有することができる場
合には、Ｂmin＝１０秒およびＢmax＝２０秒を選択することができる。ストリーミングレ
ートは目下のバッファサイズならびに、目下のストリーミングレートおよび再生レートを
使用して計算されるバッファの変化に基づき調整される。目下のバッファサイズがＢmin

以下であり、且つバッファサイズの変化が負である場合には、ストリーミングレートが高
められる。ストリーミングレートは快適ゾーンにおいては変化しない。バッファサイズが
Ｂmaxを上回る場合には、ストリーミングレートが低められる。
【００９４】
　レートを計算して目下のストリーミングレートを調整するために、バッファ管理モジュ
ール８１２０はその時点におけるストリーミングレートの指数加重移動平均（ＥＷＭＡ）
を使用する。一般的にＥＷＭＡは次式のように表される：
　　　Ｒavg（ｔ）＝ｗＲ（ｔ）＋（１－ｗ）Ｒavg（ｔ－１）
ここで、０＜ｗ＜１は目下のその時点におけるサンプルまたは最近の記録を重み付けする
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ための定数である。
【００９５】
　例えば、バッファ管理モジュールはバッファサイズの各ゾーンに関してｗを規定する。
バッファが加速ゾーンにおいて動作している場合には、ストリーミングレートを調整する
ために、その時点におけるストリーミングレートが強調されなければならない。したがっ
てこのゾーンにおいてはｗに比較的高い重みが与えられている。バッファが快適ゾーンに
おいて動作している場合には、平滑なストリーミングレートを計算するためにｗには比較
的低い重みが与えられており、これは減速ゾーンにおいてストリーミングレートを調整す
るために使用することができる。減速ゾーンにおいては、ストリーミングレートをより積
極的に減速するためにαに高い重みが与えられている。
【００９６】
　図８を再び参照すると、コネクション監視モジュール８１２４は、いずれかのコネクシ
ョンに輻輳が生じていないか否か、またはいずれかの供給側が故障していないか否かを検
出するために能動的な供給側と受信器との間のコネクションを監視し、またネットワーク
の不安定性およびデバイス故障が生じる場合には動的レート分布モジュール８１２５と対
話する。コネクション監視は、供給側から受信器へのいずれかのデータパスに輻輳が生じ
ていないか否か、またはいずれかのピアが故障していないか否かを検出するための有用な
メカニズムである。例えば、受信器が特定の時間枠の間に所定のピアから何のデータも受
信しない場合には、ピアがもはや生きていないことが想定される。
【００９７】
　ネットワーク輻輳の個所を厳密に特定することは比較的困難である。ネットワーク輻輳
の個所が既知である場合には、品質適合モジュール（図６の項目６１４０）は供給側と受
信器との間の各コネクションをどのように処理するかを決定することができる。例えば、
１つのコネクションしかネットワーク輻輳の影響を受けない場合には、他のコネクション
はこの輻輳を克服するためにより高いレートでデータを提供することができる。しかしな
がら、コネクションの大部分に同時に輻輳が発生している場合には、バックアップ的なピ
アのセットからピアを付加し、それらのピアからの付加的なストリーミングにより輻輳の
効果を緩和させることが必要となる。
【００９８】
　コネクション監視モジュール８１２４は輻輳が生じているパスセグメントを識別するた
めにネットワークトモグラフィ技術を使用することができる。ネットワークトモグラフィ
の基本的な思想にはパケット「ストライプ」（すなわちバック・ツー・バック検査パケッ
ト）の使用が含まれ、このパケット「ストライプ」は目的地におけるストライプ内のパケ
ット損失の相関を計算することによってリンク損失が推測される。損失を推測するために
、ストライプと称される一連の検査パケットが１つのノードから０伝送遅延を有する他の
２つのノードに送信される。パケットがいずれかの受信器に到達すると、このパケットが
分岐点に到達していなければならないことを推測することができる。エンドホストに到達
したパケットの数に基づき、全ての内部リンクに関する伝送成功確率を計算することがで
きる。
【００９９】
　コネクション監視モジュール８１２４はコネクションを受動的に監視する。すなわち、
ストリーミング中に能動的な検査は行われない。コネクション監視モジュール８１２４は
ストリーミングデータを使用する。複数の供給側から１つの受信器へのデータが生じるの
ではなく、むしろ幾つかのネットワークトモグラフィ技術においては１つのソースから複
数の受信器へのデータが生じる。
【０１００】
　受信器が共有パスならびに固有のパスにおけるパケット損失の相関を取得できるように
するために、必要に応じて、適切なストライプのサイズを評価し、また供給側間において
パケットをどのように分割するかについての実験が実施される。供給側から受信器へのパ
スの特性を評価することもできる。図１１は、２つの供給側Ｓ1およびＳ2から１つの受信
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器Ｒへの単純なバイナリツリーを示す。供給側はブロックのパケットを送信するために時
間と同期されているので、Ｓ1およびＳ2からのパケットが共有パスセグメントｋ→Ｒにお
いて同様の輻輳を経験する確率が高い。Ｄ（Ｄ＝＜Ｄ1，Ｄ2＞）個のパケットのストライ
プを使用することができ、ここではＳ1がＤ1個のパケットを送信し、またＳ2がＤ2個のパ
ケットを送信する。ＲがＳ1からのストライプの全てのパケットを取得すると、Ｓ2→ｋに
おいてパケットが損失しない限り、ＲはＳ2からのＤ2個のパケットを受信する確率が高い
。
【０１０１】
　図８を再び参照すると、動的レート分布モジュール８１２５はバッファ管理モジュール
８１２３およびコネクション監視モジュール８１２４と対話し、また輻輳およびデバイス
故障に起因するネットワークの不安定性に対処するためにストリーミングレートを能動的
な供給側に動的に分布する。
【０１０２】
　動的レート分布モジュール８１２５は目下のストリーミングレートを何時でも変更する
ことができる。ストリームモジュール８１２１は、新たなレートを規定するために制御信
号を各時間枠に各能動的な供給側へ送信するコネクション監視モジュール８１２４はどの
コネクションに輻輳が生じているかを検出し、バッファ管理モジュール８１２３は目下の
ストリーミングレートはどのようであるべきかを検出し、また動的レート分布モジュール
８１２５は時間ｔにおいて各供給側がストリーミングを行うべきレートを検出する。続い
て、ストリームモジュール８１２１は各供給側に制御パケットを送信し、新たなレートお
よびファイルセグメントの新たなインデクスで供給側は次の時間枠において送信を行うべ
きことを通知する。
【０１０３】
　図８を参照しながら、ここでは再生モジュール８１３０として示されているインタラク
ティビディ管理モジュールを特定の実施形態にしたがい説明する。再生モジュール８１３
０はインタラクティビティを提供するので、ユーザはストリーミングセッションを一時停
止、早送り（ＦＦ）および巻き戻し（ＲＷ）することができる。以下において詳細に説明
するこれらの各イベント中に、再生モジュール６１３０はこのイベントに基づき適切な動
作を実施するバッファ管理モジュール８１２３に情報を通知する。
【０１０４】
　先ず一時停止に関する制御を説明する。ユーザがストリーミングセッションを一時停止
するためにボタンを押すと、バッファ管理モジュール８１２３は動的レート分布モジュー
ル８１２５に新たなストリーミングレート、例えば０Ｋｂｐｓを分布することをシグナリ
ングする。動的レート分布モジュール８１２５はストリームモジュール８１２１にストリ
ーミングセッションを一時停止することをシグナリングする。ストリームモジュール８１
２１は制御信号を各能動的な供給側に送信し、ストリーミングセッションが再開されるま
で、または一時停止時間が経過するまで、ストリーミングセッションは一時停止される。
ストリーミングセッションが一時停止されている間、受信器は能動的な供給側からのいか
なる付加的なストリーミングデータも要求しない。ストリーミングセッションが再開され
ると、ストリームモジュール８１２１はストリーミングセッションを再開するために制御
信号を各能動的な供給側に送信する。一時停止時間が経過すると、ストリーミングセッシ
ョンは閉じられる。
【０１０５】
　次に早送り（ＦＦ）および巻き戻し（ＲＷ）に関する制御を説明する。受信器が局所的
な記憶装置、例えばハードディスクを有している場合には、ＲＷ動作は既に記憶されてい
るコンテンツに基づき実施される。そうでない場合には、ＲＷおよびＦＦを同様のやり方
で実施することができる。複数のアプローチをＦＦ動作に関連付けることができる。１つ
目のアプローチはＶＣＲのような平滑なインタラクティビディを提供するために別個のイ
ンタラクティブストリームを使用する。しかしながら、各メディアファイルに対して別個
のインタラクティブストリームが要求されることになる。２つ目のアプローチは、付加的
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なストリームを使用せずに探索メカニズムを用いて早送りまたは巻き戻しを達成するソリ
ューションである。
【０１０６】
　殊に、インタラクティブストリームを使用する場合には、ＦＦ動作は別個のストリーム
（すなわちインタラクティブストリーム）および別個のバッファ（すなわちインタラクテ
ィブバッファ）を要求する。巻き戻し動作に関して、インタラクティブストリームは再生
ストリームとは逆の順番で形成される。早送りおよび巻き戻しの間に供給側はストリーム
の１つのサブセットしか送信できず、オリジナルのストリームを送信しないので、別個の
インタラクティブストリームが要求される。別個のインタラクティブストリームが使用さ
れなければ、供給側はストリームをデコーディングし、関心のある適切なフレームを送信
しなければならなくなる。それらをリアルタイムで達成することは不可能であろう。した
がって、この技術は目標のＦＦ速度またはＲＷ速度を達成することができるフレームを有
する別個のストリームを使用する。例えば、Ｘの加速係数を達成するために、再生器はＸ
フレーム以外の１つを要求する。しかしながらＭＰＥＧ技術においては、Ｉフレームおよ
び／またはＰフレーム無しではＢフレームをデコーディングすることができず、また先行
のＩフレームまたはＰフレーム無しではＰフレームをデコーディングすることができない
。したがって、Ｘフレーム以外の１つを送信しても早送りイベントにとっては十分ではな
い。
【０１０７】
　図１２は、ストリーミングセッションの一連のＭＰＥＧフレームを示す。加速係数５を
得るためには、供給側はＩ，（Ｐ，Ｂ，Ｂ，Ｐ），（Ｉ，Ｂ，Ｂ，Ｐ）～を送信する必要
がある。何故ならば、Ｂフレームはデコーディングのために自身に隣接するフレームを両
方とも必要とし、またＰフレームは先行のＩフレームまたはＰフレームを必要とするから
である。したがって、ストリームを５倍加速させるためには、フレームの１／５以上が供
給側によって送信されなければならない。その結果このプロセスによりＦＦおよびＲＷ中
のストリーミングデータレートは高まる。ところが、ＤＳＬベースのネットワークにおけ
るストリーミングデータレートを高められない可能性がある。このＤＳＬベースのネット
ワークではダウンリンク速度が通常のストリーミングレートに対してのみ有効であること
が多い。
【０１０８】
　ＦＦおよびＲＷ中の比較的低いデータレートを維持するために、特定の実施形態によれ
ばインタラクティブストリームを使用することができる。インタラクティブストリームを
以下のように生成することができる。オリジナルのビデオマテリアルは圧縮の前にサブサ
ンプリングされなければならない。Ｘ倍の早送り速度に関して、各Ｘ番目のビデオフレー
ムはＭＰＥＧエンコーディングの前に適切なデバイスに記憶されなければならない。例え
ば４倍の早送り速度を達成するためには、各４番目のビデオフレームが使用される。この
コンテンツは通常のやり方でＭＰＥＧエンコーディングされ、別個のファイルに記憶され
る。この方法により動きが非常に滑らかな非常に高品質のＦＦの視聴が実現されるが、サ
ブサンプリングされた非圧縮のビデオの中間的な記憶が要求される。
【０１０９】
　サブサンプリング前処理および中間的な記憶という付加的な作業を回避するために、特
定の実施形態によればＭＰＥＧ圧縮領域においてＦＦを達成することができる。各送信器
はＦＦ中の要求を処理するために動的にＩフレームをトランスコーディングし、Ｉフレー
ムを１つだけ有するＧＯＰ（Group of Pictures）を生成するために、このトランスコー
ディングされたＩフレームをシーケンスヘッダに含ませる。そのようなスキーマを実施す
るために、各送信器はＩフレームをオン・デマンドでトランスコーディングできなければ
ならない。
【０１１０】
　図８を再び参照すると、インタラクティビディを提供するためにバッファ管理モジュー
ル８１２３は２つのバッファ、すなわち標準的なストリーム用のバッファおよびインタラ
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クティブストリーム用のバッファを維持する必要がある。標準的な再生が行われている間
はユーザがＦＦまたはＲＷを選択できるようにバッファ管理モジュール８１２３はＩフレ
ームのみをインタラクティブバッファに置き、再生モジュール８１３０はインタラクティ
ブバッファからデータを即座に受信する。バッファ管理モジュール８１２３は、ユーザが
通常の再生モードに戻るまで再生器にインタラクティブバッファからデータを供給する。
ストリームモジュール８１２１は、この期間中にインタラクティブストリームからのデー
タを送信するよう各供給側に制御信号を送信するＮ個のＩフレームが既にインタラクティ
ブバッファに存在するので、各供給側は１つのＩフレームを送信する。ユーザは１つのＩ
フレームから次のＩフレームに早送りすることができる。インタラクティブバッファにデ
ータが存在しない場合には、再生モジュール８１３０はユーザによるＦＦ／ＲＷを許可せ
ず、通常の再生を再開する。ユーザが通常の再生を再開すると、バッファ管理モジュール
８１２３は標準バッファから再生モジュール８１３０にデータを供給する。標準バッファ
が通常の再生のために十分なデータを有していない場合には、標準バッファがフルレート
での再生のために十分なデータを有するまで数秒にわたりサブサンプリングされたデータ
を再生することができる。
【０１１１】
　特定の実施形態によれば、ＦＦ動作およびＲＷ動作をシミュレートするための択一的な
アプローチにおいて、特定のインタラクティブストリームを有するという要求を回避する
ためにファイル探索が使用される。殊に、ユーザがＦＦまたはＲＷボタンを押すと、再生
モジュール８１３０はＸ秒のビデオデータを再生し、次いで加速を達成するためにファイ
ル内の適切な位置へとＹ秒ジャンプする。全ての供給側はＸ秒に対応するビデオデータを
提供し、次のビデオデータを取り出すためにファイル内をＹ秒探索する。
【０１１２】
　特定の実施形態によれば、ＸおよびＹの値を設定することによって可変の加速を達成す
ることができ、また加速係数を次式に従い計算することができる：
【数３】

例えば、Ｘ＝２秒且つＹ＝６秒であれば、加速係数は４である。
【０１１３】
　再生モジュール８１３０が通常の速度でビデオデータを再生すると、ストリーミングデ
ータ内の一時的な位置がジャンプに起因して前進するが、ユーザは加速係数を認識しない
。したがって再生モジュール８１３０は通常の速度よりも速い速度でビデオデータを再生
する。例えばＤＳＬネットワークにおいては加速を行えない可能性があるので、供給側が
標準ストリーミングレートでストリーミングデータを送信し続けると、バッファはより高
速な再生レートに起因して空になる可能性がある。この問題を解決するために、再生モジ
ュール８１３０は受信器に局所的に記憶されている短いビデオクリップを再生することが
できる。短いビデオクリップをストリーミングデータのブロック間のバッファに挿入する
ことができる。例えば、挿入されたビデオクリップはＦＦまたはＲＷイベントに基づいた
動画化された「>>」または「<<」でよい。そのような短い動画化されたビデオクリップは
、システムが幾つかの処理を実行していることを視聴者に知らせることができる。そのよ
うなビデオクリップをストリーミングする必要がないように、ビデオクリップを受信器側
において予め生成して記憶することもできる。
【０１１４】
　図１３は、一連のビデオデータおよび挿入されたビデオクリップを示す。図示されてい
るように、再生モジュール８１３０は挿入されたビデオクリップが続く４秒のビデオクリ
ップを再生し、１２秒ジャンプし、挿入されたビデオクリップが続く４秒のビデオクリッ
プを再生し、さらに１２秒ジャンプし、また４秒のビデオクリップを再生する。再生モジ
ュール８１３０は通常の速度の２倍の速度でビデオデータおよびビデオクリップを再生す
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る。この実施例において、Ｘ＝４，Ｙ＝１２且つ挿入されたビデオクリップの長さがＸ＝
４である場合には、加速係数は次式により与えられる。
【数４】

【０１１５】
　上述したようなブロードバンドデータの受信に関してデータストリーミングの品質を改
善するために使用される本発明の１つの態様は品質適合を含む（図６に示されているよう
な品質適合モジュール６１４０を使用し、また図８に示されているようなストリーム管理
モジュール８１２０を参照する）。品質適合は、復元力があり且つ高品質のストリーミン
グの提供にとって重要な要素である。ストリーミング品質はネットワークの不安定性およ
びデバイス故障が生じている間に劣化する。両方の問題に対処するために、Ｖ２Ｐは以下
のようなメカニズムを使用する：
ａ）インテリジェントなバッファ管理
ｂ）コネクション監視
ｃ）動的なレート分布
ｄ）動的なＦＥＣエンコーディング／デコーディング
ｅ）能動的なピアの選択（Ｎ個の能動的なピア）
ｆ）バックアップ的なピアの選択（Ｍ個のバックアップ的なピア）。
【０１１６】
　最初の２つのメカニズムはエラー状態を検出し、輻輳の現在の箇所を識別するために使
用される。残りの４つのメカニズムはネットワークの不安定性およびデバイス故障に対処
するために使用される。これらの２つのシナリオを説明する。場合によっては、品質適合
モジュール６１４０はそのような状況に対処するためにストリーミングデータの再供給を
能動的な供給側に要求することができる。
【０１１７】
　ネットワークの不安定性に対処するための品質適合プロセスを特定の実施形態にしたが
い説明する。インターネットはベストエフォートサービスであり、いずれかのエンド・ツ
ー・エンドパスの待ち時間、損失およびジッタのようなネットワークレイヤメトリクスは
時間毎に変化する可能性がある。コネクション監視メカニズムはネットワークの輻輳の現
在の箇所を識別することができる。例えば、Ｋ個のコネクションには何時でも品質的な劣
化が生じるものとする。先ず、品質適合モジュール６１４０はストリーミングレートの合
計が目標のストリーミングレートにまだ達していないか否かを検査する。このような条件
が満たされていない場合には、良好なネットワーク状態を有する能動的な供給側が他の能
動的な供給側によっては供給されないレートを調整するためにより一層供給するために、
ストリーミングレートは再分布される。そのような動的なレート再分布は、能動的な供給
側がその完全な容量よりも低いレートでストリーミングを行うように能動的なピアの選択
が行われるので可能である。残りの超過容量を、各能動的な供給側からのストリーミング
レートの動的な再分布に使用することができる。能動的な供給側が目標のストリーミング
レートを提供できない場合、品質適合モジュール６１４０はピア選択モジュール６１１０
に１つまたは複数のバックアップ的なピアを能動的なセットに付加することを指示するこ
とができる。全てのバックアップを付加した後に、能動的な供給側が高パケット損失のた
めに依然として目標のストリーミングレートを提供できない場合は、品質適合モジュール
６１４０はストリーム管理モジュール６１２０にＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド
比（α）を目下の損失率を基礎として高めることを指示する。例えば、α＝０．２０であ
り、且つ目下の損失率が３５％である場合、αの新たな値は将来の変更に耐えるために損
失比に適合するよう調整される。損失比が暫くして下がると、適合モジュールは相応にα
の値を下げる。
【０１１８】
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　例として、品質適合モジュール６１４０は、ネットワークの不安定性に対処するために
ストリーミングレートを調整し、バックアップ的なピアを付加し、またエンコーディング
・オーバヘッド比αを調整するために使用することができるアルゴリズム（アルゴリズム
１）を説明する。図示されているアルゴリズムは、目下のストリーミングレートが目標タ
ーゲットレートＲ0よりも僅かに高いことを保証するためにδを使用し、さもなければ僅
かなネットワーク不安定性を有し、ストリーミング品質は低下することになる。ラプタ符
号（Raptor code）が使用される場合、δはラプタデコーディングのために必要とされる
余剰データを表す。何故ならば、この符号はデコーディングのために本来のコンテンツよ
りも５％多いデータを要求するからである。
【０１１９】
【数５】

【０１２０】
　特定の実施形態によるこのアルゴリズムにおいては、ステップ１において、ストリーム
管理モジュール６１２０のコネクション監視モジュール（例えば図８のコネクション監視
モジュール８１２４）はＮ個の能動的な供給側を有するＮ個のコネクションを監視し、ま
た時点ｔにおいて輻輳が生じているＫ個のコネクションを識別する。ステップ２において
は、目下の合計ストリーミングレート（すなわち全てのＲｉの和）が少なくともδだけ目
標ストリーミングレートＲ0を上回る場合、すなわち
【数６】

である場合、目下のストリーミングレートは十分なものであるので、品質適合モジュール
６１４０は何もしない。さもなければ、品質適合モジュール６１４０はステップ３におい
て輻輳が生じていない能動的なセットにおける（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」ピア間でのスト
リーミングレートの再分布を試みる。
【０１２１】
　これらの（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」ピアはそれらの完全な容量よりも低いレートで最初
にストリーミングし、これらの（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」ピアの残りの超過容量を目標の
ストリーミングレートＲ0を達成するために使用することができる。すなわち、（Ｎ－Ｋ
）個の各「良好なピア」をその完全な容量Ｒ0

iまでのレートでストリーミングすることが
できる。したがって、輻輳が生じているＫ個のピアに関する目下の合計ストリーミングレ
ート（すなわち、これらのＫ個のピアに関する全てのＲiの和）に（Ｎ－Ｋ）個の「良好
なピア」の完全な容量（すなわち、これらの（Ｎ－Ｋ）個のピアに関する全てのＲ0

iの和
）を足した合計が少なくともδだけ目標のストリーミングレートＲ0を上回る場合、すな
わち、
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の場合、品質適合モジュール６１４０はストリーム管理モジュール６１２０に（例えば、
動的レート分布モジュールを介して）、目標ストリーミングレートを達成するために（Ｎ
－Ｋ）個の良好なピアにストリーミングレートを再分布することを指示する。さもなけれ
ばステップ４において、品質適合モジュールはピア選択モジュール６１１０に、能動的な
供給側の更新された数Ｎが存在するために、能動的なピアのセットにバックアップ的なピ
アを付加することを指示する。
【０１２２】
　アルゴリズムはステップ３に戻り、品質適合モジュール６１４０はストリーム管理モジ
ュール６１２０に（例えば動的レート分布モジュールを介して）、目標ストリーミングレ
ートを達成するために（Ｎ－Ｋ）個の良好なピアにストリーミングレートを再分布するこ
とを指示する。ステップ４において、利用できるバックアップ的なピアが存在しない場合
には、品質適合モジュール６１４０はネットワークにおけるパケット損失を調整するため
にエンコーディング・オーバヘッド比αを調整する。品質適合モジュール６１４０はまた
ピア選択モジュール６１１０に、バックアップ的なピアのセットに付加するための付加的
なピアを選択することを指示する。
【０１２３】
　別の態様はデバイス故障に対処するための品質適合プロセスである。殊に特定の実施形
態によれば、ストリーミングセッションはＮ個の能動的なピアで始まり、各ピアはβの容
量利用度を有する。Ｖ２Ｐは、ピアのうちの１つ（すなわちＳＴＢのうちの１つ）が故障
している場合には、ピアのアップロード容量限界を上回ることなく能動的なセット内の残
りのピアにストリーミングレートを即座に再分布できるようにβを選択する。したがって
、１つのピアがいずれかの時点に故障すると、ストリーミングレートが残りの能動的な供
給側にわたり再分布され、合計ストリーミングレートは目標レートを下回らない。２つま
たはそれ以上のピアが同時に故障すると、品質適合モジュールは能動的な供給側にバック
アップ的なピアを付加することができる。
【０１２４】
　例として、品質適合モジュールは、デバイス故障に対処するためにストリーミングレー
トを調整し、バックアップ的なピアを付加し、またエンコーディング・オーバヘッド比α
を調整するために使用することができるアルゴリズム（アルゴリズム２）を特定の実施形
態にしたがい説明する。Ｋ個のデバイス（すなわちＳＴＢ）が故障すると、品質適合モジ
ュール６１４０はストリーム管理モジュール６１２０に（例えば動的レート分布モジュー
ルを介して）、能動的なセットにおける残りの供給側間でストリーミングレートを再分布
することを指示する。品質適合モジュール６１４０はまたピア選択モジュール６１１０に
、次のデバイス故障に取り組むために能動的な供給側のセットにバックアップ的なピアを
付加することを指示する。能動的なセット内の残りの供給側が目標のレートを提供できず
、且つネットワークにおいて高い損失が発生していない場合は、品質適合モジュール６１
４０はストリーム管理モジュール６１２０に、目下の損失率を調整するためにＦＥＣエン
コーディング・オーバヘッド比αを下げることを指示する。より多くの供給側が必要とさ
れる場合、品質適合モジュール６１４０はピア選択モジュール６１１０に、バックアップ
のセットに付加的な供給側を付加することを指示する。バッファ管理モジュールは典型的
に、再生モジュールが利用できるデコーディングされた５～１０秒のデータを維持し、こ
の場合、品質適合モジュール６１４０は目標ストリーミングレートを達成するために、能
動的なセットにより多くのバックアップ的な供給側を付加することができる。
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【数８】

【０１２５】
　上述したように、ステップ１においてはコネクション監視モジュールがＫ個の故障した
ＳＴＢを識別する。ステップ２においては、能動的なセットにおける残りの供給側の目下
の合計ストリーミングレート（すなわち全てのＲｉの和）が少なくともδだけ目標ストリ
ーミングレートＲ0を上回る場合、すなわち

【数９】

である場合、目下のストリーミングレートは十分なものであるので、品質適合モジュール
６１４０は何もしない。さもなければ、品質適合モジュール６１４０はステップ３におい
て故障していない能動的なセットにおける（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」ピア間でのストリー
ミングレートの再分布を試みる。これらの（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」ピアはそれらの完全
な容量よりも低いレートで最初にストリーミングし、これらの（Ｎ－Ｋ）個の「良好な」
ピアの残りの超過容量を目標のストリーミングレートＲ0を達成するために使用すること
ができる。すなわち、（Ｎ－Ｋ）個の各「良好なピア」をその完全な容量Ｒ0

iまでのレー
トでストリーミングすることができる。したがって、（Ｎ－Ｋ）個の「良好なピア」の完
全な容量（すなわち、これらの（Ｎ－Ｋ）個のピアに関する全てのＲ0

iの和）が少なくと
もδだけ目標のストリーミングレートＲ0を上回る場合、すなわち、

【数１０】

の場合、品質適合モジュール６１４０はストリーム管理モジュール６１２０に（動的レー
ト分布モジュールを介して）、目標ストリーミングレートを達成するために（Ｎ－Ｋ）個
の良好なピアにストリーミングレートを再分布することを指示する。品質適合モジュール
６１４０はピア選択モジュール６１１０に、能動的なセットにバックアップ的なピアを付
加することを指示する。
【０１２６】
　さもなければステップ４において、品質適合モジュール６１４０はピア選択モジュール
６１１０に、能動的な供給側の更新された数Ｎが存在するために、能動的なピアのセット
にバックアップ的なピアを付加することを指示する。ステップ４において、利用できるバ
ックアップ的なピアが存在しない場合には、品質適合モジュール６１４０はネットワーク
におけるパケット損失を調整するためにＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比αを調
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整することができる。品質適合モジュール６１４０はストリーム管理モジュール６１２０
に（例えば動的レート分布モジュールを介して）、目標ストリーミングレートを達成する
ために能動的なセットにおける（Ｎ－Ｋ）個の良好なピアにストリーミングレートを再分
布することを指示する。品質適合モジュール６１４０はまたピア選択モジュール６１１０
に、バックアップ的なピアのセットに付加するための付加的なピアを選択することを指示
する。
【０１２７】
　図６を再び参照し、特定の実施形態によるコンテンツ検索およびコンテンツ推薦モジュ
ール６１５０を説明する。コンテンツ検索およびコンテンツ推薦モジュールによりユーザ
は自身が関心を持つコンテンツを検索することができる。ユーザインタフェース（ＵＩ）
によりユーザは以下のような電子番組表（ＥＰＧ）データに基づきコンテンツを検索する
ことができる：
ａ）タイトル、
ｂ）俳優／女優
ｃ）監督、
ｄ）年、
ｅ）国、
ｆ）ジャンル、
ｇ）賞、
ｈ）スポーツ、ＴＶドラマ、ニュース、コンサートなどのカテゴリ
ｉ）物語における何らかのキーワード。
【０１２８】
　参照モジュール６１６０は、動作の以下の詳細を前提として、ピアに関する情報の取得
を容易にする。参照モジュール６１６０は、ＳＴＢのリソース情報、例えばＣＰＵ、メモ
リおよびアップストリーム帯域幅を参照するために遠隔のピアに試験を送信する。この試
験は、例えばピアが目下アップロードまたはダウンロードを行っているか、もしくはアイ
ドルモードであるかのような状態情報およびピアの信頼性記録の参照でよい。参照モジュ
ール６１６０はピアのインセンティブ記録を戻すことができ、このインセンティブ記録を
ピア選択モジュール６１１０によるピア選択の間の公平性を調べるために使用することが
できる。
【０１２９】
　データ管理に関して、データ管理モジュールはストリーミングされたデータをハードデ
ィスクのような局所的な記憶装置に記憶することができる。例えばＵＤＰを使用して信頼
性のないチャネルを介してストリーミングが行われると、セッション中に幾つかのパケッ
トが失われる可能性がある。受信器はＦＦメカニズムの使用に基づき全てのパケットを有
している必要はない。したがってデータ管理モジュール６１７０は、受信器が将来におい
て供給側となるべく完全なファイルを有するために、ストリーミング後に能動的な供給側
と接触し、それらの失われたセグメントをダウンロードすることができる。
【０１３０】
　供給側がどのように動作するかを理解するために、図１４はＶ２Ｐシステムのブロック
図を示し、またさらに本発明の１つの実施形態による送信器（供給側）を示す。図１４に
よれば、Ｖ２Ｐシステム１４００は受信器１４１０、送信器１４２０、リソース管理フレ
ームワーク（ＲＭＦ）１４３０、インセンティブマネージャ１４４０および電子番組表（
ＥＰＧ）１４５０を有する。受信器１４１０はストリーミングデータを受信するために送
信器１４２０と対話する。送信器１４２０はＲＭＦ１４３０と対話し、Ｖ２Ｐシステムに
コンテンツを登録および通知する。送信器１４２０はインセンティブマネージャ１４４０
と対話し、このインセンティブマネージャ１４４０はユーザへの課金および適切なエンテ
ィティへの報酬の付与に対して責任を有する。送信器１４２０は電子番組表（ＥＰＧ）１
４５０と対話し、これによりパーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）拡張を使用したコンテ
ンツの記録が可能になる。
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【０１３１】
　図１４によれば、送信器１４２０はさらに特定の実施形態にしたがい、登録モジュール
１４２１０、ストリーミング管理モジュール１４２２０、ＦＥＣエンコーディングモジュ
ール１４２３０、リソース監視モジュール１４２４０およびＰＶＲ拡張モジュール１４２
５０を有する。登録モジュール１４２１０はＳＴＢのリソースおよび統計を登録し、また
ｐ２ｐネットワークにコンテンツを通知する。ストリーミング管理モジュール１４２２０
はデータを提供し、また制御信号を受諾するために受信器と通信する。ＦＥＣエンコーデ
ィングモジュール１４２３０はコンテンツアイテムに対応するメディアファイルにおける
ブロックをＦＥＣエンコーディングする。リソース監視モジュール１４２４０はＳＴＢの
目下の状態に基づき要求された新たなストリーミングを受諾または拒否する。またこのリ
ソース監視モジュール１４２４０はストリーミングセッションに寄与した後にインセンテ
ィブマネージャ１４４０に報告を行う。ＰＶＲ拡張モジュール１４２５０は電子番組表（
ＥＰＧ）１４５０と対話する。
【０１３２】
　登録モジュール１４２１０はＲＭＦ１４３０を介してｐ２ｐネットワークに自身のリソ
ースおよび統計を登録する。またこの登録モジュール１４２１０はｐ２ｐネットワークに
新たなメディアコンテンツを登録、通知または宣伝する。
【０１３３】
　ストリーミング管理モジュール１４２２０はデータを提供し、また制御信号を受諾する
ために受信器と通信する。送信器が新たなストリーミング要求を受諾した後に、ストリー
ミング管理モジュール１４２２０は受信器からの制御コネクションを受諾する。制御コネ
クションにしたがいストリーミング管理モジュール１４２２０は受信器とのデータコネク
ションを確立し、例えばハードディスクのような局所的な記憶装置からデータを読み出し
、またデータコネクションを介してデータを送信する。データが事前エンコーディングさ
れており、且つ目下のエンコーディングされたコンテンツのＦＥＣエンコーディング・オ
ーバヘッド比αが受信器から要求されたαと一致する場合には、ストリーミング管理モジ
ュール１４２２０は単にデータを読み出し、そのデータを受信器に送信する。新たなαを
用いてデータをエンコーディングすることが必要である場合には、ストリーミング管理モ
ジュール１４２２０はＦＥＣエンコーディングモジュール１４２３０と通信し、ＦＥＣエ
ンコーディングが実施される。
【０１３４】
　ＦＥＣエンコーディングモジュール１４２３０はコンテンツアイテムに対応するメディ
アファイルのブロックをストリーミングのためにＦＥＣエンコーディングする。特定の実
施形態によれば、Ｖ２Ｐが特定のＦＥＣエンコーディング・オーバヘッド比αを用いてメ
ディアデータをエンコーディングするために使用することができる２つの例示的なＦＥＣ
符号は広く公知のリード・ソロモン（Reed-Solomon）符号およびラプタ符号である。また
別の実施形態においては、限定的なフィールドにわたるコーシー行列（Cauchy matrices
）を基礎とし、また算術演算の代わりにＸＯＲを使用するリード・ソロモン消去符号（Re
ed-Solomon erasure code）は、慣例のリード・ソロモン符号を上回る高速なエンコーデ
ィングおよびデコーディングを達成するために使用することができる。
【０１３５】
　表２は、特定の実施形態による、変更されたリード・ソロモン消去符号を使用する例示
なエンコーディング時間およびデコーディング時間を示す。例えば、映画ファイルを１．
１Ｍｂｐｓで１秒のブロックまたは０．５秒のブロックに分割し、２０％のパケット損失
が許容されるようエンコーディングされる。エンコーディング時間およびデコーディング
時間には典型的に、２ＧＢメモリを備えた２．４ＧＨｚのＬｉｎｕｘマシンにおいてリー
ド・ソロモン消去符号が実行されている。
【０１３６】
　表２に示されているように、エンコーディングはデコーディングよりも時間を要する。
さらには、エンコーディング時間およびデコーディング時間はブロックの長さに関して線
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形ではない。ブロックサイズが過度に大きい場合、受信器はブロックをデコーディングす
る前にブロックの全てのパケットを受信するために長時間待機しなければならない。ブロ
ックサイズが過度に小さい場合、１つのコネクションにおける突発的なパケット損失によ
り大量のパケットが落ち、他のコネクションからの残りのパケットはブロックを回復する
のに十分なデータを有さなくなる。１Ｍｂｐｓでのストリーミングに関しては、１秒のブ
ロックサイズが典型的である。４００ＭＨｚ以上で実行するプロセッサおよび１２８ＭＢ
以上のメモリを有するＳＴＢは、ネットワークの不安定性およびデバイス故障を調整する
ためにリード・ソロモン符号を使用するオン・デマンドエンコーディングを支援すること
ができる。
【表２】

【０１３７】
　図１４を参照すると、リソース監視モジュール１４２４０は新たなストリーミング要求
を受諾または拒否するかを決定するためにＳＴＢの局所的なリソースおよび状態を監視す
る。また、ＰＶＲ拡張モジュール１４２５０は電子番組表（ＥＰＧ）１４５０と対話し、
イベントの記録の管理を調整する。
【０１３８】
　図１５は、Ｖ２Ｐシステムの性能を評価するための例示的なセットアップを示す。図１
５によれば、Ｖ２Ｐシステム１５００は受信器１５１０、送信器１５２０、インターネッ
トサービスプロバイダ（ＩＳＰ）１５８０ａおよび１５８０ｂ（以下ではＩＳＰ１５８０
と称する）およびインターネット１５９０を包含する。受信器１５１０および送信器１５
２０はそれぞれ受信器モジュールと送信器モジュールの両方を有するようにコンフィギュ
レーションすることができるので、これらは送信器としても受信器としても動作すること
ができる。ここではパーソナルコンピュータとして示されている各受信器１５１０および
送信器１５２０を２つの異なるＩＳＰ１５８０を介してインターネット１５９０に接続す
ることができる。送信器のセットを両方のＩＳＰ１５８０から選択することができるので
、ストリーミングデータはインターネット１５９０を介して流れ、また受信器１５１０は
ネットワークの不安定性を経験する。ストリーミングセッション中に、デバイス故障をシ
ミュレートするために送信器１５２０のうちの１つまたは複数の電源を落とすことができ
る。
【０１３９】
　特定の実施形態によれば、Ｖ２Ｐシステムを非対称ディジタル加入者線（ＡＤＳＬ）ア
クセスネットワークにおいて使用することができ、このネットワークにおいては各送信器
が制限的なアップリンク容量を有し、またマルチ送信器ソリューションは送信器のセット
からの全体のストリーミングレートを合計するために必要とされる。Ｖ２Ｐをより高い帯
域幅のアクセスネットワーク、例えば２０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓの範囲のアップリン
ク帯域幅を有するＦＴＴｘネットワークおよびｘＤＳＬネットワークにおいて使用するた
めに実施することができる。特定の実施形態によれば、その種の環境においてＶ２Ｐは１
．５Ｍｂｐｓのストリーミング（ＭＰＥＧ－４品質のビデオストリームに相当）、それど
ころか３～５Ｍｂｐｓのストリーミング（ＭＰＥＧ－２品質のビデオストリームに相当）
を送信するために複数の送信器を必要としない。１つの送信器が全体のストリーミングレ
ートを容易に提供することができる。それにもかかわらず、特定の実施形態によれば、ネ
ットワークの不安定性およびピアの故障が発生している場合には、復元力のあるストリー
ミングを提供するために、各ストリーミングセッションに関してバックアップ的なピアを



(36) JP 5108763 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

使用することができる。このシナリオにおいては、Ｖ２Ｐの（Ｎ＋Ｍ）個のストリーミン
グモデルが（１＋Ｍ）になり、ストリーミングセッションは１つの能動的な供給側および
Ｍ個のバックアップ的な供給側を使用する。各ピアが高い利用可能なアップリンク帯域幅
を有するので、ストリーミングセッションはＮ個の能動的な供給側をもはや要求しない。
それにもかかわらず、復元力のあるストリーミングを提供するためにＭ個のバックアップ
が必要とされる可能性はある。各送信器は複数のストリーミングセッションを提供するた
めに十分な容量を有しているので、１つのセッションに割り当てられたバックアップ的な
供給側を容易に他のセッションの能動的な供給側にすることができる。
【０１４０】
　図１６に示されている特定の実施形態によれば、１つ以上のストリームを同時に提供す
るために送信器は十分なアップリンク帯域幅を有しているので、Ｖ２Ｐは複数のビデオス
トリームを並行して提供することができる。１つの送信器は複数のストリーミングセッシ
ョンに複数のビデオを提供することができる。送信器はまた複数のストリーミングセッシ
ョンにビデオの同一のコピーを提供することができる。このことは希少なビデオが多くの
視聴者によって要求される場合には有効である。１つの供給側によって支援することがで
きる並行したビデオストリームの数はＶ２Ｐによっては制限されないが、その代わりにＳ
ＴＢのハードウェアＩ／Ｏ処理能力および利用可能なアップストリーム帯域幅によって制
限される。高い帯域幅の環境でのＶ２Ｐの実施は以下のような幾つかの利点を有する：
ａ）１つの能動的な供給側および２つのバックアップがストリーミングセッションに必要
とされる；したがってより多くのストリーミングセッションを支援することができる；
ｂ）コミュニティが利用できる特定のビデオのコピーの数は１つの供給側から提供するこ
とができる並行したストリームの数だけ増加される。このことは、多数の加入者によって
記録されなかったビデオにとって殊に有効である；
ｃ）複数のビデオストリームが提供される場合であっても、同一の復元力能力をＶ２Ｐに
よって保証することができる。
【０１４１】
　したがって、Ｖ２Ｐは種々の同種のネットワークおよび異種のネットワークの環境にお
いて有用であることが分かった。
【０１４２】
　図１６は、本発明の１つの実施形態による、高帯域幅の環境において実施されているＶ
ｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ）システムを示す。図１６によれば、Ｖ２Ｐシステム１６００
は受信器１６１０ａ，１６１０ｂおよび１６１０ｃ（以下では受信器１６１０と称する）
、送信器１６２０ａ，１６２０ｂおよび１６２０ｃ（以下では送信器１６２０と称する）
およびリソース管理フレームワーク（ＲＭＦ）１６３０を有する。ここではＳＴＢとして
示されている受信器１６１０は送信器１６２０ａからのストリーミングメディアを受信す
るピアを受領している。ここではＳＴＢとして示されている送信器１６２０は送信側のピ
アであるか、ストリーミングメディアの供給側である。受信器１６１０のいずれか１つは
時には送信側のピアとしても動作できることを言及しておく。同様に、送信器１６２０の
いずれかは時には受信側のピアとして動作することもできる。リソース管理フレームワー
ク（ＲＭＦ）１６３０はサービスプロバイダによって管理される管理インフラストラクチ
ャである。サービスプロバイダは受信器１６１０と送信器１６２０との間の制御コネクシ
ョンおよびデータコネクションを管理し、要求されたメディアのオン・デマンドのストリ
ーミングを実施する。またＲＭＦ１６３０により受信器１６１０は、ブロードキャストか
ら記録した、または送信器から記録した、または送信器１６２０にダウンロードおよび記
録されたストリーミング可能なコンテンツ、例えばメディアファイルについてＶ２Ｐシス
テム１６００を検索することができる。またＲＭＦ１６３０により受信器１６１０はコン
テンツ推薦を受信することができる。
【０１４３】
　高帯域幅ネットワーク環境におけるストリーミングセッションによって要求される完全
なストリーミングレートを提供するためには１つの送信器で十分であったとしても、（Ｎ
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＋Ｍ）個の能動的な供給側およびバックアップ的な供給側を基礎とするストリーミングモ
デルは、（１＋Ｍ）個の能動的な供給側およびバックアップ的な供給側に比べて全体のシ
ステム利用度を高めることができる。（Ｎ＋Ｍ）個のストリーミングモデルを使用するこ
とにより、各供給側は全てのストリーミングレートを提供できる場合であってもその一部
を提供する。以下にはシステム利用度の評価を説明する。
【０１４４】
　例えば：
　コミュニティサイズ（ピアの数）＝Ｃ
　乗算係数（各ピアが供給できるストリームの数）＝γ
　各ストリーミングセッションに関する能動的な送信器の数＝Ｎ
　各ストリーミングセッションに関するバックアップの数＝Ｍ
　ストリーミングレート＝Ｒ
　各ピアのアップリンク容量＝ｃ
と仮定し、考えられる並行したストリーミングセッションの数をＵとすると以下の関係が
得られる。
【数１１】

（１＋Ｍ）モデルにおいて：
　Ｃ＝１２００，Ｎ＝１，Ｍ＝２，Ｒ＝２Ｍｂｐｓ，γ＝５とすると、
　Ｕ＝５（１２００／（１＋２））＝２０００。
【０１４５】
　（Ｎ＋Ｍ）モデルにおいて：
　Ｃ＝１２００，Ｎ＝４，Ｍ＝２，Ｒ＝２，γ＝２０（各ピアがストリームの１／４を供
給するので、γ＝４＊５＝２０）とすると、
　Ｕ＝２０（１２００／（４＋２））＝４０００。
【０１４６】
　分析的なモデリングは（Ｎ＋Ｍ）モデルが高帯域幅環境における（１＋Ｍ）モデルより
も良好なリソース利用度を有することを表している。（Ｎ＋Ｍ）または（１＋Ｍ）のよう
な静的なソリューションを使用する代わりに、適合的なメカニズムを使用することができ
る。例えば、Ｖ２Ｐが特定のリソースの十分なコピー（すなわち特定のビデオ）を有する
場合には、良好なシステム利用度に関して（Ｎ＋Ｍ）個ストリーミングモデルを有利に使
用することができる。他方では、Ｖ２Ｐシステムが特定のリソースのコピーを僅かしか有
していない場合には、（１＋Ｍ）モデルを使用するストリーミングセッションを提供する
ことができる。
【０１４７】
　システムの最大利用度を以下のように推定することができる。バックアップはネットワ
ークの不安定性が生じている間、またはピア故障中に供給側を移行している間にのみデー
タの小部分を提供するので、各ピアはバックアップセッションのために自身の容量を確保
する代わりに、能動的なセッションのために自身の容量を使用することができる。したが
って、最大利用度Ｕは以下の関係によって表される：
【数１２】

上記の例に関して、（１＋Ｍ）モデルまたは（Ｎ＋Ｍ）モデルの両方にとっての最大シス
テム利用度Ｕは６０００である。
【０１４８】
　Ｖ２Ｐシステムは低帯域幅ネットワーク環境および高帯域幅ネットワーク環境の同種の
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コミュニティにおいてより一般的に実施することができる。特定の実施形態によれば、送
信器が複数のストリーミングセッションに寄与するための十分なリソースを有している場
合にのみ、Ｖ２Ｐは所定の送信器を一度以上使用することができる。さもなければ、各送
信器はいずれの所定の時点に１つのストリーミングセッションにおいてのみ使用される。
図１７は、拡張された送信器アーキテクチャを示し、このアーキテクチャでは特定の実施
形態によれば、１つの送信器は複数の受信器にストリームを提供することができる。各ス
トリームに関して、送信器は１つのストリーム管理スレッドを開く。ストリーム管理モジ
ュールの各インスタンスは受信器との通信に関して責任を有し、また受信器によって送信
された制御信号に基づき動作する。ストリーム管理モジュールの各インスタンスはまた受
信器へのストリーミングビデオの提供に関して責任を有する。したがって、Ｖ２Ｐは高帯
域幅環境において複数のサーバ状ストリーミングセッションを支援することができる。一
般化されたＶ２Ｐは、複数のソースを使用するｐ２ｐネットワーク環境の利点も、一人の
ユーザから複数のストリーミングセッションを供給することによるサーバ状環境の利点も
引き継ぐ。
【０１４９】
　この一般化されたマルチソース環境においては、送信器が自身の利用可能なリソースに
基づき、可能な限り多くのストリーミングセッションに寄与することができる。並行する
ストリームＶ２Ｐの数を以下のような種々の因子に依存して支援することができる：
ａ）要求されたコンテンツアイテムを有するユーザの数
ｂ）各ユーザのアップリンク帯域幅
ｃ）所望のストリーミング品質。
例えば、Ｃl低帯域幅ピアおよびＣh高帯域幅ピアのコミュニティのためのＶ２Ｐシステム
は、γＣh／（Ｎ＋Ｍ）＋Ｃl／（Ｎ＋Ｍ）までの高品質ストリーミングセッションを支援
することができ、ここでγ≧１はどれほど多くのストリームに供給側が寄与することがで
きるかを表す乗算係数である。低帯域幅環境においてはγ＝１ｍであるが、高帯域幅環境
においてはγ≒５以上である。
【０１５０】
　図１７はＶ２Ｐシステムの１つの実施形態のブロック図を示し、またさらに本発明の１
つの実施形態による送信器を示す。図１７によれば、Ｖ２Ｐシステム１７００は受信器１
７１０、送信器１７２０、リソース管理フレームワーク（ＲＭＦ）１７３０、インセンテ
ィブマネージャ１７４０および電子番組表（ＥＰＧ）１７５０を有する。受信器１７１０
はストリーミングデータを受信するために送信器１７２０と対話する。送信器１７２０は
ＲＭＦ１７３０と対話し、Ｖ２Ｐシステムにコンテンツを登録および通知する。送信器１
７２０はインセンティブマネージャ１７４０と対話し、このインセンティブマネージャ１
７４０はユーザへの課金および適切なエンティティへの報酬の付与に対して責任を有する
。送信器１７２０は電子番組表（ＥＰＧ）１７５０と対話し、これによりパーソナルビデ
オレコーダ（ＰＶＲ）拡張を使用したコンテンツの記録が可能になる。
【０１５１】
　図１７によれば、送信器１７２０はさらに登録モジュール１７２１０、ストリーミング
管理モジュール１７２２０、ＦＥＣエンコーディングモジュール１７２３０、リソース監
視モジュール１７２４０およびＰＶＲ拡張モジュール１７２５０を有する。登録モジュー
ル１７２１０はＳＴＢのリソースおよび統計を登録し、またｐ２ｐネットワークにコンテ
ンツを通知する。ストリーミング管理モジュール１７２２０の各々はデータを提供し、ま
た制御信号を受諾するために受信器と通信する。ＦＥＣエンコーディングモジュール１７
２３０はコンテンツアイテムに対応するメディアファイルにおけるブロックをエンコーデ
ィングする。リソース監視モジュール１７２４０はＳＴＢの目下の状態に基づき要求され
た新たなストリーミングを受諾または拒否する。またこのリソース監視モジュール１７２
４０はストリーミングセッションに寄与した後にンティブマネージャ１７４０に報告を行
う。また、ＰＶＲ拡張モジュール１７２５０は電子番組表（ＥＰＧ）１７５０と対話し、
イベントの記録の管理を調整する。
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【０１５２】
　図１８は、ロングテールを表すグラフを示す。広範な視聴行動を予測するために統計的
なサンプリングを使用することができる。例えば、図１８はブロードキャスト番組の人気
からどのようにロングテールが観測されるかを示す。
【０１５３】
　Ｖ２Ｐ配置の範囲をモデリングおよび理解するために考慮する変数が多数存在する。例
えば、多くの番組を記録できるような範囲を決定するために所定のコミュニティサイズに
よってどれほど多くの番組が記録されるか、各送信器によってどれほど多くのストリーム
を供給することができるか、どれほど多くの並行するストリームを供給することができる
か、どれほど多くの累積ストリームをネットワークにおいて供給することができるか、ど
れほど昔までＶ２Ｐシステムはコンテンツをアーカイブすることができるか、またどれほ
どの大きいディスクを各ＳＴＢは有しているべきかを評価する必要がある。例えば１つの
評価として、加入者が視聴しようとするブロードキャストコンテンツの２５％を記録する
ことが考えられる。例えばＴＶ番組のニールセン視聴率のような他のデータを、特定の番
組を試聴する所定のコミュニティサイズにおける人気のパーセンテージを識別するために
使用することができる。例えば、上位５００のＴＶ番組のための有効範囲を提供するＶ２
Ｐシステムを以下のようにモデリングすることができる：
　コミュニティのサイズ＝Ｃ（各ユーザはＰＶＲを有する）；
　番組ｉの人気＝ｐi；且つ
　番組を試聴するユーザが記録する確率＝ｒi；
　とすると、コミュニティにおいて番組ｉが記録される確率ｘi＝ｐiｒi

また、
　コミュニティにおいて番組ｉに関して記録されるコピーの平均数＝Ｃｐiｒi。
【０１５４】
　以下のシナリオが考慮される：
　１．ＤＳＬネットワークを介する標準画質（Standard Definition：ＳＤ）品質ストリ
ーミング（Ｎ＝３，Ｍ＝２）
　２．ＤＳＬネットワークを介する準ＤＶＤ品質ストリーミング（Ｎ＝５，Ｍ＝２）
　３．ファイバネットワークを介する準ＤＶＤまたはＤＶＤ品質ストリーミング（Ｎ＝１
，Ｍ＝２）。
【０１５５】
　アップストリーム帯域幅が制限されており、且つ単一の受信器にストリーミグされるべ
きビデオの品質が正規の標準画質（ＳＤ）ＴＶであるＤＳＬネットワークに関して、能動
的な送信器のセットは最大で３つ要求され、またバックアップ的な送信器のセットは最大
で２つ要求される。
【０１５６】
　図１９Ａは、３つの異なるコミュニティサイズに関して何らかの所定の番組を供給でき
る、並行するストリームの数を表すグラフを示す。例えば、５０，０００世帯のコミュニ
ティにおいては、Ｖ２Ｐは上位にランキングされている番組の３７５の並行するストリー
ムを支援することができる。
【０１５７】
　図１９Ｂは、所定のコミュニティサイズに関してＶ２Ｐによって供給することができる
ストリームの最大数または累積数を表すグラフを示す。例えば、Ｖ２Ｐは５０，０００の
コミュニティサイズに関して２４，０００の並行するストリームを供給することができる
。
【０１５８】
　アップストリーム帯域幅が制限されており、且つ単一の受信器にストリーミグされるべ
きビデオの品質が準ＤＶＤであるＤＳＬネットワークに関して、能動的な送信器のセット
は最大で５つ要求され、またバックアップ的な送信器のセットは最大で２つ要求される。
【０１５９】
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　図２０Ａは、３つの異なるコミュニティサイズに関して何らかの所定の番組を供給でき
る、並行するストリームの数を表すグラフを示す。例えば、５０，０００世帯のコミュニ
ティにおいては、Ｖ２Ｐは上位にランキングされている番組の２００の並行するストリー
ムを支援することができる。
【０１６０】
　図２０Ｂは、所定のコミュニティサイズに関してＶ２Ｐによって供給することができる
ストリームの最大数または累積数を表すグラフを示す。例えば、Ｖ２Ｐは５０，０００の
コミュニティサイズに関して１７，０００の並行するストリームを供給することができる
。
【０１６１】
　アップストリーム帯域幅が１００Ｍｂｐｓであり、且つ５つの受信器にストリーミグさ
れるべきビデオの品質が準ＤＶＤであるファイバネットワークに関して、能動的な送信器
のセットは最大で１つ要求され、またバックアップ的な送信器のセットは最大で２つ要求
される。
【０１６２】
　図２１Ａは、特定の実施形態による、３つの異なるコミュニティサイズに関して何らか
の所定の番組を供給できる、並行するストリームの数を表すグラフを示す。例えば、２０
，０００世帯のコミュニティにおいては、Ｖ２Ｐは上位にランキングされている番組の９
２５の並行するストリームを支援することができる。
【０１６３】
　図２１Ｂは、所定のコミュニティサイズに関してＶ２Ｐによって供給することができる
ストリームの最大数または累積数を表すグラフを示す。例えば、Ｖ２Ｐは２０，０００の
コミュニティサイズに関して８０，０００の並行するストリームを供給することができる
。
【０１６４】
　図２１Ｂに示されているように、Ｖ２Ｐはコミュニティのサイズを上回る総数の並行す
るストリームを供給することができ、これにより単一の世帯内の複数のＴＶへのストリー
ミングを支援することができる。またこのことは同種のネットワークを支援することがで
きる。例えば、コミュニティはＰＶＲ機能を備えたＳＴＢまたはＰＶＲ機能を備えていな
いＳＴＢを含んでいる可能性がある。ＰＶＲ機能を備えていないＳＴＢはビデオストリー
ムを受信することしかできず、ビデオストリームをネットワークに供給することはできな
い。また、コミュニティはＦＦＴＸまたはＤＳＬアクセスを備えたＳＴＢを含んでいる可
能性がある。
【０１６５】
　特定の実施形態によれば、Ｖ２Ｐによって提供された保存能力のスケールを検出するた
めに多数のパラメータが要因として考慮されなければならない。特定の実施形態に関する
これらのパラメータのうちの幾つかのパラメータおよび基本的な仮定条件の概略を以下に
述べる。ＳＴＢディスクサイズ：
　１Ｇｂ＝ＭＰＥＧ２ＳＤビデオで１時間まで
　１／２Ｇｂ＝ＭＰＥＧ４準ＤＶＤビデオで１時間まで
　１／３Ｇｂ＝ＭＰＥＧ４ＳＤビデオで１時間まで。
【０１６６】
　１日当たりの使用頻度：
　ＰＶＲを有する加入者は１日５時間までＴＶを見ており、そのうちの２５％（１．２５
時間まで）が記録される。
【０１６７】
　したがって、保存期間に関して要求されるＳＴＢディスクサイズが以下の式を用いて近
似的に求められる：
　ＳＴＢディスクサイズ＝月×３０×１．２５
　ＳＴＢディスクサイズ＝月×３７．５。



(41) JP 5108763 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

【０１６８】
　よって３ヶ月の保存に関して要求されるディスクサイズは以下の通りである：
　→ＳＴＢディスクサイズ　～１２０Ｇｂ（ＭＰＥＧ２ＳＤ）
　→ＳＴＢディスクサイズ　～６０Ｇｂ（ＭＰＥＧ４準ＤＶＤ）
　→ＳＴＢディスクサイズ　～４０Ｇｂ（ＭＰＥＧ４ＳＤ）
　図２２は、特定の実施形態による、Ｖ２Ｐシステムの保存の側面を表すグラフを示す。
例えば、図２２によれば、Ｖ２ＰシステムはコミュニティサイズＭ（ただしＭ＝２０００
）に関して最高でＮのレートの番組の完全な有効範囲を有することができる。
【０１６９】
　Ｖ２Ｐは複数ソースのビデオストリーミング技術を使用する。特定の実施形態によれば
、本質的な前提条件は、ソースをその都度送信することによってストリーミングされるべ
きビデオファイルがエンコーディングされたフォーマット、ビットレートおよびビデオの
開始フレームに関して正確に同一であるということである。
【０１７０】
　Ｖ２Ｐの１つの考えられる実施形態はＳＴＢ／ＰＶＲデバイスのｐ２ｐネットワークの
範囲内である。ＳＴＢ／ＰＶＲデバイスの所有者は、記録しようとする番組の選択に関し
て種々のメカニズムを有する。例えば、１つのメカニズムは電子番組表（ＥＰＧ）を介す
るものである。
【０１７１】
　ＳＴＢのシステムクロックをサービスプロバイダのクロックに周期的に再同期させるこ
とができるので、このＳＴＢのクロックは事前に定められた許容範囲、例えば数秒の範囲
にとどまる。この同期により、ＳＴＢ／ＰＶＲデバイスはブロードキャスト番組を記録す
るために適切にスケジューリングされることが保証される。このクロック差の明白な結果
は、種々のSTB／ＰＶＲデバイス全てが正確に同時刻にブロードキャスト番組の記録を開
始できず、したがって同じ開始フレームから記録を開始できないということである。した
がって、Ｖ２Ｐが複数のＳＴＢ／ＰＶＲデバイスから記録された番組をストリーミングす
ることができるようになる前には、メカニズムはビデオファイル内の共通の開始フレーム
を識別するために必要とされる。
【０１７２】
　図２３は、本発明の１つの実施形態による、共通のビデオフレームを識別するための方
法を説明するフローチャートである。ストリーミングセッションからのストリーミングビ
デオデータの受信に先行して、ストリーミングビデオデータを供給することになる供給側
のセットを受信器は取得することができる。各供給側は、特定のコンテンツアイテム、例
えばブロードキャスト番組に対応するビデオファイルの個々のコピーからストリーミング
ビデオデータを供給する。
【０１７３】
　このシーケンスにおいては、ステップ２３１０において受信器が時間窓を規定する。こ
の時間窓は例えばブロードキャスト番組の開始時間を中心にして、事前に定められた同期
許容範囲だけ時間的に前後に拡張された期間でよい。サービスプロバイダのネットワーク
に接続されているクライアントデバイス、例えばＳＴＢに関するクロックを数秒で同期さ
せることができるので、典型的な同期許容範囲は３～５秒でよい。
【０１７４】
　ステップ２３２０においては、受信器が各供給側から、関連する所定の時間窓における
ビデオファイル内に現われる基準ビデオフレームのセットに対応する基準オブジェクトの
セットを受信する。例えば、ＭＰＥＧコーディングされたビデオファイルのコンテクスト
においては、基準ビデオフレームの各セットは時間窓におけるビデオファイルの個々の各
コピー内に現われる全てのＩフレームに対応することができる。各基準オブジェクトは基
準ビデオフレームのセット内の各ビデオフレームに含まれている情報の全てまたは一部を
表すことができる。例えば各基準オブジェクトは、基準ビデオフレームのセット内の各ビ
デオフレームに含まれている情報の全てまたは一部を使用して、公知のハッシング技術を
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用いて計算されたハッシュ値でよい。ハッシュ値を、ストリーミングセッションの発生に
先行して供給側によって、前もって計算することができる。
【０１７５】
　ステップ２３３０においては、受信器が全ての供給側から受信した基準オブジェクトの
セットを比較し、受信した基準オブジェクトの全てのセットに共通する共通の基準オブジ
ェクトが識別される。ステップ２３４０においては、受信器がステップ２３４０において
識別された共通の基準オブジェクトに対応するビデオフレームに開始フレームをセットす
る。
【０１７６】
　例えば、受信器はサービスプロバイダのＳＴＢ間でのクロックの同期許容範囲に関連す
る時間窓を規定する。クロックは典型的には数秒の許容範囲、例えば３～５秒の範囲と同
期される。電子番組表（ＥＰＧ）を用いて、供給側は番組の開始時間を発見し、共通の始
点を発見するためにどれほど戻って、またどれほど進んでビデオファイル内を見るかを求
めるために同期許容範囲を使用する。時間窓は例えばブロードキャストの開始時間を中心
にして、期許容範囲だけ時間的に前後に拡張された期間でよい。供給側は、時間窓におけ
るビデオファイル内に現われる基準ビデオフレームのセットに対応する基準オブジェクト
を生成する。例えば、ＭＰＥＧコーディングされたビデオストリーム（ＭＰＥＧ２および
ＭＰＥＧ４を含む）のコンテクストにおいては、各ＧＯＰ（Group of Picture）は他のＧ
ＯＰに依存しない。供給側は、Ｉフレームである各ＧＯＰの開始を識別することができる
。時間窓におけるビデオファイルの各供給側のコピー内に現われるＩフレームが比較のた
めに必要とされる。送信器がＩフレームを受信器に送信する場合、この量のデータを短時
間で送信することは技術的に不可能である。各供給側はＩフレームのハッシュ値を計算し
、このハッシュ値を受信器に送信することができる。全てのＩフレームのハッシュ値を計
算する代わりに、各Ｉフレームからの部分的なデータを用いてこのアルゴリズムを継続す
ることができる。さらには、受信器からの要求に基づきハッシュ値を提供できるようにす
るために、それらのハッシュ値をオフラインで計算することができる。受信器がハッシュ
値のセットを受信すると、受信器はそれらのハッシュ値を容易に比較することができ、ま
たこの供給側のセット間でビデオファイルの始点を表す共通のＩフレームを発見すること
ができる。
【０１７７】
　図２３に示されている方法は、番組の正確な開始フレームの選択を保証するものではな
い。しかしながら、この方法はＳＴＢの同期許容範囲に相対的な番組の開始に近い開始フ
レームを選択する。特定の実施形態によれば、このアプローチの利点は分散型のソリュー
ションであるということと、開始フレームを求めるためにビデオシーン分析が要求されな
いということである。
【０１７８】
　本明細書においては、ＳＴＢによって形成されるｐ２ｐネットワークのために設計され
ている、提案されたビデオストリーミングシステムＶ２Ｐの構成要素を種々の実施形態に
したがい説明した。特定の実施形態によれば、インテリジェントなピア選択、動的なバッ
ファ管理、トモグラフィを基礎とするコネクション監視およびフォワード・エラー・コレ
クションコードなどの技術を使用して、Ｖ２Ｐはアップリンク帯域幅の制約を解消し、ネ
ットワークの不安定性およびデバイス故障に対する復元力を達成することができる。特定
の実施形態によれば、Ｖ２Ｐは多対一（many-to-one）のビデオストリーミングにおける
一時停止、早送り、巻き戻しのようなインタラクティブな特徴をもたらす技術を提供する
。Ｖ２Ｐはビデオストリーミングを光ファイバネットワークにおいて提供するよう拡張さ
れる。特定の実施形態によれば、光ファイバネットワークおよびＤＳＬネットワークの両
方におけるリソース供給に関する詳細な分析モデルも提供される。特定の実施形態による
アルゴリズムは異なるユーザによって記録された全てのビデオコンテンツを同期するため
にも提供され、Ｖ２Ｐは多対一のストリーミングモデルを使用してストリーミングを行う
ことができる。
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【０１７９】
　要約すれば、種々の実施形態による本発明は、非対称的な帯域幅特性、また場合によっ
ては信頼性が高くないコネクションを有する同種のピア・ツー・ピアネットワークにおい
て、能動的な供給側およびバックアップ的な供給側を含む複数のソースを使用する高品質
且つ復元力のあるビデオストリーミングを行う。種々の実施形態によれば、本発明は、イ
ンテリジェントなピア選択、ネットワークトモグラフィを基礎とするコネクション監視、
動的なバッファ管理、動的なレート分布および動的なＦＥＣエンコーディングならびにデ
コーディングを含む複数のメカニズムを使用して、高品質且つ復元力のあるストリーミン
グを達成する。また本発明は一時停止、早送りおよび巻き戻しのようなインタラクティブ
な再生制御を効果的にシミュレートする。
【０１８０】
　本発明を有利な実施形態に関連させて説明したが、当業者であれば本発明の精神および
範囲を逸脱することなく多数の変更および修正を行えることは明らかであり、したがって
そのような変更および修正が本発明の範囲に含まれるべきことを意図するために、本発明
は上述の方法論および構成の正確な詳細に制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１８１】
【図１】慣例のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを実施するためのシステムを
示す。
【図２】ピア・ツー・ピアネットワークによって提供される付加的なコンテンツを用いて
、慣例のビデオ・オン・デマンド（ＶｏＤ）サービスを拡大するためのシステムの実施形
態を示す。
【図３】ロングテールを表すグラフを示す。
【図４】ＶｏＤ・ツー・ピア（Ｖ２Ｐ）システムの実施形態を示す。
【図５】Ｖ２Ｐシステムを使用してストリーミングセッションを実施するための方法のフ
ローチャートを示す。
【図６】Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
【図７】ピア選択順位方程式のグラフを示す。
【図８】ストリーム管理モジュールの詳細を含む、Ｖ２Ｐ受信器を表すブロック図を示す
。
【図９】動的バッファ管理技術がバッファオーバーフローまたはアンダーフローをどのよ
うにして回避することができるかを表すグラフを示す。
【図１０】バッファ管理スキーマを表すグラフを示す。
【図１１】コネクション監視に使用される単純なバイナリツリーを示す。
【図１２】一連のＭＰＥＧフレームを示す。
【図１３】早送り動作をシミュレートするためにビデオデータ間に挿入されたビデオクリ
ップを示す。
【図１４】Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
【図１５】Ｖ２Ｐシステムを評価するための例示的なセットアップを示す。
【図１６】高帯域幅環境において実施されているＶ２Ｐシステムを示す。
【図１７】Ｖ２Ｐシステムの１つの実施形態を表すブロック図を示す。
【図１８】ＴＶ視聴行動およびロングテールを表すグラフを示す。
【図１９Ａ】Ｖ２Ｐシステムが標準画質（ＳＤ）品質で供給することができる、並行する
ストリームの数を表すグラフを示す。
【図１９Ｂ】Ｖ２ＰシステムがＳＤ品質で供給することができる、ストリームの最大数ま
たは累積数を表すグラフを示す。
【図２０Ａ】Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリー
ムの数を表すグラフを示す。
【図２０Ｂ】Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリー
ムの数を表すグラフを示す。
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【図２１Ａ】Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリー
ムの数を表すグラフを示す。
【図２１Ｂ】Ｖ２Ｐシステムが準ＤＶＤ品質で供給することができる、並行するストリー
ムの数を表すグラフを示す。
【図２２】Ｖ２Ｐシステムの保存の側面を表すグラフを示す。
【図２３】共通のビデオフレームを識別するための方法を説明するフローチャートである
。
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