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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント機器が、サーバ機器から、国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファ
イルフォーマット又は前記ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットの拡張に適合する
メディアファイルを含むメディアセグメントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ラン
ダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて要求を発生することと、
　前記クライアント機器が、前記サーバ機器に、前記要求を送ることと、
　を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームを含んでいるところの前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディア
データのストリームを検索する要求を備え、前記要求を発生することは、
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　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを前記少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を発生することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を発生することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記クライアント機器が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第
１のフレームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信すること、をさらに備え、
　前記要求を送ることが、前記指示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メデ
ィアセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを検索する前記要求を前記サ
ーバ機器に送ることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームでない場合、
前記クライアント機器が、前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　
ＲＡＰフレームとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まる前記メディアデータの
ストリームを復号することと、
　をさらに備え、
　前記オフセットが、前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームとの間のフレームの数を表す、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記クライアント機器が、前記メディアセグメントの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームの第１のバイトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信する
ことをさらに備え、
　前記メディアデータのストリームを検索する前記要求を前記サーバ機器に送ることが、
前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメント
の終端までの前記メディアデータのストリームの一部分を検索する前記要求を送ることを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端で開始する前
記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として
前記要求を構築することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーションで開始する前
記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキスト転送プロトコル（
ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築することをさらに備える、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記指示が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレゼンテー
ション時間よりも短いプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも短いプレゼンテーシ
ョン時間を有する前記数のフレームの復号をスキップすることをさらに備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　サーバ機器から、国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は
前記ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含
むメディアセグメントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント
（ＲＡＰ）フレームの指示を受信するための手段と、
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　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を受信するための手段と、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて要求を発生するための手段と、
　前記要求を前記サーバ機器に送るための手段と、
　を備え、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームを含んでいるところの前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディア
データのストリームを検索する要求を備え、発生するための前記手段は、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを前記少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を発生するための手段と、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を発生するための手段と、
　を含む、機器。
【請求項９】
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームであるかどう
かの少なくとも１つの指示を受信するための手段をさらに備え、
　要求を送るための前記手段が、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前
記メディアセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを検索する前記要求を
前記サーバ機器に送る、請求項８に記載の機器。
【請求項１０】
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームでない場合、
前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のオ
フセットの少なくとも１つの指示を受信するための手段と、
　前記メディアセグメントの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まる前記メディアデータの
ストリームを復号するための手段と、
　をさらに備え、前記オフセットが、前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前
記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフレームの数を表す、請求項８に記載の機器。
【請求項１１】
　前記メディアセグメントの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの第１のバイト
との間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信するための手段をさらに備え、
　前記要求を前記サーバ機器に送るための前記手段が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前
記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメントの終端までの前記メディアデータ
のストリームの一部分を検索する前記要求を送る、請求項８に記載の機器。
【請求項１２】
　前記要求を送るための前記手段が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メデ
ィアセグメントの始端において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送
プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築する、請求項８に記載の機器。
【請求項１３】
　前記要求を送るための前記手段が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフ
レームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示
を含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築す
る、請求項１２に記載の機器。
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【請求項１４】
　前記指示が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレゼンテー
ション時間よりも短いプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を備え、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも短いプレゼンテーシ
ョン時間を有するフレームの前記数の復号をスキップするための手段をさらに備える、請
求項８に記載の機器。
【請求項１５】
　実行されたとき、クライアントコンピューティング機器のプロセッサに、
　クライアント機器が、サーバ機器から、国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファ
イルフォーマット又は前記ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットの拡張に適合する
メディアファイルを含むメディアセグメントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ラン
ダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて要求を発生することと、
　前記クライアント機器が、前記サーバ機器に、前記要求を送ることと、
　を実行させる命令を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームを含んでいる前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータの
ストリームを検索する要求を備え、前記プロセッサに、前記要求を発生することを実行さ
せる命令は、前記プロセッサに、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを前記少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を発生することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を発生することと
　を実行させる命令を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６】
　前記命令は、前記コンピューティング機器に
　前記クライアント機器が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第
１のフレームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントで開始する
前記メディアデータのストリームを検索する前記要求を前記サーバ機器に送ることと、
　をさらに行わせる、請求項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記命令は、前記コンピューティング機器に、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームでない場合、
前記クライアント機器が、前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　
ＲＡＰフレームとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するところの前記メディ
アデータのストリームを復号することと、
　をさらに行わせ、前記オフセットが、前記メディアセグメントの前記第１のフレームと
前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフレームの数を表す、請求項１５に記載のコンピュ
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ータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記命令が、前記コンピューティング機器に、
　前記クライアント機器が、前記メディアセグメントの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームの第１のバイトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信する
ことと、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメン
トの終端までの前記メディアデータのストリームの一部分を検索する前記要求を前記サー
バ機器に送ることと、
　をさらに行わせる、請求項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記命令が、前記コンピューティング機器に、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端において開始
する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求
として前記要求を構築すること
　をさらに行わせる、請求項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記命令が、前記コンピューティング機器に、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーションにおいて開始
する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキスト転送プロト
コル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築すること
　をさらに行わせる、請求項１９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　前記指示が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレゼンテー
ション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を備え、前
記命令が、前記コンピューティング機器に、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテー
ション時間を有するフレームの前記数の復号をスキップすること
　をさらに行わせる、請求項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は前記ＩＳＯベース
メディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含むメディアセグメ
ントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレー
ムの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて要求を発生することと、
　前記要求をサーバ機器に送ることと、
　を行うように構成された１つ以上のプロセッサを備え、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームを含んでいる前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータの
ストリームを検索する要求を備え、前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を発生
するために、前記１つ以上のプロセッサは、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを前記少なくとも
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１つの指示が示すときに前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を発生することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を発生することと、
　を行うように構成される、機器。
【請求項２３】
　１つ以上のプロセッサは、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームであるかどう
かの少なくとも１つの指示を受信することと、
　指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントで開始す
る前記メディアデータのストリームを検索する前記要求を前記サーバ機器に送ることと
　を行うようにさらに構成された、請求項２２に記載の機器。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメントの第１のフレームでない場合、
前記メディアセグメントの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のオ
フセットの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記メディアセグメントの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まる前記メディアデータの
ストリームを復号することと、
　を行うようにさらに構成され、前記オフセットが、前記メディアセグメントの前記第１
のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフレームの数を表す、請求項２２に記
載の機器。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、
　前記メディアセグメントの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの第１のバイト
との間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信することと、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメン
トの終端までの前記メディアデータのストリームの一部分を検索する前記要求を送ること
と
　を行うようにさらに構成された、請求項２２に記載の機器。
【請求項２６】
　前記プロセッサが、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端において開始
する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求
として前記要求を構築すること
　を行うようにさらに構成された、請求項２２に記載の機器。
【請求項２７】
　前記プロセッサが、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーションにおいて開始
する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキスト転送プロト
コル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築すること
　を行うようにさらに構成された、請求項２６に記載の機器。
【請求項２８】
　前記指示が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレゼンテー
ション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を備え、前
記プロセッサが、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテー
ション時間を有するフレームの前記数の復号をスキップすること
　を行うようにさらに構成された、請求項２２に記載の機器。
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【請求項２９】
　国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は前記ＩＳＯベース
メディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含むメディアセグメ
ントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレー
ムを含む符号化済ビデオフレームのシーケンスを受信することと、
　前記符号化済ビデオフレームのシーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーシ
ョンの指示を生成することと、
　前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームの前記ロケーションの前記指示を出力することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を送信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示に基づいて、要求を受信することと
　を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ ＲＡＰフレ
ームを含む前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータのストリ
ームを検索する要求を備え、前記要求を受信することは、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを少なくとも１つ
の指示が示すときに前記ＩＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのストリ
ームを検索する前記要求を受信することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を受信することと、
を含む、方法。
【請求項３０】
　指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメディアデータのストリームを検索
する要求を受信することと、
　前記要求に応答して、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディ
アセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを出力することと
　をさらに備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端
において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）Ｇｅｔ要求を備え、
　前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメン
トの始端において開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
　をさらに備える、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記要求が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーション
において開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキス
ト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて
開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
　をさらに備える、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は前記ＩＳＯベース
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メディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含むメディアセグメ
ントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレー
ムを含む符号化済ビデオフレームのシーケンスを受信するための手段と、
　前記符号化済ビデオフレームのシーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーシ
ョンの指示を生成するための手段と、
　前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームの前記ロケーションの前記指示を出力するための手段と、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を送信するための手段と、
　前記メディアセグメントが前記瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含む
かどうかの少なくとも１つの指示に基づいて、要求を受信するための手段と、
　を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、前記指示されたＯＤＲ ＲＡＰフレ
ームを含むところの前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータ
のストリームを検索する要求を備え、前記要求を受信するための前記手段は、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを少なくとも１つ
の指示が示すときに前記ＩＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのストリ
ームを検索する前記要求を受信するための手段と、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を受信するための手段と、
　を含む、機器。
【請求項３４】
　受信するための前記手段が、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメディ
アデータのストリームを検索する要求を受信し、
　前記要求に応答して、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるところの前
記メディアセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを出力するための手段
をさらに備える、請求項３３に記載の機器。
【請求項３５】
　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるところの前記メディアセグメン
トの始端において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（
ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、
　前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるところの前記メディア
セグメントの始端において開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与
えるための手段
をさらに備える、請求項３３に記載の機器。
【請求項３６】
　前記要求が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーション
において開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキス
ト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて
開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えるための手段
　をさらに備える、請求項３３に記載の機器。
【請求項３７】
　実行されたとき、発信源機器の１つ以上のプロセッサに、
　国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は前記ＩＳＯベース
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メディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含むメディアセグメ
ントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレー
ムを含む符号化済ビデオフレームのシーケンスを受信することと、
　前記符号化済ビデオフレームのシーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーシ
ョンの指示を生成することと、
　前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームの前記ロケーションの前記指示を出力することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を送信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて、要求を受信することと
　を実行させる命令を含み、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを受信しないで正しく復号され得ず、
前記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメ
ントの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ ＲＡＰフレ
ームを含むところの前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータ
のストリームを検索する要求を備え、前記プロセッサに、前記要求を受信することを実行
させる前記命令は、前記１つ以上のプロセッサに、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを少なくとも１つ
の指示が示すときに前記ＩＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのストリ
ームを検索する前記要求を受信することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を受信することと、
　を実行させる命令を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３８】
　前記１つ以上のプロセッサに、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメデ
ィアデータのストリームを検索する要求を受信することと、
　前記要求に応答して、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディ
アセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを出力することと
　を行わせる命令をさらに備える、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３９】
　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端
において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）Ｇｅｔ要求を備え、
　前記１つ以上のプロセッサに、前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含
んでいる前記メディアセグメントの始端において開始する符号化ビデオフレームの前記シ
ーケンスの一部分を与えること
　を行わせる命令をさらに備える、請求項３８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記要求が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーション
において開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキス
ト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプロセッサに、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて
開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
　を行わせる命令をさらに含む、請求項３８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４１】
　国際標準化機構（ＩＳＯ）ベースメディアファイルフォーマット又は前記ＩＳＯベース
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メディアファイルフォーマットの拡張に適合するメディアファイルを含むメディアセグメ
ントのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレー
ムを含む符号化済ビデオフレームのシーケンスを受信することと、
　前記符号化済ビデオフレームのシーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーシ
ョンの指示を生成することと、
　前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームの前記ロケーションの前記指示を出力することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの少なくとも１つの指示を送信することと、
　前記メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかど
うかの前記少なくとも１つの指示に基づいて、要求を受信することと
　を行うように構成された１つ以上のプロセッサを備え、
　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームはＲＡＰフレームを含み、このＲＡＰフレームに対して復
号順序で前記ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメントの少なくとも１つのフレーム
が先行のメディアセグメントの１つ以上のフレームを伴わないで正しく復号され得ず、前
記ＲＡＰフレームの表示順序値より大きな前記表示順序値を有する前記メディアセグメン
トの各フレームが、表示順序で前記ＲＡＰフレームより前のフレームのコンテンツに依拠
することなしに、正しく復号され得、前記要求は、指示された前記ＯＤＲ ＲＡＰフレー
ムを含む前記メディアセグメントの少なくとも一部で開始するメディアデータのストリー
ムを検索する要求を備え、前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を受信するため
に、前記１つ以上のプロセッサは、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含むことを前記少なくとも
１つの指示が示すときに前記ＩＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータのス
トリームを検索する前記要求を受信することと、
　　前記メディアセグメントが前記ＩＤＲ　ＲＡＰフレームを含まないことを前記少なく
とも１つの指示が示すときに前記ＯＤＲ ＲＡＰフレームで開始する前記メディアデータ
のストリームを検索する前記要求を受信することと、
　を行うように構成される機器。
【請求項４２】
　前記１つ以上のプロセッサが、
　指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメディアデータのストリームを検索
する要求を受信することと、
　前記要求に応答して、指示された前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディ
アセグメントで開始する前記メディアデータのストリームを出力することと
　を行うようにさらに構成された、請求項４１に記載の機器。
【請求項４３】
　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメントの始端
において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプロセッサが、
　前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメン
トの始端において開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
　を行うようにさらに構成された、請求項４２に記載の機器。
【請求項４４】
　前記要求が、前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーション
において開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を含むハイパーテキス
ト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプロセッサが、
　前記メディアセグメント内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて
開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
　を行うようにさらに構成された、請求項４３に記載の機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、符号化ビデオデータのトランスポートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオ機能は、デジタルテレビジョン、デジタルダイレクトブロードキャスト
システム、ワイヤレスブロードキャストシステム、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトッ
プ又はデスクトップコンピュータ、デジタルカメラ、デジタル記録機器、デジタルメディ
アプレーヤ、ビデオゲーム機器、ビデオゲームコンソール、セルラー電話又は衛星無線電
話、ビデオ遠隔会議機器などを含む、広範囲にわたる機器に組み込まれ得る。デジタルビ
デオ機器は、デジタルビデオ情報をより効率的に送信及び受信するために、ＭＰＥＧ－２
、ＭＰＥＧ－４、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６３又はＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４、
Ｐａｒｔ１０、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ（ＡＶＣ）によって定義さ
れた規格、及びそのような規格の拡張に記載されているビデオ圧縮技法など、ビデオ圧縮
技法を実装する。
【０００３】
　ビデオ圧縮技法は、ビデオシーケンスに固有の冗長性を低減又は除去するために空間的
予測及び／又は時間的予測を実行する。ブロックベースのビデオコーディングの場合、ビ
デオフレーム又はスライスがマクロブロックに区分され得る。各マクロブロックはさらに
区分され得る。イントラ符号化（Ｉ）フレーム又はスライス中のマクロブロックは、隣接
マクロブロックに関する空間的予測を使用して符号化される。インター符号化（Ｐ又はＢ
）フレーム又はスライス中のマクロブロックは、同じフレーム又はスライス中の隣接マク
ロブロックに関する空間的予測、或いは他の参照フレームに関する時間的予測を使用し得
る。
【０００４】
　Ｈ．２６４／ＡＶＣに基づく新しいビデオコーディング規格を開発するための取り組み
が行われている。１つのそのような規格は、Ｈ．２６４／ＡＶＣのスケーラブル拡張であ
るスケーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）規格である。別の規格は、Ｈ．２６４／Ａ
ＶＣのマルチビュー拡張になったマルチビュービデオコーディング（ＭＶＣ）規格である
。ＡＶＣ規格のバージョンは、ＡＶＣ仕様にＳＶＣとＭＶＣとを組み込んだ、http://wft
p3.itu.int/av-arch/jvt-site/2009_01_Geneva/JVT-AD007.zipから入手可能な、JVT-AD00
7、「Editors' draft revision to ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Advanced Vid
eo Coding - in preparation for ITU-T SG 16 AAP Consent (in integrated form)」、3
0th JVT meeting、Geneva、CH、Feb. 2009に記載されている。
【発明の概要】
【０００５】
　本出願は、各々の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年６月２９
日に出願された米国仮出願第６１／３５９，７４８号、２０１０年７月２１日に出願され
た米国仮出願第６１／３６６，４３６号、及び２０１０年７月１３日に出願された米国仮
出願第６１／３６３，８８４号の利益を主張する。
【０００６】
　関連出願の相互参照
　本明細書と同時に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細
書に明確に組み込まれる、弁理士整理番号第１０１６５７Ｕ２号を有する、Ｙｉｎｇ　Ｃ
ｈｅｎらによる「SIGNALING VIDEO SAMPLES FOR TRICK MODE VIDEO PRESENTATIONS」と題
する米国特許出願第１２／９０８，５９３号。
【０００７】
　本開示は、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）ストリーミングなどのストリ
ーミングプロトコルを使用したメディアデータのトランスポートに関係する技法について
説明する。特に、本開示の技法は、メディアコンテンツ中のランダムアクセスポイント（
ＲＡＰ）の特性を信号伝達することを対象とする。ランダムアクセスポイントは概して、
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デコーダが、そのランダムアクセスポイントに時間的に先行する符号化ユニットなどの前
のデータに関係なく、ビデオ表現を適切に復号し始め得るポイントに対応する。即ち、ラ
ンダムアクセスポイントは、独立した復号可能なユニット、例えば、ビデオデータのイン
トラ符号化フレーム又はスライスを備え得る。
【０００８】
　ストリーミング（例えば、ＨＴＴＰストリーミング）は概して、発信源機器から宛先機
器へのデータの転送に関与する。本開示の技法によれば、発信源機器は、瞬時復号リフレ
ッシュ（ＩＤＲ：instantaneous decoding refresh）フレームに加えて、オープン復号リ
フレッシュ（ＯＤＲ：open decoding refresh）フレームの特性を信号伝達し得る。これ
らの特性を信号伝達することによって、宛先機器は、ＯＤＲフレームにおいて、ビデオデ
ータのストリーム中に含まれているビデオ表現の再生を開始したいという要求を生成し得
る。このようにして、宛先機器のユーザは、開始するか、又はビデオ表現の特定の時間ロ
ケーションにジャンプするように要求し得、宛先機器は、要求された時間ロケーションに
最も近いＩＤＲ又はＯＤＲピクチャを含んでいるビデオ表現の一部分のストリーミングを
要求し得る。したがって、ＩＤＲピクチャにおけるビデオ表現の再生及び／又はストリー
ミングを開始することに限定されるのではなく、本開示の技法による宛先機器は、ＩＤＲ
又はＯＤＲのいずれかにおいてストリームを開始し得、それにより、帯域幅消費を低減し
、及び／又はより頻繁なランダムアクセスポイント及び／又はビデオスイッチングポイン
トを可能にして、ユーザの視聴経験(user’s viewing experience)を改善し得る。
【０００９】
　本開示はまた、宛先機器がトリックモードでイントラ符号化ピクチャを検索し、提示す
ることができるように、イントラ符号化ピクチャの特性を信号伝達するための技法を提供
する。トリックモード（trick mode）は、概して、高速再生モード、例えば、早送り又は
早戻しに対応する。そのようなモードでは、宛先機器は、ビデオ表現中の利用可能なフレ
ームのサブセットのみを再生し得る。したがって、宛先機器は、トリックモードで再生さ
れるべきフレームを検索するだけでよい。したがって、本開示の技法によれば、宛先機器
は、信号伝達された特性に基づいてイントラ符号化フレームについての要求を生成し得、
それにより、ネットワークストリーミングプロトコルを使用してメディアが転送されると
き、帯域幅消費を低減し、トリックモード再生を可能にし得る。
【００１０】
　例えば、方法について本明細書で説明する。本方法は、クライアント機器においてサー
バ機器から、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダ
ムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することであって、復号順序でＯＤ
Ｒ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが正
しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーショ
ンの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠する
ことなしに、正しく復号され得る、受信することを含む。本方法は、クライアント機器が
、示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるメディアセグメンテーションで開始する
メディアデータのストリームを検索する要求をサーバ機器に送ることをさらに含む。
【００１１】
　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は、サーバ機器から、メデ
ィアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイン
ト（ＲＡＰ）フレームの指示を受信するための手段であって、復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰ
フレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが正しく復号さ
れ得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの各フレ
ームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに
、正しく復号され得る、受信するための手段を含む。本機器は、示されたＯＤＲ　ＲＡＰ
フレームで開始するメディアデータのストリームを検索する要求をサーバ機器に送るため
の手段をさらに含む。
【００１２】
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　別の例によれば、コンピュータ可読記憶媒体について本明細書で説明する。本記憶媒体
は、実行されたとき、クライアントコンピューティング機器のプロセッサに、クライアン
ト機器においてサーバ機器から、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシ
ュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することであっ
て、復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも
１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディ
アセグメンテーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコ
ンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、受信することを行わせる命令を含
む。本命令は、クライアントコンピューティング機器に、クライアント機器が、示された
ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるメディアセグメンテーションで開始するメディアデ
ータのストリームを検索する要求をサーバ機器に送ることをさらに行わせる。
【００１３】
　別の例によれば、１つ以上のプロセッサを含む機器について本明細書で説明する。１つ
以上のプロセッサは、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ
）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することであって、復号順
序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレ
ームが正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメン
テーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに
依拠することなしに、正しく復号され得る、受信することを行うように構成される。１つ
以上のプロセッサは、示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるメディアセグメンテ
ーションで開始するメディアデータのストリームを検索する要求をサーバ機器に送ること
を行うようにさらに構成される。
【００１４】
　別の例によれば、方法について本明細書で説明する。本方法は、メディアセグメンテー
ションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレ
ームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信することであって、復号順序でＯ
ＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが
正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーシ
ョンの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠す
ることなしに、正しく復号され得る、受信することを含む。本方法は、符号化ビデオフレ
ームのシーケンス内のＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成することをさらに含む
。本方法は、指示を出力することをさらに含む。
【００１５】
　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は、メディアセグメンテー
ションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレ
ームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信するための手段であって、復号順
序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレ
ームが正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメン
テーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに
依拠することなしに、正しく復号され得る、受信するための手段を含む。本機器は、符号
化ビデオフレームのシーケンス内のＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成するため
の手段をさらに含む。本機器は、指示を出力するための手段をさらに含む。
【００１６】
　別の例によれば、コンピュータ可読記憶媒体について本明細書で説明する。本コンピュ
ータ可読記憶媒体は、実行されたとき、発信源機器の１つ以上のプロセッサに、メディア
セグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（
ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信することであって、
復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つ
のフレームが正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセ
グメンテーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテ
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ンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、受信することを行わせる命令を含む。
本命令は、発信源機器に、符号化ビデオフレームのシーケンス内のＯＤＲ　ＲＡＰのロケ
ーションの指示を生成することをさらに行わせる。本命令は、発信源機器に、指示を出力
することをさらに行わせる。
【００１７】
　別の例によれば、１つ以上のプロセッサを含む機器について本明細書で説明する。１つ
以上のプロセッサは、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ
）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケ
ンスを受信することであって、復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメ
ンテーションの少なくとも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序でＯＤＲ　Ｒ
ＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　Ｒ
ＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、受信す
ることを行うように構成される。１つ以上のプロセッサは、符号化ビデオフレームのシー
ケンス内のＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成することを行うようにさらに構成
される。１つ以上のプロセッサは、指示を出力することを行うようにさらに構成される。
【００１８】
　別の例によれば、方法について本明細書で説明する。本方法は、クライアント機器にお
いてサーバ機器から、第１の再生速度で表示されるように構成されたビデオプレゼンテー
ションを表すメディアセグメンテーション内の少なくとも１つのバイト範囲の指示を受信
することであって、少なくとも１つのイントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）が少なくと
も１つのバイト範囲内で生じる、受信することを含む。本方法は、クライアント機器が、
少なくとも１つのバイト範囲内のメディアデータを検索する要求をサーバ機器に送ること
をさらに含む。本方法は、第１の再生速度よりも速い第２の再生速度で少なくとも１つの
Ｉフレームを含むビデオ表現の高速バージョンを提示するために、少なくとも１つのバイ
ト範囲内の検索されたメディアデータを使用することをさらに含む。
【００１９】
　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は、クライアント機器にお
いてサーバ機器から、第１の再生速度で表示されるように構成されたビデオプレゼンテー
ションを表すメディアセグメンテーション内の少なくとも１つのバイト範囲の指示を受信
するための手段であって、少なくとも１つのイントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）が少
なくとも１つのバイト範囲内で生じる、受信するための手段を含む。本機器は、クライア
ント機器が、少なくとも１つのバイト範囲内のメディアデータを検索する要求をサーバ機
器に送るための手段をさらに含む。本機器は、第１の再生速度よりも速い第２の再生速度
で少なくとも１つのＩフレームを含むビデオ表現の高速バージョンを提示するために、少
なくとも１つのバイト範囲内の検索されたメディアデータを使用するための手段をさらに
含む。
【００２０】
　別の例によれば、コンピュータ可読記憶媒体について本明細書で説明する。本コンピュ
ータ可読記憶媒体は、コンピューティング機器に、クライアント機器においてサーバ機器
から、第１の再生速度で表示されるように構成されたビデオプレゼンテーションを表すメ
ディアセグメンテーション内の少なくとも１つのバイト範囲の指示を受信することであっ
て、少なくとも１つのイントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）が少なくとも１つのバイト
範囲内で生じる、受信することを行わせるように構成された命令を記憶する。本命令は、
コンピューティング機器に、クライアント機器が、少なくとも１つのバイト範囲内のメデ
ィアデータを検索する要求をサーバ機器に送ることを行わせるようにさらに構成される。
本命令は、コンピューティング機器に、第１の再生速度よりも速い第２の再生速度で少な
くとも１つのＩフレームを含むビデオ表現の高速バージョンを提示するために、少なくと
も１つのバイト範囲内の検索されたメディアデータを使用することを行わせるようにさら
に構成される。
【００２１】
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　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は少なくとも１つのプロセ
ッサを含む。少なくとも１つのプロセッサは、第１の再生速度で表示されるように構成さ
れたビデオプレゼンテーションを表すメディアセグメンテーション内の少なくとも１つの
バイト範囲の指示を受信することであって、少なくとも１つのイントラ符号化フレーム（
Ｉフレーム）が少なくとも１つのバイト範囲内で生じる、受信することを行うように構成
される。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つのバイト範囲内のメディアデー
タを検索する要求をサーバ機器に送ることを行うようにさらに構成される。少なくとも１
つのプロセッサは、第１の再生速度よりも高い第２の再生速度で少なくとも１つのＩフレ
ームを含むビデオ表現の高速バージョンを提示するために少なくとも１つのバイト範囲内
の検索されたメディアデータを使用することを行うようにさらに構成される。
【００２２】
　別の例によれば、方法について本明細書で説明する。本方法は、少なくとも１つのイン
ター符号化フレーム（Ｉフレーム）を備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信す
ることを含む。本方法は、符号化ビデオフレームのシーケンス内のバイト範囲の指示を生
成することであって、少なくとも１つのＩフレームが少なくとも１つのバイト範囲内で生
じる、生成することをさらに含む。本方法は、符号化ビデオフレームのシーケンス内のバ
イト範囲の指示を出力することをさらに含む。
【００２３】
　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は、少なくとも１つのイン
ター符号化フレーム（Ｉフレーム）を備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信す
るための手段を含む。本機器は、符号化ビデオフレームのシーケンス内のバイト範囲の指
示を生成するための手段であって、少なくとも１つのＩフレームが少なくとも１つのバイ
ト範囲内で生じる、生成するための手段をさらに含む。本機器は、符号化ビデオフレーム
のシーケンス内のバイト範囲の指示を出力するための手段をさらに含む。
【００２４】
　別の例によれば、コンピュータ可読記憶媒体について本明細書で説明する。本コンピュ
ータ可読記憶媒体は、コンピューティング機器に、少なくとも１つのＩフレームを備える
符号化ビデオフレームのシーケンスを受信することを行わせるように構成された命令を記
憶する。本命令は、コンピューティング機器に、バイト範囲の指示を生成することであっ
て、少なくとも１つのＩフレームが少なくとも１つのバイト範囲内で生じる、生成するこ
とをさらに行わせる。本命令は、コンピューティング機器に、符号化ビデオフレームのシ
ーケンス内のバイト範囲の指示を出力することをさらに行わせる。
【００２５】
　別の例によれば、機器について本明細書で説明する。本機器は１つ以上のプロセッサを
含む。１つ以上のプロセッサは、少なくとも１つのＩフレームを備える符号化ビデオフレ
ームのシーケンスを受信することを行うように構成される。１つ以上のプロセッサは、符
号化ビデオフレームのシーケンス内のバイト範囲の指示を生成するように構成され、少な
くとも１つのＩフレームが少なくとも１つのバイト範囲内で生じる。１つ以上のプロセッ
サは、符号化ビデオフレームのシーケンス内のバイト範囲の指示を出力することを行うよ
うにさらに構成される。
【００２６】
　１つ以上の例の詳細を添付の図面及び以下の説明に記載する。他の特徴、目的、及び利
点は、説明及び図面、並びに特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】オーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）発信源機器がオーディオ及びビデオデータをＡ／
Ｖ宛先機器にトランスポートする例示的なシステムを示すブロック図。
【図２】本開示の技法に一致するビデオフラグメントの一例を示す概念図。
【図３】本開示の技法に一致するビデオフラグメントの一例を示す概念図。
【図４】本開示の技法に一致するセグメンテーションファイルの一例を示すブロック図。
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【図５】本開示の技法に一致するムービープレゼンテーションの一例を示すブロック図。
【図６】本開示の技法に一致するセグメントインデックスボックスの一例を示すブロック
図。
【図７】本開示の技法に一致する、オープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセ
スポイント（ＲＡＰ）の指示を受信するようにクライアント機器を動作させる方法の一例
を示すフローチャート。
【図８】本開示の技法に一致する、ＯＤＲ　ＲＡＰの指示を与えるように発信源機器を動
作させる方法の一例を示すフローチャート。
【図９】本開示の技法に一致する、イントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）のバイト範囲
の指示を受信するようにクライアント機器を動作させる方法の一例を示すフローチャート
。
【図１０】本開示の技法に一致する、イントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）のバイト範
囲の指示を与えるように発信源機器を動作させる方法の一例を示すフローチャート図。
【図１１】本開示の技法に一致する、それぞれのＨＴＴＰクライアント及びサーバ機器に
よって実行され得るステップの一例を示すフローチャート。
【図１２】本開示の技法に一致する、それぞれのＨＴＴＰクライアント及びサーバ機器に
よって実行され得るステップの一例を示すフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本開示の技法は、概して、例えば、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）スト
リーミングなどのストリーミングプロトコルを使用したビデオデータのトランスポートを
サポートすることを対象とする。概して、本開示では、ＨＴＴＰへの言及は、ＨＴＴＰス
トリーミングへの言及を含み得る。
【００２９】
　本開示では、ビデオ表現のランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）の２つの特定のタイプ
に言及する。特に、本開示では、瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰとオープン復号
リフレッシュ（ＯＤＲ）ＲＡＰとについて説明する。ＩＤＲアクセスポイントは、クロー
ズドＧＯＰの単独で復号可能なイントラフレームである。クローズドＧＯＰは、正しく復
号可能であるべき、復号順序又はプレゼンテーション順序のいずれかでＧＯＰより前のフ
レームに依存するフレームを含まないビデオ表現のフレームのグループ化である。
【００３０】
　オープンＧＯＰは、表示（出力）順序でＧＯＰの最初の単独で復号可能なフレーム（Ｉ
フレーム）に先行するが復号順序でＩフレームに続くピクチャが、正しく復号可能でない
ことがあるＧＯＰである。例えば、オープンＧＯＰは、オープンＧＯＰの外部の少なくと
も１つのフレームのコンテンツに少なくとも部分的に依存する１つ以上のフレームを含み
得る。オープンＧＯＰの幾つかの例では、オープンＧＯＰのＩフレームは、ビデオ表現の
再生の開始のためのランダムアクセスポイントとして使用され得る。例えば、表示順序で
最初のＩフレームに続くすべてのフレームが正しく復号され得る場合、ＩフレームはＲＡ
Ｐとして使用され得る。そのようなＲＡＰは、ＯＤＲ　ＲＡＰと呼ばれることがある。
【００３１】
　ビデオ表現のフレームは、１つ以上のＧＯＰ中に配置され得る。１つ以上のＧＯＰは、
１つ以上のビデオフラグメント中に配置され得る。１つ以上のフラグメントは、１つ以上
のセグメント中に配置され得る。幾つかの例では、複数のセグメントがビデオ表現を形成
し得る。
【００３２】
　ＨＴＴＰストリーミングサービスなどのストリーミングサービスは、クライアント機器
が、サーバ機器から１つ以上のＧＯＰ、フラグメント、セグメント、又はビデオ表現全体
を検索されたＨＴＴＰ要求を行うことを可能にし得る。サーバ機器は、メディアコンテン
ツの複数の表現を含み得る。一例では、そのような要求は、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求を含み
得る。ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求は、ビデオ表現（例えば、ＧＯＰ、フラグメント、セグメン
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ト又はビデオ表現レベルメディアファイル）の１つ以上のメディアセグメンテーションの
ユニフォームリソースロケータ(uniform resource locator)（ＵＲＬ）を指定することに
よって、サーバ機器に記憶されたコンテンツへのクライアント機器アクセスを与え得る。
幾つかの例では、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求は、メディアファイル全体を要求する代わりに、
メディアファイル内のバイト範囲を指定し得る。そのようなＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求は、部
分ＧＥＴ要求と呼ばれることがある。本明細書で説明するように、「メディアセグメンテ
ーション」という句は、フラグメントであれ、セグメントであれ、ビデオ表現レベルメデ
ィアセグメンテーションであれ、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求又は部分ＧＥＴ要求などのストリ
ーミングプロトコル要求に従って検索可能であるファイルを指す。
【００３３】
　幾つかの例では、本明細書で説明するメディアコンテンツの様々な形態は、１つ以上の
メディアセグメンテーションの形態でサーバに記憶され得る。幾つかの例では、サーバ機
器が、ＨＴＴＰストリーミングサービスを可能にするための情報を信号伝達することを行
うように構成され得る。本開示の一態様によれば、サーバ機器は、ビデオ表現のメディア
セグメンテーション（例えば、フラグメント、セグメント、表現固有のメディアセグメン
テーション）のためのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（
ＲＡＰ）を信号伝達し得る。本開示の技法によれば、クライアント機器が、ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐの信号伝達に基づいてメディアデータのストリーミングについての要求をサーバ機器に
通信し得る。ビデオ表現のためのＯＤＲ　ＲＡＰを信号伝達することによって、クライア
ント機器は、ビデオ表現のストリーミング、復号及び／又は再生の開始のためにビデオ表
現のより多くの時間位置の中から選択し得る。
【００３４】
　幾つかの例では、発信源機器は、フラグメント又はセグメント中にＩＤＲが含まれてい
ない場合、メディアセグメンテーションがＯＤＲ　ＲＡＰを含んでいるか否かを信号伝達
し得る。従って、所望の時間ロケーションの近くでＩＤＲ　ＲＡＰを含むメディアセグメ
ンテーションが利用可能でない場合、ビデオ表現の再生は、ＯＤＲ　ＲＡＰを含むメディ
アセグメンテーション（例えば、ビデオ表現のフラグメント又はセグメント、或いはビデ
オ表現全体）に関連する時間ロケーションにおいて開始し得る。
【００３５】
　特に、発信源機器は、メディアセグメンテーションのＯＤＲ　ＲＡＰに対するバイトオ
フセットを信号伝達し得る。メディアセグメンテーションは、ビデオフラグメントに固有
のユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）又はユニフォームリ発信源ネーム（ＵＲＮ）
を使用して、単独でアドレス指定可能であり得る。一例では、ビデオフラグメント中のＯ
ＤＲ　ＲＡＰに対するバイトオフセットを信号伝達することによって、クライアント機器
は、ＯＤＲ　ＲＡＰにおいて開始しメディアセグメンテーションの終端において終了する
バイト範囲を備えるＧＥＴ要求を構築し得る。
【００３６】
　本開示の別の態様によれば、サーバ機器は、ビデオ表現の少なくとも１つのＩフレーム
についてのバイト範囲を信号伝達し得る。クライアント機器は、信号伝達されたバイト範
囲に基づいて少なくとも１つのＩフレームを検索する要求をサーバ機器に通信し、その少
なくとも１つのＩフレームを含むビデオコンテンツの高速バージョンを与えるために、検
索されたＩフレームを使用し得る。ビデオコンテンツの高速バージョンは、早送り又は早
戻しなど、ビデオプレゼンテーションのトリックモードをサポートし得る。ビデオプレゼ
ンテーションの少なくとも１つのＩフレームについてのバイト範囲を直接信号伝達するこ
とによって、Ｉフレームが属する全ビデオ表現を要求することなしに、又は高速再生のた
めに特に作成されたビデオ表現の代替バージョンを要求することなしに、高速バージョン
が与えられ得る。さらに、これらの技法は、ストリーミングされ、復号され、及び／又は
再生され得るデータの量を最小限に抑えながら、ビデオ表現の高速バージョンを与えるこ
とを可能にする。
【００３７】
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　本開示のこの態様によれば、サーバ機器は、メディアコンテンツを表す１つ以上のメデ
ィアセグメンテーション内の１つ以上のバイト範囲の指示を信号伝達し得る。少なくとも
１つのイントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）は、１つ以上の信号伝達されたバイト範囲
の各々の内で生じ得る。クライアント機器は、１つ以上のバイト範囲の信号伝達された指
示に基づいて、バイト範囲内のメディアデータ検索する要求（例えば、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ
要求又は部分ＧＥＴ要求）を提示し得る。クライアント機器は、比較的高速でビデオプレ
ゼンテーションを提示するために、少なくとも１つのイントラ符号化フレームだけ時間的
に分離された１つ以上の信号伝達されたバイト範囲のうちの少なくとも１つの内で生じる
２つ以上のＩフレームを連続的に提示し得る。そのような表現は、メディアコンテンツの
高速バージョンと見なされ得る。
【００３８】
　3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、International Telecommunication Un
ion(ITU)のInternational Mobile Telecommunications-2000プロジェクトの範囲内で広域
的に適用可能な第３世代（３Ｇ）モバイル電話システム仕様を製作する電気通信団体のグ
ループ間のコラボレーションである。３ＧＰＰ仕様は、evolved Global System for Mobi
le Communications（ＧＳＭ（登録商標））仕様に基づく。３ＧＰＰ規格化は、無線、コ
アネットワーク及びサービスアーキテクチャを包含する。幾つかの例では、本開示の技法
について、３ＧＰＰプロトコル仕様に一致する例及び用語を使用して本明細書で説明する
。これらの例及び用語は、例示のために与えられたものにすぎず、ビデオデータのストリ
ーミングのための他のプロトコル仕様も企図され、本開示に一致する。
【００３９】
　ＨＴＴＰストリーミングによる幾つかの例では、セグメンテーションファイルは、特定
のプログラム（例えば、ムービー、テレビ番組、又は他のビデオプログラム）にそれぞれ
対応する幾つかの異なる表現中に構成され得る。３ＧＰＰファイルは、それぞれプログラ
ムのこれらの異なる表現及び／或いはプログラムのプレゼンテーションのセグメント又は
フラグメントに対応し得る。
【００４０】
　ビデオ表現（例えば、３ＧＰＰファイル）は、幾つかのムービーフラグメントで構成さ
れ得る。ムービーフラグメントは、それぞれビデオ表現の幾つかのフレーム、又はピクチ
ャを含み得る。３ＧＰＰビデオ表現のフラグメントは、３ＧＰＰファイルのユニフォーム
リソースロケータ（ＵＲＬ）又はユニフォームリ発信源ネーム（ＵＲＮ）を参照し得るＨ
ＴＴＰ　ＧＥＴ要求又は部分ＧＥＴ要求を使用して、個々に検索可能であり得る。
【００４１】
　ＨＴＴＰクライアントは、再生中に、例えば、ネットワーク条件が変わったとき、又は
ユーザ制御入力が検出されたとき、表現を変更し得る。例えば、大量の帯域幅が利用可能
なときは、クライアントは比較的高い品質のプレゼンテーションの３ＧＰＰファイルを検
索し得、より少ない量の帯域幅が利用可能なときは、クライアントは比較的低い品質のプ
レゼンテーションの３ＧＰＰファイルを検索し得る。同様に、ユーザが、ビデオ品質の所
望の変更を示し得る。また、ユーザは、クライアントにビデオ表現の再生のために、休止
するか、停止するか、シーク（seek）（例えば、早送り、巻戻し）するか、又は走査する
（所望の開始点を示す）ように指示し得る。
【００４２】
　ＨＴＴＰクライアントが、ストリーミングのために異なる表現又は表現の部分を選択す
ることを可能にするために、ＨＴＴＰサーバが、１つ以上のムービープレゼンテーション
のために利用可能な情報のサブセットを提供することは望ましいことがある。そのような
情報はヘッダ情報と呼ばれることがある。ヘッダ情報は、プログラムに固有であり、プロ
グラムの表現又は表現の一部分、或いは表現のムービーフラグメント又はセグメントに固
有であり得る。
【００４３】
　３ＧＰＰによる一例では、ヘッダ情報は、メディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）
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ファイル中に含まれていることがある。ＭＰＤファイルは、例えば、ビットレート、フレ
ームレート、解像度、インターレース又はプログレッシブ走査タイプ、符号化タイプ（例
えば、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、Ｈ．２６３、ＭＰＥＧ－４／Ｈ．２６４又は他のビ
デオコーデック）、アクセスポイント、或いは他の特性など、ビデオデータの幾つかの表
現の特性要素を信号伝達し得る。
【００４４】
　ムービーフラグメントは、幾つかのピクチャグループ（ＧＯＰ）を含み得る。ＧＯＰは
、復号及び／又は再生の開始のためのランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）を含むことも
、含まないこともある。
【００４５】
　本開示は、ＨＴＴＰストリーミングアプリケーションのコンテキストにおけるＯＤＲア
クセスポイントの信号伝達のための技法について説明する。本開示の技法は、１つ以上の
利点を提供し得る。例えば、ＩＤＲアクセスポイントに加えてＯＤＲアクセスポイントを
信号伝達することは、ＩＤＲアクセスポイントの信号伝達を可能にする既知の技法よりも
、ＨＴＴＰストリーミングによるストリームを開始するための制御のより微細な精度（gr
anularity）を与えることによって、走査又はシーク機能の改善を可能にし得る。本開示
の技法はまた、より多くのアクセスポイントが与えられ、それによってＨＴＴＰストリー
ミングのための走査及び／又はシーク機能を改善し得るので、復号のためのハイレベルの
フレーム間コンテンツ依存を含むより複雑なビデオプログラムをストリーミングするとき
、利点を提供し得る。本開示の技法は、セグメンテーションファイルのヘッダ情報におい
て１つ以上のＯＤＲアクセスポイントを信号伝達することによって、クライアント機器が
、ＯＤＲアクセスポイント自体において開始するメディアデータのストリーム、又はＯＤ
Ｒアクセスポイントを含むオープンＧＯＰを要求し、それによって、セグメンテーション
ファイルによって表されるビデオのストリーミング／復号／再生のための開始点の選択に
おけるより微細なグラニュラリティを与え得るので、さらなる利点を提供し得る。これら
の技法はまた、ビデオ表現の再生のためにストリーミングされるべきデータの量を低減す
ることによって、従来の技法よりも有益であり得る。
【００４６】
　幾つかの例では、本開示の技法は、セグメンテーションファイルのヘッダ情報における
ＯＤＲアクセスポイント及び／又は他の情報の信号伝達を可能にする。一例では、ＯＤＲ
アクセスポイントは、ムービー表現又はセグメントのセグメントインデックスボックス（
ＳＩＤＸ）において信号伝達され得る。セグメンテーションファイルは、ＩＳＯベースメ
ディアファイルフォーマット、或いは、例えば、スケーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）、
アドバンストビデオ符号化（ＡＶＣ）、及び／又はマルチビュービデオ符号化（ＭＶＣ）
などのＩＳＯベースメディアファイルフォーマットの拡張を含む他のタイプのセグメンテ
ーションファイルに従ってフォーマットされ得る。本開示の技法は、走査及び／又はシー
ク機能に関係する他の情報の信号伝達をさらに可能にし得、それについては、以下でさら
に詳細に説明する。
【００４７】
　本開示の技法は、走査機能のために、１つ以上のイントラ符号化フレーム（Ｉフレーム
）のバイト範囲についてのＨＴＴＰサーバ機器による信号伝達をさらに可能にする。例え
ば、宛先機器は、ビデオのプレゼンテーションのためのトリックモードとしても知られる
、早送り又は早戻しのためにビデオ表現の高速バージョンを表示し得る。これらの技法に
よれば、クライアント機器は、Ｉフレームバイト範囲の信号伝達に基づいて、ビデオ表現
の高速バージョンを提示するために必要でない他のフレームから独立した、ビデオ表現の
信号伝達されたＩフレームのみを要求及び／又は復号し得る。例えば、クライアント機器
は、信号伝達されたバイト範囲内で生じる１つ以上のＩフレームを（例えば、１つ以上の
ＨＴＴＰ部分ＧＥＴ要求によって）特に要求し得る。クライアント機器は、比較的高速で
ビデオコンテンツを提示するために、検索されたメディアデータの２つ以上のＩフレーム
を連続的に提示し得る。２つ以上のＩフレームは、少なくとも１つのインター符号化フレ
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ーム（例えば、Ｂフレーム又はＰフレーム）だけ時間的に分離され得る。信号伝達された
Ｉフレームのみを検索し、復号し、表示することによって、クライアント機器は、早送り
又は早戻し動作のためにビデオ表現の高速バージョンをユーザに与え得る。幾つかの例で
は、信号伝達されたＩフレームは、ＩＤＲアクセスポイント及び／又はＯＤＲアクセスポ
イントを含み得る。
【００４８】
　ビデオ表現のＩフレームのためのバイト範囲は、様々な符号化ユニット（例えば、メデ
ィアセグメンテーション）のヘッダ情報において信号伝達され得る。例えば、発信源機器
は、（例えば、ＭＰＤファイル内の）ビデオレベル、表現レベル、セグメントレベル、フ
ラグメントレベル、又はメディアプレゼンテーションのヘッダ情報の他のレベルにおいて
Ｉフレームのバイト範囲を信号伝達し得る。これらの技法は、１つ以上の利点を提供し得
る。例えば、宛先機器は、ビデオ表現の高速バージョンを作成、記憶、及び／又は送信す
ることなしに、ＨＴＴＰストリーミングなどのストリーミングプロトコルのコンテキスト
においてビデオ表現の高速再生を実行し得る。さらに、クライアント機器が、信号伝達さ
れたＩフレームに基づいて早送り再生及び早戻し再生のいずれか又は両方をユーザに提示
し得るので、これらの技法は有利であり得る。
【００４９】
　図１は、オーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）発信源機器２０がオーディオ及びビデオデータ
をＡ／Ｖ宛先機器４０にトランスポートする例示的なシステム１０を示すブロック図であ
る。Ａ／Ｖ発信源機器２０は「発信源ビデオ機器」と呼ばれることもある。図１のシステ
ム１０は、ビデオ通信会議システム、サーバ／クライアントシステム、放送事業者／受信
機システム、又はＡ／Ｖ発信源機器２０などの発信源機器からＡ／Ｖ宛先機器４０などの
宛先機器にビデオデータが送られる任意の他のシステムに対応し得る。Ａ／Ｖ宛先機器４
０は「宛先ビデオ機器」又は「クライアント機器」と呼ばれることもある。幾つかの例で
は、Ａ／Ｖ発信源機器２０及びＡ／Ｖ宛先機器４０は双方向情報交換を実行し得る。即ち
、Ａ／Ｖ発信源機器２０及びＡ／Ｖ宛先機器４０は、オーディオ及びビデオデータの符号
化と復号（及び、送信と受信）の両方が可能であり得る。幾つかの例では、オーディオエ
ンコーダ２６は、ボコーダとも呼ばれるボイスエンコーダを備え得る。
【００５０】
　Ａ／Ｖ発信源機器２０は、図１の例では、オーディオ発信源２２とビデオ発信源２４と
を備える。オーディオ発信源２２は、例えば、オーディオエンコーダ２６によって符号化
されるべき、収録されたオーディオデータを表す電気信号を生成するマイクロフォンを備
え得る。代替的に、オーディオ発信源２２は、前に記録されたオーディオデータを記憶す
る記憶媒体、コンピュータシンセサイザなどのオーディオデータ生成器、又はオーディオ
データの任意の他の発信源を備え得る。ビデオ発信源２４は、ビデオエンコーダ２８によ
って符号化されるべきビデオデータを生成するビデオカメラ、前に記録されたビデオデー
タで符号化された記憶媒体、ビデオデータ生成ユニット、又はビデオデータの任意の他の
発信源を備え得る。
【００５１】
　未加工オーディオ及びビデオデータは、アナログ又はデジタルデータを備え得る。アナ
ログデータは、オーディオエンコーダ２６及び／又はビデオエンコーダ２８によって符号
化される前にデジタル化され得る。オーディオ発信源２２は、通話参加者が話している間
、通話参加者からオーディオデータを取得し得、同時に、ビデオ発信源２４は、通話参加
者のビデオデータを取得し得る。他の例では、オーディオ発信源２２は、記憶されたオー
ディオデータを備えるコンピュータ可読記憶媒体を備え得、ビデオ発信源２４は、記憶さ
れたビデオデータを備えるコンピュータ可読記憶媒体を備え得る。このようにして、本開
示で説明する技法は、ライブ、ストリーミング、リアルタイムオーディオ及びビデオデー
タ、又はアーカイブされた、予め記録されたオーディオ及びビデオデータに適用され得る
。
【００５２】
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　ビデオフレームに対応するオーディオフレームは、概して、ビデオフレーム内に含まれ
ている、ビデオ発信源２４によって撮影されたビデオデータと同時にオーディオ発信源２
２によって収録されたオーディオデータを含んでいるオーディオフレームである。例えば
、通話参加者が概して話すことによってオーディオデータを生成する間、オーディオ発信
源２２はオーディオデータを収録し、同時に、即ちオーディオ発信源２２がオーディオデ
ータを収録している間、ビデオ発信源２４は通話参加者のビデオデータを撮影する。従っ
て、オーディオフレームは、１つ以上の特定のビデオフレームに時間的に対応し得る。従
って、ビデオフレームに対応するオーディオフレームは、概して、オーディオデータとビ
デオデータとが同時にキャプチャされる状況、及びオーディオフレームとビデオフレーム
とが、それぞれ、同時に取得されたオーディオデータとビデオデータとを備える状況に対
応する。
【００５３】
　幾つかの例では、オーディオエンコーダ２６は、符号化オーディオフレームのオーディ
オデータが記録された時間を表す、各符号化オーディオフレームにおけるタイムスタンプ
を符号化し得、同様に、ビデオエンコーダ２８は、符号化ビデオフレームのビデオデータ
が記録された時間を表す、各符号化ビデオフレームにおけるタイムスタンプを符号化し得
る。そのような例では、ビデオフレームに対応するオーディオフレームは、タイムスタン
プを備えるオーディオフレームと同じタイムスタンプを備えるビデオフレームとを備え得
る。Ａ／Ｖ発信源機器２０は、オーディオエンコーダ２６及び／又はビデオエンコーダ２
８がそこからタイムスタンプを生成し得るか、或いはオーディオ発信源２２及びビデオ発
信源２４がオーディオ及びビデオデータをそれぞれタイムスタンプに関連付けるために使
用し得る、内部クロックを含み得る。
【００５４】
　幾つかの例では、オーディオ発信源２２は、オーディオデータが記録された時間に対応
するデータをオーディオエンコーダ２６に送り得、ビデオ発信源２４は、ビデオデータが
記録された時間に対応するデータをビデオエンコーダ２８に送り得る。幾つかの例では、
オーディオエンコーダ２６は、必ずしもオーディオデータが記録された絶対時刻を示すこ
となしに、符号化オーディオデータの相対的時間順序を示すために、符号化オーディオデ
ータ中のシーケンス識別子を符号化し得、同様に、ビデオエンコーダ２８も、符号化ビデ
オデータの相対的時間順序を示すためにシーケンス識別子を使用し得る。同様に、幾つか
の例では、シーケンス識別子は、タイムスタンプにマッピングされるか、又は場合によっ
てはタイムスタンプと相関し得る。
【００５５】
　本開示の技法は、概して、符号化マルチメディア（例えば、オーディオ及びビデオ）デ
ータのトランスポートと、トランスポートされたマルチメディアデータの受信並びに後続
の解釈及び復号とを対象とする。本開示の技法は、例えば、スケーラブルビデオ符号化(s
calable video coding)（ＳＶＣ）、アドバンストビデオ符号化(advanced video coding)
（ＡＶＣ）、ＩＳＯベースメディアファイルフォーマット、又はマルチビュービデオ符号
化(Multiview Video Coding)（ＭＶＣ）データ、又は他のビデオデータなど、様々な規格
及び拡張のビデオデータの配信に適用され得る。幾つかの例では、ビデオ発信源２４はシ
ーンの複数のビューをビデオエンコーダ２８に提供できる。幾つかの例では、ビデオデー
タの複数のビューは、立体視又は自動立体視３次元ディスプレイなど、３次元ディスプレ
イによって使用されるべき３次元ビデオデータを生成するために有用であり得る。
【００５６】
　Ａ／Ｖ発信源機器２０は、Ａ／Ｖ宛先機器４０に「サービス」を提供し得る。サービス
は、概して、ＭＶＣデータの利用可能なビューのサブセットに対応し得る。例えば、マル
チビュービデオデータは、０から７まで順序付けられた８つのビューについて利用可能で
あり得る。あるサービスは２つビューを有するステレオビデオに対応し得るが、別のサー
ビスは４つのビューに対応し得、さらに別のサービスは８つのビューすべてに対応し得る
。概して、サービスは、利用可能なビューの任意の組合せ（即ち、任意のサブセット）に
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対応する。サービスはまた、利用可能なビュー並びにオーディオデータの組合せに対応し
得る。
【００５７】
　各個のデータストリームは（オーディオかビデオかにかかわらず）エレメンタリストリ
ームと呼ばれる。エレメンタリストリームは、デジタル的に符号化された（場合によって
は圧縮された）プログラムの単一の構成要素である。例えば、プログラムの符号化ビデオ
又はオーディオ部分はエレメンタリストリームであり得る。エレメンタリストリームは、
それがプログラムストリーム又はトランスポートストリームに多重化される前に、パケッ
ト化エレメンタリストリーム（ＰＥＳ）に変換され得る。同じプログラム内では、１つの
エレメンタリストリームに属するＰＥＳパケットを他のものから区別するためにストリー
ムＩＤが使用される。エレメンタリストリームの基本データ単位はパケット化エレメンタ
リストリーム（ＰＥＳ）パケットである。従って、ＭＶＣビデオデータの各ビューはそれ
ぞれのエレメンタリストリームに対応する。同様に、オーディオデータは１つ以上のそれ
ぞれのエレメンタリストリームに対応する。
【００５８】
　図１の例では、カプセル化ユニット３０は、ビデオエンコーダ２８からビデオデータを
備えるエレメンタリストリームを受信し、オーディオエンコーダ２６からオーディオデー
タを備えるエレメンタリストリームを受信する。幾つかの例では、ビデオエンコーダ２８
及びオーディオエンコーダ２６はそれぞれ、符号化データからＰＥＳパケットを形成する
ためのパケッタイザを含み得る。他の例では、ビデオエンコーダ２８及びオーディオエン
コーダ２６はそれぞれ、符号化データからＰＥＳパケットを形成するためのパケッタイザ
（packetizers）とインターフェースし得る。さらに他の例では、カプセル化ユニット３
０は、符号化オーディオデータと符号化ビデオデータとからＰＥＳパケットを形成するた
めのパケッタイザを含み得る。
【００５９】
　本開示で使用する「プログラム」は、オーディオデータとビデオデータとの組合せ、例
えば、Ａ／Ｖ発信源機器２０のサービスによって配信されたオーディオエレメンタリスト
リームと利用可能なビューのサブセットとを備え得る。各ＰＥＳパケットは、ＰＥＳパケ
ットが属するエレメンタリストリームを識別するstream_idを含む。カプセル化ユニット
３０は、エレメンタリストリームを構成プログラムストリーム又はトランスポートストリ
ームにアセンブルし得る。プログラムストリームとトランスポートストリームとは、異な
るアプリケーションをターゲットにする２つの代替多重である。
【００６０】
　概して、プログラムストリームは１つのプログラムのデータを含み、トランスポートス
トリームは１つ以上のプログラムのデータを含み得る。カプセル化ユニット３０は、提供
されているサービス、ストリームがパスされる媒体、送られるべきプログラムの数、又は
他の考慮事項に基づいて、プログラムストリーム又はトランスポートストリームのいずれ
か若しくは両方を符号化し得る。例えば、記憶媒体中のビデオデータが符号化されるべき
であるときは、カプセル化ユニット３０はプログラムストリームを形成する可能性がより
高くなり得、ビデオデータがネットワークを介してストリーミングされるか、ブロードキ
ャストされるか、又はビデオテレフォニーの一部として送られるべきであるときは、カプ
セル化ユニット３０はトランスポートストリームを使用する可能性がより高くなり得る。
【００６１】
　カプセル化ユニット３０は、オーディオエンコーダ２６とビデオエンコーダ２８とから
プログラムのエレメンタリストリームのＰＥＳパケットを受信し、ＰＥＳパケットから対
応するネットワークアブストラクションレイヤ（ＮＡＬ）ユニットを形成する。Ｈ．２６
４／ＡＶＣ（Advanced Video Coding）の例では、符号化ビデオセグメントは、ビデオテ
レフォニー、ストレージ、ブロードキャスト、又はストリーミングなどのアプリケーショ
ンに対処する「ネットワークフレンドリー(network-friendly)」なビデオ表現を与えるＮ
ＡＬユニットに編成される。ＮＡＬユニットは、ビデオ符号化レイヤ（ＶＣＬ）ＮＡＬユ
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ニットと非ＶＣＬ　ＮＡＬユニットとにカテゴリー分類され得る。ＶＣＬユニットは、コ
ア圧縮エンジンを含んでおり、ブロック、マクロブロック、及び／又はスライスレベルを
備え得る。他のＮＡＬユニットは非ＶＣＬ　ＮＡＬユニットである。
【００６２】
　そのペイロード中にビデオデータを含むＮＡＬユニットは、様々な精度レベル（granul
arity levels）のビデオデータを備え得る。例えば、ＮＡＬユニットは、ビデオデータの
ブロック、マクロブロック、複数のマクロブロック、ビデオデータのスライス、又はビデ
オデータのフレーム全体を備え得る。
【００６３】
　概して、アクセスユニットは、ビデオデータのフレームを表すための１つ以上のＮＡＬ
ユニット及びそのフレームに対応するオーディオデータが利用可能なとき、そのようなオ
ーディオデータを備え得る。アクセスユニットは、概して、１つの出力時間インスタンス
(output time instance)にわたるすべてのＮＡＬユニット、例えば１つの時間インスタン
スにわたるすべてのオーディオ及びビデオデータを含む。Ｈ．２６４／ＡＶＣに対応する
例では、アクセスユニットは、１次符号化ピクチャとして提示され得る、１つの時間イン
スタンス中の符号化ピクチャを備え得る。従って、アクセスユニットは、共通の時間イン
スタンスのすべてのビデオフレーム、例えば、時間Ｘに対応するすべてのビュー構成要素
を備え得る。
【００６４】
　カプセル化ユニット３０は、ＮＡＬユニットを、ＩＳＯベースメディアファイルフォー
マット又はそれの派生物（例えば、ＳＶＣ、ＡＶＣ、ＭＶＣ、又は３ＧＰＰ）に準拠する
ビデオファイルのトラックにアセンブルし、そのビデオファイルを出力インターフェース
３２にパスし得る。出力インターフェース３２は、例えば、送信機、トランシーバ、例え
ば、オプティカルドライブ、磁気メディアドライブ（例えば、フロッピー（登録商標）ド
ライブ）など、コンピュータ可読媒体にデータを書き込むための機器、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）ポート、ネットワークインターフェース、又は他の出力インターフェ
ースを備え得る。出力インターフェース３２は、ＮＡＬユニット又はアクセスユニットを
、例えば、送信信号又は搬送波などの一時媒体、或いは磁気メディア、光メディア、メモ
リ、又はフラッシュドライブなどのコンピュータ可読記憶媒体のコンピュータ可読媒体（
例えば、チャネル３４）に出力する。
【００６５】
　入力インターフェース３６はコンピュータ可読媒体（例えば、チャネル３４）からデー
タを検索する。入力インターフェース３６は、例えば、光学ドライブ、磁気媒体ドライブ
、ＵＳＢポート、受信機、トランシーバ、又は他のコンピュータ可読媒体インターフェー
スを備え得る。入力インターフェース３６は、ＮＡＬユニット又はアクセスユニットをカ
プセル化解除ユニット(decapsulation unit)３８に与え得る。カプセル化解除ユニット３
８は、トランスポートストリーム又はプログラムストリームを構成ＰＥＳストリームに多
重分離し、符号化データを検索するためにＰＥＳストリームを逆パケット化し、例えば、
ストリームのＰＥＳパケットヘッダによって示されるように、符号化データがオーディオ
又はビデオストリームの一部であるかどうかに応じて、符号化データをオーディオデコー
ダ４６又はビデオデコーダ４８に送り得る。カプセル化解除ユニット３８は、初めに、受
信したビデオファイル中に含まれるトラックのうちの１つを選択し、次いで、選択された
トラックのデータ及び選択されたトラックのエクトラクタ（extractors）によって参照さ
れる他のトラックのデータのみをビデオデコーダ４８にパスし、選択されたトラックのエ
クトラクタによって参照されない他のトラックのデータを廃棄し得る。オーディオデコー
ダ４６は、符号化オーディオデータを復号し、復号されたオーディオデータをオーディオ
出力４２に送り、ビデオデコーダ４８は、符号化ビデオデータを復号し、ストリームの複
数のビューを含み得る復号されたビデオデータをビデオ出力４４に送る。ビデオ出力４４
は、シーンの複数のビュー、例えばシーンの各ビューを同時に提示する立体視又は自動立
体視ディスプレイを使用するディスプレイを備え得る。
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【００６６】
　多くのビデオ符号化規格の場合と同様に、Ｈ．２６４／ＡＶＣは、誤りのないビットス
トリームのシンタックスと、セマンティクスと、復号プロセスとを定義し、そのいずれか
は特定のプロファイル又はレベルに準拠する。Ｈ．２６４／ＡＶＣはエンコーダを指定し
ないが、エンコーダは、生成されたビットストリームがデコーダの規格に準拠することを
保証することを課される。ビデオ符号化規格のコンテキストにおいて、「プロファイル」
は、アルゴリズム、機能、又はそれらに適用するツール及び制約のサブセットに対応する
。例えば、Ｈ．２６４規格によって定義される「プロファイル」は、Ｈ．２６４規格によ
って指定されたビットストリームシンタックス全体のサブセットである。「レベル」は、
例えば、ピクチャの解像度、ビットレート、及びマクロブロック（ＭＢ）処理レートに関
係するデコーダメモリ及び計算など、デコーダリ発信源消費の制限に対応する。
【００６７】
　Ｈ．２６４規格は、例えば、与えられたプロファイルのシンタックスによって課される
限界内で、復号されたピクチャの指定されたサイズなど、ビットストリーム中のシンタッ
クス要素がとる値に応じて、エンコーダ及びデコーダのパフォーマンスの大きい変動を必
要とする可能性が依然としてあることを認識している。Ｈ．２６４規格は、多くのアプリ
ケーションにおいて、特定のプロファイル内でシンタックスのすべての仮定的使用を処理
することが可能なデコーダを実装することが実際的でもなく、経済的でもないことをさら
に認識している。従って、Ｈ．２６４規格は、ビットストリーム中のシンタックス要素の
値に課せられた制約の指定されたセットとして「レベル」を定義している。これらの制約
は、値に関する単純な限界であり得る。代替的に、これらの制約は、値の演算の組合せ（
例えば、ピクチャの幅×ピクチャ高さ×毎秒復号されるピクチャの数）に関する制約の形
態をとり得る。Ｈ．２６４規格は、個別の実装形態が、サポートされるプロファイルごと
に異なるレベルをサポートし得ることをさらに規定している。
【００６８】
　プロファイルに準拠するデコーダは、通常、プロファイル中で定義されたすべての機能
をサポートする。例えば、符号化機能として、Ｂピクチャ符号化は、Ｈ．２６４／ＡＶＣ
のベースラインプロファイルではサポートされず、Ｈ．２６４／ＡＶＣの他のプロファイ
ルではサポートされる。レベルに準拠するデコーダは、レベルにおいて定義された制限を
超えてリ発信源を必要としない任意のビットストリームを復号することが可能である必要
がある。プロファイル及びレベルの定義は、説明可能性のために役立ち得る。例えば、ビ
デオ送信中に、プロファイル定義とレベル定義のペアが全送信セッションについてネゴシ
エートされ、同意され得る。より詳細には、Ｈ．２６４／ＡＶＣでは、レベルは、例えば
、処理する必要があるマクロブロックの数に関する制限と、復号されたピクチャバッファ
（ＤＰＢ）サイズと、符号化ピクチャバッファ（ＣＰＢ）サイズと、垂直動きベクトル範
囲と、２つの連続するＭＢごとの動きベクトルの最大数と、Ｂブロックが８×８ピクセル
未満のサブマクロブロックパーティションを有することができるかどうかとを定義し得る
。このようにして、デコーダは、デコーダがビットストリームを適切に復号することが可
能であるかどうかを判断し得る。
【００６９】
　パラメータセットは、概して、シーケンスパラメータセット（ＳＰＳ）中のシーケンス
レイヤヘッダ情報とピクチャパラメータセット（ＰＰＳ）中のまれに変化するピクチャレ
イヤヘッダ情報とを含んでいる。パラメータセットがある場合、このまれに変化する情報
をシーケンスごと又はピクチャごとに繰り返す必要はなく、従って符号化効率が改善され
得る。さらに、パラメータセットの使用はヘッダ情報の帯域外送信を可能にし、誤り耐性
を達成するための冗長送信の必要を回避し得る。帯域外送信では、他のＮＡＬユニットと
は異なるチャネル上でパラメータセットＮＡＬユニットが送信され得る。
【００７０】
　補足強調情報（ＳＥＩ：Supplemental Enhancement Information）メッセージは、ＶＣ
Ｌ　ＮＡＬユニットから符号化ピクチャサンプルを復号するために必要でない情報を含ん
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でいることがある。ＳＥＩメッセージは、上記で説明したように非ＶＣＬ　ＮＡＬユニッ
ト中に含まれていることがある。幾つかの例では、ＳＥＩメッセージは、標準規格（例え
ば、Ｈ．２６４）の規範的部分であり、規格準拠デコーダの実装形態にとって必須でない
。幾つかの例では、ＳＥＩメッセージは、復号、表示、誤り耐性、及び他の目的に関係す
るプロセスを支援し得る。幾つかの例では、ＳＥＩメッセージは、シーケンスレベル（例
えば、複数の連続するピクチャ／フレーム）メッセージであり得る。他の例では、ＳＥＩ
メッセージは、ビデオデータの１つ以上のピクチャ／フレームに固有であり得る。
【００７１】
　Ｈ．２６４／ＡＶＣ及び他のビデオ規格では、オープンＧＯＰの復号順序で第１のピク
チャであるイントラ符号化ピクチャがあり得る。オープンＧＯＰは、出力順序で最初のイ
ントラピクチャに先行するピクチャが正しく復号可能でないことがあるピクチャグループ
である。Ｈ．２６４／ＡＶＣデコーダは、オープンＧＯＰを開始するイントラピクチャを
認識し、後続のピクチャを復号し始め得る。そのようなイントラピクチャは、回復点ＳＥ
Ｉに関連し得ることに留意されたい。幾つかの例では、本明細書では、オープンＧＯＰを
開始するフレームをオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）フレームと呼ぶ。クローズドＧ
ＯＰは、すべてのピクチャが正しく復号され得るそのようなピクチャグループである。Ｈ
．２６４／ＡＶＣでは、クローズドＧＯＰはＩＤＲアクセスユニットから開始し得る。
【００７２】
　図２は、ピクチャグループ（ＧＯＰ）２１０を含むビデオフラグメント２０１の一例を
示す概念図である。ＧＯＰは、ビデオシーケンスの（プレゼンテーション順序で）連続し
たフレームのグルーピングとして表され得る。ビデオフラグメントは、ＧＯＰ２１０と同
様の任意の数のＧＯＰを含み得る。
【００７３】
　図２の例は、ビデオフラグメント２０１の一部分を示す。ビデオフラグメントは複数の
フレーム２２０Ａ～２２０Ｋを含む。フラグメント２０１は、ＧＯＰ２１０などの１つ以
上のピクチャグループ（ＧＯＰ）を備え得る。１つ以上のＧＯＰ２１０は、ビデオ表現の
フレームのグルーピングとして表され得る。
【００７４】
　図２１０に示すＧＯＰ２１０は、クローズドＧＯＰの例である。即ち、フレーム２２０
Ｂ～２２０Ｉの各々は、ＧＯＰ２１０の外部のフレーム、例えば、フレーム２２０Ａ、２
２０Ｊ、及び２２０Ｋに関係なく復号され得る。図２に示すように、フレーム２２０Ａは
（プレゼンテーション順序で）ＧＯＰ２１０のフレーム２２０Ｂ～２２０Ｉに先行する。
フレーム２２０Ｊ～２２０Ｋは（プレゼンテーション順序で）ＧＯＰ２１０のフレーム２
２０Ｂ～２２０Ｉの後にある。フレーム２２０Ａ及び２２０Ｊ～２２０Ｋは、フラグメン
ト２０１の別のＧＯＰの部分であり得る。
【００７５】
　フレーム２２０Ａ～２２０Ｋのプレゼンテーション順序は、フレームの復号順序とは異
なり得る。例えば、ＧＯＰは、Ｉフレーム、Ｂフレーム、又はＰフレームの任意の組合せ
を含み得る。イントラ符号化フレーム（Ｉフレーム）は、単独で復号可能であるそれらの
フレームであり、これは、Ｉフレームを復号するために、デコーダが他のフレームのコン
テンツに依拠する必要がないことを意味する。図２の例では、フレーム２２０Ａ及び２２
０ＩはＩフレームの例である。Ｐフレームは、１つの方向における１つ以上のフレームに
対するインター符号化であり得る。図２の例では、フレーム２２０Ｂ、２２０Ｃ、及び２
２０ＥはＰフレームの例である。Ｂフレームは、２つの方向における１つ以上のフレーム
に対するインター符号化であり得る。図２の例では、フレーム２２０Ｄ、２２０Ｆ、２２
０Ｇ、及び２２０Ｈは、Ｂフレームの例である。
【００７６】
　上記で説明したように、図２の例によれば、フレーム２２０Ａ～２２０Ｋの復号順序は
、フレームのプレゼンテーション順序とは異なり得る。例えば、フレーム２２０Ｂ～２２
０Ｉを復号するとき、フレーム２２０Ｉ（Ｉフレーム）が最初に復号され得る。矢印２２
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２Ｅによって示されるように、フレーム２２０Ｅはフレーム２２０Ｉのコンテンツに依拠
して、正しく復号される。従って、フレーム２２０Ｅは、フレーム２２０Ｉが復号された
後に復号され得る。
【００７７】
　矢印２２２Ｃによって示されるように、フレーム２２０Ｃは、フレーム２２０Ｅのコン
テンツに依拠して、正しく復号され得る。矢印２２２Ｇによって示されるように、フレー
ム２２０Ｇは、フレーム２２０Ｅとフレーム２２０Ｉの両方のコンテンツに依拠して、正
しく復号され得る。従って、幾つかの例では、フレーム２２０Ｃ及び２２０Ｇの復号は、
フレーム２２０Ｉ及び２２０Ｅを復号した後に行われ得る。フレーム２２０Ｂ、２２０Ｄ
、２２０Ｆ、及び２２０Ｈは、それぞれフレーム２２０Ｃ、２２０Ｅ、２２０Ｇ、及び２
２０Ｉのうちの１つ以上のコンテンツに依拠しており、従って、フレーム２２０Ｃ、２２
０Ｅ、２２０Ｇ、及び２２０Ｉが復号された後に復号され得る。
【００７８】
　上記で説明したように、瞬時復号リフレッシュ（instantaneous decoding refresh）（
ＩＤＲ）アクセスポイントは、クローズドＧＯＰ、例えば、図２中のＧＯＰ２１０のアク
セスポイントとして表され得る。ＧＯＰの外部のフレームのコンテンツに依拠することな
しに正しく復号可能であるフレームのみを含むＧＯＰは、クローズドＧＯＰ２１０と見な
され得る。
【００７９】
　図２に、ＩＤＲアクセスポイントの２つの例を示す。図２の例に示すように、フレーム
２２０Ａは、他のフレームのコンテンツに依拠せずに正しく復号可能であり、即ち、フレ
ーム２２０Ａは、別のフレームに対する依拠を示す矢印を含まない。フレーム２２０Ａは
、フレーム２２０Ａに先行するフレームがないので、それ自体がＧＯＰと見なされ得る。
従って、フレーム２２０Ａは、（フレーム２２０Ａのみからなる）ＧＯＰの外部のフレー
ムのコンテンツに依拠せずに正しく復号されるＧＯＰのアクセスポイントであるので、フ
レーム２２０ＡはＩＤＲアクセスポイントと見なされ得る。
【００８０】
　また、フレーム２２０Ｉは、クローズドＧＯＰ２１０のＩＤＲアクセスポイントと見な
され得る。図２の例に示すように、フレーム２２０Ｉは、ＧＯＰ２１０の他のフレーム（
例えば、フレーム２２０Ｂ～２２０Ｈ）のコンテンツに依拠することなしに単独で復号可
能であるＩフレームである。フレーム２２０Ｂ～２２０Ｈの各々は、上記で説明したよう
に、ＧＯＰ２１０内の他のフレームのコンテンツに依拠して正しく復号されるが、フレー
ム２２０Ｂ～２２０Ｈのいずれも、ＧＯＰ２１０の外部のフレームのコンテンツに依拠し
ない。従って、ＧＯＰ２１０は、ＩＤＲアクセスポイント、即ち、フレーム２２０Ｉを含
むクローズドＧＯＰと見なされ得る。
【００８１】
　図３は、オープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）アクセスポイントを含むオープンＧＯＰ
３１０を含むビデオフラグメント３０１の少なくとも一部分の一例を示す概念図である。
図２の例と同様に、フレーム３２０ＡはＩフレームであり、ＩＤＲアクセスポイントであ
る。また、図２の例と同様に、フレーム３２０Ｉは、ランダムアクセスポイントに対応す
るＩフレームである。しかしながら、表示順序でＩフレーム３２０Ｉより前のＧＯＰ３１
０のフレームが正しく復号可能であるためにフレーム３２０Ａのコンテンツに依拠すると
いう点で、図３の例は図２の例とは異なる。例えば、矢印によって示されるように、フレ
ーム３２０Ｂ、３２０Ｃ、及び３２０Ｅの各々は、フレーム３２０Ａのコンテンツに直接
依拠する。フレーム３２０Ｄ、及び３２０Ｆ～３２０Ｈは、それぞれフレーム３２０Ｂ、
３２０Ｃ、及び３２０Ｅのうちの１つ以上のコンテンツに少なくとも部分的に依拠して正
しく復号されるように、それぞれフレーム３２０Ａのコンテンツに間接的に依拠する。し
かしながら、また図３に示すように、表示順序でＩフレーム３２０Ｉに続くフレーム３２
０Ｊ及び３２０Ｋは、Ｉフレーム３２０Ｉより前のフレームに対する依拠なしに正しく復
号され得る。従って、Ｉフレーム３２０ＩはＯＤＲ　ＲＡＰとして使用され得る。
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【００８２】
　本開示は、ストリーミングビデオのコンテキストにおけるランダムアクセス機能の改善
のための技法を対象とする。本開示の技法は、ビデオプレゼンテーションのＨＴＴＰスト
リーミング、復号、及び／又は再生の開始のためのＯＤＲアクセスポイントと様々な他の
情報との信号伝達を可能にする。
【００８３】
　例えば、クライアント機器は、サーバ機器から、ビデオ表現の第１のＧＯＰのＯＤＲア
クセスポイントの指示を受信し得る。第１のＧＯＰの少なくとも１つのフレームについて
の符号化情報は、復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーション
の少なくとも１つのフレームが正しく復号され得ないことを示す。表示順序でＯＤＲ　Ｒ
ＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの各フレームは、表示順序でＯＤＲ　Ｒ
ＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る。クライ
アント機器は、サーバ機器に、示されたＯＤＲ　ＲＡＰで開始するメディアデータのスト
リームを検索する要求（例えば、ＧＥＴ要求又は部分ＧＥＴ要求）を送り得る。次いで、
クライアント機器は、ＯＤＲ　ＲＡＰにおいてメディアデータの復号／再生を開始し得る
。
【００８４】
　特に、発信源機器は、ビデオフラグメントのＯＤＲ　ＲＡＰに対するバイトオフセット
を信号伝達し得る。ビデオフラグメントは、ビデオフラグメントに固有のユニフォームリ
ソースロケータ（ＵＲＬ）又はユニフォームリ発信源ネーム（ＵＲＮ）を使用して、単独
でアドレス指定可能であり得る。一例では、ビデオフラグメント中のＯＤＲ　ＲＡＰに対
するバイトオフセットを信号伝達することによって、クライアント機器は、ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐにおいて開始しビデオフラグメントの終端において終了するバイト範囲を備える部分Ｇ
ＥＴ要求を構築し得る。
【００８５】
　別の例として、サーバ機器は符号化ビデオフレームのシーケンスを受信し得る。符号化
ビデオフレームのシーケンスのセグメンテーションファイルは、少なくとも１つのＯＤＲ
　ＲＡＰを含む。復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーション
の少なくとも１つのフレームは、正しく復号され得ない。表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームに続くメディアセグメンテーションの各フレームは、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより
前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る。サーバ機器は、
ＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成し得る。サーバ機器は、（例えば、ビデオフ
ァイルについてのヘッダ情報、プレゼンテーション、又はビデオプレゼンテーションのフ
ラグメントにおいて）少なくとも１つの指示をクライアント機器に出力し得る。クライア
ントは、少なくとも１つの指示に基づいて、少なくとも１つの指示に基づいてビデオプレ
ゼンテーションのセグメント又はセグメントの一部分のストリーミングを要求し得る。
【００８６】
　別の例として、クライアント機器は、ビデオフラグメント又はプレゼンテーションの少
なくとも１つのＩフレームのためのバイト範囲の少なくとも１つの指示を受信し得る。ク
ライアント機器は、指示に基づいて、Ｉフレームを検索する要求をサーバ機器に送り得る
。クライアント機器は、Ｉフレームを含むビデオプレゼンテーション又はフラグメントの
高速バージョンを提示するために、少なくとも１つの検索されたＩフレームを使用し得る
。Ｉフレームは、上記で説明したようにＩＤＲアクセスポイント又はＯＤＲアクセスポイ
ントであることも、ＩＤＲアクセスポイント又はＯＤＲアクセスポイントでないことある
。ビデオプレゼンテーションの高速バージョンは、クライアントが早送り又は早戻し動作
についてのユーザ要求を受信したことに応答して提示され得る。
【００８７】
　図４は、プログラム４３０の一例を示すブロック図である。プログラム４３０は、ビデ
オ（例えば、ムービー、テレビ番組、又は他の動画プレゼンテーション）のデジタル表現
であり得る。プログラム４３０は、ＨＴＴＰストリーミングのためのサーバとして動作す
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るように構成された１つ以上のコンピューティング機器上に記憶されるか、そのコンピュ
ーティング機器によってアクセス可能であり得る。図４の例によれば、プログラム４３０
は、複数の表現４４０Ａ～４４０Ｃとメディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）４３２
とを含む。複数の表現４４０Ａ～４４０Ｃは複数のムービーフラグメント４４２を含み得
る。複数のフラグメント４４２は、再生順序で構成され得、ビデオの様々な時間（即ち、
時間的）部分を表し得る。
【００８８】
　図４に示していないが、ムービー表現４４０Ａ～４４０Ｃの１つ以上のフラグメント４
４２は、１つ以上のムービーセグメント中に構成され得る。セグメントは、単一のＵＲＬ
に従って要求され得る連続ムービーフラグメントのセットを含み得る。例えば、セグメン
トは、ビデオ及びオーディオを含んでいることがある小さいファイルであり得る。別の例
として、セグメントは１つのムービーフラグメントに対応し得、ムービーフラグメント自
体は、単一のビデオトラックフラグメントと単一のオーディオトラックフラグメントとを
含んでいることがある。さらに別の例として、セグメントは幾つかのムービーフラグメン
トに対応し得、そのうちのいずれかは、１つのビデオフラグメントと１つのオーディオフ
ラグメントとを有し得、そのムービーフラグメントは復号時間において連続であり得る。
図４に示していないが、ＨＴＴＰストリーミングによるビデオ再生の表現のための情報を
信号伝達するための技法は、例えば、セグメンテーションファイル、例えば、ムービー表
現、ムービーセグメント、ムービーフラグメントについてのヘッダ情報など、メディアプ
ログラムについての任意のヘッダ情報に適用可能であり得る。
【００８９】
　ＭＰＤ４３２は、プログラム４３０についてのヘッダ情報と見なされ得る。ＭＰＤ４３
２は、１つ以上の表現４４０Ａ～４４０Ｃを表す情報を含み得る。クライアント機器は、
ストリーミング再生のための表現４４０Ａ～４４０Ｃのうちの１つ以上の全部又は一部分
を選択するために、ＭＰＤ４３２を検索し得る。また、表現４４０はフラグメントヘッダ
４４３を含み得る。フラグメントヘッダ４４３は、表現４４０Ａ～４４０Ｃの特定のフラ
グメント４４２に固有の情報を含み得る。ＭＰＤ４３２のように、フラグメントヘッダ４
４３は、例えば、１つ以上の表現４４０Ａ～４４０Ｃの１つ以上のフラグメント４４２の
選択のために、ＨＴＴＰクライアント機器によってアクセス可能であり得る。
【００９０】
　表現のフラグメント４４２は、ＩＤＲアクセスポイント又はＯＤＲアクセスポイントを
含むことも、含まないこともある。幾つかの表現の場合、フラグメント４４２は、単一の
ＩＤＲアクセスポイントのみを含み得る。１つ以上のＩＤＲアクセスポイントは、プログ
ラム４３０についてのヘッダ情報（例えば、図４のＭＰＤ４３２）において、又はプログ
ラム４３０の１つ以上のフラグメント４４２についてのヘッダ情報４４３において信号伝
達され得る。本開示の一態様は、ＭＰＤ４３２、フラグメントヘッダ４４３、又はプログ
ラム４３０の他のヘッダ情報のうちの１つ又は複数において、ＯＤＲアクセスポイントを
信号伝達することを対象とする。従って、ＨＴＴＰクライアントには、プログラム４３０
のストリーミング、復号、及び／又は再生を開始するための増加した時間オプションが与
えられ得る。
【００９１】
　幾つかの例では、ムービーは２時間以上であり得る。ムービーを表すプログラム４３０
又は表現は、全プレゼンテーションの比較的短い部分を表し得る複数の（再生時間順序で
）時間的に構成されたムービーフラグメントを含み得る。例えば、各ムービーフラグメン
トは、数秒を表すか、又は数分の長さであり得る。ＨＴＴＰストリーミングによれば、ク
ライアント機器は、ムービーの特定の時点においてセグメンテーションファイルの再生を
要求し得る。そうするために、クライアント機器は、表現を与えるＧＥＴ要求又は部分Ｇ
ＥＴ要求をサーバにサブミットし得る。ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求は、ＵＲＬ又はＵＲＮに関
連するファイル全体を検索するために、特定のＵＲＬ又はＵＲＮを対象とする。ＨＴＴＰ
部分ＧＥＴもＵＲＬ又はＵＲＮを対象とするが、検索すべきファイルのバイト範囲をさら
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に指定する。
【００９２】
　本開示の技法によれば、ムービー表現４４０の幾つかのフラグメント４４２は、特定の
フラグメントがＩＤＲアクセスポイントを含むかどうかを信号伝達するヘッダ情報を含み
得る。場合によっては、ムービーフラグメントがムービーフラグメントの第１のフレーム
としてＩＤＲのみを含む場合、クライアント機器は、ビデオフラグメントの始端、又は他
の特定の時間ロケーションにおいて再生を開始することに制限され得る。幾つかのムービ
ーフラグメントは、ＩＤＲアクセスポイントを含まないことがあり、１つ以上のＯＤＲア
クセスポイントのみを含むことがある。幾つかの例では、クライアント機器は、ビデオフ
ラグメント中の任意のポイントにおいて再生を開始することが可能でないことがある。
【００９３】
　ビデオフラグメントは、ビデオデータの数秒、さらには数分を表し得る。従って、ＩＤ
Ｒアクセスポイントのみが信号伝達された場合、クライアントには、再生の開始のための
限定されたオプションが与えられ得る。例えば、ユーザが再生を停止し、次いで、後続の
閲覧中に特定の時間ロケーションから再生を再開するように要求した場合、例えば、ユー
ザは、プレゼンテーションの特定の時点に戻るためにビデオプレゼンテーションのすでに
閲覧された部分を閲覧するように要求され得る。別の例として、クライアント機器は、（
例えば、帯域幅条件が変化した場合など、クライアント機器がプログラムの代替表現を要
求した場合）ユーザによって要求された時間ロケーション、又はクライアント機器によっ
て開始された時間ロケーションにおいて開始する復号／再生のために必要とされるビデオ
プレゼンテーションのフレームよりも多くのビデオプレゼンテーションのフレームをダウ
ンロードする必要があり得る。さらに、幾つかのビデオフラグメントはＩＤＲアクセスポ
イントを含まないことがある。
【００９４】
　セグメンテーションファイル、ビデオ表現、又はビデオフラグメントについてのヘッダ
情報においてＯＤＲアクセスポイントを信号伝達することによって、ＨＴＴＰビデオスト
リーミングのための走査及びシーク機能は改善され得る。例えば、ＨＴＴＰストリーミン
グのための既知の技法は、フラグメント内の少数のフラグメント及び／又は位置における
ストリーミング／復号／再生開始のみを可能にし得るが、本開示の技法は、再生のための
ランダムアクセスポイントの数の増加を可能にする。本開示の技法はまた、復号のための
大量のインターＧＯＰ依存を含むビデオ表現にとって有用であり得る。
【００９５】
　本開示の他の態様は、ムービー表現の高速再生（例えば、早送り、巻戻し）のために、
セグメンテーションファイル又はプレゼンテーションのＩフレームのバイト範囲の信号伝
達を可能にする。これらの態様によれば、例えば、ビデオ表現のＩフレームのみ、又は利
用可能なＩフレームのサブセットを表示することによって、高速でビデオ表現を表示する
ために、クライアント機器が、ムービー表現のＩフレームを要求し、受信し、及び／又は
復号し得るように、ムービープレゼンテーションの１つ以上のＩフレームのバイト範囲が
クライアント機器に信号伝達され得る。
【００９６】
　本開示の技法は、ＩＳＯベースメディアファイルフォーマット、スケーラブルビデオ符
号化（ＳＶＣ）ファイルフォーマット、Advanced Video Coding（ＡＶＣ）ファイルフォ
ーマット、Third Generation Partnership Project（３ＧＰＰ）ファイルフォーマット、
及び／又はマルチビュービデオ符号化（ＭＶＣ）ファイルフォーマットのいずれかに準拠
するビデオファイルに適用され得る。ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットは、メ
ディアの交換、管理、編集、及びプレゼンテーションを可能にする、フレキシブルな、拡
張可能なフォーマットの表現のための、時限メディア情報を含んでいるように設計される
。ＩＳＯベースメディアファイルフォーマット（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１２：２０
０４）は、時間ベースメディアファイルのための一般的な構造を定義するＭＰＥＧ－４　
Ｐａｒｔ１２において規定されている。それは、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４ＡＶＣビデオ
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圧縮のサポートを定義したＡＶＣファイルフォーマット（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１
５）、３ＧＰＰファイルフォーマット、ＳＶＣファイルフォーマット、及びＭＶＣファイ
ルフォーマットなどのファミリー中の他のファイルフォーマットに対する基準として使用
される。３ＧＰＰファイルフォーマット及びＭＶＣファイルフォーマットはＡＶＣファイ
ルフォーマットの拡張である。ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットは、オーディ
オビジュアル表現などのメディアデータの時限シーケンスのためのタイミング、構造、及
びメディア情報を含んでいる。ファイル構造はオブジェクト指向である。ファイルは、非
常に単純に基本オブジェクトに分解され得、オブジェクトの構造はそれらのタイプから暗
示される。
【００９７】
　ＩＳＯベースメディアファイルフォーマットに準拠するファイルは、「ボックス」と呼
ばれる一連のオブジェクトとして形成される。ＩＳＯベースメディアファイルフォーマッ
トのデータはボックス中に含まれており、ファイル内に他のデータはない。これは、特定
のファイルフォーマットによって必要とされる初期シグナチャを含む。「ボックス」は、
一意のタイプ識別子と長さとによって定義されるオブジェクト指向ビルディングブロック
である。一般に、プレゼンテーションは１つのファイル中に含まれ、メディアプレゼンテ
ーションは独立型（self-contained）である。ムービーコンテナ（ムービーボックス）は
メディアのメタデータを含んでおり、ビデオ及びオーディオフレームは、メディアデータ
コンテナ中に含まれており、他のファイル中にあり得る。
【００９８】
　プレゼンテーション（動きシーケンス）は、幾つかのファイル中に含まれていることが
ある。タイミング及びフレーミング（位置及びサイズ）情報は、ＩＳＯベースメディアフ
ァイルフォーマットに準拠するファイル中に含まれ得るが、補助ファイルは本質的に任意
のフォーマットを使用し得る。このプレゼンテーションは、プレゼンテーションを含んで
いるシステムに対して「ローカル」であり得るか、或いはネットワーク又は他のストリー
ム配信機構を介して行われ得る。
【００９９】
　ファイルは、論理構造と時間構造と物理構造とを有し得、これらの構造は結合される必
要はない。ファイルの論理構造は、時間並列トラックのセットを含んでいるムービーであ
り得る。ファイルの時間構造は、トラックが時間的なサンプルのシーケンスを含んでおり
、それらのシーケンスは、随意のエディットリストによってムービー全体のタイムライン
にマッピングされるものであり得る。ファイルの物理構造は、メディアデータサンプル自
体から、論理、時間、及び構造的分解のために必要とされるデータを分離し得る。この構
造的情報は、ムービーボックス中に集められ、場合によってはムービーフラグメントボッ
クスによって時間的に拡張され得る。ムービーボックスは、サンプルの論理関係及びタイ
ミング関係をドキュメント化し得、また、サンプルが配置される場所へのポインタを含ん
でいることがある。それらのポインタは、例えば、ＵＲＬによって参照される同じファイ
ル又は別のファイルへのものであり得る。
【０１００】
　各メディアストリームは、そのメディアタイプ（オーディオ、ビデオなど）に専用のト
ラック中に含まれていることがあり、さらにサンプルエントリによってパラメータ表示さ
れ得る。サンプルエントリは、厳密なメディアタイプ（ストリームを復号するために必要
とされるデコーダのタイプ）の「名前」と、必要とされるそのデコーダのパラメータ表示
を含んでいることがある。名前はまた、４文字コード、例えば、「ｍｏｏｖ」、又は「ｔ
ｒａｋ」の形態をとり得る。ＭＰＥＧ－４メディアについてだけでなく、このファイルフ
ォーマットファミリーを使用する他の編成によって使用されるメディアタイプについても
、定義済みのサンプルエントリフォーマットがある。
【０１０１】
　メタデータのサポートは、概して２つの形態をとる。第１に、時限メタデータが、適切
なトラックに記憶され得、必要に応じて、それが表しているメディアデータと同期され得
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る。第２に、ムービー又は個々のトラックにアタッチされた非時限メタデータの全般的サ
ポートがあり得る。構造的サポートは、全般的であり、メディアデータの場合のように、
ファイル中の他の場所又は別のファイル中でのメタデータリ発信源の記憶を可能にする。
さらに、これらのリ発信源は名前付きであり得、保護され得る。
【０１０２】
　上記で説明したように、ＩＳＯベースメディアファイルフォーマット拡張の一例は、Ａ
ＶＣファイル構成である。ＡＶＣファイルフォーマットに従って作成されるセグメンテー
ションファイルは、シーケンスパラメータセット（ＳＰＳ）とピクチャパラメータセット
（ＰＰＳ）とを含む、パラメータセットであるＮＡＬユニットを含み得る。パラメータセ
ットは、１つ以上のビデオトラック中に含まれ得るビデオのエレメンタリストリームに関
連し得る。幾つかの例では、パラメータセットは、ビデオのエレメンタリストリーム以外
の別のトラック（パラメータセットトラック）中にあり得る。パラメータセットトラック
は、ＳＰＳ及び／又はＰＰＳ　ＮＡＬユニットであるサンプルを含んでいるパラメータセ
ットエレメンタリストリームであり得る。ＳＰＳ及びＰＰＳ　ＮＡＬユニットは、ＶＣＬ
　ＮＡＬユニットから符号化ピクチャサンプルを復号するために必要でない情報を含む１
つ以上のＳＥＩメッセージを含み得る。ＳＥＩメッセージが、そのＳＥＩメッセージを使
用するピクチャより前の復号時間をもつサンプル中にある限り、ＳＥＩメッセージを含む
ＮＡＬユニットのロケーションは制限されない。
【０１０３】
　また、上記で説明したように、ＩＳＯファイルフォーマット拡張の他の例は、ＳＶＣ及
びＭＶＣファイルフォーマットを含む。また、ＳＶＣ及びＭＶＣは、上記で説明したＡＶ
Ｃファイルフォーマットの拡張と見なされ得る。ＳＶＣ及びＭＶＣフォーマットによれば
、ビデオの複数のレイヤ／ビューは、単一のビデオトラック又は複数のビデオトラック中
に含まれていることがある。ＳＶＣ及びＭＶＣファイルフォーマット仕様は、レイヤ／ビ
ューが様々な編成で提示されるとき、動作点の構成を可能にするツールを規定し得る。
【０１０４】
　プログレッシブダウンロードは、ＨＴＴＰプロトコルを一般に使用する、サーバからク
ライアントへのデジタルメディアセグメンテーションの転送を表すために使用される用語
である。コンピュータから開始されると、消費者は、ダウンロードが完了する前にメディ
アの再生を開始し得る。ストリーミングメディアとプログレッシブダウンロードとの間の
相違は、デジタルメディアにアクセスしているエンドユーザ機器によってデジタルメディ
アデータが受信され、記憶される方法にある。プログレッシブダウンロード再生が可能で
あるメディアプレーヤは、そのままファイルのヘッダ中に配置されたメタデータと、ウェ
ブサーバからダウンロードされたときのデジタルメディアセグメンテーションのローカル
バッファとに依拠する。データの指定された量がローカル再生機器に利用可能なった時点
で、メディアは再生し始める。この指定された量のバッファは、エンコーダ設定において
コンテンツの製作者によってファイルに埋め込まれ得、メディアプレーヤによって課せら
れる追加のバッファ設定によって補強され得る。
【０１０５】
　ビデオストリーミングのためにＨＴＴＰを使用することは幾つかの利点を有し、ＨＴＴ
Ｐに基づくビデオストリーミングサービスが普及しつつある。ＨＴＴＰストリーミングの
幾つかの利点は、ネットワークを介してビデオデータをトランスポートするために新たな
労力が必要とされないように、既存のインターネット構成要素及びプロトコルが使用され
得ることを含む。他のトランスポートプロトコル、例えばＲＴＰペイロードフォーマット
は、メディアフォーマット及び信号伝達コンテキストを認識するために、中間ネットワー
ク機器、例えば中間ボックスを必要とする。また、ＨＴＴＰストリーミングはクライアン
ト主導型であり得、それにより、多くの制御問題を回避する。例えば、最適性能を取得す
るためのすべての特徴を活用するために、サーバは、まだ肯定応答されていないパケット
のサイズとコンテンツとを追跡し得る。サーバはまた、ＲＤ最適切替え／シニング（thin
ning）決定を行うために、ファイル構造を分析し、クライアントバッファの状態を再構成
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し得る。さらに、ネゴシエートされたプロファイルに準拠した状態を保つために、ビット
ストリーム変動に関する制約が満たされ得る。ＨＴＴＰは、ＨＴＴＰ１．１が実装された
ウェブサーバにおいて、新しいハードウェア又はソフトウェア実装形態を必要としないこ
とがある。ＨＴＴＰストリーミングはまた、ＴＣＰフレンドリネスとファイアウォール横
断とを実現し得る。本開示の技法は、例えば、ビットレート適応を行うことによって、帯
域幅に関係する問題を克服するために、ビデオデータのＨＴＴＰストリーミングを改善し
得る。
【０１０６】
　ＩＴＵ－ＴＨ．２６１、Ｈ．２６２、Ｈ．２６３、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２及びＨ
．２６４／ＭＰＥＧ－４　ｐａｒｔ１０などのビデオ圧縮規格は、時間冗長性を低減する
ために動き補償時間予測を利用する。エンコーダは、動きベクトルに従って現在の符号化
ピクチャを予測するために、幾つかの前の（本明細書ではフレームとも呼ぶ）符号化ピク
チャからの動き補償予測を使用する。典型的なビデオ符号化には３つの主要なピクチャタ
イプがある。それらは、イントラ符号化ピクチャ（「Ｉピクチャ」又は「Ｉフレーム」）
と、予測ピクチャ（「Ｐピクチャ」又は「Ｐフレーム」）と、双方向予測ピクチャ（「Ｂ
ピクチャ」又は「Ｂフレーム」）とである。Ｐピクチャのブロックは、１つの他のピクチ
ャを参照してイントラ符号化され得るか、又は予測され得る。Ｂピクチャでは、ブロック
は、１つ又は２つの参照ピクチャから予測され得るか、又はイントラ符号化され得る。こ
れらの参照ピクチャは、時間順序で現在のピクチャの前又は後に位置し得る。
【０１０７】
　３ＧＰＰファイルフォーマット（３ＧＰＰ）は、ＩＳＯメディアベースファイルフォー
マットの拡張の別の例である。３ＧＰＰは、３Ｇ　ＵＭＴＳマルチメディアサービスのた
めにThird Generation Partnership Project（３ＧＰＰ）によって定義されたマルチメデ
ィアコンテナフォーマットである。それは、一般に３Ｇモバイルフォン及び他の３Ｇ対応
機器上で使用されるが、幾つかの２Ｇ及び４Ｇフォン並びに様々な他の機器上でも再生さ
れ得る。３ＧＰＰファイルフォーマットはＩＳＯベースメディアファイルフォーマットに
基づく。最新の３ＧＰは、３ＧＰＰ　ＴＳ２６．２４４、「Transparent end-to-end pac
ket switched streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP)」において規定されて
いる。３ＧＰＰファイルフォーマットは、ビデオストリームをＭＰＥＧ－４　Ｐａｒｔ２
又はＨ．２６３又はＭＰＥＧ－４　Ｐａｒｔ１０（ＡＶＣ／Ｈ．２６４）として記憶する
。３ＧＰＰは、ＩＳＯベースメディアファイルフォーマット（ＭＰＥＧ－４　Ｐａｒｔ１
２）でのサンプルエントリ及びテンプレートフィールドの使用、並びにコーデックが参照
する新しいボックスを定義することを規定しているので、３ＧＰＰは、ＩＳＯベースメデ
ィアファイルフォーマットでのＡＭＲ及びＨ．２６３コーデックの使用を可能にする。３
ＧＰファイルにおけるＭＰＥＧ－４メディア固有情報の記憶のために、３ＧＰ仕様は、同
じくＩＳＯベースメディアファイルフォーマットに基づくＭＰ４及びＡＶＣファイルフォ
ーマットに言及している。ＭＰ４及びＡＶＣファイルフォーマット仕様には、ＩＳＯベー
スメディアファイルフォーマットのＭＰＥＧ－４コンテンツの使用が記載されている。
【０１０８】
　３ＧＰＰファイルフォーマットは、ＨＴＴＰストリーミングをサポートし得る。幾つか
の例では、３ＧＰＰファイルフォーマットは、メディアプレゼンテーション記述ＭＰＤ（
例えば、図４に示したＭＰＤ４３２）を含み得る。ＭＰＤは、異なる代替表現（例えば、
異なる品質をもつビデオサービス）の記述を含み得、その記述は、例えば、コード、プロ
ファイル及びレベル情報を含み得る。ＭＰＤは、ビデオデータを含む３ＧＰＰファイルの
部分でないことがある。
【０１０９】
　図５は、ビデオプログラムのための表現５４０の一例（例えば、上記の図４に示した表
現４４０Ａ～４４０Ｃのうちの１つ）を示すブロック図である。図５の例は、３ＧＰＰフ
ァイルフォーマットによる表現５４０を示す。図５の表現５４０は、本開示の技法につい
て説明するために与えられたものにすぎず、非限定的なものである。本開示の技法は、本
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用され得る。
【０１１０】
　図５に示すように、表現５４０は、ムービーボックス（ｍｏｏｖ）５４４と、セグメン
トインデックスボックス（ｓｉｄｘ）５７０と、１つ以上のムービーフラグメント（ｍｏ
ｏｆ）５４６とを含む。説明を簡単にするために、図５の例では、ただ１つのムービーフ
ラグメント５４６が示されている。典型的なムービー表現５４０は、図４に示したように
、複数のムービーフラグメント５４６を含み得る。
【０１１１】
　ムービーボックス５４４は、表現５４０に固有の様々な情報を含み得る。例えば、ムー
ビーボックス５４４は、ムービー表現のストリーミングのための所望のビットレートなど
の情報を示し得る。ムービーボックス５４４は、代わりに又は追加として、フラグメント
５４６に固有の情報の１つ以上の指示を含み得る。例えば、ムービーボックス５４４は、
表現中に含まれているフラグメント５４６の数、１つ以上のフラグメント５４６の開始及
び／又は終了に対応する再生時間、及び／又は表現５４０のフラグメント５４６のための
ビット範囲の１つ以上の指示を示す情報を含み得る。
【０１１２】
　表現５４０は、１つ以上のセグメントインデックスボックス５７０をさらに含み得る。
セグメントインデックスボックス５７０は、表現５４０の１つ以上のフラグメント５４６
に先行し得る。幾つかの例では、セグメントインデックスボックス５７０は、表現５４０
の各フラグメント５４６に先行し得る（例えば、図４を参照）。他の例では、セグメント
インデックスボックス５７０は、複数のフラグメントがムービーセグメント中に構成され
た場合、表現の各セグメントに先行し得る。
【０１１３】
　セグメントインデックスボックス５７０は、フラグメント５４６のためのランダムアク
セス機能に関係する情報を信号伝達するように構成され得る。例えば、知られている実装
形態によれば、セグメントインデックスボックス５７０は、フラグメント５４６のＩＤＲ
アクセスポイントを示し得る。セグメントインデックスボックス５７０は、ＩＤＲアクセ
スポイント（基準フラグメント）を含むフラグメントのバイトオフセット（基準オフセッ
ト）をさらに示し得る。セグメントインデックスボックス５７０は、基準フラグメント（
基準デルタ時間）の第１のサンプルのタイミング情報をさらに示し得る。セグメントイン
デックスボックスは、現在のムービーフラグメント（例えば、セグメントインデックスボ
ックス５７０の後のフラグメント）がランダムアクセスポイントを含むかどうか（contai
ns RAP）をさらに示し得る。セグメントインデックスボックス５７０は、ムービーフラグ
メント５４６の第１のサンプルとムービーフラグメント５４６の第１のランダムアクセス
ポイントとの間のタイミング差をさらに示し得る。
【０１１４】
　以下の擬似コードは、幾つかの技法に従ってセグメントインデックスボックス５７０を
実装するために使用され得るコードの一例である。以下の擬似コードでは、セグメントイ
ンデックスボックスデータ構造のために使用され得る幾つかの変数が記載されている。こ
れらの変数は、概して、上記で説明した、同様に名前を付けられた変数に対応する。
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【数１】

【０１１５】
ムービー表現５４０のセグメントインデックスボックス５７０の幾つかの実装形態には、
様々な短所があり得る。例えば、セグメントインデックスボックス５７０の幾つかの実装
形態は、ビデオフラグメント５４６のためのＩＤＲアクセスポイントを信号伝達するよう
に構成されるにすぎない。さらに、場合によっては、ムービーフラグメント５４６は、Ｉ
ＤＲランダムアクセスポイントであるフレームから開始し得る。これらの場合、セグメン
トインデックスボックス５７０の実装形態は、第１のフレームがＩＤＲアクセスポイント
であることを信号伝達しない。代わりに、フラグメントの第１のサンプルと信号の第１の
ランダムアクセスポイントとの間の差のタイミング情報（例えば、基準デルタ時間）がさ
らに信号伝達される。これは、セグメントインデックスボックス５７０が、場合によって
は必要とされない情報を通信し得るので望ましくないことがある。
【０１１６】
　セグメントインデックスボックス５７０の幾つかの実装形態は、ＩＤＲ　ＲＡＰのため
の信号バイトオフセットが、ムービーフラグメントの開始（第１のフレーム）に対して提
示されるのでさらに望ましくないことがある。従って、場合によっては、ＩＤＲ　ＲＡＰ
がビデオフラグメント５４６の第１のフレームの後のある時間に生じるが、ＩＤＲ　ＲＡ
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レームのすべてがクライアント機器によってダウンロードされる必要があり得、従って、
ネットワーク接続の有益な帯域幅を浪費する。
【０１１７】
　本開示は、ビデオプレゼンテーションのＯＤＲ　ＲＡＰ、例えば、ビデオ表現のビデオ
フラグメント、及び／又はビデオ表現のための走査及び／又はシーク機能に関係する他の
情報の信号伝達のための改善された技法を対象とする。本開示はさらに、ビデオフラグメ
ント又はビデオ表現のＩフレームのバイト範囲を信号伝達することを対象とする。信号伝
達されたバイト範囲は、早送り又は早戻し動作のためにビデオプレゼンテーションの高速
バージョンを与えるために、１つ以上の信号伝達されたＩフレームを要求するためにクラ
イアント機器によって使用され得る。
【０１１８】
　説明のために、本開示の技法は、それらが３ＧＰＰファイルフォーマットによるビデオ
表現のセグメントインデックスボックス５７０に適用されるものとして説明する。本開示
の技法が、再生のための動画のデジタル表現のための任意の他のフォーマットに適用可能
であることを、当業者は認識されよう。さらに、本開示の技法について、セグメンテーシ
ョンファイルの１つ以上のフラグメントに固有のヘッダ情報においてＯＤＲアクセスポイ
ント、他の情報、及び／又はＩフレームのバイト範囲を信号伝達することに関して説明す
る。本明細書で説明するヘッダ情報が、ＯＤＲアクセスポイント、Ｉフレームバイト範囲
、又は他の情報を、ムービー表現全体にとって概略的なＭＰＤファイル（セグメンテーシ
ョンファイルレベル）、特定の表現に固有のヘッダ情報、又はムービー表現の特定のセグ
メントに固有のヘッダ情報においてなど、セグメンテーションファイルの他のレベルで信
号伝達し得ることを当業者は認識されよう。
【０１１９】
　図６は、本開示の技法に一致するムービープレゼンテーション（例えば、図５に示すプ
レゼンテーション５４０）のセグメントインデックスボックス６７０によって信号伝達さ
れ得る様々な情報を示すブロック図である。セグメントインデックスボックス６７０は、
１つ以上のセグメンテーションファイルに関係する情報を記憶するように構成されたデー
タ構造であり得る。幾つかの例では、セグメントインデックスボックス６７０は、図６に
示す情報のサブセットを含み得るか、又は図６に示す情報のすべてを含み得る。本開示の
技法に一致するセグメントインデックスボックス６７０を実装するために利用され得る擬
似コードの一例を、以下に提示する。
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【数２】

【０１２０】
　上記の擬似コードは、本開示の技法に一致するメディアセグメントのセグメントインデ
ックスボックスデータ構造において、メディアのストリーミングに関係する情報を信号伝
達するために使用され得る幾つかの変数を定義する。上記の変数は、概して、図６に関し
て以下に説明する、同様に名前を付けられた信号伝達に対応する。
【０１２１】
　一例では、上記の擬似コードからの値contains_RAPは、以下の意味論的定義に従って定
義され得る。「contains_RAP：ムービーフラグメントへの参照であるとき、ID reference
_track_idをもつトラックについてそのムービーフラグメント内のトラックフラグメント
が少なくとも１つのランダムアクセスポイントを含んでいる場合、この値は２であり得、
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ID reference_track_idをもつトラックについてそのムービーフラグメント内のトラック
フラグメントがランダムアクセスポイントとして第１のサンプルを含んでいる場合、この
値は１であり得、その他の場合は、この値は０に設定される。セグメントインデックスへ
の参照であるとき、そのセグメントインデックス中の参照のいずれかでこの値が１又は２
に設定されている場合のみ、この値は１又は２に設定され、その他の場合は０に設定され
るものとする。」
　以下の表１に、contains_RAPのための値と各値の意味論的含意との例示的なセットを与
える。
【表１】

【０１２２】
　一例では、上記の擬似コードからの値RAP_typeは、以下の意味論的定義に従って定義さ
れ得る。「この値は、ムービーフラグメントの参照されたトラック中に含まれているラン
ダムアクセスポイントのタイプを規定する。」
　以下の表２に、contains_RAPのための値と各値の意味論的含意との例示的なセットを与
える。

【表２】

【０１２３】
　一例では、図６に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ビデオフラ
グメントがランダムアクセスポイントを含むか否かの少なくとも１つの指示である、cont
ains RAP６０１を含む。contains RAP６０１は、ムービーフラグメントがＩＤＲアクセス
ポイント又はＯＤＲアクセスポイントのいずれかを含むのか、或いはその両方を含むのか
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を示し得る。contains RAP６０１は、ムービーフラグメントの第１のサンプルがランダム
アクセスポイントであるかどうかをさらに示し得る。contains RAP６０１は、代わりに、
ムービーフラグメントがランダムアクセスポイントを含まないことを信号伝達し得る。
【０１２４】
　特定の一例では、ムービーフラグメントが少なくとも１つのランダムアクセスポイント
を含む場合、contains RAP６０１には値２が割り当てられ得る。ムービーフラグメントが
、フラグメントの第１のサンプルである少なくとも１つのランダムアクセスポイントを含
む場合、contains RAP６０１には値１が割り当てられ得る。ムービーフラグメントがラン
ダムアクセスポイントを含まない場合、contains RAPには値０が割り当てられ得る。
【０１２５】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ランダムア
クセスポイントタイプの少なくとも１つの指示である、ＲＡＰタイプ６０２を含み得る。
ＲＡＰタイプ６０２は、ＩＤＲアクセスポイントが、ビデオフラグメント中に含まれてい
る第１のランダムアクセスポイントであるかどうかを示し得る。ＲＡＰタイプ６０２は、
ＯＤＲアクセスポイントがビデオフラグメントの第１のランダムアクセスポイントである
かどうかをさらに示し得る。ＲＡＰタイプ６０２は、ＯＤＲがビデオフラグメントの第１
のランダムアクセスポイントであり、ビデオフラグメントがまたＯＤＲアクセスポイント
の後にＩＤＲを含むことをさらに示し得る。ＯＤＲアクセスポイントの後のＩＤＲアクセ
スポイントは、遅いＩＤＲアクセスポイントと呼ばれることがある。
【０１２６】
　特定の一例では、ＩＤＲアクセスポイントが、ビデオフラグメント中に含まれている第
１のランダムアクセスポイントである場合、ＲＡＰタイプ６０２には値００（０）が割り
当てられ得る。この例によれば、ＯＤＲアクセスポイントがビデオフラグメントの第１の
ランダムアクセスポイントである場合、ＲＡＰタイプ６０２には値０１（１）が割り当て
られ得る。また、この例によれば、ＯＤＲがビデオフラグメントの第１のランダムアクセ
スポイントであり、ビデオフラグメントがまたＯＤＲアクセスポイントの後にＩＤＲを含
む場合、ＲＡＰタイプ６０２には値１０（２）が割り当てられ得る。
【０１２７】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ランダムア
クセスポイントデータオフセットの少なくとも１つの指示である、ＲＡＰデータオフセッ
トフラグ６０３を含み得る。ＲＡＰデータオフセットフラグ６０３は、ＲＡＰのバイトオ
フセットがさらに信号伝達されるべきかどうかを示し得る。例えば、ＲＡＰデータオフセ
ットフラグ６０３は、ビデオフラグメントの第１のランダムアクセスポイントがフラグメ
ントのトラックの第１のサンプルでないときを示し得る。特定の一例では、第１のＲＡＰ
がムービーフラグメントの参照されたトラックの第１のサンプルでないとき、ＲＡＰデー
タオフセットフラグ６０３には値１が割り当てられ得る。この例によれば、第１のＲＡＰ
がムービーフラグメントの参照されたトラックの第１のサンプルである場合、ＲＡＰデー
タオフセットフラグ６０３には値０が割り当てられ得る。一例では、ＲＡＰタイプ６０２
に値２が割り当てられた（例えば、ビデオフラグメントが、フラグメントの第１のＲＡＰ
後にＩＤＲを含む）とき、ＲＡＰデータオフセットフラグ６０３には値１のみが割り当て
られ得る。
【０１２８】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ＯＤＲ　Ｒ
ＡＰの分解時間（復号時間）とプレゼンテーション時間との間の差の少なくとも１つの指
示である、デルタｄｔ　ｐｔ６０４を含み得る。特定の一例では、デルタｄｔ　ｐｔには
、ＯＤＲ　ＲＡＰの分解時間とプレゼンテーション時間との間のタイミング差の分、秒、
クロックサイクルの数、又は他の指示を表す数値が割り当てられ得る。
【０１２９】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ＯＤＲ　Ｒ
ＡＰより前のプレゼンテーション時間とＯＤＲ　ＲＡＰ後の分解（復号）時間とをもつビ
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デオフラグメント又はプレゼンテーションのサンプル（フレーム）の数の少なくとも１つ
の指示である、スキップサンプル数６０５を含み得る。特定の一例では、スキップサンプ
ル数には、ＯＤＲ　ＲＡＰより前のプレゼンテーション時間とＯＤＲ　ＲＡＰ後の分解時
間とをもつサンプルの数を表す数値が割り当てられ得る。
【０１３０】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ビデオフラ
グメントの第１のＩＤＲ　ＲＡＰと第１のサンプルとの間の復号時間差の少なくとも１つ
の指示である、遅いＩＤＲ　ＲＡＰデルタ時間６０６を含み得る。ＲＡＰタイプ６０２に
値２を割り当てられた場合、遅いＩＤＲ　ＲＡＰデルタ時間６０６には、ビデオフラグメ
ントの第１のＩＤＲ　ＲＡＰと第１のサンプルとの間の復号時間の差を示す数値（例えば
、フレームの数、バイト範囲、クロックサイクルの数、又は復号時間差の他の指示）が割
り当てられ得る。
【０１３１】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ムービーフ
ラグメントの第１のバイトとムービーフラグメントの第１のサンプルの第１のバイトとの
オフセットの少なくとも１つの指示である、ヘッドオフセット６０７を含み得る。ヘッド
オフセット６０７は、ビデオフラグメントのヘッダ情報のバイト長を示し得る。特定の一
例では、ヘッドオフセット６０７には、ビデオフラグメントの第１のバイトとビデオフラ
グメントの第１のフレームとの間のバイトオフセットを示す数値、例えば、ヘッダのバイ
ト数又はヘッダのバイト範囲が割り当てられ得る。一例では、ムービーフラグメントが２
つ以上のトラックを含む場合、ヘッドオフセット６０７には値０が割り当てられ得る。
【０１３２】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ランダムア
クセスポイントの第１のバイトとムービーフラグメントの第１のバイトとの間のバイトオ
フセットの少なくとも１つの指示である、デルタオフセット６０８を含み得る。特定の一
例では、デルタオフセット６０７には、ランダムアクセスポイントの第１のバイトとムー
ビーフラグメントの第１のバイトとの間のバイトオフセットを示す数値、例えば、ランダ
ムアクセスポイントの第１のバイトとムービーフラグメントの第１のバイトとの間のバイ
ト数又はバイト範囲が割り当てられ得る。
【０１３３】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、遅いＩＤＲ
　ＲＡＰの第１のバイトとムービーフラグメントの第１のバイトとの間のバイトオフセッ
トの少なくとも１つの指示である、遅いＩＤＲデルタオフセット６０９を含み得る。特定
の一例では、遅いＩＤＲデルタオフセット６０９には、遅いＩＤＲ　ＲＡＰの第１のバイ
トとムービーフラグメントの第１のバイトとの間の差を示すバイト数、又はバイト範囲を
示す数値が割り当てられ得る。
【０１３４】
　図６に示すヘッドオフセット６０７、デルタオフセット６０８、及び／又は遅いＩＤＲ
デルタオフセット６０９の実装形態は、ヘッドオフセット（例えば、ムービーフラグメン
ト又はプレゼンテーションのヘッダ情報のバイト数）を信号伝達するためにより少ないビ
ット（例えば、８ビット）が使用され得るので有利であり得る。従来の技法によれば、ム
ービーフラグメント中に追加情報（例えば、ボックス）がある場合、及び／又はムービー
フラグメントが複数のトラックを含む場合を考慮するために、ビデオフラグメントのため
のヘッドオフセットを信号伝達するために３２ビットが使用され得る。
【０１３５】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、フラグメン
トの１つ以上のＩフレームのためのバイト範囲の少なくとも１つの指示である、Ｉフレー
ムバイト範囲６１０をさらに又は代わりに含み得る。Ｉフレームバイト範囲６１０は、ク
ライアント機器が、ビデオプレゼンテーションの高速バージョン（例えば、早送り、早戻
し）を与えるために、Ｉフレームを選択的に要求し、受信し、及び／又は復号し得るよう
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に、Ｉフレームのバイト範囲をクライアント機器に示し得る。幾つかの例では、クライア
ント機器は、示されたＩフレーム又はフラグメントのみを受信し、及び／又は復号し得る
。この例によれば、クライアント機器は、ビデオフラグメントのすべてのフレーム（例え
ば、Ｐフレーム又はＢフレーム）を要求し、受信し、及び／又は復号することなしに、ビ
デオプレゼンテーションの高速バージョンを提示し、それによって、ビデオフラグメント
の高速バージョンを提示するために転送されるデータの量を低減し得る。
【０１３６】
　また、図６の例に示すように、セグメントインデックスボックス６７０は、ビデオフラ
グメントのＩフレームのための最大オフセットの少なくとも１つの指示である、Ｉフレー
ム最大オフセット６１１をさらに又は代わりに含み得る。Ｉフレーム最大オフセット６１
１は、ビデオ表現の１つ以上のフラグメントについて、フラグメントが少なくとも１つの
Ｉフレームを含む可能性があるフラグメントのバイト範囲を表し得る。一例では、クライ
アント機器は、Ｉフレーム最大オフセット６１１を受信し、Ｉフレーム最大オフセット６
１１によって示されるビデオフラグメントの部分のみを要求し得る。この例によれば、ク
ライアント機器は、要求されたバイト範囲のフレームを受信し、フラグメントを含むビデ
オ表現の高速バージョン（例えば、早送り、早戻し）を与えるために、要求されたバイト
範囲の少なくともＩフレームを復号し得る。
【０１３７】
　図６に関して説明したセグメントインデックスボックス６７０中に含まれる様々な情報
は、再生をストリーミングするためにメディアを取得するために、ＨＴＴＰクライアント
機器によって利用され得る。例えば、ＨＴＴＰサーバ機器は、ムービープレゼンテーショ
ンのファームのための１つ以上のセグメントインデックスボックス６７０を、アクセスの
ためにクライアント機器にとって利用可能にし得る。クライアント機器は、セグメントイ
ンデックスボックス６７０の情報をレビューし、メディアのストリーミングについての要
求を判断するためにその情報を使用し得る。例えば、クライアント機器は、セグメントイ
ンデックスボックス６７０の情報に基づいて、ストリーミング／復号／再生がビデオプレ
ゼンテーション中のどの時間ロケーション（例えば、（１つ以上の）アクセスポイント）
において開始し得るかを判断し得る。１つ以上のアクセスポイントを判断したことに応答
して、クライアント機器は、データのストリーミングについてのＧＥＴ要求又は部分ＧＥ
Ｔ要求を開始し得る。ＧＥＴ要求又は部分ＧＥＴ要求は、フラグメント又はフラグメント
の一部分をケーシングして、サーバ機器によって、復号／再生のためにクライアント機器
に送信され得る。
【０１３８】
　本開示の技法は、動画プレゼンテーションのストリーミング、復号、及び／又は再生の
開始のための改善された精度を可能にし得る。例えば、ビデオフラグメントについて１つ
以上のＯＤＲアクセスポイントの識別情報を信号伝達することによって、クライアント機
器は（例えば、上記で説明したピクチャレベルＳＥＩメッセージを介して）ＩＤＲアクセ
スポイントの信号伝達及び／又はフレームレベル信号伝達のみを可能にした従来の技法よ
りも表現中の多くの開始ポイントにアクセスし得る。ＯＤＲアクセスポイントのフレーム
レベル信号伝達は、クライアント機器が、ＯＤＲアクセスポイントのロケーションを判断
するためにビデオプレゼンテーションのフラグメント全体を取得し、復号するように要求
され得るので不利であり得る。従って、本開示の技法は、ビデオプレゼンテーションフレ
ームの不要な転送及び／又は復号なしに、ビデオアプリケーションをストリーミングする
ためのアクセスポイントの選択のための改善されたグラニュラリティを可能にする。
【０１３９】
　さらに、本開示の技法は、異なる複雑さのクライアント機器が、ＩＤＲアクセスポイン
トとＯＤＲアクセスポイントの両方を含むビデオフラグメント中でＩＤＲアクセスポイン
ト又はＯＤＲアクセスポイントを選定することを可能にし得る。例えば、セグメントイン
デックスボックス６７０のＲＡＰタイプフィールド６０２は、フラグメントがＩＤＲアク
セスポイントとＯＤＲアクセスポイントの両方を含んでいるかどうかをクライアント機器



(41) JP 5596228 B2 2014.9.24

10

20

30

に示し得る。クライアント機器が、ＯＤＲアクセスポイントにおいて開始して受信／復号
／再生するように構成された場合、クライアント機器は、復号／再生の開始のためのＯＤ
Ｒアクセスポイントを選定し得る。しかしながら、クライアント機器がＩＤＲアクセスポ
イントからのみ復号／再生を開始するように構成された場合、クライアント機器はＯＤＲ
アクセスポイントをスキップし、ＩＤＲアクセスポイントにおいて開始し得る。
【０１４０】
　本開示の様々な技法は、復号及び／又は再生にとって不要なデータの送信の低減をさら
に可能にし得る。例えば、ＯＤＲピクチャのプレゼンテーション時間と合成時間（compos
ition time）との間のタイミング差を（例えば、図６の例のデルタｄｔ　ｐｔ６０４を介
して）信号伝達することによって、ＯＤＲピクチャより前のサンプルのストリーミング及
び／又は復号がスキップされ得る。従って、クライアント機器は、これらのサンプルを受
信／復号する必要がなく、従って、ビデオプレゼンテーションを再生するために消費され
る帯域幅及び／又は処理能力の量を低減する。
【０１４１】
　別の例として、ムービーフラグメントの様々な態様のバイトオフセット（例えば、ヘッ
ドオフセット６０７、デルタオフセット６０８、及び／又は遅いＩＤＲデルタオフセット
６０９）を信号伝達することは、ランダムアクセスポイントより前のサンプルに対応する
データ、又は復号のために必要とされない他のデータの送信がスキップされることを可能
にし得る。
【０１４２】
　別の例として、ビデオフラグメントのＩフレームのためのバイト範囲（例えば、Ｉフレ
ームバイト範囲６１０、Ｉフレーム最大オフセット６１１）を信号伝達することによって
、クライアント機器は、それらの望ましいフレームのみにビデオプレゼンテーションの高
速バージョンを与えるように要求し得る。本技法は、ビデオプレゼンテーションの高速再
生（例えば、早送り、早戻し）のために特定の表現が作成される必要がないので、ビデオ
表現の高速バージョンを与えるための他の技法と比較して有益であり得る。代わりに、高
速表現を与えるために既存のプレゼンテーションのフレームが使用され得る。さらに、（
例えば、送信され、受信され、復号される）ビデオ表現の高速バージョンを与えるために
必要とされるデータの量が低減され得る。
【０１４３】
　本開示の技法に一致するランダムアクセスポイントに関係する情報を信号伝達するよう
に構成されたセグメントインデックスボックスを実装するために利用され得る擬似コード
の別の例を、以下に提示する。
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【数３】

【０１４４】
　上記の擬似コード例によれば、RAP_first_sampleは、メディアセグメンテーションの第
１のサンプルがＲＡＰであるかどうかを示し得る。例えば、RAP_first_sampleは、参照エ
ントリの第１のサンプルがＲＡＰであることを示す値１を有し得る。RAP_first_sampleは
、参照の第１のサンプルがＲＡＰでないことを示す値０を有し得る。RAP_typeは、メディ
アセグメンテーション中に含まれているＲＡＰのタイプを示し得る。例えば、RAP_typeは
、メディアセグメンテーションがＩＤＲ　ＲＡＰを含んでいることを示す値０を有し得る
。RAP_typeは、メディアセグメンテーションがＯＤＲ　ＲＡＰを含んでいることを示す値
１を有し得る。Delta_PTは、プレゼンテーション順序でＯＤＲ　ＲＡＰの後の第１のサン
プルのプレゼンテーション（合成）時間と復号時間との間の時間差を示し得る。Number_s
kip_samplesは、メディアセグメンテーションの第１のＲＡＰであり得るＯＤＲ　ＲＡＰ
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より前のプレゼンテーション時間とＯＤＲ　ＲＡＰの後の分解時間とをもつサンプルの数
を示し得る。
【０１４５】
　図６に示していない別の例では、ムービー表現のＭＰＤファイルは、ＯＤＲ　ＲＡＰ及
び／又はＩＤＲ　ＲＡＰに関係する情報を信号伝達するように構成され得る。例えば、Ｍ
ＰＤは、バイナリフラグ値を備え得るシンタックス要素ＲＡＰＡｓＯＤＲを含み得る。Ｒ
ＡＰＡｓＯＤＲ値は、幾つかのランダムアクセスポイントがＯＤＲであるか否かを示すた
めに設定され得る。即ち、幾つかの例では、ＲＡＰＡｓＯＤＲ値は、ＭＰＤに対応するビ
デオシーケンス中の少なくとも１つのランダムアクセスポイントがＯＤＲフレームである
ことを示す値「真」に設定され得るが、すべてのランダムアクセスポイントがＩＤＲフレ
ームであることを示す値「偽」に設定され得る。
【０１４６】
　図７は、概して、本開示の技法に一致するＨＴＴＰクライアント機器を動作させる方法
の一例を示すフローチャート図である。本方法は、クライアント機器（例えば、図１に示
すＡ／Ｖ宛先機器４０）においてサーバ機器（例えば、図１に示すＡ／Ｖ発信源機器２０
）から、メディアセグメンテーション（例えば、図３に示すオープンＧＯＰ３１０）のオ
ープン復号リフレッシュランダムアクセスポイント（例えば、図３に示すフレーム３２０
Ｉ）の指示を受信することを含む（７０１）。少なくとも１つのフレームのための符号化
情報は、復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの少なく
とも１つのフレームが正しく復号され得ないことと、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレーム
に続くメディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前の
フレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得ることとを示す。本方法
は、クライアント機器が、示されたＯＤＲ　ＲＡＰで開始するメディアデータのストリー
ムを検索する少なくとも１つの要求をサーバ機器に送ることをさらに含む（７０２）。
【０１４７】
　図８は、本開示の技法に一致するＨＴＴＰサーバ機器を動作させる方法の一例を示すフ
ローチャート図である。本方法は、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッ
シュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレ
ームのシーケンスを受信することを含む（８０１）。復号順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレーム
に続くメディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが正しく復号され得ず、
表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続くメディアセグメンテーションの各フレームが、
表示順序でＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく
復号され得る。本方法は、ＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成することをさらに
含む（８０２）。本方法は、指示を出力することをさらに含む（８０３）。
【０１４８】
　図９は、ビデオ表現の高速バージョンを与えるようにＨＴＴＰクライアント機器を動作
させる方法の一例を示すフローチャート図である。本方法は、ビデオフラグメントの少な
くとも１つのインター符号化フレーム（Ｉフレーム）のためのバイト範囲の指示を受信す
ることを含む（９０１）。本方法は、少なくとも１つのＩフレームを受信したいという要
求をサーバ機器に送ることをさらに含む（９０２）。本方法は、少なくとも１つのＩフレ
ームを含むビデオ表現の高速バージョンを提示するために少なくとも１つの受信したＩフ
レームを使用することをさらに含む（９０３）。
【０１４９】
　図１０は、インター符号化フレーム（Ｉフレーム）のバイト範囲の指示を与えるために
ＨＴＴＰサーバ機器を動作させる方法の一例を示すフローチャート図である。本方法は、
少なくとも１つのインター符号化フレーム（Ｉフレーム）を備える符号化ビデオフレーム
のシーケンスを受信することを含む（１００１）。本方法は、少なくとも１つのＩフレー
ムのためのバイト範囲の指示を生成することをさらに含む（１００２）。本方法は、少な
くとも１つのＩフレームのためのバイト範囲の指示を出力することをさらに含む（１００
３）。本方法は、バイト範囲の指示に基づいて少なくとも１つのＩフレームを送信したい
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という要求、例えば、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求又は部分ＧＥＴ要求を受信することをさらに
含み得る。クライアント機器は、少なくとも１つのＩフレームを要求し、ビデオプレゼン
テーションの高速バージョンを与えるために少なくとも１つのＩフレームを使用し得る。
【０１５０】
　図１１は、本開示の技法に一致する、それぞれのＨＴＴＰクライアント及びサーバ機器
によって実行され得るステップの一例を示すフローチャートである。図１１に示すフロー
チャートは、これらの技法による、それぞれのクライアント機器とサーバ機器とによって
実行され得るステップの一例として例示のために与えられるにすぎない。本開示の技法は
、図１１に示すステップよりも多い又は少ないステップを同じく又は代わりに利用し得る
か、若しくは図示及び記載の順序以外の他の順序で図示のステップを実行し得る。
【０１５１】
　概して、図１１の方法について、図１の要素に関して説明する。例えば、サーバによっ
て実行されるものとして示されるステップは、発信源機器２０によって実行され得るが、
クライアントによって実行されるものとして示されるステップは、宛先機器４０によって
実行され得る。しかしながら、これらの指示は、例として与えられたものにすぎないこと
を理解されたい。概して、図１１の方法は、サーバ機器とクライアント機器との任意のペ
アによって実行され得る。
【０１５２】
　初めに、図１１に示すように、発信源機器２０のカプセル化ユニット３０は符号化ビデ
オデータを受信する（１１０１）。発信源機器２０は、インターネットなどのネットワー
ク接続を介して符号化ビデオデータを受信し得る。発信源機器２０は、代わりに又は追加
として、発信源機器２０の内部又は外部にある１つ以上のストレージ機器から符号化ビデ
オデータを受信し得る。データは前に符号化され得るか、又はビデオエンコーダ２８がオ
ンザフライでデータを符号化し得る。さらに別の例として、発信源機器２０は、ビデオゲ
ームを実行するときなど、例えば、コンピュータ生成ビデオ情報のコンテキストにおいて
データを生成し得、ビデオエンコーダ２８は、生成されたビデオデータを符号化し得る。
次いで、カプセル化ユニット３０は、受信したビデオデータをビデオフラグメント中にカ
プセル化する（１１０２）。
【０１５３】
　さらに、カプセル化ユニット３０は、ビデオフラグメントの１つ以上のＩＤＲ　ＲＡＰ
とＯＤＲ　ＲＡＰとの１つ以上のロケーションを信号伝達する（１１０３）。例えば、カ
プセル化ユニット３０は、ＯＤＲ　ＲＡＰを含むメディアセグメンテーション（例えば、
ビデオフラグメント）の第１のフレームと、ＯＤＲ　ＲＡＰに対応するフレームとの間の
オフセットを信号伝達し得る。メディアセグメンテーションの第１のフレームがＯＤＲ　
ＲＡＰであるとき、カプセル化ユニット３０はフラグを設定するか、又は第１のフレーム
がＯＤＲ　ＲＡＰであることを示す他の情報を提供し得る。カプセル化ユニット３０は、
ＯＤＲ　ＲＡＰより前のプレゼンテーション時間を有するサンプルの数（例えば、フレー
ムの数）をさらに信号伝達し得る。同様に、カプセル化ユニット３０は、メディアセグメ
ンテーションがＩＤＲとＯＤＲの両方を含むかどうかを信号伝達し得る。さらに別の例と
して、カプセル化ユニット３０は、ＯＤＲ　ＲＡＰに対応するバイトオフセットを信号伝
達し得る。
【０１５４】
　宛先機器４０は、その後、例えば、メディアセグメンテーションを含む表現のヘッダ情
報についての要求をサブミットすることによって、ランダムアクセスポイント信号伝達情
報を要求する（１１０４）。例えば、その要求は、上記で説明したメディアプレゼンテー
ション記述（ＭＰＤ）ファイルについての要求であり得る。別の例では、その要求は、１
つ以上のセグメンテーションファイルのセグメントインデックスボックス（ＳＩＤＸ）に
ついての要求であり得る。その要求に応答して、発信源機器２０は、ステップ１１０３に
おいて作成されたＩＤＲ　ＲＡＰとＯＤＲ　ＲＡＰとの信号伝達されたロケーションを送
る（１１０５）。
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【０１５５】
　次いで、宛先機器４０は信号情報を受信する（１１０６）。その後、この例では、宛先
機器４０は、ビデオ表現内の時間ロケーションにスキップしたいという要求を受信する（
１１０７）。例えば、宛先機器は、ユーザから、ビデオ再生のための特定の時間（時間的
）ロケーションにジャンプするための指示を受信し得る。別の例では、例えば、宛先機器
がストリーミングのための帯域幅の変化又は他の条件変化を検出した場合、宛先機器自体
が、時間ロケーションへのスキップを開始し、帯域幅の検出された変化又は他の条件変化
に応答して、ビデオプログラムの代替表現を受信したいという要求を開始し得る。
【０１５６】
　時間ロケーションにスキップしたいという要求に応答して、宛先機器４０は、その時間
ロケーションに最も近いランダムアクセスポイントを判断する（１１０８）。即ち、宛先
機器４０は、要求された時間ロケーションに最も近いＲＡＰを識別するためにＲＡＰ信号
情報を使用し得る。このＲＡＰを選択した後に、宛先機器４０は、判断されたＲＡＰにお
いて開始するデータのストリームを開始したいという要求を生成し得る。例えば、宛先機
器４０は、例えば、そのＲＡＰがフラグメントの第１のフレームであるとき、そのＲＡＰ
を含むフラグメント全体を検索するＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求を生成し得る。別の例として、
宛先機器４０は、メディアセグメンテーション内のＲＡＰの開始バイトロケーションを判
断するために、信号伝達された情報を使用し得る。例えば、メディアセグメンテーション
がＮバイトの長さであり、ＲＡＰについてのデータがバイトＸにおいて開始すると仮定し
、ただし、０＜Ｘ＜Ｎである。宛先機器４０は、ファイルの終了を通してＲＡＰに対応す
るデータを検索するために、バイト範囲（Ｘ，Ｎ）を規定するメディアセグメンテーショ
ンについてのＨＴＴＰ部分ＧＥＴ要求を生成し得る。
【０１５７】
　その上、様々な宛先機器は、信号伝達された情報を別様に使用するように構成され得る
。例えば、幾つかの宛先機器は、ＩＤＲ　ＲＡＰとＯＤＲ　ＲＡＰとの間で選択するのに
十分に高性能であり得る。一方、幾つかの宛先機器は、ＩＤＲ　ＲＡＰについての要求の
生成のみをサポートするように構成され得る。ＩＤＲ　ＲＡＰとＯＤＲ　ＲＡＰの両方を
信号伝達することによって、本開示の技法は、レガシー機器、又は通常ならばＯＤＲ　Ｒ
ＡＰを利用する能力がない機器を隔離又は除外することなしに、ストリームの開始点の選
択のより微細なグラニュラリティを実装する能力をもつより高性能の機器を提供する。
【０１５８】
　要求を生成した後に、宛先機器４０は、要求を発信源機器２０に送る（１１０９）。要
求を受信した（１１１０）後に、発信源機器２０は、ストリームの形態の要求に基づいて
ビデオデータを宛先機器４０に送ることによって応答する（１１１１）。説明及び理解を
簡単にするために連続的に図示しているが、宛先機器４０は、ビデオデータのストリーム
全体を受信したいという複数のＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求及び／又は部分ＧＥＴ要求を生成し
得ることを理解されたい。いずれの場合も、ビデオデータを受信した後に、カプセル化解
除ユニット３８はビデオデータをカプセル化解除し、ビデオデコーダ４８はデータを復号
し、ビデオ出力４４はビデオデータを表示する（１１１２）。
【０１５９】
　図１２は、本開示の技法に一致する、それぞれのＨＴＴＰクライアント及びサーバ機器
によって実行され得るステップの一例を示すフローチャート図である。図１２に示すフロ
ーチャートは、これらの技法による、それぞれのクライアント機器とサーバ機器とによっ
て実行され得るステップの一例として例示のために与えられるにすぎない。本開示の技法
は、図１２に示すステップよりも多い又は少ないステップを同じく又は代わりに利用し得
るか、或いは図示及び記載の順序以外の他の順序で図示のステップを実行し得る。
【０１６０】
　概して、図１２の方法について、図１の要素に関して説明する。例えば、サーバによっ
て実行されるものとして示されるステップは、発信源機器２０によって実行され得るが、
クライアントによって実行されるものとして示されるステップは、宛先機器４０によって
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実行され得る。しかしながら、これらの指示は、例として与えられたものにすぎないこと
を理解されたい。概して、図１２の方法は、サーバ機器とクライアント機器との任意のペ
アによって実行され得る。
【０１６１】
　初めに、図１２に示すように、発信源機器２０のカプセル化ユニット３０は符号化ビデ
オデータを受信する（１２０１）。発信源機器２０は、インターネットなどのネットワー
ク接続を使用して符号化ビデオデータを受信し得る。発信源機器２０は、代わりに又は追
加として、サーバ機器の内部又は外部にある１つ以上のストレージ機器から符号化ビデオ
データを受信し得る。データは前に符号化され得るか、又はビデオエンコーダ２８がオン
ザフライでデータを符号化し得る。さらに別の例として、発信源機器２０は、ビデオゲー
ムを実行するときなど、例えば、コンピュータ生成ビデオ情報のコンテキストにおいてデ
ータを生成し得、ビデオエンコーダ２８は、生成されたビデオデータを符号化し得る。次
いで、カプセル化ユニット３０は、受信したビデオデータをビデオフラグメント中にカプ
セル化する（１２０２）。
【０１６２】
　さらに、カプセル化ユニット３０は、少なくとも１つのイントラ符号化フレーム（Ｉフ
レーム）を含む符号化ビデオデータ内の少なくとも１つのバイト範囲を信号伝達する（１
２０３）。例えば、カプセル化ユニット３０は、１つ以上のＩフレーム自体のためのバイ
ト範囲（例えば、Ｉフレームのバイト範囲）を信号伝達し得る。１つのそのような例では
、カプセル化ユニット３０は、符号化ビデオプレゼンテーションの第１のバイトからのバ
イトオフセットを信号伝達することによって、Ｉフレームのための開始点を信号伝達し得
る。この例によれば、カプセル化ユニット３０は、符号化ビデオプレゼンテーションの第
１のバイトからのバイトオフセットを信号伝達することによって、又はＩフレームの開始
点からのバイトオフセットを信号伝達することによって、Ｉフレームのための終了点をさ
らに信号伝達し得る。別の例では、カプセル化ユニット３０は、少なくとも１つのＩフレ
ーム、並びに他のインター符号化フレーム（例えば、Ｂフレーム及びＰフレーム）を含む
符号化ビデオデータのバイト範囲を信号伝達し得る。
【０１６３】
　宛先機器４０は、Ｉフレーム信号情報についての要求を発信源機器２０に送る（１２０
４）。Ｉフレーム信号情報についての要求は、１つ以上のセグメンテーションファイルに
ついての一部又は全部のヘッダ情報についての要求を含み得る。例えば、その要求は、上
記で説明したメディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）ファイルについての要求であり
得る。別の例では、その要求は、１つ以上のセグメンテーションファイルのセグメントイ
ンデックスボックス（ＳＩＤＸ）についての要求であり得る。その要求に応答して、発信
源機器２０は、ステップ１２０３からの少なくとも１つのＩフレームを含む、信号伝達さ
れた１つ以上のバイト範囲を送る（１２０５）。宛先機器４０はＩフレーム信号情報を受
信する（１２０６）。宛先機器４０は、（例えば、ユーザから、又は１つ以上のソフトウ
ェアプログラムから）ビデオプレゼンテーションの高速バージョン（例えば、ビデオプレ
ゼンテーションの早送り、巻戻し、又は早戻しバージョン）を再生したいという要求を受
信する（１２０７）。一例では、要求は、ビデオプレゼンテーションの高速バージョンを
提示するためにビデオ表現の再生を変更するための、ユーザからの指示を含み得る。
【０１６４】
　宛先機器は、高速再生のためのＩフレームを判断する（１２０８）。例えば、発信源機
器２０が、１つ以上のＩフレーム自体のためのバイト範囲（例えば、Ｉフレームのバイト
範囲）を信号伝達することによって、ステップ１２０３において少なくとも１つのバイト
範囲を信号伝達した場合、宛先機器４０は、バイト範囲が信号伝達された複数のＩフレー
ムのうちのいずれが高速再生のために使用される（例えば、送信され、復号される）べき
かを判断することによって、高速再生のための１つ以上のＩフレームを判断し得る。別の
例では、発信源機器が、少なくとも１つのＩフレーム並びに他のインター符号化フレーム
（例えば、Ｂフレーム及びＰフレーム）を含むバイト範囲を信号伝達した場合、宛先機器
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は、１つ以上の信号伝達されたバイト範囲から、高速再生のために使用され得るＩフレー
ムを判断し得る。宛先機器４０は、ステップ１２０８において判断された１つ以上のＩフ
レームを含むメディアデータをストリーミングしたいという要求を発信源機器２０に送る
（１２０９）。その要求は、セグメンテーションファイル（例えば、ムービーフラグメン
ト、セグメント、及び／又は表現）と、その要求に応答してストリーミングされるべきそ
のセグメンテーションファイルの所望のバイト範囲とを識別する部分ＧＥＴ要求であり得
る。
【０１６５】
　発信源機器２０は、メディアデータをストリーミングしたいという要求を受信する（１
２１０）。その要求に応答して、発信源機器２０は、ストリーム要求に基づいてメディア
データをストリーミングする（１２１１）。宛先機器４０は、その要求に応答して、受信
したビデオデータを復号し、ビデオ表現の高速（例えば、早送り、巻戻し、早戻し）バー
ジョンとして、受信したビデオデータを表示する（１２１２）。幾つかの例では、発信源
機器は、ビデオ表現の高速バージョンを与えるために使用するために、ステップ１２０８
において判断されたメディアデータのみを復号し得る。一例では、宛先機器４０は、ステ
ップ１２０１においてサーバによって受信された符号化メディアデータ中で少なくとも１
つのインター符号化フレームだけ時間的に分離された、検索されたメディアデータの２つ
以上のＩフレームを連続的に提示することによって、ビデオ表現の高速バージョンを提示
し得る。
【０１６６】
　１つ以上の例では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、
又はそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は、１つ
以上の命令又はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、或いはコンピュー
タ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理ユニットによって実行され得る
。コンピュータ可読媒体は、例えば、通信プロトコルに従ってある場所から別の場所への
コンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含むデータ記憶媒体又は通信媒
体など、有形媒体に対応するコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。このようにして、コ
ンピュータ可読媒体は、概して、（１）非一時的である有形コンピュータ可読記憶媒体、
或いは（２）信号又は搬送波などの通信媒体に対応し得る。データ記憶媒体は、本開示で
説明した技法の実装のための命令、コード及び／又はデータ構造を検索するために１つ以
上のコンピュータ或いは１つ以上のプロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能
な媒体であり得る。コンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含み得る。
【０１６７】
　限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又は他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、又
は他の磁気ストレージ機器、フラッシュメモリ、或いは命令又はデータ構造の形態の所望
のプログラムコードを記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得
る、任意の他の媒体を備えることができる。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒
体と適切に呼ばれる。例えば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペ
ア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線、及びマイクロ波などのワイヤレ
ス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモート発信源から送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、又は赤外線、無線、及び
マイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ただし、コンピュータ可読
記憶媒体及びデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号、又は他の一時媒体を含まないが、
代わりに非一時的有形記憶媒体を対象とすることを理解されたい。本明細書で使用するデ
ィスク（disk）及びディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザ
ディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、
フロッピーディスク（disk）及びブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザ
で光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである
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。
【０１６８】
　命令は、１つ以上の中央処理ユニット（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
などの１つ以上のプロセッサ、汎用マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブル論理アレイ（ＦＰＧＡ）、或いは他の等価な集積回路又
はディスクリート論理回路によって実行され得る。従って、本明細書で使用する「プロセ
ッサ」という用語は、前述の構造、又は本明細書で説明した技法の実装に好適な他の構造
のいずれかを指し得る。さらに、幾つかの態様では、本明細書で説明した機能は、符号化
及び復号のために構成された専用のハードウェア及び／又はソフトウェアモジュール内に
提供され得、或いは複合コーデックに組み込まれ得る。また、本技法は、１つ以上の回路
又は論理要素中に十分に実装され得る。
【０１６９】
　本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路（ＩＣ）又はＩＣのセット（例え
ば、チップセット）を含む、多種多様な機器又は装置において実施され得る。本開示では
、開示する技法を実行するように構成された機器の機能的態様を強調するために様々な構
成要素、モジュール、又はユニットについて説明したが、それらの構成要素、モジュール
、又はユニットを、必ずしも異なるハードウェアユニットによって実現する必要はない。
むしろ、上記で説明したように、様々なユニットが、好適なソフトウェア及び／又はファ
ームウェアとともに、上記で説明したように１つ以上のプロセッサを含んで、コーデック
ハードウェアユニットにおいて組み合わせられるか、又は相互動作ハードウェアユニット
の集合によって与えられ得る。
【０１７０】
　様々な例について説明した。これら及び他の例は以下の特許請求の範囲内に入る。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　クライアント機器がサーバ機器から、メディアセグメンテーションのオープン
復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信
することと、前記クライアント機器が、前記サーバ機器に、前記指示されたＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始するメディアデータのス
トリームを検索する要求を送ることと、
を含み、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーション
の少なくとも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームに続く前記メディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　Ｒ
ＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、方法。
　［２］　前記クライアント機器において、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディア
セグメンテーションの第１のフレームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信する
こと、をさらに備え、前記要求を送ることが、前記指示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを
含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始するメディアデータの前記ストリーム
を取り出したいという前記要求を前記サーバ機器に送ることを備える、［１］に記載の方
法。
　［３］　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメンテーションの第１のフレ
ームでない場合、前記クライアント機器が、前記メディアセグメンテーションの前記第１
のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を
受信することと、前記メディアセグメンテーションの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始ま
るメディアデータの前記ストリームを復号することと、
をさらに備え、前記オフセットが、前記メディアセグメンテーションの前記第１のフレー
ムと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフレームの数を表す、［１］に記載の方法。
　［４］　前記クライアント機器が、前記メディアセグメンテーションの第１のバイトと
前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの第１のバイトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つ
の指示を受信することをさらに備え、メディアデータの前記ストリームを取り出したいと
いう前記要求を前記サーバ機器に送ることが、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記第１の
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バイトから少なくとも前記メディアセグメンテーションの終端までのメディアの前記スト
リームの一部分を取り出したいという前記要求を送ることを含む、［１］に記載の方法。
　［５］　前記メディアセグメンテーションが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフ
レームを含むかどうかの少なくとも１つの指示を受信することをさらに備え、前記示され
たＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるメディアセグメンテーションで開始するメディア
データの前記ストリームを取り出したいという前記要求を前記サーバ機器に送ることは、
前記メディアファイルが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかどうか
の前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を送ることを含む、［１］に記載の方法
。
　［６］　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションの
始端において開始する前記ストリームを検索するために、ハイパーテキスト転送プロトコ
ル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築することをさらに備える、［１］に記載
の方法。
　［７］　前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーシ
ョンにおいて開始する前記ストリームを検索するために、バイト範囲の指示を含むハイパ
ーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築することをさら
に備える、［６］に記載の方法。
　［８］　前記指示が、前記メディアファイル内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレゼ
ンテーション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を備
え、前記方法が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも少な
いプレゼンテーション時間を有するフレームの前記数の復号をスキップすることをさらに
備える、［１］に記載の方法。
　［９］　サーバ機器から、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（
ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信するための手段と、
前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメディアデータのストリームを取り出し
たいという要求を前記サーバ機器に送るための手段と、
を備え、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーション
の少なくとも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームに続く前記メディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　Ｒ
ＡＰより前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、機器。
　［１０］　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメンテーションの第１のフ
レームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信するための手段をさらに備え、要求
を送るための前記手段が、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディ
アセグメンテーションで開始するメディアデータの前記ストリームを取り出したいという
前記要求を前記サーバ機器に送る、［９］に記載の機器。
　［１１］　前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメンテーションの第１のフ
レームでない場合、前記メディアセグメンテーションの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ
　ＲＡＰフレームとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を受信するための手段と、
前記メディアセグメンテーションの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まるメディアデータ
の前記ストリームを復号するための手段と、をさらに備え、前記オフセットが、前記メデ
ィアセグメンテーションの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフ
レームの数を表す、、［９］に記載の機器。
　［１２］　前記メディアセグメンテーションの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームの第１のバイトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信するための
手段をさらに備え、前記要求を前記サーバ機器に送るための前記手段が、前記ＯＤＲ　Ｒ
ＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメンテーションの終端
までのメディアの前記ストリームの一部分を取り出したいという前記要求を送る、［９］
に記載の機器。
　［１３］　前記メディアセグメンテーションが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰ
フレームを含むかどうかの少なくとも１つの指示を受信するための手段をさらに備え、前
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記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいるメディアセグメンテーションで開始する
メディアデータの前記ストリームを取り出したいという前記要求を送るための前記手段は
、前記メディアファイルが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかどう
かの前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を送る、［９］に記載の機器。
　［１４］　前記要求を送るための前記手段が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでい
る前記メディアセグメンテーションの始端において開始する前記ストリームを取り出した
いというハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築
する、［９］に記載の機器。
　［１５］　前記要求を送るための前記手段が、前記メディアセグメンテーション内の前
記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを取り出した
いという、バイト範囲の指示を含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ
要求として前記要求を構築する、［１４］に記載の機器。
　［１６］　前記指示が、前記メディアファイル内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰのプレゼンテー
ション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を備え、前
記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテーショ
ン時間を有するフレームの前記数の復号をスキップするための手段をさらに備える、［９
］に記載の機器。
　［１７］　実行されたとき、クライアントコンピューティング機器のプロセッサに、ク
ライアント機器がサーバ機器から、メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッ
シュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することと、
前記クライアント機器が、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディ
アセグメンテーションで開始するメディアデータのストリームを取り出したいという要求
を前記サーバ機器に送ることと、を行わせる命令を備え、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰ
フレームに続く前記メディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが正しく復
号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーシ
ョンの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得る、コンピュータ可読記憶媒体。
　［１８］　前記命令は、前記コンピューティング機器に
　前記クライアント機器が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメンテーシ
ョンの第１のフレームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信することと、前記示
されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始する
メディアデータの前記ストリームを検索する前記要求を前記サーバ機器に送ることと、
をさらに行わせる、［１７］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［１９］　前記命令は、前記コンピューティング機器に、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレーム
が前記メディアセグメンテーションの第１のフレームでない場合、前記クライアント機器
が、前記メディアセグメンテーションの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレー
ムとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を受信することと、前記メディアセグメン
テーションの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まるメディアデータの前記ストリームを復
号することと、をさらに行わせ、前記オフセットが、前記メディアセグメンテーションの
前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のフレームの数を表す、［１７
］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［２０］　前記命令が、前記コンピューティング機器に、前記クライアント機器が、前
記メディアセグメンテーションの第１のバイトと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの第１のバ
イトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つの指示を受信することと、前記ＯＤＲ　
ＲＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前記メディアセグメンテーションの終
端までのメディアの前記ストリームの一部分を検索する前記要求を前記サーバ機器に送る
ことと、
をさらに行わせる、［１７］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［２１］　前記命令は、前記コンピューティング機器に、前記メディアセグメンテーシ
ョンが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかどうかの少なくとも１つ
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の指示を受信することと、前記メディアファイルが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡ
Ｐフレームを含むかどうかの前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を送ることと
、をさらに行わせる、［１７］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［２２］　前記命令が、前記コンピューティング機器に、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレーム
を含んでいる前記メディアセグメンテーションの始端において開始する前記ストリームを
取り出したいというハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記
要求を構築することをさらに行わせる、［１７］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［２３］　前記命令が、前記コンピューティング機器に、前記メディアセグメンテーシ
ョン内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを
取り出したいという、バイト範囲の指示を含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴ
Ｐ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築することをさらに行わせる、［２２］に記載のコン
ピュータ可読記憶媒体。
　［２４］　前記指示が、前記メディアファイル内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレ
ゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を
備え、前記命令が、前記コンピューティング機器に、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記
プレゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの前記数
の復号をスキップすることをさらに行わせる、［１７］に記載のコンピュータ可読記憶媒
体。
　［２５］　メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダ
ムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームの指示を受信することと、前記示されたＯＤＲ　
ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始するメディアデータ
のストリームを取り出したいという要求をサーバ機器に送ることと、を行うように構成さ
れ、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーションの少
なくとも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレーム
に続く前記メディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰ
より前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、１つ以上の
プロセッサを備える機器。
　［２６］　１つ以上のプロセッサは、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグ
メンテーションの第１のフレームであるかどうかの少なくとも１つの指示を受信すること
と、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーション
で開始するメディアデータの前記ストリームを検索する前記要求を前記サーバ機器に送る
ことと
を行うようにさらに構成された、［２５］に記載の機器。
　［２７］　前記プロセッサは、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームが前記メディアセグメンテ
ーションの第１のフレームでない場合、前記メディアセグメンテーションの前記第１のフ
レームと前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームとの間のオフセットの少なくとも１つの指示を受信
することと、前記メディアセグメンテーションの前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームで始まるメ
ディアデータの前記ストリームを復号することと、を行うようにさらに構成され、前記オ
フセットが、前記メディアセグメンテーションの前記第１のフレームと前記ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームとの間のフレームの数を表す、［２５］に記載の機器。
　［２８］　前記プロセッサは、前記メディアセグメンテーションの第１のバイトと前記
ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの第１のバイトとの間のバイトオフセットの少なくとも１つの指
示を受信することと、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記第１のバイトから少なくとも前
記メディアセグメンテーションの終端までのメディアの前記ストリームの一部分を取り出
したいという前記要求を送ることと
を行うようにさらに構成された、［２５］に記載の機器。
　［２９］　前記プロセッサは、前記メディアセグメンテーションが瞬時復号リフレッシ
ュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかどうかの少なくとも１つの指示を受信することと、
前記メディアファイルが瞬時復号リフレッシュ（ＩＤＲ）ＲＡＰフレームを含むかどうか
の前記少なくとも１つの指示に基づいて前記要求を送ることと
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を行うようにさらに構成された、［２５］に記載の機器。
　［３０］　前記プロセッサが、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディア
セグメンテーションの始端において開始する前記ストリームを取り出したいというハイパ
ーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を構築すること
を行うようにさらに構成された、［２５］に記載の機器。
　［３１］　前記プロセッサが、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡ
Ｐフレームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するため、バイト範囲
の指示を含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求として前記要求を
構築すること
を行うようにさらに構成された、［３０］に記載の機器。
　［３２］　前記指示が、前記メディアファイル内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームのプレ
ゼンテーション時間よりも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの数の指示を
備え、前記プロセッサが、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記プレゼンテーション時間よ
りも少ないプレゼンテーション時間を有するフレームの前記数の復号をスキップすること
を行うようにさらに構成された、［２５］に記載の機器。
　［３３］　メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダ
ムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受
信することと、符号化ビデオフレームの前記シーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰのロケー
ションの指示を生成することと、前記指示を出力することと、を備え、復号順序で前記Ｏ
ＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレー
ムが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセ
グメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコ
ンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、方法。
　［３４］　前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始するメディアデータのストリー
ムを取り出したいという要求を受信することと、前記要求に応答して、前記示されたＯＤ
Ｒ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始するメディアデ
ータの前記ストリームを出力することと
をさらに備える、［３３］に記載の方法。
　［３５］　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメ
ンテーションの始端において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プ
ロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームを含んでいる前記メディアセグメンテーションの始端において開始する符号化ビデオ
フレームの前記シーケンスの一部分を与えること
をさらに備える、［３４］に記載の方法。
　［３６］　前記要求が、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を
含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記メディアセグ
メンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて開始する符
号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
をさらに備える、［３４］に記載の方法。
　［３７］　メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダ
ムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受
信するための手段と、符号化ビデオフレームの前記シーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰの
ロケーションの指示を生成するための手段と、前記指示を出力するための手段と、を備え
、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーションの少な
くとも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに
続く前記メディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰよ
り前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、機器。
　［３８］　受信するための前記手段が、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始す
るメディアデータのストリームを検索する要求を受信し、前記要求に応答して、前記示さ
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れたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで開始するメ
ディアデータの前記ストリームを出力するための手段
をさらに備える、［３７］に記載の機器。
　［３９］　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメ
ンテーションの始端において開始する前記ストリームを取り出したいというハイパーテキ
スト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記要求に応答して、前記ＯＤＲ　
ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションの始端において開始する符
号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えるための手段
をさらに備える、［３７］に記載の機器。
　［４０］　前記要求が、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を
含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記メディアセグ
メンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロケーションにおいて開始する符
号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えるための手段
をさらに備える、［３７］に記載の機器。
　［４１］　実行されたとき、発信源機器の１つ以上のプロセッサに、メディアセグメン
テーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）
フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受信することと、　符号化ビデオ
フレームの前記シーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰのロケーションの指示を生成すること
と、前記指示を出力することと、を行わせる命令を備え、復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰ
フレームに続く前記メディアセグメンテーションの少なくとも１つのフレームが正しく復
号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーシ
ョンの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰより前のフレームのコンテンツに依
拠することなしに、正しく復号され得る、コンピュータ可読記憶媒体。
　［４２］　前記１つ以上のプロセッサに、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始
するメディアデータのストリームを検索する要求を受信することと、前記要求に応答して
、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションで
開始するメディアデータの前記ストリームを出力することと
を行わせる命令をさらに備える、［４１］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［４３］　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメ
ンテーションの始端において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プ
ロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプロセッサに、前記要求に応答
して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションの始端
において開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えさせる命令をさ
らに備える、［４２］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［４４］　前記要求が、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を
含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記命令が、前記
１つ以上のプロセッサに、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームの前記ロケーションにおいて開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部
分を与えること
をさらに行わせる、［４２］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［４５］　メディアセグメンテーションのオープン復号リフレッシュ（ＯＤＲ）ランダ
ムアクセスポイント（ＲＡＰ）フレームを備える符号化ビデオフレームのシーケンスを受
信することと、　符号化ビデオフレームの前記シーケンス内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰのロケ
ーションの指示を生成することと、前記指示を出力することと、を行うように構成され、
復号順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続く前記メディアセグメンテーションの少なく
とも１つのフレームが正しく復号され得ず、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームに続
く前記メディアセグメンテーションの各フレームが、表示順序で前記ＯＤＲ　ＲＡＰより
前のフレームのコンテンツに依拠することなしに、正しく復号され得る、１つ以上のプロ
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セッサを備える機器。
　［４６］　前記１つ以上のプロセッサが、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームで開始
するメディアデータのストリームを取り出したいという要求を受信することと、前記要求
に応答して、前記示されたＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテ
ーションで開始するメディアデータの前記ストリームを出力することと
を行うようにさらに構成された、［４５］に記載の機器。
　［４７］　前記要求が、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメ
ンテーションの始端において開始する前記ストリームを検索するハイパーテキスト転送プ
ロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプロセッサが、前記要求に応答
して、前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームを含んでいる前記メディアセグメンテーションの始端
において開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えること
を行うようにさらに構成された、［４６］に記載の機器。
　［４８］　前記要求が、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレ
ームのロケーションにおいて開始する前記ストリームを検索するためバイト範囲の指示を
含むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）Ｇｅｔ要求を備え、前記１つ以上のプ
ロセッサが、前記メディアセグメンテーション内の前記ＯＤＲ　ＲＡＰフレームの前記ロ
ケーションにおいて開始する符号化ビデオフレームの前記シーケンスの一部分を与えるこ
と
を行うようにさらに構成された、［４７］に記載の機器。

【図１】 【図２】
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