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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス品質関連情報の送信方法であって、
　前記情報は第１の装置（３０）と第２の装置（２０）間で少なくとも１つの方向に送信
されるべきものであり、
　前記第１および第２の装置（２０、３０）のうちの少なくとも一方の装置において、
　前記サービス品質関連情報以外の情報を含むプロトコルメッセージをアセンブルするス
テップと、
　前記サービス品質関連情報を前記プロトコルメッセージにアタッチするステップであっ
て、達成済みのサービス品質を前記第２の装置（２０）へレポートするために前記第１の
装置（３０）により利用されるべき頻度情報が前記サービス品質関連情報の中に含まれる
、ステップと、
　前記第１の装置（３０）と前記第２の装置（２０）のそれぞれの相手方装置へ前記プロ
トコルメッセージを送信するステップと、を具備する方法。
【請求項２】
　前記プロトコルメッセージが、リアルタイムのストリーミングプロトコルメッセージ、
リアルタイムのトランスポート制御プロトコルおよびセッション開始プロトコルメッセー
ジのうちの１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の装置（３０）と前記第２の装置（２０）間で特定のサービスを行うためのセ
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ッションを形成するとき、前記送信ステップを実行する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の装置（３０）と前記第２の装置（２０）間で特定のサービスを行うためのセ
ッション中に前記送信ステップを実行する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の装置（３０）により前記第２の装置（２０）にレポートされるべき前記サー
ビス品質関連情報が、達成済みのサービス品質関連情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記達成済みサービス品質関連情報が、達成済みのサービス品質と関連づけられたイベ
ント、測定値およびメトリックのうちの少なくとも１つに関する情報を含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記達成済みサービス品質関連情報が前記サービスのポーズ状態中には送信されない、
請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の装置（３０）が前記第２の装置（２０）に対して達成済みのサービス品質に
関するレポートをどの程度まで行うかについての、前記第１の装置（３０）と前記第２の
装置（２０）間でのネゴシエーションのための情報が、前記サービス品質関連情報の中に
含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記サービス品質関連情報が前記プロトコルメッセージのヘッダと、前記プロトコルメ
ッセージの属性とのうちの少なくとも一方にアタッチされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１の装置（３０）と第２の装置（２０）のうちの少なくとも一方の装置の処理用コン
ポーネントで実行するとき、サービス品質関連情報以外の情報を含むプロトコルメッセー
ジをアセンブルする機能と、
　前記第１の装置（３０）と前記第２の装置（２０）間で少なくとも１つの方向に送信さ
れるべきサービス品質関連情報を前記プロトコルメッセージにアタッチする機能と、を実
現するプログラムであって、
　達成済みのサービス品質を前記第２の装置（２０）へレポートするために前記第１の装
置（３０）により利用されるべき頻度情報が前記サービス品質関連情報の中に含まれる、
プログラム。
【請求項１１】
　サービス品質関連情報以外の情報を含むプロトコルメッセージをアセンブルするための
アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）であって、第２の装置（３０、２０）に
送信されるべき前記サービス品質関連情報を前記プロトコルメッセージにアタッチするた
めのアセンブリング用コンポーネント（２１、３１）を具備する装置（２０、３０）であ
って、
　前記装置（２０，３０）と前記第２の装置（３０，２０）のうちの１つにより利用され
るべき頻度情報が、達成済みのサービス品質を前記装置（２０，３０）と前記第２の装置
（３０，２０）のそれぞれの他方へ、レポートするために、前記サービス品質関連情報の
中に含まれる、装置（２０、３０）。
【請求項１２】
　さらに、前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）がアセンブルしたプロト
コルメッセージを前記第２の装置（３０、２０）へ送信する送信用コンポーネント（２２
、３２）を具備する請求項１１に記載の装置（２０、３０）。
【請求項１３】
　前記プロトコルメッセージが、リアルタイムのストリーミングプロトコルメッセージ、
リアルタイムのトランスポート制御プロトコルおよびセッション開始プロトコルメッセー
ジのうちの１つである、請求項１１に記載の装置（２０、３０）。



(3) JP 4456115 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　さらに、前記装置（２０、３０）と前記第２の装置（３０、２０）間で特定のサービス
を行うためのセッションを形成するとき、前記アセンブリング用コンポーネント（２１、
３１）がアセンブルしたプロトコルメッセージを前記第２の装置（３０、２０）へ送信す
る送信用コンポーネント（２２、３２）を具備する請求項１１に記載の装置（２０、３０
）。
【請求項１５】
　さらに、前記装置（２０、３０）と前記第２の装置（３０、２０）間で特定のサービス
を行うためのセッション中に、前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）がア
センブルしたプロトコルメッセージを前記第２の装置（３０、２０）へ送信する送信用コ
ンポーネント（２２、３２）を具備する請求項１１に記載の装置（２０、３０）。
【請求項１６】
　前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）は、前記アセンブルされたプロト
コルメッセージに、前記サービス品質関連情報として、前記装置（２０、３０）により前
記第２の装置（３０、２０）にレポートされるべき達成済みのサービス品質関連情報をア
タッチするように構成されている、請求項１１に記載の装置（２０、３０）。
【請求項１７】
　前記達成済みサービス品質関連情報が、達成済みのサービス品質と関連づけられたイベ
ント、測定値およびメトリックのうちの少なくとも１つに関する情報を含む、請求項１５
に記載の装置（２０、３０）。
【請求項１８】
　前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）がアセンブルしたプロトコルメッ
セージを前記第２の装置（３０、２０）へ送信する送信用コンポーネント（２２、３２）
をさらに具備し、
　前記送信用コンポーネント（２２，３２）は前記達成済みサービス品質関連情報を前記
サービスのポーズ状態以外で送信するように構成されている、請求項１５に記載の装置（
２０、３０）。
【請求項１９】
　前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）は、前記アセンブルされたプロト
コルメッセージに、前記サービス品質関連情報として、前記装置（２０、３０）が前記第
２の装置（３０、２０）に対して達成済みのサービス品質に関するレポートをどの程度ま
で行うかについての、前記装置（２０、３０）と前記第２の装置（３０、２０）間でのネ
ゴシエーションのための情報をアタッチするように構成されている、請求項１１に記載の
装置（２０、３０）。
【請求項２０】
　前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１）は、前記サービス品質関連情報を
、前記プロトコルメッセージのヘッダと、前記プロトコルメッセージの属性とのうちの少
なくとも一方にアタッチするように構成されている、請求項１１に記載の装置（２０、３
０）。
【請求項２１】
　前記装置（２０、３０）は移動電話である、請求項１１に記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置（２０、３０）はネットワークのネットワーク要素（２０）である、請求項１
１に記載の装置。
【請求項２３】
　少なくとも第１の装置（２０、３０）と第２の装置（３０、２０）とを具備するシステ
ムであって、
　前記第１の装置（２０、３０）は、サービス品質関連情報以外の情報を含むプロトコル
メッセージをアセンブルするため、且つサービス品質関連情報を前記メッセージにアタッ
チするためのアセンブリング用コンポーネント（２１、３１）を具備し、前記サービス品
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質関連情報は前記第２の装置（３０、２０）に送信されるべきものであり、
　前記第１の装置（２０，３０）と前記第２の装置（３０，２０）のうちの１つにより利
用されるべき頻度情報が、達成済みのサービス品質を前記第１の装置（２０，３０）と前
記第２の装置（３０，２０）のそれぞれの他方へレポートするために、前記サービス品質
関連情報の中に含まれ、
　前記第１の装置（２０、３０）は、前記アセンブリング用コンポーネント（２１、３１
）がアセンブルしたプロトコルメッセージを前記第２の装置（３０、２０）へ送信する送
信用コンポーネント（２２、３２）を具備し、
　前記第２の装置（３０、２０）は、前記第１の装置（２０、３０）が送信したプロトコ
ルメッセージを受け取る受信ユニット（３４、２４）を具備し、
　前記第２の装置（３０、２０）は、受け取ったプロトコルメッセージからサービス品質
関連情報をデタッチするデタッチ用コンポーネント（３３、２３）を具備する、システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービス品質関連情報の送信方法に関し、この情報は第１の装置と第２の装
置との間で少なくとも１つの方向に送信される。本発明は対応する装置、対応するネット
ワークエレメント並びに対応するシステムにも同様に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々のサービスのうちの１つのサービスであって、そのサービスの品質に関する情報を
送信する必要が生じる可能性があるサービスとして、ストリーミングクラスのサービスが
ある。
【０００３】
　ストリーミングクラスのサービスを行うために、ストリーミングサーバはネットワーク
を介して媒体データをストリーミングクライアントへ送信し、それによってクライアント
側で安定かつ連続したストリームとして媒体データの処理を行うことが可能となる。スト
リーミング用アプリケーションの一例としてインターネット用ビデオ製品がある。ストリ
ーミングサーバはネットワーク内に常駐することができる。
【０００４】
　ネットワーク通信事業者やサービスプロバイダは、ストリーミングクライアントのユー
ザが知覚したサービス品質（ＱｏＳ）の評価に関心を持っている。現在、３ＧＰＰ　ＴＳ
２６.２３４の形で標準化されているプロトコルを用いて定義されているようなストリー
ミングセッションによって、知覚されたエンドユーザ品質に関する限られた情報量を知る
可能性が提供されている。例えば、パケットロス、遅延ジッタ、受信した累積最大シーケ
ンス番号に関する情報などのネットワークの振舞いに関する情報およびリアルタイムのト
ランスポートプロトコル（ＲＴＰ）パケットに関する他の情報をレポートするために、リ
アルタイムのトランスポート制御プロトコル（ＲＴＣＰ）受信レポートがクライアントに
よってサーバへ送信されている。ＲＴＣＰ送信レポートはサーバによってクライアントへ
送信されるが、この送信レポートには送り手に関する情報が含まれている。
【０００５】
　しかし、これらのレポートは、ストリーミングサーバや、ストリーミングサーバを経由
する通信事業者が、例えば、ストリーミングクライアントから得られる破損ビデオフレー
ムの数、再バッファの継続時間、オーディオギャップの継続時間などの知覚されたＱｏＳ
に関する付加情報を取得することを可能にするものではない。リアルタイムのトランスポ
ート制御プロトコル（ＲＴＣＰ）レポート、ＲＴＣＰ拡張レポートあるいはＲＴＣＰ　Ｘ
Ｒパケットによって搬送される最新情報を拡張するだけで、ストリーミングクライアント
からストリーミングサーバへこのような情報を伝えることが可能となる。このような拡張
に含まれるものとして、セッションの確立および設定解除、スピーチギャップとオーディ
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オギャップ、破損ビデオフレーム、再バッファリングと初期バッファリング、サクセショ
ン時に紛失したパケットに関する情報、並びに、セッションと媒体送信とに関する生じ得
るその他の情報が含まれる１セットのＱｏＳメトリックがある。
【０００６】
　ＩＥＴＦ　ＲＦＣ２３２８（ＲＴＳＰ仕様、１９９８年４月）、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ３５
５０（ＲＴＰ仕様、２００３年７月）並びにドラフトＲＴＰ制御プロトコル拡張レポート
（ＲＴＣＰ　ＸＲ、２００３年５月）によって、例えば、ストリーミングクライアントが
、パケットロス部分、遅延ジッタ、受信最大シーケンス番号および一続きのパケットロス
を含む、受信済みＲＴＰパケットに関する情報をレポートすることが可能となる。
【０００７】
　２つの文書ドラフトＲＥＬ－６“ＰＳＳ品質メトリックパーマネント文書”、３ＧＰＰ
　ＴＳＧ－Ｓ４会議＃２７、２００３年７月７～１１日、Ｔｄｏｃ　Ｓ４－０３０５６２
、および“ストリーム品質メトリック－クライアントメトリック”、３ＧＰＰ　ＴＳＧ－
Ｓ４会議＃２６、２００３年５月５～９日、Ｔｄｐｃ　Ｓ４－０３０３５３に、３ＧＰＰ
（第３世代パートナープロジェクト）におけるＱｏＳメトリックについての追加の一般的
問題点についての記載がある。第１の文書には、音声、オーディオ、ビデオ、プレイヤお
よびネットワークメトリック用の２５個の異なるパラメータを用いてどのような情報を送
るべきかについて記載があり、さらに、どのような種類のプロトコルを使用すべきかにつ
いての記載がある。さらに、第２の文書には高レベルの要件および技術上の考慮事項が定
義されている。これらの文書は、要求時にクライアントが情報を計算し、この情報をサー
バへ送信する方法を定義するものである。トランスポートを行うことを目的として、サー
バからクライアントへ送信されるリアルタイムのストリーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）
ＧＥＴ－ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージと、クライアントからサーバへ送信されるＲＴＳ
Ｐ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージとの利用が提案されている。
【０００８】
　これらのメッセージは、文書“ストリーミング品質メトリック－トランスポート”、３
ＧＰＰ　ＴＳＧ－Ｓ４会議＃２８、２００３年９月１～５日、Ｔｄｐｃ　Ｓ４－０３０６
２９にさらに詳細に定義されている。ＱｏＳメトリックをトリガするために、サーバから
クライアントへのＲＴＳＰ　ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージの送信が提案されて
いる。クライアントがＱｏＳメトリックの送信を受け入れれば、クライアントは応答とし
てＲＴＳＰ２００ＯＫメッセージを送信することができる。次いで、サーバは、メトリッ
クセッション記述ＭＥＴＲＩＣＳ－ＳＥＴＵＰを含むさらに別のＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴ
ＥＲメッセージと共にＱｏＳメトリックセッション記述を送信することができる。メトリ
ックセッション記述ＭＥＴＲＩＣＳ－ＳＥＴＵＰにはＲａｎｇｅ、ＰｅｒｉｏｄおよびＳ
ｅｎｄｅｒパラメータが含まれる。また、このメッセージはＲＴＳＰ２００ＯＫメッセー
ジを用いてクライアントにより受け入れられなければならない。上記とは別に、サーバは
、ＱｏＳメトリックセッションの記述にＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセージを与える
ようにクライアントに対して要求することができる。ＱｏＳメトリックセッションが記述
され、同意が得られるとすぐに、クライアントは、ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセー
ジと共にＱｏＳメトリックを送信するか、サーバがＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲメッセー
ジと共にＱｏＳメトリックを検索するかのいずれかを行うことができる。
【０００９】
　３つの複数対の必要なメッセージが遅延の原因となることがこのアプローチの欠点であ
り、この遅延によってセッションのセットアップがスローダウンする場合がある。この提
案されたアプローチではセットアップの混同が生じることさえ考えられる。というのは、
サーバからデータを取得するために、クライアントは第２のＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ
メッセージを受け取る前にすでに第１のメッセージを送信しているかもしれないからであ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】



(6) JP 4456115 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【００１０】
　例えば、エンドユーザが知覚したストリーミングクラスのサービス品質に関する情報を
ストリーミングサーバに提供するような、サービス品質関連情報の装置への提供を改善す
ることが本発明の目的である。
【００１１】
　２つの装置間でのセッションのセットアップを高速化し、セットアップの混同を防ぐこ
とが本発明のさらに別の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様によれば、サービス品質関連情報の送信方法が提案され、上記情報
は第１の装置と第２の装置間の少なくとも１つの方向に送信されるべきものである。上記
提案された方法は、装置のうちの少なくとも一方の装置において上記サービス品質関連情
報以外の情報を含むプロトコルメッセージをアセンブルするステップと、上記サービス品
質関連情報を上記プロトコルメッセージにアタッチするステップと、を具備する。上記提
案された方法は上記第１の装置と上記第２の装置のそれぞれの相手方装置へ上記プロトコ
ルメッセージを送信するステップをさらに具備する。
【００１３】
　本発明の第１の態様によれば、さらに、サービス品質関連情報を送信するためのソフト
ウェアコードが提案される。上記情報は第１の装置と第２の装置との間の少なくとも１つ
の方向に送信されるべきものである。少なくとも上記装置のうちの一方の装置の処理用コ
ンポーネントにおいて実行するとき、上記ソフトウェアコードは上記サービス品質関連情
報以外の情報を含むプロトコルメッセージをアセンブルし、上記サービス品質関連情報を
上記プロトコルメッセージにアタッチする。
【００１４】
　本発明の第１の態様によれば、さらに、サービス品質関連情報以外の情報を含むプロト
コルメッセージをアセンブルするため、且つ、他方の装置に送信されるべきサービス品質
関連情報を上記メッセージにアタッチするためのアセンブリング用コンポーネントを具備
する装置が提案される。上記装置は、上記アセンブリング用コンポーネントがアセンブル
したプロトコルメッセージを他方の装置へ送信する送信用コンポーネントをさらに具備す
る。同様に、ネットワークにアクセスする装置へサービス品質関連情報を送信するための
対応する特徴を具備するこのネットワークのネットワークエレメントが提案される。
【００１５】
　本発明の第１の態様によれば、少なくとも２つの装置を具備するシステムが提案される
。第１の装置は上記提案された装置に対応するものである。第２の装置は、第１の装置が
送信したプロトコルメッセージを受け取る受信ユニットと、サービス品質関連情報を受け
取ったプロトコルメッセージからデタッチするデタッチ用コンポーネントとを具備する。
【００１６】
　本発明の第１の態様は、ＱｏＳに関連する情報の少なくとも一部を、２つの装置間で何
らかの方法で送信されるプロトコルメッセージにアタッチすることができるという考察に
基づくものである。
【００１７】
　この結果、メッセージの数が減少することになる。というのは、ＱｏＳ関連情報に関す
る専用メッセージの対が回避されることになるからである。
【００１８】
　したがって、ＱｏＳ関連情報を送信するための、専用メッセージを利用する公知のアプ
ローチと比べると、データ交換を高速化するさらに少ないシグナリング用オーバヘッドし
か必要としなくなること、さらに高速なセッションのセットアップが可能となること、並
びに、簡単な方法でより多量のＱｏＳ関連情報の交換が可能となることが本発明の利点で
ある。例えば、考慮対象のＱｏＳデータのネゴシエーションを行うために、考慮したＱｏ
Ｓデータを２回以上送信するために、考慮対象のＱｏＳデータを現在進行中のセッション
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中に変更するために、あるいは、ＱｏＳデータの送信をセッション中に停止するために、
上記のようなさらに多量のＱｏＳ関連情報を利用することも可能となる。ＱｏＳ関連情報
がセットアップメッセージの中に含まれていれば、セットアップ中であっても混同を防ぐ
ことが可能となる。プロトコルメッセージのアセンブリングと、このメッセージのＱｏＳ
関連情報へのアタッチとを別個の後続するステップで実現することは可能ではあるが、こ
れらを別々の後続するステップで実現する必要はないことを理解されたい。上記アタッチ
は、プロトコルメッセージのアセンブリの一部を形成するものであってもよい。例えば、
プロトコルメッセージのヘッダフィールドの中などのような、プロトコルメッセージの任
意の位置に、あるいは、プロトコルメッセージ本文に対する属性としてＱｏＳ関連情報を
さらにアタッチすることも可能である。
【００１９】
　本発明の第２の態様によれば、第１の装置と第２の装置間で少なくとも１つの方向に送
信される、サービス品質関連情報のさらなる送信方法が提案される。提案されるこのさら
なる方法は、上記装置のうちの少なくとも一方の側において、プロトコルメッセージのヘ
ッダフィールドと属性とのうちの少なくとも一方の内部に上記サービス品質関連情報を形
成するステップと、上記第１の装置と上記第２の装置のそれぞれの相手方装置へ上記プロ
トコルメッセージを送信するステップと、を具備する。
【００２０】
　本発明の第２の態様によれば、サービス品質関連情報を送信するためのソフトウェアコ
ードがさらに提案される。この情報は、第１の装置と第２の装置との間で少なくとも一方
の方向に送信されるべきである。少なくとも上記装置のうちの一方の装置の処理用コンポ
ーネントで実行するとき、上記ソフトウェアコードは、プロトコルメッセージのヘッダフ
ィールドと属性とのうちの少なくとも一方の内部に上記サービス品質関連情報を形成する
。
【００２１】
　本発明の第２の態様によれば、プロトコルメッセージのヘッダフィールドと属性とのう
ちの少なくとも一方の内部にサービス品質関連情報を形成するためのアセンブリング用コ
ンポーネントであって、上記サービス品質関連情報を一方の装置へ送信するようになって
いるアセンブリング用コンポーネントと、上記アセンブリング用コンポーネントによって
提供されたプロトコルメッセージをこの他方の装置へ送信する送信用コンポーネントとを
具備する装置がさらに提案される。同様に、このネットワークにアクセスする装置へサー
ビス品質関連情報を送信するための対応する特徴を具備するネットワークのネットワーク
エレメントが提案される。
【００２２】
　本発明の第２の態様によれば、少なくとも２つの装置を具備するシステムがさらに提案
される。第１の装置は本発明の第２の態様に関連して提案された装置に対応するものであ
る。第２の装置は、上記第１の装置が送信したプロトコルメッセージを受け取る受信ユニ
ットと、受け取ったプロトコルメッセージからサービス品質関連情報を抽出するデタッチ
用コンポーネントとを具備するものである。
【００２３】
　本発明の第２の態様は、ＱｏＳ関連情報を送信するためのプロトコルメッセージのヘッ
ダまたは属性が特段の利点を有するものであるという認識に基づくものである。というの
は、このケースでは、単一の制御モジュールを利用して、プロトコルメッセージを分析し
、ＱｏＳ関連情報を含む情報を抽出することが可能であり、次いで、抽出された情報をシ
ステム内の必要なモジュールへ提供することが可能となるからである。
【００２４】
　したがって、本発明の第２の態様は、例えば、ストリーミングクラスのセッションセッ
トアップ中に、あるいは、ストリーミングクラスのデータ送信中に、ＱｏＳ関連情報の送
信に用いらる新しく定義されたＲＴＳＰヘッダフィールドに基づくようにすることも可能
である。
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【００２５】
　新たなＲＴＳＰヘッダまたは属性の利用に代る代替例として、ＱｏＳメトリックのシグ
ナリングの新たなＲＴＳＰメッセージ定義の利用、Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｌｅｎｇｔｈフィー
ルドの利用、および、ＲＴＳＰメッセージの最後におけるメッセージ本文の挿入、あるい
は、ＳＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲとＧＥＴ＿ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ　ＲＴＳＰメッセージと
して使用するためのＱｏＳメトリックと関連するパラメータセットの定義が挙げられる。
ＱｏＳメトリックシグナリングをセッションレベルのシグナリングから完全に分離するこ
とを目的として、実施装置はＱｏＳメトリック用のＲＴＳＰヘッダフィールドの利用を選
択しなくてもよい。
【００２６】
　本発明の上記第１および第２の態様の双方を単一の実施構成で組み合わせることが可能
であることを理解されたい。
【００２７】
　排他的にというわけではないが、特に、本発明の上記双方の態様において、プロトコル
メッセージは、ＲＴＳＰメッセージ、ＲＴＣＰメッセージ、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）メッセージあるいはセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）記述とすることが可能
である。このプロトコルがＲＴＣＰ送信よりも信頼性の高い柔軟性のある送信を提供する
ことが上記提案された方法でＲＴＳＰメッセージを利用する特別の利点である。
【００２８】
　排他的にというわけではないが、例えばストリーミングクラスのサービスなどのサービ
ス品質が関わるサービスは本発明の双方の態様の中に存在することが可能である。特に、
このようなストリーミングクラスのサービスのためにＲＴＳＰとＲＴＣＰとを利用するこ
とも可能である。したがって、上記提案された装置は、例えばストリーミングクラスのサ
ービス、すなわち、ストリーミングクライアントまたはストリーミングサーバ用の受信ユ
ニットあるいは送信ユニットとすることができる。本発明は、ストリーミングクライアン
トが実際にどのようにしてデータを受け取るかをストリーミングサーバが見つけ出し、さ
らに多くのユーザ経験の品質（経験のＱｏＥ－品質）に関する情報、並びに、ストリーミ
ングセッションが遭遇するかもしれない諸問題に関する情報をストリーミングサーバが得
ることができるようにするのに特に適した方法を提供するものである。
【００２９】
　別のサービスとして、例えば、ＩＰ電話、ビデオ電話、あるいは片方向通話ビデオなど
も考えられる。特に、このような別のサービス用として会議用プロトコルＳＩＰの利用も
可能である。
【００３０】
　例えば、セッションを形成しながらおよび／またはそれぞれのサービスのための現在進
行中のセッション中にプロトコルメッセージの送信を実行することが可能である。それぞ
れのプロトコルメッセージ内のＱｏＳ関連情報は、例えば、最新のサービスのために達成
されたＱｏＳに関するレポートを含むものであってもよい。このレポートは、特に一方の
装置が他方の装置へ提供するパラメータおよび／または未使用データを含むものであって
もよい。この未使用データが例えばイベントや測定データに関する通知を含むものであっ
てもよいのに対して、メトリックとも呼ばれているパラメータは処理済みの未使用データ
である。さらに、ＱｏＳ関連情報は、最新のサービスのための達成済みＱｏＳに関するこ
のような情報の提供を求める、第１の装置からの第２の装置への要求および／または提供
される達成済みのＱｏＳに関する情報を定義するデータを含むものであってもよい。この
ようなデータはまた、それぞれのレポートで提供される達成済みＱｏＳに関する情報の範
囲と頻度とに関する装置間でのネゴシエーションの一部を形成するものであってもよい。
【００３１】
　ストリーミングクラスのサービスのためなどの好適な実施形態では、ＱｏＳ関連情報は
、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）メッセージの中に、あるいは、ＲＴＳＰ　ＤＥＳ
ＣＲＩＰＴＩＯＮ返信メッセージ２００ＯＫ、ＲＴＳＰ　ＳＥＴＵＰメッセージ、ＲＴＳ



(9) JP 4456115 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

Ｐ　ＰＬＡＹメッセージ、ＲＴＳＰ　ＰＡＵＳＥメッセージまたはＲＴＳＰ　ＴＥＡＲＤ
ＯＷＮメッセージのヘッダフィールドの中に含まれる。好適には、“ＱｏＳメトリックパ
ラメータセットアップ”メッセージは、ＲＴＳＰ　ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮメッセージへ
の返信の内部に在るＳＤＰメッセージにアタッチすることが望ましい。さらに好適には、
“ＱｏＳメトリックパラメータ変更”メッセージは、クライアント側装置あるいはクライ
アント側装置のユーザのいずれかによって開始されるＰＡＵＳＥのような任意のＲＴＳＰ
メッセージにアタッチすることが望ましい。セッション中にはＳＤＰを利用できないこと
に留意しなければならない。
【００３２】
　例えば、ストリーミングクラスのサービス用としてＱｏＳレポートを定義するために、
１セットの最低限の要件を定義することが望ましい。以下、ストリーミングサービスのた
めのＱｏＳレポートの利便性とパワーとを最大化するのに適したＱｏＳレポートのプロパ
ティを定義する。対応するプロパティは、別のタイプのサービス用としても同様の利点を
有するものであることを理解されたい。ストリーミングの開始時におよび現在進行中のセ
ッション中に、ＱｏＳレポートのネゴシエーションを行うことができれば有利である。ス
トリーミングサーバが常にＱｏＳレポートを要求すればさらに有利である。単一のメッセ
ージの中に１組のメトリックを一体にグループ化できる可能性があればさらに有利である
。サーバは、単一のメッセージによって、単一項目の未使用データまたは単一のパラメー
タあるいは複数項目の未使用データおよび／またはパラメータをレポートするようにクラ
イアントに要請することも可能である。例えば、無線インタフェースで送られる情報を最
小限にし、どのようなレポートを選択的に選び、どの媒体から選択的に選ぶかなどについ
て、セッション時にまたは精度特性としての媒体レベルでレポートを行うことについてネ
ゴシエーションできる可能性があればさらに有利である。レポートのオン／オフの切替え
ができる可能性があればさらに有利である。レポート頻度を定義できる可能性があればさ
らに有利である。
【００３３】
　レポート頻度は、周期的頻度、イベント駆動による頻度あるいはセッション終了時の頻
度とすることができる。周期的レポートの場合、その周期は、ストリーミングサーバが要
求し、ストリーミングクライアントが同意したものである。ストリーミングクライアント
はこの同意値で応答を行うが、この同意値はサーバが要求した値よりも最適性が少ないよ
うなものであってもよい。イベント駆動によるレポートの場合、イベントはストリーミン
グクライアントによってレポートされる。これによって、ストリーミングクライアントか
らストリーミングサーバへ送信される情報量が最小化される。セッション終了時のレポー
トは、セッションが異常終了した場合、問題を引き起こす原因になることが考えられる。
サービスがＰａｕｓｅ状態にある場合、ダミーのデータで無線リソースの浪費を避けるた
めに、クライアントはＱｏＳ関連フィードバックデータを送信しないかもしれない。サー
バによるこのような割込み処理が可能であることが望ましい。
【００３４】
　好適には、サーバ側でＱｏＳメトリックを計算することが望ましい。すなわち、ストリ
ーミングクライアントは、１セットのイベントおよび／または測定値をレポートし、サー
バが計算を実行して、例えば、指定された時間ウィンドウにわたっていくつかの値の最低
値、平均値および／または最大値を決定する。ストリーミングサーバは、セッション終了
時まで、あるいは。低い作業負荷時まで実際の統計計算の送信を延期することができる。
上記とは別に、クライアント側でメトリックを計算する場合もある。このケースでは、ク
ライアント側での複雑さが最少になるようにすることが望ましい。
【００３５】
　客観性を保証するために、異なるサーバが同じ方法でＱｏＳメトリックの計算を行うこ
とが望ましい。
【００３６】
　通常のＲＴＣＰレポートまたはＲＴＣＰ　ＸＲレポートを通じて層３および層４（Ｌ３
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－Ｌ４）メトリックが利用できるため、本発明は層５（Ｌ５）メトリックおよび未使用デ
ータの送信に特に適している。クライアントは、複数のＱｏＳレポートをバッファし、タ
イムレンジ仕様を追加する単一のレポートでこれらのＱｏＳレポートを送信できるように
して、無線インタフェースで送信するメッセージ数の最少化を図ることが望ましい。送信
情報の例として、セッションＩＤ、誤り発生間の継続時間、タイムスタンプなどがある。
【００３７】
　本発明の他の目的と特徴は添付図面と共に考察する以下の詳細な説明から明らかになる
。しかし、これらの図面は単に例示を目的として設計されたものであり、本発明の限定を
定義するものとして設計されたものではないことを理解すべきである。本発明の限定につ
いては添付の請求項を参照すべきである。これらの図面は、スケーリングを行うために描
かれたものではないこと、並びに、本明細書に記載の構造および処理手順を単に概念的に
例示する意図のものであることをさらに理解すべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　図１は本発明によって採用可能なシステム１０の概略図である。
【００３９】
　システム１０は、例えばオン・デマンドのビデオストリーミングを提供するストリーミ
ングサーバ２０を具備するものである。システム１０は、例えば移動電話の形で実現可能
なストリーミングクライアント３０をさらに有する。ストリーミングクライアント３０は
、ネットワーク４０を介してストリーミングサーバ２０と接続され、ビデオストリーミン
グ用アプリケーションを要求し、ストリーミングサーバ２０からビデオストリーミング用
アプリケーションを受け取るものであってもよい。ネットワーク４０は、例えば、ストリ
ーミングクライアント３０を備えた移動電話がアクセス可能な、相互接続された公衆地上
移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）と、ストリーミングサーバ２０が接続できる接続先イ
ンターネットとを具備することができる。ストリーミングクライアント３０は、ネットワ
ーク４０のネットワークエレメントの一部であってもよいことを理解されたい。
【００４０】
　ストリーミングサーバ２０は、送信機ＴＸ２２と接続されたＲＴＳＰメッセージをアセ
ンブルするアセンブリング用コンポーネント２１と、受信機ＲＸ２４と接続されたＱｏＳ
データのデタッチを行うデタッチ用コンポーネント２３とを備える。ストリーミングクラ
イアント３０は、送信機ＴＸ３２と接続されたＲＴＳＰメッセージのアセンブリングを行
うアセンブリング用コンポーネント３１と、受信機ＲＸ３４と接続されたＱｏＳデータの
デタッチを行うデタッチ用コンポーネント３３も同様に備える。特にソフトウェアによっ
てコンポーネント２１、２３、３１、３３の実現が可能であるが、ハードウェアによって
も同様にこれらのコンポーネントの実現が可能である。
【００４１】
　ストリーミングクライアント３０はストリーミングサーバへの送信を行うための３つの
タイプのＱｏＳ関連値（イベント、測定値、メトリック）を出力するように作動可能にさ
れる。イベントとは、媒体の標準擬似エラーのない実現からの異常および差異が生じる、
ストリーミングクライアント３０における事故またはエラーとして定義され、例えば、ス
ピーチギャップ（speech gap）の継続時間を含むものであってもよい。測定は正常または
異常な条件におけるストリーミングセッションをモニタするトラッキングシステムとして
定義され、例えば、セッションセットアップタイムを含むものであってもよい。メトリッ
クはイベントと測定値とをベースとするものであり、例えば、音声ギャップの平均値およ
び／または最大継続時間を含むものであってもよい。
【００４２】
　図１のシステム１０では、ストリーミングクライアント３０からストリーミングサーバ
２０へのイベント、測定値およびメトリックの送信処理が可能な方法が実行される。さら
に詳細には、ＱｏＳ関連定義およびネゴシエーションデータとして同様にイベント、測定
値およびメトリックを含む、ストリーミングクライアント３０とストリーミングサーバ２



(11) JP 4456115 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

０間のいずれかの方向でのすべてのＱｏＳ関連データは、アセンブリング用コンポーネン
ト２１、３１による送信用として、何らかの別の目的のために何らかの方法でアセンブル
されたＲＴＳＰメッセージにそれぞれアタッチされる。次いで、補足されたＲＴＳＰメッ
セージは、それぞれの送信ユニット２０、３０の送信機２２、３２によって、ネットワー
ク４０を介してそれぞれの受信ユニット３０、２０の受信機３４、２４へ送信される。そ
れぞれの受信ユニット３０、２０では、ＱｏＳデータ３３、２３をデタッチするそれぞれ
のデタッチ用コンポーネントで受け取ったＲＴＳＰメッセージからＱｏＳデータがデタッ
チされ、さらなるＱｏＳデータの利用が図られる。
【００４３】
　ストリーミングクライアント３０がイベントまたは測定値を送信する場合、ストリーミ
ングクライアントだけがイベントおよび／または測定値を検出し、これらイベントおよび
／または測定値をストリーミングサーバ２０へレポートする。次いで、ストリーミングサ
ーバ２０はメトリックの計算を行う。ストリーミングクライアント３０によってメトリッ
クが決定され、送信された場合、ストリーミングサーバ２０は予め計算されたメトリック
を受け取ることになる。ストリーミングクライアント３０がメトリックを計算した場合、
さらに多くの処理パワーが移動電話側で要求され、送信が必要なデータはさらに広範囲に
わたることになる。というのは、１つのイベントまたは測定値の中からいくつかのメトリ
ックを計算することができるからである。
【００４４】
　ストリーミングクライアント３０が検出できるイベント並びに測定値の例を図２の表に
示す。ストリーミングクライアント３０あるいはストリーミングサーバ２０が計算できる
メトリックの例を図３の表に示す。システム１０で採用されているイベント、測定値およ
びメトリックのリストは提示されたリストとは異なるものであってもよいことを理解され
たい。
【００４５】
　さらに、イベント、測定値および／またはメトリックを含む、ストリーミングクライア
ント３０からストリーミングサーバ２０へのフィードバックメッセージの送信頻度を定義
する４つの方法が提供される。
【００４６】
　第１の周期的代替方法では、或る一定のスケジュールに従ってセッション中にフィード
バックメッセージが送信される。この方法によって、必要な場合に、送信済み媒体ストリ
ームのＱｏＳの調整を行うサーバアクションの可能性が提供される。定義された頻度に応
じて、この方法は、レポートの周期があまりに短すぎる場合、アップリンク方向にいくつ
かの追加トラフィックを引き起こす可能性がある。第２のイベントベースの代替方法では
、クライアント３０におけるイベントの発生に基づいてフィードバックメッセージが送信
される。この方法も、必要な場合、サーバ２０がセッション中にアクションをとる可能性
を提供するものである。イベントのレートがあまりに高すぎる場合、同じメッセージの中
に多くのイベントが追加されなければ、多くの追加トラフィックがアップリンク方向に生
じる可能性がある。第３の代替方法では、フィードバックメッセージはセッション終了時
に一回だけ送信される。この方法は帯域上非常に効率のよい方法であるが、レポートされ
たイベントはセッション終了時にはもはや関連のないものになっているかもしれない。第
４の代替方法では、前回のセッションのイベント、測定値あるいはメトリックを持つフィ
ードバックメッセージは次のセッション開始時に送信される。この方法には、ユーザがサ
ービスを利用している頻度に応じて、レポートされたイベントが数日古いものとなって、
もはや関連のないものになっているかもしれないという欠点がある。
【００４７】
　図１のシステムでは、ＱｏＳ関連データの送信は、主として、２つの段、ストリーミン
グセッションの接続設定中のネゴシエーション段と、現在進行中のストリーミングセッシ
ョン中のフィードバック段において実現される。図４を参照しながら以下双方の段につい
て説明する。図４はストリーミングサーバ２０とストリーミングクライアント３０間での
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シグナリングを示す信号概略図である。さらに、再ネゴシエーション段は現在進行中のス
トリーミングセッション中に作動可能にされる。
【００４８】
　ストリーミングセッション用のＲＴＳＰ接続設定では、ストリーミングクライアント３
０とストリーミングサーバ２０とによって、どのようなメトリック、測定値およびイベン
トの送信を行うかについての、および、この送信を行う頻度についてのネゴシエーション
が行われる。このネゴシエーションに関連して、上述のドキュメントで定義されたヘッダ
とは異なる以下の新たなＱｏＳ－ＭｅｔｒｉｃｓヘッダがＴＳＧ－ＳＡ４会議＃２８で定
義されている：
　　　 QoS-header = "QoS-Metrics" ";" "Off" | 1# (stream-url
　　　 ";" Metrics ";" Sending-rate [";" Range]) CRLF
　　　 stream-url = "url" "=" rtsp_URL
　　　 Metrics = "metrics" "=" "｛" 1# (1*TEXT)" "｝"
　　　 Sending-rate = "rate" "=" 1*DIGIT | "End"
　　　 Range = as defined in RFC 2327
　　　 DIGIT = as defined in RFC 2326
　　　 Rtsp_URL = as defined in RFC 2326
【００４９】
　このヘッダはストリーミングサーバ２０またはストリーミングクライアント３０が送信
する任意のＲＴＳＰメッセージの一部であってもよい。
【００５０】
　定義されたＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓを利用する２つの方法がある。Ｏｆｆパラメータだ
けを用いる場合、これは、サーバ２０またはクライアント３０のいずれかがイベント、測
定値およびメトリックの送信を取り消したいという表示である。一方、ヘッダが、別のパ
ラメータ、すなわちストリームＲＬ、Ｍｅｔｒｉｃｓ、Ｓｅｎｄｉｎｇ－ｒａｔｅおよび
おそらくＲａｎｇｅを含む場合、メトリック送信は開始か再開をそれぞれ要求されること
になる。
【００５１】
　ストリームＲＬフィールドはＲＴＳＰセッションＵＲＬまたはＲＴＳＰ媒体制御ＵＲＬ
識別子である。ＲＴＳＰセッション制御ＵＲＬ情報と共にヘッダを用いる場合、セッショ
ンレベルでＱｏＳ－メトリックが用いられる。ＵＲＬがＲＴＳＰ媒体制御ＵＲＬである場
合、媒体レベルでＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓが用いられ、個々の媒体はそれ自身のＱｏＳ－
Ｍｅｔｒｉｃｓラインを取得することになる。２回以上同じＵＲＬを参照することが可能
である。Ｓｅｎｄｉｎｇ－ＲａｔｅおよびＲａｎｇｅ情報が予め定義した情報と異なる場
合、新たなメトリックパラメータが、当該特定ＵＲＬに対して有効な異なるパラメータセ
ットと見なされるが、この新たなメトリックパラメータは異なるメトリックに対しても有
効である。Ｓｅｎｄｉｎｇ－ＲａｔｅおよびＲａｎｇｅ情報が予め定義した情報と同じも
のである場合、同じＳｅｎｄｉｎｇ－Ｒａｔｅ値とＲａｎｇｅ値に対して同じＲＴＳＰ制
御ＵＲＬを２回以上参照してはならない。
【００５２】
　Ｍｅｔｒｉｃｓフィールドを利用して、レポートの対象メトリックの量、測定値および
イベントの制限が行われる。メトリックフィールドには、セッション時にレポートを要求
するメトリック、測定値およびイベントを記述する名称リストが含まれる。Ｍｅｔｒｉｃ
ｓフィールドに含まれない名称はセッションで使用されない。
【００５３】
　Ｓｅｎｄｉｎｇ－ｒａｔｅフィールドを利用して送信レートがセットされる。Ｓｅｎｄ
ｉｎｇ－ｒａｔｅ値が０であれば、クライアント３０はクライアント３０において行われ
るイベントに応じていつでもフィードバックメッセージを送信することができる。１より
も大きな値は正確なメッセージ－送信間隔を秒で示す。最短間隔は１秒に１回であり、最
長間隔は定義されていない。フィードバック情報の送信間隔は異なる媒体に関連して異な
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るものとなる場合があるが、追加トラフィックを回避するためには１種の同期の保持が推
奨される。値Ｅｎｄは唯一のフィードバックメッセージがセッション終了時に送信される
ことを示す。
【００５４】
　Ｒａｎｇｅフィールドを用いてフィードバック情報の送信期限を定義することができる
。これはパラメータＯｆｆの送信の場合と同様であるが、ネゴシエーションフェーズの最
中にＯｎ状態を事前に定めることが可能となる。
【００５５】
　定義済みのＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓフィールドは、ストリーミングサーバ２０でメトリ
ック計算が行われる状況と、ストリーミングクライアント３０がイベントおよび／または
測定値のみをサーバへ送信する状況、および同様に、ストリーミングクライアント３０が
予め計算したメトリックをストリーミングサーバ２０へ送信する状況を処理することがで
きる。
【００５６】
　さらに、新たなＱｏＳ－ＭｅｔｒｉｃｓＳＤＰ属性が定義され、セッションレベルまた
は媒体レベルのＳＤＰ属性のいずれかとしてこのＱｏＳ－ＭｅｔｒｉｃｓＳＤＰ属性を利
用することができる。この定義シンタックスはＲＦＣ２３２７に基づくものであり、この
ＲＦＣ２３２７は本願明細書で参照により援用される。
　　　 a=QoS-Metrics: Metrics Sending-rate Range])
　　　 CRLF
　　　 Metrics = "metrics"　"="　"｛" l# (l*TEXT) "｝"
　　　 Sending-rate = "rate" "=" 1*DIGIT/ "End"
　　　 Range = as defined in RFC 2327
　　　 DIGIT = as defined in RFC 2327
【００５７】
　ストリーミングセッションを開くために、ストリーミングクライアント３０は図４のメ
ッセージ１としてＲＴＳＰ　ＤＥＳＣＲＩＢＥ要求をストリーミングサーバ２０へ送信す
る。
C->S DESCRIBE rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp RTSP/1.0 Cseq: 1
【００５８】
　表現Ｃ－＞Ｓはクライアント３０からサーバ２０への送信を示す。
【００５９】
　次いで、ＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓフィールドの実際のネゴシエーションを第１のＤＥＳ
ＣＲＩＢＥ応答と共に開始することが可能となる。
【００６０】
　クライアント３０からＤＥＳＣＲＩＢＥ要求１を受け取った後、サーバ２０はＱｏＳ－
ＭｅｔｒｉｃｓＳＤＰ属性を用いるＳＤＰ記述の所望のＱｏＳメトリック情報をリストす
る。ＳＤＰのセッションレベルまたは媒体レベルのいずれかでこれらのメトリックを定義
することが可能である。この定義によってＱｏＳプロセスに対する柔軟性が与えられ、そ
の結果重要な媒体コンポーネントをさらに詳細にモニタすることが可能となる。ストリー
ミングサーバ２０はＳＤＰ記述をＤＥＳＣＲＩＢＥ応答２００ＯＫにアタッチし、図４の
メッセージ２として上記応答をストリーミングクライアント３０へ送信する。サーバは、
ＳＤＰ属性を用いる代わりにＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓヘッダを用いるＤＥＳＣＲＩＢＥ応
答メッセージの形でＱｏＳメトリックのリストを行うことも可能である。ストリーミング
クライアント３０は応答時にこのようなヘッダの存在をチェックすることが望ましい。
【００６１】
　ＴＳＧ－Ｓ４会議＃２８に関する上述のドキュメントにおいて、この時点までにすでに
４つの専用ＱｏＳメッセージが要求されていることに留意しなければならない。
【００６２】
　以下、対応するセッションレベルメッセージの１例を提示するが、この例では、要求さ
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れるセッションパラメータはＲＴＳＰＳｅｔｕｐＴｉｍｅとＩｎｉｔｉａｌＢｕｆｆｅｒ
ｉｎｇＴｉｍｅであり、要求されるビデオパラメータはＦｒａｍｅｇａｐ＿ｍａｘとＦｒ
ａｍｅｇａｐ＿ａｖｅであり、さらに、要求されるオーディオパラメータはＡｕｄｉｏＧ
ａｐ＿ａｖｅとＡｕｄｉｏＧａｐ＿ｍａｘである。これらのパラメータの名称は例示にす
ぎないこと、また、それぞれの名称は、メトリック、測定値および／またはイベントを示
すものであってもよいことに留意されたい。
S->C　　RTSP/1. 0 200 OK
　　　　Cseq: 1
　　　　Content-Type: application/sdp
　　　　Content-Base: rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/
　　　　Content-Length: 800
　　　　Server: Nokia RTSP Server
　　　　v=O
　　　　o=-3268077682 433392265 IN IP4 63.108. 142.6
　　　　s=QoS Enables Session Description Example
　　　　e=support@nokia.com
　　　　c=IN IP4 0.0. 0.0
　　　　t=0 0
　　　　a=range: npt=0-83.660000
　　　　a=QoS-Metrics:｛RTSPSetupTime, InitialBufferingTime｝;rate=End
　　　　a=control:*
　　　　m=video 0 RTP/AVP 96
　　　　b=AS: 28
　　　　a=QoS-Metrics:｛Framegap_max,
　　　　Framegap_ave｝;rate=15;range: npt=0-40
　　　　a=control:tracklD=3
　　　　a=rtpmap: 96 MP4V-ES/1000
　　　　a=range: npt=0-83.666000
　　　　a=fmtp: 96profile-level-
　　　　id=8; config=000001 b008000001 b5090000010000000120008440fa28
　　　　302090a28f
　　　　m=audio 0 RTP/AVP 98
　　　　b=AS: 13
　　　　a=QoS-Metrics: ｛AudioGap_ave, AudioGap_max｝;rate=20
　　　　a=control:trackl D=5
　　　　a=rtpmap: 98 AMR/8000
　　　　a=range: npt=0-83.660000
　　　　a=fmtp: 98 octet-align=1
　　　　a=maxptime: 200
【００６３】
　表現Ｓ－＞Ｃはサーバ２０からクライアント３０への送信を示す。
【００６４】
　一方のパーティがＱｏＳメトリックシグナリングを作動可能したい場合、セッション中
の任意のフェーズにおいてＱｏＳネゴシエーションを行うことが可能である。ここでリス
トした例では、ＱｏＳネゴシエーションはセッション確立フェーズの際にＳＤＰ属性を用
いて行われる。本発明に基づいてＱｏＳ－ＭｅｔｒｉｃｓＳＤＰ属性またはＱｏＳ－Ｍｅ
ｔｒｉｃｓヘッダフィールドを利用して、他の任意のＲＴＳＰメッセージにおけるＱｏＳ
メトリックの送信を行うことも可能である。
【００６５】
　ストリーミングクライアント３０は、受け取った２００ＯＫメッセージのＳＤＰ属性の
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形でリストされた受け入れ可能なＱｏＳメトリックを選択するか、第１の設定要求時に新
たな値を提案する。クライアント３０は、ＱｏＳメトリックをサポートしている場合、設
定要求を送信するか、確立中のセッションレベルまたは媒体レベルのいずれかの選択／修
正ＱｏＳメトリックを含む何らかの別のＲＴＳＰメッセージを送信しなければならない。
このような確立要求メッセージがメッセージ３として図４に示されている。代替のＲＴＳ
Ｐメッセージとしては、例えばメッセージ５として図４に示されているＰＬＡＹ要求があ
る。対応する、例示のＳＥＴＵＰメッセージを以下に示す：
C->S　　SETUP rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/tracklD=3 RTSP/1.0 Cseq: 2
　　　　QoS-Metrics: url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/track ID=3";
　　　　metrics= ｛Framegap_max, Framegap_ave｝;rate=10;range: npt=0-40,
　　　　url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp";
　　　　metrics= ｛RTSPSetupTime, InitialBufferingTime｝;rate=End
【００６６】
　上記設定要求例では、ストリーミングクライアント３０は、制御ＵＲＬ”ｒｔｓｐ：／
／ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｆｏｏ／ｂａｒ／ｂａｚ．３ｇｐ／ｔｒａｃｋＩＤ＝３”の
ＱｏＳメトリックの送信レートを１５から１０へ修正する。
【００６７】
　セッションレベルと媒体レベルとの双方のＱｏＳメトリックがサポートされていること
を示すために、ストリーミングクライアント３０は、媒体レベルに関連するすべてのサポ
ートされているおよび／または修正済みのＱｏＳメトリックを送信しなければならない。
ストリーミングクライアント３０は、設定要求のうちの少なくとも１つで選択されたセッ
ションレベルのＱｏＳメトリックを送信しなければならない。
【００６８】
　ストリーミングサーバ２０はこの設定要求を受け取り、２００ＯＫメッセージを返信し
、変更の再確認応答を行うために受け入れ済みのＱｏＳメトリックはアタッチされ、クラ
イアント３０により送信される。この２００ＯＫメッセージはメッセージ４として図４に
示されているものである。ストリーミングサーバ２０は２００ＯＫメッセージの形でスト
リーミングクライアント３０によって行われる変更を拒絶してもよい。変更を拒絶するた
めに、ストリーミングサーバ２０は新たな値を設定して、修正したメトリックをＯＫメッ
セージにアタッチして元のストリーミングクライアント３０へ再送信するか、単にそのメ
トリックを無視してそれらの再確認応答を行わないようにするかのいずれかを行うことが
できる。
【００６９】
　ストリーミングサーバ２０が変更の確認応答を行ったと仮定すると、ストリーミングサ
ーバ２０は以下の例示のＳＥＴＵＰ応答を返送することが可能となる：
S->C　　RTSP/1.0 200 OK
　　　　Cseq: 2
　　　　Session: 17903320
　　　　Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=7000-
　　　　7001;server_port=6970-6971
　　　　QoS-Metrics:url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/tracklD=3";
　　　　metrics=｛Framegap_max, Framegap_ave｝;rate=10;range: npt=0-40,
　　　　url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp";
　　　　metrics=｛RTSPSetupTime, InitialBufferingTime｝;rate=End
【００７０】
　ストリーミングクライアント３０は、その設定要求３に応答するこの２００ＯＫメッセ
ージ４を受け取ると、ストリーミングサーバ２０がＱｏＳメトリックをサポートしている
ことを理解する。さらに、クライアント３０はサーバ２０がＱｏＳ－ＭｅｔｒｉｃｓＲＴ
ＳＰヘッダにリストされたメトリックをサポートすることを受け入れた旨を理解する。
【００７１】
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　同じシグナリングがセッション時に別の媒体コンポーネントに対して実行される。この
ような場合、セッションレベルでのＱｏＳメトリックネゴシエーションは反復しなくても
よい。
【００７２】
　ストリーミングサーバ２０がストリーミングクライアント３０によって行われる修正を
承認しなかった場合、サーバ２０とクライアント３０とはクライアント３０によるＲＴＳ
Ｐ　ＰＬＡＹ要求までメッセージ５として図４に示す再ネゴシエーションを続けてもよい
。メッセージ６として図４に示す後続するＲＴＳＰ　ＰＬＡＹサーバ２０の応答は、すべ
てのセッション値と媒体レベルのＱｏＳメトリック値とを含む最終ネゴシエーションを行
ったＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓを返送する。
【００７３】
　ＲＴＳＰ要求時にＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓヘッダフィールドが送信される度に、ＱｏＳ
－Ｍｅｔｒｉｃｓヘッダフィールドは特定の要求に対応する応答の中に存在しなければな
らないことに留意しなければならない。そうしないと、応答の受信機２０、３０は、それ
ぞれの相手側の端３０、２０がＱｏＳメトリックをサポートしていないものと仮定するこ
とになる。
【００７４】
　例えば、ファイルの形でセッションを開始する前に、ストリーミングクライアント３０
がＳＤＰ記述を予め所有するようにしてもよいことにさらに留意しなければならない。Ｄ
ＥＳＣＲＩＢＥ応答とは別の手段によってＳＤＰ記述が特定のサーバ２０から検索される
場合、ストリーミングサーバにが受け取った第１のメッセージは図４のＳＥＴＵＰメッセ
ージ３となる。したがって図４のＤＥＳＣＲＩＢＥ要求メッセージ１およびＤＥＳＣＲＩ
ＢＥ応答メッセージ２と関連する矢印は点線だけを用いて示されている。ストリーミング
クライアント３０は、このケースでは、ＳＥＴＵＰメッセージ３でのネゴシエーション用
の初期ＱｏＳメトリック情報を送信するものであってもよい。ＳＥＴＵＰメッセージ３が
ＱｏＳメトリック情報を含む場合、ストリーミングサーバ２０は、ＳＥＴＵＰ応答４時に
メトリックを受け入れたり、新たなメトリックを提案したりすることが可能となり、上述
のように次のＲＴＳＰメッセージでのＱｏＳメトリックネゴシエーションの続行が可能と
なる。第１のＳＥＴＵＰメッセージ３がＱｏＳメトリック情報を含まず、かつ、ストリー
ミングサーバ２０がストリーミングクライアント３０とのＱｏＳメトリックのネゴシエー
ションの実行を望む場合、ストリーミングサーバ２０はＳＥＴＵＰ応答４を利用すること
によってストリーミングクライアント３０からのＱｏＳメトリック情報のレポートを要求
することが可能となる。ストリーミングクライアント３０が、要求されたＱｏＳメトリッ
クを受け入れるか、要求されたＱｏＳメトリックの変更を望む場合、ストリーミングクラ
イアント３０は次のＲＴＳＰメッセージの中にメトリック情報を含む必要がある。次のＲ
ＴＳＰメッセージの中にＱｏＳメトリック情報が存在していなければ、これはストリーミ
ングクライアント３０がＱｏＳメトリックをサポートしていないことを示すことになる。
【００７５】
　ネゴシエーションが終了した後、ストリーミングクライアント３０はフィードバックメ
ッセージの送信を開始することができる。
【００７６】
　また、フィードバックメッセージは信頼性の高いトランスポートメカニズムを用いて送
信を行うことが望ましい。ストリーミングセッション中に任意のＲＴＳＰ要求－応答ペア
を採用することが可能である。例えば、何らかの方法でＲＴＳＰ　ＰＡＵＳＥメッセージ
をセッション中に送信する場合、このＰＡＵＳＥメッセージ内へフィードバックメッセー
ジを含むことができる。このフィードバックメッセージがセッション終了時にだけ送信さ
れる場合、ＲＴＳＰ　ＴＥＡＲＤＯＷＮメッセージを利用して、不要なトラフィックを回
避することが可能となる。周期的フィードバックレポートの場合、最後のフィードバック
メッセージの送信のためにこのようなＴＥＡＲＤＯＷＮメッセージが用いられる。
【００７７】
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　フィードバック情報用として新しいヘッダが同様に定義される。以下のヘッダはイベン
ト、測定値またはメトリックと関連する送信方法の処理が可能である。定義シンタックス
は、同様に本願明細書で参照により援用されているＲＦＣ２３２６に基づくものである：
　　　　Feedbackheader = 'QoS-Feedback" ":" l# (stream-url
　　　　1 * (parameters) CRLF)
　　　　stream-url = "url" "=" rtsp URL
　　　　parameters = ";" Metrics "=" "｛" SP / 1# (Value [SP
　　　　Timestamp]) "｝"
　　　　Metrics = *TEXT
　　　　Value = 1*DIGIT ["."*DIGIT]
　　　　Timestamp = 1*DIGIT
　　　　DIGIT = as defined in RFC 2326
　　　　Rtsp_URL = as defined in RFC 2326
　　　　SP = as defined in RFC 2326
【００７８】
　ストリームＲＬは、フィードバック情報パラメータ用のＲＴＳＰセッションＵＲＬまた
は媒体制御ＵＲＬ識別子である。パラメータ定義におけるメトリックフィールドはメトリ
ックの名称、測定値またはイベントを含み、このメトリックフィールドはネゴシエーショ
ンフィールドＱｏＳ－Ｍｅｔｒｉｃｓ内のメトリックフィールドと同じでなければならな
い。構文解析を単純化するためにメトリックの順序を同じに保つことが推奨される。Ｖａ
ｌｕｅフィールドはメトリックの結果を示す。オプションのタイムスタンプフィールドは
イベントまたは測定が行われた時刻あるいはメトリックが計算された時刻を示す。同様に
スペース（ＳＰ）を設けることにより、ヘッダによってゼロイベントのレポートを行うこ
とができるようにする。
【００７９】
　メトリックの送信時にイベントと測定値とを用いる場合、送信時間中に２回以上同じイ
ベントが生じる可能性がある。その場合メトリックタイプ、すなわちイベントまたは測定
値の名称が２回以上生じる場合があり、これは、サーバに対するイベントの数を示すもの
である。
【００８０】
　タイムスタンプはイベントが生じたり、メトリック（数）が計算されたりしたときの時
刻であり、このタイムスタンプは専らオプションとして与えられる。ＲＴＣＰヘッダは、
特定の媒体に関する情報を含むため、追加フィールドを持つこの情報を繰り返す必要はな
い。
【００８１】
　フィードバックメッセージには、ＱｏＳ－フィードバックヘッダが更新されたＱｏＳ－
Ｍｅｔｒｉｃｓメトリックのみが含まれる。メトリックパラメータがリストされていない
が、確立フェーズ中にネゴシエーションが行われる場合、このメトリックパラメータは不
変の／更新されていないパラメータと仮定される。ストリーミングクライアント３０は、
ＰＬＡＹ要求後のいずれのＲＴＳＰメッセージにおいても以下のメッセージを用いること
ができる。このようなメッセージはメッセージ７として図４に示されている。パラメータ
の名称は単に例示にすぎないことに留意されたい。
 OPTIONS rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp RTSP/1.0
 Cseq: 302
 Session: 17903320
 QoS-Feedback:
　　　 url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/trackl D=3"; Framega
　　　 p_max=100 6000 ; Framegapave=50 6000
　　　 url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/tracklD=5" ;
　　　 AudioGapave=340. 5 52; AudioGap_max=0 500
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【００８２】
　例えば、イベントベースの送信などに起因して高くなりすぎたメッセージ送信レートを
避けるために、ＲＴＳＰフィードバックメッセージの連結を行うことも可能である。
【００８３】
　ＲＴＳＰフィードバックメッセージとは別に、ストリーミングクライアント３０は、例
えばＱｏＳデータのレポートのために以下のＲＴＣＰＲＲメッセージを利用することが可
能である。
RTCP header
Report block
Profile specific extension
　　　 AudioGap_ave 105.5 6000
　　　 AudioGapmax 123 500
【００８４】
　さらに上記とは別に、クライアントは、例えば以下のＲＴＣＰ　ＡＰＰメッセージを利
用することが可能である：
RTCP APP header
Name
　　　 QoS_Metrics
Application-dependent data
　　　 Audiogapave 105.5 6000
　　　 Audiogapmax 123 500
【００８５】
　計算されたメトリックの代わりに測定値またはイベントがレポートされている場合、イ
ベント記述が２以上の値を含むようにしてもよい。これは、ＲＴＰパケットを紛失した２
つの別々のイベントがレポート時間中に生じた場合関心の対象になることが考えられる。
【００８６】
　ＲＴＳＰメッセージで用いる以下の例は、オプションのタイムスタンプ情報をさらに含
むものである：
OPTIONS rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp RTSP/1.0
Cseq: 302
Session: 17903320
QoS-Feedback:
　　　 url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/tracklD=3" ; Vcorruption dur
　　　 = ｛100 6000,215. 4 11000｝ ; Lost_RTP= ｛3 6000,5 11000｝
　　　 url="rtsp://example.com/foo/bar/baz.3gp/trackl D=5";
　　　 Acorruptiondur= ｛97 6000,221 11000｝
【００８７】
　ＲＴＳＰ　ＲＲメッセージで用いる次の例も同様にオプションのタイムスタンプ情報を
含むものである：
 RTCP header
 Report block
 Profile specific extension
　　　 Acorruptiondur 97 6000
　　　 Acorruptiondur 221 11000
【００８８】
　ＲＴＳＰ　ＡＰＰメッセージで用いる次の例も同様にオプションのタイムスタンプ情報
を含むものである：
RTCP APP header
Name
　　　 QoS_Metrics
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Application-dependent data
　　　 Acorruption_dur 97 6000
　　　 Acorruption_dur 221 11000
【００８９】
　ストリーミングサーバ２０またはクライアント３０のいずれかが、セッション中にネゴ
シエーション済みパラメータの変更を望むことが起こり得る。サーバ２０が例えば頻繁に
若干の情報を望む場合もあることが考えられ、これに対して、同意した数と同数のパラメ
ータの準備ができないことにクライアント３０が気がつく場合もあることが考えられる。
ＱｏＳメトリック全体の送信をオフに切り替えることも可能である。その後、ＱｏＳメト
リック全体の送信を再開するために、ストリーミングクライアント３０またはストリーミ
ングサーバ２０は新たな要求を送信することができる。現在進行中のストリーミングセッ
ション中、ＱｏＳメトリックパラメータの再ネゴシエーションを行うために任意のＲＴＳ
Ｐメッセージを利用することが可能である。最初にネゴシエーションを行ったレポートの
いずれの変更も図４のメッセージ７の下に同様に組み込まれる。
【００９０】
　以下は、クライアント３０またはサーバ２０によるセッション中の変更要求、あるいは
、ＱｏＳメトリックが始動後のセッション中のクライアント３０またはサーバ２０による
再開要求を示す１例である：
　　　　　　　RTSP/1.0
　　　　　　　Cseq: 302
　　　　　　　Session: 17903320
　　　　　　　QoS-Metrics: metrics=AudioGapave, AudioGapnum,
　　　　　　　AudioGap_max;rate=20
【００９１】
　要求の受け入れを示す変更要求への応答は、例えば以下のように双方の方向に対して定
義される：
S->C, C->S　　 RTSP/1. 0 200 OK
　　　　　　　Cseq: 302
　　　　　　　Session: 17903320
　　　　　　　QoS-Metrics: metrics=AudioGapave, AudioGapnum,
　　　　　　　AudioGap_max;rate=20
【００９２】
　要求の拒絶を示す変更要求への応答は、例えば以下のように双方の方向に対して定義さ
れる：
S->C, C->S　　 RTSP/1.0 200 OK
　　　　　　　Cseq: 302
　　　　　　　Session: 17903320
　　　　　　　QoS-Metrics: metrics=AudioGap_ave, AudioGap_max;rate=20
【００９３】
　新たな値が受け入れられなかった場合、前回ネゴシエーションが行われた状況が変らな
い状態のまま残っていることを示す前回用いたパラメータが繰り返し使用されることにな
る。メトリックのリストは常に絶対的なものである。現在のリストに加除を行う方法は存
在しないが、メトリックの新たなリストは古いリストにとって替わる。
【００９４】
　以下は、メトリックをオフにセットするための、セッション中のクライアント３０また
はサーバ２０によるメッセージを示す１例である：
C->S, S->C OPTIONS rtsp:/example.com/foo/bar/baz.3gp RTSP/1. 0
　　　 Cseq: 302
　　　 Session: 17903320
　　　 QoS-Metrics: Off



(20) JP 4456115 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【００９５】
　セッションレベルまたは媒体レベルでのメトリックの始動が可能であることに留意する
必要がある。どのようなレベルを用いるかはＵＲＬによって示される。上記例では、メト
リックはすべての媒体に対してセッションレベルでスイッチが切られる。
【００９６】
　メトリックの始動を求める要求が受け入れられた場合、応答は双方の方向に対して定義
される：
S->C, C->S　　 RTSP/1.0 200 OK
　　　　　　　Cseq: 302
　　　　　　　Session: 17903320
　　　　　　　QoS-Metrics: Off
【００９７】
　メトリックの始動を求める要求が拒絶された場合、応答は例えば以下のように双方の方
向に対して定義される：
S->C, C->S　　 RTSP/1.0 200 OK
　　　　　　　Cseq: 302
　　　　　　　Session: 17903320
　　　　　　　QoS-Metrics: metrics=AudioGapave, AudioGapmax;rate=20
【００９８】
　すなわち、上記始動が受け入れられなかった場合、前回ネゴシエーションが行われた状
況が変らない状態のまま残っていることを示す前回用いたパラメータが繰り返し使用され
ることになる。必要に応じて送信用パラメータの再ネゴシエーションを行うことが可能で
ある。
【００９９】
　イベント検出が要求されさえすれば、ストリーミングクライアント３０の実施構成はさ
らに簡単なものになる。
【０１００】
　メッセージの周期的送信が可能であること、および、メッセージができるだけ短くなる
ように設計されていることが提示した方法の利点である。
【０１０１】
　上記説明した方法によって、３ＧＰＰ　ＴＳＧ－Ｓ４会議＃２８での上述のドキュメン
トよりも多くの情報を伝えることが可能となる。さらに、提示したこの方法はセットアッ
プをより高速にする方法である。というのは、より少ないメッセージしか必要としないか
らである。提案した上記方法には、利用されるメトリックのうちの個々のメトリックのネ
ゴシエーションが可能であるという利点もある。さらに上記方法は、必要に応じてセッシ
ョン中にメトリックの送信の再ネゴシエーションを行う可能性と、必要に応じてメトリッ
ク送信全体の始動を行う可能性とを提供するものである。
【０１０２】
　上記提示された方法は、他の解決方法で用いられるレンジよりも正確にイベントの時刻
を記述するメトリック用タイムスタンプをさらに提供するものである。周期的メッセージ
送信時に記述すべきイベントが存在しないケースについては空メッセージが定義される。
メッセージ送信を最適化するためにいくつかのメッセージの連結を行うことも可能である
。
【０１０３】
　以上、本発明の推奨実施形態に適用されたものとして、本発明の基本的な新規の特徴に
ついて図示と説明とを行ったが、詳述した装置並びに方法における形態および細部におけ
る種々の省略と代替並びに変更は本発明の精神から逸脱することなく当業者によって行う
ことが可能であることを理解されたい。例えば、実質的に同一の方法で実質的に同一の機
能を実行して同じ結果を達成するための当該エレメントおよび／または方法ステップのす
べての組み合わせは本発明の範囲に属するものであることが明白に意図されている。さら
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に、本発明の開示されたいずれの形態あるいは実施形態と関連して図示および／または説
明が行われる構造および／またはエレメントおよび／または方法ステップを、設計上の選
択肢の一般的事項として他の任意の開示または説明された形態または実施形態の中に組み
込むことも可能であることを認識することが望ましい。したがって、本明細書に添付のク
レームの範囲によって示されるように、本発明はこれらクレームによってのみ限定される
ことを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明を実現できるシステムを概略的に示す。
【図２】図１のシステムのクライアントが検出できるイベントと測定値とを示す表である
。
【図３】図１のシステムのクライアントが計算できるメトリックの１例を示す表である。
【図４】本発明による方法の実施形態を例示する概略信号図である。

【図１】 【図２】
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