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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰマルチメディア・サブシステムを通して、所定のマルチメディア・サービスを複数
のユーザに提供するための方法であって、
　前記ＩＰマルチメディア・サブシステムが、
（Ａ）前記複数のユーザに関する情報を維持するプレゼンス・サーバを備え、
　当該情報は各ユーザの位置を含んでおり、
（Ｂ）複数のアプリケーション・サーバを備え、
　各アプリケーション・サーバは少なくとも１つのマルチメディア・サービスを提供する
のに適合しており、
（Ｃ）前記複数のアプリケーション・サーバ及び関連するマルチメディア・アプリケーシ
ョンに関する情報を保持するリポジトリへのアクセスを有する配置サーバを備え、
　当該情報は各アプリケーション・サーバの位置を含んでおり、
　前記方法が、
（ａ）前記配置サーバが、前記複数のユーザのうち少なくとも１人のユーザからのマルチ
メディア・サービスの要求を受け取るステップと、
（ｂ）前記配置サーバが、前記プレゼンス・サーバ上で前記少なくとも１人のユーザに関
する情報を検索するステップと、
（ｃ）前記配置サーバが、前記要求されたマルチメディア・サービスを提供可能なマルチ
メディア・アプリケーションを含む、少なくとも１つのアプリケーション・サーバを識別
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するステップと、
（ｄ）識別されたアプリケーション・サーバごとに、前記少なくとも１人のユーザの各々
から当該アプリケーション・サーバに到達する難易度を示す距離値を決定するステップと
、
（ｅ）前記配置サーバが、前記少なくとも１人のユーザに関して最小平均距離値を有する
アプリケーション・サーバを選択するステップと、
（ｆ）前記最小平均距離が所定のしきい値よりも大きいことに応答して、前記少なくとも
１人のユーザからの最小平均距離が前記所定のしきい値よりも小さいローカルのアプリケ
ーション・サーバを選択するステップと、
（ｇ）前記選択されたローカルのアプリケーション・サーバ上に、前記マルチメディア・
アプリケーションの仮想イメージを作成するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１人のユーザと前記選択されたアプリケーション・サーバとの間の接続
を確立するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記距離値が、前記識別された各アプリケーション・サーバと前記少なくとも１人のユ
ーザとの間の通信ネットワークにおけるプロキシ・サーバの数の表示を含む、請求項１又
は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記距離値が、前記識別された各アプリケーション・サーバと前記少なくとも１人のユ
ーザとの間の物理的距離の表示を含む、請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記ステップ（ｆ）が、前記複数のユーザと前記選択されたアプリケーション・サーバ
との間の平均距離が最小化されるようにアプリケーション・サーバを選択するステップを
含む、請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のユーザと前記選択されたアプリケーション・サーバとの間の平均距離が最小
化されるようにアプリケーション・サーバを選択する前記ステップが、前記ＩＰマルチメ
ディア・サブシステムの構成が変わるごとに繰り返され、異なるアプリケーション・サー
ビスが選択されることに応答して、既存の接続を修正することを含む、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記複数のユーザと前記選択されたアプリケーション・サーバとの間の平均距離が最小
化されるようにアプリケーション・サーバを選択する前記ステップが、１人のユーザから
の新しい要求が前記同じマルチメディア・サービスのために受け取られるごとに繰り返さ
れ、異なるアプリケーション・サービスが選択されることに応答して、既存の接続を修正
することを含む、請求項５又は請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のユーザに関する情報が、各ユーザ装置の接続特性、各ユーザ装置の接続速度
、各ユーザ装置の帯域幅及び各ユーザから中間のプロキシ・サーバを含む前記アプリケー
ション・サーバまでのルートのうち少なくとも１つを含む、請求項１ないし請求項７の何
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　各ユーザが、当該ユーザの通信特性を示すパラメータを割り当てられ、前記距離値が当
該パラメータに従って調整される、請求項１ないし請求項８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　マルチメディア・サービスが、ゲーミング・サービスを含む、請求項１ないし請求項９
の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
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　ＩＰマルチメディア・サブシステムを通して、マルチメディア・サービスを複数のユー
ザに提供するためのシステムであって、
　前記ＩＰマルチメディア・サブシステムが、
（Ａ）前記複数のユーザに関する情報を維持するプレゼンス・サーバを備え、
　当該情報は各ユーザの位置を含んでおり、
（Ｂ）複数のアプリケーション・サーバを備え、
　各アプリケーション・サーバは少なくとも１つのマルチメディア・サービスを提供する
のに適合しており、
（Ｃ）前記複数のアプリケーション・サーバ及び関連するマルチメディア・アプリケーシ
ョンに関する情報を保持するリポジトリへのアクセスを有する配置サーバを備え、
　当該情報は各アプリケーション・サーバの位置を含んでおり、
　前記システムが、
　請求項１ないし請求項１０の何れか１項に記載の方法を実施するのに適合した１つ以上
のコンポーネントを備える、システム。
【請求項１２】
　マルチメディア・サービスを複数のユーザに提供するためのＩＰマルチメディア・サブ
システムであって、
（Ａ）前記複数のユーザに関する情報を維持するプレゼンス・サーバを備え、
　当該情報は各ユーザの位置を含んでおり、
（Ｂ）複数のアプリケーション・サーバを備え、
　各アプリケーション・サーバは少なくとも１つのマルチメディア・サービスを提供する
のに適合しており、
（Ｃ）前記複数のアプリケーション・サーバ及び関連するマルチメディア・アプリケーシ
ョンに関する情報を保持するリポジトリを備え、
　当該情報は各アプリケーション・サーバの位置を含んでおり、
（Ｄ）前記リポジトリ及び前記プレゼンス・サーバへのアクセスを有する配置サーバを備
え、
　当該配置サーバは、前記複数のユーザのうち少なくとも１人のユーザからのマルチメデ
ィア・サービスの要求を受け取る際、当該要求されたマルチメディア・サービスを提供可
能なアプリケーション・サーバを識別し、当該識別されたアプリケーション・サーバのう
ち前記少なくとも１人のユーザからの最小平均距離を有するアプリケーション・サーバを
選択し、当該最小平均距離が所定のしきい値よりも大きいことに応答して、前記少なくと
も１人のユーザからの最小平均距離が前記所定のしきい値よりも小さいローカルのアプリ
ケーション・サーバを選択し、当該選択されたローカルのアプリケーション・サーバ上に
、前記マルチメディア・アプリケーションの仮想イメージを作成するように動作し、
（Ｅ）前記少なくとも１人のユーザと前記選択されたアプリケーション・サーバとの間に
接続を確立するためのネットワークを備える、ＩＰマルチメディア・サブシステム。
【請求項１３】
　請求項１ないし請求項１０の何れか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるため
のコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル・ネットワークに係り、さらに詳細に説明すれば、ＩＭＳ（ＩＰマ
ルチメディア・サブシステム）ネットワークを介してマルチメディア・サービスを最適化
するための方法及びシステムに係る。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）は、組み合わされた有線／無線ネットワ
ークを介してＩＰベースのテレフォニ及びマルチメディア・サービスを実装するための次
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世代ネットワーキング（ＮＧＮ）アーキテクチャを記述する、１セットの仕様である。
【０００３】
　ＩＭＳは、個々のサービスをサポートする従来の垂直的サイロ・ネットワーク環境と比
較すると、本質的な発展形態である。図１は、かかる従来のアプローチを概略的に表す。
ＩＭＳ（図２を参照）は、プロバイダ・サービスのサイロ化した実装に傾斜しがちな、か
かる従来のネットワークに適合したＨＷ及びＳＷソリューションに基づくのではなく、オ
ープンな標準及び共通のミドルウェアに基づく。特に、サービス・プレーンとして知られ
ているＩＭＳの最上論理層は、種々のコンポーネントに基づく。かかるコンポーネントは
、マルチメディア・サーバ、特定のＩＭＳアプリケーション及びアプリケーション・イネ
ーブラ（例えば、プレゼンス・サーバ）をホストするアプリケーション・サーバ、及びＸ
ＤＭＳ（すなわち、アプリケーション及びサービスから独立した方法で任意のタイプのＸ
ＭＬ文書を管理可能なＸＭＬ文書管理サーバ）を含む。
【０００４】
　特に、プレゼンス・サーバは、他方のユーザの到達可能性、使用可能性及び通信の意欲
（willingness to communicate）に関する情報を、一方のユーザに通知することを可能に
するサービスを提供する。さらに、プレゼンス・サービスは、諸ユーザがそれぞれの通信
手段及び能力（例えば、当該ユーザがオーディオ、ビデオ、インスタント・メッセージン
グ能力等を有するか否か、どの端末内にそれらの能力が存在するか）に関する詳細を与え
ることを可能にする。プレゼンス・サーバにプレゼンス情報を提供しているエンティティ
（人間又はシステム）は、プレゼンティティ（presentity）と呼ばれる。所与のプレゼン
ティティは、プレゼンス・ユーザ・エージェント（ＰＵＡ）と呼ばれる幾つかの装置（例
えば、ＳＩＰ電話、ラップトップ又はＰＤＡ）を有する。これらの装置は、それらのプレ
ゼンスに関する情報を提供する。
【０００５】
　プレゼンス情報は、プレゼンティティと通信することを望む、他のエンティティによっ
て使用することができる。当該他のエンティティは、ウォッチャと呼ばれる。ウォッチャ
は、プレゼンス情報内の変化に関する通知を受けることができる。
【０００６】
　ＩＭＳプレーンは、諸サーバ／アプリケーションをホストする。その概要は、次の通り
である。
　－　サービス・プレーンは、サービス／アプリケーション（例えば、ＩＭＳネットワー
ク
に接続されたユーザによって使用され且つ仮想化環境内で実装することができるマ
ルチゲーミング・アプリケーション）をホストする。
　－　制御プレーンは、メディア・サーバをホストする。定義により、メディア・サーバ
は、
単にメディアを格納し且つ十分な速度を有するネットワーク接続を使用して当該メ
ディアへのアクセスを可能にするための装置である。それがランする用途及びアプリ
ケーションに依存して、メディア・サーバは、大量のＲＡＭ、又は強力なマルチコア
ＣＰＵを必要とすることがある。
【０００７】
　最新のＩＭＳネットワークでは、ＩＭＳサービス・プレーンの諸要素及び諸メディア・
サーバの連結（collocation）は、資源、エネルギー及びトラフィックを節約するという
点で、ＩＭＳサービス及び制御プレーン内の資源消費（例えば、必要とされていないネッ
トワーク輻輳）を最適化するためにプレゼンス情報と関係付けられていない。このため、
改良されたＩＭＳネットワーク・アーキテクチャを提供することが望ましいであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、従来技術の前述の欠点を緩和する技術を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の側面において、本発明は、ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）を通し
て、所定のマルチメディア・サービスを複数のユーザに提供するための方法を提供する。
【００１０】
　本発明は、プレゼンス・サーバ内で使用可能なユーザに関する情報（例えば、ユーザ装
置の位置及び特性）を活用して、現に接続されているユーザの位置に基づき、諸ＩＭＳア
プリケーションを割り振るべきより効率的な仮想環境を実装するための方法を提供するこ
とにより、従来技術の問題点を解決するのを支援することができる。プレゼンス情報は、
仮想環境内に配備される、諸ＩＭＳサービス・プレーン・アプリケーション及び諸メディ
ア・サーバの割り振りを動的に最適化する。推奨実施形態では、この最適化は、同じゾー
ンから接続されているユーザの数及び使用可能な最良の通信帯域幅の両方の観点から行わ
れる。
【００１１】
　第２の側面において、本発明は、前記方法を実装するのに適した諸コンポーネントを備
えるシステムを提供する。
【００１２】
　第３の側面において、本発明は、　コンピュータ上で実行されるとき、前記方法を実施
するためのコンピュータ・プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、ユーザ位置及びユーザ装置の能力（例えば、帯域幅及び距離）に関する情報
を活用して、ＩＭＳワークロード及び接続されたユーザの位置に基づき、諸ＩＭＳサービ
ス（特に、ゲーミング・サービス）のプロビジョニング及び管理を行うことにより、ＩＭ
Ｓネットワークの効率を改良することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来のアーキテクチャを示す図である。
【図２】ＩＰマルチメディア・サブシステムのアーキテクチャを示す図である。
【図３】本発明の推奨実施形態の方法をサポートするのに適した汎用コンピュータ・シス
テムのブロック図である。
【図４】本発明の推奨実施形態に従ったネットワーク・システムのブロック図である。
【図５】本発明の推奨実施形態に従った方法を実施するための諸ステップを表すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図３には、汎用コンピュータ・システム（例えば、コンピュータ、インターネット・サ
ーバ、ルータ、リモート・サーバ）２５０が示されている。コンピュータ２５０は、シス
テム・バス２５３に並列に接続された幾つかのユニットから形成される。詳述すると、１
つ以上のマイクロプロセッサ２５６は、コンピュータ２５０の動作を制御し、ＲＡＭ ２
５９は、マイクロプロセッサ２５６によって作業メモリとして直接的に使用され、ＲＯＭ
 ２６２は、コンピュータ２５０のブートストラップ用の基本コードを格納する。諸周辺
ユニットは、（それぞれのインタフェースを介して）ローカル・バス２６５のまわりでク
ラスタ化される。特に、大容量メモリは、ハード・ディスク２６８及びＣＤ-ＲＯＭ ２７
４を読み取るためのドライブ２７１から成る。さらに、コンピュータ２５０は、入力装置
２７７（例えば、キーボード及びマウス）と、出力装置２８０（例えば、モニタ及びプリ
ンタ）を含む。ネットワーク・インタフェース・カード２８３は、コンピュータ２５０を
ネットワークに接続するために使用される。ブリッジ・ユニット２８６は、システム・バ
ス２５３をローカル・バス２６５とインタフェースする。マイクロプロセッサ２５６及び
ブリッジ・ユニット２８６の各々は、情報を伝送するためにシステム・バス２５３へのア
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クセスを要求するマスタ・エージェントとして動作することができる。アービタ２８９は
、システム・バス２５３へのアクセスを相互排除式に許可する。システムが異なるトポロ
ジを有するか、又は他のネットワークに基づく場合、同様の事項が該当する。代替的に、
コンピュータは、異なるアーキテクチャを有するか、同等のユニットを含むか、又は他の
データ処理エンティティ（例えば、ＰＤＡ、携帯電話等）から成る。
【００１６】
　前述のように、本発明の推奨実施形態は、ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ
）アーキテクチャによって提供される利点を活用する。ＩＭＳは、第３世代パートナーシ
ップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）及び第３世代パートナーシップ・プロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）によって定義された、１セットの要件及び仕様である。これらの２つのプロジェ
クトは、多くの地域通信標準化団体（例えば、欧州電気通信標準化協会、電波産業会／情
報通信技術委員会（ＡＲＩＢ／ＴＴＣ）（日本）、中国通信標準化協会、電気通信産業ソ
リューション連合（北米）、通信技術協会（韓国））を含む、協力協定を通して形成され
た。ＩＭＳは、パケット及び回線交換ネットワークの両方にわたって、ＩＰベース・サー
ビス用の統一的アーキテクチャを定義する。ＩＭＳは、マルチメディア・サービスの生成
、配信及び消費のために、互いに異なる無線通信及び固定アクセス技術の融合を可能にす
る。また、ＩＭＳは、標準化された諸基準点（インタフェース及びプロトコルと同種のも
の）を通して、サービス統合をサポートする。このことは、サービスの生成をより速く且
つより容易にするだけでなく、インターネット技術を通して使用可能なサービス（例えば
、Ｗｅｂサービス）を活用することを可能にする。ＩＭＳの１つの目的は、できるだけ速
くサービスを開発し且つ配備する能力である。ＩＭＳアーキテクチャは、個々のサービス
をサポートする従来の垂直的サイロ・ネットワーク環境とは対照的な環境を提供すること
により、この能力を可能にするように設計されている。一方、ＩＭＳによって構築される
単一の融合化ネットワーク環境は、諸サービスの重複を排除することを目的として、互い
に異なる機能性プレーンにわたって諸サービスの共有を可能にすることにより、コストを
削減し且つより良いユーザ・エクスペリエンスをもたらす。以下には、ＩＰマルチメディ
ア・サブシステム・ネットワークを通してユーザに配信することができる、ＩＰベースの
マルチメディア・サービスの幾つかの例が示されている。
　－　マルチプレイヤ・ゲーム、
　－　プッシュ・トゥ・トーク、
　－　ビデオ・チャット、
　－　コンファレンシング、
　－　インスタント・メッセージング。
【００１７】
　マルチメディア・サービスは、アプリケーション・サーバ上で使用可能なマルチメディ
ア・アプリケーションによって提供される。本発明の推奨実施形態に従った方法及びシス
テムによれば、ユーザ位置及びユーザ装置の能力（例えば、帯域幅及び距離）に関する情
報を活用して、ＩＭＳワークロード及び接続されたユーザの位置に基づき、諸ＩＭＳサー
ビス（特に、ゲーミング・サービス）のプロビジョニング（provisioning）及び管理を行
うことにより、ＩＭＳネットワークの効率を改良することが可能である。
【００１８】
　図４は、本発明の推奨実施形態に従ったシステムを概略的に示す。この例では、米国地
域及び欧州地域の、２つの地域３０１が表されている（しかし、これに代えて、他の可能
な任意の地理的位置を使用することができる）。２人のユーザ３０３（ユーザＡ及びＢ）
は、２人ともメディア・サーバ３０５を通して、欧州地域からＩＭＳネットワークに接続
される。前述のように、ユーザＡ及びＢに関する情報は、プレゼンス・サーバ３０７上に
事前に格納されている。また、本システムに含まれる配置（placement）サーバ３０９は
、接続されたユーザによって要求されるときに仮想アプリケーションが使用可能であり且
つセットアップされることを保証する機能を有する。さらに、配置サーバ３０９は、接続
され且つそれを使用する現在のユーザに基づき、ＩＭＳアプリケーション及びメディア・
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サーバを割り振るべき最良の仮想環境を決定する。また、配置サーバ３０９に含まれるリ
ポジトリは、ＩＭＳネットワークの全体を通して使用可能な全てのマルチメディア・アプ
リケーションに関する情報に加えて、かかる情報にアクセスし且つかかるアプリケーショ
ンの仮想イメージを異なるサーバ上にインストール／移動させて仮想環境をセットアップ
するために必要な全ての情報を格納する。複数のアプリケーション・サーバ３１１は、異
なる地域（例えば、この例では、欧州地域及び米国地域）内に物理的に配置することがで
きる。各アプリケーション・サーバ３１１は、ＩＭＳネットワークに接続された任意のユ
ーザによってアクセスすることができる、多数のマルチメディア・アプリケーションを保
持する。各マルチメディア・アプリケーションは、１つ以上のマルチメディア・サービス
を提供することができる。この例に沿って説明すると、ユーザＡ及びＢが、或るマルチメ
ディア・サービス（例えば、ゲーム・セッションを開始するゲーミング・サービス）にア
クセスするために、或るマルチメディア・アプリケーションに接続することを望んでいる
のであれば、ユーザＡ及びＢは、ローカルのメディア・サーバ３０５及び配置サーバ３０
９を通して、任意のアプリケーション・サーバ３１１に接続することができるであろう。
しかし、要求されたアプリケーションが欧州地域内のサーバ上で使用可能であれば、遙か
に効率的であろう。本発明の推奨実施形態に従って、配置サーバ３０９は、プレゼンス・
サーバ３０７からプレゼンティティ情報を検索する。かかるプレゼンティティ情報は、以
下の１つ以上を含むことができる。
　－　ユーザ装置のタイプ、
　－　ユーザの能力（例えば、当該ユーザがオーディオ、ビデオ、インスタント・メッセ
ー
ジング装置を有するか否か）、
　－　ユーザ接続用の帯域幅、
　－　特定のゾーンから接続されるユーザとＩＭＳ配備サービスとの間の通信「距離」（
例
えば、プロキシ・サーバの数）、
　－　ＩＭＳサービスに関係する課金情報、
　－　当該サービスに関連するＱｏＳ（サービス品質）。
【００１９】
　配置サーバ３０９は、かかる収集済みの情報を使用して、接続されている現在のユーザ
に基づき、ＩＭＳアプリケーション及びメディア・サーバを割り振るべき最良の仮想環境
を決定することができる。図４の例では、配置サーバ３０９は、米国地域内のサーバ３１
１上で使用可能な特定のゲーミング・アプリケーションについて、メディア・サーバ３０
５を通してユーザＡ及びＢからの要求を受け取る。
【００２０】
　仮想環境をどのように配置するかという選択肢及び以前に選択されたＩＭＳ要素のため
の最良の配置の選択は、幾つかの異なるパラメータ及びプロパティに基づくことがある。
以下には、これらの幾つかの例が示されている。
　－　特定のゾーンから接続されるユーザの最大数、
　－　特定のゾーンから接続されるユーザのための平均通信帯域幅、
　－　特定のゾーンから接続されるユーザとＩＭＳ配備サービスとの間の平均通信「距離
」
（例えば、プロキシ・サーバの数又はサーバ間の地理的距離）。一般に、「距離」パラ
メータは、トポロジカル距離（すなわち、ネットワーク構成及びトポロジに依存する
距離）又は物理的距離の、任意の種類の距離を表すことができる。
【００２１】
　図５は、本発明の推奨実施形態に従った方法を実施するための諸ステップを概略的に示
す。本プロセスは、ステップ４０１で開始した後、ステップ４０３に進む。ステップ４０
３では、前述のようにＩＭＳネットワークのマルチメディア・サービスにアクセスするた
めに、１人以上のユーザからの要求が受け取られる。１人のユーザからの新しい要求は、
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本発明の推奨実施形態に従った方法をトリガすることができる、イベントの幾つかの例の
うちの１つである。他の可能性は、当該接続への新しいユーザの追加、新しいリモート・
サーバの使用可能性（又は一般的には、サーバとエンド・ユーザとの間の接続のより良い
分配又は編成を可能にする、ＩＭＳネットワーク・レイアウトへの任意の修正）、及び仮
想環境のより効率的な配置である。次のステップ４０５では、配置サーバ３０９（図４）
は、ステップ４０３で要求を発行した１人以上のユーザに関する情報を収集する。１人以
上のユーザに関する当該情報は、前述のプレゼンス・サーバ３０７内で使用可能であり、
当該ユーザの位置、当該ユーザ装置の能力、及び接続（例えば、各ユーザに使用可能な帯
域幅）に関する情報を含むことがある。ステップ４０７では、配置サーバ３０９は、要求
されたアプリケーションに関する情報（例えば、当該アプリケーションが使用可能な場所
及びサーバ、当該サーバと当該ユーザとの間のネットワーク接続の伝送速度）を検索する
。この情報は、配置サーバ３０９内のリポジトリに格納するか、又は配置サーバ３０９に
よってアクセス可能な外部リポジトリ上に格納することができる。配置サーバ３０９は、
要求されたマルチメディア・サービスを提供可能なマルチメディア・アプリケーションを
含む、１つ以上のアプリケーション・サーバ３１１を識別する。次に、最良の性能を提供
する（例えば、ユーザからの平均距離が最短である）アプリケーション・サーバ３１１が
選択される。もし、かかる予想性能が満足できるものでなければ（例えば、平均距離が所
定のしきい値より大きければ）、システムは、より良いソリューションを識別することを
試みる。収集された全ての情報に従って、配置サーバ３０９は、速度及びマルチメディア
・サービスの効率を改良するために、ＩＭＳネットワークの可能な再配置の評価を行うこ
とができる。図４の例に沿って説明すると、欧州地域内のユーザ３０３が特定のゲーミン
グ・アプリケーションを要求し、このアプリケーションがリモート・サーバ（例えば、米
国地域内のアプリケーション・サーバ３１１）上で使用可能であれば、仮想イメージを欧
州地域内のアプリケーション・サーバ３１１にインストール又は移動させるほうが遙かに
良いであろう。このことは、使用可能なパラメータ及び情報に基づいた評価が終わった後
、配置サーバ３０９によって行われる。当業者には明らかなように、ワークロード及び伝
送を最適化するための幾つかのツールをこの動作のために使用することができる。以下に
は、考慮することができるパラメータの例が示されている。
　－　特定のゾーンから接続されるユーザの数、
　－　特定のゾーンから接続されるユーザのための平均通信帯域幅、
　－　特定のゾーンから接続されるユーザとＩＭＳ配備サービスとの間の平均通信「距離
」
（例えば、プロキシ・サーバの数）。
【００２２】
　この例では、再配置の必要性を決定するために使用されるしきい値は、「大陸」距離に
対応する。言いかえれば、もし、要求されたアプリケーション（及びサービス）を有する
アプリケーション・サーバ３１１を同じ大陸ゾーン（例えば、欧州）内で見つけることが
できないのであれば、当該アプリケーションの移動が必要とされる、ということである。
また、１つ以上の開始条件が変わる場合は、ネットワーク・レイアウトを動的に修正する
ことが可能である。図５に戻って説明を続ける。ステップ４０９で、ネットワーク編成の
改良が可能であることを配置サーバ３０９が決定すれば、かかる改良が実装される。例え
ば、前述の例に沿って説明すると、ステップ４１１で、要求されたゲーミング・アプリケ
ーションが米国地域内のアプリケーション・サーバ３１１から欧州地域内のアプリケーシ
ョン・サーバ３１１に移動され、その後のステップ４１３で、マルチメディア・セッショ
ンが開始される。アプリケーションを「移動させる」とは、同じ条件を再作成することに
より、要求されたマルチメディア・サービスを異なるアプリケーション・サーバ３１１上
で提供可能にすることを意味する。当業者には明らかなように、この移動ステップは、幾
つかの異なる技術を用いて実装することができる。本発明の推奨実施形態に従って、この
移動は、マルチメディア・アプリケーションの仮想イメージを作成することに対応する。
仮想イメージの移動は、使用される特定の仮想化技術に従って異なる方法で行うことがで
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きる。例えば、仮想イメージは，如何なるユーザ中断も行わずに、「オンザフライ」で移
動させることができる。代替的に、仮想環境をサスペンドし、移動させ、新しいシステム
上に復元することができる。さもなければ（すなわち、改良が可能でないか、又は所定の
しきい値パラメータに従って十分に有利でなければ）、ステップ４０９からステップ４１
３に直接的に進み、そこでマルチメディア・セッションが開始される。
【００２３】
　本発明の範囲から逸脱することなく、前述のソリューションに対し変更及び修正を施す
ことができる。当然のことながら、当業者は、地域ごとの特定の要件を満たすために、前
述のソリューションに対し多くの修正及び変更を施すことができる。特に、本発明は、推
奨実施形態を参照しつつ、ある程度の特殊性を有するように説明されたが、形式及び細部
に係る種々の省略、置換及び変更が可能であり、他の実施形態も可能であることを理解さ
れたい。さらに、本発明の任意の実施形態に関連して説明された特定の要素及び／又は方
法ステップは、これを設計上の選択の一般的な事項として他の任意の実施形態に組み入れ
ることができる。
【００２４】
　例えば、コンピュータが異なる構造を有するか、同等のユニットを含むのであれば、同
様の考察が当てはまる。何れの場合でも、これらのコンピュータを任意のコード実行エン
ティティ（例えば、ＰＤＡ、携帯電話等）で置き換えることが可能である。
【００２５】
　（本発明の各実施形態を実装するために使用することができる）プログラムが異なる方
法で構造化されるか、又は追加のモジュール若しくは機能が提供されるのであれば、同様
の考察が当てはまる。同様に、メモリ構造は、他のタイプのものとすることができ、又は
（必ずしも物理的ストレージ媒体から構成されるとは限らない）同等のエンティティと置
き換えることができる。さらに、提案されたソリューションは、（同様又は追加のステッ
プを有し、さらには順序が異なることもある）同等の方法で実装されるのに適している。
何れの場合も、プログラムは、任意のデータ処理システムによって、又はこれに関連して
使用するのに適した任意の形式（例えば、外部若しくは常駐ソフトウェア、ファームウェ
ア又はマイクロコードの形式）を取ることができる。さらに、プログラムは、任意のコン
ピュータ使用可能媒体上に提供することができる。媒体は、プログラムを保持し、格納し
、通信し、伝播し、転送するのに適した，任意の要素とすることができる。かかる媒体の
例は、（プログラムをプリロード可能な）固定ディスク、取り外し可能ディスク、テープ
、カード、ワイヤ、ファイバ、無線接続、ネットワーク、放送波等である。例えば、媒体
は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線又は半導体タイプのものとすることができる。
【００２６】
　何れの場合も、本発明に従ったソリューションは、ハードウェア構造（例えば、半導体
物質のチップ内に集積された）によって、又はソフトウェア及びハードウェアの組み合わ
せによって実施するのに適している。
【符号の説明】
【００２７】
　　３０１・・・地域
　　３０３・・・ユーザ
　　３０５・・・メディア・サーバ
　　３０７・・・プレゼンス・サーバ
　　３０９・・・配置サーバ
　　３１１・・・アプリケーション・サーバ
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