
JP 2008-537255 A 2008.9.11

10

(57)【要約】
ユーザのデスクトップ、ラップトップ、又はセルラーデ
バイスなどのネットワーク対応マシン（１０２、１１４
）間の自動的な一貫性ベースでファイル、フォルダ、デ
ィレクトリ、又は他の格納コンテンツを共有するための
シームレスなピアツーピアのファイル同期機能を提供す
るシステム及び方法。同期エンジン（１０８）は、これ
らのマシンのオペレーティングシステムに組み込まれ、
伝送がなされたかどうか、又はいずれのターゲットマシ
ン（１１４）が伝送されるかを示す指定ファイルの状態
を記録するファイルシステムログを維持することができ
る。従って、ユーザは、遠隔のサーブ、記憶、又は他の
制御を呼び出して当該コンテンツをバックアップ及び同
期することを必要とせずに、マシンの任意のセット（１
０２，１１４）に対して所望のファイルの共有を選択及
び達成ことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データの同期を管理するシステムであって、
　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取るための入力インタフェースと、
　前記入力インタフェースと通信して前記コンテンツのセットの指定を受け取り、関与マ
シンのセットに対する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる同期エンジン
と、
を含むシステム。
【請求項２】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによって同期選択を自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一貫したバージョンを前記関与マシンのセット
に伝達することを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コンテンツのセットと前記関与マシンのセットのうちの少なくとも１つが、発見ロ
ジックによって自動的に検出される、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンテンツのセットが、関与マシン間の直接接続及び関与マシン間のネットワーク
接続のうちの少なくとも１つを介して同期される、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　データの同期を管理する方法であって、
　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取る段階と、
　同期エンジン内で前記コンテンツのセットの指定を受け取り、関与マシンのセットに対
する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる段階と、
を含む方法。
【請求項９】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによって同期選択を自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一貫したバージョンを前記関与マシンのセット
に伝達することを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
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とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツのセット及び前記関与マシンのセットのうちの少なくとも１つを自動的
に発見する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツのセットが、関与マシン間の直接接続及び関与マシン間のネットワーク
接続のうちの少なくとも１つを介して同期される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取る段階と、
　同期エンジン内で前記コンテンツのセットの指定を受け取り、関与マシンのセットに対
する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる段階と、
を含む方法に従って生成される同期コンテンツのセット。
【請求項１６】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１７】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによって同期選択を自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１８】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一貫したバージョンを前記関与マシンのセット
に伝達することを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１９】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項２０】
　前記方法が更に、前記コンテンツのセット及び前記関与マシンのセットのうちの少なく
とも１つを自動的に発見する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータファイル管理の分野に関し、より詳細には、介在するサーバ又
は他の外部リソースを必要とせずに２つ又はそれ以上のコンピュータ間、すなわちピアツ
ーピアベースでのファイル共有又は同期を選定し管理するためのプラットフォームに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　今日の多くのパーソナルコンピュータユーザ及び他のマシン又はクライアントのユーザ
は、１つ以上のマシンを定期的に所有又は利用している。例えば、多くの企業ユーザ、個
人ユーザ、及び他のユーザは、デスクトップマシンとラップトップコンピュータ又は他の
モバイルクライアントもしくはデバイスの両方を所有又は利用している。複数のマシンを
所有するユーザ又は複数のマシンにアクセスするユーザは、異なるマシンを異なる時間に
異なる目的で利用することができるが、それでもこれら全てのマシン上でよく利用するフ
ァイル又は他のコンテンツにアクセスしたい場合が多い。しかしながら、ほとんどのアプ
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リケーション、データベース、及び他のリソースでは、ユーザがどのマシンを用いても所
与のファイルの最新又は最終の形態のもので作業することが可能であるように、共通のグ
ループのマシンにこれらのファイルを自動的に又は本来的に「ローミング」或いは共有す
る機能が欠けている。
【０００３】
　あるマシンをリモートのインターネットサーバ又は他のマシンに一時的にバックアップ
するプラットフォームを含む、ファイル同期問題に対処する目的のソリューションが市販
されている。こうした技術によれば、最新のファイル、フォルダ、又はディレクトリイメ
ージを受け取る宛先又はターゲットマシンは、インターネットに接続して当該リモートサ
ーバに達し、現ファイルのファイル転送を開始するのを待機する必要がある。従って、イ
ンターネットに常時接続で動作していない多くのラップトップ又はポータブルコンピュー
タなどのマシンは、ユーザが当該サーバにアクセスすることが可能ではない場合がある。
このようなことは、例えば、直ぐ近くにインターネットアクセスポイントが無い遠隔の場
所に企業ユーザ又は他のユーザが移動したときに発生する可能性がある。更に、中間サー
バに依存するファイル同期ソリューションは、クラッシュし、メンテナンスのために一時
停止し、或いは他の場合では求められているものよりも信頼性が低いファイル同期機能を
形成することがある接続において予測できない割り込みを受ける可能性がある。ファイル
同期及び複製技術における他の問題も存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　当該技術分野におけるこれら及び他の問題に対処する本発明は、１つの観点において、
ファイルのピアツーピア同期するためのシステム及び方法に関し、ここでユーザの指定さ
れたマシンの各々は、こうしたマシンがピアツーピアベースでユーザの所望の共有ファイ
ルのセットを独立して発見、接続、管理することを可能にする同期エンジン又は同期ロジ
ックを収容又は含むことができる。１つの観点において本発明の実施形態によれば、ファ
イルローミングの自動発見及び管理は、遠隔のサーバ記憶又は他の遠隔のリソースを必要
とせずに達成することができ、各関与マシンのオペレーティングシステム又は他のローカ
ルリソース内に収容又は含まれる同期エンジンロジックを用いて行うことができる。１つ
の観点において本発明の実施形態によれば、ユーザは、ファイル同期サービス用に２つ、
３つ、又はそれ以上のマシンを登録することができ、これらのマシンのセットのいずれか
の１つ又はそれ以上から登録したマシンのセットの残りのいずれかの１つ又はそれ以上に
まで共有されることになる１つ又はそれ以上のファイル、フォルダ、ディレクトリ、又は
他のソースもしくはコンテンツを自由に指定することができる。各マシンは、グループ内
の他のマシンへの接続ステータスをトランスペアレントに検出し発見し、選択したファイ
ルを他のマシン又は宛先に或いは当該マシンから他のマシンにローミング又は撮像を自動
的に開始することができる。同期エンジンは、実施形態において、バージョン管理ロジッ
クを適用し、バージョン競合を検出し、例えば、バージョン競合が発生したときにバック
アップ及び他のオプションの好ましい選択肢をユーザに問い合わせることができる。１つ
の観点において本発明の実施形態によれば、従って、ユーザは、作動中のマシンの全てに
わたって自動的に伝播される作業中の文書、イメージ又は他のファイル、フォルダ、ディ
レクトリ、又は他のソースもしくはコンテンツのセットを選択又は検出することができ、
全ての関与マシンにわたるファイルの当該セットについて最大の流通を達成しながら比較
的小さな構成作業を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　図１は、本発明の実施形態による、ファイル又は他のコンテンツのピアツーピア同期の
ためのシステム及び方法が動作することができる環境を示している。この図に示すように
、ユーザは、図ではデスクトップコンピュータである第１のマシン１０２と、図ではラッ
プトップ又は他のモバイルコンピュータである第２のマシン１１４とを含む、企業ユーザ
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、個人ユーザ、又は、他のユーザ用の複数のコンピュータ、クライアント又は他のマシン
のセットを利用し且つこれにアクセスすることができる。例えば、ネットワーク対応のセ
ルラー電話、ネットワーク対応の電子メールクライアント、ネットワーク対応の携帯情報
端末、ネットワーク対応のメディアプレーヤ、又は他のハードウェアを含む、他のコンピ
ュータ、クライアント、又は他のマシンを同期させることもできる。図示のように動作中
において、第１のマシン１０２と第２のマシン１１４とは、ユニバーサルシリアルバス接
続、ＦｉｒｅＷｉｒｅ（商標）接続、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（商標）接続、ＷｉＦｉ（商標
）接続、或いは他の有線、無線、光学的、又は他のチャネルもしくは接続など、接続部１
１８を介して接続することができる。本発明の実施形態によれば、接続部１１８は、ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又は他の方法で連続して維持することができ、或いは
実施形態において、２つ又はそれ以上の関与するマシン間を断続的に接続することができ
る。
【０００６】
　図示のように本発明の実施形態によれば、第１のマシンは、グラフィカルユーザインタ
フェース、コマンドラインインタフェース、音声起動又は他のインタフェースなどのユー
ザインタフェース１０４を生成及び提示し、ユーザがアプリケーション、ファイル、オペ
レーティングシステム、及び他のリソースにアクセス可能にすることができる。図示の実
施形態によれば、ユーザは、同期インタフェース１０６にアクセスして、ファイル又は他
の同期機能を起動、選択、及び管理することができる。実施形態において、同期インタフ
ェース１０６は、第１のマシンのオペレーティングシステム内に収容することができ、又
は、別の実施形態では、１つ又はそれ以上のアプリケーション、モジュール、又は他のリ
ソースに組み込むことができる。図示の実施形態によれば、同期インタフェース１０６は
、第１のマシン１０２と第２のマシン１１４又は他のマシンもしくはターゲットとの間の
同期イベントを識別、起動、及び管理するための選択肢及びオプションをユーザに提示す
ることができる。一般に、こうした同期活動は、関与マシン間で選択又は発見したファイ
ル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディスク、又は他のコンテンツ、情報、格納
もしくは媒体の同期を伴うことができる。
【０００７】
　ある観点に関する本発明の実施形態によれば、ユーザは、同期インタフェース１０６を
操作して、関与マシン又はシステムにわたって同期又はローミングするための同期ファイ
ルのセット１２６を選択することができる。同期ファイルのセット１２６は、例えば、第
１のマシン１０２上に格納されたローカルファイルのセット内から、並びに第２のマシン
１１４上に格納されたローカルファイル１１６の別のセット内から識別されたファイル又
は他のコンテンツ、或いは他のファイル又は情報を含むことができる。同期ファイルのセ
ット１２６は、第１のマシン１０２内に収容された同期エンジン１０８によって識別、格
納、及び管理することができる。同期エンジン１０８は、第１の機械で維持されるファイ
ルシステムログ１１０と通信し、同期されたファイル１２６又はその他のセットにおいて
同期又はローミングするように指定されたファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリュー
ム、又は他のコンテンツもしくは情報の状態を追跡及び記録することができる。実施形態
において、第２のマシン１１４又は他の関与マシンもしくは追加の関与マシンも同様に、
同期エンジン１０８、ファイルシステムログ１１０、及び他のファイル管理リソースの別
のインスタンスの形態で同じ又は類似のロジックを維持することができ、その各々はまた
、実施形態において、オペレーティングシステム又は他のリソースにおいて収容すること
ができる。
【０００８】
　本発明の実施形態によれば、同期ファイルのセット１２６はまた、例えば、ユーザが最
も一般的に使用するディレクトリ、フォルダ、又は他のソースを含むように構成すること
ができ、例えば、マイドキュメント、マイミュージック、デスクトップ、お気に入り、又
は他のフォルダもしくはソースなどの例示的なフォルダである。ある観点に関する実施形
態によれば、一般に使用されるディレクトリ、フォルダ、又は他のソースは、例えば、こ
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うしたソース及び同期宛先を受け付けて又は強調することによって、ユーザによる選択又
は起動を容易にするように、同期エンジン１０８又は他のリソースへの同期の可用性を自
動的に公表するように構成することができる。別の観点に関する本発明の実施形態によれ
ば、フォルダ、ディレクトリ、又は他のソースは、あるユーザに固有のものではない、例
えばタスク指向プロジェクトフォルダ、ｃ：＼ｕｓｅｒｓ＼ｐｕｂｌｉｃの形式のフォル
ダのような公開フォルダ、又は他のフォルダ、ディレクトリ、もしくは他のソースといっ
た、同期システムに対しグローバルなフォルダ又は他のコンテンツの同期用に選択又は構
成することができる。本発明のこれら及び他の実施形態では、フォルダ、ディレクトリ、
及び他のソースは、当該コンテンツのマニュアルでの指定に加えて、或いはその代わりに
、いずれかの１つ又はそれ以上のマシンの発見ロジックによって自動的に見つけることが
できる。同様に、本発明の実施形態において、宛先マシンのアドレス又は識別子をマニュ
アルで登録することに加えて、或いはこれに代わって、関与マシンのセットに含めるため
の候補とすることができるマシンはまた、ローカルエリアネットワーク上で接続されたマ
シンを検出できるロジック又はその他のような発見ロジックを用いて自動的に検出するこ
とができる。
【０００９】
　同期管理の目的で、第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、或いは他のものの同期
エンジン１０８は、第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、又は他のマシンもしくは
ハードウェアの接続ステータスを検出し、これらのマシンが接続部１１８又は他の接続部
もしくはチャネルを介して相互間又は他の関与ハードウェア間の接続性を享受する機会を
判断することができる。例えば、同期エンジン１０８は、例えば必要に応じてファイアウ
ォールリソースを通るトンネリングを含む、第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、
又は他の関与マシンの利用可能な通信ポートを介した接続を確立することができる。
【００１０】
　接続が確立すると、例えばＵＳＢ又は無線接続を介して、第１のマシン１０２又は他の
ものの同期エンジン１０８は、実施形態において、関与マシンを認証して、ファイル同期
が適切に開始されていることを確実にすることができる。認証された接続が照合されると
、第１のマシン又は他のものの同期エンジン１０８は、同期ファイルのセット１２６にア
クセスし、第１のマシン上に位置するどのファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリュー
ム、又は他のコンテンツが第２のマシン１１４に転送される必要があるか、同様に、第２
のマシン１１４上に位置する同様のどのコンテンツが第１のマシン１０２に転送される必
要があるかを判断し、これらのマシン間で整合がとれた又は一貫性のあるファイル又は他
の情報のセットを維持することができる。
【００１１】
　従って、第１のマシン１０２又は他のものの同期エンジン１０８は、例えば、第１のマ
シンのファイルシステムログ１１０、第２のマシン１１４のファイルシステムログ１１０
、又はその他を調べて、関与マシン上でのファイル及び他のコンテンツの状態、動作、又
は履歴を調べることができる。同期ファイルのセット１２６に関する状態、動作、履歴、
又は他のメタデータもしくは情報は、例えば、ファイルの最も最近の編集、ダウンロード
、又はアクセスを示す日付スタンプ情報だけでなく、ファイルサイズ、ファイルタイプ、
ファイルの以前のバージョン又は送信に関する情報、及び他の情報を含むことができる。
【００１２】
　マシン上でのファイル及び他のコンテンツの状態に関するこのような情報及び他の情報
にアクセスすると、第１のマシン１０２又は他のものの同期エンジン１０８は、例えば、
同期ファイルのセット１２６の削除、コピー、編集、再フォーマット、格納ロケーション
の変更、或いは１つ又はそれ以上のロケーションにおけるこの同期ファイルのセット１２
６の操作を行うことができる。これらの動作は、例えば、所与のファイルの同じバージョ
ンが第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、及び他の関与マシンにおいて維持される
のを保証するために行うことができる。１つの観点における本発明の実施形態によれば、
第１のマシン１０２又は他のものの同期エンジンは、処理されるファイルにデルタ同期ロ
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ジックを適用し、最後の同期又は他の時点から変更されたファイル又はファイルの部分だ
けを関与マシン間でローミングさせることができる。企業又は他の組織のＬＡＮに関係す
る本発明の実施形態において、例えば、システム管理者又は他者は、第１のマシン１０２
又は他のものの同期エンジン１０８に特定のファイルを特定のユーザに伝播するように制
限し、又は他の同期制御を適用するように設定することができる。許可が申請されると、
該許可は、データが全ての関与マシンまで移行ことができるように配置され、例えば、全
ての必要な宛先への接続パスを確保する必要がある点に留意すべきである。他の構成も実
施可能である。
【００１３】
　更に別の観点における本発明の実施形態によれば、ユーザ、管理者、又はオペレーティ
ングシステムの設定は、例えば、第１のマシン１０２の同期エンジン１０８、第２のマシ
ン１１４の同期エンジン１０８、又は他のリソースによって行われる同期管理、ファイル
転送、又は他の活動を優先順位の所望のレベルで実行し、例えば、バックグラウンドタス
クとして動作する、又は、ブロードバンド接続が確立又は再確立するまでサスペンド及び
リジュームする、或いは他の日時又は他の条件では他のアクションをとるように設定する
ことができる。ある観点における本発明の実施形態によれば、第１のマシン１０２、第２
のマシン１１４、又は他の関与マシン、クライアント、デバイス、又はハードウェアは、
例えば、ドメイン名サービス（ＤＮＳ）又は他のアドレス又は識別子によって識別するこ
とができる。この観点における本発明の実施形態において、第１のマシン１０２の同期エ
ンジン１０８、第２のマシン１１４の同期エンジン１０８、又は他の同期エンジンインス
タンス又はロジックは、自動発見ロジックを利用して他の関与マシンがインターネット又
は他のネットワーク上に現れる時点を検出して、例えば、マシンは、該マシンがインター
ネット又は他の接続を享受しているある時点で他のマシンと同期活動をレジュームするこ
とができるようになる。
【００１４】
　本発明の実施形態によれば、一般にユーザは、関与マシンのセットの中から、これらマ
シンのいずれか１つ又はそれ以上から制限なく複製、ローミング、又は同期することを望
むフィアイル又は他のソースコンテンツを選択的に又は任意で選ぶことができる点に留意
されたい。更に、第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、及び他のあらゆる関与マシ
ンは、グループベースで同期したファイル１２６のセットを共有することができるが、こ
れらマシンは、本発明の同期動作を実行するために共に直接接続するか、又は同時に接続
することは必要ではない。むしろ、同期活動は、各マシン又はマシンのサブグループもし
くはサブネットワークの接続条件、ネットワーク条件、又は他の条件に応じて自動的且つ
日和見的に行うことができる。（こうした実施形態では、マシン、マシンのサブグループ
もしくはサブネットワークが異なる時間、異なる場所、又は異なるタイプのネットワーク
接続を用いて接続する場合であっても、関与マシンのセットはそれでも完全ブリッジ又は
接続ネットワークｄを達成可能である必要がある点に留意されたい。）別の観点における
本発明の実施形態によれば、ユーザは、別の関与マシンとローミング又は同期しようとし
ている第１のマシン１０２、第２のマシン１１４又はその他のものに位置する全てのファ
イルを指定して、必要に応じてこれらソースファイルのバックアップを行うよう選ぶこと
ができる。
【００１５】
　図２に示す本発明の実施形態によれば、第１のマシン１０２の同期ロジック１０８、第
２のマシン１１４の同期ロジック、又は他のロジックもしくはインスタンスは、第１の転
送及びアップデートの実施と共にバージョン管理ロジック１２０を適用することができる
。図示の実施形態では、同期ロジック１０８が、ファイルの２つのインスタンス間でのバ
ージョン競合、例えば古いファイルが当該ファイルの新しいバージョンを上書きしようと
していることを検出した場合、バージョン管理ロジック１２０は、例えば、古いファイル
をリネーム又は移動する、ファイルの別のバージョンに置き換える、又は他のアクション
を取るなど、当該競合を解決するためのダイアログ又はクエリーをユーザに提示すること
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ができる。他のバージョンベースの競合及び他の競合は検出することができる。実施形態
において、例外処理のリッチインタフェースをユーザに提示するのではなく、又はこれに
加えて、バージョン管理ロジック１２０はまた、競合ファイル又はデータに対して、こう
したファイルを編集又は一致させる比較機能を実行するか、又は異なるバージョンを処理
するといった、自動ルール又は処理を適用することができる。
【００１６】
　本発明の実施形態において、且つ図３に示す実施例に関しては、２つ又はそれ以上のマ
シンが同じ自動ベースに基づき同期及び関連する機能に参加することができる点もやはり
留意されたい。図示のマシンの集合は、選択されたファイル又は他のクライアントを同期
するために、第１のマシン１０２、第２のマシン１１４、第３のマシン１２２、第４のマ
シン１２４、又はこれ以上の更なるマシン、クライアント、コンピュータ、又はデバイス
を少なくとも含むことができる。実施形態において、これらのマシンは、図１に示す接続
部１１８などの有線接続を介して、或いは、ネットワーク対応セルラー電話用エアインタ
フェース及び他のものを含む、他の有線接続、無線接続、もしくは光接続で直接接続する
ことができる。１つの観点における本発明の実施形態において、ユーザは、比較的小さな
構成作業で、且つインターネットバックアップサーバなどの中間記憶、ロジック、又は制
御リソースを必要とせず又は依存せずに所望のファイルの選択同期を開始することができ
る。従って、本発明の実施形態は、ローミング動作の信頼性、速度、及び相互操作性を強
化することができる。
【００１７】
　図４は、本発明の実施形態による全体のファイル共有及び同期処理を示している。ステ
ップ４０２で処理を開始することができる。ステップ４０４で、ユーザは、パーソナルコ
ンピュータ、ラップトップ又はモバイルコンピュータ、ネットワーク対応セルラー電話、
或いは他のクライアント、マシン、ハードウェア、若しくはデバイスなどの第１のマシン
１０２を始動又はログインすることができる。ステップ４０６で、ユーザは、ソースファ
イルのセット、フォルダ、ディレクトリ又は他のソースファイル、ソースロケーション、
或いは、例えば第１のマシン１０２又は他のロケーション上のファイルのセットをハイラ
イトする他の情報もしくはコンテンツを選択又は起動することができる。ステップ４０８
で、ユーザは、作動しているコンピュータのセット又は他のマシンの間で自動的に同期及
び管理されるように同期ファイルのセット１２６を指定することができる。ステップ４１
０で、このような指定した１つ又は複数のマシンのネットワーク接続ステータスを例えば
同期エンジン１０８又は他のロジックにより自動的に発見することができる。ステップ４
１２で、ユーザは選択することができ、或いは、同期エンジン１０８は、ファイルの格納
された指定、ファイルの１つ又はそれ以上の宛先マシン、或いは他のデータ同期を検索す
ることができる。
【００１８】
　ステップ４１４で、ＵＳＢ又は他の有線若しくは無線接続などの接続１１８を確立し認
証して、第２のマシン１１４又は他のコンピュータ、マシン、クライアント、又はハード
ウェアなどの選択された１つ又はそれ以上のマシンに接続することができる。ステップ４
１６で、同期エンジン１０８又は他の制御ロジックは、同期ファイルのセット１２６のフ
ァイル転送又は第１のマシン１０２と第２のマシン１１４との相田の他の接続送信を開始
することができる。ステップ４１８で、第１のマシン１０２又は第２のマシン１１４或い
はその両方の同期エンジン１０８は、転送されている同期ファイルのセット１２６又は他
のコンテンツに対しデジタル著作権管理又は保護ロジックを適用することができる。この
観点における本発明の実施形態によれば、あらゆる１つ又はそれ以上の関与マシンの同期
エンジン１０８は、このような場合に自動的に許可又はライセンスを探し、音楽又は他の
媒体コンテンツなどのファイル又はコンテンツを複製することができる。許可が拒否され
た場合、動作可能な同期エンジン１０８は、例えば、ターゲットマシンから不許可の１つ
又は複数のファイルを削除し、不許可にされたコピーが排除されたことをユーザに通知し
、又は他のアクションをとる。
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【００１９】
　ステップ４２０で、第１のマシン１０２又は第２のマシン１１４のいずれかの同期エン
ジン１０８は、同期ファイルのセット１２６又は転送されている他のコンテンツに対して
、例えば、ファイルの一貫性のないバージョン、新しいバージョンの上にコピーしようと
されているファイルの古いバージョンのインスタンスをトラップし、或いは他のバージョ
ン競合を検出するバージョン管理ロジック１２０を適用することができる。１つの観点に
おける本発明の実施形態によれば、バージョン管理ロジック１２０は、バージョン競合の
好ましい処置を得るため、例えば、ファイルの最新のバージョンをローミングすること、
ffアイルの古いバージョンをリネームし又はバックアップし、競合しているバージョンの
ファイルを他のファイルとの置き換えを行い、又は他のアクションを行うようなダイアロ
グをユーザに提示することができる。ステップ４２２では、関与マシンの１つ又はそれ以
上における同期エンジン１０８又は他のロジックは、当該対応するローカルマシン又はハ
ードウェアにおいてファイルシステムログ１１０をアップデートすることができる。ステ
ップ４２４で、処理は、繰り返し、前の処理ポイントへ戻り、次の処理ポイントへジャン
プ、又は終了を行うことができる。
【００２０】
　本発明の上記の説明は例示的なものであり、当業者であれば構成及び実施において修正
形態が想起されるであろう。例えば、本発明は一般に、他のデスクトップ又はモバイルパ
ーソナルコンピュータにファイルをローミングするパーソナルコンピュータに関して説明
してきたが、実施形態では、本発明のファイル同期機能は、ネットワーク対応セルラー電
話、ネットワーク対応電子メールクライアント、ネットワーク対応携帯情報端末、ネット
ワーク対応メディアプレーヤ、或いは他のクライアント、マシン、もしくはハードウェア
など、他のタイプのデバイスに適用することができる。
【００２１】
　同様に、本発明は一般に、実施形態において関与マシン間でファイル自体を移行するよ
うに説明してきたが、実施形態では、
ハードウェア構成設定、ユーザのカスタマイズされたインタフェースからのデスクトップ
イメージ、オペレーティングシステムリソースもしくはツール、或いは他のメディア、コ
ンテンツ、又は情報などのような、コンテンツ、情報、又はデータの他のタイプを同期さ
せてもよい。単一のものとして説明された他のハードウェア、ソフトウェア、又は他のリ
ソースは、実施形態において分散させることができる、同様に、実施形態において、分散
されて説明されているリソースは組み合わせることもできる。従って、本発明の範囲は請
求項によってのみ限定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による自動ピアツーピアファイル同期のためのシステム及び方
法が動作可能な例示的な環境を示す。
【図２】本発明の実施形態によるファイル同期と合わせて使用することができるバージョ
ン管理ロジックを示すインタフェースの図である。
【図３】別の観点における本発明の実施形態による、ファイルのピアツーピア同期のため
のシステム及び方法が２つ又はそれ以上の関与マシンと動作することができる環境を示す
図である。
【図４】本発明の実施形態による、全体のファイルローミング及び同期処理のフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【００２３】
　１０２　第１のマシン
　１０４　ユーザインタフェース
　１０６　同期インタフェース
　１０８　同期エンジン
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　１１０　ファイルシステムログ
　１１４　第２のマシン
　１１６　ローカルファイル
　１１８　接続部
　１２０　バージョン管理ロジック
　１２２　第３のマシン
　１２４　第４のマシン
　１２６　同期ファイルのセット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月1日(2008.7.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データの同期を管理するシステムであって、
　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取るための入力インタフェースと、
　前記入力インタフェースと通信して、前記コンテンツのセットの指定を受け取り、参加
するマシンのセットに対する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる同期エ
ンジンと、
を含むシステム。
【請求項２】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによる同期選択のために自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一致したバージョンを前記参加するマシンのセ
ットに伝達することを含む、
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ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コンテンツのセットと前記参加するマシンのセットのうちの少なくとも１つが、発
見ロジックによって自動的に検出される、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンテンツのセットが、参加するマシン間の直接接続及び参加するマシン間のネッ
トワーク接続のうちの少なくとも１つを介して同期される、
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　データの同期を管理する方法であって、
　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取る段階と、
　同期エンジン内で前記コンテンツのセットの指定を受け取り、参加するマシンのセット
に対する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる段階と、
を含む方法。
【請求項９】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによる同期選択のために自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一致したバージョンを前記参加するマシンのセ
ットに伝達することを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツのセット及び前記参加するマシンのセットのうちの少なくとも１つを自
動的に発見する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツのセットが、参加するマシン間の直接接続及び参加するマシン間のネッ
トワーク接続のうちの少なくとも１つを介して同期される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　同期用にコンテンツのセットの指定を受け取る段階と、
　同期エンジン内で前記コンテンツのセットの指定を受け取り、参加するマシンのセット
に対する中間制御なしで前記コンテンツのセットを同期させる段階と、
を含む方法に従って生成される同期コンテンツのセット。
【請求項１６】
　前記コンテンツのセットが、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、ボリューム、ディス
ク媒体、及び電子媒体のうちの少なくとも１つを含む、
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ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１７】
　前記コンテンツのセットが、ユーザによる同期選択のために自動的に公表される、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１８】
　前記同期が、前記コンテンツのセットの一致したバージョンを前記参加するマシンのセ
ットに伝達することを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項１９】
　前記同期エンジンが、オペレーティングシステム及びアプリケーションのうちの少なく
とも１つに収容されたエンジンを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
【請求項２０】
　前記方法が更に、前記コンテンツのセット及び前記参加するマシンのセットのうちの少
なくとも１つを自動的に発見する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の同期コンテンツのセット。
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