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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリンクにより無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）と通信する１つ以上の無線周波
数（ＲＦ）送受信部；
　情報を第２のリンクにより、前記第１のリンクにより受信したマルチメディアコンテン
ツの表示を向上する装置機能を有する表示装置に転送する無線ネットワークインターフェ
ースであって、前記第１及び第２のリンクは異種リンクを構成し、前記無線ネットワーク
インターフェースは、前記第２のリンクにより装置機能情報要求を送信し、かつ該装置機
能情報要求に応答して、前記第２のリンクにより前記表示装置の装置機能情報を受信する
、無線ネットワークインターフェース；
　前記表示装置の前記装置機能情報を収集するためにプロセッサ回路で動作し、かつセッ
ション記述プロトコル（ＳＤＰ）に従って、前記収集された装置機能情報に基づき前記Ｗ
ＷＡＮとの通信セッションのセッションパラメータをネゴシエートする動画適応モジュー
ルであって、前記１つ以上のＲＦ送受信部は、前記通信セッションの間に、前記第１のリ
ンクにより前記ＷＷＡＮから前記マルチメディアコンテンツを受信する、動画適応モジュ
ール；
　を備える装置。
【請求項２】
　前記セッションパラメータは、コーデック情報、コンテナフォーマット、復号器機能、
動画品質要件、サービス品質（ＱｏＳ）パラメータ、前記第２のリンクの特性を考慮した
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トランスポートプロトコル、及び前記表示装置の機能のうちの１つ以上を含む
　請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記装置機能情報は、プリコーダのバッファサイズ、初期バッファ期間、復号器の機能
、ディスプレイの特性、ストリーミング方式、適応対応情報、体感品質（ＱｏＥ）対応情
報、拡張リアルタイムトランスポートコントロールプトロコル（ＲＴＣＰ）通知対応、急
速コンテンツ切り替え対応、対応するリアルタイムトランスファープロトコル（ＲＴＰ）
プロファイルの情報、及びＳＤＰ属性のうちの１つ以上を含む
　請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記動画適応モジュールは、
　ＳＤＰ又はメディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）を用いて前記ＷＷＡＮとのセッ
ションレベルシグナリングから収集した情報に基づき、前記第２のリンクによる前記表示
装置との通信を管理するため；及び
　セッションパラメータの変更、動画パラメータの適応化、前記第２のリンクによるトラ
フィックの優先順位付け、リソースの割り当て及び帯域幅割り当ての最適化のうち１つ以
上を前記第２のリンクにより実行するために前記プロセッサ回路で動作する
　請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記１つ以上のＲＦ送受信部は、前記第２のリンクの特性又は前記表示装置の装置機能
のうち１つ以上に基づくメディア適応化機能の実行を可能とするために、前記第１のリン
クにより第２のローカルリンク情報を送信する、
　請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記メディア適応化機能は１つ以上のビットレート適応、パケットレート適応、又は誤
り耐性適応を含む
　請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記１つ以上のＲＦ送受信部は、前記第１のリンクにより、体感品質（ＱｏＥ）レポー
トを送信し、該ＱｏＥレポートは前記第２のリンクにより受信したＱｏＥ情報に基づき導
出された１つ以上のＱｏＥメトリックを含み、該１つ以上のＱｏＥメトリックは、破損期
間、フレームレート、ジッタ期間、同期外れ期間、ラウンドトリップタイム、平均コーデ
ックビットレート及びコーデック情報のうちの少なくとも１つを含む、
　請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記動画適応モジュールは、前記第２のリンクで（ＲＴＳＰ）／ＳＤＰプロトコルスタ
ックを用いて、セッション管理又は装置機能交換シグナリングを実行するために前記プロ
セッサ回路で動作する
　請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記動画適応モジュールは、前記第１のリンクでＳＩＰ／ＳＤＰプロトコルスタックを
用いて、装置機能交換シグナリング、セッションパラメータのネゴシエーション、又はマ
ルチメディア関連情報交換シグナリングのうち１つ以上を実行するために前記プロセッサ
回路で動作する
　請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記動画適応モジュールは、前記第１のリンクでＲＴＳＰ／ＳＤＰプロトコルスタック
を用いて、装置機能交換シグナリング、セッションパラメータのネゴシエーション、又は
マルチメディア関連情報交換シグナリングのうち１つ以上を実行するために前記プロセッ
サ回路で動作する
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　請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記無線ネットワークインターフェースは第３のリンクにより追加の表示装置と通信し
、前記動画適応モジュールは、前記追加の表示装置から第２の装置機能情報を収集し、か
つ前記ＳＤＰに従って、前記収集された第２の装置機能情報に基づき、前記ＷＷＡＮとセ
ッションパラメータをネゴシエートするために前記プロセッサ回路で動作する
　請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記動画適応モジュールは、パケット交換ストリーミング（ＰＳＳ）アプリケーション
を提供し、かつ前記表示装置の機能を記述する属性を示す装置機能属性を一時的に調整す
るために前記プロセッサ回路で動作する
　請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　表示装置へのローカルリンクにより装置機能情報要求を送信するステップ；
　前記表示装置の装置機能情報を収集するステップであって、該装置機能情報は、前記装
置機能情報要求に応答して前記ローカルリンクにより受信される、ステップ；
　セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）に従って、前記収集した装置機能情報に基づき、
ＷＷＡＮとマルチメディアコンテンツのやり取りのための通信セッションのセッションパ
ラメータをネゴシエートするステップ；及び
　前記通信セッションの間に、非ローカルリンクにより前記ＷＷＡＮから前記マルチメデ
ィアコンテンツを受信するステップ；
　を備える方法。
【請求項１４】
　ＳＤＰ又はメディアプレゼンテーション記述（ＭＰＤ）を用いて前記ＷＷＡＮとのセッ
ションレベルシグナリングから収集した情報に基づき、前記ローカルリンクによる前記表
示装置との通信を管理するステップを備える
　請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記ローカルリンクの特性又は前記表示装置の装置機能のうち１つ以上に基づき、メデ
ィア適応化機能の実行を可能とするために前記非ローカルリンクによりローカルリンク情
報を送信するステップであって、前記メディア適応化機能はビットレート適応、パケット
レート適応及び誤り耐性適応のうちの１つ以上を含む、ステップを備える
　請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　前記非ローカルリンクにより、体感品質（ＱｏＥ）レポートを送信するステップであっ
て、該ＱｏＥレポートは前記ローカルリンクにより受信したＱｏＥ情報に基づき導出され
た１つ以上のＱｏＥメトリックを含み、該１つ以上のＱｏＥメトリックは、破損期間、フ
レームレート、ジッタ期間、同期外れ期間、ラウンドトリップタイム、平均コーデックビ
ットレート及びコーデック情報のうちの少なくとも１つを含む、ステップ、を備える
　請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
　リアルタイムストリーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）／ＳＤＰプロトコルスタックを用
いて、前記ローカルリンクでセッション管理又は装置機能交換シグナリングを実行するス
テップを備える
　請求項１３記載の方法。
【請求項１８】
　ＳＩＰ／ＳＤＰプロトコルスタックを用いて、前記非ローカルリンクで装置機能交換シ
グナリング、セッションパラメータのネゴシエーション、又はマルチメディア関連情報交
換シグナリングのうち１つ以上を実行するステップを備える
　請求項１３記載の方法。
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【請求項１９】
　ＲＴＳＰ／ＳＤＰプロトコルスタックを用いて、前記非ローカルリンクで装置機能交換
シグナリング、セッションパラメータの交換、又はマルチメディア関連情報交換シグナリ
ングのうち１つ以上を実行するステップを備える、
　請求項１３記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１３から１９のうちいずれか１つの方法を実行する手段を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本出願は、２０１１年８月１日に出願された米国仮特許出願第６１／５１４，００９の
優先権を主張し、参照することにより、その全内容をここに援用する。
【０００２】
　各種実施例は、異機種環境（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）
における動画の機能拡張に関する。ここで、動画は、周辺表示装置にローカル接続された
ユーザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔとも呼ばれる）に対して配信されてもよく、
かつ周辺装置にローカル接続されたユーザ装置から配信されてもよい。実施例は、高いＱ
ｏＥの動画コンテンツを、遍在的な方式で、周辺表示装置に配信する機能を高める。そし
て、具体的には、様々な表示装置の種類及び機能に対して最適化した媒体処理手順及びセ
ッション管理プロトコルを提供する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、無線ネットワークは、データトラフィックの増大が支配している現代及び音声ト
ラフィックにより支配されていた以前の時代にとって代わる、成長の第３のフェーズの寸
前となっている。成長の第３のフェーズにおいて、動画（ｖｉｄｅｏ）は、無線トラフィ
ックの支配的な要素になると予想される。最近の一つの研究において、動画は全世界の消
費者トラフィックの９１パーセントを超えると予想され、かつ２０１４年までに世界のモ
バイルデータトラフィックの約６６パーセントに等しくなると予想されている。
【０００４】
　従って、ストリーミング及び対話型のサービスを含む動画サービスの成長は、新しいモ
バイルブロードバンド技術及びスタンダードの発展の主要な促進力の一つである。メディ
ア圧縮及び無線ネットワークインフラストラクチャの発展に関連した動画サービスに対し
て、このような高い消費需要があるため、どのような場所からでも、いつでも、どのよう
な装置及び技術を使用しても、動画コンテンツ及びサービスに対して、普遍的にアクセス
できるようにするために、将来のセルラ方式及びモバイルブロードバンド方式の動画機能
を向上させること及び高い体感品質（ＱｏＥ）を実現することは、消費者にとって興味深
いものである。特に、広域ネットワークに無線接続される携帯端末は、（例えば、テレビ
、モニター等の）周辺表示装置に対してデジタル回線又は無線接続で配信される動画アプ
リケーションのホットスポットとしての役割を局所的に果たすことがある。従って、高い
ＱｏＥの動画コンテンツの周辺機器への配信を改良することが望まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの事項及びその他の事項に対して、本改良が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　いくつかの実施例は、対話型サービス及びストリーミングサービスに対する動画適応化
及び体感品質（ＱｏＥ）制御に関連するであろう。いくつかの実施例において、動画は、
当該動画を広域ネットワークから受信する第２の無線接続を介して結合しているユーザ装
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置から、ローカル無線接続といった接続を介して、表示装置に提供されるであろう。いく
つかの実施例において、ユーザ装置は、表示装置に対する接続のために、ワイヤレス・デ
ィスプレイ（ＷｉＤｉ）又はピアツーピア（Ｐ２Ｐ）無線接続を利用するその他の技術と
いった、無線技術を利用するであろう。この無線接続は、ＷｉＦｉ　Ｐ２Ｐ、ＷＦＡ、Ｗ
ｉＦｉＤｉｓｐｌａｙ、ＷｉＤｉＤｉｒｅｃｔ、ｍｙＷｉＦｉ、６０ＧＨｚｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ及びその他の既知の技術を含
む、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に基づく無線インターフェース又は無
線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）に基づく無線インターフェースを通じて行
ってもよい。
【０００７】
　通信システムの実施例のいくつかは、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
ｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　（ＩＥＥＥ）　８０２
．１６　（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１　（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ　８０２－
２０、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　（３
ＧＰＰ）　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　（ＵＭＴＳ）　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　（ＵＴＲＡ）　（Ｅ－ＵＴＲＡ）等といった無線技術により実施されても
よい。ＩＥＥＥ　８０２．１６ｍは、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅの進化したものでり、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１６システムに対する後方互換性を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳの
一部分である。３ＧＰＰロングタームエボルーション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用
する進化したＵＭＴＳ（Ｅ－ＵＭＴＳ）の一部分である。ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－
Ａ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化したものである。本明細書で使用される、「ＬＴＥ」と
いう用語に対する言及はいずれも、ＬＴＥ－Ａ及びその改訂版、後継版及び変形版を含む
、ＬＴＥの任意のバージョンを含む。実施例は、この文脈においては限定されない。実施
例は、また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はその他のローカル無線通信規格を使用
して実施してもよい。
【０００８】
　各種実施例において、外部の情報源から動画を受信したユーザ装置から送信された当該
動画などのビジュアルコンテンツ（ｖｉｓｕａｌ　ｃｏｎｔｅｎｔ）を表示するために、
表示装置を使用してもよい。典型的な実施例において、動画通信を制御するため及び適応
させるために、ユーザ装置と表示装置とはお互いに制御情報を通信し、これにより対話型
動画セッション又はストリーミング動画セッションの品質を高める。いくつかの実施例に
おいて、装置は、無線周波数（ＲＦ）送受信部であって、第１のリンクにおけるセッショ
ンにおいて無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）からマルチメディアコンテンツを受信し、
かつ第２のリンクにおいて表示装置に情報を転送する無線周波数送受信部を１つ以上含ん
でもよい。ここで、第１のリンク及び第２のリンクは、異種リンク（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎ
ｅｏｕｓ　ｌｉｎｋ）を構成する。装置は、さらに、当該１つ以上のＲＦ送受信部と通信
可能に結合されたプロセッサ回路及び動画適応モジュール（ｖｉｄｅｏ　ａｄａｐｔａｔ
ｉｏｎ　ｍｏｄｕｌｅ）を備えてもよい。動画適応モジュールは、プロセッサ回路におい
て、表示装置から装置機能情報を収集するために動作してもよく、また、表示装置から収
集した装置機能情報に基づき、ＷＷＡＮに対する装置機能交換シグナリング（ｄｅｖｉｃ
ｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を変更してもよい
。ここで、装置機能交換シグナリングは、第１のリンク、第２のリンク、又は第１のリン
ク及び第２のリンクでのマルチメディアコンテンツの交換を規定する。その他の実施例が
説明され、かつ特許請求の範囲に記載される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施例と整合するシステムを示す図である。
【図２】テレビ会議機能を提供可能なシステムの実施例を示す図である。
【図３】追加の実施例に整合する動画ストリーミング用のシステムを示す図である。
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【図４】マルチメディアテレフォニーオーバーＩＰマルチメディアサブシステム（ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ－ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ－ｓｅｒｖｉｃｅ－ｏｖｅｒ－ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ　（ＭＴＳＩ））のシステムにおける携帯端末又はユーザ
装置（ＵＥ）の装置機能のシグナリング及びセッションパラメータのネゴシエーション動
作の一実施例を示す図である。
【図５】ＭＴＳＩクライアントが実行するＱｏＥ通知機構の実施例を示す図である。
【図６】パケット交換ストリーミング（ＰＳＳ）システムにおけるＵＥ端末の、ＲＴＳＴ
／ＳＤＰに基づく、装置機能のシグナリング及びセッションパラメータネゴシエーション
動作の実施例を示す図である。
【図７】ＵＥとＨＴＴＰサーバとの間のマルチメディアストリーミングのための、追加の
実施例に整合するシステムを示す図である。
【図８】ＤＡＳＨに基づくセッション管理シグナリングの実施例を示す図である。
【図９】一つの典型的な論理フローを示す図である。
【図１０】別の典型的な論理フローを示す図である。
【図１１】追加の典型的な論理フローを示す図である。
【図１２】別の典型的な論理フローを示す図である。
【図１３】コンピュータシステムの実施例を示す図である。
【図１４】コンピュータの機能構成の一実施例を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本実施例と整合するシステム１００を図示する。いくつかの実施例において、
システム１００は、対話型サービス及びストリーミングサービスのための動画コンテンツ
の提供の際の品質を高める。ここで、動画は、サービスの全体又は一部分として供給され
る。図示するように、動画情報源１０２は、無線広帯域ネットワーク１０４に接続され、
その一方で、当該無線広帯域ネットワーク１０４は、無線リンク１０８によって、ユーザ
装置（ＵＥ）　１０６に結合されている。各種実施例において、無線広域ネットワーク１
０４は、非ローカルネットワーク（ｎｏｎ－ｌｏｃａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）であってもよ
い。ここで、一般に、非ローカルネットワークとは、例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１６　
（ＷｉＭＡＸ）、３ＧＰＰ、又はＩＥＥＥ８０２．１１　（ＷｉＦｉ）といった無線技術
による公衆無線アクセスネットワーク構成部分を含む場合のあるネットワークのことを言
う。この点について、本明細書で使用される「ＷＷＡＮ」という用語は、ＷｉＭＡＸネッ
トワーク又は３ＧＰＰネットワークといった、無線アクセスネットワーク及びコアネット
ワークの組合せのことであってもよく、また、公衆ＷｉＦｉネットワークといった、ロー
カルエリアネットワークを含んでもよい。また、非ローカルネットワークは、ＩＰネット
ワーク構成部分及びその他コアネットワーク構成部分を含んでもよく、無線アクセスネッ
トワークと共に、動画情報源をＵＥに接続してもよい。この点について、ＵＥから公衆陸
上移動通信網への無線リンク及び、特に、ＷＷＡＮへの無線リンクのことを、本明細書に
おいては、「非ローカル」リンクと言う。
【００１１】
　動画情報源１０２の例は、デジタルビデオ録画装置（ＤＶＲ）、コンピュータ、パーソ
ナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）装置、ＶＨＳ装置
、デジタルＶＨＳ装置、ディスクドライブ、ハードドライブ、光ディスク装置、ユニバー
サルシリアルバス（ＵＳＢ）フラッシュドライブ、メモリーカード、ＳＤメモリーカード
、大容量記憶装置、フラッシュドライブゲームコンソール、コンパクトディスク（ＣＤ）
プレーヤー、コンピュータ可読メモリ又は機械可読メモリ、デジタルカメラ、カムコーダ
、映像監視システム、テレビ会議システム、電話システム、医用測定器具、スキャナーシ
ステム、コピーシステム、テレビシステム、デジタルテレビシステム、セットトップボッ
クス、パーソナルビデオレコード（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｒｅｃｏｒｄｓ）、
サーバシステム、コンピュータシステム、パーソナルコンピュータシステム、スマートフ
ォン、タブレット、ノートブック型パソコン、ハンドヘルドコンピュータ、ウェアラブル
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コンピュータ、携帯型メディアプレーヤ（ＰＭＰ）、携帯型メディアレコーダ（ＰＭＲ）
、デジタルオーディオ機器（例えば、ＭＰ３プレーヤ）、デジタルメディアサーバ等とい
った動画コンテンツを記録及び／又は配信可能ないかなるハードウェア要素又はソフトウ
ェア要素をも含み得る。動画情報源１０２の別の例は、ＵＥ１０６に、放送又はストリー
ミングのアナログＡＶ信号又はデジタルＡＶ信号を配信するメディア配信システムを含み
得る。実施例は、この文脈においては限定されない。
【００１２】
　各種実施例において、ＵＥ１０６は、動画情報源１０２から受信した動画コンテンツ等
の視覚情報を表示する表示装置（図示せず）を含んでもよい。ＵＥ１０６の例は、これら
に限定することはないが、モバイルコンピューティング機器、ラップトップコンピュータ
、デスクトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピューティング機器、タブレットコンピ
ューティング機器、ノートブックコンピューティング機器、スマートフォン、携帯電話、
ウェアラブルコンピュータ等を含んでもよい。実施例は、この文脈においては限定されな
い。
【００１３】
　本実施例と整合して、ＵＥ１０６は、リンク１１２によって、表示装置１１０と接続さ
れてもよい。各種実施例において、表示装置１１０は、デジタル表示装置、テレビジョン
表示装置、モバイルコンピューティング機器、ラップトップコンピュータ、デスクトップ
コンピュータ、ハンドヘルドコンピューティング機器、タブレットコンピューティング機
器、ノートブックコンピューティング機器、スマートフォン等であってもよい。実施例は
、この文脈においては限定されない。
【００１４】
　いくつかの実施例において、リンク１１２は、上記説明の通り、Ｐ２Ｐ接続を形成する
ローカル無線接続であってもよい。ＵＥ１０６は、表示装置１１０で表示するために、動
画情報源１０２から受信した動画コンテンツを転送するために使用可能であってもよい。
このことは、表示装置１１０が動画情報源１０２から受信した動画コンテンツの表示の品
質を向上する場合において好適であるかもしれない。ＵＥ１０６と表示装置１１０との間
のローカル接続を形成するリンク１１２の各種実施例において、ユーザは、ＵＥ１０６及
び表示装置１１０の一つ又は双方の近くに位置してもよい。このように、動画インターネ
ット通話（ｖｉｄｅｏ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｃａｌｌ）又は動画ス
トリーミングセッションなどにおいて、ユーザは、動画コンテンツを受信するためのＵＥ
１０６の動作を取り扱うことができる。それと同時に、当該ユーザの近くに位置する表示
装置１１０で表示されるので、動画装置１０２から受信した動画をユーザは見ることがで
きる。
【００１５】
　各種実施例において、ＵＥ１０６は、当該ＵＥ１０６、動画情報源１０２及び表示装置
１１０との間で設定される動画通信セッションの処理を向上する動画適応モジュール１１
４を備える。具体的には、動画適応モジュール１１４は、通信セッションにおける、メデ
ィア適応化（ｍｅｄｉａ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）、トランスポートシグナリング（ｔｒ
ａｎｓｐｏｒｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）、機能ネゴシエーション（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
　ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ）、バッファ管理及びＱｏＥ測定及び通知といった機能を向上
する場合がある。以下において、動画適応モジュールが実行する動作の例を、図４－６及
び８－１２を参照して説明する。
【００１６】
　図２は、発信側装置２０２とＵＥ２０４との間でテレビ会議機能を提供し得るシステム
２００の実施例を図示する。説明する実施例において、発信側装置２０２は、インターネ
ットプロトコル（ＩＰ）に基づいたリンクを用いて行われるテレビ会議セッションなどと
いった、通信セッションを起動することができる。一つの実施例において、発信側装置２
０２を使用する発信者は、既知の動画通信アプリケーション（例えば、スカイプ（登録商
標））を使用して、ＵＥ２０４に位置するユーザに対してインターネット電話を発呼して
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もよい。また、ＵＥ２０４に送信される動画は、無線リンク２０８によってＵＥ２０４に
結合される表示装置２０６で表示されてもよい。各種実施例において、発信側装置２０２
とＵＥ２０４との間の動画通信セッションは、ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｔｅｌｅｐｈｏｎ
ｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＭＳ　（ＭＴＳＩ）に基づく３ＧＰＰネットワークな
どの、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）に基づくネットワークによって提供さ
れてもよい。図２に図示する具体的な実施例において、ＵＥ２０４のユーザがオペレータ
２１２を利用する一方で、発信側装置２０２を使用する発信者は、オペレータ２１０を利
用してもよい。
【００１７】
　オペレータ２１０は、３ＧＰＰネットワーク又はＷｉＭＡＸネットワークといった、無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）２１４を備えてもよい。ＲＡＮ２１４は、その地理的
サービスエリア内の無線装置からのデータパケット及びその地理的サービスエリア内の無
線装置へのデータパケットを配信する、従来のサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＳ
ＧＮ）２１６に対して接続されてもよい。オペレータ２１０は、さらに、ＳＳＧＮ２１６
に接続されるゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）２１８を含む。図示する
ように、オペレータ２１０は、さらに、従来のゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（Ｇ
ＧＳＮ）２１８、プロキシ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）２２０、サービング呼
セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）２２２、及びアプリケーションサーバ（ＡＳ）２２
４を備えてもよい。
【００１８】
　同様に、オペレータ２１２は、３ＧＰＰネットワーク又はＷｉＭＡＸネットワークなど
の、ＲＡＮ２２８を備えてもよい。ＲＡＮ２２８は、ＳＳＧＮ２３０と接続され、かつそ
れを通じてＧＧＳＮ２３２と接続されてもよい。図示するように、オペレータ２１２は、
また、従来のＰ－ＣＳＣＦ２３４、Ｓ－ＣＳＣＦ２３６及びＡＳ２３８を備えてもよい。
また、オペレータ２１２は、ホーム加入者サーバ２４０及び問い合わせ呼セッション制御
機能（Ｉ－ＣＳＣＦ）２４２を備えてもよい。
【００１９】
　図２に図示するように、発信側装置２０２において発呼がなされた場合、制御信号は、
ＲＡＮ２１４、ＳＧＳＮ２１６、ＧＧＳＮ２１８、Ｐ－ＣＳＣＦ２２０、Ｓ－ＣＳＣＦ２
２２、Ｉ－ＣＳＣＦ２４２、Ｓ－ＣＳＣＦ２３６、Ｐ－ＣＳＣＦ２３４、ＧＧＳＮ２３２
、ＳＧＳＮ２３０及びＲＡＮ２２８を通じた接続によって、発信側装置２０２からＵＥ２
０４に至る信号経路をたどってもよい。また、図２に示すように、動画及びその他のメデ
ィアを発信側装置２０２とＵＥ２０４との間で送信するためのメディア経路２２４は、Ｒ
ＡＮ２１４、ＳＧＳＮ２１６、ＧＧＳＮ１２８、ＧＧＳＮ２３２、ＳＧＳＮ２３０及びＲ
ＡＮ２２８によって構成されてもよい。
【００２０】
　いくつかの実施例において、表示装置２０６は、動画及び制御信号を伝送可能なＷＬＡ
Ｎ、ＷＰＡＮ又はその他の無線ネットワークの中で、リンク２０８によってＵＥ２０４と
接続されてもよい。表示装置２０６の電源が投入された場合、発信側装置２０２からＵＥ
２０４に伝送される動画コンテンツは、示すように、表示装置２０６で表示するために転
送されてもよい。各種実施例と整合して、ＵＥ２０４は、発信側装置２０２とＵＥ２０４
との間の動画通信セッションの際のメディア適応化、トランスポートシグナリング、機能
ネゴシエーション、バッファ管理、ＱｏＥ測定及び／又は通知を向上するために、動画適
応モジュール１１４（図１参照）といったような、動画適応モジュールを備えてもよい。
【００２１】
　図３は、追加の実施例に適合する、動画情報源３０２とＵＥ３０４との間の動画ストリ
ーミングのためのシステム３００を図示する。動画情報源は、ＵＥ３０４がオンデマンド
でアクセス可能な、パケット交換ストリーミングサービスを提供するサーバであってもよ
い。動画情報源３０２は、ＵＥ３０４の近傍のユーザに対して出力され得る、動画コンテ
ンツを含むマルチメディアコンテンツを提供してもよく、及び／又はいくつかの実施例に
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おいて、ローカルＰ２Ｐ接続であり得るリンク３０８によって表示装置３０６に伝送され
得る動画コンテンツを含むマルチメディアコンテンツを提供してもよい。図示される実施
例において、動画情報源３０２は、インターネットの一部分を形成してもよい公衆ネット
ワーク３１０に結合される。公衆ネットワーク３１０は、ＩＰネットワーク３１２と結合
され、同様に、ＩＰネットワーク３１２は、ＵＥ３０４に無線接続される無線ネットワー
ク３１４に接続される。いくつかの実施例において、ＩＰネットワーク３１２及び無線ネ
ットワーク３１４は、３ＧＰＰネットワークとして構成されてもよい。ユーザが動画スト
リーミングセッションを起動すると、マルチメディアコンテンツは、公衆ネットワーク３
１０、ＩＰネットワーク３１２のコアネットワーク３１８、アクセスネットワーク３２０
及び無線ネットワーク３１４の基地局３２２を通じた経路によって、動画情報源３０２か
らＵＥ３０４に提供される。各種実施例において、パケット動画は、リアルタイムストリ
ーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）に基づく、オンデマンドのパケット交換ストリーミング
として提供されてもよく、或いはプログレッシブダウンロード及びｄｙｎａｍｉｃ　ａｄ
ａｐｔｉｖｅ　ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏｖｅｒ　ＨＴＴＰ　（ＤＡＳＨ）を含む、ハイパ
ーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）に基づくストリーミングとして提供されてもよい
。
【００２２】
　いくつかの実施例において、表示装置３０６は、リンク３０８により動画及び制御信号
などの信号を伝送可能なＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、又はその他の無線ネットワーク（ネットワ
ーク３１６として示される）において、ＵＥ３０４と接続されてもよい。表示装置３０６
が備え付けられる場合、動画情報源３０２からＵＥ３０４に伝送される動画コンテンツは
、示されるように、表示装置３０６で表示するために転送されてもよい。図２の実施例の
場合と同様に、ＵＥ３０４は、また、動画情報源３０２とＵＥ３０４との間の動画ストリ
ーミングセッションの際のメディア適応化、トランスポートシグナリング、機能ネゴシエ
ーション、バッファ管理、ＱｏＥ測定及び／又は通知を向上するために、動画適応モジュ
ール１１４（図１参照）といったような、動画適応モジュールを備えてもよい。
【００２３】
　図２を再度参照して、各種実施例において、オペレータネットワーク２１０と２１２は
、それぞれ、ＩＰマルチメディアサブシステム用のマルチメディア電話サービス（ＭＴＳ
Ｉ）として動作してもよい。ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）は、ＩＰベース
の電話方式及びマルチメディアサービスを実行するためのアーキテクチャである。ＭＴＳ
Ｉアーキテクチャの一般的な仕様は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２６．１１４　Ｖ１１．１．０　
（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；　Ｔｅｃ
ｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；　ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ　
（ＩＭＳ）；　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅｙｈ；　Ｍｅｄｉａ　ｈａｎ
ｄｌｉｎｇ　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ；　Ｒｅｌｅａｓｅ　１１、　Ｓｅｐｔｅ
ｍｂｅｒ　２０１１）（以下、「ＴＳ　２６．１１４」）という文書において規定されて
いる。ＰＳＳアーキテクチャの一般的な仕様は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２６．２３４　Ｖ１０
．２．０　（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ
　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｅｎｄ－ｔｏ－
ｅｎｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ　（Ｐ
ＳＳ）；　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ａｎｄ　ｃｏｄｅｃｓ；　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０，　Ｓ
ｅｐｔｅｍｂｅｒ　２０１１）（以下、「ＴＳ　２６．２３４」）という文書において規
定されている。プログレッシブダウンロード及びＤＡＳＨプロトコルの一般的な仕様は、
３ＧＰＰ　ＴＳ　２６．２４７　Ｖ１０．０．０（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；　Ｔｒ
ａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｓｔｒ
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ｅａｍｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ　（ＰＳＳ）；　Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｄｏｗｎｌｏ
ａｄ　ａｎｄ　ｄｙｎａｍｉｃ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｏｖｅｒ　Ｈ
ＴＴＰ　（３ＧＰ－ＤＡＳＨ）；　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０，　Ｊｕｎｅ　２０１１）（以
下、「ＴＳ　２６．２４７」）という文書において規定されている。
【００２４】
　特に、３ＧＰＰ標準規格において規定されるＭＴＳＩ及びＰＳＳ技術は、図２及び図３
においてそれぞれ図示されるＵＥ２０４及び３０４に対する複数のリンクといったように
、ＵＥが周辺表示装置に対してローカル接続、及び場合によっては異種接続されるネット
ワークによる対話型及びストリーミングサービスのための高い動画品質を提供するための
、まだ規定されていない機能を必要とする。ＵＥと関連する無線リンク、接続又は接続性
についてここで用いられる「異種（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ）」という用語は、所定
のＵＥが当該所定のＵＥへのデータ及び当該所定のＵＥからのデータを複数の無線リンク
によってやり取りする状況に関連する。ここで、第１の無線リンクは、第２の無線リンク
とは異なる技術又は規格を使用し、かつ／又は第１の無線リンクは、第２の無線リンクの
無線ネットワークと比較して、異なる無線ネットワークの一部分として動作する。他に断
りのない限り、本実施例に関してここに記載されるローカルリンクは、異種リンクであっ
てもよい。
【００２５】
　テレビ会議及びインターネット電話の通話等の対話型マルチメディアセッションを設定
、変更及び／又は終了するために、いくつかの実施例において、アプリケーションレイヤ
の制御プロトコルとしてのセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）の一部分としてのローカ
ルのＵＥの接続性情報を用いて、対話型動画アプリケーションの品質を高めてもよい。
【００２６】
　図４は、ローカル無線リンクを使用して、動画コンテンツがＵＥに対して配信及び動画
コンテンツがＵＥから配信される対話型動画サービスにおいて行われ得る、ＭＴＳＩシス
テムにおけるＵＥの動作の一実施例を図示する。図２の例に従い、第１のＭＴＳＩ　ＵＥ
は、発信側装置２０２に対応してもよく、かつ図２のＵＥ２０４に対応し得る第２のＭＴ
ＳＩ　ＵＥに対する信号の送信装置としての役割を果たす。図４に図示するシナリオにお
いて、ローカル接続情報を含むＵＥ２０４の接続性情報は、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）の一部分として用いられる。ＳＩＰは、ＩＥＴＦによって定義された、ＩＰによ
る音声通信及び動画通信を含む通信セッションを制御するために広く用いられるシグナリ
ングプロトコルである。具体的には、図４は、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）によ
るＭＴＳＩサービスのための機能ネゴシエーションの際の、ＵＥ２０４による情報のやり
とりの例示的な処理を図示する。ストリーミングメディア初期化パラメータを記述するた
めに、一般的なＳＤＰフォーマットは、ＩＥＴＦにより策定された。ＳＤＰは、セッショ
ンアナウンスメント（ｓｅｓｓｉｏｎ　ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ）、セッションインビ
テーション（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ）、パラメータネゴシエーション（
ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ）を目的とするマルチメディア通信セッシ
ョンを記述するために用いられてもよい。ＳＤＰは、メディアそのものは配信しないが、
エンドポイント間でのメディアの種類、フォーマット及び全ての関連する特性についての
ネゴシエーションに使用される。特性及びパラメータのセットは、セッションプロファイ
ル（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｐｒｏｆｉｌｅ）と呼ばれることが多い。ＳＤＰは、新しいメディ
アの種類及びフォーマットに対応するために拡張可能に設計されている。
【００２７】
　図４に図示するように、発呼者２０２は、ＩＰベースの通信を開始してもよく、これに
より、ＳＩＰメッセージ４０２がＵＥ２０４に送信される。当該ＳＩＰメッセージは、Ｕ
Ｅ２０４により受信されるＳＤＰオファー（ＳＤＰ　ｏｆｆｅｒ）を含む。ＳＩＰメッセ
ージ４０２は、トリガーメッセージとしての役割を果たし、これにより、ＵＥ２０４は１
つ以上の動作を実行してもよい。図２の例において、ＵＥ２０４は、それ（ＵＥ２０４）
がローカルリンクにより表示装置２０６に接続されていることを判定してもよい。ここで
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、表示装置２０６は、ＵＥ２０４が、発呼者２０２からの通信中に受信した動画等のメデ
ィアコンテンツを転送することを要望する表示装置２０６である。例えば、発呼者２０２
からの通信中において動画通信を最適に管理するために、ＵＥ２０４は、ＳＩＰメッセー
ジ４０２の受信により、表示装置２０６を含めてＵＥ２０４がローカルに結合されている
いかなる端末（装置）との情報交換を開始してもよい。このことは、図４－１２に関連し
て以下に開示する各種タスクを実行する動画適応モジュール１１４の支援によって行われ
てもよい。
【００２８】
　トリガーメッセージを受信した後、ＵＥ２０４は、初期段階として、ローカルリンクに
よってＵＥ２０４と結合した表示装置に送信されるＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥ
Ｒメッセージ、装置の機能の情報を要求するメッセージ又はその他のメッセージであり得
る取得メッセージを送信してもよい。いくつかの実施例において、ＵＥ２０４などのＵＥ
は、例えばＲＴＳＰシグナリングを用いて、ローカルＰ２Ｐ接続の接続特性などの情報を
収集してもよい。図４に示す具体例において、ＵＥ２０４は、表示装置２０６に対するＲ
ＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ４０４の送信を開始する。表示装置２０
６に対するＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ４０４は、表示装置２０６
の装置機能についての情報に対する要求を含んでもよい。
【００２９】
　ＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ４０４の受信後、表示装置２０６は
、ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージ４０６をＵＥ２０４に返してもよい。ＲＴＳＰ　２
００＿ＯＫメッセージ４０６は、表示装置２０６の装置機能に関する情報を含んでもよい
。例えば、表示装置２０６がテレビ装置である場合において、ＲＴＳＰ　２００＿ＯＫメ
ッセージ４０６は、例えば、画面サイズ、解像度、ビット深度等のテレビ画面機能につい
ての情報を含んでもよい。また、表示装置からの装置機能情報は、限定はしないが、プリ
コーダのバッファサイズ（ｐｒｅ－ｃｏｄｅｒ　ｂｕｆｆｅｒ　ｓｉｚｅ）、初期バッフ
ァ期間（ｉｎｉｔｉａｌ　ｂｕｆｆｅｒｉｎｇ　ｐｅｒｉｏｄ）、復号器の機能、ディス
プレイの特性（画面サイズ、解像度、ビット深度等）、ストリーミング方法（ＲＴＳＰ、
ＨＴＴＰ等）、適応化対応情報、体感品質（ＱｏＥ）対応情報、拡張リアルタイムトラン
スポートコントロールプロトコル（ＲＴＣＰ）通知対応、急速コンテンツ切り替え（ｆａ
ｓｔ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）対応、対応するリアルタイムトランスファ
ープロトコル（ＲＴＰ）プロファイルの情報及びセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）属
性を含んでもよい。
【００３０】
　ＲＴＳＰ　２００＿ＯＫメッセージ４０６を表示装置２０６から受信すると、ＵＥ２０
４は、ＳＩＰ　ＯＫメッセージ４０８を発信側装置２０２に返してもよい。ＳＩＰ　ＯＫ
　２００メッセージ４０６は、発信側装置２０２とＵＥ２０４との間の通信に用いられる
特性及びパラメータのセット（セッションプロファイル）に関する情報を含むＳＤＰネゴ
シエーションデータを含んでもよい。従って、本実施例に整合して、ＳＤＰネゴシエーシ
ョンデータは、表示装置２０６の装置機能に関する情報を含んでもよい。このようにして
、発信側装置２０２及び通信に対応するオペレータ（２１０、２１２）は、発信側装置２
０２から動画コンテンツを受信することができ、かつＵＥ２０４に接続される装置であっ
て、発信側装置２０２と直接には接続されない装置（表示装置２０６）の機能について通
知されてもよい。
【００３１】
　発信側装置２０２は、ＳＩＰ　ＯＫメッセージ４０８を受信すると、ＳＩＰ　ＡＣＫメ
ッセージ４１０をＵＥ２０４に返してもよい。ＳＩＰ　ＡＣＫメッセージ４１０は、発信
側装置２０２及び／又はオペレータ２１０、２１２が表示装置２０６の機能の通知を受け
たことを、ＵＥ２０４に示してもよい。動画コンテンツを表示及び／又は生成する各種装
置（２０２、２０４、２０６）の間での動画コンテンツのやり取りを最適化するために、
ＳＩＰ　ＡＣＫメッセージ４１０は、ＳＩＰ　ＯＫメッセージ４０８の中で受信した情報
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に基づいて変更された、調整された通信パラメータを含んでもよい。
【００３２】
　本実施例に整合して、ＭＴＳＩのＳＩＰ／ＳＤＰベースのセッション管理の一部分とし
て、コーデック、コンテナフォーマット、復号器の機能、ＱｏＳパラメータ（例えば、保
証されるビットレート）、表示装置の機能（例えば、画面サイズ、解像度等）及びＵＥと
当該ＵＥの近傍に位置するディスプレイとの間のリンクの特性を考慮したトランスポート
プロトコルといった要素に関する追加の情報を、ＵＥ２０４に接続される装置の間でやり
取りしてもよい。そのようなローカル接続は、ローカルＰ２Ｐ接続であってもよく（図４
のリンク２０８を参照する）、またチャネル品質、容量、スループット等の接続特性を含
んでもよい。
【００３３】
　各種実施例において、ローカルＰ２Ｐ接続の接続特性といった情報を収集することに加
えて、ＵＥ２０４等のＵＥは、さらに、ＩＰ電話の通信中などといった、動画ストリーミ
ングセッションにおける通信を管理してもよい。いくつかの実施例において、ＵＥは、動
画ストリーミングセッションの各種側面を管理するために、動画適応モジュール１１４を
使用してもよい。例えば、ＵＥは、動画ストリーミングセッションの際に、新しいＲＴＳ
Ｐ／ＳＤＰセッションパラメータを導出することを含めて、セッションパラメータを変更
することができる。いくつかの実施例において、ＵＥは、ローカルＰ２Ｐ接続又は複数の
接続のセットに対して、トラフィックの優先順位付け、リソースの割り当て及び帯域幅／
ＱｏＳの最適化を含む追加のタスクを実行してもよい。再度図２を参照して、追加のタス
クは、いくつかの実施例において３ＧＰＰネットワークを含み得るオペレータ２１０、２
１２のネットワーク等の、オペレータのネットワークにおけるセッションレベルのシグナ
リングからのマルチメディア情報を考慮して設定又は変更されてもよい。ローカルＰ２Ｐ
接続において実行される追加のタスクの変更又は設定のために使用されるマルチメディア
情報は、例えば、コーデック情報、品質要求事項及びレート歪特性（ｒａｔｅ－ｄｉｓｔ
ｏｒｔｉｏｎ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ）を含んでもよい。
【００３４】
　また、図４は、発信側装置２０２からＵＥ２０４に返されたＳＩＰ　ＡＣＫメッセージ
４１０の中で受信する更新情報に基づきローカルＰ２Ｐタスクを変更してもよい実施例を
図示する。ＳＩＰ　ＡＣＫメッセージ４１０の受信の後、ＵＥは、表示装置２０６に対す
るローカル接続により転送されるＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ４１
２を生成してもよい。応答において、表示装置は、ＵＥ２０４と表示装置２０６との間の
通信において使用される新しいセッションパラメータを含む、ＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッ
セージ４１４をＵＥ２０４に送信してもよい。これに応答して、ＵＥは、確認メッセージ
であるＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージ４１６を表示装置２０６に送信してもよい。そ
の後、ＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージ４１４の中の新しいセッションパラメータに従っ
て、ＵＥ２０４と表示装置２０６との間の通信は調整されてもよい。
【００３５】
　追加の実施例において、ＵＥは、ローカルＰ２Ｐ接続を含むローカル接続による通信を
、ネットワークオペレータにより指定される追加の要件に従って調整してもよい。例えば
、発信者２０２からの通信セッションにおいて、リンク２０８による通信を、オペレータ
により規定されたＯｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　（ＯＭＡ）　ｄｅｖｉｃ
ｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（ＤＭ）　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｂｊｅｃｔｓ　（ＭＯ
）に基づいて、調整することができる。当該Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ
　（ＯＭＡ）　ｄｅｖｉｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（ＤＭ）　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　ｏｂｊｅｃｔｓ　（ＭＯ）は、動画通信セッションの際に、ローカル接続により動作す
るＵＥのＳＩＰ／ＳＤＰセッション管理に対して、特定の要件のセットを課すことがある
。
【００３６】
　対話型マルチメディアセッションの設定、変更、及び／又は終了に加えて、追加の実施
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例では、メディア適応化、バッファ管理、及び／又はＱｏＥ通知の一部分として、ＵＥの
ローカルの接続性情報を用いてもよい。
【００３７】
　例えば、図２を参照すると、ＵＥ２０４の動画適応モジュール１１４は、オペレータ２
１０、２１２、及び／又は発信側装置２０２に、ローカル接続情報を提供してもよく、そ
して、ビットレート、パケットレート及び／又は誤り耐性の適応化を含むメディア適応化
機能が、リンク２０８の特性及び表示装置２０６の装置機能を考慮した上で実行されるよ
うにしてもよい。いくつかの実施例において、リアルタイムコントロールプトロコル（Ｒ
ＴＣＰ）受信機レポート及び／又はＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｍｅｄｉａ　
Ｓｔｒｅａｍ　Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ　（ＴＭＭＢＲ）メッセージ
は、表示装置２０６によって生成され、ＵＥ２０４によってオペレータ２１０、２１２及
び／又は発信側装置２０２に提供されてもよい。ＲＴＣＰは、ＲＴＰフローについての、
アウトオブバンド統計（ｏｕｔ－ｏｆ－ｂａｎｄ　ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）及び制御情報
を提供する。ＲＴＣＰ受信機レポートは、送信者にサービス品質を通知するために用いる
レポートである。ＲＴＣＰ受信機レポートは、送信者にサービス品質を通知するために用
いるレポートである。従って、いくつかの実施例において、情報源（発信側装置２０２）
における動画適応化に影響を与えて、確実な端末相互間の動画配信及び高いＱｏＥを確保
するために、ＲＴＣＰ及び／又はＴＭＭＢＲ情報を用いることができる。
【００３８】
　その他の各種実施例において、ＵＥ２０４等のＵＥは、当該ＵＥの受信するストリーミ
ング動画セッションを処理しているネットワークからのＱｏＳトリガーメッセージを受信
してもよい。ＱｏＥトリガーメッセージは、ＳＩＰ／ＳＤＰシグナリング又はＯＭＡ　Ｄ
Ｍ　ＭＯメッセージを通して伝えられてもよく、そして、動画ストリーミングセッション
中に、ＵＥに対してＱｏＥメトリック（ＱｏＥ　ｍｅｔｒｉｃ）測定及び通知を要求する
ことができる。これに応答して、ＵＥは、受信品質といった要因に関するＱｏＥレポート
を生成してもよい。ＱｏＥレポートは、ＵＥが１つ以上のローカル接続から収集したＱｏ
Ｅ情報に基づくものであってもよい。いくつかの実施例において、ＵＥ２０４は、リンク
２０８による伝送の信頼性及びリンク２０８によりＵＥ２０４に結合される機器において
行われるメディアバッファリング、復号化及びその他のメディア処理などといった、その
他の要因から成るＱｏＥレポートを返してもよい。一つの実施例において、結合される機
器は、インテル（登録商標）ワイヤレス・ディスプレイ（ＷｉＤｉ）用のアダプタといっ
たような、ノートスクリーンなどのＵＥ装置とテレビ型ディスプレイとの間での動画コン
テンツの転送を容易にする無線アダプタ（図２には明示的には示さない）を備えてもよい
。
【００３９】
　３ＧＰＰネットワークにおける動画通信の各種実施例において、ＵＥ２０４の返すＱｏ
Ｅメトリックは、ＴＳ２６．１１４のセクション１６．２に規定されるような１つ以上の
メトリックを含んでもよい。これらのメトリックは、破損期間、ＲＴＰパケットの連続的
な損失、フレームレート、ジッタ期間、同期外れ期間、ラウンドトリップタイム、平均コ
ーデックビットレート、及びコーデック情報を含む。
【００４０】
　図５は、ローカルＰ２Ｐ接続（リンク２０８）による通信の同期に基づく、ＭＴＳＩク
ライアント（ＵＥ２０４）によって実行されるＱｏＥ通知機構の実施例を図示する。図５
に図示されるシナリオにおいて、ＯＭＡ　ＤＭ設定サーバ５０２等のサーバは、ＱｏＥ通
知を開始するためにＱｏＥトリガーメッセージ５０４を、ＯＭＡ　ＤＭ　ＭＯを通して送
信する。ＱｏＥトリガーメッセージ５０４は、ＵＥ２０４により受信され、これに応答し
て、ＵＥ２０４はＱｏＥリクエストメッセージ５０６を表示装置２０６に送信する。次に
、表示装置２０６は、ＱｏＥ情報返送メッセージ５０８の中でＱｏＥ情報を伝送し、それ
はＵＥ２０４によって受信される。その後、ＵＥ２０４は、ＱｏＥメトリックを導出する
ために、ＱｏＥ情報返送メッセージの中のＱｏＥ情報を使用する。いくつかの実施例にお
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いて、動画適応モジュール１１４は、破損期間、ＲＴＰパケットの連続的な損失、フレー
ムレート、ジッタ期間、同期外れ期間、ラウンドトリップタイム、平均コーデックビット
レート及びコーデック情報の１つ以上を含むメトリックを計算してもよい。
【００４１】
　ＱｏＥメトリックを導出した後、ＵＥ２０４は、導出したメトリックに基づきＱｏＥレ
ポートを送信してもよく、それは、インターネット電話通信等の、現時点における動画ス
トリーミングセッションを提供するネットワークのＱｏＥ通知サーバによって受信されて
もよい。
【００４２】
　その他の各種実施例において、ＲＴＳＰがアプリケーションレイヤのプロトコルとして
使用される場合、ローカル接続によって複数の表示装置に接続されるＵＥの接続情報を、
ストリーミングマルチメディアセッションを設定、変更及び／又は終了するために使用し
てもよい。
【００４３】
　ＲＴＳＰセッションを設定するためのいくつかの実施例において、ＳＤＰを通してのＰ
ＳＳサービスのためのＰＳＳサーバとの機能ネゴシエーションの際に、周辺機器にローカ
ル接続によってローカルに接続されているＰＳＳクライアント（ＵＥ）は、Ｐ２Ｐ接続等
のローカル接続によりＵＥの結合されているローカル機器の装置機能に関する情報をやり
取りしてもよい。そのような情報は、例えば、ローカル表示装置がテレビを含む場合、テ
レビ画面機能を含んでもよい。ＵＥからの装置機能シグナリングの際に対象となるその他
の表示装置属性は、以下のパラメータを含んでもよい：プリコーダのバッファサイズ、初
期バッファ期間、復号器の機能、ディスプレイの特性（画面サイズ、解像度、ビット深度
等）、ストリーミング方式（ＲＴＳＰ、ＨＴＴＰ等）、適応化対応、ＱｏＥ対応、拡張Ｒ
ＴＣＰ通知対応、急速コンテンツ切り替え対応、及び対応するＲＴＰプロファイルとＳＤ
Ｐ属性。
【００４４】
　追加の実施例において、ＰＳＳに対してのＲＴＳＰ／ＳＤＰベースのセッション管理の
一部分として、ＵＥとＰＳＳサーバとの間で追加の情報をやり取りしてもよい。そのよう
なやり取りされる情報は、例えば、コーデック、コンテナフォーマット、復号器の機能、
ＱｏＳパラメータ（例えば、保証されるビットレート）及びトランスポートプロトコルに
ついての情報を含んでもよい。ここで、当該やり取りされる情報は、ローカルＰ２Ｐ接続
の特性（例えば、チャネル品質、容量、スループット等）及び例えば画面サイズ、解像度
、ビット深度等のローカルＰ２Ｐ接続によりＵＥに接続される機器に対応する機能から成
る。いくつかの実施例において、ＵＥは、そのような情報をＲＴＳＰシグナリングを用い
てローカルＰ２Ｐ接続から収集してもよく、また、この情報をＰＳＳサーバに提供しても
よい。ＵＥは、さらに、ストリーミングマルチメディアセッションを管理し、セッション
パラメータを変更し（例えば、新しいＲＴＳＰ／ＳＤＰセッションパラメータを導出する
）、そしてローカルＰ２Ｐ接続に影響を与える追加のタスクを実行してもよい。そのよう
な追加のタスクは、３ＧＰＰネットワーク等の、ＰＳＳサーバをＰＳＳクライアントに接
続するネットワークにおけるセッションレベルのシグナリングから収集されるマルチメデ
ィア情報に基づく、ローカルＰ２Ｐ接続に対するトラフィックの優先順位付け、リソース
の割り当て及び／又は帯域幅／サービス品質（ＱｏＳ）の最適化を含んでもよい。そのよ
うなマルチメディア情報の例は、コーデック情報、品質要求事項及びレート歪特性を含む
。
【００４５】
　図６は、ローカルＰ２Ｐ接続において、ＲＴＳＰベースのストリーミングプロトコル対
応が生じるＲＴＳＰ／ＳＤＰベースのセッション管理の実施例を図示する。図示する通り
、ＵＥ（ＰＳＳクライアント）３０４は、ＲＴＳＰ　ＤＥＳＣＲＩＢＥメッセージ６０２
をネットワークを通してＰＳＳサーバ３０２に送信することにより、ＲＴＳＰセッション
を開始することができる。ＤＥＳＣＲＩＢＥメッセージ６０２は、ＲＴＳＰ　ＵＲＬ及び
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処理可能なリプレイデータの種類を含んでもよい。応答において、ＰＳＳサーバ３０２は
、ＵＥ３０４に一つ以上の動作を実行させるトリガーメッセージとしての役割を果たすＳ
ＤＰ情報を含むＲＴＳＰ　ＯＫ　２００メッセージ６０４を送信してもよい。ＲＴＳＰ　
ＯＫ　２００メッセージ６０４を受信すると、ＵＥ３０４は、ＲＴＳＰ＿ＧＥＴ　ＰＡＲ
ＡＭＥＴＥＲメッセージ６０６を表示装置３０６に送信してもよい。応答において、表示
装置３０６は、当該表示装置３０６の機能情報を含むＲＴＳＰ　ＯＫ　２００メッセージ
６０８を送信してもよい。これにより、ＵＥ３０４は、ＳＤＰオファーメッセージ６１０
を伴うＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰをＰＳＳサーバ３０２に送信してもよい。その後、ＰＳＳサ
ーバ３０２は、ＰＳＳセッションにおいて使用されるＳＤＰ情報を含むＲＴＳＰ　２００
　ＯＫメッセージ６１２を送信してもよい。このＳＤＰ情報は、少なくとも部分的に、表
示装置３０６により提供される機能情報に基づくものであってもよい。各種実施例におい
て、ＵＥがＰＳＳサーバからＳＤＰ情報を受信する場合、ＰＳＳセッションは、受信した
ＳＤＰ情報に従って管理されてもよい。
【００４６】
　いくつかの実施例において、さらに図６に図示するように、その後、ＵＥは、ＲＴＳＰ
　ＳＥＴ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ６１４を表示装置３０６に転送してもよい。Ｒ
ＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ６１４は、ＲＴＳＰ　ＯＫメッセージ６
１２の中で受信したＳＤＰ情報に基づくものであってもよい。ＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲ
ＡＭＥＴＥＲメッセージ６１４を受信した後、続いて、表示装置３０６は、新たに提示さ
れるセッションパラメータをＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージ６１６を通してＵＥに提供
してもよい。ＵＥ３０４は、ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージ６１８を通して、表示装
置３０６に返信を送信してもよく、その後、当該新たに提示されるセッションパラメータ
が通信に対して適用される。
【００４７】
　追加の実施例において、ＵＥは、ローカルＰ２Ｐ接続を含むローカル接続による通信を
、ネットワークオペレータにより指定される追加の要件に従って調整してもよい。例えば
、ストリーミングセッション中に、リンク３０８による通信は、オペレータにより規定さ
れたＯｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　（ＯＭＡ）　ｄｅｖｉｃｅ　ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　（ＤＭ）　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｂｊｅｃｔｓに基づいて、調整する
ことができる。当該Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　（ＯＭＡ）　ｄｅｖｉ
ｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（ＤＭ）　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｂｊｅｃｔｓは、マ
ルチメディアストリーミングセッションの際に、ローカル接続により動作するＵＥのＲＴ
ＳＰ／ＳＤＰセッション管理に対して、特定の要件のセットを課すことがある。
【００４８】
　追加の各種実施例において、マルチメディアストリーミングセッション中に、所定のＵ
Ｅに関連するローカル接続性情報を、メディア適応化、バッファ管理及び／又はＱｏＥ通
知機構の一部分として使用してもよい。具体的には、いくつかの実施例において、ＵＥに
対するローカルＰ２Ｐ接続の特性及び当該ローカルＰ２Ｐ接続を通してＵＥに対して結合
される表示装置に対応する装置機能を考慮することで、ビットレート適応化を含むメディ
ア適応化機能を実行してもよい。従って、情報源（ＰＳＳサーバ）における動画適応化に
影響を与えて、確実な端末相互間の動画配信及び高いＱｏＥを確保するために、受信機（
ＵＥ）からのＲＴＣＰ受信機レポート又はＲＴＳＰメッセージ（例えば、ＲＴＳＰ　ＳＥ
ＴＵＰ又はＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ）を生成してもよい。
【００４９】
　別の実施例において、ＱｏＥメトリック測定及び通知は、ＲＴＳＰ／ＳＤＰシグナリン
グを通して開始されてもよい。例えば、図６を再度参照して、ＱｏＥメトリック通知規則
は、概してメッセージ６１０及び６１２において図示されるＳＤＰネゴシエーション処理
の一部分として伝えられてもよい。追加の実施例において、一般的に図５のメッセージ５
０４、５０６において説明されるように、ＱｏＥ測定及び通知は、ＰＳＳ　ＵＥに送信さ
れるＯＭＡ　ＭＤ　ＭＯメッセージによって開始されてもよい。
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【００５０】
　ＱｏＥメトリック測定及び通知を開始すると、ＵＥは、受信品質を示すＱｏＥレポート
を生成することができる。具体的には、ＱｏＥレポートは、その表示装置に対するローカ
ル接続からＰＳＳ　ＵＥが収集したＱｏＥ情報に基づいてもよく、また、ローカルＰ２Ｐ
接続による通信の信頼性及びＰ２Ｐリンク（例えば、ＷｉＤｉアプリケーションの場合に
おけるＷｉＤｉアダプタ）によりＵＥに接続される機器に関連するメディアバッファリン
グ、復号化及びその他のメディア処理といった要因を考慮するものであってもよい。各種
実施例において、ＲＴＳＰベースのストリーミングに対するＱｏＥメトリックは、３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　２６．２３４，　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０において規定されるように、破損期間
、ＲＴＰパケットの連続的な損失、フレームレートの偏差、ジッタ期間、コンテンツ切り
替えの時間、初期バッファリング期間、再バッファリング期間、平均コーデックビットレ
ート、コーデック情報及びバッファ状態のうちの一つ以上を含んでもよい。
【００５１】
　各種実施例において、ＵＥに対するローカル接続の情報は、メディアプレゼンテーショ
ン記述（ＭＰＤ）メタデータファイルと共に、ｄｙｎａｍｉｃ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ＨＴ
ＴＰ　ｓｔｒｅａｍｉｎｇ（又は「ＤＡＳＨ」）ベースのマルチメディアセッションを管
理するために用いることができる。ＭＰＤは、ＨＴＴＰサーバからメディアセグメントの
ダウンロードによるメディアコンテンツの適応的ストリーミングのための、ＤＡＳＨクラ
イアントに対する十分な情報を提供する。ＤＡＳＨにおいて、セッション起動遅延を低減
するために、ＭＰＤを分解して部分的に配信することができる。また、ストリーミングセ
ッションにおいて、ＭＰＤを更新することができる。いくつかの実施例において、ＨＴＴ
Ｐサーバからどのマルチメディア表現を要求するなどといった、（異なるビットレート、
フレームレート、解像度、コーデック形式等を含む、サーバに記憶されるメディアコンテ
ンツの構造及び異なるバージョンを記述する、ＤＡＳＨセッションの開始時に取得したＭ
ＰＤに基づく）ＤＡＳＨクライアント（ＵＥ）でのストリーミングの決定の一部分として
、追加の情報はＤＡＳＨクライアントに利用されてもよい。この追加の情報は、例えば、
ローカルＰ２Ｐ接続の特性、チャネル品質、容量、スループット等の要因及びローカルＰ
２Ｐ接続によりＵＥに結合された装置に対応する機能より成る、コーデック、コンテナフ
ォーマット、復号器機能、ＱｏＳパラメータ（例えば、保証されるビットレート）及び／
又はトランスポートプロトコルに関する情報を含んでもよい。
【００５２】
　ＵＥは、さらに、ストリーミングマルチメディアセッションを管理し、セッションパラ
メータを変更し（例えば、新しいＲＴＳＰ／ＳＤＰセッションパラメータを導出する）、
そしてローカルＰ２Ｐ接続に影響する追加のタスクを実行してもよい。そのような追加の
タスクは、３ＧＰＰネットワーク等の、ＨＴＴＰサーバをＤＡＳＨクライアントに接続す
るネットワークにおけるセッションレベルのシグナリングから収集されるマルチメディア
情報に基づく、ローカルＰ２Ｐ接続に対するトラフィックの優先順位付け、リソースの割
り当て及び／又は帯域幅／サービス品質（ＱｏＳ）の最適化を含んでもよい。ＭＰＤに基
づく場合のある、そのようなマルチメディア情報の例は、コーデック情報、品質要求事項
及びレート歪特性を含む。
【００５３】
　追加の実施例と整合して、図７は、ＵＥ３０４とストリーミング動画の情報源としての
役割を果たすＨＴＴＰサーバ７０２との間でのマルチメディアストリーミングのためのシ
ステム７００を図示する。システム７００は、先に説明したシステム３００と同様に構成
されてもよく、ここでＨＴＴＰサーバ７０２はＰＳＳサーバ３０２の代わりにストリーミ
ングコンテンツを提供する。
【００５４】
　図８は、（ＷｉＤｉアダプタを使用する実施例におけるような）ローカルＰ２Ｐ接続に
おいて、ＲＴＳＰベースのストリーミングプロトコル対応が生じるＤＡＳＨベースのセッ
ション管理シグナリングの例を図示する。図８において、ＵＥ３０４はＤＡＳＨクライア
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ントとしての役割を果たす。ユーザがストリームセッションの開始を希望する場合、ＨＴ
ＴＰサーバ７０２にＨＴＴＰ　ＧＥＴ　ＭＰＤメッセージ８０２を送信するためにＵＥ３
０４が使用される。ＨＴＴＰサーバ７０２は、ＭＰＤ情報と共に、ＨＴＴＰ　２００　Ｏ
Ｋメッセージ８０４をＵＥ３０４に返してもよい。ここで、ＨＴＴＰ　２００　ＯＫメッ
セージ８０４は、ＵＥに１つ以上の動作を実行させるためのトリガーメッセージとしての
役割を果たす。その後、例えば、ＵＥ３０４は、表示装置から装置機能のデータを得るた
めに、ＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージ８０６を表示装置３０６に送信
してもよい。応答において、表示装置３０６は、表示装置３０６の機能情報を含むＲＴＳ
Ｐ　２００　ＯＫメッセージ８０８をＵＥ３０４に送信してもよい。
【００５５】
　追加の通信において、ＵＥ装置３０４は、現時点のＨＴＴＰメディアストリーミングセ
ッションに対するセッション変更を含むＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセー
ジ８１２を表示装置に送信してもよい。応答において、表示装置３０６は、新規セッショ
ンパラメータを含むＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージ８１４を送信してもよい。その後、
ＵＥは、ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージ８１４をＵＥ３０４に送信してもよい。
【００５６】
　その他の実施例において、ＨＴＴＰストリーミングセッションの際に、ローカルＵＥ接
続に関する情報を、メディア適応化、バッファ管理及びＱｏＥ通知の一部分として使用し
てもよい。具体的な実施例において、ビットレート適応化を含むＤＡＳＨクライアントに
おけるメディア適応化機能は、ローカル装置とＤＡＳＨクライアントとの間のローカルＰ
２Ｐ接続及びローカル装置に対応する装置機能を考慮して実行されてもよい。
【００５７】
　その他のさらなる実施例において、ＱｏＥメトリック測定及び通知は、ＭＰＤシグナリ
ングを通して開始されてもよい。代替的な実施例において、一般的に図５のメッセージ５
０４、５０６において説明されるように、ＱｏＥ測定及び通知は、ＤＡＳＨクライアント
に送信されるＯＭＡ　ＭＤ　ＭＯメッセージによって開始されてもよい。ここで、ＤＡＳ
Ｈクライアントは、ＵＥ２０４により表されてもよい。
【００５８】
　ＱｏＥメトリック測定及び通知を開始すると、ＵＥは、受信品質を示すＱｏＥレポート
を生成することができる。具体的には、ＱｏＥレポートは、ローカル接続からＤＡＳＨク
ライアントが収集したＱｏＥ情報に基づいてもよく、また、ローカルＰ２Ｐ接続による通
信の信頼性及びＰ２Ｐリンク（例えば、ＷｉＤｉアプリケーションの場合におけるＷｉＤ
ｉアダプタ）によりＵＥに接続される表示装置に関連するメディアバッファリング、復号
化及びその他のメディア処理といった要因を考慮するものであってもよい。各種実施例に
おいて、ＤＡＳＨベースのストリーミングに対するＱｏＥメトリックは、３ＧＰＰ　ＴＳ
　２６．２４７，　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０において規定されるように、ＨＴＴＰリクエス
ト／レスポンストランザクション、表示切り替えイベント（Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏ
ｎ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｅｖｅｎｔ）、平均スループット、初期プレイアウト遅延（Ｉｎｉｔ
ｉａｌ　Ｐｌａｙｏｕｔ　Ｄｅｌａｙ）、バッファレベル、プレイリスト、ＭＰＤ情報の
うちの一つ以上を含んでもよい。
【００５９】
　本実施例は、ＵＥがＷＷＡＮ及び単一のローカル表示装置に同時に接続されている場合
において、動画通信等の通信の適応化のために使用することが可能であり、各種実施例は
、複数のローカル接続が同時に又は連続的に機能している場合において、通信の適応化の
ために使用することが可能である。本実施例に整合する一つのユースケースにおいて、移
動端末（ＵＥ）を持つユーザは、放送されるニュースを目で追いながら、試合を表示する
ためにＵＥを用いることを希望するかもしれない。どちらの種類のコンテンツも、ＵＥを
用いて、３ＧＰＰベースのＷＷＡＮからダウンロードすることができる。ＵＥは、視聴体
験を向上させるため、複数の周辺（ローカル）装置に接続してもよい。例えば、ＵＥは、
２つのローカル接続によって、テレビ（第１のローカル表示装置）及びタブレットコンピ
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ュータ（第２の表示装置）に同時に接続してもよい。具体的には、ユーザは、ニュース放
送をタブレットコンピュータで見ながら、試合をテレビで観戦することを選択してもよい
。本実施例に整合して、ＵＥで動作する動画適応モジュールは、対応する第１及び第２の
ローカル表示装置への両方の種類の動画コンテンツの配信を最適化することができる。一
実施例において、ＵＥの動画適応モジュールは、接続される各ローカル表示装置（この場
合においてはテレビ及びタブレットコンピュータである）の機能情報を別々に収集するこ
とができる。各ローカル表示装置の機能情報は、その後、ＷＷＡＮネットワークに通知さ
れてもよく、そして、セッションパラメータは各ローカル表示装置に対してネゴシエート
されてもよい。セッションパラメータが設定された後、さらに、ＵＥは、各ローカル表示
装置に対する動画配信を最適化するために、２つのローカル接続それぞれによる２つの異
なるセッションを管理してもよい。
【００６０】
　追加の実施例において、単一のセッション内で、例えば、ＷＷＡＮからのものなどの、
第１の非ローカル接続でＵＥにより受信されるコンテンツのルーティングは、異なるロー
カル接続によってＵＥに結合される異なるローカル装置の間で切り替えることができる。
一つのユースケースにおいて、ＵＥで試合を観戦するためにストリーミング動画を受信す
るユーザは、異なる時間に異なるローカル周辺装置で試合を観戦することを希望するかも
しれない。例えば、ユーザは、試合の第１の部分をテレビで見る一方で、タブレットコン
ピュータを用いて試合の第２の部分を見るために、別の部屋に移動してもよい。本実施例
は、所定の時間に使用される各周辺ローカル装置へのコンテンツ配信の最適化を支援する
。例えば、テレビが表示装置として使用される場合に、ＵＥはシグナリング処理の第１の
セットを実行し、その後、タブレットコンピュータが表示装置として使用される場合に、
シグナリング処理の第２のセットを開始してもよい。さらに、現時点でＵＥが選択してい
る装置に応じて、シグナリング処理を複数回切り替えてもよい。
【００６１】
　本明細書に含まれているのは、開示されるシステム及びアーキテクチャの新規な側面を
実行するための例示的な方法を表すフローチャートのセットである。説明を容易にするた
めに、例えば、フローチャート又はフロー図の形式で本明細書において示す１つ以上の方
法は、一連の動作として示され説明される。しかしながら、いくつかの動作は、本明細書
によれば、本明細書に示され説明されるその他の動作とは異なる順序及び／又は同時に発
生する場合があるので、当該方法は、動作の順序に限定されないということが理解され、
認められるべきである。例えば、当業者は、状態図といった、相互に関連する一連の状態
又は事象として、方法を代替的に表現することができることを理解し、認めるであろう。
また、方法において説明される動作の全てが、新規の実施において必要とされるわけでは
ない。
【００６２】
　図９は、例示的な論理フロー９００を図示する。ブロック９０２において、ＳＤＰオフ
ァーを含むＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信する。ブロック９０４において、ＲＴ
ＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージは、ローカル接続により、表示装置等のロ
ーカル装置に転送される。ブロック９０６において、ローカル装置に対応する機能情報を
含むＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージが受信される。ブロック９０８において、ＲＴＳ
Ｐ　２００　ＯＫメッセージの中で受信した装置機能情報から成る場合があるＳＤＰネゴ
シエーションデータを含むＳＩＰ　ＯＫメッセージが、ネットワークにより送信される。
ブロック９１０において、ＳＩＰ　ＡＣＫメッセージが受信される。ブロック９１２にお
いて、セッション変更を含むＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージが、ロー
カル接続によりローカル表示装置に送信される。ブロック９１４において、新規セッショ
ンパラメータを含むＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージが受信される。ブロック９１６にお
いて、新規セッションパラメータが許容できる場合、ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージ
がローカル接続により送信される。
【００６３】
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　図１０は、一つの例示的な論理フロー１０００を図示する。ブロック１００２において
、ＯＭＡ　ＡＤＰ　ＭＯメッセージが受信される。ブロック１００４において、ＱｏＥ情
報のリクエストがローカル接続により送信される。ブロック１００６において、ＱｏＥ情
報がローカル接続により受信される。ブロック１００８において、ローカル接続により受
信したＱｏＥ情報からＱｏＥメトリックが導出される。ブロック１０１０において、Ｑｏ
Ｅメトリックを含むＱｏＥレポートが非ローカルネットワークにより送信される。
【００６４】
　図１１は、別の例示的な論理フロー１１００を図示する。ブロック１１０２において、
ＲＴＳＰ記述メッセージ（ＲＴＳＰ　ｄｅｓｃｒｉｂｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）が非ローカル
ネットワークにより送信される。ブロック１１０４において、ＳＤＰ情報と共に、ＲＴＳ
Ｐ　２００　ＯＫメッセージが受信される。ブロック１１０６において、ローカル装置の
機能情報を要求するＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージがローカル接続に
より送信される。ブロック１１０８において、ローカル装置の機能情報を含むＲＴＳＰ　
ＯＫメッセージが受信される。ブロック１１１０において、ＳＤＰオファーを含むＲＴＳ
Ｐ　ＳＥＴＵＰメッセージが非ローカルネットワークにより送信される。ブロック１１２
２において、非ローカルネットワークによりＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージが受信さ
れる。ブロック１１１４において、セッション変更のために、ＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲ
ＡＭＥＴＥＲがローカル接続により送信される。ブロック１１１６において、新規パラメ
ータを伴うＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージ６１６がローカル接続により受信される。ブ
ロック１１１８において、ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージがローカル接続により送信
される。
【００６５】
　図１２は、別の例示的な論理フロー１２００を図示する。ブロック１２０２において、
ＨＴＴＰ　ＧＥＴ　ＭＰＤメッセージ８０２がＨＴＴＰサーバに送信される。ブロック１
２０４において、ＭＰＤ情報と共に、ＨＴＴＰ　２００　ＯＫメッセージが受信される。
ブロック１２０６において、ＲＴＳＰ　ＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージがローカ
ルリンクにより送信される。ブロック１２０８において、ローカル装置の機能情報を含む
ＲＴＳＰ　２００　ＯＫメッセージが受信される。ブロック１２１０において、現時点に
おけるＨＴＴＰメディアストリーミングセッションに対するセッション変更を含むＲＴＳ
Ｐ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージがローカル接続により送信される。ブロック
１２１２において、新規パラメータを含むＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージがローカル接
続により受信される。ブロック１２１４において、ローカル接続によりＲＴＳＰ　２００
　ＯＫメッセージが送信される。
【００６６】
　図１３は、例示的なシステム実施例の図である。特に、図１３は各種要素を含み得るプ
ラットフォーム１３００を示す図である。図１３は、例えば、プラットフォーム（システ
ム）１３１０が、プロセッサ／グラフィックスコア１３０２、チップセット／プラットフ
ォームコントロールハブ（ＰＣＨ）１３０４、入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１３０６、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）（ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）等）１３０８、読
み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１３１０、表示電子回路１３２０、ディスプレイのバックラ
イト１３２２、及び各種その他のプラットフォーム部品１３１４（例えば、ファン、クロ
スフロー送風機、ヒートシンク、ＤＴＭシステム、冷却システム、筐体、通気口など）を
含む場合があることを示す。また、システム１３００は、無線通信チップ６１６及びグラ
フィックス・デバイス１３１８を含んでもよい。しかしながら、実施例は、これらの要素
には限定されない。
【００６７】
　図１３に示すように、Ｉ／Ｏデバイス１３０６、ＲＡＭ１３０８及びＲＯＭ１３１０は
、チップセット１３０４を介してプロセッサ１３０２に結合されている。チップセット１
３０４は、バス１３１２によってプロセッサ１３０２に結合されてもよい。従って、バス
１３１２は複数の導線を含んでもよい。
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【００６８】
　プロセッサ１３０２は、１つ以上のコアを含む中央処理装置であってもよく、また、任
意の数のプロセッサコアを有する任意の数のプロセッサを含んでもよい。プロセッサ１３
０２は、例えば、ＣＰＵ、多重処理部、縮小命令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）、パイ
プラインを有するプロセッサ、複合命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）等といった任意の種類の処理部を含んでもよい。いくつかの実施例
において、プロセッサ１３０２は、別個の集積回路チップ上に配置された複数の別個のプ
ロセッサであってもよい。いくつかの実施例において、プロセッサ１３０２は内蔵グラフ
ィックスを有するプロセッサであってもよく、その一方で、別の実施例において、プロセ
ッサ１３０２はグラフィックスコア又は複数のコアであってもよい。
【００６９】
　図１４は、前述のような各種実施例の実施に適した例示的なコンピュータシステム（ア
ーキテクチャ）１４００の実施例を図示する。本出願で使用される場合、用語「システム
」、「デバイス」及び「コンポーネント」は、ハードウェア、ハードウェア及びソフトウ
ェアの組合せ、ソフトウェア又は実行中のソフトウェアのいずれかのコンピュータ関連の
構成要素への言及を意図している。その例は、例示的なコンピュータアーキテクチャ１４
００により提供される。例えば、構成要素は、それであることには限定しないが、プロセ
ッサで実行されるプロセス、プロセッサ、ハードディスクドライブ、（光学及び／又は磁
気記憶媒体の）マルチストレージドライブ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行のス
レッド、プログラム及び／又はコンピュータであってもよい。実例として、サーバ上で実
行されるアプリケーション及び当該サーバの両方が構成要素であり得る。１つ以上の構成
要素は、プロセス及び／又は実行のスレッド内に常駐することができ、また、構成要素は
１つのコンピュータに位置する及び／又は２つ以上のコンピュータに分散されてもよい。
また、構成要素は、動作を連動するために、各種通信媒体によって通信可能に結合されて
もよい。連動は、一方向性の情報のやり取り又は双方向性の情報のやり取りに関連するも
のであってもよい。例えば、構成要素は、通信媒体により通信される信号の型式で情報を
通信してもよい。情報は、各種信号線に割り当てられる信号として実現されてもよい。こ
のような割当において、各メッセージは信号である。しかしながら、追加の実施形態では
、これに代えて、データメッセージを用いてもよい。そのようなデータメッセージは、様
々な接続を介して送信されてもよい。例示的な接続は、パラレルインターフェース、シリ
アルインターフェース及びバスインターフェースを含む。
【００７０】
　一実施例において、コンピュータアーキテクチャ１４００は、電子機器を含んでもよく
、或いは電子機器の一部分として実現されてもよい。限定することなく、電子機器の例は
、携帯機器、パーソナルデジタルアシスタント、モバイルコンピューティングデバイス、
スマートフォン、携帯電話、ハンドセット、片方向ページャ、双方向ページャ、メッセー
ジング装置、コンピュータ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、デスクトップコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ
、タブレットコンピュータ、サーバ、サーバアレイもしくはサーバーファーム、ウェブサ
ーバ、ネットワークサーバ、インターネットサーバ、ワークステーション、ミニコンピュ
ータ、メインフレームコンピュータ、スーパーコンピュータ、ネットワークアプライアン
ス、ウェブアプライアンス、分散コンピューティングシステム、マルチプロセッサシステ
ム、プロセッサベースのシステム、家庭用電化製品、プログラム可能な家庭用電化製品、
テレビ、デジタルテレビ、セットトップボックス、無線アクセスポイント、基地局、加入
者局、携帯電話の加入者センタ、無線ネットワークコントローラ、ルータ、ハブ、ゲート
ウェイ、ブリッジ、スイッチ、マシン又はそれらの組合せを含んでもよい。実施例は、こ
の文脈においては限定されない。
【００７１】
　コンピュータアーキテクチャ１４００は、１つ以上のプロセッサ、コプロセッサ、メモ
リユニット、チップセット、コントローラ、周辺機器、インターフェース、発信器、タイ
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ミングデバイス、ビデオカード、オーディオカード、マルチメディア入力／出力（Ｉ／Ｏ
）構成要素等といった各種共通のコンピュータの構成要素を含む。しかしながら、実施例
は、コンピュータアーキテクチャ１４００の実施に限定されない。
【００７２】
　図１４に示すように、コンピュータアーキテクチャ１４００は、処理部１４０４、シス
テムメモリ１４０６及びシステムバス１４０８を含む。処理部１４０４は、各種市販のプ
ロセッサのいずれであってもよい。また、デュアルマイクロプロセッサ及び他のマルチプ
ロセッサアーキテクチャを、処理部１４０４として使用してもよい。システムバス１４０
８は、システムメモリ１４０６から処理部１４０４までを含む、これらに限定されないシ
ステムの構成要素に対するインターフェースを提供する。システムバス１４０８は、各種
の市販のバスアーキテクチャのいずれかを使用するメモリバス（コントローラあり又はな
し）、周辺バス及びローカルバスとさらに相互接続することができるバス構造の複数の種
類のいずれかとすることができる。
【００７３】
　コンピュータアーキテクチャ１４００は、各種製品を備えてもよく、或いは各種製品を
実装してもよい。製品は、プログラムロジックの各種形態を記憶するためのコンピュータ
可読記憶媒体を含んでもよい。コンピュータ可読記憶媒体の例は、揮発性メモリ又は不揮
発性メモリ、リムーバブルメモリ又は非リムーバブルメモリ、消去可能メモリ又は消去不
能メモリ、書き込み可能メモリ又は再書き込み可能メモリ等を含む、電子データを記憶可
能な任意の有形の媒体を含んでもよい。プログラミングロジックの例は、ソースコード、
コンパイルされたコード、解釈されたコード、実行可能コード、静的コード、動的コード
、オブジェクト指向のコード、視覚コード等の、任意の種類のコードを使用した実行可能
なコンピュータプログラム指令を含んでもよい。
【００７４】
　システムメモリ１４０６は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲＡ
Ｍ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、プログ
ラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消
去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、強誘電ポリマーメモ
リ、オボニックメモリ、相変化又は強誘電体メモリ等のポリマーメモリ、シリコン－酸化
物－窒化物－酸化物－シリコン（ＳＯＮＯＳ）メモリ、磁気又は光学カード、又は情報を
記憶するのに適したその他の種類の媒体といった、１つ以上の高速メモリユニットの形態
の各種コンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。図１４において図示される実施例にお
いて、システムメモリ１４０６は、不揮発性メモリ１４１０及び／又は揮発性メモリ１４
１２を含んでもよい。基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ）は、不揮発メモリ１４１０に
記憶してもよい。
【００７５】
　コンピュータ１４０２は、内蔵ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４１４、取り外し
可能な磁気ディスク１４１８からの読み出し又はリムーバブル磁気ディスク１４１８への
書き込みのための磁気フロッピー（登録商標）ディスクドライブ（ＦＤＤ）１４１６、及
び取り外し可能な光ディスク１４２２（例えばＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ）からの読み出し
又は取り外し可能な光学ディスク１４２２への書き込みのための光ディスクドライブを含
む、１つ以上の低速メモリユニットの形態の各種コンピュータ可読記憶媒体を含んでもよ
い。ＨＤＤ１４１４、ＦＤＤ１４１６及び光ディスクドライブ１４２０は、それぞれＨＤ
Ｄインターフェース１４２４、ＦＤＤインターフェース１４２６及び光ドライブインター
フェース１４２８により、システムバス１４０８に接続することができる。外部ドライブ
の実装のためのＨＤＤインターフェース１４２４は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）及びＩＥＥＥ１２９４インターフェース技術の少なくとも一つ又は両方を含んでもよい
。
【００７６】
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　これらのドライブ及び関連するコンピュータ可読媒体は、データの揮発性の記憶及び／
又は不揮発性の記憶、データ構造、コンピュータで実行可能な指令等を提供する。例えば
、オペレーティングシステム１４３０、１つ以上のアプリケーションプログラム１４３２
、他のプログラムモジュール１４３４及びプログラムデータ１４３６を含む多くのプログ
ラムモジュールをこれらのドライブ及びメモリーユニット１４１０、１４１２の中に記憶
することができる。
【００７７】
　ユーザは、１つ以上の有線／無線入力装置、例えば、キーボード１４３８及びマウス１
４４０等のポインティング装置、によって、コンピュータ１４０２にコマンド及び情報を
入力することができる。その他の入力装置は、マイクロフォン、赤外線（ＩＲ）リモコン
、ジョイスティック、ゲームパッド、スタイラスペン、タッチスクリーン等を含んでもよ
い。これらの及びその他の入力装置は、システムバス１４０８に結合された入力装置イン
ターフェース１４４２を通して、処理部１４０４と接続されることが多いが、パラレルポ
ート、ＩＥＥＥ　１２９４シリアルポート、ゲームポート、ＵＳＢポート、ＩＲインター
フェース等のその他のインターフェースによって接続することもできる。
【００７８】
　また、モニター１４４４又はその他の種類の表示装置は、ビデオアダプタ１４４６等の
インターフェースを通してシステムバス１４０８に接続される。コンピュータは、典型的
には、モニタ１４４４に加えて、スピーカ、プリンタ等の周辺出力装置を備える。
【００７９】
　コンピュータ１４０２は、リモートコンピュータ１４４８等の１つ以上のリモートコン
ピュータへの有線及び／又は無線通信を通した論理接続を使用するネットワーク環境にお
いて動作してもよい。リモートコンピュータ１４４８は、ワークステーション、サーバコ
ンピュータ、ルータ、パーソナルコンピュータ、ポータブルコンピュータ、マイクロプロ
セッサベースの娯楽機器、ピアデバイス又はその他の共通のネットワークであってもよく
、コンピュータ１４０２に関して説明した多くの又は全ての要素を典型的には含む。しか
しながら、簡潔にするために、メモリ／記憶装置１４５０だけが図示されている。図示さ
れる論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１４５２及び／又は、例えば、
広域ネットワーク（ＷＡＮ）１４５４といった、より大きなネットワークに対する有線／
無線接続性を含む。このようなＬＡＮ及びＷＡＮネットワーク環境は、オフィスや企業で
一般的であり、インターネット等のグローバル通信ネットワークに接続可能なイントラネ
ット等の企業規模のコンピュータネットワーク全てに対して、役に立つ。
【００８０】
　ＬＡＮネットワーク環境で使用される場合、コンピュータ１４０２は、有線及び／又は
無線通信ネットワークインターフェース又はアダプタ１４５６を通してＬＡＮ１４５２に
接続される。アダプタ１４５６は、ＬＡＮ１４５２に対する有線及び／又は無線通信を容
易にする。また、ＬＡＮ１４５２は、アダプタ１４５６の無線機能と通信するための、Ｌ
ＡＮ１４５２に設置される無線アクセスポイントを含む。
【００８１】
　ＷＡＮネットワーク環境で使用される場合、コンピュータ１４０２はモデム１４５８を
備えてもよく、或いはＷＡＮ１４５４の通信サーバに対して接続されるか、或いはインタ
ーネットを経由するなど、ＷＡＮ１４５４による通信を設定するための他の手段を有する
。内部又は外部の有線及び／又は無線装置であり得るモデム１４５８は、入力装置インタ
ーフェース１４４２を通して、システムバス１４０８に接続する。ネットワーク環境にお
いて、コンピュータ１４０２に関して図示されるプログラムモジュール又はその一部を、
遠隔のメモリ／記憶装置１４５０に記憶することができる。示されたネットワーク接続は
代表的なものであり、コンピュータ間の通信接続を設定する他の手段を使用することが可
能であることが理解されるであろう。
【００８２】
　コンピュータ１４０２は、ＩＥＥＥ　８０２規格のファミリーを使用して、例えば、プ
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リンタ、スキャナ、デスクトップ及び／又はポータブルコンピュータ、パーソナルデジタ
ルアシスタント（ＰＤＡ）、通信衛星、無線で検出可能なタグと一体とされた機器又は場
所のいずれかの部分（例えば、キオスク、新聞売店、トイレ）との無線通信（例えば、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１のｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ変調技術）のために動作するように配置
された無線装置等の有線及び無線の装置又は構成要素と通信するために、動作可能である
。これは、少なくとも、Ｗｉ－Ｆｉ（又はＷｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）、Ｗｉ
Ｍａｘ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の無線技術を含む。従って、通信は、従来の
ネットワークと同様な予め定義された仕組みであってもよく、或いは少なくとも２つの装
置の間における単なるアドホック通信であってもよい。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、安全
で信頼性の高い、高速な無線接続を提供するために、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｘ（ａ，　
ｂ，　ｇ，　ｎ等）と呼ばれる無線技術を使用する。コンピュータを相互に接続するため
、インターネットに接続するため及び（ＩＥＥＥ　８０２．３に関連する媒体及び機能を
使用する）有線ネットワークに接続するために、Ｗｉ－Ｆｉネットワークを使用すること
ができる。
【００８３】
　前述のように、実施例は各種ハードウェア要素、ソフトウェア要素、又は両方の組合せ
を用いて実施することができる。ハードウェア要素の例は、デバイス、論理デバイス、コ
ンポーネント、プロセッサ、マイクロプロセッサ、回路、プロセッサ回路、（例えば、ト
ランジスタ、抵抗、コンデンサ、インダクタなどの）回路素子、集積回路、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブル・ロジック・デバイス（ＰＤＬ）、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、メモリユ
ニット、論理ゲート、レジスタ、半導体装置、チップ、マイクロチップ、チップセット等
を含んでもよい。ソフトウェア要素の例は、ソフトウェアコンポーネント、プログラム、
アプリケーション、コンピュータプログラム、アプリケーションプログラム、システムプ
ログラム、ソフトウェア開発プログラム、マシンプログラム、オペレーティングシステム
ソフトウェア、ミドルウェア、ファームウェア、ソフトウェアモジュール、ルーチン、サ
ブルーチン、関数、メソッド、プロシージャ、ソフトウェアインタフェース、アプリケー
ションプログラムインタフェース（ＡＰＩ）、命令セット、コンピューティングコード、
コンピュータコード、コードセグメント、コンピュータコードセグメント、ワード、値、
シンボル、またはそれらのいずれかの組み合わせを含んでもよい。実施例をハードウェア
要素及び／又はソフトウェア要素を用いて実施するか否かの決定は、所定の実施に対して
要望されるような、所望の計算速度、電力レベル、耐熱性、処理サイクルバジェット、入
力データレート、出力データレート、メモリーリソース、データバススピード及び他の設
計又は性能の制約等の任意の数の要因に従って変動し得る。
【００８４】
　いくつかの実施例において、要素は、１つ以上の動作を実行する具体的な構造として定
義される。しかしながら、特定の機能を実行する特定の構造として定義された如何なる要
素も、その根拠となる構造、物質、又は動作の記述なしで、当該特定の機能を実行するた
めの手段又はステップとして表現することができることが認められるであろう。そして、
そのような手段又はステップは、詳細な説明における対応する構造、物質、又は動作及び
その均等物を包含することを意味する。実施例は、この文脈においては限定されない。
【００８５】
　いくつかの実施例は、「一実施例」又は「実施例」という表現と共にその派生語を用い
て記述される場合がある。これらの用語は、当該実施例に関連して記述される特定の特徴
、構造、又は特性が少なくとも一つの実施例に含まれることを意味する。明細書の様々な
箇所における「一実施例」という語句の出現は、必ずしも全て同じ実施例に対する参照と
いうことではない。さらに、いくつかの実施例は、「結合（ｃｏｕｐｌｅ）」及び「接続
している（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」という表現と共にその派生語を用いて記述される場合
がある。これらの用語は、必ずしも互いに同義語であると意図されてはいない。例えば、
いくつかの実施例は２つ以上の要素がお互いに直接物理的に又は電気的に接触しているこ
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ｕｐｌｅｄ）」という用語を用いて記述される場合がある。しかしながら、「結合してい
る（ｃｏｕｐｌｅｄ）」という用語は、また、２つの要素は互いに直接接触していないが
、それでも互いに連動又は相互作用することを意味する場合がある。
【００８６】
　開示の要約は、読者が迅速に技術開示の特徴を確認することを可能とするために設けら
れていることを強調する。それは、特許請求の範囲又は意味を解釈又は限定するために使
用されないという理解のもとに提出されている。また、前述の詳細な説明において、開示
を簡素化する目的で、各種特徴が１つの実施例にまとめられていることを確認できる。こ
の開示方法は、記載されている実施例が、各クレームにおいて明示的に記載されている特
徴より多くの特徴を必要としているという意図を反映しているものとして解釈されるべき
ではない。むしろ、以下の請求項が反映するように、発明の主題は、開示される単一の実
施例の全ての特徴よりも少ない特徴に基づいている。従って、各請求項は、それ自身が別
個の実施例として独立すると共に、以下の特許請求の範囲は、ここで、詳細な説明に組み
込まれる。添付の特許請求の範囲において、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」及び「ｉｎ　ｗｈｉ
ｃｈ」という用語は、それぞれ「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」及び「ｗｈｅｒｅｉｎ」という
用語の平易な英語の均等物として用いられる。さらに、「第１」、「第２」、「第３」等
の用語は、単なる符号として用いられるのであって、それらの対象に対する数値的な要件
を課すことは意図されない。
【００８７】
　上述したものは、開示されたアーキテクチャの例を含む。当然ながら、想到し得る構成
要素及び／又は方法の組合せ全てを記述することは不可能であり、その一方で、当業者は
さらなる組合せ及び置換が可能であることを認識かもしれない。従って、新規なアーキテ
クチャは、添付の特許請求項の精神及び範囲に属する、そのような改変、変更及び変形の
全てを包含することを意図している。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(26) JP 5852240 B2 2016.2.3

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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