
JP 6146950 B2 2017.6.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルーティングをリクエストする方法において、
　第１のリソース識別子に関連付けられているリクエストされたリソースに対応するＤＮ
Ｓクエリを、コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮ
Ｓサーバにおいて、クライアントコンピューティングデバイスから取得するステップを有
し、
　前記第１のリソース識別子に含まれている、アプリケーション識別子に対応するリソー
スルーティング情報を取得し、かつ、前記アプリケーション識別子に対応する前記リソー
スルーティング情報に依存して、代替的なリソース識別子を選択することによって、前記
第１のリソース識別子が前記代替的なリソース識別子に関連付けられていることを決定す
るステップを有し、
　前記コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応するドメインに対する
ＤＮＳクエリを解決する情報と、前記第１のリソース識別子に含まれていない付加的なリ
クエストルーティング情報とを含む代替的なリソース識別子を前記クライアントコンピュ
ーティングデバイスに伝送するステップを有し、
　前記コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供された前記代替
的なリソース識別子に対応する後続のＤＮＳクエリを、前記コンテンツデリバリネットワ
ークサービスプロバイダに対応する第２のＤＮＳサーバにおいて、前記クライアントコン
ピューティングデバイスから取得するステップを有し、
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　前記第２のＤＮＳサーバにおいて前記後続のＤＮＳクエリを解決し、オリジナルのリソ
ースリクエストに関連付けられたコンテンツを処理および提供するネットワークコンピュ
ーティングコンポーネントを識別するステップを有し、
　前記識別されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
クライアントコンピューティングデバイスに伝送するステップを有する、方法において、
　前記アプリケーション識別子がファイルタイプ識別子を有し、該ファイルタイプ識別子
に基づいて、ネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する、
ことを特徴とする、ルーティングをリクエストする方法。
【請求項２】
　前記第１のリソース識別子はユニフォーム・リソース・ロケータに対応し、前記ＤＮＳ
クエリを前記コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応するドメインに
解決する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記代替的なリソース識別子は正規名レコード識別子に対応する、請求項１記載の方法
。
【請求項４】
　前記ネットワークコンピューティングコンポーネントは前記リクエストされたリソース
を処理するアプリケーションを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションはデータストリーミングアプリケーションである、請求項４記載
の方法。
【請求項６】
　前記ネットワークコンピューティングコンポーネントは、前記リクエストされたリソー
スを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成する、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ルーティングをリクエストする方法であって、
　コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮＳサーバに
おいて、第１のリソース識別子に関連付けられたリクエストされたリソースに対応する、
クライアントコンピューティングデバイスからのＤＮＳクエリを取得するステップを有し
、
　前記リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネ
ントを、複数のネットワークコンピューティングコンポーネントから、前記第１のリソー
ス識別子に含まれているファイルタイプ識別子に基づき選択するステップであって、前記
選択するステップは、前記リクエストされたリソースを処理する仮想マシンのインスタン
スを動的に生成できるネットワークコンピューティングコンポーネントのインスタンスを
、前記第１のＤＮＳサーバが識別することによって実行される、ステップを有し、
　前記選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
第１のＤＮＳサーバから前記クライアントコンピューティングデバイスに伝送するステッ
プを有する、
ことを特徴とする、ルーティングをリクエストする方法。
【請求項８】
　前記ネットワークコンピューティングコンポーネントは、前記リクエストされたリソー
スを処理するアプリケーションを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のリソース識別子はＤＮＳ部分およびパス部分を含み、各部分が前記ファイル
タイプ識別子を含み、前記ネットワークコンピューティングコンポーネントを選択するス
テップは、さらに、前記第１のリソース識別子の前記ＤＮＳ部分に含まれる前記ファイル
タイプ識別子に基づいている、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　ルーティングをリクエストする方法であって、
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　コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮＳサーバに
おいて、クライアントコンピューティングデバイスから、ＤＮＳ情報を有する第１の部分
とパス部分を有する第２の部分とを含む第１のリソース識別子に関連付けられたリクエス
トされたリソースに対応するＤＮＳクエリを取得するステップを有し、
　前記リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネ
ントを、前記第１のリソース識別子の前記第１の部分に含まれているファイルタイプ識別
子に基づき選択するステップであって、前記選択するステップは、前記リクエストされた
リソースを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成できるネットワークコンピュ
ーティングコンポーネントのインスタンスを、前記第１のＤＮＳサーバが識別することに
よって実行される、ステップを有し、
　前記選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
第１のＤＮＳサーバから前記クライアントコンピューティングデバイスに伝送するステッ
プを有する、
ことを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　ルーティングをリクエストするシステムであって、
　第１のリソース識別子に関連付けられているリクエストされたリソースに対応するＤＮ
Ｓクエリを、コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮ
Ｓサーバにおいて、クライアントコンピューティングデバイスから取得し、
　前記第１のリソース識別子に含まれている、アプリケーション識別子に対応するリソー
スルーティング情報を取得し、かつ、前記アプリケーション識別子に対応する前記リソー
スルーティング情報に依存して、代替的なリソース識別子を選択することによって、前記
第１のリソース識別子が前記代替的なリソース識別子に関連付けられていることを決定し
、
　前記コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応するドメインに対する
ＤＮＳクエリを解決する情報と、前記第１のリソース識別子に含まれていない付加的なリ
クエストルーティング情報とを含む代替的なリソース識別子を前記クライアントコンピュ
ーティングデバイスに伝送し、
　前記コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供された前記代替
的なリソース識別子に対応する後続のＤＮＳクエリを、前記コンテンツデリバリネットワ
ークサービスプロバイダに対応する第２のＤＮＳサーバにおいて、前記クライアントコン
ピューティングデバイスから取得し、
　前記第２のＤＮＳサーバにおいて前記後続のＤＮＳクエリを解決し、オリジナルのリソ
ースリクエストに関連付けられたコンテンツを処理および提供するネットワークコンピュ
ーティングコンポーネントを識別し、
　前記識別されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
クライアントコンピューティングデバイスに伝送する、システムであって、
　前記アプリケーション識別子がファイルタイプ識別子を有し、該ファイルタイプ識別子
に基づいて、ネットワークコンピューティングコンポーネントが識別される、
ことを特徴とする、システム。
【請求項１２】
　ルーティングをリクエストするシステムにおいて、
　コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮＳサーバに
おいて、第１のリソース識別子に関連付けられたリクエストされたリソースに対応するＤ
ＮＳクエリを、クライアントコンピューティングデバイスから取得し、
　前記リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネ
ントを、複数のネットワークコンピューティングコンポーネントから、前記第１のリソー
ス識別子に含まれているファイルタイプ識別子に基づき選択し、前記選択は、前記リクエ
ストされたリソースを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成できるネットワー
クコンピューティングコンポーネントのインスタンスを、前記第１のＤＮＳサーバが識別
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することによって実行され、
　前記選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
第１のＤＮＳサーバから前記クライアントコンピューティングデバイスに伝送する、
ことを特徴とする、システム。
【請求項１３】
　ルーティングをリクエストするシステムであって、
　コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮＳサーバに
おいて、ＤＮＳ情報を有する第１の部分とパス部分を有する第２の部分とを含む第１のリ
ソース識別子に関連付けられたリクエストされたリソースに対応するＤＮＳクエリを、ク
ライアントコンピューティングデバイスから取得し、
　前記リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネ
ントを、前記第１のリソース識別子の前記第１の部分に含まれているファイルタイプ識別
子に基づき選択し、前記選択は、前記リクエストされたリソースを処理する仮想マシンの
インスタンスを動的に生成できるネットワークコンピューティングコンポーネントのイン
スタンスを、前記第１のＤＮＳサーバが識別することによって実行され、
　前記選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を前記
第１のＤＮＳサーバから前記クライアントコンピューティングデバイスに伝送する、
ことを特徴とする、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般的に、コンピューティングデバイスおよび通信ネットワークは情報を交換するため
に利用することができる。通常の用途では、コンピューティングデバイスが通信ネットワ
ークを介して他のコンピューティングデバイスからコンテンツを要求することができる。
例えば、パーソナルコンピューティングデバイスのユーザは、インターネットを介してサ
ーバコンピューティングデバイスからウェブページを要求するために、ソフトウェアブラ
ウザアプリケーションを利用することができる。そのような実施形態では、ユーザコンピ
ューティングデバイスはクライアントコンピューティングデバイスと称され、またサーバ
コンピューティングデバイスはコンテンツプロバイダと称される。
【０００２】
　一般的に、コンテンツプロバイダには、リクエストされたコンテンツのクライアントコ
ンピューティングデバイスへの効率的な伝送、および／または、コンテンツの伝送に関す
るコストを頻繁に考慮しながら、リクエストされたコンテンツをクライアントコンピュー
ティングデバイスに提供することが推奨されている。より広範な規模の実施形態に関して
は、コンテンツプロバイダが非常に多くのコンピューティングデバイスからコンテンツリ
クエストを受信する可能性があり、それによりコンテンツプロバイダのコンピューティン
グリソースに負担が掛かるおそれがある。さらには、クライアントコンピューティングデ
バイスによってリクエストされたコンテンツが多数の要素を有していることも考えられ、
それによりコンテンツプロバイダのコンピューティングリソースにはさらなる負担がかか
るおそれがある。
【０００３】
　１つの例を参照すると、リクエストされたウェブページ、またはオリジナルのコンテン
ツを多数の付加的なリソース、例えばウェブページと共に表示することができる画像、動
画などと関連付けることができる。１つの特定の実施形態においては、ウェブページの付
加的なリソースが、多数の埋め込みリソース識別子、例えばユニフォーム・リソース・ロ
ケータ（「ＵＲＬ」）によって識別される。次に、クライアントコンピューティングデバ
イスのソフトウェアは埋め込みリソース識別子を処理し、コンテンツリクエストを生成す
る。クライアントコンピューティングデバイスは付加的なリソースに関するリクエストを
参照先のコンテンツプロバイダコンピューティングデバイスに伝送することが考えられる
ので、埋め込みリソースに関連付けられたリソース識別子がコンテンツプロバイダに関連
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付けられたコンピューティングデバイスを参照することが多い。したがってコンテンツリ
クエストを満たすために、コンテンツプロバイダは、ウェブページに関連付けられたデー
タ、ならびに、埋め込みリソースに関連付けられたデータをクライアントコンピューティ
ングデバイスに提供する。
【０００４】
　コンテンツデリバリネットワーク（「ＣＤＮ」）サービスプロバイダを利用して、ウェ
ブページおよび／またはウェブページ内で識別されるリソース識別子のようなリクエスト
されたコンテンツの配信を容易にすることを試みるコンテンツプロバイダも存在する。Ｃ
ＤＮサービスプロバイダは一般的に、通信ネットワーク内に存在し、種々のコンテンツプ
ロバイダからのコンテンツを管理することができる多数のコンピューティングデバイスを
管理する。コンテンツプロバイダは、自身のコンテンツのうちの幾つか、または全てのコ
ンテンツをＣＤＮサービスプロバイダのコンピューティングデバイスからリクエストする
ことをクライアントコンピューティングデバイスに指示することができるか、さもなけれ
ば提案することができる。
【０００５】
　上記の例に関して、コンテンツプロバイダは埋め込みリソースに関連付けられたリソー
ス識別子の変更または置換をＣＤＮサービスプロバイダに推奨することができる。殊に、
リソース識別子がＣＤＮサービスプロバイダに関連付けられたコンピューティングデバイ
スを参照しており、それによってクライアントコンピューティングデバイスが付加的なリ
ソースに関するリクエストを参照先のコンテンツプロバイダコンピューティングデバイス
に伝送することが考えられる。通常の場合、コンテンツプロバイダはＣＤＮプロバイダ固
有のリソース識別子をリクエストされたコンテンツ（例えばウェブページ）に含ませるこ
とによってＣＤＮプロバイダの利用を容易にしている。このアプローチは一般的に、オリ
ジナルコンテンツに対するクライアントコンピューティングデバイスのリクエストを受信
する前にコンテンツプロバイダによって実行される「オフライン」プロセスに対応してい
る。したがって、例えば同一のＣＤＮサービスプロバイダに対して代替的なリソース識別
子を提供するため、コンテンツに関するリクエストの処理においてＣＤＮサービスプロバ
イダによって使用される付加的な情報を提供するため、および／または、代替的なＣＤＮ
サービスプロバイダを識別するためのリソース識別子の変更は、通常の場合、オフライン
プロセスの実行をコンテンツプロバイダに要求することになるので非効率的であると考え
られる。
【０００６】
　コンテンツプロバイダと同様に、一般的にＣＤＮサービスプロバイダにも、リクエスト
されたコンテンツのクライアントコンピューティングデバイスへの効率的な伝送、および
／または、コンテンツの伝送に関連するコストを頻繁に考慮しながら、リクエストされた
コンテンツをクライアントコンピューティングデバイスに提供することが推奨されている
。したがって、ＣＤＮサービスプロバイダは、サービスレベルアグリーメント（ＳＬＥ）
を満たすため、もしくは一般的に配信サービスの品質を改善するために、リクエストされ
たコンテンツの配信の待ち時間のような要因を頻繁に考慮している。
【０００７】
　上述の種々の態様、またそれに伴う本願発明の多くの利点は、添付の図面に関連付けら
れた以下の発明の詳細な説明を参照することによってより容易に認められ、またより良く
理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】多数のクライアントコンピューティングデバイス、コンテンツプロバイダ、コン
テンツデリバリネットワークサービスプロバイダおよびネットワークコンピューティング
・ストレージプロバイダを含む、コンテンツ配信環境の概略的なブロック図を示す。
【図２】コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダを用いたコンテンツプロバ
イダの登録を示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブロック図を示す。
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【図３】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツプロバイダへのコンテ
ンツリクエストの生成および処理を示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブ
ロック図を示す。
【図４】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワーク
サービスプロバイダへと伝送される、埋め込みリソースに対応するＤＮＳクエリの生成お
よび処理の一実施形態を示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブロック図を
示す。
【図５Ａ】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワー
クサービスプロバイダへと伝送される、埋め込みリソースに対応するＤＮＳクエリの生成
および処理の別の実施形態を示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブロック
図を示す。
【図５Ｂ】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワー
クサービスプロバイダへと伝送される、第１の択一的なリソース識別子に対応するＤＮＳ
クエリの後続の生成および処理の実施形態を示している、図１のコンテンツ配信環境の概
略的なブロック図を示す。
【図５Ｃ】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワー
クサービスプロバイダへと伝送される、第２の択一的なリソース識別子に対応するＤＮＳ
クエリの後続の生成および処理の実施形態を示している、図１のコンテンツ配信環境の概
略的なブロック図を示す。
【図６Ａ】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワー
クサービスプロバイダへと伝送される、埋め込みリソースリクエストの生成および処理を
示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブロック図を示す。
【図６Ｂ】クライアントコンピューティングデバイスからコンテンツデリバリネットワー
クサービスプロバイダへと伝送される、埋め込みリソースリクエストの生成および処理を
示している、図１のコンテンツ配信環境の概略的なブロック図を示す。
【図７】キャッシュサーバコンポーネントまたはネットワークコンピューティングコンポ
ーネントを選択するためにコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって
実行されるリクエストルーティングルーチンのフローチャートを示す。
【図８】キャッシュサーバコンポーネントまたはネットワークコンピューティングコンポ
ーネントを選択するためにコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって
実行されるリクエストルーティングルーチンの別の実施形態のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　一般的に、本発明は、ＤＮＳクエリに関連付けられているリクエストされたコンテンツ
を処理するための、コンテンツデリバリネットワーク（「ＣＤＮ」）を介するクライアン
トコンピューティングデバイスからネットワークコンピューティングコンポーネントへの
ＤＮＳクエリのルーティングに関する。殊に、本発明の実施例を、ＤＮＳ部分にアプリケ
ーション識別子を含んでいる１つまたは複数のリソース識別子を使用して、ＣＤＮサービ
スプロバイダドメイン内でのクライアントコンピューティングデバイスのＤＮＳクエリの
ルーティングに関連させて説明する。本発明の種々の態様を種々の実施例および実施形態
に関して説明するが、当業者であれば、本明細書に記載されている実施形態および実施例
は限定を意図したものではないことが分かる。
【００１０】
　図１は、コンテンツリクエストを管理および処理するためのコンテンツ配信環境１００
の概略的なブロック図を示す。図１に示されているように、コンテンツ配信環境１００に
は、コンテンツプロバイダおよび／またはＣＤＮサービスプロバイダからコンテンツをリ
クエストする、複数のクライアントコンピューティングデバイス１０２（一般的にクライ
アントと称される）が含まれる。図示されている実施例において、クライアントコンピュ
ーティングデバイス１０２は、パーソナルコンピューティングデバイス、ラップトップコ
ンピューティングデバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、ターミナルコン
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ピューティングデバイス、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、種々の電子装置およ
び電子機器などを含む多種多様なコンピューティングデバイスに対応することができる。
図示されている実施例において、クライアントコンピューティングデバイス１０２は、通
信ネットワーク１０８、例えばワイドエリアネットワークまたはローカルエリアネットワ
ークを介する通信を確立するために必要なハードウェアコンポーネントおよびソフトウェ
アコンポーネントを有している。例えば、クライアントコンピューティングデバイス１０
２に、インターネットまたはイントラネットを介する通信を容易にするためのネットワー
ク機器およびブラウザソフトウェアアプリケーションを実装することができる。
【００１１】
　図１には図示されていないが、各クライアントコンピューティングデバイス１０２は何
らかのタイプのローカルＤＮＳリゾルバコンポーネント、例えばクライアントコンピュー
ティングデバイスに属するＤＮＳクエリを生成するＤＮＳネームサーバを使用する。１つ
の実施例においては、クライアントコンピューティングデバイス１０２が所属している企
業ネットワークによってローカルＤＮＳリゾルバコンポーネントを提供することができる
。別の実施例においては、クライアントコンピューティングデバイス１０２との通信ネッ
トワークコネクションを提供するインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）によって
ローカルＤＮＳリゾルバコンポーネントを提供することができる。
【００１２】
　コンテンツ配信環境１００には、通信ネットワーク１０８を介して１つまたは複数のク
ライアントコンピューティングデバイス１０２と通信するコンテンツプロバイダ１０４も
含ませることができる。図１に示されているコンテンツプロバイダ１０４はコンテンツプ
ロバイダに関連付けられた１つまたは複数のコンピューティングデバイスの論理関連付け
に対応する。殊に、コンテンツプロバイダ１０４は、クライアントコンピューティングデ
バイス１０２からのコンテンツ（例えばウェブページ）に関するリクエストを取得して処
理するための１つまたは複数のサーバコンピューティングデバイスに対応するウェブサー
バコンポーネント１１０を有することができる。さらにコンテンツプロバイダ１０４は、
ＣＤＮサービスプロバイダからのネットワークリソースに関するリクエストを取得して処
理するための１つまたは複数のコンピューティングデバイスに対応する、オリジンサーバ
コンポーネント１１２および関連するストレージコンポーネント１１４を有することがで
きる。さらにコンテンツプロバイダ１０４は、ストリーミングコンテンツリクエストを処
理するためのアプリケーションサーバコンピューティングデバイス１１１、例えばデータ
ストリーミングサーバを有することができる。当業者であれば、コンテンツプロバイダ１
０４を種々の付加的なコンピューティングリソース、例えば、コンテンツおよびリソース
を管理するための付加的なコンピューティングデバイス、ＤＮＳネームサーバなどに関連
付けできることが分かる。例えば、図１には図示していないが、コンテンツプロバイダの
ドメインに対応するクライアントコンピューティングデバイスＤＮＳクエリを解決する権
限を有する１つまたは複数のＤＮＳネームサーバコンポーネントにコンテンツプロバイダ
１０４を関連付けることができる。
【００１３】
　図１の参照を続ける。コンテンツ配信環境１００にはさらに、通信ネットワーク１０８
を介して１つまたは複数のクライアントコンピューティングデバイス１０２およびコンテ
ンツプロバイダ１０４と通信するＣＤＮサービスプロバイダ１０６を含ませることができ
る。図１に示されているＣＤＮサービスプロバイダ１０６はＣＤＮサービスプロバイダに
関連付けられた１つまたは複数のコンピューティングデバイスの論理関連付けに対応する
。殊に、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６は、通信ネットワーク１０８のノードに対応す
る複数のＰＯＰ（Point of Presence）ロケーション１１６，１２２，１２８を含むこと
ができる。各ＣＤＮ　ＰＯＰ１１６，１２２，１２８は、クライアントコンピュータ１０
２からのＤＮＳクエリを解決するための複数のＤＮＳサーバコンピューティングデバイス
からなるＤＮＳコンポーネント１１８，１２４，１３０を有する。さらに各ＣＤＮ　ＰＯ
Ｐ１１６，１２２，１２８は、コンテンツプロバイダに由来するリソースを記憶し、また
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、リクエストされた種々のリソースを種々のクライアントコンピュータへと伝送する、複
数のキャッシュサーバコンピューティングデバイスからなるリソースキャッシュコンポー
ネント１２０，１２６，１３２を有する。ＤＮＳコンポーネント１１８，１２４，１３０
ならびにリソースキャッシュコンポーネント１２０，１２６，１３２はさらに、通信を容
易にする付加的なソフトウェアコンポーネントおよび／またはハードウェアコンポーネン
トを有することができ、そのようなコンポーネントには負荷分散および負荷共有のための
ソフトウェア／ハードウェアコンポーネントが含まれるが、コンポーネントはそれらに限
定されるものではない。
【００１４】
　図示されている実施例において、ＤＮＳコンポーネント１１８，１２４，１３０および
リソースキャッシュコンポーネント１２０，１２６，１３２は、それらのコンポーネント
またはコンポーネントの一部が物理的に隔てられているか否かにかかわらず、論理的にグ
ループをなすものと見なされる。さらに、ＣＤＮ　ＰＯＰ１１６，１２２，１２８は図１
において、ＣＤＮサーバプロバイダ１０６に論理的に関連付けられているものとして示さ
れているが、クライアントコンピューティングデバイス１０２の種々のデモグラフィック
が最善に提供されるように、ＣＤＮ　ＰＯＰは通信ネットワーク１０８にわたり地理的に
分散されていてもよい。さらには、当業者であれば、ＣＤＮサーバプロバイダ１０６を種
々の付加的なコンピューティングリソース、例えば、コンテンツおよびリソースを管理す
るための付加的なコンピューティングデバイスなどに関連付けできることが分かる。
【００１５】
　図１の参照をさらに続ける。コンテンツ配信環境１００にはさらに、通信ネットワーク
１０８を介して１つまたは複数のクライアントコンピューティングデバイス１０２、ＣＤ
Ｎサービスプロバイダ１０６およびコンテンツプロバイダ１０４と通信するネットワーク
コンピューティング・ストレージプロバイダ１０７を含ませることができる。図１に示さ
れているネットワークコンピューティング・ストレージプロバイダ１０７はまた、ネット
ワークコンピューティング・ストレージプロバイダに関連付けられた１つまたは複数のコ
ンピューティングデバイスの論理関連付けに対応する。殊に、ネットワークコンピューテ
ィング・ストレージプロバイダ１０７は、通信ネットワーク１０８のノードに対応する複
数のＰＯＰ（Point of Presence）ロケーション１３４，１４２，１４８を含むことがで
きる。各ＰＯＰ１３４，１４２，１４８は、仮想マシンの複数のインスタンス（一般的に
ＮＣＣと称される）を介するホスティングアプリケーション、例えばストリーミングアプ
リケーションのためのネットワークコンピューティングコンポーネント（ＮＣＣ）１３６
，１４４，１５０を含む。当業者であれば、ＮＣＣ１３６，１４４，１５０が物理的なコ
ンピューティングデバイスリソースおよびソフトウェアを含み、仮想マシンの複数のイン
スタンスを提供するか、仮想マシンのインスタンスを動的に生成することが分かる。その
ようなインスタンスの生成は例えばクライアントコンピューティングデバイスからの特別
なリクエストに基づくものでよい。または、ＮＣＣは仮想マシンのインスタンスを自身で
動的に生成することができる。さらに各ＮＣＣ　ＰＯＰ１３４，１４２，１４８は、ＮＣ
Ｃ１３６，１４４，１５０のインスタンスによって処理され、種々のクライアントコンピ
ュータに伝送する、コンテンツプロバイダに由来するリソースを記憶する、複数のストレ
ージデバイスからなるストレージコンポーネント１４０，１４６，１５２を有する。ＮＣ
Ｃ１３６，１４４，１５０ならびにストレージコンポーネント１４０，１４６，１５２は
さらに、通信を容易にする付加的なソフトウェアコンポーネントおよび／またはハードウ
ェアコンポーネントを有することができ、そのようなコンポーネントには、リクエストさ
れたアプリケーションをサポートする仮想マシンのインスタンスの選択、および／または
、リクエストのルーティングを容易にするための情報のＤＮＳネームサーバへの提供を行
う負荷分散および負荷共有のためのソフトウェア／ハードウェアコンポーネントが含まれ
るが、コンポーネントはそれらに限定されるものではない。
【００１６】
　図示されている実施例において、ＮＣＣ１３６，１４４，１５０およびストレージコン
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ポーネント１４０，１４６，１５２は、それらのコンポーネントまたはコンポーネントの
一部が物理的に隔てられているか否かにかかわらず、論理的にグループをなすものと見な
される。さらに、ＮＣＣ　ＰＯＰ１３４，１４２，１４８は図１において、ネットワーク
コンピューティング・ストレージプロバイダ１０７に論理的に関連付けられているものと
して示されているが、クライアントコンピューティングデバイス１０２の種々のデモグラ
フィックが最善に提供されるように、ＮＣＣ　ＰＯＰは通信ネットワーク１０８にわたり
地理的に分散されていてもよい。さらには、当業者であれば、ネットワークコンピューテ
ィング・ストレージプロバイダ１０７を種々の付加的なコンピューティングリソース、例
えば、コンテンツおよびリソースを管理するための付加的なコンピューティングデバイス
などに関連付けできることが分かる。さらに当業者であれば、ネットワークコンピューテ
ィング・ストレージプロバイダ１０７のコンポーネントおよびＣＤＮサービスプロバイダ
１０６のコンポーネントを同一のエンティティまたは異なるエンティティによって管理で
きることが分かる。
【００１７】
　次に図２から図６を参照して、図１のコンテンツ配信環境１００の種々のコンポーネン
ト間のインタラクションを説明する。しかしながらそれらは例示を意図したものなので、
図示されている実施例は簡略的なものであり、通信を容易にするために使用される多くの
コンポーネントは図示されていない。当業者であれば、本発明の精神および範囲から逸脱
することなく、そのようなコンポーネントを使用することができ、したがって付加的なイ
ンタラクションを行えることが分かる。
【００１８】
　図２を参照して、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６によるコンテンツプロバイダ１０４
の登録に関する例示的なインタラクションを説明する。図２に示されているように、ＣＤ
Ｎコンテンツ登録処理は、コンテンツプロバイダ１０４がＣＤＮサービスプロバイダ１０
６に登録されることから始まる。図示されている実施例において、ＣＤＮサービスプロバ
イダ１０６がコンテンツプロバイダ１０４の代わりにコンテンツを提供できるようになる
ために、コンテンツプロバイダ１０４は登録アプリケーションプログラムインタフェース
（「ＡＰＩ」）を使用してＣＤＮサービスプロバイダ１０６に登録される。登録ＡＰＩは
、リクエストされたリソースをＣＤＮサービスプロバイダ１０６に提供することになるコ
ンテンツプロバイダ１０４のオリジンサーバ１１２の識別を含む。
【００１９】
　当業者であれば、適切なオリジンサーバ１１２の識別に基づいて、コンテンツプロバイ
ダ１０４はクライアントコンピューティングデバイス１０２からのコンテンツリクエスト
のＣＤＮサービスプロバイダ１０６への伝送を開始できることが分かる。殊に、ＤＮＳル
ーティング原理にしたがって、リソース識別子に対応するクライアントコンピューティン
グデバイスリクエストは最終的に、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付けられたＣ
ＤＮ　ＰＯＰ１１６，１２２，１２８へと伝送される。選択されたＣＤＮ　ＰＯＰのリソ
ースキャッシュコンポーネント１２０，１２６，１３２、または、以下においてさらに説
明する、後に選択されるＮＣＣ１３６，１４４，１５０のインスタンスのストレージコン
ポーネント１４０，１４６，１５２がクライアントコンピューティングデバイス１０２に
よってリクエストされたリソースのコピーを有していない場合には、リソースキャッシュ
コンポーネント１２０，１２６，１３２またはストレージコンポーネント１４０，１４６
，１５２はコンテンツプロバイダ１０４によって先行して登録されたオリジンサーバ１１
２からリソースをリクエストする。
【００２０】
　図２の参照を続ける。登録ＡＰＩの受信に基づいて、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６
はその登録に関する情報を取得して処理する。図示されている実施例において、ＣＤＮサ
ービスプロバイダ１０６は続いて、コンテンツリクエストの一部としてクライアントコン
ピューティングデバイス１０２によって使用されることになる付加的な情報を生成するこ
とができる。付加的な情報には、クライアント識別子、例えばクライアント識別コード、
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コンテンツプロバイダ識別子、例えばコンテンツプロバイダ識別コード、リソース識別子
を処理するための実行可能なコード、例えばスクリプトベースの命令などが含まれるが、
情報はそれらに限定されるものではない。付加的または択一的に、別の実施例では、付加
的な情報はファイルタイプ情報を含むことができるアプリケーション識別子および／また
はファイルタイプ識別子を含むことができ、また、リクエストされたコンテンツを処理す
るアプリケーションのタイプまたはリクエストされたコンテンツを処理するために所望さ
れるアプリケーションの特定のインスタンスに関する情報を含むことができる。さらにア
プリケーション識別子は、リクエストされたコンテンツを処理するためのアプリケーショ
ンのインスタンスを選択するための他の付加的な情報または要求、例えば、圧縮率、処理
能力、処理速度および／またはＮＣＣの帯域幅などに関する情報を含むことができるサー
ビス品質（ＱＯＳ）判定基準などを含むことができるか、それらと関連付けることができ
る。当業者であれば、種々のタイプの付加的な情報をＣＤＮサービスプロバイダ１０６に
よって生成することができ、また付加的な情報を種々のフォーマットのうちのいずれかに
よって実施できることが分かる。
【００２１】
　ＣＤＮサービスプロバイダ１０６は、ＣＤＮサービスプロバイダに適したドメインの識
別子（事前に提供されていない限り）および付加的な何らかの情報をコンテンツプロバイ
ダ１０４に戻す。これにより、コンテンツプロバイダ１０４は記憶しているコンテンツを
処理することができ、それらのコンテンツはコンテンツプロバイダ固有の情報を有してい
る。１つの実施例においては、図２に示されているように、コンテンツプロバイダ１０４
は、本来はオリジンサーバ１１２のドメインを指しているリソース識別子をＣＤＮサービ
スプロバイダに対応するドメインに変換する。変換されたＵＲＬは、この変換されたＵＲ
Ｌに関するＤＮＳクエリが、コンテンツプロバイダ１０４に対応するＤＮＳサーバではな
く、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に対応するＤＮＳサーバに（名前）解決されるよう
に、リクエストされたコンテンツに埋め込まれる。図２には変換処理が示されているが、
幾つかの実施形態においては、この変換処理を以下において詳細に説明するよう省略する
こともできる。
【００２２】
　一般的に、本来はコンテンツプロバイダを指しているリソースの識別子は、例えばブラ
ウザソフトウェアアプリケーションを介してクライアントコンピューティングデバイス１
０２が処理できるリソース識別子の形態である。図示されている実施例においては、リソ
ース識別子としてユニフォーム・リソース・ロケータ（「ＵＲＬ」）が考えられる。リソ
ース識別子はコンテンツプロバイダを指しているリクエストされたコンテンツに含まれる
ので、リソース識別子は一般的に「コンテンツプロバイダＵＲＬ」とも称される。例示を
意図したものであるが、コンテンツプロバイダＵＲＬではコンテンツプロバイダ１０４の
ドメイン（例えば、contentprovider.com）、一般的にＵＲＬのＤＮＳ部分と称される、
リクエストされるリソースの名前（例えば、「resource.jpg」）およびリソースが発見さ
れるパス（例えば「path」）を識別することができる。パスおよびリソースは一般的にＵ
ＲＬのパス部分に関する。この実施例において、コンテンツプロバイダＵＲＬは、
http://www.contentprovider.com/path/resource.jpg
である。
【００２３】
　図示されている変換処理の間に、コンテンツプロバイダＵＲＬは、変換されたＵＲＬに
関連付けられたリソースに関するリクエストがＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付
けられたＣＤＮ　ＰＯＰに解決されるように変更される。１つの実施例において、変換さ
れたＵＲＬではＣＤＮサービスプロバイダ１０６のドメイン（例えば、cdnprovider.com
）、リクエストされるリソースの同一の名前（例えば、「resource.jpg」）およびリソー
スが発見される同一のパス（例えば「path」）が識別される。変換されたＵＲＬは、ＵＲ
ＬのＤＮＳ部分における付加的な処理情報（例えば「additional information」）を含む
ことができる。変換されたＵＲＬは、
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http://additional_information.cdnprovider.com/path/resources.jpg
となる。
【００２４】
　別の実施例においては、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付けられた情報が、例
えばプリペンディングまたは他の技術によって、変更されたＵＲＬに含まれているので、
変換されたＵＲＬはオリジナルのＵＲＬに関連付けられた全ての情報を保持することがで
きる。この実施例において、変換されたＵＲＬは、
http://additional_information.cdnprovider.com/www.contentprovider.com/path/resou
rce.jpg
となる。
【００２５】
　ここで図３を参照する。クライアントコンピューティングデバイス１０２は、図２に示
した登録処理および変換処理の終了後に、コンテンツリクエストを生成する。このコンテ
ンツリクエストはコンテンツプロバイダ１０４によって、例えばウェブサーバ１１０を介
して受信および処理される。図示されている実施例に関して、コンテンツに関するリクエ
ストは一般的なネットワークプロトコル、例えばハイパーテキストトランスファープロト
コル（「ＨＴＴＰ」）に従うものでよい。コンテンツリクエストの受信に基づいて、コン
テンツプロバイダ１０４は適切な応答コンテンツを識別する。図示されている実施例にお
いて、リクエストされたコンテンツを、情報、例えばハイパーテキストマークアップ言語
（「ＨＴＭＬ」）、拡張可能マークアップ言語（「ＸＭＬ」）などを処理することによっ
てクライアントコンピューティングデバイス１０２に表示されるウェブページに対応させ
ることができる。上述のように、リクエストされたコンテンツは多数の埋め込みリソース
識別子も含むことができ、それらはリクエストされたコンテンツの処理の一部としてクラ
イアントコンピューティングデバイス１０２によって取得されるべきリソースオブジェク
トに対応する。埋め込みリソース識別子は一般的にオリジナルリソース識別子またはオリ
ジナルＵＲＬと称される。
【００２６】
　リクエストしたコンテンツの受信に基づいて、クライアントコンピューティングデバイ
ス１０２は、例えばブラウザソフトウェアアプリケーションによって、コンテンツに含ま
れるいずれかのマークアップコードの処理を開始し、埋め込みリソース識別子によって識
別されたリソースの取得を試みる。したがって、コンテンツを取得する第１のステップは
、クライアントコンピューティングデバイス１０２による（自身のローカルＤＮＳリゾル
バを介する）、変換されたＵＲＬの「.」および「com」部分を管轄するＤＮＳサーバを識
別できるオリジナルＵＲＬリソース識別子に関するＤＮＳクエリの発行に対応する。埋め
込みＵＲＬの「.」および「com」部分を解決した後に、クライアントコンピューティング
デバイス１０２は続いて、埋め込みＵＲＬの「.cdnprovider」部分を管轄するＤＮＳサー
バを識別できる、リソースＵＲＬに関するＤＮＳクエリを発行する。ＵＲＬの「.」およ
び「com」部分に対応するＤＮＳクエリの発行は周知の事項であるので、ここでは説明し
ない。
【００２７】
　ここで図４を参照する。図示されている実施例においては、オリジナルＵＲＬの「cdnp
rovider」部分の解決が成功すると、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付けられた
ＤＮＳサーバのネットワークアドレス、例えばＩＰアドレスが識別される。１つの実施例
において、ＩＰアドレスはＰＯＰのＤＮＳサーバコンポーネントにとってユニークな特定
のネットワークアドレスでよい。別の実施例においては、ＩＰアドレスを１つまたは複数
のＣＤＮ　ＰＯＰによって共有することができる。この実施例においては、共有ＩＰアド
レスについての別のＤＮＳクエリが一対多のネットワークルーティングスキーマ、例えば
エニーキャストを使用し、特定のＰＯＰがネットワークトポロジに依存してリクエストを
受信する。例えば、エニーキャストを実施する場合、共有ＩＰアドレスについてクライア
ントコンピューティングデバイス１０２によって発行されたＤＮＳクエリがクライアント
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コンピューティングデバイスから、論理的に最短のネットワークトポロジ距離（頻繁にネ
ットワークホップと称される）を有しているＤＮＳサーバコンポーネントに到達する。ネ
ットワークトポロジ距離は地理的な距離に対応している必要はない。しかしながら、幾つ
かの実施形態においては、ネットワークトポロジ距離がクライアントコンピューティング
デバイス１０２とＰＯＰとの間の最短ネットワーク距離を表すことが考えられる。当業者
であれば、ネットワークトポロジを決定する種々の手段が存在していることが分かる。
【００２８】
　図４の参照を続ける。上記のいずれかの実施例（またはいずれかの他の実施例）におい
ては、ＣＤＮ　ＰＯＰ１１６のＤＮＳコンポーネント１１８における特定のＤＮＳサーバ
がクライアントコンピューティングデバイス１０２からオリジナルＵＲＬに対応するＤＮ
Ｓクエリを受信する。ＤＮＳコンポーネント１１８におけるＤＮＳサーバのうちの１つが
リクエストを受信すると、特定のＤＮＳサーバはリクエストの解決を試みる。図４に示さ
れているような１つの実施例においては、特定のＤＮＳサーバが、リクエストされたリソ
ースに関するリクエストを処理するキャッシュサーバコンポーネントまたはＮＣＣのイン
スタンスのＩＰアドレスを識別することによって、ＤＮＳクエリを解決する。上述のよう
に、また下記において図６Ａおよび図６Ｂを参照しながらさらに説明するように、選択さ
れたリソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスに関連付けられたス
トレージコンポーネントは、（利用できる場合には）リクエストされたリソースを処理す
ることによって、または、リクエストされたリソースを別のソース、例えばピアキャッシ
ュサーバコンピューティングデバイスまたはコンテンツプロバイダ１０４のオリジンサー
バ１１２からの取得を試みることによって、リクエストを処理することができる。
【００２９】
　図４の参照を続ける。特定のＤＮＳサーバはリソースキャッシュコンポーネントまたは
ＮＣＣのインスタンスの選択に関して種々の情報を使用することができる。１つの実施例
において、ＤＮＳサーバは、リソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタ
ンスのＩＰアドレスを戻すために、（ＤＮＳサーバによってＤＮＳクエリの解決に使用さ
れる）リソース識別子のＤＮＳ部分における付加的な情報を使用することができる。上記
において説明したように、付加的な情報には、クライアント識別子、例えばクライアント
識別コード、コンテンツプロバイダ識別子、例えばコンテンツプロバイダ識別コード、リ
ソース識別子を処理するための実行可能なコード、例えばスクリプトベースの命令などが
含まれるが、情報はそれらに限定されるものではない。付加的または択一的に、付加的な
情報はファイルタイプ情報を含むことができるアプリケーション識別子および／またはフ
ァイルタイプ識別子を含むことができ、また、リクエストされたコンテンツを処理するホ
ストアプリケーションのタイプまたはリクエストされたコンテンツを処理するために所望
されるホストアプリケーションの特定のインスタンスに関する情報を含むことができる。
【００３０】
　以下において図８を参照しながら説明するように、リクエストされたコンテンツはスト
リーミングメディアファイルに対応し、例えば、ＤＮＳサーバは第１のリソース識別子の
ＤＮＳ部分に含まれるアプリケーション識別子を使用することができる。１つの実施形態
において、アプリケーション識別子は処理すべきコンテンツに関するファイルタイプ情報
を特定することができ、またＤＮＳサーバは、識別されたファイルタイプ、例えばＭＰＥ
Ｇまたはフラッシュメディアファイルに関するリクエストを処理できるデータストリーミ
ングアプリケーションを有するＮＣＣのインスタンスを選択する。別の実施形態において
は、アプリケーション識別子は、リクエストされたコンテンツの処理に使用されるべきホ
ストアプリケーションのタイプ、例えばAdobe Flashサーバストリーミングアプリケーシ
ョンまたはReal Network Helixサーバストリーミングアプリケーションを特定できる。そ
れらの情報に基づき、ＤＮＳサーバは、リクエストされたコンテンツを処理するアプリケ
ーションの識別されたタイプに対応するか、そのようなインスタンスを動的に生成するこ
とができるＮＣＣのインスタンスを識別することによってＤＮＳクエリを解決する。さら
に別の実施形態においては、アプリケーション識別子はコンテンツプロバイダによって特
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定されるアプリケーションの特定のインスタンス、例えばCompanyのフラッシュサーバを
特定することができる。それらの情報に基づき、ＤＮＳサーバは続いて、リクエストされ
たコンテンツを処理するために要求されたアプリケーションを有するＮＣＣの特定のイン
スタンスのＩＰアドレスを識別することによってＤＮＳクエリを解決する。さらに別の実
施形態において、第１のリソース識別子のＤＮＳ部分は別個のファイルタイプ識別子を有
することができ、この別個のファイルタイプ識別子によって、リクエストされたコンテン
ツを提供するＮＣＣデバイスの適切なインスタンスを選択する際にＤＮＳサーバによって
使用されるファイルタイプ情報が提供される。
【００３１】
　さらには、ＤＮＳサーバはクライアントコンピューティングデバイスから直接的に取得
した情報（例えばクライアントコンピューティングデバイスまたはＩＳＰによって提供さ
れた情報）または間接的に取得した情報（例えばクラアンとコンピューティングデバイス
のＩＰアドレスから推測された情報）を、リソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣ
Ｃのインスタンスの選択に使用することもできる。そのようなクライアントコンピューテ
ィングデバイスの情報として例えば地理的な情報が考えられる。さらにＤＮＳサーバコン
ポーネントは、特定のリソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスを
割り当てるために、ネットワーク性能メトリクスまたはネットワーク性能測定を利用する
ことができる。ＤＮＳサーバコンポーネントによって選択されたＩＰアドレスをリソース
キャッシュにおける特定のキャッシュサーバまたはＮＣＣデバイスの特定のインスタンス
に対応付けることができる。択一的に、ＩＰアドレスを、特定のキャッシュコンポーネン
トまたはＮＣＣのインスタンスを選択するために、特定のＣＤＮ　ＰＯＰまたはＮＣＣ　
ＰＯＰにおける（例えば負荷分散としての）ハードウェア／ソフトウェア選択コンポーネ
ントに対応付けることができる。
【００３２】
　さらには、ＮＣＣのインスタンスを選択するために、ＤＮＳサーバコンポーネントは、
ネットワークコンピューティング・ストレージプロバイダ１０７からＣＤＮサービスプロ
バイダ１０６に提供された付加的な選択情報を使用することができる。そのような選択情
報は、一般的にサービス品質に関連する情報、例えばＮＣＣのコンピューティングキャパ
シティ測定、圧縮率、処理能力、処理速度、帯域幅などを含むことができ、それらの情報
は、ＮＣＣの特定のインスタンスの生成および／または使用に関連するコストに間接的に
関連する。この付加的な選択情報を、図４に一般的に示されているように、ネットワーク
コンピューティング・ストレージプロバイダ１０７とＣＤＮサービスプロバイダ１０６と
の間の通信チャネルを介して種々の時点において提供することができる。さらには、当業
者には明らかであるように、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６からの別個のリクエスト、
ＣＤＮサービスプロバイダまたはネットワークコンピューティング・ストレージプロバイ
ダによって開始されたバッチ処理などに基づいて、付加的な選択情報を種々のあらゆるや
り方で伝送することができる。
【００３３】
　図４の参照を続ける。一度ＩＰアドレスが識別されると、ＤＮＳサーバ１１８はリソー
スキャッシュコンポーネントのＩＰアドレスまたはＮＣＣのインスタンスのＩＰアドレス
をさらなる処理のためにクライアントコンピューティングデバイスに提供する。これに関
しては図６Ａおよび図６Ｂを参照して下記において詳細に説明する。
【００３４】
　別の実施例においては、また図５Ａから図５Ｃを参照して下記において説明するように
、リソース識別子のＤＮＳ部分に含まれる付加的な情報を、同一のＣＤＮ　ＰＯＰのリソ
ースキャッシュコンポーネントの選択または、関連付けられたＮＣＣ　ＰＯＰのＮＣＣの
インスタンスの選択についてのデフォルトとなることができるＤＮＳサーバコンポーネン
トの識別に使用することができる。この関連性を地理的隣接性またはネットワーク隣接性
に対応させることができる。
【００３５】
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　ここで図５Ａから図５Ｃを参照する。図４を参照して説明したような、ＤＮＳクエリの
受信に基づいたリソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスの選択の
代わりに、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６は種々の代替的なリソース識別子のセットを
管理することができる。代替的なリソース識別子のセットは、リソース識別子のＤＮＳ部
分、例えばアプリケーション識別子において規定された判定基準を満たし、かつ、付加的
なリクエストルーティング判定基準に基づきさらに選択される、キャッシュコンポーネン
トまたはＮＣＣのインスタンスに関連付けられたＤＮＳサーバコンポーネントに対応する
。代替的なリソース識別子をＣＤＮサービスプロバイダ１０６によってクライアントコン
ピューティングデバイス１０２に提供することができるが、これは、代替的なリソース識
別子に対する後続のＤＮＳクエリがＣＤＮサービスプロバイダのネットワーク内の異なる
ＤＮＳサーバコンポーネントに解決されるように行われる。図示されている実施例におい
ては、代替的なリソース識別子として１つまたは複数の正規名レコード、すなわち「ＣＮ
ＡＭＥ（canonical name）」レコードが考えられる。１つの実施例において、各ＣＮＡＭ
ＥレコードはＣＤＮサービスプロバイダ１０６のドメイン（例えば「cdnprovider.com」
または「cdnprovider-1.com」）を識別する。下記においてより詳細に説明するように、
ＣＮＡＭＥにおけるドメインはオリジナルＵＲＬまたは先行のＣＮＡＭＥレコードにおい
て発見されたドメインと同一である必要はない。付加的に、各ＣＮＡＭＥレコードはルー
ティング情報のリクエスト（例えば「request routing information」）のような付加的
な情報を含む。ＣＮＡＭＥレコードの例として、
request_routing_information.cdnprovider.com
が考えられる。
【００３６】
　図示されている実施例において、ＣＮＡＭＥレコードは、ＣＤＮサービスプロバイダ１
０６のより適切なＤＮＳサーバを識別するためにＤＮＳサーバによって生成および提供さ
れる。
【００３７】
　１つの実施例において、第１のＤＮＳサーバが適切なＤＮＳサーバ（例えばキャッシュ
コンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスのＩＰアドレスを提供することによってＤＮ
Ｓクエリを解決することができるＤＮＳサーバ）であることが確認されると、ＤＮＳサー
バはリクエストを解決するためにＮＣＣ　ＰＯＰのインスタンスまたはキャッシュコンポ
ーネントに関連付けられたデフォルトを識別する。択一的に、ＤＮＳサーバがリクエスト
を解決できるとしても、ＤＮＳサーバは、別のＤＮＳサーバが付加的なリクエストルーテ
ィング判定基準に基づきリクエストを提供できる場合には確認することができる。これを
下記において詳細に説明する。
【００３８】
　１つの例では、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６は地理的な判定基準に従ったＤＮＳク
エリのＤＮＳサーバへの伝送を試みることもできる。地理的な判定基準は、ＣＤＮサービ
スプロバイダ１０６とコンテンツプロバイダ１０４との間で締結されている、地理を基礎
とした局所的サービスプランに対応するものでよく、このサービスプランにおいては種々
のＣＤＮサービスプロバイダ１０６のＰＯＰが地理的な領域にグループ分けされている。
したがって、コンテンツプロバイダの局所的なプランには対応していない領域において受
信されたクライアントコンピューティングデバイス１０２のＤＮＳクエリを、コンテンツ
プロバイダの局所的なプランに対応する領域におけるＤＮＳサーバによってより効果的に
処理することができる。この例においては、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８が地理的
な情報をクライアントから直接的に取得することができる（例えば、クライアントコンピ
ューティングデバイスまたはＩＳＰによって提供された情報）か、間接的に取得すること
ができる（例えば、クライアントコンピューティングデバイスのＩＰアドレスを介して推
測された情報）。
【００３９】
　別の例では、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６はサービスレベル判定基準に従ったＤＮ
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ＳクエリのＤＮＳサーバへの伝送を試みることもできる。サービスレベル判定基準は、Ｃ
ＤＮサービスプロバイダ１０６とコンテンツプロバイダ１０４との間で締結されている、
サービスメトリクスまたは性能メトリクスに対応するものでよい。例えば、性能メトリク
スには、ＣＤＮサービスプロバイダのＰＯＰとクライアントコンピューティングデバイス
１０２との間でのデータ伝送の待ち時間、コンテンツプロバイダ１０４の代わりにＣＤＮ
サービスプロバイダのＰＯＰによって提供された全てのデータ、データ伝送に関するエラ
ーレートなどが含まれる。
【００４０】
　さらに別の例では、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６はネットワーク性能判定基準に従
ったＤＮＳクエリのＤＮＳサーバへの伝送を試みることもできる。ネットワーク性能判定
基準は、ＣＤＮサービスプロバイダのＰＯＰからクライアントコンピューティングデバイ
ス１０２へのデータ伝送に関するネットワーク性能の測定に対応するものでよい。例えば
、ネットワーク性能メトリクスには、（クライアントコンピューティングデバイスまたは
ＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって測定された）ネットワークデータ伝送待ち時間
、ネットワークデータエラーレートなどが含まれる。
【００４１】
　さらに別の例では、受信側ＤＮＳサーバは、負荷分散または負荷共有を目的として、Ｄ
ＮＳクエリの別の適切なＤＮＳクエリへの伝送を試みることもできる。受信側ＤＮＳはそ
のような負荷分散／負荷共有の順序を規定する他のＣＤＮ　ＰＯＰの識別情報を取得する
ことができる。リストを現在のネットワーク状況に基づいて動的または周期的に更新する
ことができる。
【００４２】
　さらに別の例では、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６は、ネットワークコンピューティ
ング・ストレージプロバイダ１０７によって提供された選択情報判定基準に従った、ＮＣ
Ｃのインスタンスによって処理されるリソースリクエストに関連付けられたＤＮＳクエリ
のＤＮＳサーバへの伝送を試みることができる。上記と同様に、そのような選択情報は、
一般的にサービス品質に関連する情報、例えばＮＣＣのコンピューティングキャパシティ
測定、圧縮率、処理能力、処理速度、帯域幅などを含むことができ、それらの情報は、Ｎ
ＣＣの特定のインスタンスの生成および／または使用に関連するコストに間接的に関連す
る。この選択情報を、ネットワークコンピューティング・ストレージプロバイダ１０７と
ＣＤＮサービスプロバイダ１０６との間の通信チャネルを介して種々の時点において提供
することができる。さらには、当業者には明らかであるように、ＣＤＮサービスプロバイ
ダ１０６からの別個のリクエスト、ＣＤＮサービスプロバイダまたはネットワークコンピ
ューティング・ストレージプロバイダによって開始されたバッチ処理などに基づいて、選
択情報を種々のあらゆるやり方で伝送することができる。
【００４３】
　図示されている実施例によれば、ＤＮＳサーバは到来する種々のＤＮＳクエリのための
ＣＮＡＭＥレコードを規定するデータ記憶部を保守する。特定のＤＮＳクエリに対応する
ＤＮＳクエリがデータ記憶部内のエントリと合致すると、ＤＮＳサーバはＣＮＡＭＥレコ
ードをデータ記憶部内に記憶されているものとして戻す。図示されている実施例において
は、データ記憶部は特定のＤＮＳクエリに対応する複数のＣＮＡＭＥレコードを含むこと
ができる。複数のＣＮＡＭＥレコードは、クライアントコンピューティングデバイスに戻
すことができる潜在的な候補のセットを規定する。そのような実施例においては、ＤＮＳ
サーバは直接的に、またはネットワークベースのサービスを介して、上述のような第１の
リソース識別子のＤＮＳ部分に含まれている情報を要因として考慮するロジックに基づい
て、より適切なルーティング情報としてデータ記憶部に規定されているＣＮＡＭＥレコー
ドのうちの１つを選択する。当業者には明らかであるように、ＤＮＳサーバは、考えられ
るＣＮＡＭＥのセットから適切なＣＮＡＭＥを選択する別の付加的なロジックを実施する
こともできる。図示されている実施例において、各ＤＮＳサーバコンポーネント１１８，
１２４，１３０は、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって中央において管理すること
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ができるＣＮＡＭＥレコードを規定する同一のデータ記憶部を保守する。択一的に、各Ｄ
ＮＳサーバコンポーネント１１８，１２４，１３０はＣＮＡＭＥレコードを規定するＰＯ
Ｐ固有のデータ記憶部を有することができ、このデータ記憶部をＣＤＮサービスプロバイ
ダ１０６によって中央において管理することができるか、ＰＯＰ１１６，１２２，１２８
によって局所的に管理することができる。さらに、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８，
１２４，１３０内の各ＤＮＳサーバコンピューティングデバイスは、個々のＤＮＳサーバ
コンピューティングデバイスに固有の局所的なデータ記憶部、もしくはそれぞれのＰＯＰ
によって管理される共有のデータ記憶部を使用することができる。
【００４４】
　戻されたＣＮＡＭＥは、現在のＤＮＳクエリのＵＲＬ／ＣＮＡＭＥ内に存在する情報と
は異なる、またはその情報に付加的なリクエストルーティング情報を含むことができる。
例えば、ＣＮＡＭＥの選択が第１のリソース識別子に含まれているアプリケーション識別
子に関連付けられた情報に加えてさらにサービスレベルプランに基づく場合、特定の別の
識別子をＣＮＡＭＥレコードの「request_routing_information」部分に含ませることが
できる。この特定の例におけるＣＮＡＭＥレコードの例として、
serviceplan.appID.cdnprovider.com
が考えられる。
【００４５】
　別の実施例においては、リクエストルーティング情報を、現在のＵＲＬ／ＣＮＡＭＥに
おいて発見されたドメインとは異なる、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６のドメインの識
別時に発見することができる。例えば、ＣＮＡＭＥが局所的なプランに基づく場合、特定
の局所的なプランのドメイン（例えば「cdnprovder-regionl.com」）を特定のＣＮＡＭＥ
レコードのドメイン名部分に使用することができる。当業者には明らかなように、付加的
なリクエストルーティング情報をＤＮＳサーバコンポーネント１１８によって選択されて
いるＣＮＡＭＥレコードに含ませるために、付加的な技術または代替的な技術、および／
または、それらの技術の組み合わせを使用することができる。
【００４６】
　図５Ａの参照を続ける。上述の実施例に従い、ＤＮＳサーバは、ＣＮＤサービスプロバ
イダ１０６のより適切なＤＮＳサーバに解決することを意図しているＣＮＡＭＥレコード
を選択できる（もしくは取得できる）。しかしながら、同一のＤＮＳサーバがクライアン
トコンピューティングデバイスに提供されるべきＣＮＡＭＥに関する後続のＤＮＳクエリ
に対しても権限を有するようにしてもよい。例えば、特定のＤＮＳサーバは特定の局所的
なプランも、サービスレベルプランも管轄するものであってよい。したがってＣＮＡＭＥ
が戻されることによって、ＤＮＳクエリの生成と同時に同一のＤＮＳクエリが到来する結
果が起こりうる（これは部分的にクライアントコンピューティングデバイスの地理にも起
因する）。そのような実施例においては、ＤＮＳサーバ、例えばＤＮＳサーバコンポーネ
ント１１８は、将来のＤＮＳクエリを先行して解決することを選択できる。
【００４７】
　ここで図５Ｂを参照する。ＤＮＳサーバコンポーネント１１８からのＣＮＡＭＥの受信
に基づき、クライアントコンピューティングデバイス１０２はそのＣＮＡＭＥに対応する
後続のＤＮＳクエリを生成する。上記において図４を参照して説明したように、ＤＮＳク
エリの処理は先ず、ＣＮＡＭＥの「cdnprovider」部分に関するクエリに続く「.」および
「com」部分に関するＤＮＳクエリでもって開始される。しかしながら、先行のＤＮＳク
エリの結果がキャッシュされる限り（またその結果が有効で有り続ける限り）、クライア
ントコンピューティングデバイス１０２はキャッシュされた情報を使用することができる
ので、全体の処理を繰り返す必要はない。しかしながら、ある時点において、ＤＮＳサー
バコンポーネント１１８によって提供されたＣＮＡＭＥ（図５Ａを参照されたい）および
先行のＵＲＬ／ＣＮＡＭＥが共通のＣＤＮサービスプロバイダドメインを共有するか否か
に依存して、現在のＣＮＡＭＥのＤＮＳクエリはＣＤＮサービスプロバイダ１０６によっ
て提供される異なるＰＯＰに解決される。図５Ｂに示されているように、ＣＤＮ　ＰＯＰ
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１２２のＤＮＳサーバコンポーネント１２４は、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８によ
って先行して提供された現在のＣＮＡＭＥにおける異なる情報を基礎とする現在のＣＮＡ
ＭＥを受信する。前述のように、ＤＮＳサーバコンポーネント１２４は、コンテンツリク
エストを処理するキャッシュコンポーネントのＩＰアドレスまたはＮＣＣのインスタンス
のＩＰアドレスを有するＣＮＡＭＥに対するＤＮＳクエリを解決するか否か、または、上
述のようにして選択された他の代替的なリソース識別子を提供するか否かを決定すること
ができる。
【００４８】
　例示を目的として、（ＤＮＳサーバコンポーネント１１８によって提供された）現在の
ＣＮＡＭＥに対応するＤＮＳクエリは、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８のデータ記憶
部におけるＣＮＡＭＥレコードにも対応していることをＤＮＳサーバコンポーネント１２
４が特定した場合を想定する。そのような実施例においては、ＤＮＳサーバコンポーネン
ト１２４が上述のように特定のＣＮＡＭＥを選択し、そのＣＮＡＭＥをクライアントコン
ピューティングデバイスに戻すために必要とされるあらゆる処理を実行する。ここで図５
Ｃを参照すると、クライアントコンピューティングデバイス１０２は、ＤＮＳサーバコン
ポーネント１２４によって提供されたＣＮＡＭＥ（図５Ｂを参照されたい）に対応してい
る、後続の第２のＤＮＳクエリを伝送している。既に説明したＤＮＳクエリの処理に応じ
て、この実施例ではＤＮＳクエリがＣＤＮ　ＰＯＰ１２８のＤＮＳサーバコンポーネント
１３０によって受信される。ここでもまた、ＤＮＳサーバコンポーネント１３０は、コン
テンツリクエストを処理するキャッシュコンポーネントのＩＰアドレスまたはＮＣＣのイ
ンスタンスのＩＰアドレスを有するＣＮＡＭＥに対するＤＮＳクエリを解決するか否か、
または、上述のようなやり方で選択された他の代替的なリソース識別子を提供するか否か
を決定することができる。この実施例においては、ＤＮＳサーバコンポーネント１３０が
ＩＰアドレスを戻す。
【００４９】
　図５Ｃの参照を続ける。図示されている実施例においては、ＤＮＳサーバコンポーネン
ト、例えばＤＮＳサーバコンポーネント１３０は、上述のようにリソースキャッシュコン
ポーネントまたはＮＣＣのインスタンスの選択に関して種々の情報を使用することができ
る。１つの実施例において、ＤＮＳサーバコンポーネントは同一のＣＤＮ　ＰＯＰのリソ
ースキャッシュコンポーネントまたは同一のＣＤＮ　ＰＯＰに関連付けられたＮＣＣのイ
ンスタンスをデフォルトで選択することができる。
【００５０】
　ここで図６Ａを参照する。図示されている実施例においては、ＤＮＳサーバコンポーネ
ント１３０がＰＯＰ１１６のリソースキャッシュコンポーネント１２０を選択した場合が
想定されている。リソースキャッシュコンポーネント１２０に関するＩＰアドレスの受信
に基づき、クライアントコンピューティングデバイス１０２はコンテンツに関するリクエ
ストをリソースキャッシュコンポーネント１２０に伝送する。リソースキャッシュコンポ
ーネント１２０は上述したやり方でリクエストを処理し、リクエストされたコンテンツを
クライアントコンピューティングデバイス１０２に伝送する。
【００５１】
　ここで図６Ｂを参照する。図示されている別の実施例においては、ＤＮＳサーバコンポ
ーネント１３０がＮＣＣ　ＰＯＰ１３４のＮＣＣ１３６のインスタンスを選択した場合が
想定されている。ＮＣＣ１３６のインスタンスに関するＩＰアドレスの受信に基づき、ク
ライアントコンピューティングデバイス１０２はリクエストされたコンテンツに関するリ
クエストをＮＣＣ１３６のインスタンスに伝送する。ＮＣＣ１３６のインスタンスはリク
エストを処理し、リクエストされたコンテンツをクライアントコンピューティングデバイ
ス１０２に伝送する。例えば、ストリーミングメディアに関して、ＮＣＣのインスタンス
はコンテンツのストリーミングを開始する。
【００５２】
　以下では図７を参照しながら、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって実施されるリ
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クエストルーチン７００を説明する。当業者であれば、ルーチン７００に関して概略的に
表されている動作／ステップを、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付けられている
１つまたは複数のコンピューティングデバイス／コンポーネントによって実行できること
が分かる。つまり、ルーチン７００はＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって実行でき
るものとして論理的に関連付けられている。
【００５３】
　ブロック７０２においては、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８，１２４，１３０のう
ちの１つがリソース識別子に対応するＤＮＳクエリを受信する。上述したように、リソー
ス識別子としてＵＲＬが考えられ、このＵＲＬはクライアントコンピューティングデバイ
ス１０２によってリクエストされたコンテンツに埋め込まれたものであり、またコンテン
ツプロバイダ１０４によって先行して提供されたものである。代替的に、リソース識別子
は、クライアントコンピューティングデバイス１０２から先行して受信したＤＮＳクエリ
に対する応答としてコンテンツプロバイダのＤＮＳサーバによって提供されたＣＮＡＭＥ
に対応するものであってもよい。判定ブロック７０４では、現在のＤＮＳサーバがＤＮＳ
クエリの解決に関して権限を有しているか否かが判定される。図示されている実施例にお
いて、ＤＮＳサーバは、受信したリソース識別子に対応するＣＮＡＭＥレコードが存在し
ない場合にＤＮＳクエリを解決する権限があるか否かを判定することができる。ＤＮＳサ
ーバが権限を有しているか否かを決定するために、付加的な方法論を実施することができ
る。
【００５４】
　現在のＤＮＳサーバが（同一のＤＮＳサーバが後続のＤＮＳクエリに対して権限を有す
るかについての決定も含めて）権限を有している場合、現在のＤＮＳサーバはデフォルト
キャッシュサーバコンポーネントのＩＰアドレスまたはＮＣＣのデフォルトインスタンス
のＩＰアドレスを戻すことによってＤＮＳクエリを解決する。適切なリソースキャッシュ
コンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスを選択するための複数の方法論は上記におい
て挙げているが、それらは制限を意図したものではない。さらには、上述のように、ＩＰ
アドレスを、特定のキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスを選択するた
めに、特定のＣＤＮ　ＰＯＰまたはＮＣＣ　ＰＯＰにおける（例えば負荷分散としての）
ハードウェア／ソフトウェア選択コンポーネントに対応付けることができる。
【００５５】
　択一的に、判定ブロック７０４において、ＤＮＳサーバが権限を有していない場合、ブ
ロック７０８においてＤＮＳサーバコンポーネントは代替的なリソース識別子を選択して
伝送する。上述のように、ＤＮＳサーバコンポーネントは、例えばＵＲＬまたはＣＮＡＭ
ＥのＤＮＳ部分にアプリケーション識別子を含めて、現在のＤＮＳクエリに依存して適切
なＣＮＡＭＥを識別するためにデータ記憶部を使用することができる。さらにＤＮＳサー
バコンポーネントは付加的な論理的な処理を実施し、潜在的なＣＮＡＭＥのセットからの
選択を行うことができる。ブロック７１０においては、種々のＤＮＳサーバコンポーネン
ト１１８，１２４，１３０がＣＮＡＭＥに対応するＤＮＳクエリを受信する。その後ルー
チン７００は判定ブロック７０４に戻り、相応に繰り返される。
【００５６】
　以下では図８を参照しながら、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって実施されるリ
クエストルーチン８００を説明する。当業者であれば、ルーチン８００に関して概略的に
表されている動作／ステップを、ＣＤＮサービスプロバイダ１０６に関連付けられている
１つまたは複数のコンピューティングデバイス／コンポーネントによって実行できること
が分かる。つまり、ルーチン８００はＣＤＮサービスプロバイダ１０６によって実行でき
るものとして論理的に関連付けられている。
【００５７】
　ブロック８０２においては、ＤＮＳサーバコンポーネント１１８，１２４，１３０のう
ちの１つがリソース識別子に対応するＤＮＳクエリを受信する。ここでもまた上述したよ
うに、リソース識別子としてＵＲＬが考えられ、このＵＲＬはクライアントコンピューテ
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ィングデバイス１０２によってリクエストされたコンテンツに埋め込まれたものであり、
またコンテンツプロバイダ１０４によって先行して提供されたものである。代替的に、リ
ソース識別子は、クライアントコンピューティングデバイス１０２から先行して受信した
ＤＮＳクエリに対する応答としてコンテンツプロバイダのＤＮＳサーバによって提供され
たＣＮＡＭＥに対応するものであってもよい。ブロック８０４において、現在のＤＮＳサ
ーバはリソースキャッシュコンポーネントまたはＮＣＣのインスタンスを選択し、ＤＮＳ
クエリに関連付けられたリクエストを提供する。上述のように、ＤＮＳサーバはＤＮＳク
エリに関連付けられたリソース識別子のＤＮＳ部分に依存してこの選択を行う。１つの例
として、リソース識別子のＤＮＳ部分はリクエストされたリソースのファイルタイプまた
はアプリケーションタイプまたはリクエストされたリソースを処理するアプリケーション
の特定のインスタンスに関連付けられた情報を特定することができる。上述したように、
リソースリクエストを提供する適切なＮＣＣのインスタンスまたは適切なキャッシュコン
ポーネントを選択するために、他の多数の要因を付加的に考慮することができる。
【００５８】
　次に、ブロック８０６においては、ＤＮＳサーバが選択されたリソースキャッシュコン
ポーネントまたはＮＣＣのインスタンスを識別するクライアントコンピューティングデバ
イスに情報を提供する。１つの実施形態においては、この情報はリソースキャッシュコン
ポーネントのＩＰアドレスまたはＮＣＣのインスタンスのＩＰアドレスを含む。したがっ
て、クライアントコンピューティングデバイスはリクエストされたリソースをリクエスト
および受信するためにこの情報を使用することができる。ルーチン８００はブロック８０
６において終了する。
【００５９】
　上記においては実施例を開示して説明したが、当業者であれば、本発明の範囲および精
神から逸脱することなく、付加的な実施形態または代替的な実施形態を実施できることが
分かる。さらには、例示を目的として多くの実施例を示したが、当業者であればそれらの
実施例を必ずしも組み合わせる必要はない、もしくは一緒に実施する必要はないことが分
かる。例えば、図示した幾つかの実施例を本発明についてのヴァリエーションの見地から
使用すること、または実施することは必ずしも必要ではない。
【００６０】
　条件を表す記述、例えば、とりわけ「可能」、「可能性がある」、「であろう」または
「できる」は、別個の記載が無い限り、もしくは使用されているコンテキスト内で理解さ
れる限り、一般的に特定の実施形態は特定の特徴、構成要素および／またはステップを含
むが、他の実施形態はそれらの特定の特徴、構成要素および／またはステップを含まない
ことを意味する。したがってそのような条件を表す言葉は、特徴、構成要素および／また
はステップが１つまたは複数の実施形態にいずれにせよ必要とされること、もしくは、１
つまたは複数の実施形態が、ユーザ入力またはプロンプトの使用の有無に拘らず、それら
の特徴、構成要素および／またはステップがいずれかの特定の実施形態に含まれるか否か
、またはいずれかの特定の実施形態において実施されるべきか否かを決定するためのロジ
ックを含んでいなければならないことを意味しているのではない。
【００６１】
　本明細書において説明した、および／または、添付の図面に示したフローチャートにお
けるあらゆるプロセスの説明、構成要素またはブロックは、プロセスにおける特定の論理
的な機能またはステップを実施するための１つまたは複数の実行可能な命令を含むコード
モジュール、コードセグメントまたはコード部分を潜在的に表すものと解されるべきであ
る。当業者であれば分かるように、択一的な実施形態は、そこに含まれる機能に依存して
構成要素または機能を削除することができるか、（実質的に同時の実行または反対の順序
での実行も含めて）図示または説明した順序とは異なる順序で実行することができる、本
明細書において説明した実施形態の範囲に含まれる。さらには、上記において説明したデ
ータおよび／またはコンポーネントを、コンピュータ読み取り可能媒体に記憶し、コンピ
ュータが実行可能なコンポーネントを記憶しているコンピュータ読み取り可能記憶媒体、
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例えばＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭに関連付けられたドライブ機構を使用して、もしく
は、さらにネットワークインタフェースを使用して、コンピューティングデバイスのメモ
リにロードすることができ、コンポーネントおよび／またはデータを単一の機器に記憶さ
せることができるか、何らかのやり方で分散させて記憶できることも明らかである。した
がって、汎用コンピューティングデバイスを、上述の種々のデータおよび／またはコンポ
ーネントの処理および／または実行も含めて、本発明によるプロセス、アルゴリズムおよ
び方法論を実施するよう構成することができる。
【００６２】
　第１項　ルーティングをリクエストする方法において、
　コンテンツプロバイダによって提供されたオリジナルのリソース識別子に関連付けられ
ている、リクエストされたリソースに対応するＤＮＳクエリを、前記コンテンツプロバイ
ダとは異なるコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮ
Ｓサーバにおいて、クライアントコンピューティングデバイスから取得するステップを有
し、
　第１のＤＮＳサーバはＤＮＳクエリに対して権限を有しているか否かを決定するステッ
プを有し、
　ＤＮＳサーバが権限を有していないことが決定されると、オリジナルのリソース識別子
に含まれるアプリケーション識別子に基づき、ＤＮＳクエリをコンテンツデリバリネット
ワークサービスプロバイダに対応するドメインに解決し、かつ、オリジナルのリソース識
別子に含まれていないルーティング情報をリクエストさせる情報を含む代替的なリソース
識別子を取得するステップを有し、
　代替的なリソース識別子をクライアントコンピューティングデバイスに伝送するステッ
プを有し、
　コンテンツプロバイダとは異なるコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダ
に対応する第２のＤＮＳサーバにおいて、クライアントコンピューティングデバイスから
、コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供された代替的なリソ
ース識別子に対応する後続のＤＮＳクエリを取得するステップを有し、
　第２のＤＮＳサーバは後続のＤＮＳクエリに対して権限を有しているか否かを決定する
ステップを有し、
　第２のＤＮＳサーバが第２のＤＮＳクエリに対して権限を有している場合には、オリジ
ナルのリソースリクエストに関連付けられたコンテンツを処理するネットワークコンピュ
ーティングコンポーネントを選択するステップを有し、
　第２のＤＮＳサーバが権限を有していることが決定されると、選択されたネットワーク
コンピューティングコンポーネントを識別する情報を伝送するステップを有することを特
徴とする、ルーティングをリクエストする方法。
【００６３】
　第２項　オリジナルのリソース識別子は、コンテンツプロバイダによって提供されたユ
ニフォーム・リソース・ロケータに対応し、ＤＮＳクエリをコンテンツデリバリネットワ
ークサービスプロバイダに対応するドメインに解決する、第１項記載の方法。
【００６４】
　第３項　代替的なリソース識別子は正規名レコード識別子に対応する、第１項記載の方
法。
【００６５】
　第４項　オリジナルのリソース識別子および代替的なリソース識別子はコンテンツデリ
バリネットワークサービスプロバイダに対応する同一のドメインを識別する情報を含む、
第１項記載の方法。
【００６６】
　第５項　オリジナルのリソース識別子はコンテンツデリバリネットワークサービスプロ
バイダに対応する第１のドメインを識別する情報を含み、代替的なリソース識別子はコン
テンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第２のドメインを識別する情
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報を含む、第１項記載の方法。
【００６７】
　第６項　ネットワークコンピューティングコンポーネントはリクエストされたリソース
を処理するアプリケーションを含む、第１項記載の方法。
【００６８】
　第７項　アプリケーションはデータストリーミングアプリケーションである、第６項記
載の方法。
【００６９】
　第８項　ネットワークコンピューティングコンポーネントは、リクエストされたリソー
スを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成する、第１項記載の方法。
【００７０】
　第９項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースのタイプに関連付けられ
た情報を含む、第１項記載の方法。
【００７１】
　第１０項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのタイプに関連付けられた情報を含む、第１項記載の方法。
【００７２】
　第１１項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのインスタンスに関連付けられた情報を含む、第１項記載の方法。
【００７３】
　第１２項　アプリケーション識別子は、リクエストされたリソースを処理するアプリケ
ーションのインスタンスまたはアプリケーションのタイプに関連付けられた、ネットワー
クコンピューティングコンポーネントの選択情報を含む、第１項記載の方法。
【００７４】
　第１３項　選択情報はサービス品質情報を含む、第１２項記載の方法。
【００７５】
　第１４項　代替的なリソース識別子の取得は、クライアントコンピューティングデバイ
スの地理的なロケーションに関連付けられた情報をさらに基礎とする、第１項記載の方法
。
【００７６】
　第１５項　代替的なリソース識別子の取得はコンテンツプロバイダに関連付けられた情
報をさらに基礎とし、情報は局所的なサービス情報を含み、代替的なリソース識別子はコ
ンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供された局所的なサービス
プランを識別する情報を含む、第１項記載の方法。
【００７７】
　第１６項　代替的なリソース識別子の取得はコンテンツプロバイダに関連付けられた情
報をさらに基礎とし、情報はサービスレベル情報を含み、代替的なリソース識別子はコン
テンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供されたサービスレベルプラ
ンを識別する情報を含む、第１項記載の方法。
【００７８】
　第１７項　代替的なリソース識別子の取得は、ネットワークコンピューティングリソー
スに関連付けられた情報をさらに基礎とし、情報はネットワークコンピューティングコン
ポーネントの選択情報を含む、第１項記載の方法。
【００７９】
　第１８項　ネットワークコンピューティングコンポーネントの選択情報は、１つまたは
複数のネットワークコンピューティングコンポーネントに関連付けられた性能メトリクス
を含む、第１７項記載の方法。
【００８０】
　第１９項　さらに、
　リクエストされたコンテンツに関して、クライアントコンピューティングデバイスから
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リクエストを取得するステップを有し、
　クライアントコンピューティングデバイスからのリクエストに応答して、リクエストさ
れたコンテンツを選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントから処理お
よび伝送するステップを有する、第１項記載の方法。
【００８１】
　第２０項　選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報
は、選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントに対応するネットワーク
アドレスを含む、第１項記載の方法。
【００８２】
　第２１項　ルーティングをリクエストする方法において、
　第１のリソース識別子に関連付けられているリクエストされたリソースに対応するＤＮ
Ｓクエリを、コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応する第１のＤＮ
Ｓサーバにおいて、クライアントコンピューティングデバイスから取得するステップを有
し、
　第１のリソース識別子は代替的なリソース識別子に関連付けられていることを決定する
ステップを有し、
　ＤＮＳクエリをコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応するドメイ
ンに解決し、かつ、第１のリソース識別子に含まれていないルーティング情報を付加的に
リクエストさせる情報を含む代替的なリソース識別子をクライアントコンピューティング
デバイスに伝送するステップを有し、
　コンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダによって提供された代替的なリソ
ース識別子に対応する後続のＤＮＳクエリを、コンテンツデリバリネットワークサービス
プロバイダに対応する第２のＤＮＳサーバにおいて、クライアントコンピューティングデ
バイスから取得するステップを有し、
　第２のＤＮＳサーバにおいて後続のＤＮＳクエリを解決し、オリジナルのリソースリク
エストに関連付けられたコンテンツを処理および提供するネットワークコンピューティン
グコンポーネントを識別するステップを有し、
　識別されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報をクライア
ントコンピューティングデバイスに伝送するステップを有することを特徴とする、ルーテ
ィングをリクエストする方法。
【００８３】
　第２２項　第１のリソース識別子はユニフォーム・リソース・ロケータに対応し、ＤＮ
Ｓクエリをコンテンツデリバリネットワークサービスプロバイダに対応するドメインに解
決する、第２１項記載の方法。
【００８４】
　第２３項　代替的なリソース識別子は正規名レコード識別子に対応する、第２１項記載
の方法。
【００８５】
　第２４項　ネットワークコンピューティングコンポーネントはリクエストされたリソー
スを処理するアプリケーションを含む、第２１項記載の方法。
【００８６】
　第２５項　アプリケーションはデータストリーミングアプリケーションである、第２４
項記載の方法。
【００８７】
　第２６項　ネットワークコンピューティングコンポーネントは、リクエストされたリソ
ースを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成する、第２１項記載の方法。
【００８８】
　第２７項　代替的なリソース識別子に関連付けられた第１のリソース識別子を決定する
ステップは、
　第１のリソース識別子に含まれるアプリケーション識別子に対応するリソースルーティ
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ング情報を取得するステップと、
　アプリケーション識別子に対応するリソースルーティング情報に依存して、代替的なリ
ソース識別子を選択するステップとを有する、第２１項記載の方法。
【００８９】
　第２８項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースのタイプに関連付けら
れた情報を含み、代替的なリソース識別子はリクエストされたリソースのファイルタイプ
に依存して選択される、第２７項記載の方法。
【００９０】
　第２９項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのタイプに関連付けられた情報を含み、代替的なリソース識別子はアプリケーショ
ンのタイプに依存して選択される、第２７項記載の方法。
【００９１】
　第３０項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのインスタンスを識別する情報を含み、代替的なリソース識別子はアプリケーショ
ンのインスタンスに依存して選択される、第２７項記載の方法。
【００９２】
　第３１項　アプリケーション識別子は、リクエストされたリソースを処理するアプリケ
ーションのインスタンスまたはアプリケーションのタイプに関連付けられた、ネットワー
クコンピューティングコンポーネントの選択情報を含む、第２７項記載の方法。
【００９３】
　第３２項　選択情報はサービス品質情報を含む、第３１項記載の方法。
【００９４】
　第３３項　ＤＮＳクエリに関連付けられたクライアントコンピューティングデバイスに
対応するリソースルーティング情報を取得するステップをさらに有し、クライアントコン
ピューティングに対応する情報はクライアントコンピューティングデバイスの地理的なロ
ケーションに関連付けられており、代替的なリソース識別子はクライアントコンピューテ
ィングの地理的なロケーションに関連付けられた情報をさらに基礎とする、第２７項記載
の方法。
【００９５】
　第３４項　ルーティングをリクエストする方法において、
　コンテンツデリバリネットワークサービスに対応する第１のＤＮＳサーバにおいて、第
１のリソース識別子に関連付けられたリクエストされたリソースに対応する、クライアン
トコンピューティングデバイスからのＤＮＳクエリを取得するステップを有し、
　リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネント
を、複数のネットワークコンピューティングコンポーネントから、第１のリソース識別子
に基づき選択するステップを有し、
　選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を第１のＤ
ＮＳサーバからクライアントコンピューティングデバイスに伝送するステップを有するこ
とを特徴とする、ルーティングをリクエストする方法。
【００９６】
　第３５項　ネットワークコンピューティングコンポーネントはリクエストされたリソー
スを処理するアプリケーションを含む、第３４項記載の方法。
【００９７】
　第３６項　アプリケーションはデータストリーミングアプリケーションである、第３４
項記載の方法。
【００９８】
　第３７項　ネットワークコンピューティングコンポーネントは、リクエストされたリソ
ースを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成する、第３４項記載の方法。
【００９９】
　第３８項　第１のリソース識別子は、コンテンツプロバイダによって提供されるサービ
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スプランに関連付けられた情報を識別する第１の部分を含み、ネットワークコンピューテ
ィングコンポーネントは第１の部分に基づき選択される、第３４項記載の方法。
【０１００】
　第３９項　第１のリソース識別子は、リクエストされたリソースのファイルタイプに関
連付けられた情報を識別する第１の部分を含み、ネットワークコンピューティングコンポ
ーネントはファイルタイプに基づき第１のＤＮＳサーバにおいて選択される、第３４項記
載の方法。
【０１０１】
　第４０項　第１のリソース識別子はＤＮＳ部分およびパス部分を含み、各部分はファイ
ル識別子を含み、ネットワークコンピューティングコンポーネントは第１のリソース識別
子のＤＮＳ部分に含まれるファイル識別子に基づき第１のＤＮＳサーバにおいて選択され
る、第３４項記載の方法。
【０１０２】
　第４１項　第１のリソース識別子は、ネットワークコンピューティングコンポーネント
の選択情報に関連付けられた情報を識別する第１の部分を含み、選択情報はサービス品質
情報を含む、第３４項記載の方法。
【０１０３】
　第４２項　ネットワークコンピューティングコンポーネントの選択は、クライアントコ
ンピューティングデバイスの地理的なロケーションに関連付けられた情報をさらに基礎と
する、第３４項記載の方法。
【０１０４】
　第４３項　ネットワークコンピューティングコンポーネントの選択は、１つまたは複数
のネットワークコンピューティングコンポーネントに関連付けられた性能メトリクスをさ
らに基礎とする、第３４項記載の方法。
【０１０５】
　第４４項　ルーティングをリクエストする方法において、
　コンテンツデリバリネットワークサービスに対応する第１のＤＮＳサーバにおいて、ク
ライアントコンピューティングデバイスから、ＤＮＳ情報を有する第１の部分とパス部分
を有する第２の部分とを含む第１のリソース識別子に関連付けられたリクエストされたリ
ソースに対応するＤＮＳクエリを取得するステップを有し、
　リクエストされたリソースを処理するネットワークコンピューティングコンポーネント
を、第１のリソース識別子の第１の部分に基づき選択するステップを有し、
　選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報を第１のＤ
ＮＳサーバからクライアントコンピューティングデバイスに伝送するステップを有するこ
とを特徴とする、ルーティングをリクエストする方法。
【０１０６】
　第４５項　ネットワークコンピューティングコンポーネントはリクエストされたリソー
スを処理するアプリケーションを含む、第４４項記載の方法。
【０１０７】
　第４６項　アプリケーションはデータストリーミングアプリケーションである、第４４
項記載の方法。
【０１０８】
　第４７項　ネットワークコンピューティングコンポーネントは、リクエストされたリソ
ースを処理する仮想マシンのインスタンスを動的に生成する、第４４項記載の方法。
【０１０９】
　第４８項　第１のリソース識別子の第１の部分および第２の部分はそれぞれファイル識
別子を含む、第４４項記載の方法。
【０１１０】
　第４９項　第１のリソース識別子の第１の部分はファイル識別子を含み、ネットワーク
コンピューティングコンポーネントはファイル識別子に依存して選択される、第４４項記
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【０１１１】
　第５０項　第１のリソース識別子の第１の部分はアプリケーション識別子を含み、ネッ
トワークコンピューティングコンポーネントはアプリケーション識別子に依存して選択さ
れる、第４４項記載の方法。
【０１１２】
　第５１項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのタイプを識別する、第５０項記載の方法。
【０１１３】
　第５２項　アプリケーション識別子はリクエストされたリソースを処理するアプリケー
ションのインスタンスを識別する、第５０項記載の方法。
【０１１４】
　第５３項　アプリケーション識別子は、リクエストされたリソースを処理するアプリケ
ーションのインスタンスまたはアプリケーションのタイプに関連付けられた、ネットワー
クコンピューティングコンポーネントの選択情報を含む、第５０項記載の方法。
【０１１５】
　第５４項　選択情報はサービス品質情報を含む、第５３項記載の方法。
【０１１６】
　第５５項　ネットワークコンピューティングコンポーネントの選択は、クライアントコ
ンピューティングデバイスの地理的なロケーションに関連付けられた情報をさらに基礎と
する、第４４項記載の方法。
【０１１７】
　第５６項　選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントを識別する情報
は、選択されたネットワークコンピューティングコンポーネントのＩＰアドレスである、
第４４項記載の方法。
【０１１８】
　上記の実施形態についての種々のヴァリエーションおよび修正形態が考えられ、それら
の構成要素は他の許容される実施例に含まれると解するべきである。そのような全ての修
正形態およびヴァリエーションは本願発明の範囲に含まれ、添付の特許請求の範囲に記載
された発明によって保護されることが意図されている。
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