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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートサイドダウンロードのための方法であって、
　ローカルコンピュータとリソースロケータを有するコンテンツサーバとの間のセッショ
ンを確立するステップと、
　前記コンテンツサーバからダウンロードすべきコンテンツファイルを選択するステップ
と、
　マッピングファイルを使用して特定され、前記コンテンツファイルが前記コンテンツサ
ーバからダウンロードされるべきリモートサイトジオグラフィックドライブを選択するス
テップと、
　前記コンテンツサーバから前記セッションの少なくとも１つのメッセージを受信するス
テップと、
　前記リソースロケータと前記セッションの前記少なくとも１つのメッセージとを有する
情報をパックするステップと、
　前記パックされた情報を前記ローカルコンピュータからリモートサイトコンピュータに
送信するステップと、
から構成され、
　前記パックされた情報に含まれる前記リソースロケータと前記少なくとも１つのメッセ
ージとは、前記選択されたコンテンツファイルを前記選択されたリモートサイトジオグラ
フィックドライブにダウンロードするため、それぞれ、前記リモートサイトコンピュータ
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が、前記コンテンツサーバにアクセスし、前記コンテンツサーバと前記ローカルコンピュ
ータとの間の前記セッションであるとの認証を求めるためのものであり、
　少なくとも前記ローカルコンピュータは、少なくとも前記セッションの確立中に前記リ
モートサイトコンピュータから遠隔に配置される、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ローカルコンピュータは、前記情報をパックし、前記情報をリモートサイトコンピ
ュータに送信するよう構成されたリモートサイドダウンロードプログラムを有することを
特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、
　前記リモートサイドダウンロードプログラムは、ウェブブラウザのプラグインであるこ
とを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、
　前記セッションは、ウェブセッションであることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、
　前記セッションのメッセージは、ウェブブラウザクッキーであることを特徴とする方法
。
【請求項６】
　請求項１記載の方法であって、
　前記コンテンツファイルは、前記リソースロケータによって表され、
　前記リソースロケータは、前記パックされた情報に含まれ、前記リモートサイトコンピ
ュータについて選択されたコンテンツファイルを特定する、
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ローカルコンピュータは、第１アクセスネットワークを介し前記セッションを確立
し、
　前記リモートサイトコンピュータは、第２アクセスネットワークを介し前記コンテンツ
ファイルをダウンロードする、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブは、固定された位置にあることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブは、動的な位置にあることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブは、ホットスポットにあることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法であって、
　前記リモートサイトコンピュータは、前記リソースロケータ及び前記セッションのメッ
セージを用いて前記コンテンツサーバから前記ファイルをダウンロードし、前記ジオグラ
フィックドライブに係るコンピュータがキャッシュサーバから前記コンテンツファイルを
受信するため利用可能となるまで、前記ファイルを前記キャッシュサーバに格納すること
を特徴とする方法。
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【請求項１２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記リモートサイトコンピュータは、前記リソースロケータ及び前記セッションのメッ
セージを用いて前記コンテンツサーバから前記ファイルをダウンロードするためのリモー
トサイドダウンロードサーバプログラムを有し、又は、前記コンテンツサーバから前記フ
ァイルをダウンロードし、前記ジオグラフィックドライブに係るコンピュータがキャッシ
ュサーバから前記コンテンツファイルを受信するため利用可能となるまで、前記ファイル
を格納するよう前記キャッシュサーバを割当てることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブは、モバイルコンピュータであり、
　前記リモートサイトコンピュータは、ホットスポットにあるキャッシュサーバであり、
　前記キャッシュサーバは、前記パックされた情報を受信し、前記リソースロケータ及び
前記セッションのメッセージを用いて前記コンテンツサーバから前記選択されたコンテン
ツファイルをダウンロードし、前記モバイルコンピュータが前記ホットスポットにおいて
サインインし、その後、前記キャッシュサーバから前記モバイルコンピュータのジオグラ
フィックドライブに前記コンテンツファイルをダウンロードするまで前記コンテンツファ
イルを格納するリモートサイドダウンロードサーバプログラムを有する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ローカルコンピュータと前記コンテンツサーバとの間のセッションは、セキュアセ
ッションであり、
　前記コンテンツファイルは、クレジットカードを用いて購入され、
　前記コンテンツサーバは、前記セッションのメッセージを用いて、前記ダウンロードリ
クエストが真正であることを保証する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブは、関連付けされたネットワークの名前、前記関連付け
されたアクセスネットワークのユーザＩＤ、前記関連付けされたアクセスネットワークの
パスワード、静的位置又は動的ホットスポット位置の地理的位置、及び前記ジオグラフィ
ックドライブがアクセスする際に生成されるパラメータ及び実行可能性を有するリモート
サイドダウンロード割当てコマンドの１以上を有するデータを含むマップを有するローカ
ルコンピュータ上の位置に依存したストレージであることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の方法であって、
　前記ジオグラフィックドライブのマップは、アドレス、ユーザＩＤ、パスワード、地理
的位置及びリモートサイドダウンロード割当てコマンドを提供することを特徴とする方法
。
【請求項１７】
　請求項１記載の方法であって、
　前記ローカルコンピュータは、リモートサイドダウンロードプラグインを備えたウェブ
ブラウザを使用して、前記コンテンツサーバとのセッションを確立することを特徴とする
方法。
【請求項１８】
　請求項１記載の方法であって、
　前記コンテンツファイルは、マルチメディアファイルであることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１記載の方法であって、
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　前記コンテンツファイルは、映画ファイルであることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　リソースロケータを有するコンテンツサーバとアクセスサーバとを有するネットワーク
環境における、リモートサイドダウンロードのためのシステムであって、
　当該システムは、前記コンテンツサーバとのセッションを確立し、前記コンテンツサー
バからダウンロードすべきコンテンツファイルを選択し、マッピングファイルを利用して
特定され、前記コンテンツファイルが前記コンテンツサーバからダウンロードされるべき
ジオグラフィックドライブを選択し、前記コンテンツサーバから前記セッションの少なく
とも１つのメッセージを受信し、前記リソースロケータと前記少なくとも１つのセッショ
ンメッセージとを有する情報をパックし、前記選択されたコンテンツファイルを前記ジオ
グラフィックドライブにダウンロードするため、前記リモートサイトコンピュータが、前
記リソースロケータを利用して前記コンテンツサーバにアクセスし、前記リモートサイト
コンピュータが、前記メッセージを利用して、前記コンテンツサーバと当該ローカルコン
ピュータとの間の前記セッションであるとの認証を求めるために前記パックされた情報を
リモートサイトコンピュータに送信するローカルコンピュータを有し、
　少なくとも前記ジオグラフィックドライブは、前記セッションの確立中に少なくとも前
記リモートサイトコンピュータから遠隔に配置される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　請求項２０記載のシステムであって、
　前記ローカルコンピュータは、リモートサイドダウンロードプラグインを備えたウェブ
ブラウザを有することを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項２０記載のシステムであって、
　前記ローカルコンピュータは、モバイル装置であり、
　前記リモートサイトコンピュータは、有線又は無線ブロードバンド接続を有する、
ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の背景］
　本発明は、リモートサイトダウンロードシステム及び方法に関する。
【０００２】
　コンテンツ要求者、コンテンツサーバ及びコンテンツ利用者から構成されるトライアン
グラーモデルを有するダウンロードサービスシステムが提案される。このようなシステム
では、ある場所におけるコンテンツリクエストは、典型的には、コンテンツ利用者がいる
他の場所に配信するためコンテンツサーバにわたされる。従来技術によるシステムの問題
点の１つは、それらがコンテンツ要求者とコンテンツサーバとの間に確立されるセッショ
ンがコンテンツ利用者に容易に転送されることがないように、セッション転送を提供しな
いということである。従来技術によるシステムの他の問題点は、それらが要求されたファ
イルがダウンロードされるコンテンツ利用者の効率的な選択が可能でないということであ
る。従来のトライアングラーモデルは、ローカルアクセスネットワークとリモートアクセ
スネットワークとの間のビジネス関係を要求し、そのことはしばしば非実際的であり、従
ってこのようなモデルの利用を妨げる。
［発明の概要］
　本発明は、一特徴では、リモートサイドダウンロード（ＲＳＤ）のための方法であって
、ＵＲＬを有するコンテンツサーバとローカルコンピュータとの間のセッションを確立す
るステップと、前記コンテンツサーバからダウンロードすべきコンテンツファイルを選択
するステップと、前記コンテンツファイルが前記コンテンツサーバからダウンロードされ
るべきリモートサイトジオグラフィックドライブを選択するステップと、前記セッション
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の少なくとも１つのクッキーを受信するステップと、前記ＵＲＬと前記セッションのクッ
キーとを有する情報をパックするステップと、前記パックされた情報をリモートサイトコ
ンピュータに送信するステップとから構成され、前記リモートサイトコンピュータは、前
記パックされた情報を利用して前記選択されたコンテンツファイルを前記選択されたジオ
グラフィックドライブにダウンロードすることを特徴とする方法を提供することによって
、以下の開示から明らかとなる上記及び他の問題点を解決する。
【０００３】
　他の特徴では、本発明は、ジオグラフィックドライブの選択を可能にするよう構成され
たローカルコンピュータを有するリモートサイトダウンロード（ＲＳＤ）のためであって
、セッションクッキー及びＵＲＬを有する情報をパックし、前記コンピュータとコンテン
ツサーバとの間のセッション中に選択されたコンテンツファイルの自動的ダウンロードの
ため、前記パックされた情報をリモートサイトコンピュータに送信することを特徴とする
システムから構成される。
【０００４】
　本発明の他の特徴は、ウェブブラウザをローカルコンピュータ上で利用するためのプラ
グインプログラムであって、前記コンテンツウェブサーバから前記ローカルコンピュータ
上で受信される１以上のクッキーと前記コンテンツウェブサーバ上の要求されるファイル
に対するＵＲＬとを有する情報をパックし、前記パックされた情報をインスタントメッセ
ンジャ、前記添付された情報を備える電子メール、又はＨＴＴＰリクエストによって送信
することによって、前記ローカルコンピュータとコンテンツウェブサーバとの間のコンテ
ンツリクエストセッションの移転を可能にすることを特徴とするプラグインプログラムか
ら構成される。
【０００５】
　ダウンロードリクエストの選択されたジオグラフィックドライブへのセッション移転を
可能にするローカルコンピュータのプログラミングが、本発明の他の特徴である。
【０００６】
　ローカルコンピュータは、好ましくは、従来のウェブブラウザのための特別なプラグイ
ンなどのＲＳＤプログラムを有し、この特別なプログラムは、コンテンツファイルがダウ
ンロードされる送信先ドライブとしてジオグラフィックドライブの選択を可能にするよう
機能し、さらにクッキー及びＵＲＬを有する情報をパックするよう機能し、それをジオグ
ラフィックドライブリモートコンピュータに送信する。
【０００７】
　ローカルコンピュータがコンテンツサーバとのセッションを確立し、コンテンツファイ
ルの配信を要求しているとき、コンテンツサーバは、ＰａｙＰａｌなどの支払サービスや
クレジット又はデビットカード番号などのある支払形式と共に、通常はユーザＩＤ及びパ
スワードなどによる認証を要求する。情報がコンテンツサーバに提供されると、コンテン
ツサーバは通常は、ローカルコンピュータとのセッションを特定するため、ローカルコン
ピュータに１以上のクッキーを送信する。ＲＳＤプログラムは、このようなクッキーをパ
ックし、それらをローカルコンピュータにおいて選択されたジオグラフィックドライブを
有するコンピュータに送信する。あるいは、パックされた情報は、ホームコンピュータや
職場のコンピュータなどのリモートコンピュータに送信することが可能である。パックさ
れた情報は、リモートコンピュータ上の他のＲＳＤプログラムがコンテンツファイルをダ
ウンロードするのに使用され、又は、任意的にはパックされた情報は、第１ローカルコン
ピュータ上でリクエストされたコンテンツファイルを自動的にダウンロードするため、リ
モートサイトコンピュータ上で実行されるＲＳＤプログラムを有するようにしてもよい。
【０００８】
　「ジオグラフィックドライブ」又は「Ｇドライブ」は、ユーザ入力によって以前に生成
され、ローカルクライアントコンピュータによってアクセス可能な又は格納されているＧ
ドライブマッピングファイルを利用して特定されるコンピュータ格納手段を表す。ジオグ
ラフィックドライブは、関連付けされたネットワークの名前、関連付けされたアクセスネ
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ットワークのユーザＩＤ、関連付けされたアクセスネットワークのパスワード、静的位置
又は動的ホットスポット位置の地理的位置、及びジオグラフィックドライブがアクセスさ
れる際に生成されるパラメータ及び実行可能性を有するＲＳＤ割当てコマンドの１以上を
含むデータを含むマップに従って決定されたローカルコンピュータ上の位置に依存したス
トレージを有する。ジオグラフィックドライブマップは、しばしばアドレス、ユーザＩＤ
、パスワード、地理的位置及びＲＳＤ割当てコマンドを提供する。
【０００９】
　いくつかのケースでは、Ｇドライブマップは、ユーザが要求されたコンテンツファイル
の所望のダウンロード時にあると予想されるアクセスポイントを計算するのに利用される
空港及びフライトなどの情報を含む旅行プランデータを有するであろう。
【００１０】
　ジオグラフィックドライブは、固定された又は動的なアクセスネットワークに関連付け
することが可能である。固定されたアクセスネットワークの具体例は、デスクトップ又は
ラップトップの何れかのホームコンピュータに接続するＤＳＬ又はケーブルブロードバン
ドネットワークを有する。ダイナミックアクセスネットワークの具体例は、例えば、コー
ヒーショップ、空港又はパブリックアクセスサイトなどのホットスポットＷＬＡＮである
。セルラーネットワークは、動的アクセスネットワークの他の形態であるが、セルラー接
続は、通常はＷＬＡＮ、ホームＤＳＬ又はケーブルより低速であり、あるいは使用するの
にコストがかかり、セルラー接続は最もしばしばコンテンツファイルが要求される第１ア
クセスネットワークであると仮定され、その他のタイプのアクセスネットワークは、コン
テンツファイルが配信される第２タイプであると仮定される。
【００１１】
　動的又は固定されたアクセスネットワークはまた、パックされた情報を受信し、コンテ
ンツファイルをダウンロードし、その後、モバイルコンピュータがキャッシュサーバにサ
インオン又はハンドシェークすると、ラップトップや携帯情報端末（ＰＤＡ）などのモバ
イルコンピュータジオグラフィックドライブに配信するキャッシュサーバを有するように
してもよい。このような実施例によるキャッシュサーバは、典型的には、コンテンツファ
イルのＵＲＬ及びセッションクッキーを利用し、コンテンツファイルのダウンロードをモ
バイルコンピュータジオグラフィックドライブへの配信のためキャッシュするプログラム
を実行するであろう。
【００１２】
　ローカルコンピュータとコンテンツサーバとの間のセッションは、通常はコンテンツフ
ァイルが購入され、セッションコントロールクッキーを利用してダウンロードリクエスト
が真正であることを保証するセキュアセッションである。
【００１３】
　ローカルコンピュータは、最も頻繁には、本発明のＲＳＤプラグインを備えたウェブブ
ラウザを利用して、コンテンツサーバとのセッションを確立する。
【００１４】
　より大きく、ダウンロードするのにより長い時間を要するコンテンツファイルは、本発
明が最も大きな効果を提供するタイプである。例えば、映画ファイルなどのマルチメディ
アファイルは、通常は時間がかかりすぎてセルラーネットワークを介してダウンロードす
ることはできないが、選択及び発注するにはそれほど時間はかからない。従って、携帯電
話ユーザ又はＰＤＡユーザは、しばしば映画を検出、選択及び購入するため、利用可能な
コンテンツファイルをブラウズすることが便利であるとわかるが、セルラーネットワーク
を介し映画を実際にダウンロードすることは大変不便なことであるとわかるであろう。本
発明は、必要とされるダウンロード位置情報のすべてがすでに格納されているため、上述
のジオグラフィックドライブ方法及びシステムを利用して好適なダウンロード位置を選択
することを大変便利なものにする。
［詳細な説明］
　図１は、ローカルコンピュータＤ、ローカルアクセスネットワークＡ、インターネット
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Ｃ及びリモートアクセスネットワークＢを有するとランアングラーシステムアーキテクチ
ャの実施例を示す。本実施例では、ローカルアクセスネットワークとリモートアクセスネ
ットワークとの間のビジネス関係はない。図示された実施例のローカルコンピュータＤは
、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ウェブアクセスを備える携帯電話などのモバ
イルコンピュータである。ローカルアクセスネットワークは、例えば、Ｖｅｒｉｚｏｎ　
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ、Ｓｐｒｉｎｔ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ、Ｃｉｎｇｕｌａｒなどのインター
ネットアクセスのセルラープロバイダとすることができる。
【００１５】
　図２は、セルラーアクセスネットワーク１５２（Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓネ
ットワークなど）を用いてコンテンツサーバ１５４（ｍｏｖｉｅｓ－ｓｉｔｅ．ｃｏｍな
ど）を選択するモバイル装置１５１（ラップトップコンピュータやＰＤＡなど）を示すネ
ットワークアーキテクチャを示す。コンテンツサーバ１５４を選択すると、その後、ユー
ザは選択されたＧドライブ（図示せず）に配信するためのコンテンツファイル（映画ファ
イルであるターミネータ５など）を選択する。
【００１６】
　図２の上向きの矢印は、ウェブページグラフィカルユーザインタフェースデータだけで
なく、選択されたターミネータ５の映画にリンクするＵＲＬ及びクッキーをも有するモバ
イル装置１５１に送信される情報を表す。
【００１７】
　図３は、以下で詳細に説明されるような、ダウンロードされたコンテンツを受信するた
めの実際の又はバーチャルな位置である地理的格納場所（Ｇドライブと呼ばれる）を規定
するＧドライブマッピングファイル１４４を検索するモバイル装置１５１を示すネットワ
ークアーキテクチャを示す。Ｇドライブマッピングファイルを検索した後、モバイル装置
１５１は、メッセージ、典型的には、インスタントメッセンジャーサービス（ＩＭＳ）メ
ッセージを、当該メッセージをローカルアクセスネットワークアクセスポイント１５６（
Ｈｏｔｓｐｏｔ＃５５５－１２１２など）に送信するリモートアクセスＲＳＤ（Ｒｅｍｏ
ｔｅ　Ｓｉｄｅ　Ｄｏｗｎｌｏａｄｉｎｇ）サーバ１５５に送信する。このプロセスにお
いて、ＲＳＤサーバ１５５は、マッピングされたデータ、地理的座標及び／又はユーザ移
動情報（フライトデータなど）に基づきアクセスポイントの位置を確定する。その後、Ｒ
ＳＤサーバは、ＵＲＬとクッキーをアクセスポイント１５６に近いキャッシュサーバ（図
示せず）に送信する。キャッシュサーバは、コンテンツサーバ（図２のコンテンツサーバ
１５４など）から映画をダウンロードし、モバイル装置１５１の到着を待機する。モバイ
ル装置１５１のユーザのアクセス及び認証により、アクセスポイント１５６はモバイル装
置に映画をダウンロードする。
【００１８】
　図４は、図２及び３のモバイル装置１５１がローカルアクセスネットワーク（図２のセ
ルラーアクセスネットワークなど）にアクセスし、図３のＧドライブマッピングファイル
１４４を生成する好適な実施例による方法の各ステップをフローチャート形式により示す
。図２のセルラーアクセスネットワークは、典型的には、図２のインターネット１５３と
の接続を提供する。さらに、図１のモバイル装置１５１は、特殊なＲＳＤプラグインを備
えるウェブブラウザを有する。図４に示される方法は、メディアファイルが選択されると
、ステップ１１においてＲＳＤプラグインの呼び出しを促すことから開始される。ＲＳＤ
プラグインは、図７を参照してより詳細に示されるようにユーザが選択したディレクトリ
の下で図３のＧドライブマッピングファイル１４１を生成することによって、図４のステ
ップ１２においてジオグラフィックドライブ（Ｇドライブ）を生成することを可能にする
。図４のステップ１３において、モバイルユーザは、「ホーム」、「ＡＯＬホットスポッ
トＷＬＡＮ」又は「スターバックスホットスポットＷＬＡＮ」などの選択されたディレク
トリのためＧドライブを指名する。「ホーム」Ｇドライブは、ＤＳＬを介しＶｅｒｉｚｏ
ｎ　ＤＳＬサービスに接続可能なユーザのホームコンピュータにマッピングすることが可
能である。ＡＯＬホットスポットＷＬＡＮ　Ｇドライブは、フライト及びフライト日を含
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むカリフォルニアへの旅行の旅行スケジュールにマッピング可能であり、スターバックス
ホットスポットＷＬＡＮは、ユーザが時間を費やす自宅近くのホットスポットにマッピン
グ可能である。Ｇドライブのマッピングにおいて、ユーザは、図４のステップ１４におい
て指定されたＧドライブに対して、アクセスネットワークアイデンティティ、ユーザアカ
ウントＩＤ及びパスワードを入力する。ステップ１５において、ユーザはまた、プリンス
トンのスターバックスやホームコンピュータなどの固定されたアクセスポイントであるア
クセスポイントを示す位置記述を入力したり、又は移動情報（フライト旅行など）の旅行
プランを入力することが可能である。このような移動情報（旅行プラン）は、１以上の動
的アクセスポイントを規定する。なぜなら、このような各動的アクセスポイントは、時間
と旅行プランに基づき確定されねばならないためである。図３のＧドライブマッピングフ
ァイル１４４が、Ｇドライブを動的に規定するため、又は予めＧドライブを規定した独立
したプログラムを確立するため、プラグインプログラムによって図４のステップ１６にお
いて生成及び保存される。
【００１９】
　図５は、図４のプロセス中にマッピングされたＧドライブへのダウンロードのため、ユ
ーザがコンテンツを選択する方法の各ステップをフローチャート形式により示す。本方法
は、図５のステップ２１において、ユーザが本発明の特別なＲＳＤプラグインを有するウ
ェブブラウザを呼び出すことから開始される。その後、ユーザは、図５のステップ２２に
おいて、ターミネータ５等の映画を選択するため、セルラーアクセスネットワーク１５２
及びインターネット１５３（図２の両方）を介し図２のコンテンツサーバ１５５にアクセ
スする。次にステップ２３において、ユーザは、ターミネータ５のダウンロードの購入を
完了させるため、ユーザＩＤ、パスワード及びクレジットカード番号を含む認証情報を提
供する。図５のステップ２３において、クッキー及びコンテンツファイルにリンクしたＵ
ＲＬが受信される。ターミネータ５がまた、モバイルユーザによって受信される。クッキ
ーとＵＲＬは、図２及び３のモバイル装置１５１のメモリに自動的に保存される。
【００２０】
　ステップ２４において、ユーザは、要求された映画（ターミネータ５）をダウンロード
するための配信場所としてＧドライブを選択する。（ユーザがコンテンツの選択に先立っ
て、Ｇドライブを選択することも可能であるということに留意されたい。）図８を参照す
るに、図５のステップ２１において呼び出されたプラグインプログラムは、図２及び３の
モバイル装置１５１がファイルをそれのローカルドライブに保存する選択肢を提供する。
図９に示されるように、ユーザは、コンテンツをリモートＧドライブに保存する選択肢を
選択することが可能である。Ｇドライブに保存する選択肢を選択すると、利用可能なＧド
ライブのリストが出現し、これによって、ユーザが所望のドライブを選択することを可能
にする。図９において、ファイルネームはマトリックスであり、Ｇドライブは、当該ユー
ザのワークコンピュータを表すＰｒｉｎｃｅｔｏｎｔｃｅ．ｃｏｍと呼ばれる。プラグイ
ンプログラムは、図１０に示されるようにパスワードを要求するかもしれない。
【００２１】
　図５を参照するに、その後、ＲＳＤプラグインプログラムが、ＵＲＬ、クッキー及び他
の情報をパックし、ステップ２５において選択されたジオグラフィックマッピングファイ
ルに与えられるアドレスに基づき、それをＩＭＳによってＲＳＤサーバに送信する。図５
のステップ２５は、図９に示されるワークコンピュータＧドライブではなくＧドライブと
してＡＯＬホットスポットＷＬＡＮを示す。次にステップ２６において、図３のＲＳＤサ
ーバ１５５は、ＩＭＳによって送信されたメッセージを受信及び解読し、与えられたユー
ザＩＤ及びパスワードによりリクエストを認証する。またステップ２６において、図３の
ＲＤＳサーバ１５５は、ダウンロード命令を位置記述によって指定される図３のリモート
アクセスポイント１５６の近傍のキャッシュサーバに転送する。位置記述「Ｈｏｔｓｐｏ
ｔ＃５５５－１２１２」は、Ｇドライブマッピングファイルにより特定されるか、あるい
は、ユーザによって以前に入力された時間及び旅行プランデータに基づき本発明のシステ
ムによって動的に選択されたものである。
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【００２２】
　図５のステップ２７において、ホットスポットにあるキャッシュサーバは、図２のコン
テンツサーバ１５４から選択されたターミネータ５コンテンツファイルをダウンロードす
るため、ＵＲＬ及びクッキーを用いてＲＳＤ機能を実行し、ホットスポットにあるモバイ
ル装置１５１によるサインインを待機するため。映画コンテンツファイルを格納する。図
５のステップ２８において、モバイル装置１５１は、図３のアクセスポイント１５６に到
着し、サインインする。その後、ステップ２９において、映画がローカル無線ネットワー
ク（セルラーネットワークではない）を介しローカルにダウンロードされる。
【００２３】
　図６は、図３のＲＤＳサーバ１５５がアクセスポイントを動的に確立する方法の各ステ
ップをフローチャート形式により示す。本方法は、図６のステップ１６０の実行により開
始され、図２及び３のモバイル装置１５１は、図２のＧドライブマッピングファイルを読
み出し、典型的には、図３のＲＳＤサーバ１５５にＩＭＳを介しメッセージを送信する。
次に図６のステップ１６１において、ＲＳＤサーバ１５５は、これに限定されるものでは
ないが、フライトデータを含むユーザ移動情報、地理的座標及びＧドライブデータに基づ
き、アクセスポイントを確定する。その後、図６のステップ１６２において、ＲＳＤサー
バ１５５は、要求されたコンテンツ（映画ターミネータ５など）のＵＲＬとダウンロード
オーダークッキーを確立されたアクセスポイントに送信する。このアクセスポイントは、
このとき、図６のステップ１６３において、図２のコンテンツサーバ１５４から映画ター
ミネータ５をダウンロードする。アクセスポイントに到着すると、図２及び３のモバイル
装置１５１は、図６のステップ１６４において映画をダウンロードする。
【００２４】
　図７は、ローカルドライブがユーザのホームＣドライブであり、Ｃ：＼ｈｏｍｅｄｓｌ
、リモートサイトアドレス、ユーザＩＤ、パスワード、リモートサービスインタフェース
タイプ、リモートサイトプログラム及びリモートサイトパラメータファイルデータのすべ
てがマップテーブルに入力されるマップテーブルを示す。
【００２５】
　従って、本発明は、リモートサイトダウンロード（ＲＳＤ）の一般的なコンセプトを規
定し、汎用ウェブアプリケーションのために機能する解決手段を提示する。この解決手段
は、何れかのウェブサービスに関するデジタルコンテンツを発注する際、モバイルユーザ
がコンテンツを指定されたリモートサイトにシームレスにダウンロードすることを可能に
する。この解決手段は、サーバ側の変更を必要とすることなく、特別なクライアント側（
コンテンツ要求者及び利用者）のソフトウェア（ウェブブラウザプラグｉｎｔｏして）の
みを要求する。従って、それは、アクセスネットワークプロバイダのサービスとして容易
に実現可能である。
【００２６】
　モバイルユーザは、リモートサイトへのダウンロードを要求する多くの理由を有する。
最も説得力のある理由は、ユーザがデジタルコンテンツを発注するとき、ユーザは高価な
セルラーモバイルサービスを使用しているかもしれないということである。コンテンツが
大きなファイルである場合、ユーザは以降においてより低コストにリモート位置において
コンテンツを取得することができるように、より安価な有線／無線アクセスが利用可能な
リモート位置に当該ファイルが配信されることを所望するかもしれない。他の理由は、ユ
ーザが単にコンテンツサーバとの接続を維持するのに十分な時間を有しないということで
あるかもしれない。ユーザは、おそらく時間のかかる処理であるダウンロードが常時オン
である（接続されている）コンピュータによって処理されるよう割り当てることを所望す
るかもしれない。基本的に、ユーザは、ＧＵＩ（ウェブブラウザ）を介しある位置におい
てデジタルコンテンツをリクエストするが、コンテンツはＧＵＩなしに自動的に他の位置
にダウンロードされる。
【００２７】
　通常、デジタルコンテンツを購入するため、ユーザはセキュア処理されたセッションに
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おいてウェブブラウザを使用している。ユーザは自分のアカウントにログインし、コンテ
ンツのダウンロードの支払をすることに同意する。従って、ウェブブラウザがダウンロー
ドが正当なものであることを保証するためセッションコントロールを使用することが可能
である。例えば、それはコンテンツのためのクッキーを要求するかもしれない。正しいク
ッキーが返送された場合に限って、コンテンツにアクセス可能となる。
【００２８】
　本発明は、上記２つの問題を処理するため、セッション移転及びジオグラフィックドラ
イブの２つの技術を利用している。汎用ウェブアプリケーションについて、シンプルであ
りシームレスな手段が提案される。Ｇドライブマップは、何れに行くべきか（アドレス、
ユーザＩＤ／パスワード、位置記述）、そしてどのように行くべきか（割当てコマンド）
についてリモートサイトダウンロードに必要な情報を提供する。
【００２９】
　セッション移転及びジオグラフィックドライブ技術によって、ＲＳＤはリモートマシー
ン上のモバイルプロキシ及びローカルマシーン上のウェブブラウザプラグインとして実現
可能である。ＲＳＤ処理は、以下のように記載することができる。
【００３０】
　ユーザは、ウェブサーバによるウェブセッション上にあり、ＵＲＬをクリックすること
によってダウンロードリクエストをする。ＵＲＬをクリックがＲＳＤプラグインに係る拡
張子を有する場合、ＲＳＤプラグインが呼び出される。ＲＳＤプラグインは、ユーザがフ
ァイルを保存することを所望する場所を尋ねる。ユーザがジオグラフィックドライブマッ
ピングを有する位置を指定する場合、ＲＳＤプラグインは、ユーザがリモートサイトダウ
ンロードを確認するよう求めるであろう。マッピングファイルの情報は、ユーザが決断す
ることを助けることができる。ユーザがジオグラフィックドライブ上への保存を確認する
と、ＲＳＤプラグインは、（１）リモートサイトネットワークにアクセするためのユーザ
ＩＤ／パスワードと、（２）ダウンロードされるファイルのＵＲＬ及びファイルにアクセ
スするためのクッキーを含む情報をパックする。ＲＳＤプラグインは、パックされた情報
をリモートサイトに送信するため、ＲＳＤ割当てコマンドを実行するであろう。これは、
例えば、インスタントメッセージ又はＨＴＴＰリクエストを介し、様々な方法により実行
することができる。
【００３１】
　ユーザが図８に示されるＧＵＩに応答してローカルドライブを指定する場合、ＲＳＤプ
ラグインは、通常のダウンロードを開始し、ファイルをローカルストレージに保存する。
【００３２】
　リモートサイトでは、ＲＳＤプロキシが、受信した情報を処理し、ＲＳＤメッセージに
含まれるＵＲＬ及びクッキーを用いてコンテンツをダウンロードし、ジオグラフィックド
ライブのユーザＩＤに従って特定のディレクトリにコンテンツを格納する。コンテンツフ
ァイルは、ホームネットワークの場合には、リモートマシーン上で直接レンダリングする
ことが可能であり、あるいは、ホットスポットネットワークの場合には、ユーザのモバイ
ル装置に以降においてダウンロード（同期）することが可能である。
【００３３】
　モバイルユーザは、セルラー、パブリックホットスポットＷＬＡＮ及びホームブロード
バンドネットワークなどの複数のネットワークにアクセス可能であると措定される。ユー
ザがヨーロッパへのビジネス旅行の途中にあると仮定する。空港への途中で、ユーザは映
画のコンテンツサーバにアクセスし、セルラーモバイルネットワークを用いて自分のフラ
イトのための映画を発注する。空港に到着すると、ユーザは、リアルタイム再生速度より
高速にローカルＷＬＡＮからラップトップコンピュータに映画をダウンロードする。飛行
機で映画を視聴した後、ユーザは、自分のホームシアター用に高品位（ＨＤ）コピーを購
入することを決定することが可能である。ユーザは、米国にある自分の家に映画のＨＤバ
ージョンが配信されるよう発注するため、ヨーロッパにいる間にセルラー接続にアクセス
することが可能である。映画は、ブロードバンドネットワークに接続されたユーザのホー
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ムコンピュータにダウンロードされ、帰宅する前に利用可能とされる。
【００３４】
　このシナリオは、時間を要することに関するさらなるフレキシビリティが、コンテンツ
をダウンロードするためのユーザの待機時間を節約することができるということを示す。
本例では、コンテンツはさらにホットスポットにあるモバイル装置にダウンロードするこ
とが可能であり、あるいは、自宅で直接再生することも可能である。何れのケースでも、
リモートサイトダウンロード機能が実行される。すなわち、映画コンテンツは、ローカル
アクセスネットワークにおいてリクエストされるが、以降の利用のためリモートアクセス
ネットワークにダウンロードされる。
【００３５】
　ジオグラフィックドライブは、異なるリモートアクセスネットワークのリモートサイト
ダウンロード機能のための一様なインタフェースを提供することが可能である。ジオグラ
フィックドライブ（Ｇドライブ）のアイデアは、ユーザがローカルファイルシステム処理
を介しリモートアクセスネットワークにコンテンツをダウンロードする場所を選択するこ
とができるように、ローカルファイルシステムシンボルによりリモートアクセスネットワ
ーク上のストレージスペースをラベル付けするというものである。Ｇドライブは、それに
関するアクセスネットワークを介してのみアクセス可能な新たなタイプのファイルシステ
ムとして規定することが可能である。モバイルユーザは、自らが契約しているアクセスネ
ットワークのそれぞれについて１つのＧドライブを設定することが可能である。例えば、
ユーザは、ＤＳＬ接続を介し自分のホームコンピュータ上のストレージスペースとして、
Ｃ：＼ｈｏｍｅｄｓｌ＼とラベル付けされたＧドライブを設定することが可能であり、自
分のラップトップコンピュータ上のローカルストレージスペースとしてＨ：＼とラベル付
けされ、ＡＯＬによって提供されるパブリックワイヤレスＬＡＮを介してのみアクセス可
能なＧドライブを設定することが可能である。ユーザがコンテンツをダウンロードするた
めあるアクセスネットワークを使用することを所望するとき、ユーザは、コンテンツを保
存する関連付けされたＧドライブを選択しさえすればよい。Ｇドライブによって参照され
たストレージスペースを設けたコンピュータが現在アクセスネットワークに接続されてい
る場合、通常の処理が付与され、そうでない場合には、コンピュータが接続するまで書き
込み処理は保留される。Ｇドライブ技術は、関連付けされたリモートアクセスネットワー
クを介し読み書き処理を実行させることが可能なシステム又はアプリケーションプログラ
ムを介し実現することが可能である。このプログラムは、Ｇドライブモジュールと呼ばれ
る。理想的には、Ｇドライブモジュールは、ネットワークドライブの実現と同様に、オペ
レーティングシステム（ＯＳ）カーネルにおいて実現されるべきである。この場合、Ｇド
ライブ上の読み書き処理は、ＯＳファイルシステムによってチェックされ、これは任意の
アプリケーションにトランスペアレント（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）に適用可能である。
ＯＳのサポートのないシンプルな実現形態は、Ｇドライブモジュールとしてウェブブラウ
ザにプラグインプログラムを有することである。この場合、設定ファイルは、テーブルＩ
に示されるようなユーザ契約情報及び関連するネットワーク情報を含む各Ｇドライブディ
レクトリの下で生成される。マルチメディアコンテンツがウェブブラウザを介しダウンロ
ードされるとき、プラグインプログラムが呼び出される。当該プログラムは、まずモバイ
ルユーザがダウンロードコンテンツをＧドライブに保存することを所望するか尋ねる。所
望しない場合、通常の処理が実行される。そうでない場合、それはＧドライブディレクト
リの下で設定ファイルを読み出し、設定ファイルに指定された要録されているアプリケー
ションを呼び出す。
【００３６】
　Ｇドライブのプラグイン実現形態は、コンテンツプロバイダからコンテンツを取得する
ため、ウェブブラウザの不変的な利用のため他のソフトウェアプログラミングより望まし
い。
【００３７】
　ウェブブラウザでは、セッションコントロールが、各ウェブサイトについてウェブブラ
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ウザによって格納されているパラメータであるクッキーを利用することによって行われる
。クッキーは、ウェブセッションに関する情報を含むデータセットであり、しばしば認証
情報、許可情報及び／又はセッション期間情報を有する。クッキーを転送することによっ
て、ウェブセッションは実質的に移転することが可能である。ウェブサーバは、ＨＴＴＰ
プロトコルを用いてクッキーの有効性をチェックすることによってクラインとアクション
を許可する。クライアント側がＨＴＴＰヘッダにおいて有効なクッキーを与える限り、プ
ロテクトされたトランザクションが許可することが可能である。プラグインプログラムが
ＩＭＳメッセージをパックするとき、それはまた、ＲＳＤパラメータファイルにクッキー
を含む。このクッキーは、コンテンツのダウンロードを許可するため、リモートサイト上
で利用可能である。
【００３８】
　リモートサイトプログラムを呼び出す処理において、モバイルユーザのアカウント情報
がリモートサイトにリリースされる必要がある。２つのアカウントが存在し、第１のもの
はリモートアクセスネットワークアカウントであり、第２のものはンテンツサービスアカ
ウントである。
【００３９】
　第１のアカウントは、モバイルユーザがリモートアクセスネットワーク上で自らを認証
し、リモートサイトプログラムを呼び出すことが許可されるのに利用される。ユーザアカ
ウント情報をプロテクトするため、好ましくは、リモートサイト上のＲＳＤサーバが認証
される。これは、リモートアクセスネットワークの公開鍵によりＩＭＳメッセージを暗号
化することによって実行可能である。真のアクセスネットワークプロバイダのみが、ＩＭ
Ｓメッセージの内容を閲覧することが可能である。さらに、ユーザアカウントのパスワー
ドは、好ましくは、Ｇドライブマッピングファイルに静的に格納されていない。パスワー
ドは、Ｇドライブがリモートサイトダウンロードサービスのためプラグインプログラムに
よって抽出可能であるマシーン固有の秘密の場所にアクセス又は予め格納されるとき、動
的にリクエストされるようにしてもよい。
【００４０】
　第２のアカウントは、コンテンツサーバからモバイルユーザがコンテンツを発注するの
に使用される。購入セッションのためのクッキーは、好ましくは、許可によりダウンロー
ドを実行するため、リモートサイトに転送されるべきである。ＲＳＤサーバがモバイルユ
ーザによって認証されるが、ユーザは、コンテンツサービスのユーザのプライベートアカ
ウントがアクセスネットワークプロバイダにリリースされることを所望しないかもしれな
い。これは、クッキーがクリアなテキストにより格納されるべきではなく、ＲＳＤプログ
ラムによってのみ使用されるべきであることを要求している。さらに、クッキーは、ダウ
ンロードが完了する毎に破棄されるべきである。
【００４１】
　モバイルユーザがユーザのプライベート情報が第三者にリリースされないようにするた
め、信頼されたリモートアクセスネットワークが必要とされる。ＲＳＤプログラムがリモ
ートサイトアクセスネットワークにおいてキャッシュサーバによって提供されるため、ユ
ーザアカウントが信頼されていないアクセスネットワークプロバイダからプロテクトする
ことは可能でないかもしれない。
【００４２】
　いくつかの実施例では、モバイルプロキシ、すなわち、セキュアオブジェクトが、ロー
カルアクセスネットワークにおいて生成され、例えば、ＩＭＳなどを介しリモートアクセ
スネットワークに転送される。モバイルプロキシは、リモートアクセスネットワークのキ
ャッシュサーバにダウンロードするコンテンツを実行することが可能な実行可能な方法を
有する。モバイルプロキシは、認証されねばならず、その後、本方法はリモートサイト上
で実行する許可があたえられる。この場合、コンテンツサービスのユーザアカウント情報
は、アクセスネットワークプロバイダにリリースされることなく、モバイルプロキシオブ
ジェクトの内部に隠すことが可能である。これらの制限は、アクセス可能なメモリ及びデ
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ィスク位置など、モバイルプロキシの実行可能性に適用されねばならない。このアプロー
チは、モバイルユーザにとってより安全であるが、リモートアクセスネットワークにとっ
ては潜在的に危険である。
【００４３】
　本発明の効果は、システムの相互作用がローカルアクセスネットワークとリモートアク
セスネットワークの間で必要とされないということである。アクセスネットワークは、リ
クエストが何れから与えられたかに関係なく、モバイルユーザの契約状態に基づきリモー
トサイトダウンロードリクエストを受け付けることが可能である。
【００４４】
　上述のように、コンテンツ要求者（ＣＲ）について、ウェブブラウザプラグインプログ
ラムなどの特別なソフトウェアが、好ましくは、ＲＳＤサービスにインストールされる。
プラグインプログラムは、（１）Ｇドライブマッピングファイルに基づきリモートアクセ
スネットワークを検出し、（２）リモートアクセスネットワークアカウント情報及びコン
テンツ購入情報（クッキー及びＵＲＬ）を含むＩＭＳメッセージを生成し、（３）リモー
トサイトを介しダウンロードサービスを呼び出すため、ＩＭＳメッセージを送信するタス
クを実行するＲＳＤクライアントとして規定することが可能である。Ｇドライブマッピン
グが予め確立される必要がある。旅行婦ラインは、モバイルユーザのＧドライブマップフ
ァイルに含まれるようにしてもよく、システムは、旅行プランデータを利用して、コンテ
ンツ利用者（ＣＣ）の詳細な位置を決定することが可能である。
【００４５】
　リモートアクセスネットワークが有線ネットワークである場合、キャッシュサーバは、
ＲＳＤサービスを実行するため必要とされない。コンテンツ利用者（ＣＣ）は、ダウンロ
ードサービスを呼び出すため、ＲＳＤサーバからＩＭＳメッセージを直接取得することが
可能である。ＣＣには、ＩＭＳメッセージにより与えられるクッキー及びＵＲＬに基づき
、コンテンツをダウンロードするＲＳＤプログラムが存在しなければならない。
【００４６】
　リモートアクセスネットワークがホットスポットにおける無線ネットワークである場合
、キャッシュサーバ（ＥＳ）は、コンテンツ利用者のためダウンロードサービスを実行す
るであろう。ＥＳでは、ダウンロードのためのＲＳＤプログラムに加えて、対応するＣＣ
のコンテンツを格納し、ＣＣが接続されているときにコンテンツを同期することが可能な
アカウントマネージャプログラムが存在しなければならない。
【００４７】
　ＲＳには、好ましくは、ＩＭＳメッセージにおいて提供される位置情報に基づき、ＩＭ
Ｓメッセージを適切なキャッシュサーバ又はＣＣ装置（固定されたＣＣの場合）に逆多重
化可能なプログラムが存在する。
【００４８】
　他の実施例では、ＣＲは、ローカルアクセスネットワークを介しＣＳ上でコンテンツオ
ーダーを行う。ＣＲがリモートアクセスネットワークについてＧドライブにコンテンツを
保存することを決定すると、ＲＳＤクライアント（プラグイン）プログラムがウェブブラ
ウザによって呼び出される。ＲＳＤクライアントプログラムは、（１）コンテンツのＵＲ
Ｌ及びクッキーと、（２）リモートアクセスネットワークのユーザＩＤ／パスワードと、
（３）旅行プランに基づく位置情報と、（４）ＲＳＤ機能の名称（又はモバイルプロキシ
手段の場合にはＲＳＤ機能自体）を含むＩＭＳメッセージを生成する。ＩＭＳメッセージ
は、Ｇドライブマッピングファイルにおいて与えられるアドレスに基づきＲＳＤサーバに
送信される。このメッセージは、ＲＳＤサーバの公開鍵によって暗号化される。ＲＳＤサ
ーバは、ＩＭＳメッセージを解読し、それをメッセージに与えられる位置情報に従って、
ＣＣ装置に直接又はエッジ（キャッシュ）サーバに転送する。ＥＳは、メッセージにおい
て与えられるＵＲＬ及びクッキーによりＲＳＤ機能を実行する。ＥＳは、ＲＳＤサービス
が完了すると通知を送信し、ＣＣ装置が接続すると、同期処理を実行する。
【００４９】
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　本発明は、好適な実施例と共に説明及び図示されたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく、当業者に明らかな多数の変形及び改良が可能であるかもしれず、従って、
本発明は上記方法又は構成の正確な詳細に限定されず、上記変形及び改良は本発明の範囲
内に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、ローカルコンピュータＤ、ローカルアクセスネットワークＡ、インター
ネットＣ及びリモートアクセスネットワークＢを有するシステムアーキテクチャの実施例
を示す。
【図２】図２は、モバイル装置がローカルアクセスネットワークを介しコンテンツプロバ
イダウェブサイトと通信する方法を示すネットワークアーキテクチャを示す。
【図３】図３は、Ｇドライブマッピングファイルに基づきアクセスポイントを決定し、そ
の後、情報をアクセスポイントにわたすリモートサイトＲＳＤサーバにパックされた情報
を送信するモバイル装置を示すネットワークアーキテクチャを示す。
【図４】図４は、Ｇドライブを動的に生成するプロセスフローチャートをフローチャート
形式により示す。
【図５】図５は、モバイルユーザがウェブサイトからコンテンツを購入し、当該コンテン
ツをＧドライブにダウンロードするオプションを選択する本発明による方法をフローチャ
ート形式により示す。
【図６】図６は、ＲＳＤサーバがＧドライブマッピングファイルに基づきアクセスポイン
トを決定し、情報をコンテンツファイルをダウンロードするアクセスポイントに送信し、
モバイルユーザがアクセスポイントに到着し、アクセスポイントにおいてローカルにダウ
ンロードされたファイルを受信するプロセスをフローチャート形式により示す。
【図７】図７は、Ｇドライブマップファイルを示す。
【図８】図８は、選択可能なリモートダウンロードオプションが与えられるウェブブラウ
ザのプラグインプログラムによって生成されるスクリーンプリントを示す。
【図９】図９は、リモートダウンロードが選択され、Ｇドライブが選択されるウェブブラ
ウザのプラグインプログラムによって生成されるスクリーンプリントを示す。
【図１０】図１０は、パスワードがジオグラフィックドライブへのダウンロードのため必
要とされるプラグインプログラムによって生成されるスクリーンプリントを示す。
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