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(57)【要約】
【課題】大幅にコスト、複雑さおよび資源必要性を軽減
するマルチパーティ・マルチメディア・ピアリングのた
めのシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】本発明の実施形態は、キャリアやサービス
プロバイダ等の複数の独立した、競合するパーティとの
マルチメディア・サービス・ピアリングを支援するプラ
ットフォームを実装するためのシステムおよび方法に関
する。特に、本発明の特定の実施形態は、資源のソフト
およびハードの仮想分離を用いることによる、同一の物
理的プラットフォームまたは装置の配置に関する。各パ
ーティは、パーティがその資源を使用していない時でさ
え、その論理的資源空間にわたって完全な制御を維持す
ることが可能とされる。
しかしながら、マルチメディア・マルチパーティ・ピア
リングは、能動的監視および実施の方法により、各パー
ティによる資源の利用についての完全な概要を保持する
。
【選択図】図１



(2) JP 2013-539891 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディア・マルチパーティ・ピアリングのためのシステムであって、
　物理的資源および仮想化された資源を含み、マルチメディアをピアリングするように構
成された１つ以上のプラットフォームと、
　前記１つ以上のプラットフォームのうち、前記仮想化された資源を割り当ておよび管理
するように構成された１つ以上の機構と、
　を含むシステム。
【請求項２】
　前記仮想化された資源は、処理カテゴリ、保存カテゴリおよびバンド幅カテゴリを含む
、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記処理カテゴリは、中央処理装置、グラフィック処理装置およびデジタル処理装置の
１つ以上を含み、
　前記保存カテゴリは、ランダムアクセスメモリ、データ記憶装置およびデータベースの
１つ以上を含み、
　前記バンド幅カテゴリは、論理的および物理的接続性資源を含む、請求項２に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　能動的監視および実施機構をさらに含み、
　前記能動的監視および実施機構は、割り当ての能動的監視および実施を実行する仮想資
源を使用するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記仮想資源にアクセスすることを可能に構成される、公共のウェブベースのアプリケ
ーション・プログラミング・インタフェースをさらに含む請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記公共のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用するようにさらに構成される、請求項５に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想資源を用い
て作成される請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記仮想資源にアクセス可能に構成された、私有のウェブベースのアプリケーション・
プログラミング・インタフェースをさらに含む請求項４に記載のシステム。
【請求項９】
　前記私有のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用するようにさらに構成される、請求項８に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想資源を用い
て作成される請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記能動的監視および実施機構は、プレミアム顧客サービスが所在する箇所に組み込ま
れる請求項４に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記能動的監視および実施機構は、一箇所からその他へ移動可能である請求項４に記載
のシステム。



(3) JP 2013-539891 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　物理的資源を有するマルチメディア・マルチパーティ・システムにおけるピアリングす
る方法であって、
　処理カテゴリ、保存カテゴリおよびバンド幅カテゴリを含む物理的資源の仮想インスタ
ンスを作成するステップと、
　前記仮想化されたインスタンスを動的に割り当てるステップと、
　を含む方法。
【請求項１４】
　前記処理カテゴリは、中央処理装置、グラフィック処理装置およびデジタル信号プロセ
ッサの１つ以上を含み、
　前記保存カテゴリは、ランダムアクセスメモリ、データ記憶装置およびデータベースの
１つ以上を含み、
　前記バンド幅カテゴリは、論理的および物理的接続性資源を含む、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　能動的監視および実施機構を使用するステップをさらに含み、
　前記能動的監視および実施機構は、割り当てを実行するために仮想インスタンスを使用
する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記仮想インスタンスへのアクセスを可能にするために、公共のウェブベースのアプリ
ケーション・プログラミング・インタフェースを使用するステップをさらに含む、請求項
１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記公共のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想インスタン
スを用いて作成される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記仮想インスタンスへのアクセスを可能にするために、私有のウェブベースのアプリ
ケーション・プログラミング・インタフェースを使用するステップをさらに含む、請求項
１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記私有のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想インスタン
スを用いて作成される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記能動的監視および実施機構は、プレミアム顧客サービスが所在する箇所に組み込ま
れる請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記能動的監視および実施機構は、一箇所からその他へ移動可能である請求項１５に記
載の方法。
【請求項２４】
　保存された指示を有するコンピュータ読み取り可能な媒体を含む製品であって、
　マルチメディア・マルチパーティ・システムの物理的資源の仮想インスタンスを作成す
る指示と、
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　前記仮想化されたインスタンスを動的に割り当てる指示と、
　を含み、
　前記物理的資源は、処理カテゴリ、保存カテゴリおよびバンド幅カテゴリを含む製品。
【請求項２５】
　前記処理カテゴリは、中央処理装置、グラフィック処理装置およびデジタル信号プロセ
ッサの１つ以上を含み、
　前記保存カテゴリは、ランダムアクセスメモリ、データ記憶装置およびデータベースの
１つ以上を含み、
　前記バンド幅カテゴリは、論理的および物理的接続性資源を含む、請求項２４に記載の
製品。
【請求項２６】
　能動的監視および実施機構を使用する指示をさらに含み、
　前記能動的監視および実施機構は、割り当てを実行するために仮想インスタンスを使用
する、請求項２４に記載の製品。
【請求項２７】
　前記仮想インスタンスへのアクセスを可能にするために、公共のウェブベースのアプリ
ケーション・プログラミング・インタフェースを使用する指示をさらに含む、請求項２６
に記載の製品。
【請求項２８】
　前記公共のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用する、請求項２７に記載の製品。
【請求項２９】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想インスタン
スを用いて作成される、請求項２８に記載の製品。
【請求項３０】
　前記仮想インスタンスへのアクセスを可能にするために、私有のウェブベースのアプリ
ケーション・プログラミング・インタフェースを使用する指示をさらに含む、請求項２６
に記載の製品。
【請求項３１】
　前記私有のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮
想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し、インターネットを介し
て、オーバーザトップアクセスを使用する、請求項３０に記載の製品。
【請求項３２】
　前記仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、前記仮想インスタン
スを用いて作成される、請求項３１に記載の製品。
【請求項３３】
　前記能動的監視および実施機構は、プレミアム顧客サービスが所在する箇所に組み込ま
れる請求項２６に記載の製品。
【請求項３４】
　前記能動的監視および実施機構は、一箇所からその他へ移動可能である請求項２６に記
載の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチメディア・マルチパーティ・ピアリング（Ｍ２Ｐ２）のためのシステ
ムおよび方法に関する。より具体的には、本発明の実施形態は、同一の物理的プラットフ
ォームまたは装置を使用する、マルチメディアサービスにおけるマルチパーティ・ピアリ
ング用ソフトおよびハード制御のためのシステムおよび方法に関する。特に、本発明の特
定の実施形態は、共有されたプラットフォームにわたるピアリング資源の制御された使用
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に関し、継続可用性のため、セキュリティおよび資源共有を犠牲にすることなく、マルチ
メディアサービスのマルチパーティ・ピアリングを支援するための物理的装置の数と接続
要件との両方を低減する。
【背景技術】
【０００２】
　ピアツーピアの仕組みは、従来のクライアント‐サーバ環境において「サーバ」の無い
状態によって体現される。そのような枠組みは、（しばしば異種の）ノードのシステムが
所与のタスクを完了するために協調的または共同的な方法で動作する、分散コンピューテ
ィングの例として見ることができる。ピアノードは、クライアントおよびサーバの両方の
役割を担うものとして見ることができる。しかしながら、今日のピアツーピアインフラは
、典型的に、マルチメディアサービス等の操作のための柔軟で動的な支援を提供しない。
【０００３】
　たとえば、ピアツーピア環境では、電話線、高速有線ネットワーク、無線ローカルエリ
アネットワーク、ブルートゥースネットワーク、モバイルセルネットワーク等を含む様々
な異種の通信メディアを通じて、データが送信される。典型的に、既存のピアツーピアネ
ットワークでは、使用されるプロトコルは、本質的に信頼できる。この方法が、根本的な
チャネルの詳細を特定し、ラピッドプロトタイピングおよび実装に準ずる一方、それは、
マルチメディアデータのリアルタイムでの送信には適していない。さらに、非同期のマル
チメディアデータの場合でさえ、無線ピアは、限られた保存用資源を有していることが多
く、データの同時再生およびストリーミングは、それゆえ制限される。
【０００４】
　Ｍ２Ｐ２を支援する現在の方法は、複数の物理的な相互接続装置（すなわち、複数のプ
ラットフォーム）および複数相互接続を使用する。そのような方法は、より多数の装置お
よび相互接続を必要とし、Ｍ２Ｐ２のための巨大な設備の管理のコストおよび複雑性を助
長している。これらの欠点に加え、デバッグ、診断およびサービスの質の監視は、より複
雑で法外なコストがかかる。一般的に、装置数はピアリングパートナーの数が上昇するに
連れて線形に上昇する。これは、現行のプラットフォームが時折十分に使用されていない
場合でさえ、増加容量が必要とされる場合に、容量を上昇する唯一の方法は、さらなる物
理的な装置（プラットフォーム）および相互接続を追加することであるからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　コンピュータハードウェアは、一般的に、単一のオペレーティングシステムおよび単一
のアプリケーションを稼働するように設計されており、ほとんどの部分のマシンは著しく
過少に活用されている。仮想化は、しかしながら、複数の「仮想マシン」を単一の物理的
マシン上で稼働することを可能とし、各仮想マシンは、複数環境にわたってその一の物理
的マシンの資源を共有している。異なる仮想マシンは、たとえば、異なるオペレーティン
グシステムおよび複数アプリケーションを同一の物理的コンピュータ上で稼働できる。し
たがって、仮想マシンは、物理的なコンピュータのように振舞い、固有の仮想（すなわち
、ソフトウェアに基づく）資源を含み、基となるハードウェアからは独立している。さら
に、仮想マシンは、たとえばＩＴインフラ全体の相互接続されたハードウェア資源を表す
、仮想的なインフラを構成しうる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　全般的に、本発明は、本発明の以下のシステム、方法および手段により、マルチパーテ
ィ・マルチメディア・ピアリングを支援する現慣習の特定の欠点を克服する：
　複数の物理的装置を使用する代わりに、一物理的装置が、マルチメディア・ピアリング
・パートナー（すなわちテナント）を支援するために実装される；
　マルチテナント機能（ｍｕｌｔｉ－ｔｅｎａｎｃｙ）が仮想化された資源を介して支援
されうるので、必要とされる物理的接続の数が低減される；
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　物理的に分散された資源－たとえば同じ部屋の異なるラックにある資源のまとまりや地
理的に分布された施設－は、より高コスト効率性で使用され、調整される；
　ピアリングパートナーへの資源配分の割り当て管理および実施を提供するために、追加
的な資源は必要とされない。
【０００７】
　仮想化されたインスタンスがサービスプログラムビジョニングおよび監視に使用される
ため、資源の高速再配置または再利用（Ｒａｐｉｄ　ｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｏｒ
　ｒｅ－ｐｕｒｐｏｓｉｎｇ　ｏｆ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（ＲＲＲまたはＲ３またはＲキ
ューブ））が容易に達成される。
【０００８】
　本発明の例示的な実施形態によれば、装置の数は大幅に低減され、物理的装置（プラッ
トフォーム）は、増加容量が必要とされる場合、徐々にのみ追加される。これは、同じ物
理的資源の複数の仮想インスタンスを作成することによって達成される。
【０００９】
　さらに、能動的監視および実施（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｅｎ
ｆｏｒｃｅｍｅｎｔ（ＡＭＥＮ））を用い、（その目的のために資源を専用に割り当てる
代わりに）仮想化された共有資源を用いることにより、必要とされる能動的監視が達成さ
れる。たとえば追加的に物理的な資源が必要とされないので、大幅にコスト、複雑さおよ
び資源必要性を軽減する。さらに、ＡＭＥＮは能動的であるので、監視および実施は、単
に受動的にシステム活動を監視して報告するというよりは、資源を実際に能動的に割り当
てる。
【００１０】
　実際、本発明の例示的な実施形態によれば、当該方法は、セッションが能動的に維持さ
れなくてはならないパーティのピアリングセッションへの仮想化された資源の動的な割り
当てを可能とする。したがって、サービスを利用しているいかなるパーティへの事前の資
源割り当てまたは事前に設定された準備も必要とされない。これは、資源配置の相当の節
約だけではなく、資源利用の能動的監視および実施のコストおよび複雑性を低減すること
にもつながる。
【００１１】
　特に、本発明の特定の実施形態では、マルチメディアをピアリングするように構成され
た１つ以上のプラットフォームを含み、物理的および仮想化された資源を有するマルチメ
ディア・マルチパーティ・ピアリング・システムが提供される。当該システムは、１つ以
上のプラットフォーム間の仮想化された資源を割り当てて管理するように構成された１つ
以上の機構をさらに含む。仮想化された資源は、処理カテゴリ、保存カテゴリ、および／
またはバンド幅カテゴリを含み、処理カテゴリは、中央処理装置、グラフィック処理装置
およびデジタル信号処理装置の１つ以上を含む；保存カテゴリは、ランダムアクセスメモ
リ、データ記憶装置およびデータベースの１つ以上を含む。バンド幅カテゴリは、論理的
および物理的接続資源を含む。
【００１２】
　当該システムは、割り当ての能動的監視および実施を実行するために仮想資源を使用す
るように構成された、能動的監視および実施機構をさらに含む。当該能動的監視および実
施機構は、プレミアム顧客サービスが所在して、および／または一箇所からその他へ移動
可能である場所に組み込まれ得る。
【００１３】
　選択的に、仮想資源にアクセス可能に構成された、公共および／または私有のウェブベ
ースのアプリケーション・プログラミング・インターフェースが、システム内にさらに含
まれる。当該アプリケーション・プログラミング・インタフェースは、仮想のファイアー
ウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用して、インターネットを介してオーバーザ
トップアクセス（ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｔｏｐ　ａｃｃｅｓｓ）を使用するように構成する
ことができる。ここで、仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバは、仮



(7) JP 2013-539891 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

想資源を用いて構築される。
【００１４】
　本発明の特定の実施形態では、処理カテゴリ、保存カテゴリおよび／またはバンド幅カ
テゴリを有する物理的な資源の仮想インスタンスを作成するステップと、仮想化されたイ
ンスタンスを動的に割り当てるステップとを含む、物理的資源を有するマルチメディア・
マルチパーティ・システムにおけるピアリングの方法が提供される。さらに、処理カテゴ
リは、中央処理装置、グラフィック処理装置およびデジタル信号プロセッサの１つ以上を
選択的に含む；保存カテゴリは、ランダムアクセスメモリ、データ記憶装置およびデータ
ベースの１つ以上を選択的に含む；ハンド幅カテゴリは、論理的および物理的接続性資源
を選択的に含む。
【００１５】
　本方法は、割り当てを実行するために、仮想インスタンスを使用する能動的監視および
実施を使用するステップを選択的にさらに含む。前記能動的監視および実施機構は、プレ
ミアム顧客サービスが所在し、および／または一箇所からその他へ移動可能である場所に
組み込まれ得る。
【００１６】
　本方法は、仮想インスタンスにアクセスすることを可能にする、公共および／または私
有のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタフェースを用いるステッ
プを含む。前記公共／私有のウェブベースのアプリケーション・プログラミング・インタ
フェースは、仮想インスタンスを用いて作成される、仮想のファイアーウォール、証明サ
ーバおよび認証サーバを使用して、インターネットを介してオーバーザトップアクセスを
使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　一般的な用語により本発明を記述してきたが、本発明のより完全な理解は、必ずしも正
確な縮尺で描かれていない添付の図面を参照して得られるであろう。さらに、当該図面で
は、関連技術におけるよく知られた要素は、不必要な詳細によって本発明を曖昧にしない
ように省略された。
【図１】図１は、Ｍ２Ｐ２が仮想化された資源（処理、保存、バンド幅）を使用する本発
明の一実施形態を示す。
【図２】図２は、本発明の特定の実施形態に従ってＭ２Ｐ２にＡＭＥＮ機構を組み込んだ
構成を示す。
【図３】図３は、本発明の特定の実施形態に従ってＡＭＥＮ化されたＭ２Ｐ２を支援する
、ウェブベースの公共および私有のアプリケーション・プログラミング・インタフェース
（ＡＰＩ）を示す。
【００１８】
　本発明の特定の実施形態の、下記に記載される例は、多くの異なる形態に具現され、こ
こに説明された形態に限定されると解されるべきではない；むしろ、これらの実施形態は
、適切な法的必要性を満たすための例として提供される。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　「仮想化」とは、アプリケーションまたはオペレーティングシステムを共有するため、
１つ以上のアプリケーションまたはオペレーティングシステムに追従されるための演算資
源の物理的インフラを隠蔽するソフトウェアによる物理的資源の抽象化である。たとえば
、それは、オペレーティングシステム、サーバ、記憶装置、ネットワーク資源またはこれ
らの組合せ等、（実物というよりは）仮想バージョンの創作物である。それがどのように
実装されるかに関わらず、仮想化は、資源が集約および共有されることを可能にするため
に、一般的に、ある程度の抽象化（分離）を使用する。それにより、アップリケーション
は、基となるハードウェアにゆるく結合される。仮想化技術は、一般的によく知られてい
る技術である。
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【００２０】
　ここで用いられる“ＡＭＥＮ”は、指針、セキュリティ手順、コンピュータシステムの
パフォーマンス、ネットワーク等の、能動的監視および実施を意味する。能動的監視およ
び実施は、単に受動的にシステム活動を観察して報告するというよりは、実際に資源を割
り当てる。同様に、ＡＭＥＮ化とは、ここに開示されるように、ＡＭＥＮを組み込むＭ２
Ｐ２システムを意味する。
【００２１】
　本発明の図１は、仮想化された資源を使用するＭ２Ｐ２の具現化を示す。従来技術に知
られるように、資源仮想化は、物理的資源の抽象化を通して実行され、効果的にそれらの
ユーザから物理的資源を切り離す。このタイプの資源のインストールおよび動的割当て／
管理は、実装コストを低減するだけではなく、コスト高な物理的資源の高速再配置（また
は再利用）に役立つ。たとえば、仮想資源の動的割当ては、ラウンドロビン、ランダム、
後入先出、先入後出等、通常の方法を用いて実装されうる。
【００２２】
　たとえば、仮想化された資源の使用のため、装置数は大幅に低減され、物理的装置（プ
ラットフォーム）は、増加容量が必要とされる場合にのみ、付加的に追加される。これは
、同一の物理資源の複数の仮想インスタンスを作成することによって達成される。その結
果、専用とされたまたは事前に割り当てられた複数の物理的装置を使用する代わりに、た
とえば、一の物理的装置が、複数ピアリングパートナー（テナント）を支援するために使
用されうる。実際、仮想化された資源は、あらゆる目的のために割り当てることができる
。さらに、マルチテナント機能は仮想化された資源という手段によって支援されるので、
必要とされる物理的接続数が低減される。その結果、システムはより堅牢かつ効率的とな
る。
【００２３】
　一般的に、本発明の特定の実施形態は、サービスプログラムビジョニングおよび監視の
ための仮想化されたインスタンスの使用により、資源の高速再配置または再利用も可能に
する。これは、前述のように物理的資源およびそれらのユーザ間（抽象化）の分離により
達成可能である。仮想化された資源は、サービスの実装（たとえばＭ２Ｐ２）、サービス
の質の監視等のために用いられる。
【００２４】
　たとえば、仮想化された資源は、処理（すなわち、中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフィ
ック処理装置（ＧＰＵ）、デジタル信号処理（ＤＳＰ））；翻訳および／またはホスティ
ングサービスを支援するための保存（すなわち、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、デ
ータ記憶装置またはディスク、データベース（ＤＢ））；および／またはバンド幅（すな
わち、ピアリングインタフェース間のマルチメディアセッションを支援し、資源利用を監
視および実行するための、論理的および物理的接続性資源）を含む。
【００２５】
　本発明の実施形態は、複数ユーザに同一の物理的資源を割り当て、これにより、たとえ
ば電力消費、物理的スペース等について顕著な節約を可能にする。実際、ユーザおよびユ
ーザの関連する資源が拡散していればいるほど、より少ない物理的資源に割り当てられる
ユーザの数はより多い。たとえば、第１領域の資源がある１日のある時間に最大使用量を
経験し、第２領域の資源が他の時間に最大使用量を経験する場合、両領域は、最大ではな
い使用時間を相当の期間にわたって経験し、それらの対応する資源が著しく過少に使用さ
れている。両資源配置を効率的に組み合わせおよび仮想化することによって、組み合わせ
られた資源は、全てのユーザに動的に割り当てることができ、顕著な節約の結果となる。
実際、時間共有システムが成就されうる。
【００２６】
　図２は、本発明の特定の実施形態に従ったＭ２Ｐ２システムにおけるＡＭＥＮ機構の組
み込みを示す。特に、図２は、必要に応じて、またはオンデマンドベースで、仮想化され
た共有資源を使用することによるＡＭＥＮの組み込みを示す。ＡＭＥＮは、サービスが多
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く利用される箇所にできるだけ近くにおいて、またはプレミアム顧客サービスが所在する
地点に組み込まれる。さらに、ＡＭＥＮはまた、仮想化された資源を実装するので、ＡＭ
ＥＮ地点は、一箇所からその他に移動できる。ＡＭＥＮの使用によって、その目的のため
の専用資源の代りに、仮想化された共有資源を使用するので、必要とされる能動的監視が
達成されうる；これにより、コスト、複雑性および／または資源必要性を顕著に低減する
。
【００２７】
　資源の仮想化されたインスタンスがこの目的のために利用されるので、Ｍ２Ｐ２に実装
される同じ物理的資源が、ＡＭＥＮサービスにも実装される。仮想化された資源は、マル
チメディア・マルチパーティ・ピアリングに割り当てられた割り当て分の、能動的監視お
よび実施を実装するために利用される。したがって、特化された資源の追加的な物理的イ
ンスタンスは、ＡＭＥＮに必要とされない。これは、Ｍ２Ｐ２システムにおけるＡＭＥＮ
サービスための管理インフラおよび資源のコストおよび／または複雑性の両方を低減する
。
【００２８】
　前述のように、本発明の実施形態は、受動的ではなく、能動的な監視および実施を実装
するＡＭＥＮを組み込む。その結果、システムがより堅牢かつ効率的となる。一方、受動
的監視システムは、一般的に、認識された振る舞いに基づいて、単にトラフィックを監視
したり、遂行課題を実行したりするように構成される。たとえば、１つの遂行課題は、信
号強度を計測することを伴う。その他の遂行課題は、ピアが認証されるか非認証されるか
を判断することを伴う。問題が検出されると、受動的監視システムは、そのような問題を
訂正するいかなる能力も持たない。たとえば、非認証のピアを検出した場合、受動的な監
視システムは、アクセスを防止するために管理者（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ）に通知
を行う。自動的に問題に対処してネットワークが準拠する指針を実施するという監視シス
テム性能のこの無能力は、たとえば、問題を解決するための望ましくない待機時間および
全体的に増加した管理コストを招来する。このように、マルチメディア・マルチパーティ
・ピアリングに割り当てられた割り当ての能動的監視および実施の実装は、本発明の特定
の実施形態に関連するように、利点を有する。
【００２９】
　図３は、ウェブベースの私有および公共インタフェースが、どのように上述のごとくＡ
ＭＥＮ化されたＭ２Ｐ２サービスについて提案されたシステムにおいて支援されうるかを
示す。
【００３０】
　特に、図３は、ＡＭＥＮ化されたＭ２Ｐ２サービスを支援するための、ウェブベースの
公共および私有のアプリケーション・プログラミング・インタフェース（ＡＰＩ）を示す
。これらのＡＰＩは、仮想のファイアーウォール、証明サーバおよび認証サーバを使用し
、インターネットを介してオーバーザトップ（ＯＴＴ）アクセスを使用する仮想化された
資源へのアクセスを可能にする。また、たとえば、ファイアーウォール、証明サーバおよ
び認証サーバは、Ｍ２Ｐ２を支援し、ＡＭＥＮ機能を実行するために利用される同じ仮想
資源を使用して作成される。このように、これらの私有および公共ＡＰＩを支援するため
に、追加の物理的インフラが構築されたり、維持されたりする必要がない。私有のＡＰＩ
は、たとえば、ＰＣ、ラップトップ、デスクトップ、携帯電話さえを介して資源およびサ
ービスにアクセスする。たとえば、公共ＡＰＩは、公共の場所における、ログインおよび
パスワード保護されたアクセスを用いて、ＰＣによる資源およびサービスへのアクセスを
選択的に支援できる。
【００３１】
　前述の記載は、本発明の特定の実施形態を図示および記載する。本発明は、他の様々な
組合せ、改変および環境において使用可能であり、ここに表現されるように本発明の概念
の範囲内での変更および改変が可能であり、関連技術における上記教えおよび／またはス
キル若しくは知識に相応すると解される。
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【００３２】
　上記実施形態は、本発明を実施するに当たり既知の最良の形態を説明することと、当業
者がそのようなまたは他の実施形態の本発明を特定の応用または本発明の使用により必要
とされる様々な変形を伴って使用可能にすることとをさらに意図されている。さらに、本
発明の方法およびシステムは、単純または複雑なコンピュータを含む機器および装置を装
備することによって実行されると解されるべきである。
【００３３】
　実際には、上記されたアーキテクチャおよび方法は、磁気および光学ディスクを含む、
機械読み取り可能な媒体の形態に保存されうる。たとえば、本発明における操作は、ディ
スク装置（または、コンピュータ読み取り可能な媒体用の装置）を介してアクセス可能な
磁気ディスクまたは光学ディスク等、機械読み取り可能な媒体に保存されうる。または、
上記された操作を実行するためのロジックは、大規模集積回路（ＬＳＩ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰ
ＲＯＭ）等のファームウェアを含む、個別のハードウェア要素のような、追加的なコンピ
ュータおよび／または機械読み取り可能な媒体内に実装されうる。
【００３４】
　ここに含まれた本発明の記載に基づく、当業者に明らかな既知のシステムおよび方法の
応用は、特許請求の範囲の範囲内である。さらに、特許請求の範囲に記載された方法およ
び／または要素の組合せを実行する、今後発明されたり開発されたりした装置は、本発明
の範囲内である。したがって、上記記載は、ここに開示された形式または応用に本発明を
限定することを意図するものではない。
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【図３】



(14) JP 2013-539891 A 2013.10.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP 2013-539891 A 2013.10.28

10

20

30

40



(16) JP 2013-539891 A 2013.10.28

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

