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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　短待ち時間のストリーミング双方向オーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）をホスティングする
コンピュータによって実行する方法であって、
　データネットワークと通信するよう接続されているサーバでビデオゲーム又はアプリケ
ーションを実行するステップと、
　ユーザ制御入力を含むパケットストリームを複数のユーザから受信し、前記パケットス
トリームを、前記ユーザ制御入力に応じてＡ／Ｖデータと前記Ａ／Ｖデータに所定のデー
タがオーバーダビング又はオーバーレイされている追加のＡ／Ｖデータとを処理するよう
に動作する実行対象のビデオゲーム又はアプリケーションの二以上にルーティングするス
テップと、
　前記ビデオゲーム又はアプリケーションの二以上からの前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加
のＡ／Ｖデータを受信するステップと、
　一又は二以上の処理ユニットを用いて前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加のＡ／Ｖデータの
一部を並列に圧縮するステップであって、短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及
び追加の圧縮Ａ／Ｖデータをもたらす、ステップと、
　前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び追加の圧縮Ａ／Ｖデータを、対応
するデータネットワーク通信チャンネルを介して前記複数のユーザそれぞれにルーティン
グするステップと、を含み、
　制御されたビデオゲーム又はアプリケーションが即座に応答している感覚を少なくとも
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一人のユーザが有するように、前記ビデオゲーム又はアプリケーションを実行するステッ
プ、前記パケットストリーム及び前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加のＡ／Ｖデータを受信す
るステップ、前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加のＡ／Ｖデータの一部を圧縮するステップ及
び前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び追加の圧縮Ａ／Ｖデータをルーテ
ィングするステップは、待ち時間を有して実行され、
　方法は、さらに、
　パケットロスが起こるまで、及び／又は、待ち時間がチャンネルキャパシティを超えて
いることを示すまで、次第に高くなるデータレートテストストリームを徐々に出力側のル
ーティングネットワークで送信することによって、最初にピークデータレートを決定する
ステップと、
　チャンネルキャパシティの減少を、パケットロス及び／又は待ち時間による増加を検出
したことに基づいて決定するステップと、
　パケットロス及び／又は待ち時間が受け入れ可能な値に到達するまで、前記ピークデー
タレートを応答的に減少させるステップと、を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記一又は二以上の処理ユニットは、単一のプロセッ
サの複数のコアを備える、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記一又は二以上の処理ユニットは、複数の中央処理
ユニットを備える、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び前記ユーザ制御入力を保護するよ
う、順方向エラー修正（ＦＥＣ）データを生成するステップを、さらに含む方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、ＦＥＣコードは、前記短待ち時間ストリーミング圧縮
Ａ／Ｖデータのある部分を保護し、他の部分を保護しないように用いられる、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法において、ＦＥＣコードは、失われると視覚上の欠陥を起こす可
能が最も高いデータを保護するように用いられる、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、
　連続するビデオフレームのシーケンスにわたって前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ
／Ｖデータの大きな圧縮ビデオ帯域巾ピークを分布することによって、チャンネル帯域巾
ピークを軽減するステップを、さらに含む方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、連続するビデオフレームのシーケンスにわたって大き
な圧縮ビデオ帯域巾ピークを分布することは、一又は二以上のさらなるフレーム時間にお
ける一つのフレーム時間においてピークデータレートでより送信され得るデータを有する
圧縮フレームを送信するステップを含む、方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　前記さらなるフレーム時間の間、クライアントは、前に解凍したフレームを表示し続け
る、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、
　前記さらなるフレーム時間の間に受信したフレームを無視するステップを、さらに含む
方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法において、前記さらなるフレーム時間の間、前記短待ち時間スト



(3) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

リーミング圧縮Ａ／Ｖデータのビデオフレームが一時的に減少する、方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法において、前記さらなるフレーム時間は、１フレーム時間である
、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータのデータレートを動的に調整するステ
ップを、さらに含む方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、前記データレートは、前記チャンネルの検出された
最大データレートに応じて調整される、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法において、前記データレートは、フレームレートを変更するこ
とによって調整される、方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、前記データレートは、前記短待ち時間ストリーミン
グ圧縮Ａ／Ｖデータの圧縮の品質を変更することによって調整される、方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の方法において、前記データレートは、前記短待ち時間ストリーミン
グ圧縮Ａ／Ｖデータの解像度を変更することによって調整される、方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、映像の前記解像度が変更されたとき、クライアント
は、前記映像をスケールアップし、ディスプレイスクリーン上に同じ映像サイズを維持す
る、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法において、クライアントチャンネルへの通信チャンネルが完全に
ドロップアウトしたとき、一又は二以上のサーバは、クライアントによってプレイされて
いるゲームを休止する、方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法において、前記クライアントのユーザがマルチプレーヤゲーム
をプレイしているときに、前記クライアントがドロップアウトした場合、前記ユーザがド
ロップアウトしたことを他のユーザに通知する、方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法において、前記ユーザがドロップアウトしたとき、前記他のユ
ーザのために前記ゲームを休止する、方法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法において、
　チャンネルキャパシティの増加を、パケットロス及び／又は待ち時間の継続した測定に
基づいて決定するステップと、
　パケットロス及び／又は待ち時間が受け入れ不可能なレベルに到達するまで、前記ピー
クデータレートを応答的に増加させるステップと、を含む方法。
【請求項２３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータのデータパケットを表示する順序と異
なる順序で送信するステップを、さらに含む方法。
【請求項２４】
　請求項１に記載の方法において、８０ｍｓ以下の有限待ち時間を含む方法。
【請求項２５】
　請求項１に記載の方法において、１５０ｍｓ以下の有限待ち時間を含む方法。
【請求項２６】



(4) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

　データネットワークと通信するよう接続されているサーバでビデオゲーム又はアプリケ
ーションを実行するステップと、
　ユーザ制御入力を含むパケットストリームを複数のユーザから受信し、前記パケットス
トリームを、前記ユーザ制御入力に応じてＡ／Ｖデータと前記Ａ／Ｖデータに所定のデー
タがオーバーダビング又はオーバーレイされている追加のＡ／Ｖデータとを処理するよう
に動作する実行対象のビデオゲーム又はアプリケーションの二以上にルーティングするス
テップ、
　前記ビデオゲーム又はアプリケーションの二以上からの前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加
のＡ／Ｖデータを受信するステップと、
　一又は二以上の処理ユニットを用いて前記Ａ／Ｖデータ及び前記追加のＡ／Ｖデータの
一部を並列に圧縮するステップであって、短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及
び追加の圧縮Ａ／Ｖデータをもたらす、ステップと、
　前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び追加の圧縮Ａ／Ｖデータを、対応
するデータネットワーク通信チャンネルを介して前記複数のユーザそれぞれにルーティン
グするステップとを含む動作をシステムに実行させるプログラムコードを記録したメモリ
とプロセッサとを備えたシステムであって、
　制御されたビデオゲーム又はアプリケーションが即座に応答している感覚を少なくとも
一人のユーザが有するように、前記ビデオゲーム又はアプリケーションを実行するステッ
プ、前記パケットストリーム及び前記Ａ／Ｖデータを受信するステップ、前記Ａ／Ｖデー
タの一部を圧縮するステップ及び前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び追
加の圧縮Ａ／Ｖデータをルーティングするステップは、待ち時間を有して実行され、
　前記動作は、さらに、
　パケットロスが起こるまで、及び／又は、待ち時間がチャンネルキャパシティを超えて
いることを示すまで、次第に高くなるデータレートテストストリームを徐々に出力側のル
ーティングネットワークで送信することによって、最初にピークデータレートを決定する
ステップと、
　チャンネルキャパシティの減少を、パケットロス及び／又は待ち時間による増加を検出
したことに基づいて決定するステップと、
　パケットロス及び／又は待ち時間が受け入れ可能な値に到達するまで、前記ピークデー
タレートを応答的に減少させるステップと、を含むシステム。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、前記一又は二以上の処理ユニットは、単一のプ
ロセッサの複数のコアを備える、システム。
【請求項２８】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、前記一又は二以上の処理ユニットは、複数の中
央処理ユニットを備える、システム。
【請求項２９】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、
　前記動作は、前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータ及び前記ユーザ制御入力
を保護するよう、順方向エラー修正（ＦＥＣ）データを生成するステップを、さらに含む
システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載のシステムにおいて、ＦＥＣコードは、前記短待ち時間ストリーミン
グ圧縮Ａ／Ｖデータのある部分を保護し、他の部分を保護しないように用いられる、シス
テム。
【請求項３１】
　請求項２９に記載のシステムにおいて、ＦＥＣコードは、失われると視覚上の欠陥を起
こす可能が最も高いデータを保護するように用いられる、システム。
【請求項３２】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、
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　前記動作は、連続するビデオフレームのシーケンスにわたって前記短待ち時間ストリー
ミング圧縮Ａ／Ｖデータの大きな圧縮ビデオ帯域巾ピークを分布することによって、チャ
ンネル帯域巾ピークを軽減するステップを、さらに含むシステム。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のシステムにおいて、前記動作は、連続するビデオフレームのシーケ
ンスにわたって大きな圧縮ビデオ帯域巾ピークを分布することは、一又は二以上のさらな
るフレーム時間における一つのフレーム時間においてピークデータレートでより送信され
得るデータを有する圧縮フレームを送信するステップを含む、システム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のシステムにおいて、
　前記さらなるフレーム時間の間、クライアントは、前に解凍したフレームを表示し続け
る、システム。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のシステムにおいて、
　前記動作は、前記さらなるフレーム時間の間に受信したフレームを無視するステップを
、さらに含むシステム。
【請求項３６】
　請求項３３に記載のシステムにおいて、前記さらなるフレーム時間の間、前記短待ち時
間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータのビデオフレームが一時的に減少する、システム。
【請求項３７】
　請求項３３に記載のシステムにおいて、前記さらなるフレーム時間は、１フレーム時間
である、システム。
【請求項３８】
　請求項３６に記載のシステムにおいて、
　前記動作は、前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータのデータレートを動的に
調整するステップを、さらに含むシステム。
【請求項３９】
　請求項３８に記載のシステムにおいて、前記データレートは、前記チャンネルの検出さ
れた最大データレートに応じて調整される、システム。
【請求項４０】
　請求項３８に記載のシステムにおいて、前記データレートは、フレームレートを変更す
ることによって調整される、システム。
【請求項４１】
　請求項３８に記載のシステムにおいて、前記データレートは、前記短待ち時間ストリー
ミング圧縮Ａ／Ｖデータの圧縮の品質を変更することによって調整される、システム。
【請求項４２】
　請求項３８に記載のシステムにおいて、前記データレートは、前記短待ち時間ストリー
ミング圧縮Ａ／Ｖデータの解像度を変更することによって調整される、システム。
【請求項４３】
　請求項４２に記載のシステムにおいて、映像の前記解像度が変更されたとき、クライア
ントは、前記映像をスケールアップし、ディスプレイスクリーン上に同じ映像サイズを維
持する、システム。
【請求項４４】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、クライアントチャンネルへの通信チャンネルが
完全にドロップアウトしたとき、一又は二以上のサーバは、クライアントによってプレイ
されているゲームを休止する、システム。
【請求項４５】
　請求項４４に記載のシステムにおいて、前記クライアントのユーザがマルチプレーヤゲ
ームをプレイしているときに、前記クライアントがドロップアウトした場合、前記ユーザ
がドロップアウトしたことを他のユーザに通知する、システム。
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【請求項４６】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記ユーザがドロップアウトしたとき、前記他
のユーザのために前記ゲームを休止する、システム。
【請求項４７】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、
　前記動作は、
　チャンネルキャパシティの増加を、パケットロス及び／又は待ち時間の継続した測定に
基づいて決定するステップと、
　パケットロス及び／又は待ち時間が受け入れ不可能なレベルに到達するまで、前記ピー
クデータレートを応答的に増加させるステップと、を含むシステム。
【請求項４８】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、
　前記動作は、前記短待ち時間ストリーミング圧縮Ａ／Ｖデータのデータパケットを表示
する順序と異なる順序で送信するステップを、さらに含むシステム。
【請求項４９】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、８０ｍｓ以下の有限待ち時間を含むシステム。
【請求項５０】
　請求項２６に記載のシステムにおいて、１５０ｍｓ以下の有限待ち時間を含むシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、オーディオ及びビデオメディアを操作し及びそれにアクセスする
ユーザの能力を改善するデータ処理システムの分野に係る。
【０００２】
　関連出願：本出願は、本出願の譲受人に譲渡された“APPARATUS AND METHOD FOR WIREL
ESS VIDEO GAMING”と題する２００２年１２月１０日出願の第１０／３１５，４６０号の
一部継続（ＣＩＰ）出願である。
【背景技術】
【０００３】
　記録音声及び動画メディアは、トーマスエジソンの時代から世相を表している。２０世
紀の初頭に、記録音声メディア（シリンダー及びレコード）及び動画メディア（ニコロデ
オン及び映画）が広く配給されたが、両技術は、まだ幼時期であった。１９２０年代後期
に、動画が大量市場ベースで音声と結合され、その後、音声を伴うカラー動画となった。
ラジオ放送は、大規模な広告支援形態の放送大量市場音声メディアへと徐々に進化した。
１９４０年代中期にテレビ（ＴＶ）放送規格が確立されると、テレビは、予め録画された
又は生の動画を家庭へ届ける放送大量市場メディアの一形式としてラジオに加わった。
【０００４】
　２０世紀中期までは、米国の家庭の大部分は、記録音声メディアを再生する蓄音器レコ
ードプレーヤ、生放送音声を受信するラジオ、及び生放送オーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）
メディアを上映するテレビ受像機を有していた。多くの場合に、これら３つの「メディア
プレーヤ」（レコードプレーヤ、ラジオ及びＴＶ）は、共通のスピーカを共有する１つの
キャビネットに結合されて、家庭の「メディアセンター」となった。メディアの選択肢は
、消費者に制限されるが、メディア「エコシステム」は、かなり安定したものであった。
ほとんどの消費者は、「メディアプレーヤ」をどのように使用するか知っており、それら
の能力をフルに楽しむことができた。同時に、メディアの発行者（主に動画及びテレビス
タジオ、並びに音楽会社）は、一般に普及した海賊版又は「二次販売」即ち中古メディア
の再販から悩まされることなく、それらのメディアを劇場及び家庭の両方に配給すること
ができた。典型的に、発行者は、二次販売から収入を得ず、従って、そうでなければ新規
販売のために中古メディアの買い手から発行者が得るかもしれない収入が減少した。２０
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世紀の中期に販売された中古レコードは確かにあるが、そのような販売は、レコード発行
者に大きな影響を及ぼさなかった。というのは、典型的に大人が一度又は数回見るだけの
動画又はビデオ番組とは異なり、音楽トラックは、数百回又は数千回も聞かれるからであ
る。従って、音楽メディアは、動画／ビデオメディアより遥かに「腐敗」しない（即ち、
大人の消費者にとって価値が継続する）。レコードを購入すると、消費者がその音楽が好
きな場合、消費者は、おそらくそれを長期間保持する。
【０００５】
　２０世紀の中期から今日にかけて、メディアエコシステムは、消費者及び発行者の利益
及び損害の両方にとって一連の根本的な変化を受けた。オーディオレコーダー、特に、高
品質ステレオサウンド付きのカセットテープが広く導入されると、確かに高度の消費者便
宜性があった。しかし、それは、消費者メディアと共に今や広く普及したもの、即ち海賊
版の始まりも印した。確かに、大勢の消費者が彼ら自身のレコードを純粋に便宜性のため
にテープ記録するのにカセットテープを使用したが、次第に多くの消費者（例えば、互い
のレコードコレクションに手早くアクセスできる寄宿舎の学生）が海賊版コピーを作成し
た。又、消費者は、発行者からレコードやテープを買うのではなく、ラジオを経て演奏さ
れる音楽もテープ記録した。
【０００６】
　消費者向けＶＣＲの出現は、新規なＶＣＲがＴＶショーを録画するようにセットでき、
後で見ることができるので、更なる消費者便宜性を導くと共に、映画やＴＶ番組に「オン
デマンド」ベースでアクセスできるビデオレンタルビジネスの創設も導いた。１９８０年
代中期以来の大量市場家庭用メディア装置の急速な開発は、かつてない選択肢レベル及び
消費者にとっての便宜性を導くと共に、メディア発行市場の急速な膨張も導いた。
【０００７】
　今日、消費者は、過度のメディア選択肢及び過度のメディア装置に直面し、その多くは
、特定の形式のメディア又は特定の発行者に結び付いたものである。熱心なメディア消費
者は、家の種々の部屋にＴＶ及びコンピュータに接続された装置を積み重ねて有し、その
結果、１つ以上のＴＶ受像機及び／又はパーソナルコンピュータ（ＰＣ）へのケーブルの
「ネズミの巣穴」、並びにリモートコントローラのグループが生じている。（本出願に関
して、「パーソナルコンピュータ」又は「ＰＣ」という語は、デスクトップ、Ｍａｃｉｎ
ｔｏｓｈ（登録商標）又は他の非Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）コンピュータ、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ適合装置、Ｕｎｉｘ（登録商標）バリエーション、ラップトップ、等を含めて、家庭
又はオフィスで使用するのに適した任意の種類のコンピュータを指す。）これらの装置は
、ビデオゲームコンソール、ＶＣＲ、ＤＶＤプレーヤ、オーディオサラウンド－サウンド
プロセッサ／増幅器、衛星セットトップボックス、ケーブルＴＶセットトップボックス、
等を含む。そして、熱心な消費者にとって、互換性の問題があるために、複数の類似機能
装置が存在する。例えば、消費者は、ＨＤ－ＤＶＤ及びＢｌｕ－ｒａｙ　ＤＶＤプレーヤ
の両方を所有したり、又はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）及びＳｏｎｙ　Ｐ
ｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）の両ビデオゲームシステムを所有したりすることがあ
る。実際に、あるゲームはゲームコンソールのバージョンにわたって互換性がないために
、消費者は、ＸＢｏｘと、その後のバージョン、例えば、Ｘｂｏｘ３６０（登録商標）と
の両方を所有することがある。多くの場合、消費者は、どのビデオ入力及びどのリモート
コントローラを使用すべきか混乱する。ディスクが正しいプレーヤ（例えば、ＤＶＤ、Ｈ
Ｄ－ＤＶＤ、Ｂｌｕ－ｒａｙ、Ｘｂｏｘ又はＰｌａｙｓｔａｔｉｏｎ）に入れられ、その
装置に対してビデオ及びオーディオ入力が選択され、そして正しいリモートコントローラ
が見つかった後でも、消費者は、まだ、技術的な挑戦に直面する。例えば、ワイドスクリ
ーンＤＶＤのケースでは、ユーザは、先ず、自分のＴＶ又はモニタスクリーンにおける正
しいアスペクト比（例えば、４：３、フル、ズーム、ワイドズーム、シネマワイド、等）
を決定し、次いで、セットすることが必要になる。同様に、ユーザは、先ず、正しいオー
ディオサラウンドサウンドシステムフォーマット（例えば、ＡＣ－３、ドルビーデジタル
、ＤＴＳ、等）を決定し、次いで、セットすることが必要になる。多くの場合、消費者は
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、彼等のテレビ又はオーディオシステムのフル能力でメディアコンテンツを楽しんでいな
いことに気付かない（例えば、間違ったアスペクト比で押しつぶされた映画を見たり、又
はサラウンドサウンドではなくステレオでオーディオを聞いたりしている）。
【０００８】
　装置の積み重ね体には、インターネットベースのメディア装置が益々追加されている。
Ｓｏｎｏｓ（登録商標）デジタルミュージックシステムのようなオーディオ装置は、イン
ターネットからオーディオを直接ストリーミングしている。同様に、Ｓｌｉｎｇｂｏｘ（
登録商標）エンターテイメントプレーヤのような装置は、ビデオを録画し、そしてホーム
ネットワーク又はインターネットを通してそれをストリーミングし、遠隔位置でＰＣにお
いてそれを見ることができる。インターネットプロトコルテレビジョン（ＩＰＴＶ）サー
ビスは、デジタルサブスクライバーライン（ＤＳＬ）又は他のホームインターネット接続
を通してケーブルＴＶ型のサービスを提供している。又、最近では、Ｍｏｘｉ（登録商標
）メディアセンターや、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰメディアセンターエディションを実行する
ＰＣのような単一の装置へ複数のメディアファンクションを一体化する努力もなされてい
る。これらの装置は、各々、それが遂行するファンクションに対する便宜性の要素を与え
るが、偏在性及びほとんどのメディアへの簡単なアクセス性が欠如している。更に、この
ような装置は、多くの場合に高価な処理及び／又はローカル記憶が必要なために、製造コ
ストがしばしば数百ドルに達する。更に、これらの近代的な消費者向け電子装置は、典型
的に、アイドル状態である間も、多量の電力を消費し、これは、時間と共に経費高となり
且つエネルギーリソースを浪費することを意味する。例えば、ある装置は、消費者がそれ
をターンオフするのを怠るか又は異なるビデオ入力へスイッチした場合に動作し続けるこ
とがある。そして、どの装置も完全な解決策ではないので、家庭内の装置の他の積み重ね
体と一体化しなければならず、これでは、依然、ユーザをワイヤのネズミの巣穴及びリモ
ートコントローラの海に残すことになる。
【０００９】
　更に、多くの新しいインターネットベースの装置は、それが適切に機能するときには、
典型的に、メディアを、それが入手できる以上に一般的な形態で提供する。例えば、イン
ターネットを通してビデオをストリーミングする装置は、多くの場合、ビデオ、ゲームの
「制作」又は演出家の解説のようなＤＶＤをしばしば付随する双方向「エキストラ」では
なく、ビデオ資料だけをストリーミングする。これは、多くの場合、双方向性をローカル
に取り扱う特定の装置に意図された特定のフォーマットで双方向資料が発生されることに
よるものである。例えば、ＤＶＤ、ＨＤ－ＤＶＤ及びＢｌｕ－ｒａｙディスクは、それら
自身の特定の双方向フォーマットを有している。普及型フォーマットを全てサポートする
ように開発されるホームメディア装置又はローカルコンピュータは、おそらく消費者が動
作するには法外なほど高価で且つ複雑なものにするレベルの精巧さ及び融通性を要求する
ことになる。
【００１０】
　この問題に加えて、将来的に新規なフォーマットが導入された場合には、ローカル装置
は、その新規なフォーマットをサポートするハードウェア能力をもたないことがあり、こ
れは、消費者がアップグレード型のローカルメディア装置を購入しなければならないこと
を意味する。例えば、高解像度ビデオ又はステレオビデオ（例えば、各目に対して１つの
ビデオストリーム）が後日に導入された場合には、ローカル装置は、そのビデオをデコー
ドする計算能力をもたないか、又は新たなフォーマットでビデオを出力するためのハード
ウェアをもたないことがある（例えば、各目に６０ｆｐｓが与えられて、１２０ｆｐｓの
ビデオがシャッター付き眼鏡と同期されることでステレオ感が達成されると仮定すれば、
消費者のビデオハードウェアが６０ｆｐｓビデオしかサポートできない場合、このオプシ
ョンは、アップグレード型ハードウェアを購入しなければ、利用できない）。
【００１１】
　メディア装置の老朽化及び複雑さの問題は、精巧な双方向メディア、特に、ビデオゲー
ムに至ったときには、重大な問題となる。
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【００１２】
　近代的なビデオゲームアプリケーションは、主として、４つの主要な非ポータブルハー
ドウェアプラットホーム：即ち、Ｓｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）１、２
及び３（ＰＳ１、ＰＳ２及びＰＳ３）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）及び
Ｘｂｏｘ　３６０（登録商標）、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｇａｍｅｃｕｂｅ（登録商標）及び
ＷｉｉTM、並びにＰＣベースのゲーム、に分割される。これらプラットホームの各々は、
他のものとは異なり、１つのプラットホームで実行するように書かれたゲームは、別のプ
ラットホームでは実行されない。又、装置のある世代から次の世代への互換性の問題もあ
る。ソフトウェアゲーム開発者の大半が、特定のプラットホームとは独立して設計された
ソフトウェアゲームを創作しても、特定のゲームを特定のプラットホームで実行するため
には、特定のプラットホームで使用するようにゲームを適応させるのに、ソフトウェアの
専有レイヤ（しばしば「ゲーム開発エンジン」と称される）が必要になる。各プラットホ
ームは、消費者へ「コンソール」（即ち、ＴＶ又はモニタ／スピーカに取り付けられるス
タンドアローンボックス）として販売されるか、或いはＰＣそれ自体である。典型的に、
ビデオゲームは、精巧なリアルタイムソフトウェアアプリケーションとして実施されるビ
デオゲームを含むＢｌｕ－ｒａｙ　ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、又はＣＤ－ＲＯＭのような
光学的メディアで販売される。家庭用ブロードバンドの速度が高まるにつれて、ビデオゲ
ームは、ダウンロードに利用されることが益々増えている。
【００１３】
　ビデオゲームソフトウェアとのプラットホーム互換性を得るための特定の要件は、進歩
型ビデオゲームのリアルタイム性及び高計算要件のために極めて厳しいものである。例え
ば、あるＰＣから、より速い処理ユニット又はコアをもつ別のＰＣへの製造アプリケーシ
ョン（例えば、マイクロソフトワード）の一般的な互換性と同様に、ビデオゲームのある
世代から次の世代への（例えば、ＸＢｏｘからＸＢｏｘ３６０への、又はＰｌａｙｓｔａ
ｔｉｏｎ２（ＰＳ２）からＰｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３（ＰＳ３）への）完全なゲーム互換
性が期待される。しかしながら、ビデオゲームでは、このようにならない。ビデオゲーム
の製造者は、典型的に、あるビデオゲーム世代が発売になるときに所与の価格点に対して
考えられる最高の性能を求めているので、前世代システムに対して書かれた多くのゲーム
が後世代システムでは機能しないような急激なアーキテクチャー変更がシステムに対して
しばしばなされる。例えば、ＸＢｏｘは、プロセッサのｘ８６ファミリーをベースとした
ものであり、一方、ＸＢｏｘ３６０は、ＰｏｗｅｒＰＣファミリーをベースとしたもので
ある。
【００１４】
　従来のアーキテクチャーをエミュレートするための技術を利用できるが、ビデオゲーム
がリアルタイムアプリケーションであるとすれば、エミュレーションにおいて厳密に同じ
挙動を達成することはしばしば不可能である。これは、消費者、ビデオゲームコンソール
製造者、及びビデオゲームソフトウェア発行者にとって損害である。消費者については、
全てのゲームをプレイできるようにするために、ビデオゲームコンソールの新旧の世代を
ＴＶに接続したままにする必要があることを意味する。コンソールの製造者については、
エミュレーションに関連したコスト、及び新規コンソールの採用に手間取ることを意味す
る。又、発行者については、全ての潜在的な消費者に届くように、新たなゲームの複数の
バージョンを発売する必要があり、即ちビデオゲームのブランド（例えば、ＸＢｏｘ、Ｐ
ｌａｙｓｔａｔｉｏｎ）ごとのバージョンを発売するだけでなく、所与のブランドのバー
ジョン（例えば、ＰＳ２及びＰＳ３）ごとのバージョンをしばしば発売する必要がある。
例えば、他のプラットホームの中でも、ＸＢｏｘ、ＸＢｏｘ　３６０、ＰＳ２、ＰＳ３、
Ｇａｍｅｃｕｂｅ、Ｗｉｉ及びＰＣに対して、エレクトロニックアーツ“Ｍａｄｄｅｎ　
ＮＦＬ　０８”の個別バージョンが開発されている。
【００１５】
　セルラー（セル）電話及びポータブルメディアプレーヤのようなポータブル装置も、ゲ
ーム開発者への挑戦を提示する。次第に、このような装置は、ワイヤレスデータネットワ
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ークに接続されており、ビデオゲームをダウンロードできるようになっている。しかし、
市場には、広範囲な異なる表示解像度及び計算能力をもつ種々様々なセル電話及びメディ
ア装置が出回っている。又、このような装置は、典型的に、電力消費、コスト及び重量に
制約があるので、カリフォルニア州サンタクララのＮＶＩＤＩＡで製造される装置、等の
グラフィックプロセッシングユニット（ＧＰＵ）のような進歩型グラフィック加速ハード
ウェアに欠けるものである。その結果、ゲームソフトウェアの開発者は、典型的に、多数
の異なる形式のポータブル装置に対して所与のゲームタイトルを同時に開発する。ユーザ
は、自分の特定のセル電話又はポータブルメディアプレーヤに対して所与のゲームタイト
ルが得られないことが分かる。
【００１６】
　家庭用ゲームコンソールの場合には、ハードウェアプラットホームの製造者は、典型的
に、彼等のプラットホームでゲームを発行する能力についてソフトウェアゲーム開発者に
ロイヤリティを課する。セル電話の電信会社も、典型的に、ゲームをセル電話にダウンロ
ードするためにゲーム発行者にロイヤリティを課する。ＰＣゲームの場合には、ゲームを
発行するために支払われるロイヤリティはないが、ゲームの開発者は、典型的に、生じ得
る広範囲のＰＣコンフィギュレーション及びインストール問題をサポートするための消費
者サービス負担が大きいために、高いコストに直面する。又、ＰＣは、典型的に、ゲーム
ソフトウェアの海賊行為に対してバリアがほとんどない。というのは、それらは、技術的
知識のあるユーザによって再プログラムが容易であり、ゲームの海賊版を容易に作成して
（例えば、インターネットを通して）容易に配布することができる。従って、ソフトウェ
アゲーム開発者については、ゲームコンソール、セル電話及びＰＣにおいて発行する上で
コストがかかり且つ欠点があることになる。
【００１７】
　コンソール及びＰＣソフトウェアのゲーム発行者にとって、コストは、これだけでは終
わらない。小売チャンネルを通してゲームを配布するために、発行者は、利ざやを得るよ
うに小売店の販売価格より低い卸売価格を課する。又、発行者は、典型的に、製造コスト
を支払いそしてゲームを保持する物理的メディアを配布しなければならない。又、発行者
は、例えば、ゲームが売れない場合、ゲームの価格が下がった場合、或いは小売店が卸売
価格の一部又は全部を払い戻し及び／又はゲームを買い手から引き取らねばならない場合
に考えられる不測の事態をカバーするために小売店により「価格保護費用」がしばしば課
せられる。更に、小売店は、典型的に、広告チラシでゲームを市場に出す上で助けとなる
ように発行者に費用を課する。更に、小売店は、ゲームをプレイし終えたユーザからゲー
ムを買い戻して、それを中古ゲームとして販売し、典型的に、中古ゲームの収入をゲーム
発行者と分配しないことが増えている。ゲーム発行者に課せられるコスト負担に加えて、
しばしばゲームの海賊版が作成されてインターネットを通して配布され、ユーザがそれを
ダウンロードして無料でコピーする事態になっている。
【００１８】
　インターネットのブロードバンド速度が高まりつつあり、そして米国内及び世界中で、
特に、家庭や、インターネット接続ＰＣがレンタルされるインターネット「カフェー」へ
のブロードバンド接続がより一般的になってきているので、ゲームは、ＰＣ又はコンソー
ルへのダウンロードを経て益々配布されてきている。又、マルチプレーヤ及び大規模マル
チプレーヤのオンラインゲームをプレイするためにブロードバンド接続が益々使用されて
きている（それらは、両方とも、本開示では頭文字“ＭＭＯＧ”で参照される）。これら
の変更は、小売配布に関連した問題及びコストをある程度軽減する。オンラインゲームを
ダウンロードすることは、配布コストが典型的に僅かであり且つ売れ残りメディアからの
コストがほとんど又は全くないという点で、幾つかの欠点をゲーム発行者に差し向ける。
しかし、ダウンロードされたゲームは、依然、海賊行為を受け、そしてそのサイズ（しば
しば数ギガバイトのサイズ）のために、ダウンロードするのに非常に長い時間を要する。
更に、ポータブルコンピュータ又はビデオゲームコンソールと共に販売されるような小さ
なディスク装置は複数のゲームで埋め尽くされる。しかしながら、ゲーム又はＭＭＯＧが
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プレイ可能なゲームのためのオンライン接続を要求する程度まで、海賊版の問題は、軽減
されている。というのは、ユーザが、通常、有効なユーザアカウントを有することが要求
されるからである。ディスプレイスクリーンのビデオを撮影するカメラ又はスピーカから
の音声を録音するマイクロホンによりコピーできるリニアメディア（例えば、ビデオ及び
音楽）とは異なり、各ビデオゲームの経験は独特なものであり、簡単なビデオ／オーディ
オ記録を使用してコピーすることができない。従って、著作権法が強力に施行されておら
ず、海賊行為が横行する地域でも、ＭＭＯＧは、海賊行為から遮蔽され、それ故、ビジネ
スをサポートすることができる。例えば、Ｖｉｖｅｎｄｉ　ＳＡの“World of Warcraft
”ＭＭＯＧは、世界中にわたって海賊行為で悩まされずに首尾良く展開された。そして、
多くのオンライン又はＭＭＯＧゲーム、例えば、Ｌｉｎｄｅｎ　Ｌａｂの“Second Life
”ＭＭＯＧは、オンラインツールを使用して資産を買い、売り、そして形成するゲームに
内蔵された経済的モデルを通してゲームのオペレータのための収入を発生する。従って、
従来のゲームソフトウェアの購入又は契約に加えて、メカニズムを使用して、オンライン
ゲームを使用するための支払をすることができる。
【００１９】
　オンラインの性質又はＭＭＯＧにより海賊行為をしばしば軽減できるが、オンラインゲ
ームオペレータは、依然、残りの挑戦に直面している。多くのゲームは、オンライン又は
ＭＭＯＧが適切に機能するために実質的なローカル（即ち、家庭内）処理リソースを要求
する。ユーザは、性能の低いローカルコンピュータ（例えば、ローエンドラップトップの
ような、ＧＰＵをもたないもの）を有する場合に、ゲームをプレイできないことがある。
更に、ゲームコンソールが古くなるにつれて、最新型から徐々に後退し、より進歩したゲ
ームを取り扱うことができなくなる。ユーザのローカルＰＣがゲームの計算要求を取り扱
いできると仮定しても、しばしばインストールの複雑さがある。ドライバの互換性がない
ことがある（例えば、新たなゲームがダウンロードされる場合に、グラフィックドライバ
の新たなバージョンがインストールされ、これは、グラフィックドライバの古いバージョ
ンに基づく以前にインストールされたゲームを不作動にすることがある）。コンソールは
、より多くのゲームがダウンロードされるにつれて、ローカルディスクスペースを使い果
たす。複雑なゲームは、典型的に、バグが見つかって修理されたとき、又はゲームに変更
がなされた場合に（例えば、ゲームのレベルがプレイするのに難し過ぎるか又は容易過ぎ
るとゲーム開発者が分かった場合に）、ゲーム開発者から時間と共にダウンロードされた
パッチを受け取る。これらのパッチは、新たなダウンロードを要求する。しかし、時々、
全てのユーザが全てのパッチのダウンロードを完了するのではない。他のときには、ダウ
ンロードされたパッチが他の互換性又はディスクスペース消費の問題を導入する。
【００２０】
　又、ゲームのプレイ中に、グラフィック又は挙動情報をローカルＰＣ又はコンソールに
与えるために大きなデータダウンロードが要求されることがある。例えば、ユーザがＭＭ
ＯＧの部屋に入り、そしてグラフィックデータで作られるか又はユーザのローカルマシン
では得られない挙動をもつシーン又はキャラクタに遭遇する場合には、そのシーン又はキ
ャラクタのデータをダウンロードしなければならない。その結果、インターネット接続が
充分に高速でない場合には、ゲームのプレイ中に実質的な遅延を招く。そして、遭遇した
シーン又はキャラクタが、ローカルＰＣ又はコンソールを越えるような記憶スペース又は
計算能力を要求する場合には、ユーザがゲームを進められないか又は質の低いグラフィッ
クで続けねばならない事態を招く。従って、オンライン又はＭＭＯＧゲームは、それらの
記憶及び／又は計算の複雑さの要件をしばしば制限する。更に、それらは、ゲーム中のデ
ータ転送の量をしばしば制限する。又、オンライン又はＭＭＯＧは、ゲームをプレイでき
るユーザの市場を狭めることもある。
【００２１】
　更に、技術的知識のあるユーザがゲームのローカルコピーをリバースエンジニアリング
し、そしてチートできるようにゲームを変更することが次第に増えてきている。チートは
、人間的に可能である以上に速くボタン押しを繰り返すのと同程度に簡単である（例えば
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、銃を非常に速く撃つように）。ゲーム内資産トランザクションをサポートするゲームで
は、チートが、実際の経済的価値の資産を含む詐欺的トランザクションを生じるレベルの
精巧さに到達する。オンライン又はＭＭＯＧ経済的モデルがそのような資産トランザクシ
ョンに基づくものであるときは、これは、ゲームオペレータに実質的に有害な結果をもた
らす。
【００２２】
　新たなゲームを開発するコストは、ＰＣ及びコンソールが（例えば、リアルタイムレイ
トレーシングのようなより現実的なグラフィック、及びリアルタイム物理的シミュレーシ
ョンのようなより現実的な挙動と共に）益々精巧なゲームを作成できるのにつれて増大し
ている。ビデオゲーム産業の初期には、ビデオゲーム開発は、アプリケーションソフトウ
ェア開発に非常に類似したプロセスであり、即ち開発コストの大部分は、ソフトウェアの
開発であり、グラフィック、オーディオ、及び挙動エレメント又は「資産」の開発、例え
ば、広範囲な特殊効果をもつ動画に対して開発されるものではない。今日、多くの精巧な
ビデオゲーム開発努力は、ソフトウェア開発よりも、特殊効果に富んだ動画開発に厳密に
似ている。例えば、多くのビデオゲームは、３Ｄ世界のシミュレーションを与え、そして
益々ホトリアリスティックな（即ち、生きた動きの映像写真撮影と同程度に現実的に見え
るコンピュータグラフィックの）キャラクタ、プロップ及び環境を発生する。ホトリアリ
スティックなゲーム開発の最も挑戦的な観点の１つは、生きた動きの人間の顔と見分けが
つかないようなコンピュータ発生の人間の顔を創作することである。カリフォルニア州サ
ンフランシスコのＭｏｖａにより開発されたＣｏｎｔｏｕｒTMリアリティキャプチャーの
ような顔捕獲技術は、演技者の顔の正確な形状を運動中に高い解像度で捕獲し追跡する。
この技術は、捕獲された生きた動きの顔と実質上区別できない３Ｄの顔をＰＣ又はゲーム
コンソール上にレンダリングできるようにする。「ホトリアル」な人間の顔を捕獲してレ
ンダリングすることは、多数の観点で有用である。第１に、非常に認識し易い有名人又は
スポーツプレーヤ（多くの場合に高い費用で雇われた）がビデオゲームにしばしば使用さ
れ、不完全さがユーザにとって明らかで、視覚体験(viewing experience)を混乱させ又は
不快にさせることがある。又、多くの場合に、高度のホトリアリズムを達成するには高度
の細部が要求され、即ち、潜在的に、顔が動くときに多角形及び／又はテクスチャがフレ
ームごとに変化するようにして、多数の多角形及び高解像度テクスチャをレンダリングす
ることが要求される。
【００２３】
　詳細なテクスチャを伴う多数の多角形のシーンが急速に変化するときには、ゲームをサ
ポートするＰＣ又はゲームコンソールは、ゲームセグメントで発生される所要数のアニメ
ーションフレームに対して充分な多角形及びテクスチャデータを記憶するに足るＲＡＭを
有していないことがある。更に、ＰＣ又はコンソールに典型的に利用できる単一の光学的
ドライブ又は単一のディスクドライブは、通常、ＲＡＭより非常に低速であり、そして典
型的に、多角形及びテクスチャをレンダリングする際にＧＰＵが受け容れられる最大デー
タレートを維持することができない。現在のゲームは、典型的に、多角形及びテクスチャ
の大部分をＲＡＭにロードし、これは、所与のシーンの複雑さ及び時間巾が主としてＲＡ
Ｍの容量により制限されることを意味する。例えば、顔のアニメーションの場合に、これ
は、ゲームが休止して多角形及びテクスチャ（及び他のデータ）をより多くのフレームに
対してロードする前に、ＰＣ又はゲームコンソールを、ホトリアルでない低解像度の顔、
又は限定された数のフレームについてのみアニメ化できるホトリアルな顔、のいずれかに
制限する。
【００２４】
　“Loading...”に類似したメッセージをＰＣ又はコンソールが表示するときに進行バー
がスクリーンを横切ってゆっくり移動するのを見ていることは、複雑なビデオゲームの今
日のユーザによって固有の欠点として容認されている。次のシーンがディスク（ここで、
「ディスク」とは、特に指示のない限り、不揮発性の光学又は磁気メディア、並びに非デ
ィスクメディア、例えば、半導体「フラッシュ」メモリを指す）からロードする間の遅延
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は、数秒又は数分を要する。これは、時間の浪費であり、ゲームプレーヤにとってかなり
のフラストレーションとなる。上述したように、多くの又は全ての遅延は、多角形、テク
スチャ又は他のデータをディスクからロードする時間によるものであるが、ＰＣ又はコン
ソール内のプロセッサ及び／又はＧＰＵがシーンのためのデータを準備する間にロード時
間の一部分が費やされる場合もある。例えば、サッカービデオゲームは、プレーヤが、多
数の選手、チーム、スタジアム及び天候条件の中から選択を行えるようにする。従って、
どんな特定の組合せが選択されるかに基づいて、異なる多角形、テクスチャ及び他のデー
タ（集合的に「オブジェクト」）がシーンに対して要求される（例えば、異なるチームは
、そのユニホームに異なるカラー及びパターンを有する）。多数の又は全ての種々の順列
を列挙し、多数の又は全てのオブジェクトを前もって予め計算し、そしてそれらオブジェ
クトを、ゲームを記憶するのに使用されるディスクに記憶することができる。しかし、順
列の数が多い場合には、全オブジェクトに対して要求される記憶の量が、ディスクに適合
するには大き過ぎる（ダウンロードするには不可能である）ことがある。従って、既存の
ＰＣ及びコンソールシステムは、典型的に、所与のシーンの複雑さ及びプレイ時間巾の両
方について制約があり、複雑なシーンに対する長いロード時間で悩まされている。
【００２５】
　従来のビデオゲームシステム及びアプリケーションソフトウェアシステムに伴う別の顕
著な制限は、それらが、例えば、ＰＣ又はゲームコンソールへ処理のためにロードされる
必要のある多角形及びテクスチャのような３Ｄオブジェクトの大きなデータベースを次第
に使用してきていることである。上述したように、このようなデータベースは、ディスク
にローカルに記憶されるときに長いロード時間を要する。しかしながら、ロード時間は、
通常、データベースがリモート位置に記憶されそしてインターネットを通してアクセスさ
れる場合には更に厳しいものとなる。このような状態では、大きなデータベースをダウン
ロードするのに、数分、数時間、又は数日を要することがある。更に、このようなデータ
ベースは、多くの場合に多大な費用で生成され（例えば、ゲーム、映画又は歴史ドキュメ
ンタリーに使用するための詳細な高いマスト付きの帆船の３Ｄモデル）、そしてローカル
エンドユーザに販売するように意図される。しかしながら、データベースは、ローカルユ
ーザへダウンロードされると、海賊行為を受けるおそれがある。多くの場合、ユーザは、
データベースを評価してそれがユーザのニーズに合うか（例えば、ユーザが特定の動きを
するときにゲームキャラクタの３Ｄコスチュームが満足な見掛け又は外観を有するか）ど
うか調べるだけのためにデータベースのダウンロードを希望する。長いロード時間は、購
入することを決断する前に３Ｄデータベースを評価するユーザにとって妨げになる。
【００２６】
　ＭＭＯＧでは、特に、ユーザがカスタマイズされたキャラクタを次第に使用できるよう
なゲームとして、同様の問題が発生する。キャラクタを表示するためのＰＣ又はゲームコ
ンソールの場合に、３Ｄ幾何学（多角形、テクスチャ、等）のデータベースへのアクセス
及びそのキャラクタに対する挙動（例えば、キャラクタが盾を有する場合に、その盾が槍
をそらすに充分な強度であるかどうか）を得ることが必要である。典型的に、ＭＭＯＧが
ユーザにより最初にプレイされるときには、キャラクタに対する多数のデータベースが、
ゲームの初期コピーと共に予め入手でき、これは、ゲームの光学的ディスクにローカルで
入手できるか又はディスクへダウンロードされる。しかし、ゲームが進行するにつれて、
データベースがローカルで入手できないキャラクタ又はオブジェクトにユーザが遭遇する
場合には（例えば、別のユーザがカスタマイズされたキャラクタを生成した場合には）、
そのキャラクタ又はオブジェクトを表示できるまでに、そのデータベースがダウンロード
されねばならない。これは、ゲームの実質的な遅延を生じさせる。
【００２７】
　ビデオゲームの精巧さ及び複雑さがあるとすれば、従来のビデオゲームコンソールでの
ビデオゲーム開発者及び発行者の別の挑戦は、多くの場合、数千万ドルのコストで２ない
し３年を掛けてビデオゲームを開発することである。新規なビデオゲームコンソールプラ
ットホームがほぼ５年毎に一度の割合で導入されると仮定すれば、ゲーム開発者は、新規
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なプラットホームが発売されるのと同時にビデオゲームを入手できるようにするために、
新規なゲームコンソールの発売よりこれらゲーム年だけ前に開発作業をスタートする必要
がある。ほぼ同じ時期に（例えば、互いに１年又は２年以内に）競合する製造者から多数
のコンソールが時々発売されるが、調べなければならないものは、各コンソールの人気で
あり、例えば、どのコンソールがビデオゲームソフトウェアの最大売り上げを生じるかで
ある。例えば、近年のコンソールサイクルでは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＸＢｏｘ３６０、
Ｓｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３及びＮｉｎｔｅｎｄｏ　Ｗｉｉがほぼ同じ一般的な
時間枠で導入されるようにスケジュールされている。しかし、導入の何年か前に、ゲーム
開発者は、どのコンソールプラットホームが他のものより成功するか本質的に「賭け」を
し、それに応じて、開発リソースを捧げなければならない。又、動画制作会社も、映画の
封切りの充分前に映画の成功の見込みの推定に基づいて限られた制作リソースを配分しな
ければならない。ビデオゲームに要求される投資レベルの増大を仮定すれば、ゲーム制作
は、動画制作と益々類似してきており、ゲーム制作会社は、特定のビデオゲームの将来の
成功の推定に基づいて制作リソースを日常的に捧げる。しかし、動画会社とは異なり、こ
の賭けは、単に制作それ自体の成功に基づくものではなく、むしろ、ゲームの実行が意図
されたゲームコンソールの成功に基づいたものである。複数のコンソールに対するゲーム
を一度に発売することでリスクを軽減できるが、この付加的な努力がコストを増大し、ゲ
ームの実際の発売をしばしば遅らせる。
【００２８】
　ＰＣにおけるアプリケーションソフトウェア及びユーザ環境は、ユーザに対してより視
覚的に訴えるだけでなく、より有効で且つ直感的なものにするために、計算上より集中的
で、動的で且つ双方向のものとなる。例えば、新規なＷｉｎｄｏｗｓ　ＶｉｓｔａTMオペ
レーティングシステム、及びＭａｃｉｎｔｏｓｈ（登録商標）オペレーティングシステム
の次々のバージョンは、視覚アニメーション効果を合体している。Ａｕｔｏｄｅｓｋ社か
らのＭａｙａTMのような進歩型グラフィックツールは、最新のＣＰＵ及びＧＰＵの限界を
押し進める非常に精巧な３Ｄレンダリング及びアニメーション能力を与える。しかしなが
ら、これら新規なツールの計算上の要件は、そのような製品のユーザ及びソフトウェア開
発者にとって多数の実際上の問題を生じさせる。
【００２９】
　オペレーティングシステム（ＯＳ）の視覚表示は、もはや販売されていないが新規なＯ
Ｓで依然アップグレード可能である前世代のコンピュータを含めて、広範囲な種類のコン
ピュータにおいて機能しなければならないので、ＯＳグラフィック要件は、典型的にＧＰ
Ｕを含まないコンピュータを含めたＯＳのターゲットであるコンピュータの最小公分母に
よって大きく制限される。これは、ＯＳのグラフィック能力を甚だしく制限する。更に、
バッテリ作動式のポータブルコンピュータ（例えば、ラップトップ）は、視覚表示能力を
制限する。というのは、ＣＰＵ又はＧＰＵにおける高い計算上のアクティビティが、典型
的に、電力消費を高め、バッテリ寿命を短くするからである。ポータブルコンピュータは
、典型的に、プロセッサが利用されないときに消費電力を下げるためにプロセッサのアク
ティビティを自動的に下げるソフトウェアを含む。あるコンピュータモデルでは、ユーザ
は、プロセッサのアクティビティを手動で下げることができる。例えば、ソニーのＶＧＮ
－ＳＺ２８０Ｐラップトップは、（低性能、長バッテリ寿命のために）片側に“Ｓｔａｍ
ｉｎａ”と表示され且つ（高性能、短バッテリ寿命のために）他側に“Ｓｐｅｅｄ”と表
示されたスイッチを含む。ポータブルコンピュータで実行されるＯＳは、コンピュータが
そのピーク性能能力の一部分で実行される場合でも、有用に機能することができねばなら
ない。従って、ＯＳグラフィック性能は、入手可能な最新の計算能力より遥かに下に留ま
ることがしばしばある。
【００３０】
　Ｍａｙａのようなハイエンドの計算に強いアプリケーションは、高性能ＰＣに使用され
るという期待でしばしば販売される。これは、典型的に、非常に高い性能と、より高価で
且つ低ポータブル性の最小公分母要求を確立する。その結果、このようなアプリケーショ
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ンは、汎用のＯＳ（又はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅのような汎用の生産アプリケ
ーション）より非常に限定されたターゲット視聴者を有し、典型的に、汎用のＯＳソフト
ウェア又は汎用のアプリケーションソフトウェアより相当に少ない量で販売される。又、
多くの場合、見込みのあるユーザがこのような計算に強いアプリケーションを前もって試
すことは困難であるから、潜在的な視聴者は更に限定される。例えば、学生がＭａｙａの
使い方を学習することを希望し、又はこのようなアプリケーションについて既に知識のあ
る潜在的な買い手が購入（Ｍａｙａを実行できるハイエンドコンピュータを買うことも含
む）に投資する前にＭａｙａを試すことを希望すると仮定する。学生又は潜在的な買い手
は、Ｍａｙａのデモバージョンをダウンロードするか又はその物理的メディアコピーを得
ることはできるが、Ｍａｙａをそのフル能力（例えば、複雑な３Ｄシーンを取り扱う）で
実行できるコンピュータがない場合には、製品の完全なインフォームドアセスメントを行
うことができない。これは、このようなハイエンドアプリケーションの視聴者を制限する
ものである。又、これは、高い販売価格にも貢献する。というのは、開発コストは、通常
、汎用アプリケーションより非常に少数の購入にわたって割賦されるからである。
【００３１】
　又、高価格アプリケーションは、個人や企業がアプリケーションソフトウェアの海賊版
コピーを使用する大きな誘因も生み出す。その結果、ハイエンドのアプリケーションソフ
トウェアは、種々の技術を通して海賊行為を軽減するためにそのようなソフトウェアの発
行者による顕著な努力にも関わらず、海賊版がはびこることで悩まされている。海賊版の
ハイエンドのアプリケーションを使用するときでも、ユーザは、海賊版コピーを実行する
ために高価な最新のＰＣに投資する必要性を排除することはできない。従って、海賊版ソ
フトウェアのユーザは、その実際の小売価格の一部分でソフトウェアアプリケーションを
使用できるが、そのアプリケーションをフルに利用するためには、高価なＰＣを購入又は
入手することが依然要求される。
【００３２】
　高性能の海賊版ビデオゲームのユーザについても同じことが言える。海賊行為者は、ゲ
ームをそれらの実際の価格の一部分で得ることはできるが、ゲームを適切にプレイするの
に必要な高価なコンピューティングハードウェア（例えば、ＧＰＵ増強型ＰＣ、又はＸＢ
ｏｘ３６０のようなハイエンドのビデオゲームコンソール）を購入することが依然要求さ
れる。ビデオゲームが典型的に消費者にとって気晴らしであると仮定すれば、ハイエンド
のビデオゲームシステムのための付加的なコストが法外なものとなる。この事態は、現在
の労働者の平均年収が米国に比してかなり低い国（例えば、中国）では、一層悪いもので
ある。その結果、ハイエンドのビデオゲームシステム又はハイエンドのＰＣを所有するの
は、人口の非常に僅かな割合だけとなる。このような国々では、インターネットに接続さ
れたコンピュータを使用するための料金をユーザが支払う「インターネットカフェ」が極
めて一般的となる。多くの場合に、このようなインターネットカフェは、プレーヤが計算
に強いビデオゲームをプレイできるようにするＧＰＵのような高性能特徴をもたない旧モ
デル又はローエンドＰＣしか有していない。これは、中国で非常に成功し、そこのインタ
ーネットカフェで一般にプレイされるＶｉｖｅｎｄｉの“World of Warcraft”のような
、ローエンドＰＣで実行されるゲームの成功における重要なファクタである。それと対照
的に、“Second Life”のような計算に強いゲームは、中国のインターネットカフェにイ
ンストールされたＰＣでプレイできる見込みが極めて低い。このようなゲームは、インタ
ーネットカフェの低性能ＰＣにしかアクセスできないユーザには、実質上アクセス不能で
ある。
【００３３】
　又、ビデオゲームの購入を考えており、先ず、インターネットを経て自分の家にゲーム
のデモバージョンをダウンロードすることによりそれを試してみたいユーザにとってもバ
リアが存在する。ビデオゲームのデモは、多くの場合、幾つかの特徴がディスエイブルさ
れるか又はゲームのプレイ量に限度が課せられたゲームの一人前のバージョンである。こ
れは、ＰＣ又はコンソールのいずれかにゲームをインストールして実行できるまでにギガ
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バイトのゲームをダウンロードする長いプロセス（おそらく数時間）を伴うことがある。
ＰＣの場合には、ゲームに対して必要とされる特殊なドライバ（例えば、ＤｉｒｅｃｔＸ
又はＯｐｅｎＧＬドライバ）を計算し、正しいバージョンをダウンロードして、それらを
インストールし、次いで、ＰＣがゲームをプレイできるかどうか決定することを含む。こ
の後者のステップは、ＰＣが充分な処理（ＣＰＵ及びＧＰＵ）能力、充分なＲＡＭ、及び
互換性のあるＯＳ（例えば、あるゲームは、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰで実行されるが、Ｖｉ
ｓｔａでは実行されない）を有するかどうか決定することを含む。従って、ビデオゲーム
デモを実行するよう試みる長いプロセスの後に、ユーザは、ユーザのＰＣコンフィギュレ
ーションを仮定すれば、ビデオゲームデモがおそらくプレイできないことを充分見出すこ
とができる。悪いことに、ユーザが、デモを試すために新規なドライバダウンロードする
と、それらのドライババージョンは、ユーザがＰＣにおいて普通に使用している他のゲー
ム又はアプリケーションとの互換性がないことがあり、従って、デモをインストールする
と、以前に動作できたゲーム又はアプリケーションが不作動になることがある。これらの
バリアは、ユーザにフラストレーションを与えるだけでなく、ゲームを市場に出すビデオ
ゲームソフトウェア発行者及びビデオゲーム開発者にとってもバリアとなる。
【００３４】
　経済的な非効率さを招く別の問題は、所与のＰＣ又はゲームコンソールが、通常、アプ
リケーション及び／又はゲームに対するあるレベルの性能要件を受け容れるように設計さ
れていることに関する。例えば、あるＰＣは、多少のＲＡＭを有し、低速又は高速のＣＰ
Ｕを有し、そしてＧＰＵを有する場合には低速又は高速のＧＰＵを有する。あるゲーム又
はアプリケーションは、所与のＰＣ又はコンソールの全計算パワーの利点を取り入れるが
、多くのゲーム又はアプリケーションは、そうではない。ゲーム又はアプリケーションに
ついてのユーザの選択が、ローカルＰＣ又はコンソールのピーク性能能力に達しない場合
には、ユーザは、利用されない特徴に関してＰＣ又はコンソール上で金銭を浪費すること
になる。コンソールの場合には、コンソールの製造者は、コンソールコストを助成するた
めに必要であった以上に支払ったことになる。
【００３５】
　ビデオゲームを買って楽しむ際に存在する別の問題は、ユーザがゲームの購入を決める
前に他の者がそのゲームをプレイしているのをユーザが見ることができるようにすること
に関する。ビデオゲームを記録して後で再生するための多数の従来の解決策が存在する。
例えば、米国特許第５，５５８，３３９号は、（同じユーザ又は異なるユーザにより所有
された）ビデオゲームクライアントコンピュータでの「ゲームプレイ」中にゲームコント
ローラのアクションを含むゲーム情報体情報を記録することを教示している。この状態情
報を後で使用して、ビデオゲームクライアントコンピュータ（例えば、ＰＣ又はコンソー
ル）上で幾つか又は全てのゲームアクションを再生することができる。この解決策の顕著
な欠点は、ユーザが記録されたゲームを見るために、ユーザは、ゲームをプレイできるビ
デオゲームクライアントコンピュータを所有すると共に、記録されたゲーム状態が再生さ
れたときにゲームプレイが同一となるようにそのコンピュータ上で実行されるビデオゲー
ムアプリケーションを有していなければならないことである。この他に、ビデオゲームア
プリケーションは、記録されたゲームと再生されるゲームとの間に実行の相違がないよう
に書かれねばならない。
【００３６】
　例えば、ゲームグラフィックは、一般的に、フレームごとに計算される。多くのゲーム
の場合に、ゲームロジックは、時々、シーンが特に複雑であるかどうか、又は実行速度を
下げる他の遅延があるかどうか（例えば、ＰＣにおいて、ゲームアプリケーションからＣ
ＰＵサイクルを取り去る別のプロセスが実行されるかどうか）に基づいて、次のフレーム
に対して表示されるグラフィックを計算するのに１フレームより短い又は長い時間を要す
る。このようなゲームでは、１フレーム時間より若干短く（例えば、数ＣＰＵクロックサ
イクル短く）計算された「スレッシュホールド」フレームが最終的に発生する。その同じ
シーンが、全く同じゲーム状態情報を使用して再び計算されたときには、１フレーム時間
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より数ＣＰＵクロックサイクル長くかかることが容易に起きる（例えば、内部ＣＰＵバス
が外部ＤＲＡＭバスと若干位相ずれし、そしてゲーム処理から数ミリ秒のＣＰＵ時間を取
り去る別のプロセスによる大きな遅延がなくても、数ＣＰＵサイクルの時間遅延を導入す
る場合には）。それ故、ゲームが再生されるときには、フレームは、１つのフレーム時間
ではなく、２つのフレーム時間で計算される。幾つかの挙動は、ゲームがどれほど頻繁に
新たなフレームを計算するか（例えば、いつゲームがゲームコントローラから入力をサン
プルするか）に基づいている。ゲームが表示されている間には、異なる挙動に対する時間
基準のこの相違は、ゲームのプレイに影響しないが、再生されたゲームが異なる結果を生
じさせることを招く。例えば、バスケットボールの弾道は、一定の６０ｆｐｓ速度で計算
されるが、ゲームコントローラの入力が、計算されたフレームの速度に基づいてサンプリ
ングされる場合には、計算されたフレームの速度は、ゲームが記録されたときは５３ｆｐ
ｓであるが、ゲームが再生されるときは５２ｆｐｓとなり、これは、バスケットボールが
バスケットへ入ることが阻止されるかどうかに差を生じさせ、異なる結果を招くことにな
る。従って、ゲーム状態を使用してビデオゲームを記録するには、同じゲーム状態情報を
使用した再生が全く同じ結果を生じさせるよう保証するために非常に入念なゲームソフト
ウェア設計が要求される。
【００３７】
　ビデオゲームを記録するための別の従来の解決策は、ＰＣ又はビデオゲームシステムの
ビデオ出力を（例えば、ＶＣＲ、ＤＶＤレコーダへ、又はＰＣ上のビデオ捕獲ボードへ）
単に記録することである。次いで、ビデオは、巻き戻して再生することもできるし、或い
は記録されたビデオを、典型的に、圧縮した後にインターネットへアップロードすること
もできる。この解決策の欠点は、３Ｄゲームシーケンスが再生されるときに、ユーザは、
シーケンスが記録された視点のみからシーケンスを見ることに限定されることである。換
言すれば、ユーザは、シーンの視点を変更することができない。
【００３８】
　更に、家庭用ＰＣ又はゲームコンソールで再生される記録されたゲームシーケンスの圧
縮ビデオがインターネットを通して他のユーザに利用されるときには、ビデオがリアルタ
イムで圧縮された場合でも、その圧縮されたビデオをリアルタイムでインターネットにア
ップロードすることは不可能である。その理由は、インターネットに接続された世界中の
多数の家庭が、極めて非対称的なブロードバンド接続を有する（例えば、ＤＳＬ及びケー
ブルモデムは、典型的に、アップストリーム帯域巾よりも遥かに広いダウンストリーム帯
域巾を有する）からである。圧縮された高解像度ビデオシーケンスは、多くの場合に、ネ
ットワークのアップストリーム帯域巾容量より広い帯域巾を有し、それらをリアルタイム
でアップロードするのを不可能にする。従って、ゲームシーケンスが再生された後、イン
ターネットの別のユーザがゲームを見ることができるまでに著しい遅延が生じる（おそら
く数分又は数時間）。この遅延は、ある状況（例えば、以前に生じたゲームプレーヤの成
績を見る）では許容できるが、ゲーム（例えば、チャンピオンプレーヤによりプレイされ
るバスケットボールトーナメント）を生で見る能力、又はゲームが生でプレイされるとき
の「瞬時再生」能力を排除する。
【００３９】
　別の従来の解決策は、テレビジョン制作員の管理下でのみ、視聴者が、テレビ受像機で
ビデオゲームを生で見ることができるようにする。米国及び他の国々における幾つかのチ
ャンネルは、ビデオゲーム視聴チャンネルを提供し、テレビ視聴者は、ビデオゲームチャ
ンネル上で何人かのビデオゲームユーザ（例えば、トーナメントでプレイする最高評価プ
レーヤ）を見ることができる。これは、テレビジョンチャンネル用のビデオ配信及び処理
装置へビデオゲームシステム（ＰＣ及び／又はコンソール）のビデオ出力をフィードする
ことにより達成される。これは、多数のカメラがバスケットボールコートの周囲で異なる
アングルから生映像を送る生のバスケットボールゲームをテレビチャンネルが放送すると
きとは異なる。従って、テレビチャンネルは、それらのビデオ／オーディオ処理を活用し
て、種々のビデオゲームシステムからの出力を操作するように装置に作用することができ



(18) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

る。例えば、テレビチャンネルは、異なるプレーヤの状態を示すテキストをビデオゲーム
からのビデオの上に重畳することができ（生のバスケットボールゲーム中のオーバーレイ
テキストであるかのように）、そしてテレビチャンネルは、ゲーム中に生じるアクション
について論じることのできるコメンテータからの音声をかぶせて録音することができる。
更に、ビデオゲーム出力を、ゲームの実際のプレーヤのビデオを記録するカメラと合成す
ることができる（例えば、ゲームに対する感情的応答を示す）。
【００４０】
　この解決策に伴う１つの問題は、生放送の興奮を得るために、このような生のビデオフ
ィードがテレビチャンネルのビデオ配信及び処理装置にリアルタイムで得られねばならな
いことである。しかしながら、上述したように、これは、ビデオゲームシステムが家庭か
ら実行されるとき、特に、放送の一部分が、ゲームプレーヤの実世界ビデオを捕獲するカ
メラからの生ビデオを含む場合には、しばしば不可能である。更に、トーナメント状態に
おいて、上述したように、家庭内のゲーム遊技者がゲームを変更し及びチートする問題も
ある。これらの理由で、テレビチャンネルを経てのこのようなビデオゲーム放送は、プレ
ーヤ及びビデオゲームシステムが共通の位置（例えば、テレビスタジオ又は競技場）に集
合し、そこで、テレビ制作装置が多数のビデオゲームシステム及び潜在的な生カメラから
のビデオフィードを受け容れることができるように、しばしば構成される。
【００４１】
　このような従来のビデオゲームテレビチャンネルは、ビデオゲームの世界におけるアク
ション及び実世界におけるアクションの両方に関して、例えば、ビデオゲームプレーヤが
「アスリート」として描かれるようにして、生のスポーツイベントに類似した体験である
非常に興奮させる上映をテレビの視聴者に与えることができるが、これらのビデオゲーム
システムは、プレーヤが互いに物理的に非常に接近した状態にしばしば限定される。そし
て、テレビチャンネルが放送されて以来、各放送チャンネルは、テレビチャンネルの制作
員により選択された１つのビデオストリームしか示すことができない。これらの制限や、
放送時間、制作装置及び制作員の高いコストのために、テレビチャンネルは、典型的に、
トップトーナメントでプレイする最高評価プレーヤしか示さない。
【００４２】
　更に、ビデオゲームのフルスクリーン映像を全テレビ視聴者に放送する所与のテレビチ
ャンネルは、一度に１つのビデオゲームしか示さない。これは、テレビ視聴者の選択肢を
甚だしく制限する。例えば、テレビ視聴者は、所与の時間に映されるゲームに関心がない
ことがある。別の視聴者は、所与の時間にテレビチャンネルによって特集されない特定の
プレーヤのゲームプレイを見ることにしか関心がない。他のケースでは、視聴者は、専門
プレーヤがゲームにおける特定のレベルをどのように取り扱うか見ることにしか関心がな
い。更に他の視聴者は、制作チーム等により選択されたものとは異なる、ビデオゲームを
見る視点をコントロールすることを希望する。手短に言えば、テレビ視聴者は、多数の異
なるテレビチャンネルが見られる場合でも、テレビネットワークの特定の放送によって受
け容れられないビデオゲームを見ることに無数の好みをもっている。上述した全ての理由
で、従来のビデオゲームテレビチャンネルは、テレビ視聴者にビデオゲームを示す上で著
しい制限がある。
【００４３】
　従来のビデオゲームシステム及びアプリケーションソフトウェアシステムの別の欠点は
、それらが複雑であり、且つエラー、クラッシュ及び／又は意図されない及び望ましから
ぬ挙動（集合的に「バグ」）により通常悩まされていることである。ゲーム及びアプリケ
ーションは、典型的に、発売までにデバッグ及びチューニングプロセス（しばしば「ソフ
トウェアクオリティアシュアランス」又はＳＱＡと称される）に通されるが、ほぼ常に、
ゲーム又はアプリケーションがその分野の広範囲な視聴者に発売されると、バグが突然現
れる。不都合なことに、ソフトウェア開発者は、発売後に多くのバグを識別して追跡する
ことは困難である。ソフトウェア開発者がバグに気付くことは困難である。バグについて
学習したときでも、何がバグを生じさせたか識別するために利用できる情報は、限られた
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量しかない。例えば、ユーザは、ゲーム開発者の顧客サービスラインに電話し、ゲームを
プレイするときに、スクリーンがフラッシュを開始し、次いで、濃い青色に変化し、ＰＣ
がフリーズすることを示すメッセージを残す。これは、ＳＱＡチームに、バグを追跡する
のに有用な非常に僅かな情報しか与えない。オンライン接続されたあるゲーム又はアプリ
ケーションは、時々、幾つかのケースでは、多くの情報を与えることができる。例えば、
ゲーム又はアプリケーションを「クラッシュ」について監視するために、時々「ウオッチ
ドッグ」プロセスを使用することができる。ウオッチドッグプロセスは、ゲーム又はアプ
リケーションプロセスがクラッシュしたときにその状態（例えば、スタックの状態、メモ
リ使用状態、ゲーム又はアプリケーションがどれほど進行したか、等）に関する統計情報
を収集し、次いで、その情報を、インターネットを経てＳＱＡチームへアップロードする
ことができる。しかし、複雑なゲーム又はアプリケーションでは、このような情報は、ク
ラッシュ時にユーザが何を行ったか正確に決定するために解読するのに非常に長時間を要
する。従って、どんな事象シーケンスがクラッシュを招いたか決定することが不可能であ
る。
【００４４】
　ＰＣ及びゲームコンソールに関連した更に別の問題は、消費者に相当不便をかけるサー
ビスの問題を受けることである。又、これらサービスの問題は、ＰＣ又はゲームコンソー
ルの製造者に影響を及ぼす。というのは、製造者は、壊れたＰＣ又はコンソールを安全に
運搬するために特殊なボックスを送付し、ＰＣ又はコンソールが保証期間内である場合に
は修理のコストを負う必要があるからである。又、ゲーム又はアプリケーションソフトウ
ェアの発行者は、ＰＣ及び／又はコンソールが修理の状態にあることによる販売の損失（
又はオンラインサービス使用）によっても影響を受ける。
【００４５】
　図１は、Ｓｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）３、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘ
Ｂｏｘ　３６０（登録商標）、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　ＷｉｉTM、Ｗｉｎｄｏｗベースのパー
ソナルコンピュータ、又はＡｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈのような従来のビデオゲーム
システムを示す。これらシステムは、各々、プログラムコードを実行するための中央処理
ユニット（ＣＰＵ）、典型的に、進歩型グラフィックオペレーションを遂行するためのグ
ラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）、並びに外部装置及びユーザと通信するための複数の
形態の入力／出力（Ｉ／Ｏ）を備えている。簡単化のために、これらのコンポーネントは
、単一のユニット１００として一緒に結合されて示されている。又、図１の従来のビデオ
ゲームシステムは、光学的メディアドライブ１０４（例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ）
、ビデオゲームのプログラムコード及びデータを記憶するためのハードドライブ１０３、
マルチプレーヤゲームをプレイし、ゲーム、パッチ、デモ又は他のメディアをダウンロー
ドするためのネットワーク接続１０５、ＣＰＵ／ＧＰＵ１００により現在実行されている
プログラムコードを記憶するためのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０１、ゲームプ
レイ中にユーザからの入力コマンドを受け取るためのゲームコントローラ１０６、及びデ
ィスプレイ装置１０２（例えば、ＳＤＴＶ／ＨＤＴＶ又はコンピュータモニタ）を含むよ
うに示されている。
【００４６】
　図１に示す従来のシステムは、多数の制限で悩まされている。第１に、光学的ドライブ
１０４及びハードドライブ１０３は、ＲＡＭ１０１に比して非常に低速のアクセス速度を
有する傾向がある。ＲＡＭ１０１を通して直接機能するときには、ＣＰＵ／ＧＰＵ１００
は、実際に、プログラムコード及びデータがハードドライブ１０３又は光学ドライブ１０
４から直接読み取られるときに可能であるより遥かに多くの多角形を毎秒処理することが
できる。というのは、ＲＡＭ１０１は、一般的に、帯域巾が非常に広く、ディスクメカニ
ズムの比較的長いシーク遅延で悩まされないからである。しかし、これら従来システムで
は、限定された量のＲＡＭしか設けられていない（例えば、２５６－５１２Ｍバイト）。
それ故、ビデオゲームの次のシーケンスのためのデータでＲＡＭ１０１が周期的に埋めら
れる“Ｌｏａｄｉｎｇ．．．”シーケンスがしばしば要求される。
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【００４７】
　あるシステムは、ゲームプレイと同時にプログラムコードのローディングを重畳させる
ように試みているが、これは、既知の事象シーケンスがあるときしか行うことができない
（例えば、車を運転して道路を下る場合に、車を運転しながら、路傍にある接近してくる
ビルの幾何学形状をロードすることができる）。複雑で及び／又は急速なシーンの変化に
ついては、この形式の重畳は、通常、機能しない。例えば、ユーザが戦いの最中であり、
そしてその瞬間に視野内のオブジェクトを表すデータでＲＡＭ１０１が完全に埋められる
ケースでは、ＲＡＭ１０１に現在ロードされていないオブジェクトを見るためにユーザが
視野を素早く左へ動かした場合に、アクションの不連続状態が生じる。というのは、ハー
ドドライブ１０３又は光学的メディア１０４から新たなオブジェクトをＲＡＭ１０１へロ
ードするに充分な時間がないからである。
【００４８】
　図１のシステムでは、ハードドライブ１０３及び光学的メディア１０４の記憶容量に制
限があるために別の問題が生じる。比較的大きな記憶容量（例えば、５０ギガバイト以上
）をもつディスク記憶装置を製造することはできるが、現在ビデオゲームで遭遇する幾つ
かのシーンについて充分な記憶容量をまだ与えることができない。例えば、上述したよう
に、サッカーのビデオゲームは、世界中の多数のチーム、プレーヤ及びスタジアムの中か
らユーザが選択を行えるようにする。各チーム、各プレーヤ及び各スタジアムに対して、
世界中の３Ｄ曲面を特徴付けるには非常に多数のテクスチャマップ及び環境マップが要求
される（例えば、各チームが独特のジャージを有し、その各々が独特のテクスチャマップ
を要求する）。
【００４９】
　この後者の問題に対処するために使用される１つの技術は、ユーザによってテクスチャ
及び環境マップが選択されたときにゲームがそれらを予め計算することである。これは、
映像の解凍、３Ｄマッピング、シェーディング、データ構造の編成、等を含めて、多数の
計算上強いプロセスを含むことがある。その結果、ビデオゲームがこれらの計算を遂行す
る間にユーザにとって遅延が生じ得る。この遅延を減少するための１つの方法は、原理的
に、ゲームが最初に開発されたときに、チーム、プレーヤ名簿及びスタジアムの各順列を
含めて、これら計算の全てを遂行することである。従って、ゲームの発売バージョンは、
光学的メディア１０４、又はインターネット上の１つ以上のサーバーに記憶された全ての
この前処理されたデータを、ユーザが選択を行うときにインターネットを通してハードド
ライブ１０３へダウンロードされる所与のチーム、プレーヤ名簿、スタジアム選択のため
の選択された前処理されたデータと共に含む。しかしながら、実際上の問題として、ゲー
ムプレイにおいて考えられる各順列のこのような予めロードされるデータは、多分、今日
の光学的メディア装置の容量を遥かに越えるテラバイトのデータになってしまう。更に、
所与のチーム、プレーヤ名簿、スタジアム選択のためのデータは、多分、数百メガバイト
以上のデータになってしまう。例えば、１０Ｍｂｐｓの家庭用ネットワーク接続では、ネ
ットワーク接続１０５を通してこのデータをダウンロードするのに、データをローカルで
計算する以上の時間を要することになる。
【００５０】
　従って、図１に示す従来のゲームアーキテクチャーは、複雑なゲームの主要シーン移行
間にユーザに著しい遅延を受けさせる。
【００５１】
　図１に示す従来の解決策に伴う別の問題は、年々、ビデオゲームがより進歩する傾向に
あり、より高いＣＰＵ／ＧＰＵパワーを要求することである。従って、限定された量のＲ
ＡＭを仮定しても、ビデオゲームハードウェアの要件は、これらシステムに得られる処理
パワーのピークレベルを越えてしまう。その結果、ユーザは、歩調を合わせるためにゲー
ムハードウェアを数年毎にアップグレードする必要がある（又は新たなゲームを質の低い
レベルでプレイする）。ビデオゲームが絶えず進歩する傾向の１つの結果として、家庭で
使用するためのビデオゲームプレイマシンは、典型的に、それらのコストが、通常、サポ
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ートできる最高性能ゲームの要件により決定されるので、経済的に効率が悪い。例えば、
ＸＢｏｘ　３６０は、高性能ＣＰＵ、ＧＰＵ、及び数百メガバイトのＲＡＭを必要とする
“Gears of War”のようなゲームをプレイするのに使用されるか、又はＸＢｏｘ　３６０
は、数キロバイトのＲＡＭ及び非常に低性能のＣＰＵしか要求しない１９７０年代のゲー
ムであるＰａｃ　Ｍａｎをプレイするのに使用される。実際に、ＸＢｏｘ　３６０は、Ｐ
ａｃ　Ｍａｎゲームを一度に多数同時にホストするに充分な計算パワーを有している。
【００５２】
　ビデオゲームマシンは、典型的に、一週間のほとんどの時間中オフにされている。１３
年以上経った現役ゲームに関するニールセン・エンターテーメント・スタディ２００６年
７月号によれば、平均で、現役のゲームは、毎週１４時間をコンソールビデオゲームのプ
レイに費やしており、即ち一週間の合計時間の１２％に過ぎない。これは、平均でビデオ
ゲームコンソールが８８％の時間アイドル状態であり、高価なリソースの使用効率が悪い
ことを意味する。購入価格を下げるためにビデオゲームコンソールが製造者によりしばし
ば助成されると仮定すれば（その助成金が将来のビデオゲームソフトウェアの購入からの
ロイヤリティにより還元されることを期待して）、これは、特に意義深いことである。
【００５３】
　又、ビデオゲームコンソールは、ほとんどの消費者電子装置に関連したコストを負って
いる。例えば、システムの電子装置及びメカニズムは、エンクロージャ内に収容する必要
がある。製造者は、修理保証を提供する必要がある。システムを販売する小売店は、シス
テムの販売及び／又はビデオゲームソフトウェアの販売において利ざやを収集する必要が
ある。これらのファクタは、全てビデオゲームコンソールのコストに追加され、これは、
製造者によって助成されねばならないか、消費者へ回されるか、又はその両方である。
【００５４】
　更に、ビデオゲーム産業にとって海賊版が主たる問題である。実質上全ての主要ビデオ
ゲームシステムに使用されるセキュリティメカニズムは、年々「クラック」されて、ビデ
オゲームの無断コピーが取られている。例えば、ＸＢｏｘ　３６０のセキュリティシステ
ムは、２００６年７月にクラックされ、ユーザは、今や、不正コピーをオンラインでダウ
ンロードすることができる。ダウンロード可能なゲーム（例えば、ＰＣ又はＭａｃ用のゲ
ーム）は、特に海賊行為を受け易い。海賊行為の取り締まりが弱い世界のある地域では、
スタンドアローンビデオゲームソフトウェアのための成功が見込める市場が本質的にない
。というのは、ユーザが海賊版コピーを合法的コピーと同程度に容易にそのコストのほん
の一部分で買えるからである。又、世界の多くの地域では、ゲームコンソールのコストが
収入の高い割合であり、海賊版を取り締まっても、最新のゲームシステムを買う余裕があ
る人は僅かに過ぎない。
【００５５】
　更に、中古ゲーム市場は、ビデオゲーム産業の収入を減少させる。ユーザは、ゲームに
飽きると、ゲームを店に売ることができ、店は、ゲームを他のユーザに再販売する。この
無許可であるが一般的な慣習は、ゲーム発行者の収入を著しく減少させる。同様に、数年
毎にプラットホームの移行があるときには、通常、５０％の販売量低下が生じる。これは
、ユーザが、新規バージョンプラットホームが発売されようとしていることを知ると、旧
型プラットホーム用のゲームの購入を止める（例えば、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３が発売
されようとしているときに、ユーザは、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ２のゲームの購入を止め
る）からである。新規のプラットホームに関連した販売の損失及び開発コストの増加が相
まって、ゲーム開発者の利益に非常に大きな影響が及ぶことになる。
【００５６】
　又、新規なゲームコンソールは、非常に高価である。ＸＢｏｘ　３６０、Ｎｉｎｔｅｎ
ｄｏ　Ｗｉｉ、及びＳｏｎｙ　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ３は、全て、数百ドルで小売され
る。ハイパワーのパーソナルコンピュータゲームシステムは、その価格が＄８０００まで
である。これは、特に、ハードウェアが数年後に旧式となり且つ多くのシステムが子供の
ために購入されることを考えると、ユーザにとって著しい投資を表す。
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【００５７】
　以上の問題に対する１つの解決策は、ゲームプログラムコード及びデータがサーバーに
ホストされそしてオンデマンドでクライアントマシンへデジタルブロードバンドネットワ
ークを経てストリーミングされる圧縮されたビデオ及びオーディオとして配信されるオン
ラインゲームである。フィンランドのＧ－Ｃｌｕｓｔｅｒ（現在では、日本のソフトバン
クブロードメディアの子会社）のような幾つかの会社は、これらのサービスをオンライン
で提供する。同様のゲームサービスが、ホテル内にあるようなローカルネットワークにお
いて利用でき、ＤＳＬ及びケーブルテレビジョンプロバイダーによって提供されている。
これらシステムの主たる欠点は、待ち時間(latency)、即ちオペレータの「ヘッドエンド
」に典型的に配置されたゲームサーバーへ信号が進み且つそこから進むのに要する時間の
問題である。高速アクションビデオゲーム（「ツイッチ」ビデオゲームとしても知られて
いる）は、ユーザがゲームコントローラでアクションを遂行する時間と、ディスプレイス
クリーンが更新されてユーザアクションの結果を示す時間との間に非常に短い待ち時間を
要求する。ゲームが「即座」に応答するという感覚をユーザがもつようにするため、短い
待ち時間が必要とされる。ユーザは、ゲームの形式及びユーザの熟練度レベルに基づいて
異なる待ち時間間隔で満足することができる。例えば、ゆっくりしたカジュアルなゲーム
（バックギャモンのような）又は低速アクションの役割を演じるゲームについては１００
ｍｓの待ち時間が許容できるが、高速アクションゲームでは、待ち時間が７０又は８０ｍ
ｓを越えると、ユーザは、ゲームにおいて演技が不充分となり、受け容れられない。例え
ば、高速反応時間を要求するゲームでは、待ち時間が５０から１００ｍｓへ増加するにつ
れて、精度が鋭く低下する。
【００５８】
　ゲーム又はアプリケーションサーバーが、近傍のコントロールされたネットワーク環境
にインストールされるか、又はユーザへのネットワーク経路が予想可能で及び／又は帯域
巾ピークを許容できる環境にインストールされるときには、最大待ち時間と、待ち時間の
一貫性の両方について、待ち時間をコントロールすることが遥かに容易である（例えば、
ユーザがネットワークを通してストリーミングするデジタルビデオから一定の動きを観察
するように）。このようなレベルのコントロールは、ケーブルＴＶネットワークのヘッド
エンドとケーブルＴＶ加入者の家庭との間、又はＤＳＬ中央オフィスからＤＳＬ加入者の
家庭までの間、或いはサーバー又はユーザからの商業的オフィスのローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）環境において、達成することができる。又、保証された帯域巾及び待ち
時間を有する会社間に特殊グレードのポイント対ポイントプライベート接続を得ることが
できる。しかし、一般的なインターネットに接続されたサーバーセンターにおいてゲーム
をホストし、次いで、ブロードバンド接続を経てユーザへ圧縮ビデオをストリーミングす
るゲーム又はアプリケーションシステムでは、多数のファクタから待ち時間を招き、従来
システムの展開に甚だしい制限を生じさせる。
【００５９】
　典型的なブロードバンド接続の家庭では、ユーザは、ブロードバンドサービスのために
ＤＳＬ又はケーブルモデムをもつことができる。このようなブロードバンドサービスは、
通常、ユーザの家庭と一般的なインターネットとの間に２５ｍｓ程度（時々はそれ以上の
）の往復待ち時間を被る。更に、インターネットを経てサーバーセンターへデータをルー
ティングすることからも往復遅延を被る。インターネットを通しての待ち時間は、データ
が与えられるルート及びそれがルーティングされるときに被る遅延に基づいて変化する。
ルーティング遅延に加えて、ほとんどのインターネットを相互接続する光ファイバを経て
進む光の速度のために、往復遅延も被る。例えば、１０００マイルごとに、光ファイバを
通る光の速度及び他のオーバーヘッドのために、約２２ｍｓの往復待ち時間を被る。
【００６０】
　インターネットを経てストリーミングされるデータのデータレートのために、付加的な
待ち時間が生じる。例えば、ユーザが「６Ｍｂｐｓ　ＤＳＬサービス」として販売される
ＤＳＬサービスを有する場合に、実際に、ユーザは、おそらく、せいぜい５Ｍｂｐｓ未満
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のダウンストリームスループットしか得ず、そしておそらく、デジタルサブスクライバー
ラインアクセスマルチプレクサ（ＤＳＬＡＭ）におけるピークロード時間中の混雑のよう
な種々のファクタのために、接続の質低下を周期的に見ることになる。又、ケーブルモデ
ムシステムネットワークにおける隣接部又は他のどこかを経てループされるローカル共有
同軸ケーブルに混雑が生じる場合には、「６Ｍｂｐｓケーブルモデムサービス」として販
売される接続に使用されるケーブルモデムのデータレートを遥かに低く減少する同様の問
題が発生する。４Ｍｂｐｓの一定レートでのデータパケットがサーバーセンターからこの
ような接続を経てユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）フォーマットで一方向として
ストリーミングされる場合には、全てがうまく機能すれば、データパケットが、付加的な
待ち時間を被ることなく通過するが、混雑（又は他の障害）が存在し且つユーザへデータ
をストリーミングするのに３．５Ｍｂｐｓしか利用できない場合には、典型的な状態にお
いて、パケットがドロップされてデータロスを生じるか、又はパケットを送ることができ
るまで混雑点にパケットがキューイングされて付加的な待ち時間を招くか、のいずれかで
ある。異なる混雑点は、遅延パケットを保持する異なるキューイング容量を有し、従って
、あるケースでは、混雑を通過できないパケットが直ちにドロップされる。他のケースで
は、数メガビットのデータがキューイングされ、最終的に、送出される。しかし、ほぼ全
てのケースにおいて、混雑点におけるキューは、容量限界があり、これらの限界を越える
と、キューがオーバーフローし、パケットがドロップされる。従って、付加的な待ち時間
（又は更に悪い場合は、パケットのロス）を被るのを回避するために、ゲーム又はアプリ
ケーションサーバーからユーザへのデータレート容量を越えないようにする必要がある。
【００６１】
　又、サーバーにおいてビデオを圧縮しそしてクライアント装置においてビデオを解凍す
るのに要求される時間によっても待ち時間を被る。更に、サーバー上で実行されているビ
デオゲームが、表示されるべき次のフレームを計算する間にも待ち時間を被る。現在入手
できるビデオ圧縮アルゴリズムは、高いデータレート又は長い待ち時間のいずれかで悩ま
されている。例えば、モーションＪＰＥＧは、待ち時間が短いことを特徴とするイントラ
フレーム専用ロッシー(intra frame-only lossy)圧縮アルゴリズムである。各ビデオフレ
ームは、互いのビデオフレームと独立して圧縮される。クライアント装置は、圧縮された
モーションＪＰＥＧビデオのフレームを受け取ると、そのフレームを直ちに解凍して表示
し、待ち時間を非常に短くする。しかし、各フレームは、別々に圧縮されるので、アルゴ
リズムは、連続するフレーム間の類似性を利用することができず、その結果、イントラフ
レーム専用ビデオ圧縮アルゴリズムは、非常に高いデータレートで悩まされている。例え
ば、６０ｆｐｓ（フレーム／秒）６４０ｘ４８０モーションＪＰＥＧビデオは、４０Ｍｂ
ｐｓ（メガビット／秒）以上のデータを要求する。このように低い解像度のビデオウイン
ドウに対するこのように高いデータレートは、多くのブロードバンドアプリケーションに
おいて（及び確実にほとんどの消費者インターネットベースのアプリケーションに対して
）法外に高価なものとなる。更に、各フレームは独立して圧縮されるので、ロッシー圧縮
から生じ得るフレーム内の欠陥は、おそらく、連続するフレームの異なる場所に現れる。
これは、ビデオが解凍されたときに、動く視覚上の欠陥として視聴者に見える。
【００６２】
　マイクロソフト社からのＭＰＥＧ２、Ｈ．２６４、又はＶＣ９のような他の圧縮アルゴ
リズムは、従来の構成で使用されたときに、高い圧縮比を達成できるが、長い待ち時間が
犠牲となる。このようなアルゴリズムは、インターフレーム及びイントラフレームの圧縮
を使用する。周期的に、このようなアルゴリズムは、フレームのイントラフレーム専用圧
縮を遂行する。このようなフレームは、キーフレーム（典型的に“Ｉ”フレームと称され
る）として知られている。次いで、これらのアルゴリズムは、典型的に、Ｉフレームを手
前のフレーム及び連続するフレームの両方と比較する。手前のフレーム及び連続するフレ
ームを独立して圧縮するのではなく、このアルゴリズムは、Ｉフレームから手前のフレー
ム及び連続するフレームへと映像の何が変化したか決定し、次いで、それらの変化を、Ｉ
フレームに先行する変化については“Ｂ”フレームとして、及びＩフレームに続く変化に
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ついては“Ｐ”フレームとして記憶する。これは、イントラフレーム専用圧縮よりも非常
にゆっくりしたデータレートを生じさせる。しかし、これは、典型的に、長い待ち時間を
犠牲とする。Ｉフレームは、典型的に、Ｂ又はＰフレームより非常に大きく（しばしば１
０倍以上）、その結果、所与のデータレートで送信するのに比例的に長い時間を要する。
【００６３】
　例えば、Ｉフレームが、Ｂ及びＰフレームのサイズの１０倍であり、単一のＩイントラ
フレームごとに２９個のＢフレーム＋３０個のＰフレーム＝５９個のインターフレームが
あるか、又は「フレームグループ（ＧＯＰ）」ごとに合計６０個のフレームがある状態を
考える。従って、６０ｆｐｓでは、毎秒１つの６０フレームＧＯＰがある。送信チャンネ
ルが２Ｍｂｐｓの最大データレートを有すると仮定する。チャンネルに最高クオリティの
ビデオを得るために、圧縮アルゴリズムは、２Ｍｂｐｓのデータストリームを発生し、上
述した比を仮定すれば、これは、２メガビット（Ｍｂ）／（５９＋１０）＝３０，３９４
ビット／イントラフレーム及び３０３，９３５ビット／Ｉフレームを生じさせる。圧縮さ
れたビデオストリームが解凍アルゴリズムによって受信されるときには、ビデオを着実に
プレイするために、各フレームを規則的な間隔（例えば、６０ｆｐｓ）で解凍して表示す
る必要がある。この結果を得るために、フレームが送信待ち時間を受ける場合には、全て
のフレームを少なくともその待ち時間だけ遅延する必要があり、従って、最悪のケースの
フレーム待ち時間は、各ビデオフレームに対する待ち時間を定義する。Ｉフレームは、最
も大きなものであるから、最長の送信待ち時間を導入し、Ｉフレームを解凍して表示でき
るまでにＩフレーム全体を受信しなければならない（又はインターフレームがＩフレーム
に依存する）。チャンネルデータレートが２Ｍｂｐｓであると仮定すれば、Ｉフレームを
送信するのに、３０３，９３５／２Ｍｂ＝１４５ｍｓを要することになる。
【００６４】
　送信チャンネルの帯域巾の大部分を使用する上述したインターフレームビデオ圧縮シス
テムは、フレームの平均サイズに対してＩフレームのサイズが大きいために長い待ち時間
を受けることになる。又は、換言すれば、従来のインターフレーム圧縮アルゴリズムは、
イントラフレーム専用圧縮アルゴリズムより低いフレーム当たり平均データレートを達成
するが（例えば、２Ｍｂｐｓ対４０Ｍｂｐｓ）、大きなＩフレームのために、依然、高い
フレーム当たりピークデータレートで悩まされている（例えば、３０３，９３５＊６０＝
１８．２Ｍｂｐｓ）。前記分析は、Ｐ及びＢの両フレームがＩフレームより非常に小さい
と仮定していることを銘記されたい。これは、一般的には、真であるが、高い映像複雑さ
が手前のフレーム、高モーション又はシーンの変化に相関していないフレームについては
真ではない。このような状態では、Ｐ又はＢフレームがＩフレームと同程度の大きさにな
る（Ｐ又はＢフレームがＩフレームより大きくなると、精巧な圧縮アルゴリズムが、典型
的に、Ｉフレームを「強制(force)」し、そしてＰ又はＢフレームをＩフレームに置き換
える）。従って、デジタルビデオストリームには、いつでも、Ｉフレームサイズのデータ
レートピークが生じる。従って、圧縮されたビデオでは、平均ビデオデータレートが送信
チャンネルのデータレート容量に接近するときに（ビデオに対する高いデータレート要求
を仮定すると、しばしばそうである）、Ｉフレーム或いは大きなＰ又はＢフレームからの
高いピークデータレートが長いフレーム待ち時間を生じさせる。
【００６５】
　もちろん、以上の説明は、ＧＯＰにおける大きなＢ、Ｐ又はＩフレームによって生じる
圧縮アルゴリズムの待ち時間を特徴付けるに過ぎない。Ｂフレームが使用される場合は、
待ち時間がより長くなる。その理由は、Ｂフレームを表示できるまでに、Ｂフレーム及び
Ｉフレーム後の全てのＢフレームを受信しなければならないからである。従って、各Ｉフ
レームの前に５個のＢフレームがあるＢＢＢＢＢＩＰＰＰＰＰＢＢＢＢＢＩＰＰＰＰＰの
ような画像グループ（ＧＯＰ）シーケンスにおいて、最初のＢフレームは、その後のＢフ
レーム及びＩフレームが受信されるまでビデオデコンプレッサによって表示することがで
きない。従って、ビデオが６０ｆｐｓ（即ち、１６．６７ｍｓ／フレーム）でストリーミ
ングされる場合には、最初のＢフレームを解凍できるまでに、チャンネル帯域巾がどれほ
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ど速くても、５個のＢフレーム及びＩフレームは、受信するのに１６．６７＊６＝１００
ｍｓを要し、これは、ちょうど、５個のＢフレームである。３０個のＢフレームをもつ圧
縮されたビデオシーケンスは、極めて一般的である。そして、２Ｍｂｐｓのような低いチ
ャンネル帯域巾では、Ｉフレームのサイズにより生じる待ち時間の影響が、主として、Ｂ
フレームが到着するのを待機することによる待ち時間の影響に加えられる。従って、２Ｍ
ｂｐｓチャンネルにおいて、非常に多数のＢフレームがある状態では、従来のビデオ圧縮
技術を使用して、５００ｍｓ以上の待ち時間を越えるのは極めて容易である。Ｂフレーム
が使用されない（所与のクオリティレベルに対して低い圧縮比を犠牲にして）場合には、
Ｂフレームの待ち時間を被らないが、上述したピークフレームサイズにより生じる待ち時
間は、依然、被る。
【００６６】
　この問題は、まさに多数のビデオゲームの性質により激化される。上述したＧＯＰ構造
を使用するビデオ圧縮アルゴリズムは、主として、受動的な視聴に意図された生のビデオ
又は動画資料で、使用上最適化されている。典型的に、カメラ（実際のカメラであるか、
コンピュータ発生アニメーションの場合のバーチャルカメラであるかに関わらず）、及び
シーンは、比較的安定である。というのは、単に、カメラ又はシーンがあまりに急に動く
場合に、ビデオ又は映画資料が、（ａ）典型的に見るのに不快であり、そして（ｂ）それ
を見る場合に、カメラが突然グイと動くときに、通常、視聴者がアクションを厳密に追従
できないからである（例えば、バースディケーキのキャンドルに息を吹きかける子供を撮
影するときにカメラがバンプされ、そして突然ケーキから離れて戻るようにグイと動かさ
れる場合に、視聴者は、典型的に、子供及びケーキに集中し、カメラが突然動くときの短
い中断は無視する）。ビデオのインタビュー又はビデオ遠隔会議のケースでは、カメラを
固定位置に保持して、全く動かさず、非常に僅かなデータピークしか生じさせない。しか
し、３Ｄ高アクションビデオゲームは、一定の動きにより特徴付けられる（例えば、レー
スの期間中に全フレームが迅速な動きにあるような３Ｄレースを考えるか、又はバーチャ
ルカメラが常にグイと動くようなファーストパーソンシューター(first-person shooter)
を考える）。このようなビデオゲームは、これらの突然の動きの間に何が起きたかユーザ
がはっきり見る必要があるところの大きなそして頻繁なピークを伴うフレームシーケンス
を生じさせる。従って、３Ｄ高アクションビデオゲームでは、圧縮欠陥は、ほとんど許容
できない。従って、多くのビデオゲームのビデオ出力は、それらの性質により、非常に高
く且つ頻繁なピークをもつ圧縮ビデオストリームを発生する。
【００６７】
　高速アクションビデオゲームのユーザが長い待ち時間に対してあまり寛容度がないと仮
定し、又、上述した全ての待ち時間の原因を仮定すれば、今日まで、インターネットを経
てビデオをストリーミングするサーバーホスト型ビデオゲームには制限があった。更に、
高度の双方向性を要求するアプリケーションのユーザは、そのアプリケーションが一般的
なインターネット及びストリームビデオでホストされる場合には、同様に制限で悩まされ
ている。このようなサービスは、ホスティングサーバーが、商業的な設定において、ヘッ
ドエンド（ケーブルブロードバンドの場合）、又は中央オフィス（デジタルサブスクライ
バーライン（ＤＳＬ）の場合）、或いはＬＡＮ（又は特殊グレードのプライベート接続）
内に直接設定されて、クライアント装置からサーバーへのルート及び距離が待ち時間を最
小にするように制御され、且つ待ち時間を被ることなくピークを受け容れできるようなネ
ットワークコンフィギュレーションを要求する。ＬＡＮ（典型的に１００Ｍｂｐｓから１
Ｇｂｐｓ定格）及び充分な帯域巾の賃貸ラインは、典型的に、ピーク帯域巾要求をサポー
トすることができる（例えば、１８Ｍｂｐｓのピーク帯域巾は、１００ＭｂｐｓのＬＡＮ
容量の小部分である）。
【００６８】
　又、ピーク帯域巾要求は、特殊な受け容れがなされる場合には、住居用ブロードバンド
インフラストラクチャーにより受け容れることができる。例えば、ケーブルＴＶシステム
では、デジタルビデオトラフィックに、大きなＩフレームのようなピークを取り扱うこと
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のできる専用帯域巾が与えられる。そしてＤＳＬシステムでは、高速ＤＳＬモデムを準備
して、高いピークを許すことができるか、又は高いデータレートを取り扱うことのできる
特殊グレードの接続を準備することができる。しかし、一般的なインターネットに取り付
けられる従来のケーブルモデム及びＤＳＬインフラストラクチャーは、圧縮ビデオのピー
ク帯域要件に対して遥かに低い寛容度しか有していない。従って、クライアント装置から
長距離にあるサーバーセンターにおいてビデオゲーム又はアプリケーションをホストし、
次いで、インターネットを経て従来の住居用ブロードバンド接続を通して圧縮ビデオ出力
をストリーミングするオンラインサービスは、特に、非常に短い待ち時間を要求するゲー
ム及びアプリケーション（例えば、ファーストパーソンシューター及び他のマルチユーザ
双方向アクションゲーム、又は高速応答時間を要求するアプリケーション）に関して、顕
著な待ち時間及びピーク帯域巾制限で悩まされている。
【００６９】
　本開示は、添付図面及び以下の詳細な説明から、より完全に理解されよう。しかしなが
ら、ここに開示した要旨は、本発明を例示するものに過ぎず、ここに示す特定の実施形態
に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】従来のビデオゲームシステムのアーキテクチャーを示す。
【図２ａ】一実施形態による高レベルシステムアーキテクチャーを示す。
【図２ｂ】一実施形態による高レベルシステムアーキテクチャーを示す。
【図３】クライアントとサーバーとの間の通信に対する実際のデータレート、定格データ
レート、及び要求されるデータレートを示す。
【図４ａ】一実施形態により使用されたホスティングサービス及びクライアントを示す。
【図４ｂ】クライアントとホスティングサービスとの間の通信に関連した例示的待ち時間
を示す。
【図４ｃ】一実施形態によるクライアント装置を示す。
【図４ｄ】別の実施形態によるクライアント装置を示す。
【図４ｅ】図４ｃのクライアント装置のブロック図である。
【図４ｆ】図４ｄのクライアント装置のブロック図である。
【図５】一実施形態により使用できるビデオ圧縮の一形式を例示する。
【図６ａ】別の実施形態に使用できるビデオ圧縮の一形式を例示する。
【図６ｂ】低い複雑さ、低アクションのビデオシーケンスの送信に関連したデータレート
のピークを示す。
【図６ｃ】高い複雑さ、高アクションのビデオシーケンスの送信に関連したデータレート
のピークを示す。
【図７ａ】一実施形態に使用されるビデオ圧縮技術を示す。
【図７ｂ】一実施形態に使用されるビデオ圧縮技術を示す。
【図８】一実施形態に使用される付加的なビデオ圧縮技術を示す。
【図９ａ】データレートピークを緩和するために一実施形態に使用される技術を示す。
【図９ｂ】データレートピークを緩和するために一実施形態に使用される技術を示す。
【図９ｃ】データレートピークを緩和するために一実施形態に使用される技術を示す。
【図１０ａ】映像タイルをパケット内に効率的にパックする一実施形態を示す。
【図１０ｂ】映像タイルをパケット内に効率的にパックする一実施形態を示す。
【図１１ａ】順方向エラー修正技術を使用する実施形態を示す。
【図１１ｂ】順方向エラー修正技術を使用する実施形態を示す。
【図１１ｃ】順方向エラー修正技術を使用する実施形態を示す。
【図１１ｄ】順方向エラー修正技術を使用する実施形態を示す。
【図１２】圧縮のためのマルチコア処理ユニットを示す一実施形態を示す。
【図１３ａ】実施形態による地理的ポジショニング及びホスティングサービス間の通信を
示す。
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【図１３ｂ】実施形態による地理的ポジショニング及びホスティングサービス間の通信を
示す。
【図１４】クライアントとホスティングサービスとの間の通信に関連した待ち時間を例示
する。
【図１５】ホスティングサービスのサーバーセンターアーキテクチャーを示す。
【図１６】複数の生のビデオウインドウを含むユーザインターフェイスの一実施形態のス
クリーンショットを例示する。
【図１７】特定のビデオウインドウを選択した後の図１６のユーザインターフェイスを示
す。
【図１８】特定のビデオウインドウをフルスクリーンサイズへズーミングした後の図１７
のユーザインターフェイスを示す。
【図１９】マルチプレーヤゲームのスクリーンにオーバーレイされる共同ユーザビデオデ
ータを例示する。
【図２０】ホスティングサービスにおけるゲームプレーヤのためのユーザページを例示す
る。
【図２１】３Ｄ双方向広告を例示する。
【図２２】生の演技の表面捕獲からのテクスチャ処理表面を有するホトリアルな映像を発
生するための一連のステップを例示する。
【図２３】リニアメディアコンテンツの選択を許すユーザインターフェイスページを例示
する。
【図２４】ウェブページが生である前に経過する時間長さを接続速度に対して示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
　以下の説明では、本開示を完全に理解するために、装置の形式、システムコンフィギュ
レーション、通信方法、等の特定の細部について述べる。しかしながら、当業者であれば
、ここに述べる実施形態を具現化するのに、これらの特定の細部は必要ないことが明らか
であろう。
【００７２】
　図２ａ－ｂは、ビデオゲーム及びソフトウェアアプリケーションが、契約サービスのも
とでインターネット２０６（或いは他のパブリック又はプライベートネットワーク）を経
てユーザの家屋２１１（「ユーザの家屋」とは、ユーザが所在する場所を意味し、移動装
置を使用する場合には屋外も含む）においてホスティングサービス２１０によりホストさ
れそしてクライアント装置２０５によりアクセスされるような２つの実施形態の高レベル
アーキテクチャーを示す。クライアント装置２０５は、内部又は外部ディスプレイ装置２
２２を有していてインターネットにワイヤード又はワイヤレス接続されるＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ又はＬｉｎｕｘベースのＰＣ又はＡｐｐｌｅ社のＭａｃｉｎｔｏｓ
ｈコンピュータのような汎用コンピュータでもよいし、又はビデオ及びオーディオをモニ
タ又はＴＶ受像機２２２へ出力するセットトップボックス（インターネットにワイヤード
又はワイヤレス接続される）のような専用クライアント装置でもよいし、或いはおそらく
インターネットにワイヤレス接続される移動装置でもよい。
【００７３】
　これらの装置は、いずれも、それ自身のユーザ入力装置（例えば、キーボード、ボタン
、タッチスクリーン、トラックパッド又は慣性感知棒、ビデオ捕獲カメラ及び／又は運動
追跡カメラ、等）を有してもよいし、又は有線又は無線で接続された外部入力装置２２１
（例えば、キーボード、マウス、ゲームコントローラ、慣性感知棒、ビデオ捕獲カメラ、
及び／又は運動追跡カメラ、等）を使用してもよい。以下に詳細に述べるように、ホステ
ィングサービス２１０は、高パワーのＣＰＵ／ＧＰＵ処理能力を伴うものを含めて、種々
の性能レベルのサーバーを含む。ゲームのプレイ中、又はホスティングサービス２１０に
おけるアプリケーションの使用中に、家庭又はオフィス用のクライアント装置２０５は、
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ユーザからのキーボード及び／又はコントローラ入力を受け取り、次いで、インターネッ
ト２０６を通してホスティングサービス２１０へコントローラ入力を送信し、このホステ
ィングサービス２１０は、それに応答してゲームプログラムを実行し、そしてゲーム又は
アプリケーションソフトウェアのためのビデオ出力の連続フレーム（一連のビデオ映像）
を発生する（例えば、ユーザがボタンを押して、スクリーン上のキャラクタを右へ移動す
るように指令する場合には、ゲームプログラムが、右へ移動するキャラクタを示す一連の
ビデオ映像を生成する）。この一連のビデオ映像は、次いで、短待ち時間のビデオコンプ
レッサを使用して圧縮され、次いで、ホスティングサービス２１０は、インターネット２
０６を通して短待ち時間のビデオストリームを送信する。家庭又はオフィス用クライアン
ト装置は、次いで、圧縮されたビデオストリームをデコードし、そしてモニタ又はＴＶに
おいてその解凍されたビデオ映像をレンダリングする。その結果、クライアント装置２０
５のコンピューティング及びグラフィックハードウェア要件が著しく緩和される。クライ
アント２０５は、キーボード／コントローラ入力をインターネット２０６へ転送し、そし
てインターネット２０６から受け取った圧縮されたビデオストリームをデコードし解凍す
るための処理パワーを有するだけでよく、これは、実質上、パーソナルコンピュータが、
今日、そのＣＰＵにおいてソフトウケアで実行できることである（例えば、ほぼ２ＧＨｚ
で実行されるインテル社のＣｏｒｅ　Ｄｕｏ　ＣＰＵは、Ｈ．２６４及びＷｉｎｄｏｗｓ
　Ｍｅｄｉａ　ＶＣ９のようなコンプレッサを使用してエンコードされた７２０ｐ　ＨＤ
ＴＶを解凍することができる）。そして、クライアント装置のケースでは、専用のチップ
も、このような規格に対するビデオ解凍を、リアルタイムで、遥かに低いコストにおいて
、且つ近代的なＰＣに要求されるような汎用ＣＰＵより遥かに低い消費電力で遂行するこ
とができる。特に、コントローラ入力を転送しそしてビデオを解凍する機能を遂行するた
めに、家庭用クライアント装置２０５は、特殊なグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）、
光学的ドライブ又はハードドライブ、例えば、図１に示す従来のビデオゲームシステムを
要求しない。
【００７４】
　ゲーム及びアプリケーションソフトウェアが、より複雑になり且つよりホトリアリステ
ィックになるにつれて、それらは、高性能ＣＰＵ、ＧＰＵ、より多くのＲＡＭ、及びより
大きくて高速のディスクドライブを要求し、且つホスティングサービス２１０のコンピュ
ーティングパワーは、アップグレードし続けるが、エンドユーザは、家庭又はオフィス用
のクライアントプラットホーム２０５を更新することが要求されない。というのは、その
処理要件は、所与のビデオ解凍アルゴリズムでの表示解像度及びフレームレートに対して
一定のままだからである。従って、図２ａ－ｂに示すシステムには、今日見られるハード
ウェア制限及び互換性の問題が生じない。
【００７５】
　更に、ゲーム及びアプリケーションソフトウェアは、ホスティングサービス２１０のサ
ーバーでのみ実行されるので、ゲーム又はアプリケーションソフトウェアのコピー（光学
的メディアの形態又はダウンロードされたソフトウェアとして）がユーザの家庭又はオフ
ィスに存在することはない（ここで使用する「オフィス」とは、特に指示のない限り、例
えば、学校の教室を含めて、非住居設定を含むものとする）。これは、ゲーム又はアプリ
ケーションソフトウェアが不法にコピーされる（海賊版作成される）おそれを著しく軽減
すると共に、海賊版作成されるゲーム又はアプリケーションにより貴重なデータベースが
使用されるおそれを軽減する。実際に、家庭又はオフィスでの使用に実際的でないゲーム
又はアプリケーションソフトウェアをプレイするために特殊なサーバーが要求される（例
えば、非常に高価で、大きく又はノイズを発生する装置が要求される）場合には、ゲーム
又はアプリケーションソフトウェアの海賊版コピーが得られたとしても、家庭又はオフィ
スで動作することはできない。
【００７６】
　一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、ソフトウェア開発ツールをゲーム又
はアプリケーションソフトウェア開発者（一般的に、ソフトウェア開発会社、ゲーム又は
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映画スタジオ、或いはゲーム又はアプリケーションソフトウェア発行者を指す）２２０に
与え、この開発者は、ホスティングサービス２１０において実行できるゲームを設計する
ようにビデオゲームを設計する。そのようなツールは、スタンドアローンＰＣ又はビデオ
ゲームコンソールでは通常利用できないホスティングサービスの特徴を開発者が利用でき
るようにする（例えば、複雑な幾何学形状の非常に大きなデータベースへの高速アクセス
（「幾何学形状」とは、特に指示のない限り、ここでは、多角形、テクスチャ、リギング
、照明、挙動、並びに３Ｄデータベースを定義する他のコンポーネント及びパラメータを
指すものとする））。
【００７７】
　このアーキテクチャーのもとでは、異なるビジネスモデルが考えられる。１つのモデル
のもとで、ホスティングサービス２１０は、図２ａに示すように、エンドユーザから契約
料金を収集し、そして開発者２２０にロイヤリティを支払う。図２ｂに示す別の具現化に
おいては、開発者２２０がユーザから契約料金を直接収集し、そしてゲーム又はアプリケ
ーションコンテンツをホストするためにホスティングサービス２１０に支払をする。これ
らの基礎的な原理は、オンラインゲーム又はアプリケーションホスティングを提供するた
めの特定のビジネスモデルに限定されない。
【００７８】
　圧縮ビデオ特性
　上述したように、ビデオゲームサービス又はアプリケーションソフトウェアサービスを
オンラインで提供することに伴う１つの顕著な問題は、待ち時間である。（ユーザにより
入力装置が操作される点から、ディスプレイ装置に応答が表示される点までの）７０から
８０ｍｓの待ち時間が、高速応答時間を要求するゲーム及びアプリケーションの上限であ
る。しかしながら、図２ａ及び２ｂに示すアーキテクチャーの環境では多数の実際的及び
物理的な制約があるために、これを達成することが非常に困難である。
【００７９】
　図３に示すように、ユーザがインターネットサービスに契約するときに、その接続は、
典型的に、ユーザの家庭又はオフィスへの公称最大データレート３０１によって定格付け
される。プロバイダーのポリシー及びルーティング装置の能力に基づいて、その最大デー
タレートは、若干厳格に施行できるが、典型的に、実際に得られるデータレートは、多数
の異なる理由の１つで、低いものとなる。例えば、ＤＳＬ中央オフィス又はローカルケー
ブルモデムループに非常に多くのネットワークトラフィックがあるか、又はケーブルにノ
イズが生じてパケットをドロップさせるか、或いはプロバイダーが最大ビット数／月／ユ
ーザを確立することがある。現在、ケーブル及びＤＳＬサービスに対する最大ダウンスト
リームデータレートは、典型的に、数百キロビット／秒（Ｋｂｐｓ）から３０Ｍｂｐｓの
範囲である。セルラーサービスは、典型的に、数百Ｋｂｐｓのダウンストリームデータに
制限される。しかしながら、ブロードバンドサービスの速度及びブロードバンドサービス
に契約するユーザの数は、時間と共に急激に増加する。現在、ある分析では、米国のブロ
ードバンド加入者の３３％が２Ｍｂｐｓ以上のダウンストリームデータレートを有するこ
とが推定される。例えば、ある分析では、２０１０年までに、米国のブロードバンド加入
者の８５％以上が２Ｍｂｐｓ以上のデータレートを有することが推定される。
【００８０】
　図３に示すように、実際に利用可能な最大データレート３０２は、時間と共に変動し得
る。従って、短い待ち時間のオンラインゲーム又はアプリケーションソフトウェアコンテ
クストでは、時々、特定のビデオストリームに対する実際に利用できるデータレートを予
想することが困難である。所与の数値のフレーム／秒（ｆｐｓ）における所与のレベルの
クオリティをある量のシーンの複雑さに対し所与の解像度（例えば、６４０ｘ４８０＠６
０ｆｐｓ）において維持するためにデータレート３０３が要求され、そして（図３にピー
クで示されるように）実際に利用できる最大データレート３０２より上に動きが上昇する
場合には、多数の問題が発生し得る。例えば、あるインターネットサービスは、単にパケ
ットをドロップし、ユーザのビデオスクリーンにデータロス及び映像歪／ロスを招くこと
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になる。他のサービスは、付加的なパケットを一時的にバッファし（即ち、キューイング
し）、そして利用可能なデータレートでクライアントへパケットを与えて、待ち時間の増
加、即ち多数のビデオゲーム及びアプリケーションにとって受け容れられない結果を招く
ことになる。最終的に、あるインターネットサービスプロバイダーは、データレートの増
加を、悪意のある攻撃、例えば、サービス拒否攻撃（ネットワーク接続を無能化するため
にハッカーにより使用される良く知られた技術）とみなし、そしてユーザのインターネッ
ト接続を指定期間中切断する。従って、ここに述べる実施形態は、ビデオゲームに要求さ
れるデータレートが、利用可能な最大データレートを越えないことを保証するステップを
とる。
【００８１】
　ホスティングサービスアーキテクチャー
　図４ａは、一実施形態によるホスティングサービス２１０のアーキテクチャーを示す。
ホスティングサービス２１０は、単一サーバーセンターに配置することもできるし、又は
複数のサーバーセンターにわたり分散することもできる（あるサーバーセンターへの経路
が他のサーバーセンターより短い待ち時間となる短待ち時間接続をユーザに与え、ユーザ
間に負荷バランスを与え、そして１つ以上のサーバーセンターがフェイルする場合に冗長
性を与えるために）。ホスティングサービス２１０は、最終的に、数百又は数千或いは数
百万のサーバー４０２を含み、非常に大きなユーザベースにサービスすることができる。
ホスティングサービスコントロールシステム４０１は、ホスティングサービス２１０に対
する全体的なコントロールを与え、ルーター、サーバー、ビデオ圧縮システム、ビリング
及びアカウンティングシステム、等に指令する。一実施形態では、ホスティングサービス
コントロールシステム４０１は、ユーザ情報、サーバー情報及びシステム統計情報のため
のデータベースを記憶するのに使用されるＲＡＩＤアレイに結合された分散処理Ｌｉｎｕ
ｘベースシステムにおいて具現化される。以上の説明では、ホスティングサービス２１０
により具現化される種々のアクションは、他の特定システムに起因しない限り、ホスティ
ングサービスコントロールシステム４０１により開始されコントロールされる。
【００８２】
　ホスティングサービス２１０は、インテル、ＩＢＭ、ヒューレットパッカード、等から
現在入手できるもののような多数のサーバー４０２を含む。或いは又、サーバー４０２は
、コンポーネントのカスタム構成でアッセンブルすることもできるし、又は全サーバーが
単一チップとして具現化されるように最終的に一体化することもできる。この図は、図示
明瞭化のために、少数のサーバー４０２しか示していないが、実際の展開では、１つ程度
のサーバー４０２があってもよいし、又は数百万以上のサーバー４０２があってもよい。
サーバー４０２は、全てが同様に構成されてもよいし（幾つかの構成パラメータの例とし
て、同じＣＰＵ形式及び性能で、ＧＰＵをもったりもたなかったりして、そしてＧＰＵを
もつ場合には、同じＧＰＵ形式及び性能で、又、同じ数のＣＰＵ及びＧＰＵで、又、同じ
量及び形式／速度のＲＡＭで、並びに同じＲＡＭ構成で）、又はサーバー４０２の種々の
サブセットが同じ構成を有してもよいし（例えば、サーバーの２５％をある仕方で構成す
ることができ、５０％を異なる仕方で構成することができ、そして２５％を更に別の仕方
で構成することができ）、或いは各サーバー４０２が異なるものでもよい。
【００８３】
　一実施形態では、サーバー４０２は、ディスクレスであり、即ちそれ自身のローカル大
量記憶装置（光学又は磁気記憶装置、或いは半導体ベースの記憶装置、例えば、フラッシ
ュメモリ又は同様の機能を果たす他の大量記憶手段）を有するのではなく、各サーバーは
、高速バックプレーン又はネットワーク接続を通して共有大量記憶装置にアクセスする。
一実施形態では、この高速接続は、一連の独立ディスク冗長アレイ（ＲＡＩＤ）４０５に
接続された記憶エリアネットワーク（ＳＡＮ）４０３であり、装置間の接続がギガビット
イーサネット（登録商標）を使用して具現化される。当業者に明らかなように、ＳＡＮ４
０３は、多数のＲＡＩＤアレイ４０５を一緒に合成して、最終的に広い帯域巾を生じさせ
、即ち現在のゲームコンソール及びＰＣに使用されるＲＡＭから得られる帯域巾に接近す



(31) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

るか又はそれを潜在的に越えるのに使用される。そして、磁気メディアのような回転メデ
ィアをベースとするＲＡＩＤアレイは、著しいシーク時間アクセス待ち時間をしばしば有
するが、半導体記憶装置をベースとするＲＡＩＤアレイは、相当に短いアクセス待ち時間
で具現化することができる。別の構成では、サーバー４０２の幾つか又は全部が、それら
自身の大量記憶装置の幾つか又は全部をローカルで与える。例えば、サーバー４０２は、
そのオペレーティングシステムのような頻繁にアクセスされる情報、及びビデオゲーム又
はアプリケーションのコピーを短待ち時間のローカルフラッシュベースの記憶装置に記憶
するが、幾何学形状又はゲーム状態情報の大きなデータベースに時々アクセスするには、
ＳＡＮを使用して、回転メディアをベースとするＲＡＩＤアレイ４０５に大きなシーク待
ち時間でアクセスする。
【００８４】
　更に、一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、以下に詳細に説明する短待ち
時間のビデオ圧縮ロジック４０４を使用する。このビデオ圧縮ロジック４０４は、ソフト
ウェア、ハードウェア又はその組合せで具現化することができる（その幾つかの実施形態
を以下に説明する）。ビデオ圧縮ロジック４０４は、オーディオ及びビジュアル資料を圧
縮するためのロジックを含む。
【００８５】
　動作に際し、ユーザの家屋２１１において、キーボード、マウス、ゲームコントローラ
又は他の入力装置４２１を経てビデオゲームをプレイするか又はアプリケーションを使用
する間に、クライアント４１５のコントロール信号ロジック４１３は、ユーザにより作動
されたボタン押圧（及び他の形式のユーザ入力）を表す（典型的にＵＤＰパケットの形態
の）コントロール信号４０６ａ－ｂを送信する。所与のユーザからのコントロール信号は
、適当なサーバー（又は複数のサーバーがユーザの入力装置に応答する場合には複数のサ
ーバー）４０２へルーティングされる。図４ａに示すように、コントロール信号４０６ａ
は、ＳＡＮを経てサーバー４０２へルーティングされる。それとは別に又はそれに加えて
、コントロール信号４０６ｂは、ホスティングサービスネットワーク（例えば、イーサネ
ットベースのローカルエリアネットワーク）を経てサーバー４０２へ直接ルーティングさ
れる。それらがどのように送信されるかに関わらず、サーバー（１つ又は複数）は、コン
トロール信号４０６ａ－ｂに応答してゲーム又はアプリケーションソフトウェアを実行す
る。図４ａに示されていないが、ファイアウオール（１つ又は複数）及び／又はゲートウ
ェイ（１つ又は複数）のような種々のネットワークコンポーネントは、ホスティングサー
ビス２１０の縁（例えば、ホスティングサービス２１０とインターネット４１０との間）
において、及び／又はインターネット４１０と家庭又はオフィスクライアント４１５との
間のユーザの家屋２１１の縁において到来するトラフィック及び出て行くトラフィックを
処理することができる。実行されたゲーム又はアプリケーションソフトウェアのグラフィ
ック及びオーディオ出力、即ちビデオ映像の新たなシーケンスは、短待ち時間のビデオ圧
縮ロジック４０４へ供給され、このロジックは、ここに述べるような短待ち時間のビデオ
圧縮技術に基づいてビデオ映像のシーケンスを圧縮し、そして圧縮されたビデオストリー
ムを、典型的に、圧縮された又は非圧縮のオーディオと共に、インターネット４１０を経
て（又は、以下に述べるように、一般的なインターネットをバイパスする最適な高速ネッ
トワークサービスを経て）クライアント４１５へ返送する。クライアント４１５における
短待ち時間のビデオ解凍ロジック４１２は、次いで、ビデオ及びオーディオストリームを
解凍し、その解凍されたビデオストリームをレンダリングし、そして典型的に、その解凍
されたオーディオストリームをディスプレイ装置４２２においてプレイする。或いは又、
オーディオは、ディスプレイ装置４２２とは個別のスピーカで再生してもよいし、そうで
なくてもよい。入力装置４２１及びディスプレイ装置４２２は、図２ａ及び２ｂでは独立
した装置として示されているが、ポータブルコンピュータ又は移動装置のようなクライア
ント装置内に一体化されてもよいことに注意されたい。
【００８６】
　家庭又はオフィスクライアント４１５（図２ａ及び２ｂにおいて家庭又はオフィスクラ
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イアント２０５として既に述べた）は、非常に安価で且つ低電力の装置で、計算又はグラ
フィック性能が非常に限定されていると共に、ローカルの大量記憶装置が非常に限定され
たものであるか又はそれを全く有していない。対照的に、ＳＡＮ４０３及び複数のＲＡＩ
Ｄ４０５に結合された各サーバー４０２は、非常に高い性能のコンピューティングシステ
ムであり、そして実際に、複数のサーバーが並列処理構成で協働的に使用される場合は、
保持することのできる計算及びグラフィック処理パワーの量にほぼ制限がなくなる。そし
て、ユーザにとって知覚的に短待ち時間のビデオ圧縮４０４及び短待ち時間のビデオ圧縮
４１２のために、サーバー４０２の計算パワーがユーザに与えられる。ユーザが入力装置
４２１のボタンを押すと、ディスプレイ４２２上の映像は、ゲーム又はアプリケーション
ソフトウェアがローカルで実行されるかのように、知覚的に意義のある遅延を伴わずに、
ボタンの押圧に応答して更新される。従って、短待ち時間のビデオ解凍及びコントロール
信号ロジック４１３を具現化する非常に低性能のコンピュータ又は安価なチップである家
庭又はオフィスクライアント４１５では、ローカルで利用できると思われるリモート位置
から効果的な任意の計算パワーがユーザに与えられる。これは、最も進歩したプロセッサ
集中の（典型的に新規な）ビデオゲーム及び最高性能のアプリケーションをプレイするパ
ワーをユーザに与える。
【００８７】
　図４ｃは、非常に基本的で且つ安価な家庭又はオフィスクライアント装置４６５を示す
。この装置は、図４ａ及び４ｂからの家庭又はオフィスクライアント４１５の実施形態で
ある。これは約２インチの長さである。これは、パワーオーバーイーサネット（ＰｏＥ）
でイーサネットケーブルとインターフェイスするイーサネットジャック４６２を有し、そ
こから、インターネットへの電力及び接続が得られる。ネットワークアドレストランスレ
ーション（ＮＡＴ）をサポートするネットワーク内でＮＡＴを実行することができる。オ
フィス環境では、多数の新規なイーサネットスイッチは、ＰｏＥを有し、そしてＰｏＥを
オフィスのイーサネットジャックへ直接持って行く。このような状況では、壁ジャックか
らクライアント４６５へのイーサネットケーブルが要求されるだけである。利用できるイ
ーサネット接続が（例えば、ＤＳＬ又はケーブルモデムをもつが、ＰｏＥはもたない家庭
において）電力を搬送しない場合には、非給電イーサネットケーブル及びＰｏＥ付き出力
イーサネットを受け容れる安価な壁「ブリック」（即ち電源）が利用できる。
【００８８】
　クライアント４６５は、キーボード、マウス、ゲームコントローラ及び／又はマイクロ
ホン及び／又はヘッドセットのようなブルーツース入力装置４７９とインターフェイスす
るブルーツースワイヤレスインターフェイスに結合された（図４ａの）コントロール信号
ロジック４１３を含む。又、クライアント４６５の一実施形態は、１２０ｆｐｓビデオを
サポートできるディスプレイ装置４６８に結合されるビデオを１２０ｆｐｓで出力し、そ
してシャッター付き眼鏡４６６に信号を送って（典型的に赤外線により）、各次々のフレ
ームで片方の目に、次いで、他方の目に交互にシャッター作動することができる。ユーザ
が認知する効果は、ディスプレイスクリーンを「跳び出す」ステレオ３Ｄ映像である。こ
のようなオペレーションをサポートする１つのこのようなディスプレイ装置４６８は、Ｓ
ａｍｓｕｎｇ　ＨＬ－Ｔ５０７６Ｓである。各目のビデオストリームは個別であるから、
一実施形態では、独立した２つのビデオストリームがホスティングサービス２１０により
圧縮され、フレームは、時間的にインターリーブされ、そしてフレームは、クライアント
４６５内の独立した２つの解凍プロセスとして解凍される。
【００８９】
　又、クライアント４６５は、到来するビデオ及びオーディオを解凍してＨＤＭＩ（高鮮
明度マルチメディアインターフェイス）を通して出力する短待ち時間のビデオ解凍ロジッ
ク４１２と、ＳＤＴＶ（標準鮮明度テレビジョン）又はＨＤＴＶ（高鮮明度テレビジョン
）４６８に差し込まれてＴＶにビデオ及びオーディオを与えるか又はＨＤＭＩをサポート
するモニタ４６８に差し込まれるコネクタ４６３とを含む。ユーザのモニタ４６８がＨＤ
ＭＩをサポートしない場合には、ＨＤＭＩ対ＤＶＩ（デジタルビジュアルインターフェイ
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ス）を使用することができるが、オーディオが失われる。ＨＤＭＩ規格のもとでは、ディ
スプレイの能力（例えば、サポートされる解像度、フレームレート）４６４がディスプレ
イ装置４６８から通信され、この情報は、次いで、インターネット接続４６２を通してホ
スティングサービス２１０へ返送され、従って、ディスプレイ装置に適したフォーマット
で圧縮ビデオをストリーミングすることができる。
【００９０】
　図４ｄは、より多くの外部インターフェイスを有する以外は図４ｃに示す家庭又はオフ
ィスクライアント装置４６５と同じである家庭又はオフィスクライアント装置４７５を示
す。又、クライアント４７５は、電力に対してＰｏＥを受け容れることもできるし、又は
壁に差し込まれる外部電源アダプタ（図示せず）から延びることもできる。クライアント
４７５のＵＳＢ入力を使用すると、ビデオカメラ４７７は、圧縮されたビデオをクライア
ント４７５へ供給し、これは、クライアント４７５によってホスティングサービス２１０
へアップロードされ、以下に述べるように使用される。カメラ４７７に内蔵されるのは、
以下に述べる圧縮技術を使用した短待ち時間のコンプレッサである。
【００９１】
　インターネット接続としてイーサネットコネクタを有するのに加えて、クライアント４
７５は、インターネットへの８０２．１１ｇワイヤレスインターフェイスも有する。両イ
ンターフェイスは、ＮＡＴをサポートするネットワーク内でＮＡＴを使用することができ
る。
【００９２】
　又、ビデオ及びオーディオを出力するためにＨＤＭＩコネクタを有するのに加えて、ク
ライアント４７５は、アナログ出力を含む（且つ標準アダプタケーブルでＶＧＡ出力を与
える）デュアルリンクＤＶＩ－Ｉコネクタも有する。又、これは、複合ビデオ及びＳ－ビ
デオのためのアナログ出力も有する。
【００９３】
　オーディオに対して、クライアント４７５は、左右のアナログステレオＲＣＡジャック
を、そしてデジタルオーディオ出力に対して、ＴＯＳＬＩＮＫ出力を有する。
【００９４】
　又、入力装置４７９へのブルーツースワイヤレスインターフェイスに加えて、入力装置
にインターフェイスするためのＵＳＢジャックも有する。
【００９５】
　図４ｅは、クライアント４６５の内部アーキテクチャーの一実施形態を示す。図示され
た装置の全部又は幾つかを、フィールドプログラマブルロジックアレー、カスタムＡＳＩ
Ｃ、或いはカスタム設計又は既製の多数の個別装置で具現化することができる。
【００９６】
　ＰｏＥを伴うイーサネット４９７がイーサネットインターフェイス４８１に取り付けら
れる。ＰｏＥを伴うイーサネット４９７から電力４９９が導出され、クライアント４６５
内の残りの装置に接続される。バス４８０は、装置間の通信のための共通バスである。
【００９７】
　フラッシュ４７６からの小さなクライアントコントロールアプリケーションを実行する
コントロールＣＰＵ４８３（ほとんどの場合に、ＲＡＭが埋設された１００ＭＨｚのＭＩ
ＰＳ　Ｒ４０００シリーズＣＰＵのような小型のＣＰＵで充分である）は、ネットワーク
（即ち、イーサネットインターフェイス）のためのプロトコルスタックを具現化し、又、
ホスティングサービス２１０と通信し、そしてクライアント４６５内の全ての装置を構成
する。又、これは、入力装置４６９とのインターフェイスを取り扱い、そして必要に応じ
て、「順方向エラー修正」で保護して、パケットをユーザコントローラデータと共にホス
ティングサービス２１０へ返送する。又、コントロールＣＰＵ４８３は、パケットトラフ
ィックを監視する（例えば、パケットが失われるか遅延された場合、それらの到着にタイ
ムスタンプも押す）。この情報は、ホスティングサービス２１０へ返送され、従って、ネ
ットワーク接続を常時監視し、それに応じて何を送信するか調整することができる。フラ



(34) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

ッシュメモリ４７６は、最初に、製造時に、コントロールＣＰＵ４８３のコントロールプ
ログラムがロードされると共に、特定のクライアント４６５ユニットにとって独特のシリ
アル番号もロードされる。このシリアル番号は、ホスティングサービス２１０がクライア
ント４６５ユニットを独特に識別できるようにする。
【００９８】
　ブルーツースインターフェイス４８４は、クライアント４６５の内部にあるそのアンテ
ナを通して入力装置４６９へワイヤレス通信する。
【００９９】
　ビデオデコンプレッサ４８６は、ここに述べるビデオ解凍を具現化するように構成され
た短待ち時間のビデオデコンプレッサである。非常に多数のビデオ解凍装置が、既製品と
して、又はＦＰＧＡ又はカスタムＡＳＩＣへ一体化できる知的プロパティ（ＩＰ）設計と
して、存在する。Ｈ．２６４デコーダのためのＩＰを提供する１つの会社は、ＮＳＷオー
ストラリアのオーシャンロジックオブマンリー(Ocean Logic of Manly)である。ＩＰを使
用する効果は、ここで使用する圧縮技術が圧縮規格に従わないことである。ある標準的な
デコンプレッサは、ここに述べる圧縮技術を受け容れるように構成されるに充分なほど融
通性があるが、あるものはそうではない。しかし、ＩＰでは、デコンプレッサを必要に応
じて設計し直す上で完全な融通性がある。
【０１００】
　ビデオデコンプレッサの出力は、ビデオ出力サブシステム４８７に結合され、これは、
ビデオをＨＤＭＩインターフェイス４９０のビデオ出力に結合する。
【０１０１】
　オーディオ解凍サブシステム４８８は、入手可能な標準的オーディオデコンプレッサを
使用して具現化されるか、又はＩＰとして具現化することもでき、或いはオーディオの解
凍は、例えば、Ｖｏｒｂｉｓオーディオデコンプレッサを具現化できるコントロールプロ
セッサ４８３内で具現化することもできる。
【０１０２】
　オーディオの解凍を具現化する装置は、オーディオ出力サブシステム４８９へ結合され
、これは、オーディオをＨＤＭＩインターフェイス４９０のオーディオ出力へ結合する。
【０１０３】
　図４ｆは、クライアント４７５の内部アーキテクチャーの一実施形態を示す。明らかな
ように、このアーキテクチャーは、付加的なインターフェイスと、壁に差し込む電源アダ
プタからの任意の外部ＤＣ電力を除き、クライアント４６５と同じであり、その外部ＤＣ
電力は、そのように使用される場合、イーサネットＰｏＥ４９７から到来する電力に取っ
て代わる。クライアント４６５と共通の機能は、以下に説明を繰り返さず、付加的な機能
を以下に説明する。
【０１０４】
　ＣＰＵ４８３は、付加的な装置と通信し、それを構成する。
【０１０５】
　ＷｉＦｉサブシステム４８２は、そのアンテナを通してイーサネット４９７への代替物
としてワイヤレスインターネットアクセスを与える。ＷｉＦｉサブシステムは、カリフォ
ルニア州サンタクララのアセロスコミュニケーションズ(Atheros Communications)を含め
て幅広い製造者から入手できる。
【０１０６】
　ＵＳＢサブシステム４８５は、ワイヤードＵＳＢ入力装置４７９に対してブルーツース
通信の代替物を与える。ＵＳＢサブシステムは、極めて標準的で、ＦＰＧＡ及びＡＳＩＣ
について入手容易であり、且つビデオ解凍と同様に、他の機能を遂行する既製装置にしば
しば内蔵される。
【０１０７】
　ビデオ出力サブシステム４８７は、クライアント４６５内よりも広範囲なビデオ出力を
発生する。これは、ＨＤＭＩ４９０ビデオ出力を与えるのに加えて、ＤＶＩ－Ｉ４９１、
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Ｓ－ビデオ４９２及び複合ビデオ４９３を与える。又、ＤＶＩ－Ｉ４９１インターフェイ
スがデジタルビデオに対して使用されるときには、ディスプレイ能力４６４がディスプレ
イ装置からコントロールＣＰＵ４８３へ返送され、ディスプレイ装置４７８の能力をホス
ティングサービス２１０に通知できるようにする。ビデオ出力サブシステム４８７により
与えられる全てのインターフェイスは、極めて標準的なインターフェイスであり、多数の
形態で入手容易である。
【０１０８】
　オーディオ出力サブシステム４８９は、デジタルインターフェイス４９４（Ｓ／ＰＤＩ
Ｆ及び／又はＴｏｓｌｉｎｋ）を通してオーディオをデジタルで出力すると共に、ステレ
オアナログインターフェイス４９５を通してオーディオをアナログ形態で出力する。
【０１０９】
　往復待ち時間の分析
　もちろん、以上の段落を理解するために、入力装置４２１を使用したユーザのアクショ
ンと、そのアクションの結果をディスプレイ装置４２０で見るときとの間の往復待ち時間
は、７０－８０ｍｓ以下でなければならない。この待ち時間は、ユーザの家屋２１１内の
入力装置４２１からホスティングサービス２１０へそしてユーザの家屋２１１へ戻って、
ディスプレイ装置４２２へ至る経路における全てのファクタを考慮しなければならない。
図４ｂは、信号が進行しなければならない種々のコンポーネント及びネットワークを示し
、これらコンポーネント及びネットワークの上には、実際の具現化で予想できる待ち時間
を列挙した時間線がある。図４ｂは、重要な経路ルーティングだけを示すように簡略化さ
れていることに注意されたい。システムの他の特徴のために使用されるデータの他のルー
ティングは、以下で説明する。双頭矢印（例えば、矢印４５３）は、往復待ち時間を表し
、単頭矢印（例えば、矢印４５７）は、片道待ち時間を表し、そして「～」は、近似尺度
を示す。列挙した待ち時間を達成できない実世界の状況があるが、米国内における多くの
ケースでは、ユーザの家屋２１１へのＤＳＬ及びケーブルモデム接続を使用し、次の段落
で述べる環境においてこれら待ち時間を達成できることを指摘しなければならない。又、
インターネットへのセルラーワイヤレス接続は、図示されたシステムにおいて確実に機能
するが、ほとんどの現在のＵＳセルラーデータシステム（ＥＶＤＯのような）は、非常に
長い待ち時間を被り、図４ｂに示す待ち時間を達成できないことにも注意されたい。しか
しながら、これらの基礎的な原理は、このレベルの待ち時間を具現化できる将来のセルラ
ー技術において具現化することができよう。
【０１１０】
　ユーザの家屋２１１における入力装置４２１からスタートして、ユーザが入力装置４２
１を操作すると、ユーザコントロール信号がクライアント４１５へ送信され（これは、セ
ットトップボックスのようなスタンドアローン装置でもよいし、或いはＰＣ又は移動装置
のような別の装置で実行されるソフトウェア又はハードウェアでもよい）、そして（一実
施形態ではＵＤＰフォーマットで）パケット化され、そのパケットには、ホスティングサ
ービス２１０に到着するための行先アドレスが与えられる。又、パケットは、コントロー
ル信号がどのユーザから到来するか指示する情報も含む。次いで、コントロール信号のパ
ケット（１つ又は複数）は、ファイアウオール／ルーター／ＮＡＴ（ネットワークアドレ
ストランスレーション）装置４４３を通してＷＡＮインターフェイス４４２へ転送される
。ＷＡＮインターフェイス４４２は、ユーザのＩＳＰ（インターネットサービスプロバイ
ダー）によりユーザの家屋２１１に与えられるインターフェイス装置である。ＷＡＮイン
ターフェイス４４２は、ケーブル又はＤＳＬモデム、ＷｉＭａｘトランシーバー、ファイ
バートランシーバー、セルラーデータインターフェイス、インターネットプロトコル・オ
ーバー・パワーラインインターフェイス、又はインターネットへの多数のインターフェイ
スの他のものでよい。更に、ファイアウオール／ルーター／ＮＡＴ装置４４３（及び潜在
的にＷＡＮインターフェイス４４２）は、クライアント４１５に一体化されてもよい。そ
の一例は、家庭又はオフィスクライアント４１５の機能を具現化するためのソフトウェア
と、ある規格（例えば、８０２．１１ｇ）によりインターネットへワイヤレスでルーティ
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ング及び接続する手段とを含む移動電話である。
【０１１１】
　ＷＡＮインターフェイス４４２は、次いで、コントロール信号をユーザのインターネッ
トサービスプロバイダー（ＩＳＰ）のための「存在点(point of presence)」４４１と称
されるものへルーティングし、これは、ユーザの家屋２１１に接続されたＷＡＮトランス
ポートと、一般的インターネット又はプライベートネットワークとの間のインターフェイ
スをなすファシリティである。存在点の特性は、提供されるインターネットサービスの性
質に基づいて変化する。ＤＳＬの場合、これは、典型的に、ＤＳＬＡＭが配置される電話
会社の中央オフィスとなる。ケーブルモデムの場合、これは、典型的に、ケーブルマルチ
システムオペレータ（ＭＳＯ）ヘッドエンドとなる。セルラーシステムの場合、これは、
典型的に、セルラータワーに関連したコントロールルームとなる。しかし、存在点の性質
が何であれ、これは、コントロール信号パケット（１つ又は複数）を一般的インターネッ
ト４１０へルーティングする。コントロール信号パケット（１つ又は複数）は、次いで、
最も多くはファイバトランシーバーインターフェイスであるものを通して、ホスティング
サービス２１０へのＷＡＮインターフェイス４４１へルーティングされる。ＷＡＮ４４１
は、次いで、コントロール信号パケットをルーティングロジック４０９（これは、イーサ
ネットスイッチ及びルーティングサーバーを含めて、多数の異なる仕方で具現化される）
へルーティングし、これは、ユーザのアドレスを評価し、そしてコントロール信号を所与
のユーザに対する正しいサーバー４０２へルーティングする。
【０１１２】
　サーバー４０２は、次いで、コントロール信号を、サーバー４０２で実行されるゲーム
又はアプリケーションソフトウェアに対する入力として取り上げ、そしてそのコントロー
ル信号を使用して、ゲーム又はアプリケーションの次のフレームを処理する。次のフレー
ムが発生されると、サーバー４０２からビデオコンプレッサ４０４へビデオ及びオーディ
オが出力される。ビデオ及びオーディオは、サーバー４０２から種々の手段を経てコンプ
レッサ４０４へ出力される。先ず、コンプレッサ４０４は、サーバー４０２に組み込むこ
とができ、従って、圧縮をサーバー４０２内でローカルに具現化することができる。又は
、ビデオ及び／又はオーディオは、パケット化形態で、イーサネット接続のようなネット
ワーク接続を経て、サーバー４０２とビデオコンプレッサ４０４との間のプライベートネ
ットワークであるネットワークへ、又はＳＡＮ４０３のような共有ネットワークを通して
、出力することができる。或いは、ビデオは、サーバー４０２から、ＤＶＩ又はＶＧＡコ
ネクタのようなビデオ出力コネクタを通して出力され、次いで、ビデオコンプレッサ４０
４により捕獲されてもよい。又、オーディオは、サーバー４０２からデジタルオーディオ
として（例えば、ＴＯＳＬＩＮＫ又はＳ／ＰＤＩＦコネクタを経て）出力されるか又はア
ナログオーディオとして出力されてもよく、アナログオーディオは、ビデオコンプレッサ
４０４内のオーディオ圧縮ロジックによりデジタル化されエンコードされる。
【０１１３】
　ビデオコンプレッサ４０４は、ビデオフレーム、及びサーバー４０２からのそのフレー
ム時間中に発生されたオーディオを捕獲すると、以下に述べる技術を使用してビデオ及び
オーディオを圧縮する。ビデオ及びオーディオが圧縮されると、アドレスと共にパケット
化されて、ユーザのクライアント４１５へ返送され、ＷＡＮインターフェイス４４１へル
ーティングされ、このＷＡＮインターフェイスは、ビデオ及びオーディオパケットを一般
的なインターネット４１０を経てルーティングし、このインターネットは、ビデオ及びオ
ーディオパケットをユーザのＩＳＰ存在点４４１へルーティングし、この存在点は、ビデ
オ及びオーディオパケットをユーザの家屋のＷＡＮインターフェイス４４２へルーティン
グし、このインターフェイスは、ビデオ及びオーディオパケットをファイアウオール／ル
ーター／ＮＡＴ装置４４３へルーティングし、次いで、この装置は、ビデオ及びオーディ
オパケットをクライアント４１５へルーティングする。
【０１１４】
　クライアント４１５は、ビデオ及びオーディオを解凍し、次いで、ビデオをディスプレ
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イ装置４２２（又はクライアントの内蔵ディスプレイ装置）に表示すると共に、オーディ
オをディスプレイ装置４２２又は個別の増幅器／スピーカへ或いはクライアントに内蔵さ
れた増幅器／スピーカへ送信する。
【０１１５】
　上述した全プロセスに知覚的に遅れがないことをユーザが認知するためには、往復遅延
が７０又は８０ｍｓ未満である必要がある。前記往復経路における待ち時間遅延のあるも
のは、ホスティングサービス２１０及び／又はユーザのコントロールのもとにあり、他の
ものは、そうではない。それでも、非常に多数の実世界のシナリオの分析及びテストに基
づき、おおよその測定値は次のようになる。
【０１１６】
　コントロール信号４５１を送信するための片道送信時間は、典型的に、１ｍｓ未満であ
り、ユーザの家屋４５２を通る往復ルーティングは、典型的に、イーサネット上に入手容
易な消費者グレードのファイアウオール／ルーター／ＮＡＴスイッチを使用して約１ｍｓ
で達成される。ユーザＩＳＰは、その往復遅延４５３が広く変化するが、ＤＳＬ及びケー
ブルモデムプロバイダーでは、典型的に、１０ないし２５ｍｓである。一般的なインター
ネット４１０における往復待ち時間は、トラフィックがどのようにルーティングされるか
及びルートに欠陥があるかどうか（これらの問題は以下で述べる）に基づいて大きく変化
するが、典型的に、一般的なインターネットは、非常に最適なルートを与え、そして待ち
時間は、行先までの距離が与えられると、主として光ファイバを通る光の速度によって決
定される。以下に更に述べるように、ユーザの家屋２１１から離れてホスティングサービ
ス２１０を発することが予想される最も遠いおおよその距離として１０００マイルを確立
した。１０００マイル（往復２０００マイル）では、インターネットを通る信号の実際の
通過時間は、約２２ｍｓである。ホスティングサービス２１０へのＷＡＮインターフェイ
ス４４１は、典型的に、待ち時間を無視できる商業的グレードファイバの高速インターフ
ェイスである。従って、一般的インターネットの待ち時間４５４は、典型的に、１ないし
１０ｍｓである。ホスティングサービス２１０を通る片道ルーティング４５５の待ち時間
は、１ｍｓ未満である。サーバー４０２は、典型的に、ゲーム又はアプリケーションのた
めの新たなフレームを１フレーム時間（６０ｆｐｓでは１６．７ｍｓである）未満で計算
し、従って、使用するために合理的な最大片道待ち時間は、１６ｍｓである。ここに述べ
るビデオ圧縮及びオーディオ圧縮アルゴリズムの最適なハードウェア具現化では、圧縮４
５７を１ｍｓで完了することができる。あまり最適でない形態では、圧縮に６ｍｓ程度を
要する（もちろん、もっと最適でない形態は、更に長い時間を要するが、このような具現
化は、往復の全待ち時間に影響を及ぼし、７０－８０ｍｓの待ち時間目標を維持するには
他の待ち時間を短縮する必要がある（例えば、一般的なインターネットを通る許容距離を
短縮することができる））。インターネット４５４、ユーザＩＳＰ４５３及びユーザ家屋
ルーティング４５２の往復待ち時間は、既に考慮されており、従って、残りは、ビデオ解
凍４５８の待ち時間であり、これは、ビデオ解凍４５８が専用のハードウェアで具現化さ
れるか、又は（ＰＣ又は移動装置のような）クライアント装置４１５においてソフトウェ
アで具現化されるかに基づいて、又、ディスプレイのサイズ及び解凍ＣＰＵの性能に基づ
いて、変化する。典型的に、解凍４５８は、１ないし８ｍｓを要する。
【０１１７】
　従って、実際上見られる最悪のケースの待ち時間を全部加算することにより、図４ａに
示すシステムのユーザにより経験されると予想できる最悪のケースの往復待ち時間を決定
することができる。それらは、１＋１＋２５＋２２＋１＋１６＋６＋８＝８０ｍｓである
。そして、正に、実際に（以下に述べる注意と共に）、これは、図４ａに示すシステムの
プロートタイプバージョンを使用し、既製品のＷｉｎｄｏｗｓ　ＰＣをクライアント装置
として及び米国内の家庭用ＤＳＬ及びケーブルモデム接続を使用して分かったおおよその
往復待ち時間である。もちろん、最悪のケースより良好のシナリオでは、非常に短い待ち
時間が得られるが、それは、広く使用される商業的サービスの開発に依存することができ
ない。
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【０１１８】
　一般的なインターネットを経て図４ｂに列挙する待ち時間を得るには、図４ａのビデオ
コンプレッサ４０４及びクライアント４１５のビデオデコンプレッサ４１２が、非常に特
定の特性をもつパケットストリームを発生し、ホスティングサービス２１０からディスプ
レイ装置４２２までの全経路を経て発生されるパケットシーケンスが、遅延や過剰なパケ
ットロスを受けず、且つ特に、ＷＡＮインターフェイス４４２及びファイアウオール／ル
ーター／ＮＡＴ４４３を通るユーザのインターネット接続を経てユーザに利用できる帯域
巾の制約内に一貫して入るようにする必要がある。更に、ビデオコンプレッサは、通常の
インターネット及びネットワーク送信において生じる不可避なパケットロス及びパケット
並べ替えを許容できるに充分なほど頑丈なパケットストリームを生成しなければならない
。
【０１１９】
　短待ち時間のビデオ圧縮
　前記目標を達成するために、一実施形態は、待ち時間を減少し且つビデオを送信するた
めのピーク帯域巾要件を緩和するというビデオ圧縮の新規な解決策をとる。これらの実施
形態を説明する前に、図５及び図６ａ－ｂを参照して、現在のビデオ圧縮技術の分析を行
う。もちろん、これらの技術は、これらの技術で要求されるデータレートを取り扱うに充
分な帯域巾がユーザに与えられる場合には、基礎的な原理に基づいて使用することができ
る。オーディオの圧縮は、ビデオの圧縮と同時に且つ同期して具現化されることを述べる
以外、ここでは扱わないことに注意されたい。このシステムの要件を満足する従来のオー
ディオ圧縮技術が存在する。
【０１２０】
　図５は、ビデオを圧縮するための１つの特定の従来技術であって、特定の圧縮アルゴリ
ズムを使用する圧縮ロジック５２０により各個々のビデオフレーム５０１－５０３を圧縮
して、一連の圧縮されたフレーム５１１－５１３を発生する従来技術を示している。この
技術の一実施形態は、「モーションＪＰＥＧ」であり、各フレームが、離散的コサイン変
換（ＤＣＴ）に基づき、ジョイント・ピクチャー・エクスパート・グループ（ＪＰＥＧ）
圧縮アルゴリズムに従って圧縮されるというものである。種々の異なる形式の圧縮アルゴ
リズムを使用してもよいが、これらの基礎的な原理（例えば、ＪＰＥＧ－２０００のよう
なウェーブレットベースの圧縮アルゴリズム）に依然適合させるようにする。
【０１２１】
　この形式の圧縮の１つの問題は、各フレームのデータレートを下げるが、連続フレーム
間の類似性を利用してビデオストリーム全体のデータレートを下げるものでないことであ
る。例えば、図５に示すように、映像の所与のクオリティに対し、６４０ｘ４８０ｘ２４
ビット／ピクセル＝６４０＊４８０＊２４／８／１０２４＝９００キロバイト／フレーム
（ＫＢ／フレーム）のフレームレートを仮定すれば、モーションＪＰＥＧは、１０のファ
クタでストリームを圧縮するだけであり、９０ＫＢ／フレームのデータストリームを生じ
させる。６０フレーム／秒では、これは、９０ＫＢ＊８ビット＊６０フレーム／秒＝４２
．２Ｍｂｐｓのチャンネル帯域巾を要求し、これは、今日の米国内のほぼ全ての家庭用イ
ンターネット接続に対して遥かに広い帯域巾となり、且つ多数のオフィス用インターネッ
ト接続に対しても非常に広い帯域巾となる。実際に、このような広い帯域巾で一定のデー
タストリームを要求し、且つオフィスＬＡＮ環境においても１人のユーザにしか役立たな
いとすれば、１００ＭｂｐｓのイーサネットＬＡＮ帯域巾の大きな割合を消費し、ＬＡＮ
をサポートするイーサネットスイッチに大きな負担を掛けることになる。従って、動画ビ
デオに対する圧縮は、（以下に述べるような）他の圧縮技術と比べたときに、非効率的で
ある。更に、ロッシー圧縮アルゴリズムを使用するＪＰＥＧ及びＪＰＥＧ－２０００のよ
うな単一フレーム圧縮アルゴリズムは、静止映像では気付かない圧縮欠陥（例えば、シー
ンにおける密集した葉の中の欠陥は、その密集した葉がどのように見えるべきか目にとっ
て厳密に分からないので、欠陥として見えないことがある）を生じる。しかし、シーンが
動くと、欠陥が静止映像では気付かないシーンのエリアにあるにも関わらず、欠陥がフレ
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ームごとに変化することが目で検出されるので、欠陥が目立つようになる。その結果、余
白的アナログＴＶ受信中に見える「スノー」ノイズに見掛けが類似した「バックグランド
ノイズ」がフレームのシーケンスにおいて知覚される。もちろん、この形式の圧縮は、こ
こに述べる幾つかの実施形態で依然使用できるが、一般的に述べると、シーンにおけるバ
ックグランドノイズを回避するため、所与の知覚上のクオリティに対して高いデータレー
ト（即ち、低い圧縮比）が要求される。
【０１２２】
　Ｈ．２６４、又はＷｉｎｄｏｗｓ　ＭｅｄｉａＶＣ９、ＭＰＥＧ２及びＭＰＥＧ４のよ
うな他の形式の圧縮は、全て、連続するフレーム間の類似性を利用しているので、ビデオ
ストリームの圧縮がより効率的である。これらの技術は、全て、ビデオを圧縮するための
同じ一般的技術に依存している。従って、Ｈ．２６４規格について述べるが、他の種々の
圧縮アルゴリズムにも同じ一般的原理が適用される。圧縮Ｈ．２６４のためのｘ２６４オ
ープンソースソフトウェアライブラリー、及び解凍Ｈ．２６４のためのＦＦｍｐｅｇオー
プンソースソフトウェアライブラリーを含めて、非常に多数のＨ．２６４コンプレッサ及
びデコンプレッサを利用することができる。
【０１２３】
　図６ａ及び６ｂは、従来の圧縮技術を例示するもので、一連の非圧縮のビデオフレーム
５０１－５０３、５５９－５６１が、圧縮ロジック６２０により、一連の「Ｉフレーム」
６１１、６７１、「Ｐフレーム」６１２－６１３、及び「Ｂフレーム」６７０へと圧縮さ
れる。図６ａの縦軸は、一般的に、エンコードされて得られる各フレームのサイズを表す
（が、フレームは適切なスケールで描かれていない）。上述したように、Ｉフレーム、Ｂ
フレーム及びＰフレームを使用するビデオコーディングは、当業者に良く知られている。
簡単に述べると、Ｉフレーム６１１は、完全非圧縮のフレーム５０１のＤＣＴベース圧縮
である（上述した圧縮されたＪＰＥＧ映像と同様）。Ｐフレーム６１２－６１３は、一般
的に、Ｉフレーム６１１よりサイズが著しく小さい。というのは、手前のＩフレーム又は
Ｐフレームのデータの利点を取り入れるからであり、即ち手前のＩフレーム又はＰフレー
ム間の変化を示すデータを含むからである。Ｂフレーム６７０は、Ｐフレームと同様であ
るが、Ｂフレームは、後続する基準フレームにおけるフレームと、先行する基準フレーム
における潜在的なフレームとを使用する。
【０１２４】
　以下の説明では、望ましいフレームレートが６０フレーム／秒であり、各Ｉフレームが
約１６０Ｋｂであり、平均Ｐフレーム及びＢフレームが１６Ｋｂであり、そして毎秒新た
なＩフレームが発生されると仮定する。この１組のパラメータで、平均データレートは、
１６０Ｋｂ＋１６Ｋｂ＊５９＝１．１Ｍｂｐｓとなる。このデータレートは、家庭及びオ
フィスへの多くの現在のブロードバンドインターネット接続に対する最大データレート内
に充分入る。又、この技術は、イントラフレーム専用のエンコーディングからバックグラ
ンドノイズの問題を回避する傾向がある。というのは、Ｐ及びＢフレームは、フレーム間
の差を追跡し、圧縮欠陥がフレームごとに現れたり消えたりする傾向がなく、前記バック
グランドノイズの問題を緩和するからである。
【０１２５】
　前記形式の圧縮に伴う１つの問題は、平均データレートが比較的低い（例えば、１．１
Ｍｂｐｓ）が、単一のＩフレームが送信に多数のフレーム分の時間を要することである。
例えば、従来技術を使用すると、６０フレームごとに１６０ＫｂｐｓのＩフレームの状態
で１．１Ｍｂｐｓでビデオをストリーミングするのに、典型的に、２．２Ｍｂｐｓのネッ
トワーク接続（例えば、図３ａから２．２Ｍｂｐｓピークの利用可能な最大データレート
３０２をもつＤＳＬ又はケーブルモデム）で充分である。これは、ビデオを解凍するまで
解凍キューに１秒のビデオを入れておくことにより達成される。１秒で、１．１Ｍｂのデ
ータが送信され、これは、利用可能なデータレートが周期的に５０％程度下がると仮定し
ても、２．２Ｍｂｐｓの利用可能な最大データレートによって容易に受け容れられる。不
都合なことに、この従来の解決策は、１秒のビデオバッファが受信器にあるので、ビデオ
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について１秒の待ち時間を生じさせる。このような遅延は、多数の従来の用途（例えば、
リニアビデオの再生）では充分であるが、７０－８０ｍｓを越える待ち時間を許容できな
い高速アクションのビデオゲームに対しては遥かに長い待ち時間である。
【０１２６】
　１秒のビデオバッファを排除する試みがなされたが、高速アクションビデオゲームのた
めの充分な待ち時間短縮が得られていない。一例として、上述したＢフレームの使用は、
Ｉフレームに先行する全てのＢフレーム及びＩフレームの受信を必要とする。Ｐフレーム
とＢフレームとの間で５９個の非Ｉフレームがおおよそ分割されると仮定すれば、少なく
とも２９個のＢフレームがあり、そしてＢフレームを表示できるまでにＩフレームが受信
される。従って、チャンネルの利用可能な帯域巾に関わらず、各々１／６０秒巾の２９＋
１＝３０フレームの遅延、即ち５００ｍｓの待ち時間が必要になる。明らかに、これは、
遥かに長過ぎる。
【０１２７】
　従って、別の解決策は、Ｂフレームを排除し、そしてＩ及びＰフレームだけを使用する
ことである。（その１つの結果として、所与のクオリティレベルに対してデータレートが
増加することになるが、この例における一貫性のために、各Ｉフレームが１６０Ｋｂであ
り、平均Ｐフレームが１６Ｋｂのサイズであり、従って、データレートが依然１．１Ｍｂ
ｐｓであると仮定し続ける。）この解決策は、Ｂフレームにより導入される不可避な待ち
時間を排除する。というのは、各Ｐフレームのデコーディングが、以前に受信したフレー
ムに依存するだけだからである。この解決策に伴う問題は、Ｉフレームが平均Ｐフレーム
より非常に大きいために、ほとんどの家庭及び多くのオフィスにおいて典型的である狭帯
域巾チャンネルでは、Ｉフレームの送信が実質的な待ち時間を増大することである。これ
が図６ｂに示されている。Ｉフレームに要求されるピークデータレート６２３が、利用可
能な最大データレート６２２を（及び定格最大データレート６２１も）遥かに越えるＩフ
レームを除いて、ビデオストリームのデータレート６２４は、利用可能な最大データレー
ト６２１より低い。Ｐフレームにより要求されるデータレートは、利用可能な最大データ
レート未満である。２．２Ｍｂｐｓの利用可能な最大データレートのピークがその２．２
Ｍｂｐｓのピークレートに着実に保たれるとしても、Ｉフレームを送信するのに１６０Ｋ
ｂ／２．２Ｍｂ＝７１ｍｓを要し、利用可能な最大データレート６２２が５０％（１．１
Ｍｂｐｓ）下がった場合には、Ｉフレームを送信するのに１４２ｍｓを要する。従って、
Ｉフレームを送信する際の待ち時間は、７１から１４２ｍｓのどこかに入る。この待ち時
間は、図４ｂに示された待ち時間に加算され、最悪の場合、これが７０ｍｓに加算され、
従って、これは、ユーザが入力装置４２１を操作する時点から、ディスプレイ装置４２２
に映像が現れるまで、１４１ないし２２２ｍｓの合計往復待ち時間を生じ、遥かに高いも
のとなる。そして、利用可能な最大データレートが２．２Ｍｂｐｓより下がる場合には、
待ち時間は更に増大する。
【０１２８】
　又、一般的に、ピークデータレート６２３でＩＳＰを「ジャミング」させて、利用可能
なデータレート６２２を遥かに越える厳しい結果が生じることにも注意されたい。異なる
ＩＳＰの装置は、異なる挙動をするが、利用可能なデータレート６２２より非常に高いデ
ータレートでパケットを受け取るときには、次の挙動がＤＳＬ及びケーブルモデムＩＳＰ
の間で極めて一般的となる。（ａ）パケットをキューイングすることでパケットを遅延さ
せ（待ち時間を導入し）、（ｂ）パケットの幾つか又は全部をドロップさせ、（ｃ）ある
期間接続をディスエイブルする（おそらく、ＩＳＰに関するものであるから、「サービス
拒絶」攻撃のような悪意のある攻撃である）。従って、図６ｂに示すような特性で全デー
タレートにおいてパケットストリームを送信することは、実現可能な選択肢ではない。ピ
ーク６２３は、ホスティングサービス２１０においてキューイングされ、そして利用可能
な最大データレートより低いデータレートで送信され、上述した許容できない待ち時間を
導入することがある。
【０１２９】
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　更に、図６ｂに示すビデオストリームデータレートシーケンス６２４は、非常に「従順
な」ビデオストリームデータレートシーケンスであり、そして著しく変化せず且つほとん
ど動きのないビデオシーケンスからビデオを圧縮することにより生じると予想される種類
のデータレートシーケンスである（例えば、カメラが固定位置にあってほとんど動かず、
そしてシーン内のオブジェクト、例えば、椅子に座って話している人がほとんど動きを示
さないビデオ遠隔会議において一般的であるように）。
【０１３０】
　図６ｃに示すビデオストリームデータレートシーケンス６３４は、動画又はビデオゲー
ム或いはあるアプリケーションソフトウェアにおいて発生されるような、遥かに多いアク
ションを伴うビデオから見えると予想されるものに対して典型的なシーケンスである。Ｉ
フレームピーク６３３に加えて、極めて大きく且つ多くの場合に利用可能な最大データレ
ートを越える６３５及び６３６のようなＰフレームピークもあることに注意されたい。こ
れらのＰフレームピークは、Ｉフレームピークと同程度に大きいことはあまりないが、全
データレートでチャンネルにより搬送されるには遥かに大き過ぎるもので、又、Ｉフレー
ムピークと同様に、Ｐフレームピークは、ゆっくり送信されねばならない（従って、待ち
時間が増大する）。
【０１３１】
　広帯域巾チャンネル（例えば、１００ＭｂｐｓのＬＡＮ、又は広帯域巾１００Ｍｂｐｓ
のプライベート接続））において、ネットワークは、Ｉフレームピーク６３３又はＰフレ
ームピーク６３６のような大きなピークを許容することができ、そして原理的に、短い待
ち時間を維持することができる。しかし、このようなネットワークは、多くの場合、大勢
のユーザ間に共有され（例えば、オフィス環境において）、そしてこのような「ピーク」
データは、特に、ネットワークトラフィックがプライベート共有接続へルーティングされ
た場合に（例えば、リモートデータセンターからオフィスへ）、ＬＡＮの性能に影響を及
ぼす。先ず、この例は、６０ｆｐｓにおいて６４０ｘ４８０ピクセルの比較的低解像度の
ビデオストリームであることを銘記されたい。６０ｆｐｓにおいて１９２０ｘ１０８０の
ＨＤＴＶストリームは、近代的なコンピュータ及びディスプレイによって容易に取り扱わ
れ、そして６０ｆｐｓにおいて２５６０ｘ１４４０解像度のディスプレイが益々入手可能
になってきている（例えば、アップル社の３０”ディスプレイ）。又、６０ｆｐｓにおい
て１９２０ｘ１０８０の高アクションビデオシーケンスは、適度なクオリティレベルに対
してＨ．２６４圧縮を使用して４．５Ｍｂｐｓを必要とする。公称データレートの１０倍
のＩフレームピークを仮定すれば、それは４５Ｍｂｐｓ以下のピークを生じるが、まだか
なりのＰフレームピークがある。大勢のユーザが同じ１００Ｍｂｐｓのネットワーク（例
えば、オフィスとデータセンターとの間のプライベートなネットワーク接続）を経てビデ
オストリームを受信する場合、大勢のユーザのビデオストリームからのピークがどのよう
に整列して、ネットワークの帯域巾を圧倒し、そしてネットワーク上のユーザをサポート
するスイッチのバックプレーンの帯域巾を潜在的に圧倒するか容易に見ることができる。
ギガビットのイーサネットネットワークの場合でも、充分なユーザが充分なピークを一度
に整列させる場合は、ネットワーク又はネットワークスイッチを圧倒することができる。
そして、２５６０ｘ１４４０解像度のビデオがより平凡なものになると、平均ビデオスト
リームデータレートが９．５Ｍｂｐｓとなり、おそらく、９５Ｍｂｐｓのピークデータレ
ートを生じさせる。言うまでもなく、データセンターとオフィスとの間の１００Ｍｂｐｓ
の接続（これは、今日、非常に高速な接続である）は、単一ユーザからのピークトラフィ
ックによって完全に沈没される。従って、ＬＡＮ及びプライベートネットワーク接続が、
ピークストリーミングビデオを更に許容できるとしても、高いピークを伴うストリーミン
グビデオは、望ましいものではなく、オフィスのＩＴ部門による特殊なプランニング及び
適応を要求する。
【０１３２】
　もちろん、標準的なリニアビデオアプリケーションの場合、これらの事柄は、問題では
ない。というのは、データレートが送信点において「平滑化」され、各フレームのデータ
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が利用可能な最大データレート６２２より低く、そしてクライアントのバッファが、Ｉ、
Ｐ及びＢフレームのシーケンスを、それらが解凍されるまで記憶するからである。従って
、ネットワークにわたるデータレートは、ビデオストリームの平均データレートの近くに
保たれる。不都合なことに、これは、Ｂフレームが使用されない場合でも待ち時間を導入
し、即ち高速応答時間を要求するビデオゲーム及びアプリケーションのような短待ち時間
アプリケーションについては受け容れられない。
【０１３３】
　高いピークを有するビデオストリームを軽減する１つの従来の解決策は、「コンスタン
トビットレート」（ＣＢＲ）エンコーディングとしばしば称される技術を使用することで
ある。ＣＢＲという語は、全てのフレームが同じビットレート（即ち、サイズ）を有する
ように圧縮されることを意味すると思われるが、それが通常指すのは、ある数のフレーム
（ここでは、１フレーム）にわたり最大ビットレートが許されるという圧縮パラダイムで
ある。例えば、図６ｃのケースでは、ビットレートを、定格最大データレート６２１の例
えば７０％に制限するエンコーディングにＣＢＲ制約が適用される場合に、圧縮アルゴリ
ズムは、定格最大データレート６２１の７０％以上を使用して通常圧縮されるフレームが
少ないビットで圧縮されるように、各フレームの圧縮を制限する。その結果、所与のクオ
リティレベルを維持するために通常より多くのビットを要求するフレームがビットの「欠
乏」となり、これらフレームの映像クオリティは、定格最大データレート６２１の７０％
以上のビットを要求しない他のフレームの場合より悪くなる。この解決策は、（ａ）予想
される動き又はシーンの変化があまりなく、且つ（ｂ）ユーザが周期的なクオリティ低下
を受け容れできるようなある形式の圧縮ビデオに対して、受け容れられる結果を生じさせ
ることができる。ＣＢＲに適したアプリケーションの良い例は、ビデオ遠隔会議である。
というのは、ピークが僅かしかなく、且つクオリティが短時間低下した場合に（例えば、
カメラがパンして、著しいシーンの動き及び大きなピークを生じ、そのパン中に、高クオ
リティ映像圧縮に充分なビットがなく、映像クオリティの低下を招く場合に）、ほとんど
のユーザにそれが受け容れられるからである。不都合なことに、ＣＢＲは、非常に複雑な
又は多くの動きのあるシーンを有し、及び／又は適度な一定レベルのクオリティが要求さ
れる他の多数のアプリケーションにはあまり適していない。
【０１３４】
　一実施形態に使用される短待ち時間の圧縮ロジック４０４は、高いクオリティを維持し
ながら短待ち時間の圧縮ビデオをストリーミングすることに伴うある範囲の問題に対処す
るために多数の異なる技術を使用する。第１に、短待ち時間の圧縮ロジック４０４は、Ｉ
フレーム及びＰフレームしか発生せず、各Ｂフレームをデコードするために多数のフレー
ム分の時間を待機する必要性を緩和する。更に、図７ａに示すように、一実施形態では、
短待ち時間の圧縮ロジック４０４は、各非圧縮フレーム７０１－７６０を一連の「タイル
」へと細分化し、そして各タイルをＩフレーム又はＰフレームのいずれかとして個々にエ
ンコードする。圧縮されたＩフレーム及びＰフレームのグループは、ここでは、「Ｒフレ
ーム」７１１－７７０と称される。図７ａに示す特定例では、各非圧縮フレームが、１６
タイルの４ｘ４マトリクスへと細分化される。しかしながら、これらの基礎的な原理は、
特定の細分化スキムに限定されない。
【０１３５】
　一実施形態では、短待ち時間の圧縮ロジック４０４は、ビデオフレームを多数のタイル
に分割し、そして各フレームからの１つのタイルをＩフレームとしてエンコード（即ち、
圧縮）し（即ち、タイルは、フル映像サイズの１／１６の個別ビデオフレームであるかの
ように圧縮され、この「ミニ」フレームに使用される圧縮は、Ｉフレーム圧縮である）、
そして残りのタイルをＰフレームとしてエンコード（即ち、圧縮）する（即ち、１／１６
の各「ミニ」フレームに使用される圧縮は、Ｐフレーム圧縮である）。Ｉフレーム及びＰ
フレームとして圧縮されるタイルは、各々、「Ｉタイル」及び「Ｐタイル」と称される。
各連続するビデオフレームでは、Ｉタイルとしてエンコードされるべきタイルが変化され
る。従って、所与のフレーム時間では、ビデオフレーム内のタイルのうちの１つのタイル
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だけがＩタイルであり、そして残りのタイルがＰタイルである。例えば、図７ａでは、非
圧縮フレーム７０１のタイル０がＩタイルＩ0としてエンコードされ、そして残りの１－
１５タイルがＰタイルＰ1－Ｐ15としてエンコードされ、Ｒフレーム７１１を形成する。
次の非圧縮ビデオフレーム７０２では、非圧縮フレーム７０１のタイル１がＩタイルＩ1

としてエンコードされ、そして残りのタイル０及び２から１５がＰタイルＰ0及びＰ2から
Ｐ15としてエンコードされ、Ｒフレーム７１２を形成する。従って、タイルとしてＩタイ
ル及びＰタイルは、連続するフレームにわたり時間的に次々にインターリーブされる。こ
のプロセスは、マトリクス内の最後のタイルがＩタイル（即ち、Ｉ15）としてエンコード
されてＲタイル７７０が発生されるまで続く。次いで、このプロセスが再開されて、フレ
ーム７１１のような別のＲフレームを発生する（即ち、タイル０に対してＩタイルをエン
コードし、等々）。図７ａには示されていないが、一実施形態では、Ｒフレームのビデオ
シーケンスのうちの第１のＲフレームがＩタイルしか含まない（即ち、その後のＰフレー
ムが、動きを計算するための基準映像データを有するように）。或いは又、一実施形態で
は、スタートアップシーケンスが、通常と同じＩタイルパターンを使用するが、Ｉタイル
でまだエンコードされていないタイルに対してＰタイルを含まない。換言すれば、あるタ
イルは、第１のＩタイルが到着するまでデータでエンコードされず、従って、以下に詳細
に述べる図９ａのビデオストリームデータレート９３４におけるスタートアップピークを
回避する。更に、以下に述べるように、これらの基礎的な原理に依然適合しつつ、タイル
に対して種々の異なるサイズ及び形状を使用することができる。
【０１３６】
　クライアント４１５で実行されるビデオ解凍ロジック４１２は、各タイルを、小さなＩ
及びＰフレームの個別のビデオシーケンスであるかのように解凍し、次いで、各タイルを
フレームバッファドライブディスプレイ装置４２２へレンダリングする。例えば、Ｒフレ
ーム７１１ないし７７０からのＩ0及びＰ0を使用して、ビデオ映像のタイル０を解凍し、
レンダリングする。同様に、Ｒフレーム７１１ないし７７０からのＩ1及びＰ1を使用して
、タイル１を再構成し、等々となる。上述したように、Ｉフレーム及びＰフレームの解凍
は、良く知られた技術であり、Ｉタイル及びＰタイルの解凍は、クライアント４１５で実
行されるビデオ解凍の複数のインスタンスを得ることにより遂行することができる。乗算
プロセスは、クライアント４１５の計算負担を増大すると思われるが、実際には、そうで
はない。というのは、タイルそれ自体は、付加的なプロセスの数に対し比例的に小さく、
従って、表示されるピクセルの数は、１つのプロセスがあって従来のフルサイズのＩ及び
Ｐフレームを使用する場合と同じだからである。
【０１３７】
　このＲフレーム技術は、図６ｂ及び６ｃに示したＩフレームに典型的に関連した帯域巾
ピークを著しく軽減する。というのは、所与のフレームが、大抵は、Ｉフレームより典型
的に小さなＰフレームで作られるからである。例えば、典型的なＩフレームが１６０Ｋｂ
であると再び仮定すれば、図７ａに示す各フレームのＩタイルは、この量のほぼ１／１６
即ち１０Ｋｂとなる。同様に、典型的なＰフレームが１６Ｋｂであると仮定すれば、図７
ａに示す各タイルのＰフレームは、ほぼ１Ｋｂとなる。最終の結果として、ほぼ１０Ｋｂ
＋１５＊１Ｋｂ＝２５ＫｂのＲフレームとなる。従って、各６０フレームシーケンスは、
２５Ｋｂ＊６０＝１．５Ｍｂｐｓとなる。従って、６０フレーム／秒では、これは、１．
５Ｍｂｐｓの帯域巾を維持することのできるチャンネルを要求するが、Ｉタイルのために
相当に低いピークが６０フレームインターバル全体にわたって分布される。
【０１３８】
　Ｉフレーム及びＰフレームに対して同じデータレートを仮定した先の例では、平均デー
タレートが１．１Ｍｂｐｓであったことに注意されたい。これは、先の例では、新たなＩ
フレームが６０フレームの時間ごとに一度しか導入されず、一方、この例では、１６フレ
ームの時間、ひいては、Ｉフレームに等しい時間でＩフレームサイクルを作り上げる１６
個のタイルが１６フレームの時間ごとに導入され、著しく高い平均データレートとなるか
らである。実際に、より頻繁にＩフレームを導入しても、データレートを直線的に高める
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ことはない。これは、Ｐフレーム（又はＰタイル）が主として手前のフレームから次のフ
レームへの相違をエンコードするという事実のためである。従って、手前のフレームが次
のフレームにかなり類似している場合には、Ｐフレームが非常に小さくなり、一方、手前
のフレームが次のフレームとかなり相違がある場合には、Ｐフレームが非常に大きくなる
。しかし、Ｐフレームは、主として、実際のフレームではなく、手前のフレームから導出
されるので、それにより生じるエンコードされたフレームは、充分なビット数でＩフレー
ムより大きなエラー（例えば、視覚欠陥）を含むことができる。そして、１つのＰフレー
ムに別のＰフレームが続くときには、エラーの蓄積が生じ、長いシーケンスのＰフレーム
があるときには悪化する。ここで、精巧なビデオコンプレッサは、一連のＰフレームの後
に映像のクオリティが低下することを検出し、必要に応じて、より多くのビットをその後
続Ｐフレームに割り当てて、クオリティを上げるか、又はそれが最も効率的なアクション
のコースである場合には、ＰフレームをＩフレームに置き換える。従って、長いシーケン
スのＰフレーム（例えば、上述した例のように５９個のＰフレーム）が使用されるとき、
特に、シーンが多大な複雑さ及び／又は動きを有するときには、典型的に、Ｐフレームが
Ｉフレームから更に離れるにつれて、より多くのビットがＰフレームに必要とされる。
【０１３９】
　或いは、Ｐフレームを逆の視点から見ると、Ｉフレームに接近して続くＰフレームは、
Ｉフレームから更に離れたＰフレームよりビットを必要としない傾向がある。従って、図
７ａに示す例では、先行するＩフレームから１５フレーム以上離れたＰフレームはなく、
一方、先の例では、Ｐフレームは、Ｉフレームから５９フレーム離れることができる。従
って、より頻繁にＩフレームがあると、Ｐフレームは、より小さくなる。もちろん、厳密
な相対的サイズは、ビデオストリームの性質に基づいて変化するが、図７ａの例では、Ｉ
タイルが１０Ｋｂである場合、Ｐタイルは、平均で、０．７５Ｋｂのみのサイズとなり、
１０Ｋｂ＋１５＊０．７５Ｋｂ＝２１．２５Ｋｂとなるか、又は６０フレーム／秒では、
データレートは、２１．２５Ｋｂ＊６０＝１．３Ｍｂｐｓとなり、又はＩフレームの後に
５９個のＰフレームが続く１．１Ｍｂｐｓのストリームより約１６％高いデータレートと
なる。この場合も、ビデオ圧縮に対するこれら２つの解決策間の相対的な結果は、ビデオ
シーケンスに基づいて変化するが、典型的に、Ｒフレームを使用すると、Ｉ／Ｐフレーム
シーケンスを使用する場合より、所与のクオリティレベルに対して約２０％多くのビット
を要求することが実験で分かった。しかし、当然、Ｒフレームは、ピークを劇的に減少さ
せ、Ｉ／Ｐフレームシーケンスより遥かに短い待ち時間でビデオシーケンスを使用可能に
する。
【０１４０】
　Ｒフレームは、ビデオシーケンスの性質、チャンネルの信頼性、及び利用できるデータ
レートに基づいて、種々の異なる仕方で構成することができる。別の実施形態では、４ｘ
４構成の１６とは異なる数のタイルが使用される。例えば、２枚のタイルを２ｘ１又は１
ｘ２構成で使用することができ、４枚のタイルを２ｘ２、４ｘ１又は１ｘ４構成で使用す
ることができ、６枚のタイルを３ｘ２、２ｘ３、６ｘ１又は１ｘ６構成で使用することが
でき、或いは８枚のタイルを４ｘ２（図７ｂに示すような）、２ｘ４、８ｘ１又は１ｘ８
構成で使用することができる。タイルは、方形である必要がなく、又、ビデオフレームも
、方形又は長方形である必要がないことに注意されたい。タイルは、使用するビデオフレ
ーム及びアプリケーションに最も適した形状に分割することができる。
【０１４１】
　別の実施形態では、Ｉ及びＰタイルのサイクルがタイルの数に固定されない。例えば、
８タイルの４ｘ２構成では、図７ｂに示すように１６サイクルシーケンスを依然使用する
ことができる。順次の非圧縮フレーム７２１、７２２、７２３は、各々、８枚のタイル、
０－７に分割され、各タイルが個々に圧縮される。Ｒフレーム７３１から、タイル０だけ
がＩタイルとして圧縮され、残りのタイルは、Ｐタイルとして圧縮される。その後のＲフ
レーム７３２については、８枚のタイル全部がＰタイルとして圧縮され、次いで、その後
のＲフレーム７３３については、タイル１がＩタイルとして圧縮され、そして他のタイル
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全部がＰタイルとして圧縮される。従って、１６個のフレームについてシーケンスが続き
、Ｉタイルは、１つおきのフレームのみに発生され、最後のＩタイルは、１５番目のフレ
ーム時間中にタイル７について発生され（図７ｂには示さず）、そして第１６番目のフレ
ーム時間中に、全Ｐタイルを使用してＲフレーム７８０が圧縮される。次いで、タイル０
がＩタイルとして圧縮されそして他のタイルがＰタイルとして圧縮されるようにしてシー
ケンスが再開される。先の実施形態と同様に、全ビデオシーケンスの各第１フレームは、
典型的に、全てＩタイルであり、その点から前方へのＰタイルの基準を与える。Ｉタイル
及びＰタイルのサイクルは、タイルの数の偶数倍である必要がない。例えば、８枚のタイ
ルでは、Ｉタイルをもつ各フレームの後に、全てＰタイルをもつ２つのフレームが続き、
その後に、別のＩタイルが使用される。更に別の実施形態では、あるタイルは、例えば、
スクリーンのあるエリアがより多くの動きを有し頻繁なＩタイルを要求すると分かってい
るが、他のエリアはより静的であって（例えば、ゲームのスコアを示す）頻繁なＩタイル
をほとんど要求しない場合に、Ｉタイルが他のタイルより頻繁にある状態でシーケンスさ
れる。更に、各フレームは、図７ａ－ｂにおいて単一のＩタイルと共に示されているが、
（送信チャンネルの帯域巾に基づいて）単一のフレーム内で複数のＩタイルをエンコード
することもできる。逆に、あるフレーム又はフレームシーケンスを、Ｉタイルなしで（即
ち、Ｐタイルのみで）送信することもできる。
【０１４２】
　先の段落で述べた解決策が良く機能する理由は、各単一フレームにわたってＩタイルを
分布させないことで、大きなピークを生じると思われるが、システムの挙動は、そのよう
に単純ではないことである。各タイルは、他のタイルとは個別に圧縮されるので、タイル
が小さくなるほど、各タイルのエンコーディングは、効率的でなくなる。というのは、所
与のタイルのコンプレッサが、他のタイルからの類似映像特徴及び類似の動きを利用でき
ないためである。従って、スクリーンを１６枚のタイルに分割すると、一般的に、スクリ
ーンを８枚のタイルに分割する場合よりエンコーディングの効率が低下する。しかし、ス
クリーンが８枚のタイルに分割され、そして全Ｉフレームのデータを、１６フレームごと
ではなく８フレームごとに導入させる場合には、全体的に非常に高いデータレートとなる
。従って、８フレームごとではなく１６フレームごとに全Ｉフレームを導入することによ
り、全体的なデータレートが減少される。又、１６枚の小さなタイルではなく８枚の大き
なタイルを使用することにより、全データレートが減少され、大きなタイルにより生じる
データピークをある程度軽減させる。
【０１４３】
　別の実施形態では、図７ａ及び７ｂの短待ち時間のビデオ圧縮ロジック４０４は、Ｒフ
レームにおける種々のタイルへのビットの割り当てを、圧縮されるべきビデオシーケンス
の既知の特性に基づく設定で予め構成することにより、或いは各タイルにおける映像クオ
リティの進行中の分析に基づいて自動的に、コントロールする。例えば、ある競争ビデオ
ゲームでは、（シーンにおいて比較的動きの少ない）プレーヤの車の前部が、シーンの下
半分の大部分を占有し、一方、シーンの上半分が、ほぼ常に動いている接近する道路、ビ
ル及び風景で完全に埋められる。圧縮ロジック４０４が各タイルに等しい数のビットを割
り当てる場合には、図７ｂの非圧縮フレーム７２１のスクリーンの下半分のタイル（タイ
ル４－７）が、一般的に、図７ｂの非圧縮フレーム７２１のスクリーンの上半分のタイル
（タイル０－３）より高いクオリティで圧縮される。この特定のゲーム又はゲームのこの
特定のシーンがこのような特性を有すると分かっている場合には、ホスティングサービス
２１０のオペレータは、スクリーンの下部のタイルよりスクリーンの上部のタイルにより
多くのビットを割り当てるように圧縮ロジック４０４を構成することができる。或いは、
圧縮ロジック４０４は、フレームが圧縮された後に（ピーク信号対雑音比（ＰＳＮＲ）の
ような多数の圧縮クオリティメトリックの１つ以上を使用して）タイルの圧縮のクオリテ
ィを評価することができ、そしてある時間ウインドウにわたり、あるタイルが高いクオリ
ティの結果を一貫して生じると決定する場合に、種々のタイルが同様のクオリティレベル
に達するまで、低いクオリティの結果を生じるタイルにより多くのビットを徐々に割り当
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てる。別の実施形態では、圧縮ロジック４０４は、特定のタイル又はタイルのグループに
高いクオリティを得るようにビットを割り当てる。例えば、スクリーンの縁より中心部の
クオリティを高くするように全体的に良好な知覚上の見掛けを与えることができる。
【０１４４】
　一実施形態では、ビデオストリームのある領域の解像度を改善するために、ビデオ圧縮
ロジック４０４は、シーンの複雑さ及び／又は動きが比較的大きいビデオスクリーンのエ
リアを、シーンの複雑さ及び／又は動きが比較的小さいビデオスクリーンのエリアより小
さいタイルを使用してエンコードする。例えば、図８に示すように、１つのＲフレーム８
１１の１つのエリア内の動くキャラクタ８０５の周りに小さなタイルが使用される（潜在
的に、その後に、同じタイルサイズをもつ一連のＲフレーム（図示せず）が続く）。次い
で、キャラクタ８０５が映像の新たなエリアへ移動すると、図示されたように、別のＲフ
レーム８１２内のこの新たなエリアの周りに小さなタイルが使用される。上述したように
、これらの基礎的な原理に依然合致しながら、種々の異なるサイズ及び形状を「タイル」
として使用することができる。
【０１４５】
　上述した循環するＩ／Ｐタイルは、ビデオストリームのデータレートのピークを実質的
に減少するが、特に、動画、ビデオゲーム及びあるアプリケーションソフトウェアで発生
する急速に変化する又は非常に複雑なビデオ映像の場合には、ピークを完全に排除するこ
とができない。例えば、突然のシーンの移行中に、複雑なフレームの後に、完全に異なる
別の複雑なフレームが続くことがある。多数のＩタイルが若干のフレームの時間だけシー
ンの移行に先行することがあっても、それらは、この状態において助けとならない。とい
うのは、新たなフレーム資料が手前のＩタイルと関係がないからである。このような状態
（及び何もかもが変化しなくても、多くの映像が変化する他の状態）では、ビデオコンプ
レッサ４０４は、Ｐタイルの全部でなくてもその多くがＩタイルとしてより効率的にコー
ド化され、その結果、そのフレームに対するデータレートに非常に大きなピークが生じる
と決定する。
【０１４６】
　上述したように、ほとんどの消費者グレードのインターネット接続（及び多くのオフィ
ス接続）では、図６ｃに６２２として示す利用可能な最大データレートを越えるデータを
定格最大データレート６２１と共に「ジャム(jam)」することが単純に実行できないケー
スがある。定格最大データレート６２１（例えば、“６Ｍｂｐｓ　ＤＳＬ”）は、インタ
ーネット接続の購入を考えるユーザにとって本質的にマーケッティングナンバーであるが
、一般的に、性能のレベルを保証するものではない。本発明の説明上、これは、無関係で
ある。というのは、ビデオが接続を通してストリーミングされるときには、利用可能な最
大データレート６２２だけが問題だからである。その結果、図９ａ及び９ｃにおいて、ピ
ークの問題に対する解決策を説明するときに、定格最大データレートがグラフから削除さ
れ、利用可能な最大データレート９２２だけが示される。ビデオストリームデータレート
は、利用可能な最大データレート９２２を越えてはならない。
【０１４７】
　これに対処するために、ビデオコンプレッサ４０４が第１に実行すべきことは、チャン
ネルが着実に取り扱うことのできるデータレートであるピークデータレート９４１を決定
することである。このレートは、多数の技術によって決定することができる。１つのこの
ような技術は、図４ａ及び４ｂにおいて、ホスティングサービス２１０からクライアント
４１５へ次第に高いデータレートテストストリームを徐々に送信し、そしてクライアント
がパケットロス及び待ち時間のレベルに関してホスティングサービスへフィードバックを
与えるようにさせるものである。パケットロス及び／又は待ち時間が鋭い増加を示し始め
るときには、それは、利用可能な最大データレート９２２に到達しつつあるという指示で
ある。その後、ホスティングサービス２１０は、適度な期間中受け容れられるパケットロ
スレベルでテストストリームが受信され且つ待ち時間がほぼ最小であることをクライアン
ト４１５が報告するまで、テストストリームのデータレートを徐々に減少することができ
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る。これは、ピーク最大データレート９４１を確立し、これは、次いで、ストリーミング
ビデオのためのピークデータレートとして使用される。時間と共に、ピークデータレート
９４１が変動し（例えば、家の別のユーザがインターネット接続を激しく使用し始める場
合に）、そしてクライアント４１５は、それを常時監視して、パケットロス又は待ち時間
が増大するかどうか調べる必要があり、利用可能な最大データレート９２２が以前に確立
されたピークデータレート９４１より降下することを指示し、そしてもしそうであれば、
ピークデータレート９４１を指示する。同様に、時間と共に、クライアント４１５は、パ
ケットロス及び待ち時間が最適なレベルに保たれることを見つけた場合には、ビデオコン
プレッサがデータレートをゆっくり増加して利用可能な最大データレートが増加したかど
うか調べることを要求でき（例えば、家の別のユーザがインターネット接続の激しい使用
を止めた場合に）、そして利用可能な最大データレート９２２を越えたことをパケットロ
ス及び／又は長い待ち時間が指示し、ピークデータレート９４１に対して低いレベルを再
び見つけることができるが、それがおそらく増加データレートのテストの前のレベルより
高いものとなるまで、再び待機する。従って、この技術（及びそれに類似した他の技術）
を使用することにより、ピークデータレート９４１を見つけて、必要に応じて、周期的に
調整することができる。ピークデータレート９４１は、ユーザへビデオをストリーミング
するためにビデオコンプレッサにより使用できる最大データレートを確立する。ピークデ
ータレートを決定するためのロジックは、ユーザの家屋２１１及び／又はホスティングサ
ービス２１０において具現化することができる。ユーザの家屋２１１において、クライア
ント装置４１５は、計算を行ってピークデータレートを決定し、そしてその情報をホステ
ィングサービス２１０へ返送し、ホスティングサービス２１０において、ホスティングサ
ービスのサーバー４０２は、クライアント４１５から受け取った統計情報（例えば、パケ
ットロス、待ち時間、最大データレート、等）に基づいて、計算を行ってピークデータレ
ートを決定する。
【０１４８】
　図９ａは、図７ａ、７ｂ及び図８に示されて上述した循環Ｉ／Ｐタイル圧縮技術を使用
して発生された実質的なシーンの複雑さ及び／又は動きを有するビデオストリームデータ
レート９３４を例示する。ビデオコンプレッサ４０４は、ピークデータレート９４１より
低い平均データレートで圧縮ビデオを出力するように構成され、ほとんどの時間、ビデオ
ストリームデータレートは、ピークデータレート９４１より低く保たれることに注意され
たい。Ｉ／Ｐ／Ｂ又はＩ／Ｐフレームを使用して生成された図６ｃに示すビデオストリー
ムデータレート６３４とデータレート９３４との比較は、循環Ｉ／Ｐタイル圧縮が非常に
滑らかなデータレートを発生することを示している。更に、フレーム２ｘピーク９５２（
これは２ｘピークデータレート９４２に接近する）及びフレーム４ｘピーク９５４（これ
は４ｘピークデータレート９４４に接近する）において、データレートは、ピークデータ
レート９４１を越え、受け容れられない。実際に、迅速に変化するビデオゲームからの高
アクションビデオでも、ピークデータレート９４１を越えるピークがフレームの２％未満
で発生し、２ｘピークデータレート９４２を越えるピークがまれに発生し、そして３ｘピ
ークデータレート９４３を越えるピークはほとんど発生しない。しかし、それらが（例え
ば、シーンの移行中に）発生するときには、それらによって要求されるデータレートは、
良好なクオリティのビデオ映像を発生するのに必要なものである。
【０１４９】
　この問題を解決する１つの方法は、最大データレート出力がピークデータレート９４１
となるようにビデオコンプレッサ４０４を単に構成することである。不都合なことに、そ
れによりピークフレーム中に生じるビデオ出力のクオリティは、圧縮アルゴリズムがビッ
トについて「欠乏」しているので、不充分である。その結果、突然の移行又は高速な動き
があるときに圧縮欠陥が現れ、やがて、ユーザは、突然の変化又は急速な動きがあるとき
に常に欠陥が現れ、それが極めて迷惑であることを悟る。
【０１５０】
　人間の視覚系は、突然の変化又は急速な動きの間に現れる視覚上の欠陥には極めて敏感
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であるが、このような状態におけるフレームレートの減少の検出にはあまり敏感でない。
実際に、このような突然の変化が生じたときに、人間の視覚系は、変化を追跡することに
心を奪われ、フレームレートが短時間で６０ｆｐｓから３０ｆｐｓへ降下し、次いで、即
座に６０ｆｐｓへ復帰することに気付かないと思われる。そして、突然のシーンの切り換
えのような非常に急激な移行の場合には、人間の視覚系は、フレームレートが２０ｆｐｓ
又は１５ｆｐｓへ降下し、次いで、即座に６０ｆｐｓへ戻ることに気付かない。観察する
人間にとってフレームレートの減少が時々生じるだけである限り、ビデオは、６０ｆｐｓ
で連続的に動作したかのように見える。
【０１５１】
　人間の視覚系のこの特性は、図９ｂに示す技術により利用される。サーバー４０２（図
４ａ及び４ｂからの）は、一定のフレームレート（一実施形態では６０ｆｐｓ）の非圧縮
ビデオ出力ストリームを発生する。時間線は、各フレーム９６１－９７０を各々１／６０
秒で示している。各非圧縮ビデオフレームは、フレーム９６１でスタートして、短待ち時
間のビデオコンプレッサ４０４へ出力され、これは、フレームを１フレーム時間未満で圧
縮し、第１フレームとして圧縮フレーム１　９８１を発生する。圧縮フレーム１　９８１
に対して発生されるデータは、上述したように、多数のファクタに基づいて大きくてもよ
いし小さくてもよい。データが、フレーム時間（１／６０秒）内又はピークデータレート
９４１未満でクライアント４１５へ送信できるに充分なほど小さい場合には、それが送信
時間（ｘｍｉｔ時間）９９１中に送信される（矢印の長さは、送信時間の巾を示す）。次
のフレーム時間において、サーバー４０２は、非圧縮フレーム２　９６２を発生し、これ
は、圧縮フレーム２　９８２へと圧縮され、そしてピークデータレート９４１においてフ
レーム時間未満である送信時間９９２中にクライアント４１５へ送信される。
【０１５２】
　次いで、次のフレーム時間に、サーバー４０２は、非圧縮フレーム３　９６３を発生す
る。これがビデオコンプレッサ４０４により圧縮されると、それにより生じる圧縮フレー
ム３　９８３は、１フレーム時間にピークデータレート９４１で送信できる以上のデータ
となる。従って、それは、全フレーム時間と次のフレーム時間の一部分とを取り上げた送
信時間（２ｘピーク）９９３中に送信される。ここで、次のフレーム時間中に、サーバー
４０２は、別の非圧縮フレーム４　９６４を発生し、それをビデオコンプレッサ４０４へ
出力するが、データは、無視され、９７４で示されている。これは、ビデオコンプレッサ
４０４が、手前の圧縮フレームをまだ送信している間に到着する更に別の非圧縮ビデオフ
レームを無視するように構成されているからである。もちろん、クライアント４１５のビ
デオデコンプレッサは、フレーム４を受信せず、２フレームの時間中、フレーム３をディ
スプレイ装置４２２に単に表示し続ける（即ち、フレームレートを６０ｆｐｓから３０ｆ
ｐｓへ簡単に減少する）。
【０１５３】
　次のフレーム５に対して、サーバー４０２は、非圧縮フレーム５　９６５を出力し、こ
れは、圧縮フレーム５　９８５へと圧縮され、そして送信時間９９５中の１フレーム以内
に送信される。クライアント４１５のビデオデコンプレッサは、フレーム５を解凍し、デ
ィスプレイ装置４２２に表示する。次いで、サーバー４０２は、非圧縮フレーム６　９６
６を出力し、ビデオコンプレッサ４０４は、それを圧縮フレーム６　９８６へと圧縮する
が、このときには、得られるデータが非常に長い。圧縮フレームは、送信時間（４ｘピー
ク）９９６中にピークデータレート９４１で送信されるが、フレームを送信するのに、ほ
ぼ４フレームの時間を要する。次の３フレームの時間中に、ビデオコンプレッサ４０４は
、サーバー４０２からの３フレームを無視し、そしてクライアント４１５のデコンプレッ
サは、フレーム６を４フレームの時間中にディスプレイ装置４２２に着実に保持する（即
ち、フレームレートを６０ｆｐｓから１５ｆｐｓへ簡単に減少する）。次いで、最終的に
、サーバー４０２は、フレーム１０　９７０を出力し、ビデオコンプレッサ４０４は、そ
れを圧縮フレーム１０　９８７へ圧縮し、これは、送信時間９９７中に送信され、そして
クライアント４１５のデコンプレッサは、フレーム１０を解凍してディスプレイ装置４２
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２に表示し、そしてもう一度ビデオが６０ｆｐｓで再開する。
【０１５４】
　ビデオコンプレッサ４０４は、サーバー４０２により発生されたビデオストリームから
ビデオフレームをドロップするが、オーディオがどんな形態で到来するかに関わらずオー
ディオデータはドロップせず、ビデオフレームがドロップされるときにオーディオデータ
を圧縮し続けて、それらをクライアント４１５へ送信し、クライアントは、オーディオデ
ータを解凍し続け、そしてオーディオを、ユーザにより使用される装置へ供給し、オーデ
ィオを再生することに注意されたい。従って、オーディオは、フレームがドロップされる
期間中は非減衰状態を続ける。圧縮オーディオは、圧縮ビデオに比して、帯域巾の比較的
僅かな割合を消費するだけであり、その結果、全体的なデータレートに大きな影響は及ぼ
さない。いずれのデータレート図にも示されていないが、ピークデータレート９４１内で
圧縮オーディオストリームに対して常にデータレート容量が予約されている。
【０１５５】
　図９ｂについて上述した例は、データレートピーク中にフレームレートがいかに降下す
るか示すために選択されたものであるが、先に述べた循環Ｉ／Ｐタイル技術が使用される
ときに、そのようなデータレートピーク及びそれによりドロップされるフレームは、ビデ
オゲーム、動画及びあるアプリケーションソフトウェアにおいて生じるような高いシーン
複雑さ／高いアクションのシーケンス中でもまれであることは、示されていない。従って
、フレームレートの減少は、時々で且つ短時間であり、人間の視覚系は、それを検知しな
い。
【０１５６】
　上述したフレームレート減少メカニズムが、図９ａに示すビデオストリームデータレー
トに適用される場合に、それにより生じるビデオストリームデータレートが図９ｃに示さ
れている。この例では、２ｘピーク９５２が平坦な２ｘピーク９５３へ減少され、４ｘピ
ーク９５５が平坦な４ｘピーク９５５へ減少され、そして全ビデオストリームデータレー
ト９３４がピークデータレート９４１以下に保たれる。
【０１５７】
　従って、上述した技術を使用して、高アクションビデオストリームを、一般的なインタ
ーネット及び消費者グレードのインターネット接続を通して短い待ち時間で送信すること
ができる。更に、ＬＡＮ（例えば、１００Ｍｂｓイーサネット又は８０２．１１ｇワイヤ
レス）、或いはプライベートネットワーク（例えば、データセンターとオフィスとの間の
１００Ｍｂｐｓ接続）におけるオフィス環境では、高アクションビデオストリームをピー
クなしに送信することができ、大勢のユーザ（例えば、４．５Ｍｂｐｓにおいて６０ｆｐ
ｓで１９２０ｘ１０８０を送信する）が、ネットワーク又はネットワークスイッチバック
プレーンを圧倒する重畳ピークをもたずに、ＬＡＮ又は共有プライベートデータ接続を使
用できるようにする。
【０１５８】
　データレートの調整
　一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、最初、利用可能な最大データレート
６２２及びチャンネルの待ち時間にアクセスして、ビデオストリームのための適当なデー
タレートを決定し、次いで、それに応答してデータレートを動的に調整する。データレー
トを調整するために、ホスティングサービス２１０は、例えば、映像の解像度、及び／又
はクライアント４１５へ送信されるビデオストリームのフレーム数／秒を変更することが
できる。又、ホスティングサービスは、圧縮ビデオのクオリティレベルを調整することも
できる。ビデオストリームの解像度を、例えば、１２８０ｘ７２０解像度から６４０ｘ３
６０へ変更するときに、クライアント４１５のビデオ解凍ロジック４１２は、ディスプレ
イスクリーン上に同じ映像サイズを維持するように映像をスケールアップすることができ
る。
【０１５９】
　一実施形態では、チャンネルが完全にドロップアウトする状況において、ホスティング
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サービス２１０は、ゲームを休止する。マルチプレーヤゲームの場合には、ホスティング
サービスは、ユーザがゲームからドロップアウトしたことを他のユーザに報告し、及び／
又は他のユーザに対してゲームを休止する。
【０１６０】
　ドロップ又は遅延したパケット
　一実施形態において、図４ａ又は４ｂにおけるビデオコンプレッサ４０４とクライアン
ト４１５との間のパケットロスのために、或いはパケットが順序ずれして受け取られて、
解凍するには遅過ぎ且つ解凍フレームの待ち時間要件を満足するには遅過ぎる到着である
ために、データが失われる場合に、ビデオ解凍ロジック４１２は、視覚上の欠陥を軽減す
ることができる。ストリーミングＩ／Ｐフレーム具現化において、失われ／遅延したパケ
ットがある場合には、スクリーン全体に影響が及び、潜在的に、ある期間中スクリーンを
完全に凍結させるか、又は他のスクリーン巾の視覚上の欠陥を表示させる。例えば、失わ
れ／遅延したパケットがＩフレームの損失を生じさせる場合には、デコンプレッサは、そ
れに続く全てのＰフレームに対する基準を、新たなＩフレームが受け取られるまで欠くこ
とになる。Ｐフレームが失われた場合には、それに続く全スクリーンのためのＰフレーム
に影響を及ぼすことになる。Ｉフレームが現れるまでどれほど長いかに基づき、これは、
長い又は短い視覚上の影響となる。図７ａ及び７ｂに示すインターリーブされたＩ／Ｐタ
イルを使用すると、失われ／遅延したパケットは、スクリーン全体に影響を及ぼすおそれ
が非常に僅かになる。というのは、影響を受けるパケットに含まれたタイルにしか影響し
ないからである。各タイルのデータが個々のパケット内で送信される場合には、パケット
が失われた場合に、それが１つのタイルにしか影響しない。もちろん、視覚上の欠陥の巾
は、Ｉタイルパケットが失われるかどうか、及びＰタイルが失われた場合には、Ｉタイル
が現れるまでにどれほど多くのフレームを要するか、に依存する。しかし、スクリーン上
の異なるタイルがＩフレームで頻繁に（潜在的にフレームごとに）更新されるとすれば、
スクリーン上の１つのタイルが影響を受ける場合でも、他のタイルは、そうではない。更
に、ある事象が一度に多数のパケットのロスを生じさせる場合には（例えば、ＤＳＬライ
ンに続く電力のスパイクでデータ流を短時間中断するもの）、あるタイルが、他のタイル
以上に影響を受けるが、あるタイルは、新たなＩタイルで素早く更新されるので、短時間
影響を受けるだけである。又、ストリーミングＩ／Ｐフレーム具現化では、Ｉフレームが
最も重要なフレームであるだけでなく、非常に大きなフレームでもあり、従って、ドロッ
プされ／遅延されたパケットを生じさせる事象がある場合には、Ｉフレームが影響を受け
る確率が、非常に小さなＩタイルより高くなる（即ち、Ｉフレームが一部分でも失われた
場合には、Ｉフレームを解凍できる見込みが全くなくなる）。これら全ての理由で、Ｉ／
Ｐタイルを使用すると、パケットがドロップされ／遅延されるときに、視覚上の欠陥は、
Ｉ／Ｐフレームの場合より遥かに少なくなる。
【０１６１】
　一実施形態では、圧縮されたタイルをＴＣＰ（送信コントロールプロトコル）パケット
又はＵＤＰ（ユーザデータグラムプロトコル）パケット内にインテリジェントにパッケー
ジすることにより失われたパケットの作用を減少することが試みられる。例えば、一実施
形態では、タイルが、可能であれば、パケット境界に整列される。図１０ａは、この特徴
を具現化せずに、タイルを一連のパケット１００１－１００５内にどのようにパックする
か示す。より詳細には、図１０ａにおいて、単一パケットのロスが複数のフレームのロス
を生じるように、タイルがパケット境界に交差し、非効率的にパックされる。例えば、パ
ケット１００３または１００４が失われる場合に、３つのタイルが失われ、視覚上の欠陥
を招く。
【０１６２】
　対称的に、図１０ｂは、パケットロスの作用を減少するためにパケット内にタイルをイ
ンテリジェントにパッキングするためのタイルパッキングロジック１０１０を示す。第１
に、タイルパッキングロジック１０１０は、タイルをパケット境界に整列させる。従って
、タイルＴ１、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ７及びＴ２は、各々、パケット１００１－１００５の境界
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に整列される。又、タイルパッキングロジックは、パケット境界に交差せずに、考えられ
る最も効率的な仕方で、パケット内にタイルを嵌合させることも試みる。各タイルのサイ
ズに基づいて、タイルＴ１及びＴ６は、１つのパケット１００１内で合成され、Ｔ３及び
Ｔ５は、１つのパケット１００２内で合成され、タイルＴ４及びＴ８は、１つのパケット
１００３内で合成され、タイルＴ８は、パケット１００４に追加され、そしてタイルＴ２
は、パケット１００５に追加される。従って、このスキムのもとでは、単一パケットのロ
スは、（図１０ａに示す３つのタイルではなく）２つ以下のタイルのロスを招くことにな
る。
【０１６３】
　図１０ｂに示す実施形態に対する１つの付加的な利益は、タイルが、映像内に表示され
るのとは異なる順序で送信されることである。このように、隣接パケットが送信を妨げる
同じ事象から失われた場合に、スクリーン上の互いに近隣でないエリアに影響を及ぼし、
ディスプレイ上の欠陥をあまり目立たなくする。
【０１６４】
　一実施形態では、順方向エラー修正（ＦＥＣ）技術を使用して、ビデオストリームの幾
つかの部分をチャンネルエラーから保護する。この技術で知られているように、リードソ
ロモン及びビタビのようなＦＥＣ技術は、エラー修正データ情報を発生して、通信チャン
ネルを経て送信されるデータに添付させる。基礎的なデータ（例えば、Ｉフレーム）にエ
ラーが発生した場合には、ＦＥＣを使用して、エラーを修正することができる。
【０１６５】
　ＦＥＣコードは、送信のデータレートを高め、従って、理想的には、それらが最も必要
とされるところに使用されるだけである。非常に目立つ視覚上の欠陥を生じないデータが
送信される場合には、データを保護するためにＦＥＣコードを使用しないのが好ましい。
例えば、失われるＩタイルの直前のＰタイルは、スクリーン上に１／６０秒だけ視覚上の
欠陥を生じさせる（即ち、スクリーン上のタイルは更新されない）。このような視覚上の
欠陥は、人間の目でかろうじて検知できる。ＰタイルがＩタイルから更に後方にある場合
には、Ｐタイルを失うと、益々目立つことになる。例えば、タイルサイクルパターンが、
Ｉタイルの後に１５個のＰタイルが続き、その後、Ｉタイルが再び得られるというもので
ある場合、Ｉタイルの直後のＰタイルが失われると、そのタイルは、１５フレームの時間
中誤った映像を示すことになる（６０ｆｐｓでは、それは、２５０ｍｓである）。人間の
目は、２５０ｍｓ間のストリームの中断は容易に検知する。従って、Ｐタイルが新たなＩ
タイルから更に後方にあるほど（即ち、Ｐタイルがより接近してＩタイルに続くほど）、
欠陥がより目立ったものになる。上述したように、一般的に、Ｐタイルがより接近してＩ
タイルに続くほど、そのＰタイルに対するデータがより小さくなる。従って、Ｉタイルに
続くＰタイルは、失われないよう保護するのがより重要であるだけでなく、サイズが小さ
いことも重要である。そして、一般的に、保護される必要のあるデータが小さいほど、そ
れを保護するために必要なＦＥＣコードも小さくなる。
【０１６６】
　従って、図１１ａに示すように、一実施形態では、ビデオストリームにおけるＩタイル
の重要性のために、ＩタイルだけにＦＥＣコードが与えられる。従って、ＦＥＣ１１０１
は、Ｉタイル１１００に対するエラー修正コードを含み、そしてＦＥＣ１１０４は、Ｉタ
イル１１０３に対するエラー修正コードを含む。この実施形態では、Ｐタイルに対してＦ
ＥＣは発生されない。
【０１６７】
　図１１ｂに示す一実施形態では、失われた場合に視覚上の欠陥を生じさせるおそれが最
もあるＰタイルについてもＦＥＣコードが発生される。この実施形態では、ＦＥＣ１１０
５は、最初の３つのＰタイルに対してエラー修正コードを与えるが、それに続くＰタイル
については与えない。別の実施形態では、データサイズが最も小さいＰタイルについてＦ
ＥＣコードが発生される（Ｉタイルの後に最も早く発生して、保護することが最も重要な
Ｐタイルを自己選択する傾向がある）。
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【０１６８】
　別の実施形態では、ＦＥＣコードをタイルと共に送信するのではなく、タイルが２回、
そのたびに異なるパケットで、送信される。１つのパケットが失われ／遅延された場合に
は、他のパケットが使用される。
【０１６９】
　図１１ｃに示す一実施形態では、ＦＥＣコード１１１１及び１１１３は、ビデオと同時
にホスティングサービスから送信されるオーディオパケット１１１０及び１１１２に対し
て各々発生される。ビデオストリームにおいてオーディオの完全性を維持することが特に
重要である。というのは、歪んだオーディオ（例えば、カチカチ音又はスー音）は、特に
望ましからぬユーザの経験を招くからである。ＦＥＣコードは、オーディオコンテンツが
クライアントコンピュータ４１５において歪なくレンダリングされることを保証する上で
助けとなる。
【０１７０】
　別の実施形態では、ＦＥＣコードをオーディオデータと共に送信するのではなく、オー
ディオデータが２回、そのたびに異なるパケットで、送信される。１つのパケットが失わ
れ／遅延された場合には、他のパケットが使用される。
【０１７１】
　更に、図１１ｄに示す一実施形態では、クライアント４１５からホスティングサービス
２１０へと上流に送信されるユーザ入力コマンド１１２０及び１１２２（例えば、ボタン
押圧）に対してＦＥＣコード１１２１及び１１２３が各々使用される。これは重要である
。というのは、ビデオゲーム又はアプリケーションにおいてボタン押圧又はマウス移動が
欠落すると、望ましからぬユーザ経験を招くからである。
【０１７２】
　別の実施形態では、ＦＥＣコードをユーザ入力コマンドデータと共に送信するのではな
く、ユーザ入力コマンドデータが２回、そのたびに異なるパケットで、送信される。１つ
のパケットが失われ／遅延された場合には、他のパケットが使用される。
【０１７３】
　一実施形態では、ホスティングサービス２１０がクライアント４１５との通信チャンネ
ルのクオリティを評価して、ＦＥＣを使用すべきかどうか決定し、もしそうであれば、ビ
デオ、オーディオ及びユーザコマンドのどの部分にＦＥＣを適用すべきか決定する。チャ
ンネルの「クオリティ」を評価することは、上述したように、パケットロス、待ち時間、
等を評価するようなファンクションを含む。チャンネルに特に信頼性がない場合には、ホ
スティングサービス２１０は、Ｉタイル、Ｐタイル、オーディオ及びユーザコマンドの全
てにＦＥＣを適用することができる。対照的に、チャンネルに信頼性がある場合には、ホ
スティングサービス２１０は、オーディオ及びユーザコマンドのみにＦＥＣを適用するか
、又はオーディオ又はビデオにＦＥＣを適用するか、或いはＦＥＣを全く使用しない。こ
れら基礎的な原理に依然合致しながら、ＦＥＣの適用の種々の他の順列を使用することが
できる。一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、チャンネルの状態を常時監視
し、それに応じてＦＥＣポリシーを変更する。
【０１７４】
　別の実施形態では、図４ａ及び４ｂを参照すれば、パケットが失われ／遅延されてタイ
ルデータを失うことになるか、又はおそらく特に悪いパケット損失のために、ＦＥＣが、
失われたタイルデータを修正できない場合には、クライアント４１５は、新たなＩタイル
が受け取られる前にどれほど多くのフレームが残っているか評価し、それをクライアント
４１５からホスティングサービス２１０への往復待ち時間と比較する。その往復待ち時間
が、新たなＩタイルが当然到着するまでのフレームの数より少ない場合には、クライアン
ト４１５は、新たなＩタイルを要求するメッセージをホスティングサービス２１０へ送信
する。このメッセージは、ビデオコンプレッサ４０４へルーティングされ、このコンプレ
ッサは、データが失われたところのタイルに対してＰタイルを発生するのではなく、Ｉタ
イルを発生する。図４ａ及び４ｂに示すシステムが、典型的に８０ｍｓ未満の往復待ち時
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間を与えるように設計されているとすれば、それにより、タイルが８０ｍｓ以内に修正さ
れる（６０ｆｐｓにおいて、フレームは、１６．６７ｍｓの巾であり、従って、全フレー
ムの時間において、８０ｍｓの待ち時間で、５フレームの時間である８３．３３ｍｓ以内
にタイルが修正され、即ち、これは、目立った中断であるが、例えば、１５フレームに対
する２５０ｍｓの中断よりは遥かに目立たないものである）。コンプレッサ４０４がその
通常の循環順序からＩタイルを発生するときに、Ｉタイルによりそのフレームの帯域巾が
利用可能な帯域巾を越える場合は、コンプレッサ４０４は、他のタイルのサイクルを遅延
させて、他のタイルがそのフレーム時間中にＰタイルを受け取るようにし（１つのタイル
が通常そのフレーム中に当然Ｉタイルであるべき場合でも）、次いで、次のフレームでス
タートして、通常の循環が続き、そして通常はその手前のフレームでＩタイルを受信する
タイルが、Ｉタイルを受信するようにする。このアクションは、Ｒフレーム循環の位相を
短時間遅延するが、通常は、視覚上、目立つものではない。
【０１７５】
　ビデオ及びオーディオコンプレッサ／デコンプレッサ具現化
　図１２は、マルチコア及び／又はマルチプロセッサ１２００を使用して８枚のタイルを
並列に圧縮する１つの特定の実施形態を示す。一実施形態では、２．６６ＧＨｚ以上で動
作するデュアルプロセッサ・クオドコアＸｅｏｎ　ＣＰＵコンピュータシステムが使用さ
れ、各コアは、オープンソースｘ２６４　Ｈ．２６４コンプレッサを独立プロセスとして
具現化する。しかしながら、これら基礎的な原理に依然合致しながら、種々の他のハード
ウェア／ソフトウェアコンフィギュレーションが使用されてもよい。例えば、ＣＰＵコア
の各々を、ＦＰＧＡで具現化されるＨ．２６４コンプレッサに置き換えることができる。
図１２に示す例では、コア１２０１－１２０８を使用して、Ｉタイル及びＰタイルを８個
の独立したスレッドとして同時に処理する。この技術で良く知られているように、現在の
マルチコア及びマルチプロセッサコンピュータシステムは、本来、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰプロフェッショナルエディション（６４ビット又は３２ビットエデ
ィション）及びＬｉｎｕｘのようなマルチスレッドオペレーティングシステムと一体化さ
れたときにマルチスレッディング可能である。
【０１７６】
　図１２に示す実施形態では、８個のコアの各々は、１つのタイルについてのみ役立つの
で、ｘ２６４の個別インスタンス生成を各々実行する他のコアとは主として独立して動作
する。ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　ｘ１ベースのＤＶＩ捕獲カード、例えば、オランダ、オ
ーステルハウトのマイクロトロニクスからのセンデロ・ビデオ・イメージングＩＰデベロ
ープメント・ボードを使用して、６４０ｘ４８０、８００ｘ６００、又は１２８０ｘ７２
０解像度で非圧縮ビデオを捕獲し、そしてこのカードのＦＰＧＡは、直接メモリアクセス
（ＤＭＡ）を使用して、ＤＶＩバスを経て捕獲されたビデオをシステムＲＡＭへと転送す
る。タイルは、４ｘ２配列１２０５に配列される（それらは、方形タイルとして示されて
いるが、この実施形態では、１６０ｘ２４０解像度である）。ｘ２６４の各インスタンス
化は、８個の１６８ｘ２４０タイルの１つを圧縮するように構成され、そしてそれらは、
最初のＩタイル圧縮の後に、各コアがサイクルに入り、各１つのフレームが他のフレーム
と位相ずれし、１つのＩタイル、その後、７つのＰタイルを圧縮するように、図１２に示
すように、同期される。
【０１７７】
　フレーム時間ごとに、得られた圧縮されたタイルが、上述した技術を使用して、パケッ
トストリームへと合成され、次いで、その圧縮されたタイルが、行先クライアント４１５
へ送信される。
【０１７８】
　図１２には示されていないが、合成される８枚のタイルのデータレートが特定のピーク
データレート９４１を越える場合には、その合成される８枚のタイルのデータが送信され
てしまうまで必要に応じて多数のフレームの時間中、全部で８ｘ２６４のプロセスが保留
される。
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【０１７９】
　一実施形態では、クライアント４１５は、ＦＦｍｐｅｇの８個のインスタンスを実行す
るＰＣにおいてソフトウェアとして具現化される。受信プロセスは、８枚のタイルを受信
し、そして各タイルは、ＦＦｍｐｅｇへルーティングされ、これは、タイルを解凍して、
ディスプレイ装置４２２上の適当なタイル位置にレンダリングする。
【０１８０】
　クライアント４１５は、ＰＣの入力装置ドライバからキーボード、マウス、又はゲーム
コントローラ入力を受け取り、そしてそれをサーバー４０２へ送信する。サーバー４０２
は、次いで、その受け取った入力装置データを、サーバー４０２で実行されるゲーム又は
アプリケーションに適用し、サーバー４０２は、Ｉｎｔｅｌ　２．１６ＧＨｚＣｏｒｅ　
Ｄｕｏ　ＣＰＵを使用してＷｉｎｄｏｗｓを実行するＰＣである。次いで、サーバー４０
２は、新たなフレームを発生し、そしてそのＤＶＩ出力を通して、マザーボードベースの
グラフィックシステムから、或いはＮＶＩＤＩＡ８８００ＧＴＸ　ＰＣＩエクスプレスカ
ードのＤＶＩ出力を通して、それを出力する。
【０１８１】
　同時に、サーバー４０２は、ゲーム又はアプリケーションにより形成されたオーディオ
を、そのデジタルオーディオ出力（例えば、Ｓ／ＰＤＩＦ）を通して出力し、これは、ビ
デオ圧縮を具現化するデュアルクオドコアＸｅｏｎベースＰＣのデジタルオーディオ入力
に結合される。Ｖｏｒｂｉｓオープンソースオーディオコンプレッサは、プロセススレッ
ドに対して利用可能なコアを使用して、オーディオをビデオと同時に圧縮するように使用
される。一実施形態では、タイルの圧縮を完了するコアが、オーディオ圧縮を最初に実行
する。圧縮されたオーディオは、次いで、圧縮されたビデオと共に送信され、そしてクラ
イアント４１５においてＶｏｒｂｉｓオーディオデコンプレッサを使用して解凍される。
【０１８２】
　ホスティングサービスサーバーセンター配布
　光ファイバのようなガラスを通る光は、真空中の光の速度の一部分で進行し、従って、
光ファイバにおける光の厳密な伝播速度を決定することができる。しかし、実際には、ル
ーティング遅延の時間、送信の非効率さ、及び他のオーバーヘッドを考慮すると、インタ
ーネット上の最適な待ち時間は、光速のほぼ５０％の送信速度を反映することが観察され
る。従って、最適な１０００マイル往復待ち時間は、約２２ｍｓであり、そして最適な３
０００マイル往復待ち時間は、約６４ｍｓである。従って、米国の一方の海岸にある単一
のサーバーは、（３０００マイル程度離れた）他方の海岸にあるクライアントに望ましい
待ち時間でサービスするには離れ過ぎている。しかしながら、図１３ａに示すように、ホ
スティングサービス２１０のサーバーセンター１３００が、米国の中央部（例えば、カン
ザス、ネブラスカ、等）に位置されて、米国大陸の任意の点までの距離が約１５００マイ
ル以下となる場合には、往復インターネット待ち時間を３２ｍｓ程度に小さくすることが
できる。図４ｂを参照すれば、ユーザＩＳＰ４５３に許された最悪のケースの待ち時間は
、典型的に、２５ｍｓであるが、ＤＳＬ及びケーブルモデムシステムでは、１０から１５
ｍｓに近い待ち時間が観察されていることに注意されたい。又、図４ｂは、ユーザの家屋
２１１からホスティングセンター２１０までの最大距離が１０００マイルであると仮定し
ている。従って、１５ｍｓの典型的なユーザＩＳＰ往復待ち時間が使用され、３２ｍｓの
往復待ち時間に対して１５００マイルの最大インターネット距離では、ユーザが入力装置
４２１を操作しそしてディスプレイ装置４２２上に応答を見る点からの合計往復待ち時間
は、１＋１＋１５＋３２＋１＋１６＋６＋８＝８０ｍｓとなる。従って、８０ｍｓの応答
時間が、典型的に、１５００マイルのインターネット距離にわたって得られる。これは、
米国大陸において充分短いユーザＩＳＰ待ち時間４５３をもつユーザの家屋が、中央部に
位置する単一のサーバーにアクセスできるようにする。
【０１８３】
　図１３ｂに示した別の実施形態では、ホスティングサービス２１０のサーバーセンター
ＨＳ－１ないしＨＳ６が、米国（又は他の地理的領域）に戦略的に配置され、ある大きな
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ホスティングサービスサーバーセンター（例えば、ＨＳ２及びＨＳ５）は、人口の多いセ
ンターの付近に配置される。一実施形態では、サーバーセンターＨＳ１ないしＨＳ６は、
インターネット又はプライベートネットワーク或いはその両方の組合せであるネットワー
ク１３０１を経て情報を交換する。複数のサーバーセンターがある状態では、長いユーザ
ＩＳＰ待ち時間４５３をもつユーザに対して短い待ち時間でサービスを提供することがで
きる。
【０１８４】
　インターネット上の距離は、確実に、インターネットを通しての往復待ち時間に貢献す
るファクタであるが、時々、待ち時間にあまり関係のない他のファクタが影響するように
なる。時々、パケットストリームがインターネットを通して離れた位置へルーティングさ
れそして再び戻り、長いループから待ち時間を招く。時々、適切に動作しないルーティン
グ装置が経路上にあり、送信遅延を招く。時々、経路に過負荷となるトラフィックがあっ
て、遅延を導入する。そして、時々、ユーザのＩＳＰが所与の行先へルーティングされる
のを全く阻止する故障が生じる。従って、一般的なインターネットは、通常、距離により
主として決定される非常に信頼性のある最適なルート及び待ち時間で（特に、ユーザのロ
ーカルエリアの外部へのルートを生じさせる長距離接続で）、ある点から別の点への接続
を与えるが、このような信頼性及び待ち時間は、保証されるものではなく、多くの場合、
ユーザの家屋から一般的なインターネット上の所与の行先まで得ることができない。
【０１８５】
　一実施形態では、ユーザクライアント４１５が、最初にホスティングサービス２１０に
接続して、ビデオゲームをプレイするか又はアプリケーションを使用するときに、クライ
アントは、始動時に利用可能なホスティングサービスサーバーセンターＨＳ１ないしＨＳ
６の各々と通信する（例えば、上述した技術を使用して）。特定の接続に対して待ち時間
が充分短い場合には、その接続が使用される。一実施形態では、クライアントは、最短待
ち時間接続をもつものが選択されたところのホスティングサービスサーバーセンターの全
部又はサブセットと通信する。クライアントが最短待ち時間接続をもつサービスセンター
を選択してもよいし、又はサービスセンターが最短的時間接続をもつものを識別しそして
この情報を（例えば、インターネットアドレスの形態で）クライアントに与えてもよい。
【０１８６】
　特定のホスティングサービスサーバーセンターが過負荷状態になり及び／又はユーザの
ゲーム又はアプリケーションが、別の負荷の少ないホスティングサービスサーバーセンタ
ーへの待ち時間を許容できる場合には、クライアント４１５は、他のホスティングサービ
スサーバーセンターに向け直される。このような状況では、ユーザが実行しているゲーム
又はアプリケーションは、ユーザの過負荷状態にサーバーセンターにおけるサーバー４０
２上で休止され、そしてゲーム又はアプリケーションの状態データは、別のホスティング
サービスサーバーセンターにおけるサーバー４０２へ転送される。次いで、ゲーム又はア
プリケーションが再開される。一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、ゲーム
又はアプリケーションが自然の休止点（例えば、ゲームにおけるレベル間、又はユーザが
アプリケーションにおいて「セーブ」オペレーションを開始した後）に到達して転送を行
うまで、待機する。更に別の実施形態では、ホスティングサービス２１０は、ユーザのア
クティビティが特定の期間中（例えば１分間）休止するまで待機し、次いで、その時点で
転送を開始する。
【０１８７】
　上述したように、一実施形態では、ホスティングサービス２１０は、そのクライアント
に保証された待ち時間を与えるよう試みるために、図１４のインターネットバイパスサー
ビス４４０に契約する。ここで使用されるインターネットバイパスサービスとは、保証さ
れた特性（例えば、待ち時間、データレート、等）をもつインターネットにおいてある点
から別の点へのプライベートネットワークルートを与えるサービスである。例えば、ホス
ティングサービス２１０が、ＡＴ＆Ｔのサンフランシスコベースの中央オフィスへのルー
ティングではなく、サンフランシスコで提供されるＡＴ＆ＴのＤＳＬサービスを利用して



(56) JP 6442461 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

ユーザから大量のトラフィックを受信した場合に、ホスティングサービス２１０は、サン
フランシスコベースの中央オフィスと、ホスティングサービス２１０のための１つ以上の
サービスセンターとの間のサービスプロバイダー（おそらくＡＴ＆Ｔそれ自体又は別のプ
ロバイダー）から大容量のプライベートデータ接続をリースすることができる。次いで、
全てのホスティングサービスサーバーセンターＨＳ１ないしＨＳ６から一般的なインター
ネットを経てＡＴ＆ＴのＤＳＬを使用するサンフランシスコのユーザへのルートが非常に
長い待ち時間を生じる場合には、それに代わって、プライベートデータ接続を使用するこ
とができる。プライベートデータ接続は、一般的に、一般的なインターネットを通るルー
トより費用が高いが、それがユーザへのホスティングサービス２１０接続の僅かな割合に
保たれる限り、全コストへの影響は低く、ユーザは、より一貫したサービスを経験するこ
とになる。
【０１８８】
　サービスセンターは、多くの場合、停電時に２層のバックアップ電源を有する。第１の
層は、典型的に、バッテリから（又は発電機に取り付けられてランニング状態に保たれる
フライホイールのような別の直ちに利用できるエネルギー源から）のバックアップ電源で
あって、主電源が停電したときに直ちに電力を供給して、サーバーセンターをランニング
状態に保持する。停電が短時間で、主電源が素早く（例えば、１分以内に）回復する場合
には、バッテリは、全て、サーバーセンターをランニング状態に保持するために必要とさ
れる。しかし、停電が長期間である場合には、典型的に、発電機（例えば、ジーゼル付勢
）が始動され、バッテリを引き継いで、燃料がある限り運転することができる。このよう
な発電機は、サーバーセンターが通常主電源から得るのと同程度の電力を発生できねばな
らないので、非常に高価である。
【０１８９】
　一実施形態では、ホスティングサービスＨＳ１ないしＨＳ５の各々は、互いにユーザデ
ータを共有し、１つのサーバーセンターが停電した場合に、進行中のゲーム及びアプリケ
ーションを休止し、次いで、ゲーム又はアプリケーションの状態データを各サーバー４０
２から他のサーバーセンターのサーバー４０２へ転送し、そして各ユーザのクライアント
４１５に通知して、新たなサーバー４０２と通信するように指令する。このような状態が
頻繁に生じないとすれば、最適な待ち時間を与えることのできないホスティングサービス
サーバーセンターへのユーザの転送を受け容れることができ（即ち、ユーザは、単に停電
期間中に長い待ち時間を許容するだけでよく）、これは、ユーザを転送するための非常に
広範囲のオプションを許す。例えば、米国を横切る時間ゾーン差が与えられると、東海岸
のユーザは、ＰＭ１１時３０分には就寝するが、ＰＭ８時３０分の西海岸のユーザは、ビ
デオゲームの使用がピークになり始めている。その時間に西海岸のホスティングサービス
サーバーセンターに停電が生じた場合に、他のホスティングサービスサーバーセンターに
は、全てのユーザを取り扱うに充分な西海岸サーバー４０２が存在しないことがある。こ
のような状況では、利用できるサーバー４０２を有する東海岸のホスティングサービスサ
ーバーセンターへあるユーザを転送することができ、それらユーザに対してのみ長い待ち
時間となる。ユーザが、停電したサーバーセンターから転送されると、サーバーセンター
は、次いで、そのサーバー及び装置の整然とした遮断を開始し、バッテリ（又は他の即座
の電源バックアップ）が尽きるまでに全ての装置を遮断することができる。このように、
サーバーセンター用の発電機のコストを回避することができる。
【０１９０】
　一実施形態では、ホスティングサービス２１０の激しい負荷の時間中に（ピークユーザ
負荷によるか、又は１つ以上のサーバーセンターが停電したために）、ユーザは、彼等が
使用しているゲーム又はアプリケーションの待ち時間要件に基づいて他のサーバーセンタ
ーへ転送される。従って、短待ち時間を要求するゲーム又はアプリケーションを使用して
いるユーザは、電源に制限があるときに、利用可能な短待ち時間サーバー接続への優先権
が与えられる。
【０１９１】
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　ホスティングサービスの特徴
　図１５は、以下の特徴説明に使用されるホスティングサービス２１０のためのサーバー
センターのコンポーネントの実施形態を示す。図２ａに示されたホスティングサービス２
１０と同様に、サーバーセンターのコンポーネントは、特に指示のない限り、ホスティン
グサービス２１０の制御システム４０１により制御され整合される。
【０１９２】
　ユーザクライアント４１５からのインバウンドインターネットトラフィック１５０１は
、インバウンドルーティング１５０２に向けられる。典型的に、インバウンドインターネ
ットトラフィック１５０１は、インターネットへの高速光ファイバ接続を経てサーバーセ
ンターに入るが、適当な帯域巾、信頼性及び短待ち時間のネットワーク接続手段で充分で
ある。インバウンドルーティング１５０２は、ネットワーク（ネットワークは、イーサネ
ットネットワーク、ファイバチャンネルネットワークとして、或いは他の搬送手段を経て
具現化できる）スイッチ、及びスイッチをサポートするルーティングサーバーのシステム
であり、これは、到着するパケットを取り上げ、そして各パケットを適当なアプリケーシ
ョン／ゲーム（ａｐｐ／ｇａｍｅ）サーバー１５２１－１５２５へルーティングする。一
実施形態では、特定のａｐｐ／ｇａｍｅサーバーに配送されるパケットは、クライアント
から受信されたデータのサブセットを表し、及び／又はデータセンター内の他のコンポー
ネント（例えば、ゲートウェイ及びルーターのようなネットワークコンポーネント）によ
って変換／変更されてもよい。あるケースでは、例えば、ゲーム又はアプリケーションが
複数のサーバー上で並列に一度実行される場合に、パケットが一度に２つ以上のサーバー
１５２１－１５２５へルーティングされる。ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２は、イン
バウンドルーティングネットワーク１５０２へ接続され、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５
２１－１５２５がそれらＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２の読み取り及び書き込みを行
えるようにする。更に、ＲＡＩＤアレイ１５１５（複数のＲＡＩＤアレイとして具現化で
きる）も、インバウンドルーティング１５０２に接続され、ＲＡＩＤアレイ１５１５から
のデータは、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５から読み出すことができる。
インバウンドルーティング１５０２は、インバウンドインターネットトラフィック１５０
１を根にもつスイッチのツリー構造、全ての種々の装置を相互接続するメッシュ構造、或
いは相互通信装置間の集中トラフィックが他の装置間の集中トラフィックから分離される
ようにして相互接続された一連のサブネットを含めて、広範囲な従来のネットワークアー
キテクチャーで具現化することができる。ネットワークコンフィギュレーションの一形式
は、ＳＡＮであり、これは、典型的に記憶装置として使用されるが、装置間の一般的な高
速データ転送に使用することもできる。又、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２
５は、各々、インバウンドルーティング１５０２への複数のネットワーク接続を有する。
例えば、サーバー１５２１－１５２５は、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２に取り付け
られたサブネットへのネットワーク接続と、他の装置に取り付けられたサブネットへの別
のネットワーク接続とを有することができる。
【０１９３】
　ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、図４ａに示す実施形態におけるサー
バー４０２に関して上述したように、全部が同じに、幾つかが異なるように、又は全部が
異なるように構成されてもよい。一実施形態では、各ユーザは、ホスティングサービスを
利用するときに、典型的に、少なくとも１つのａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５
２５を使用する。説明を簡略化するため、所与のユーザがａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５
２１を使用すると仮定するが、１人のユーザが複数のサーバーを使用することができると
共に、複数のユーザが単一のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５を共有するこ
とができる。上述したようにクライアント４１５から送られるユーザ制御入力は、インバ
ウンドインターネットトラフィック１５０１として受け取られ、そしてインバウンドルー
ティング１５０２を通してａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１へルーティングされる。ａ
ｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１は、ユーザの制御入力を、サーバー上で実行されるゲー
ム又はアプリケーションへの制御入力として使用し、そしてビデオ及びそれに関連したオ
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ーディオの次のフレームを計算する。次いで、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１は、非
圧縮のビデオ／オーディオ１５２９を共有ビデオ圧縮１５３０へ出力する。ａｐｐ／ｇａ
ｍｅサーバーは、非圧縮のビデオを、１ギガビット以上のイーサネット接続を含む手段を
経て出力できるが、一実施形態では、ビデオがＤＶＩ接続を経て出力され、そしてオーデ
ィオ及び他の圧縮並びに通信チャンネル状態情報は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）接続を経て出力される。
【０１９４】
　共有ビデオ圧縮１５３０は、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１ないし１５２５からの
非圧縮ビデオ及びオーディオを圧縮する。圧縮は、完全にハードウェアで具現化されても
よいし、又はハードウェア実行ソフトウェアで具現化されてもよい。各ａｐｐ／ｇａｍｅ
サーバー１５２１ないし１５２５に対する専用コンプレッサがあってもよいし、又はコン
プレッサが充分高速である場合には、所与のコンプレッサを使用して、２つ以上のａｐｐ
／ｇａｍｅサーバー１５２１ないし１５２５からのビデオ／オーディオを圧縮することが
できる。例えば、６０ｆｐｓでは、ビデオフレーム時間は、１６．６７ｍｓである。コン
プレッサがフレームを１ｍｓで圧縮できる場合には、そのコンプレッサを使用して、１６
個程度のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１ないし１５２５からのビデオ／オーディオを
圧縮することができ、これは、あるサーバーからの入力を別のサーバーの後に取り上げ、
コンプレッサが各ビデオ／オーディオ圧縮プロセスの状態をセーブし、そしてコンテクス
トを、それがサーバーからのビデオ／オーディオストリーム間で循環するときにスイッチ
することにより行われる。その結果、圧縮ハードウェアにおいて実質的なコスト節約が得
られる。異なるサーバーが異なる時間にフレームを完了するので、一実施形態では、コン
プレッサリソースが、各圧縮プロセスの状態を記憶するための共有記憶手段（例えば、Ｒ
ＡＭ、フラッシュ）と共に共有プール１５３０にあり、サーバー１５２１－１５２５のフ
レームが完了して圧縮の準備ができると、制御手段は、どの圧縮リソースがそのとき利用
できるか決定し、圧縮リソースに、サーバーの圧縮プロセスの状態と、圧縮すべき非圧縮
ビデオ／オーディオのフレームとを与える。
【０１９５】
　各サーバーの圧縮プロセスの状態の一部分は、圧縮それ自体に関する情報、例えば、Ｐ
タイルの基準として使用できる以前のフレームの解凍フレームバッファデータ、ビデオ出
力の解像度；圧縮のクオリティ；タイル構造；タイル当たりのビットの割り当て；圧縮の
クオリティ、オーディオフォーマット（例えば、ステレオ、サラウンドサウンド、Ｄｏｌ
ｂｙ（登録商標）、ＡＣ－３）を含むことに注意されたい。しかし、圧縮プロセスの状態
は、ピークデータレート９４１に関する通信チャンネル状態情報、以前のフレーム（図９
ｂに示す）が現在出力されるかどうか（その結果、現在フレームを無視すべきかどうか）
、そして潜在的に、圧縮に考慮すべきチャンネル特性、例えば、圧縮の判断に影響する過
剰なパケットロス（例えば、Ｉタイルの頻度、等に関して）があるかどうか、も含む。ク
ライアント４１５から送られるデータを監視する各ユーザをサポートするａｐｐ／ｇａｍ
ｅサーバー１５２１－１５２５により決定されるように、ピークデータレート９４１又は
他のチャンネル特性が時間と共に変化するときに、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－
１５２５は、共有ハードウェア圧縮１５３０へ関連情報を送信する。
【０１９６】
　又、共有ハードウェア圧縮１５３０は、上述したような手段を使用して、圧縮されたビ
デオ／オーディオをパケット化し、そしてもし適当であれば、ＦＥＣコードを適用し、あ
るデータを複写し、又は他のステップを行って、ビデオ／オーディオデータストリームを
クライアント４１５により受信しそしてできるだけ高いクオリティ及び信頼性で解凍する
という能力を充分に確保するようにする。
【０１９７】
　以下に述べるような幾つかのアプリケーションでは、所与のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー
１５２１－１５２５のビデオ／オーディオ出力を同時に複数の解像度で（又は他の複数の
フォーマットで）得られることが要求される。従って、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２
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１－１５２５が共有ハードウェア圧縮１５３０のリソースを通知する場合には、そのａｐ
ｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５の非圧縮ビデオ／オーディオ１５２９が、異な
るフォーマット、異なるリソース、及び／又は異なるパケット／エラー修正構造で同時に
圧縮される。あるケースでは、幾つかの圧縮リソースを、同じビデオ／オーディオを圧縮
する複数の圧縮プロセス間で共有することができる（例えば、多くの圧縮アルゴリズムに
は、圧縮を適用する前に映像を複数のサイズにスケーリングするステップがある。異なる
サイズの映像を出力することが要求される場合に、このステップを使用して、一度に多数
の圧縮プロセスに応じることができる）。他のケースでは、フォーマットごとに個別の圧
縮リソースが要求される。いずれにせよ、所与のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１
５２５に要求される全ての種々の解像度及びフォーマットの圧縮されたビデオ／オーディ
オ１５３９は、（１つであっても多数であっても）アウトバウンドルーティング１５４０
へ一度に出力される。一実施形態では、圧縮されたビデオ／オーディオ１５３９の出力は
ＵＤＰフォーマットであり、従って、パケットの位置方向性ストリームである。
【０１９８】
　アウトバウンドルーティングネットワーク１５４０は、圧縮された各ビデオ／オーディ
オストリームを、アウトバウンドインターネットトラフィック１５９９インターフェイス
（これは、典型的に、インターネットへのファイバインターフェイスに接続される）を通
して意図されたユーザ（１人又は複数）又は他の行先へ向け、及び／又は遅延バッファ１
５１５へ戻し、及び／又はインバウンドルーティング１５０２へ戻し、及び／又はビデオ
配布のためにプライベートネットワーク（図示せず）を通して向ける一連のルーティング
サーバー及びスイッチを備えている。（以下に述べるように）アウトバウンドルーティン
グ１５４０は、所与のビデオ／オーディオストリームを一度に複数の行先へ出力できるこ
とに注意されたい。一実施形態では、これは、一度に複数の行先へストリーミングされる
ことが意図された所与のＵＤＰストリームをブロードキャストし、そしてこのブロードキ
ャストをアウトバウンドルーティング１５４０内のルーティングサーバー及びスイッチに
より繰り返すようなインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチキャストを使用して具現化
される。ブロードキャストの複数の行先は、インターネットを経て複数のユーザのクライ
アント４１５、インバウンドルーティング１５０２を経て複数のａｐｐ／ｇａｍｅサーバ
ー１５２１－１５２５、及び／又は１つ以上の遅延バッファ１５１５である。従って、所
与のサーバー１５２１－１５２２の出力は、１つ又は複数のフォーマットへ圧縮され、そ
して各圧縮されたストリームは、１つ又は複数の行先へ向けられる。
【０１９９】
　更に、別の実施形態では、複数のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５が１人
のユーザにより同時に使用され（例えば、複雑なシーンの３Ｄ出力を生成するために並列
処理構成で）そして各サーバーが出来上がる映像の一部分を発生する場合には、複数のサ
ーバー１５２１－１５２５のビデオ出力を共有ハードウェア圧縮１５３０により合成フレ
ームへと合成することができ、そしてその点以降は、それが単一のａｐｐ／ｇａｍｅサー
バー１５２１－１５２５から到来したかのように、上述したように取り扱われる。
【０２００】
　一実施形態では、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５により発生される全ビ
デオのコピー（少なくともユーザが見るビデオの解像度又はそれ以上）が、少なくとも数
分（一実施形態では、１５分）、遅延バッファ１５１５に記録されることに注意されたい
。これは、各ユーザが、以前の働き又は成績（ゲームの場合）を再検討するために各セッ
ションからビデオを「巻き戻し」できるようにする。従って、一実施形態では、ユーザク
ライアント４１５へルーティングされる圧縮された各ビデオ／オーディオ出力１５３９の
ストリームは、遅延バッファ１５１５へもマルチキャストされる。ビデオ／オーディオが
遅延バッファ１５１５に記憶されるときには、遅延バッファ１５１５のディレクトリが、
遅延されたビデオ／オーディオのソースであるａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５
２５のネットワークアドレスと、遅延されたビデオ／オーディオを見つけることのできる
遅延バッファ１５１５上の位置との間の相互参照を与える。
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【０２０１】
　生の、瞬時に見られる、瞬時にプレイ可能なゲーム
　ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、ユーザのための所与のアプリケーシ
ョン又はビデオゲームを実行するのに使用できるだけでなく、ホスティングサービス２１
０によるナビゲーション及び他の特徴をサポートするホスティングサービス２１０のため
のユーザインターフェイスアプリケーションを生成するのにも使用できる。１つのこのよ
うなユーザインターフェイスアプリケーションのスクリーンショットが図１６に示されて
おり、即ち「ゲームファインダー」スクリーンである。この特定のユーザインターフェイ
ススクリーンは、ユーザが、他のユーザにより生で（又は遅延されて）プレイされている
１５のゲームを見ることができるようにする。１６００のような「サムネール」ビデオウ
インドウの各々は、動きのある生のビデオウインドウで、１人のユーザのゲームから１つ
のビデオを示している。サムネールに示される視野は、ユーザが見ている同じ視野でもよ
いし、遅延された視野でもよい（例えば、ユーザがコンバットゲームをプレイする場合、
ユーザは、自分がどこに隠れているか他のユーザから見えるのを望まず、又、ゲームプレ
イの視野を、ある期間、例えば、１０分遅らせることを選択してもよい）。又、視野は、
ユーザの視野とは異なるゲームのカメラ視野でもよい。メニュー選択肢（この図には示さ
ず）を通して、ユーザは、種々の基準に基づいて、一度に見るゲームの選択を選ぶことが
できる。例示的選択の小さな例として、ユーザは、（図１６に示すような）ゲームのラン
ダムな選択、（異なるプレーヤにより全てプレイされる）一種類の全てのゲーム、ゲーム
のトップランクプレーヤのみ、ゲームの所与のレベルのプレーヤ、低いランクのプレーヤ
（例えば、プレーヤが基礎を学習している場合）、「相棒」（又はライバル）であるプレ
ーヤ、視聴者の最も多いゲーム、等を選ぶことができる。
【０２０２】
　一般的に、各ユーザは、自分のゲーム又はアプリケーションからのビデオが他人に見ら
れるかどうか判断し、もしそうであれば、どんな他人、いつ他人に見られるか、遅れて見
られるだけかどうか、判断することに注意されたい。
【０２０３】
　図１６に示すユーザインターフェイススクリーンを発生するａｐｐ／ｇａｍｅサーバー
１５２１－１５２５は、ゲームが要求される各ユーザについてａｐｐ／ｇａｍｅサーバー
１５２１－１５２５へメッセージを送信することにより１５個のビデオ／オーディオフィ
ードを取得する。このメッセージは、インバウンドルーティング１５０２又は別のネット
ワークを通して送信される。このメッセージは、要求されたビデオ／オーディオのサイズ
及びフォーマットを含み、ユーザインターフェイススクリーンを見ているユーザを識別す
る。所与のユーザは、「プライバシー」モードを選択し、他のユーザが彼のゲームのビデ
オ／オーディオを（彼の視点又は別の視点から）見るのを許さないことを選ぶか、或いは
前記段落で述べたように、ユーザは、彼のゲームからのビデオ／オーディオを見るのを許
すが、見るビデオ／オーディオを遅らせることを選んでもよい。ビデオ／オーディオを見
ることを許すための要求を受け取って受け容れるユーザａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２
１－１５２５は、要求側サーバーに確認を送り、共有ハードウェア圧縮１５３０に、要求
されたフォーマット又はスクリーンサイズで付加的な圧縮されたビデオストリームを発生
する要求も通知し（フォーマット及びスクリーンサイズが、既に発生されたものとは異な
ると仮定すれば）、そしてその圧縮されたビデオの行先（即ち、要求側サーバー）も指示
する。要求されたビデオ／オーディオが遅延されるだけである場合には、要求側ａｐｐ／
ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、そのように通知され、そして遅延バッファ１５
１５のディレクトリにおけるビデオ／オーディオの位置と、遅延されたビデオ／オーディ
オのソースであるａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５のネットワークアドレス
とをルックアップすることにより、遅延バッファ１５１５から遅延されたビデオ／オーデ
ィオを取得する。これらの要求が全て発生されて処理されると、１５までの生のサムネー
ルサイズのビデオストリームが、アウトバウンドルーティング１５４０から、ａｐｐ／ｇ
ａｍｅサーバー１５２１－１５２５へのインバウンドルーティング１５０２へルーティン
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グされて、ユーザインターフェイススクリーンを発生し、そしてサーバーにより解凍され
て表示される。遅延されたビデオ／オーディオストリームは、スクリーンサイズが大き過
ぎることがあり、もしそうであれば、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、
ストリームを解凍して、ビデオストリームをサムネールサイズへスケールダウンする。一
実施形態では、オーディオ／ビデオのための要求が、図４ａのホスティングサービス制御
システムと同様の中央「管理」サービス（図１５には示さず）へ送られ（及びそれにより
管理され）、これは、次いで、その要求を適当なａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１
５２５へ向け直す。更に、一実施形態では、サムネールが、それを許すユーザのクライア
ントへ「プッシュ」されるので、要求が発せられないこともある。
【０２０４】
　全て同時に混合される１５個のゲームからのオーディオは、不快な音を発することがあ
る。ユーザは、このように全ての音を一緒に混合することを選んでもよいし（おそらく、
見ている全てのアクションにより生じる騒音の感覚を単に得るために）、又はユーザは、
一度に１つのゲームからのオーディオのみを聞くことを選んでもよい。単一ゲームの選択
は、黄色の選択ボックス１６０１を所与のゲームへ移動することにより達成される（黄色
のボックスの移動は、キーボード上の矢印キーを使用するか、マウスを移動するか、ジョ
イスティックを動かすか、又は移動電話のような別の装置の方向ボタンを押すことにより
達成できる）。単一のゲームが選択されると、そのゲームからのオーディオだけが再生さ
れる。又、ゲーム情報１６０２も示される。このゲームの場合には、例えば、発行者ロゴ
（“ＥＡ”）及びゲームロゴ“Need for Speed Carbon”、及びオレンジの水平バーは、
その特定の瞬間にゲームをプレイするか又は見ている人々の数を相対的な表現で指示する
（この場合は、多数、従って、ゲームは、「ホット」）。更に、「スタッツ(Stats)」も
設けられ、これは、１４５人のプレーヤがNeed for Speed Gameの８０個の異なるインス
タンス化を能動的にプレイしており（即ち、個人プレーヤゲーム又はマルチプレーヤゲー
ムのいずれかによりプレイできる）、そして６８０人の視聴者がいる（このユーザは、そ
のうちの１人である）ことを示している。これらの統計値（及び他の統計値）は、ホステ
ィングサービス２１０のオペレーションのログを保持すると共に、ユーザに適宜請求し、
又、コンテンツを提供する発行者に支払するために、ホスティングサービス制御システム
４０１により収集され、そしてＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２に記憶される。統計値
のあるものは、サービス制御システム４０１によりアクションによって記録され、そして
あるものは、個々のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５によりサービス制御シ
ステム４０１へ報告される。例えば、この「ゲームファインダー」アプリケーションを実
行するａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、ゲームを見ているとき（及びゲ
ームを見終えたとき）ホスティングサービス制御システム４０１へメッセージを送信し、
どれほど多くのゲームが見られているかの統計値を更新できるようにする。統計値のある
ものは、この「ゲームファインダー」アプリケーションのようなユーザインターフェイス
アプリケーションに利用される。
【０２０５】
　ユーザは、入力装置のアクチベーションボタンをクリックした場合に、フルスクリーン
サイズへの生の状態を保ちながら黄色のボックス内のサムネールビデオをズームアップし
て見ることができる。この効果が図１７のプロセスに示されている。ビデオウインドウ１
７００は、サイズが増大していることに注意されたい。この効果を具現化するために、ａ
ｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、選択されたゲームを実行しているａｐｐ
／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５から、そこにルーティングされたゲームのフルス
クリーンサイズのビデオストリームのコピーを取ることを要求する（ユーザのディスプレ
イ装置４２２の解像度で）。ゲームを実行しているａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－
１５２５は、共有ハードウェアコンプレッサ１５３０に、ゲームのサムネールサイズのコ
ピーがもはや必要ない（別のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５がそのような
サムネールを要求しない限り）ことを通知し、次いで、ビデオのフルスクリーンサイズコ
ピーを、ビデオをズームしているａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５へ送信す
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ることを指令する。ゲームをプレイしているユーザは、ゲームをズームアップしているユ
ーザと同じ解像度のディスプレイ装置４２２を有していても、いなくてもよい。更に、ゲ
ームを見る他の者も、ゲームをズームアップしているユーザと同じ解像度のディスプレイ
装置４２２を有していても、いなくてもよい（且つ異なるオーディオ再生手段、例えば、
ステレオ又はサラウンドサウンドを有してもよい）。従って、共有ハードウェアコンプレ
ッサ１５３０は、ビデオ／オーディオストリームを要求しているユーザの要件を満足する
適当に圧縮されたビデオ／オーディオストリームが既に発生されたかどうか決定し、もし
それが存在する場合には、ビデオをズームしているａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－
１５２５へストリームのコピーをルーティングするようにアウトバウンドルーティング１
５４０に通知し、又、もしそうでなければ、そのユーザに適したビデオの別のコピーを圧
縮して、ビデオをズームしているａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５及びイン
バウンドルーティング１５０２へストリームを返送するようにアウトバウンドルーティン
グに命令する。選択されたビデオのフルスクリーンバージョンを現在受信しているこのサ
ーバーは、それを解凍し、フルサイズまで徐々にスケールアップする。
【０２０６】
　図１８は、ゲームがフルスクリーンへ完全にズームアップされた後にスクリーンがどの
ように見えるか示しており、ゲームは、矢印１８００で指された映像により示すように、
ユーザのディスプレイ装置４２２の全解像度で示されている。ゲームファインダーアプリ
ケーションを実行しているａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、もはや必要
でないサムネールを発生した他のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５へメッセ
ージを送信すると共に、他のゲームがもはや見られていないホスティングサービス制御サ
ーバー４０１へメッセージを送信する。この点において、発生される表示は、スクリーン
の頂部にあって、情報及びメニュー制御をユーザに与えるオーバーレイ１８０１である。
このゲームが進行するにつれて、観衆は、２５０３人の視聴者まで増加したことに注意さ
れたい。このように大勢の視聴者では、同じ又はほぼ同じ解像度をもつディスプレイ装置
４２２に大勢の視聴者が結び付けられる（各ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２
５は、適合性を調整するためにビデオをスケーリングする能力を有する）。
【０２０７】
　図示されたゲームは、マルチプレーヤゲームであるから、ユーザは、ある点でゲームに
加わることを決定できる。ホスティングサービス２１０は、種々の理由で、ユーザがゲー
ムに加わるのを許しても許さなくてもよい。例えば、ユーザは、ゲームをプレイするため
に支払しなければならず、又、プレイしないことを選んでもよく、ユーザは、その特定の
ゲームに加わるに充分なランキングを有していないことがあり（例えば、他のプレーヤと
の競争に耐えない）、或いはユーザのインターネット接続は、ユーザがプレイするのに充
分な短い待ち時間を有していないことがある（例えば、ゲームを見るための待ち時間制約
がなく、従って、遠くで（実際上、別の大陸で）プレイされるゲームを、待ち時間の問題
なしに見ることはできるが、プレイするゲームについては、待ち時間は、（ａ）ゲームを
楽しむために、及び（ｂ）短い待ち時間接続を有する他のプレーヤと平等の立場であるた
めに、ユーザにとって充分短いものでなければならない）。ユーザがプレイを許された場
合には、ユーザに対して「ゲームファインダー」ユーザインターフェイスを与えたａｐｐ
／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５は、ホスティングサービス制御サーバー４０１が
、特定のゲームをプレイするために適当に構成されたａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１
－１５２５を始動して（即ち、探索し始動して）、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２か
らゲームをロードし、次いで、ホスティングサービス制御サーバー４０１が、ゲームを現
在ホストしているａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバーへユーザから制御信号を転送するよう
にインバウンドルーティング１５０２に命令すると共に、「ゲームファインダー」アプリ
ケーションをホストしたａｐｐ／ｇａｍｅサーバーからのビデオ／オーディオを圧縮する
ことから、ゲームを現在ホストしているａｐｐ／ｇａｍｅサーバーからのビデオ／オーデ
ィオを圧縮することへスイッチするように共有ハードウェアコンプレッサ１５３０に命令
することを要求する。「ゲームファインダー」ａｐｐ／ｇａｍｅサービス、及びゲームを
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ホストしている新たなａｐｐ／ｇａｍｅサーバーの垂直同期は、同期されず、その結果、
２つの同期間におそらく時間差が生じる。共有ビデオ圧縮ハードウェア１５３０は、ａｐ
ｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５がビデオフレームを完成したときにビデオの圧
縮を開始するので、新たなサーバーからの第１のフレームは、古いサーバーのフルフレー
ム時間より早期に完成され、これは、その手前の圧縮されたフレームがその送信を完了す
る前である（例えば、図９ｂの送信時間９９２を考えると、非圧縮フレーム３　９６３が
フレーム時間の半分早期に完成された場合に、送信時間９９２に影響を及ぼす）。このよ
うな状況では、共有ビデオ圧縮ハードウェア１５３０は、新たなサーバーからの第１のフ
レームを無視し（例えば、フレーム４　９６４が無視される(９７４)のと同様に）、クラ
イアント４１５は、古いサーバーからの最後のフレームを特別のフレーム時間中保持し、
そして共有ビデオ圧縮ハードウェア１５３０は、ゲームをホストする新たなａｐｐ／ｇａ
ｍｅサーバーからの次のフレーム時間ビデオの圧縮を開始する。視覚上、あるａｐｐ／ｇ
ａｍｅサーバーから他のａｐｐ／ｇａｍｅサーバーへの移行は、シームレスである。ホス
ティングサービス制御サーバー４０１は、次いで、「ゲームファインダー」をホストして
いたａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５に、それが再び必要になるまで
アイドル状態にスイッチするように通知する。
【０２０８】
　次いで、ユーザは、ゲームをプレイすることができる。そして、何が優れているかと言
えば、ゲームは、知覚上即座にプレイされ（ギガビット／秒の速度でＲａｉｄアレイ１５
１１－１５１２からａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５にロードされる
ので）、そしてゲームは、理想的なドライバ、レジストリ構成（Ｗｉｎｄｏｗｓの場合）
をもち、且つゲームのオペレーションと競合し得るサーバーで実行される他のアプリケー
ションをもたずに、ゲームに対して厳密に構成されたオペレーティングシステムと一緒に
ゲームに厳密に適したサーバーにロードされる。
【０２０９】
　又、ユーザがゲームを通して進行するにつれて、ゲームの各セグメントが、ＲＡＩＤア
レイ１５１１－１５１２からギガビット／秒の速度でサーバーへロードされ（即ち、１ギ
ガバイトの負荷が８秒で）、そしてＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２の膨大な記憶容量
のために（これは多数のユーザ間の共有リソースであるから、非常に大きく、又、コスト
効率がよい）、幾何学的な設定又は他のゲームセグメント設定を予め計算して、ＲＡＩＤ
アレイ１５１１－１５１２に記憶し、そして非常に迅速にロードすることができる。更に
、各ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５のハードウェア構成及び計算能力が既
知であるから、ピクセル及び頂点シェーダーを予め計算することができる。
【０２１０】
　従って、ゲームは、ほぼ瞬間的に始動し、理想的な環境で実行され、そしてその後のセ
グメントがほぼ瞬間的にロードされる。
【０２１１】
　しかし、これらの効果を越えて、ユーザは、ゲームをプレイする他人を見ることができ
（上述した「ゲームファインダー」及び他の手段を経て）、そしてゲームに関心があるか
どうか判断し、もしそうであれば、他人を見ることから秘訣を学習することができる。そ
して、ユーザは、大きなダウンロード及び／又はインストールを待機する必要なく、ゲー
ムを瞬時にデモすることができ、又、ユーザは、おそらく、僅かな費用の試行ベースで、
又は長期間ベースで、ゲームを瞬時にプレイすることができる。そして、ユーザは、ゲー
ムを、ウインドウズＰＣ、マッキントッシュ、家のＴＶ受像機で、又、旅行中も、移動電
話で、充分短い待ち時間のワイヤレス接続によりプレイすることができる。又、これは、
全て、ゲームのコピーを物理的に所持せずに行うことができる。
【０２１２】
　上述したように、ユーザは、自分のゲームプレイを他人に見られることを許さないか、
自分のゲームを遅延の後に見られるのを許すか、自分のゲームを選択されたユーザにより
見られるのを許すか、又は自分のゲームを全てのユーザにより見られるのを許すかを判断
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することができる。それにも関わらず、ビデオ／オーディオは、一実施形態では、１５分
間、遅延バッファ１５１５に記憶され、そしてユーザは、デジタルビデオレコーダ（ＤＶ
Ｒ）でＴＶを見ていたときに行うことができたのと同様に、自分の以前のゲームプレイを
「巻き戻して」見ることができ、又、休止し、スローで再生し、早送りし、等々を行うこ
とができる。この例では、ユーザは、ゲームをプレイするが、ユーザがアプリケーション
を使用する場合には、同じ“ＤＶＲ”能力を利用することができる。これは、以前の行動
を再検討すること及び以下に述べる他のアプリケーションでも有用である。更に、カメラ
の視野を変更できる、等のように、ゲーム状態情報の利用に基づいて巻き戻することがで
きるようにゲームが設計されている場合は、この“３Ｄ　ＤＶＲ”能力もサポートされる
が、それをサポートするようにゲームを設計することが要求される。遅延バッファ１５１
５を使用する“ＤＶＲ”能力は、もちろん、ゲーム又はアプリケーションが使用されたと
きに発生するビデオに限定して、ゲーム又はアプリケーションと共に機能するが、３Ｄ　
ＤＶＲ能力をもつゲームの場合には、ユーザは、以前にプレイしたセグメントの３Ｄにお
ける「フライスルー(fly through)」を制御することができ、そしてそれにより得られる
ビデオを遅延バッファ１５１５で記録させ、ゲームセグメントのゲーム状態を記録させる
ことができる。従って、特定の「フライスルー」が、圧縮されたビデオとして記録される
が、ゲーム状態も記録されるので、後日、ゲームの同じセグメントについて異なるフライ
スルーが考えられることになる。
【０２１３】
　以下に述べるように、ホスティングサービス２１０におけるユーザは、各々、彼等に関
する情報及び他のデータを掲示することのできる「ユーザページ」を有する。ユーザが掲
示することのできるものの中には、彼等がセーブしたゲームプレイからのビデオセグメン
トがある。例えば、ユーザがゲームにおいて特に困難な挑戦を克服した場合には、ユーザ
は、ゲームにおいて偉大な成果をなし得た点の直前まで「巻き戻し」、次いで、他のユー
ザが見るために、ある時間巾（例えば、３０秒）のビデオセグメントをユーザの「ユーザ
ページ」にセーブするようにホスティングサービス２１０に命令することができる。これ
を達成するには、ユーザが、遅延バッファ１５１５に記憶されたビデオをＲＡＩＤアレイ
１５１１－１５１２へ再生してユーザの「ユーザページ」においてそのビデオセグメント
をインデックスするように使用するという、単なるａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－
１５２５の問題である。
【０２１４】
　ゲームが、上述した３Ｄ　ＤＶＲの能力を有する場合には、３Ｄ　ＤＶＲに要求される
ゲーム状態情報もユーザによって記録して、ユーザの「ユーザページ」に利用することが
できる。
【０２１５】
　能動的なプレーヤに加えて「観客」（即ち３Ｄの世界を進んで、アクションに関与せず
にそれを観察できるユーザ）をもつようにゲームが設計されている場合には、「ゲームフ
ァインダー」アプリケーションは、ユーザが観客及びプレーヤとしてゲームに加わること
ができるようにする。具現化の視点から、ユーザが能動的なプレーヤではなく観客である
場合も、ホスティングシステム２１０に対して差はない。ゲームは、ａｐｐ／ｇａｍｅサ
ーバー１５２１－１５２５にロードされ、そしてユーザは、ゲームを制御する（例えば、
世界を見るバーチャルカメラを制御する）。唯一の相違は、ユーザのゲーム経験である。
【０２１６】
　複数ユーザの協力
　ホスティングサービス２１０の別の特徴は、複数のユーザが、大きく異なる視聴装置を
使用していても、生のビデオを見ながら協力する能力である。これは、ゲームをプレイす
るとき及びアプリケーションを使用するときの両方に有用である。
【０２１７】
　多くのＰＣ及び移動電話は、ビデオカメラを装備しており、且つ特に、映像が小さいと
きには、リアルタイム映像圧縮を行う能力を有している。又、テレビに取り付けることの
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できる小型カメラも入手でき、リアルタイム圧縮を、ソフトウェアで具現化するか、又は
ビデオを圧縮するための多数のハードウェア圧縮装置の１つを使用して具現化するのは、
困難なことではない。又、多数のＰＣ及び全ての移動電話は、マイクロホンを有し、又、
マイクロホンと共にヘッドセットが利用できる。
【０２１８】
　このようなカメラ及び／又はマイクロホンは、ローカルのビデオ／オーディオ圧縮能力
（特に、ここに述べる短待ち時間のビデオ圧縮技術を使用する）と合成されると、ユーザ
が、ユーザの家屋２１１からのビデオ及び／又はオーディオを入力装置の制御データと共
にホスティングサービス２１０へ送信できるようにする。このような技術が使用されると
きには、図１９に示す能力を達成でき、即ちユーザは、自分のビデオ及びオーディオ１９
００を別のユーザのゲーム又はアプリケーション内のスクリーンに出現させることができ
る。この例は、カーレースにおいてチームメートが協力するマルチプレーヤゲームである
。ユーザのビデオ／オーディオは、チームメートだけにより選択的に見る／聞くことがで
きる。そして、実質上、待ち時間がないので、上述した技術を使用すると、プレーヤは、
気付くほどの遅延を伴うことなく、互いにリアルタイムで話したり動いたりすることがで
きる。
【０２１９】
　このビデオ／オーディオの一体化は、ユーザのカメラ／マイクロホンからの圧縮された
ビデオ及び／又はオーディオをインバウンドインターネットトラフィック１５０１として
到着させることにより達成される。次いで、インバウンドルーティング１５０２が、ビデ
オ及び／又はオーディオを、それを見る／聞くことが許されたａｐｐ／ｇａｍｅゲームサ
ーバー１５２１－１５２５へルーティングする。次いで、ビデオ及び／又はオーディオを
使用することを選択する各ａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５のユーザ
は、それを解凍し、そして１９００で示されたように、必要に応じて、ゲーム又はアプリ
ケーション内に現れるように一体化する。
【０２２０】
　図１９の例は、このような協力がゲームにおいてどのように利用されるか示しているが
、このような協力は、アプリケーションにとって非常にパワフルなツールである。ニュー
ヨーク市ではニューヨークに本拠地を置く不動産開発業者のためにシカゴの建築家により
大きなビルが設計されているが、その判断には、旅行中でマイアミの空港にたまたまいる
金融投資家が含まれ、そして投資家と不動産開発業者の両方を満足させるために、周囲の
ビルにどのように調和させるかに関してそのビルの幾つかの設計要素について判断をする
必要がある状況を考える。建設会社は、シカゴにおいてカメラがＰＣに取り付けられた高
解像度モニタを有し、不動産開発業者は、ニューヨークにおいてカメラ付きのラップトッ
プを有し、そして投資家は、マイアミにおいてカメラ付きの移動電話を有している。建設
会社は、ホスティングサービス２１０を使用して、非常に現実的な３Ｄレンダリングを行
うことのできるパワフルな建設設計アプリケーションをホストすることができ、ニューヨ
ーク市内のビルの大きなデータベース及び設計中のビルのデータベースを使用することが
できる。建設設計アプリケーションは、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５の
１つで実行され、又は多大な計算パワーを要求する場合には、その幾つかにおいて実行さ
れる。異なる位置にいる３人のユーザの各々は、ホスティングサービス２１０に接続され
、そしてその各々は、建設設計アプリケーションのビデオ出力の同時ビューを有するが、
これは、各ユーザが有する所与の装置及びネットワーク接続特性に対して共有ハードウェ
ア圧縮１５３０により適当なサイズにされる（例えば、建設会社は、２０Ｍｂｐｓの商業
的インターネット接続を通して２５６０ｘ１４４０の６０ｆｐｓディスプレイを見ること
ができ、ニューヨークの不動産開発業者は、自分のラップトップの６ＭｂｐｓのＤＳＬ接
続を経て１２８０ｘ７２０の６０ｆｐｓ映像を見ることができ、そして投資家は、自分の
移動電話の２５０Ｋｂｐｓのセルラーデータ接続を経て３２０ｘ１８０の６０ｆｐｓ映像
を見ることができる。各当事者は、他の当事者の音声を聞き（会議コールは、ａｐｐ／ｇ
ａｍｅサーバー１５２１－１５２５において広く利用できる多数の会議コールソフトウェ
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アパッケージのいずれかにより取り扱われ）、そしてユーザ入力装置上のボタンの操作を
通して、ユーザは、ローカルカメラを使用してそれら自身のビデオ出演をすることができ
る。ミーティングが進むにつれて、建築家は、そのビルを回転し且つそのエリアの他のビ
ルの近くを飛行したときにそのビルがどのように見えるか、非常にホトリアルな３Ｄレン
ダリングで示すことができ、そして同じビデオを、各当事者のディスプレイ装置の解像度
で全ての当事者が見ることができる。当事者により使用されるローカル装置が、どれも、
このようなリアリズムで３Ｄアニメーションを取り扱いできないことは問題ではないが、
ニューヨーク市の周囲のビルをレンダリングするために要求される膨大なデータベースを
ダウンロードするか又は記憶することは言うまでもない。各ユーザの視点から、距離が離
れているにも関わらず、又、異なるローカル装置であるにも関わらず、ユーザは、単純に
、信じられないほどのリアリズムで繋ぎ目のない経験をする。そして、１人の当事者が顔
を見えるようにして感情を良く伝えたいときには、そのようにすることができる。更に、
不動産開発業者又は投資家のいずれかが建設プログラムの制御を手に入れてそれら自身の
入力装置（キーボード、マウス、キーパッド又はタッチスクリーン）を使用したい場合に
は、知覚上待ち時間なしに応答でき、又、応答することになる（それらのネットワーク接
続が不合理な待ち時間をもたないと仮定して）。例えば、移動電話の場合には、その移動
電話が空港のＷｉＦｉネットワークに接続された場合には、待ち時間が非常に短くなる。
しかし、米国で今日利用できるセルラーデータネットワークを使用する場合には、おそら
く、顕著な遅れで悩まされることになる。更に、投資家が見ているミーティングのほとん
どの目的では、建築家がビルの接近飛行を制御し、又はビデオ遠隔会議で話をするために
は、セルラー待ち時間でも許容できねばならない。
【０２２１】
　最終的に、協力会議コールの終わりに、不動産開発業者及び投資家は、ホスティングサ
ービスから彼等のコメントを発し且つ署名し、建設会社は、遅延バッファ１５１５に記録
された会議のビデオを「巻き戻し」、そしてコメント、顔の表情、及び／又はミーティン
グ中に作られたビルの３Ｄモデルに加えられたアクションを再検討することができる。セ
ーブしたい特定のセグメントがある場合は、ビデオ／オーディオのそれらセグメントを、
記録保管及び後で再生するために遅延バッファ１５１５からＲＡＩＤアレイ１５１１－１
５１２へ移動することができる。
【０２２２】
　又、コストの観点から、建築家が計算パワー及びニューヨーク市の大きなデータベース
を１５分の会議コールにしか使用する必要がない場合には、ハイパワーのワークステーシ
ョンを所有し且つ大きなデータベースの高価なコピーを購入するのではなく、リソースを
使用した時間について支払するだけでよい。
【０２２３】
　ビデオリッチなコミュニティサービス
　ホスティングサービス２１０は、インターネットにビデオリッチなコミュニティサービ
スを確立するための空前の機会を可能にする。図２０は、ホスティングサービス２１０に
おけるゲームプレーヤのための規範的「ユーザページ」を示す。「ゲームファインダー」
アプリケーションと同様に、「ユーザページ」は、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－
１５２５の１つにおいて実行されるアプリケーションである。このページにおけるサムネ
ール及びビデオウインドウは、全て、絶えず動くビデオ（セグメントが短い場合は、ルー
プになる）を示す。
【０２２４】
　ビデオカメラを使用するか、又はビデオをアップロードすることにより、ユーザ（ユー
ザ名は“ＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤ”である）は、自分自身のビデオ２０００を掲示すること
ができ、他のユーザがこれを見ることができる。このビデオは、ＲＡＩＤアレイ１５１１
－１５１２に記憶される。又、他のユーザがＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤの「ユーザページ」に
到来するときに、ＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤがそのときホスティングサービス２１０を使用し
ていれば、（ユーザが彼を見るために彼の「ユーザページ」を見ることを許すと仮定すれ
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ば）彼が何を行おうとその生のビデオ２００１が示される。これは、サーバー制御システ
ム４０１から要求される「ユーザページ」アプリケーションをホストするａｐｐ／ｇａｍ
ｅサーバー１５２１－１５２５により達成され、ＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤがアクティブであ
るかどうか、そしてもしそうであれば、彼が使用するａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１
－１５２５により達成される。次いで、「ゲームファインダー」アプリケーションにより
使用される同じ方法を使用して、適当な解像度及びフォーマットの圧縮されたビデオスト
リームが、「ユーザページ」アプリケーションを実行するａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５
２１－１５２５へ送信され、そして表示される。ユーザがＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤの生のゲ
ームプレイでウインドウを選択し、次いで、その入力装置を適当にクリックする場合は、
ウインドウがズームアップされ（この場合も「ゲームファインダー」アプリケーションと
同じ方法を使用して）、そして生のビデオが、見ているユーザのインターネット接続の特
性に適した、見ているユーザのディスプレイ装置４２２の解像度でスクリーンを埋める。
【０２２５】
　従来に勝るこの解決策の重要な効果は、「ユーザページ」を見ているユーザが、自分が
所有していないゲームの生のプレイを見ることができ、且つ非常に良いことに、ゲームを
プレイできるローカルコンピュータ又はゲームコンソールをもたなくてよいことである。
これは、ゲームをプレイする「アクション中」である「ユーザページ」に示されたユーザ
をユーザが見る良い機会を与えると共に、見ているユーザが試してみたい又は上手くなり
たいゲームに関して学習する機会でもある。
【０２２６】
　ＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤの相棒２００２からのカメラ記録又はアップロードされたビデオ
クリップも「ユーザページ」に示され、そして各ビデオクリップの下には、相棒がオンラ
インでゲームをプレイしているかどうか示すテキストがある（例えば、ｓｉｘ＿ｓｈｏｔ
は、ゲーム“Ｅｒａｇｏｎ”をプレイしており、ＭｒＳｎｕｇｇｌｅｓ９９は、オフライ
ンであり、等）。メニューアイテム（図示せず）をクリップすることにより、相棒のビデ
オクリップは、記録又はアップロードされたビデオを示すものから、ホスティングサービ
ス２１０上で現在ゲームをプレイしている相棒がそのときゲームにおいて何をしているか
の生のビデオへとスイッチする。従って、これは、相棒のためのゲームファインダーグル
ープとなる。相棒のゲームが選択されそしてユーザがそれをクリックする場合には、全ス
クリーンをズームアップし、そしてユーザは、全スクリーンでプレイされるゲームを生で
見ることができる。
【０２２７】
　この場合も、相棒のゲームを見ているユーザは、ゲームのコピーも、ゲームをプレイす
るためのローカルコンピューティング／ゲームコンソールリソースも、所有していない。
ゲームを見るのは、実際上、瞬間的である。
【０２２８】
　上述したように、ユーザがホスティングサービス２１０においてゲームをプレイすると
きには、ユーザは、ゲームを「巻き戻し」、セーブしたいビデオセグメントを見出し、次
いで、ビデオセグメントを自分の「ユーザページ」へセーブする。これらは、「自慢のク
リップ(Brag Clips)」と称される。ビデオセグメント２００３は、全て、プレイした以前
のゲームからＫＩＬＬＨＡＺＡＲＤによりセーブされた「自慢のクリップ」２００３であ
る。番号２００４は、「自慢のクリップ」が何回見られたかを示し、そして「自慢のクリ
ップ」が見られるときに、ユーザは、それを格付けする機会を得、オレンジのキー穴形状
のアイコン２００５の数は、どれほど高い格付けであるかを示す。「自慢のクリップ」２
００３は、ユーザが「ユーザページ」を見るとき、そのページにおけるビデオの残りと共
に絶えずループする。ユーザが「自慢のクリップ」２００３の１つを選択してクリックす
る場合には、それがズームアップし、「自慢のクリップ」２００３を、クリップの再生、
休止、巻き戻し、早送り、ステップスルー、等を行えるようにするＤＶＲコントロールと
共に提示する。
【０２２９】
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　「自慢のクリップ」２００３の再生は、ユーザが「自慢のクリップ」を記録し、それを
解凍して再生するときに、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２に記憶された圧縮ビデオセ
グメントをａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５がロードすることにより具現化
される。
【０２３０】
　又、「自慢のクリップ」２００３は、“３Ｄ　ＤＶＲ”ビデオセグメント（即ち、再生
でき且つユーザがカメラの視点を変更するのを許すゲームからのゲーム状態シーケンス）
でもあり、これは、そのような能力をサポートするゲームからのものである。この場合、
ゲームセグメントが記録されたときにユーザが作った特定の「フライスルー」の圧縮ビデ
オ記録に加えて、ゲーム状態情報が記憶される。「ユーザページ」が見られ、そして全て
のサムネール及びビデオウインドウが絶えずループ化するときには、３Ｄ　ＤＶＲ「自慢
のクリップ」２００３は、ユーザがゲームセグメントの「フライスルー」を記録したとき
に圧縮ビデオとして記録された「自慢のクリップ」２００３を絶えずループ化する。しか
し、ユーザが３Ｄ　ＤＶＲ「自慢のクリップ」２００３を選択してそれをクリップすると
きには、圧縮ビデオの「自慢のクリップ」を再生できるようにするＤＶＲコントロールに
加えて、ユーザは、ゲームセグメントに対する３Ｄ　ＤＶＲ能力を与えるボタンをクリッ
クすることができる。それらは、彼等自身でゲームセグメント中にカメラの「フライスル
ー」を制御することができ、そしてそれらが望む（及びユーザページを所有するユーザが
それを許す）場合に、別の「自慢のクリップ」の「フライスルー」を圧縮ビデオ形態で記
録することができ、これは、次いで、ユーザページの他の視聴者に利用可能となる（直ち
に、又はユーザページの所有者が「自慢のクリップ」を再検討する機会をもった後に）。
【０２３１】
　この３Ｄ　ＤＶＲ「自慢のクリップ」２００３の能力は、記録されたゲーム状態情報を
別のａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５において再生しようとしているゲーム
を作動することによりイネーブルされる。ゲームは、ほぼ瞬間的に作動できるので（上述
したように）、「自慢のクリップ」により記録されたゲーム状態にプレイを限定してゲー
ムを作動し、次いで、ユーザが、圧縮ビデオを遅延バッファ１５１５に記録しながらカメ
ラで「フライスルー」を実行できるようにするのは、困難ではない。ユーザが「フライス
ルー」の実行を完了すると、ゲームが不作動にされる。
【０２３２】
　ユーザの視点から、３Ｄ　ＤＶＲの「自慢のクリップ」２００３で「フライスルー」を
作動することは、リニアな「自慢のクリップ」２００３のＤＶＲコントロールを制御する
ことより努力が要らない。それらは、ゲームについて又はゲームをどのようにプレイする
かについて何も知らなくてよい。それらは、別の者により記録されるゲームセグメント中
に３Ｄ世界を凝視するバーチャルカメラオペレータに過ぎない。
【０２３３】
　又、ユーザは、それら自身のオーディオを、マイクロホンから記録されるか又はアップ
ロードされる「自慢のクリップ」にオーバーダビングすることもできる。このようにして
、「自慢のクリップ」は、ゲームからのキャラクタ及びアクションを使用して、カスタム
アニメーションを生成するのに使用できる。このアニメーション技術は、「マシニマ(mac
hinima)」として一般に知られている。
【０２３４】
　ユーザがゲームを進めるにつれて、異なるスキルレベルを達成する。プレイしたゲーム
は、達成度をサービスコントロールシステム４０１へ報告し、それらのスキルレベルが「
ユーザページ」に示される。
【０２３５】
　双方向アニメ化広告
　オンライン広告は、テキストから、静止映像へ、ビデオへ、そして今や、Ａｄｏｂｅ　
Ｆｌａｓｈのようなアニメーションシンクライアントを使用して典型的に具現化される双
方向セグメントへと推移してきた。アニメーションシンクライアントを使用する理由は、
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ユーザが、典型的に、製品やサービスが彼等に推薦される特典に対する遅れが耐え難いか
らである。又、シンクライアントは、非常に低性能のＰＣで実行され、従って、広告主は
、双方向アドが適切に機能するという高い信頼度をもつことができる。不都合なことに、
Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈのようなアニメーションシンクライアントは、双方向性の度合い
及び経験の巾が制限される（ダウンロード時間を軽減するために）。
【０２３６】
　図２１は、ショールーム内で車を回転させ、車がどのように見えるかリアルタイムレイ
トレーシングで示しながら、ユーザが車の外部及び内部の色を選択する双方向広告を示し
ている。ユーザは、車を運転するアバターを選択し、次いで、ユーザは、レーストラック
上、又はモナコのようなエキゾチックな場所でドライブするように車を取り出すことがで
きる。ユーザは、より大きなエンジン又はより優れたタイヤを選択することができ、次い
で、その変更した構成が車の加速性能又は路面の食い付きにどのように影響するか見るこ
とができる。
【０２３７】
　もちろん、広告は、実際上、精巧な３Ｄビデオゲームである。しかし、ＰＣ又はビデオ
ゲームコンソール上に再生できる広告については、おそらく、１００ＭＢダウンロードを
要求し、そしてＰＣの場合には、特殊なドライバのインストールを要求すると共に、ＰＣ
が充分なＣＰＵ又はＧＰＵ計算能力に欠ける場合には全く実行されないことがある。従っ
て、このような広告は、従来の構成では不可能である。
【０２３８】
　ホスティングサービス２１０では、このような広告は、ほぼ瞬時に起動し、そしてユー
ザのクライアント４１５の能力がどんなものであっても、完全に実行される。従って、そ
れらは、シンクライアント双方向アドより素早く起動し、著しく経験に富み、且つ非常に
信頼性が高い。
【０２３９】
　リアルタイムアニメーション中のストリーミング幾何学形状
　ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２及びインバウンドルーティング１５０２は、リアル
タイムアニメーション（例えば、複雑なデータベースを伴うフライスルー）中にゲームプ
レイ又はアプリケーションの中間において幾何学形状をオンザフライで確実に配信するた
めにＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２及びインバウンドルーティング１５０２に依存す
るビデオゲーム及びアプリケーションを設計できるように高速で且つ短待ち時間のデータ
レートを与えることができる。
【０２４０】
　図１に示すビデオゲームシステムのような従来のシステムでは、特に実際の家庭用装置
に使用できる大量記憶装置は、要求される幾何学形状をある程度予想できる状況を除き、
ゲームプレイ中に幾何学形状をストリームするには遥かに低速である。例えば、特定の道
路が存在するドライブゲームにおいて、視野に入って来るビルの幾何学形状は、合理的に
充分なほど予想でき、そして大量記憶装置は、近づきつつある幾何学形状が位置している
場所を前もって探すことができる。
【０２４１】
　しかし、予想できない変化を伴う複雑なシーンにおいて（例えば、あたり一面に複雑な
キャラクタが存在する戦闘のシーンにおいて）、ＰＣ又はビデオゲームシステムのＲＡＭ
が、現在視野にある物体に対する幾何学形状で完全に埋められており、次いで、ユーザが
突然それらのキャラクタを、それらキャラクタの背後の視野へ方向転換する場合に、幾何
学形状がＲＡＭに予めロードされていなければ、それを表示できるまでに遅延が生じるこ
とになる。
【０２４２】
　ホスティングサービス２１０において、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２は、ギガビ
ットイーサネット速度以上でデータをストリームすることができ、そしてＳＡＮネットワ
ークでは、１０ギガビットのイーサネット又は他のネットワークに勝る１０ギガビット／
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秒の速度を達成することができる。１０ギガビット／秒は、ギガバイトのデータを１秒未
満でロードする。６０ｆｐｓのフレーム時間（１６．６７ｍｓ）では、ほぼ１７０メガビ
ット（２１ＭＢ）のデータをロードすることができる。当然、ＲＡＩＤ構成にある回転す
るメディアは、１フレーム時間より大きな待ち時間を依然被るが、フラッシュベースのＲ
ＡＩＤ記憶装置は、結局、回転するメディアＲＡＩＤアレイと同程度の大きさであり、そ
のような長い待ち時間は被らない。一実施形態では、大量ＲＡＭライトスルーキャッシン
グを使用して、非常に短い待ち時間のアクセスを与える。
【０２４３】
　従って、充分に高いネットワーク速度及び充分に短い待ち時間の大量記憶では、ＣＰＵ
及び／又はＧＰＵが３Ｄデータを処理できるのと同程度の速さでａｐｐ／ｇａｍｅゲーム
サーバー１５２１－１５２５へ幾何学形状をストリームすることができる。従って、ユー
ザがそのキャラクタを突然方向転換しそして後を見る上述した例では、後方の全てのキャ
ラクタに対する幾何学形状を、キャラクタが回転を完了する前にロードすることができ、
従って、ユーザにとって、生のアクションと同程度にリアルなホトリアルな世界にいるか
のように思える。
【０２４４】
　上述したように、ホトリアルなコンピュータアニメーションにおける最後の未開拓の１
つは、人間の顔であり、不完全さに対して人間の目が敏感であるために、ホトリアルな顔
からの若干のエラーが視聴者から否定的なリアクションを招くことがある。図２２は、Ｃ
ｏｎｔｏｕｒTM「リアリティキャプチャーテクノロジー」（本ＣＩＰ出願の譲受人に各々
譲渡された同時係争中の特許出願、即ち２００４年９月１５日に出願された第１０／９４
２，６０９号“Apparatus and method for capturing the motion of a performer”、２
００４年９月１５日に出願された第１０／９４２，４１３号“Apparatus and method for
 capturing the expression of a performer”、２００５年２月２５日に出願された第１
１／０６６，９５４号“Apparatus and method for improving marker identification w
ithin a motion capture system”、２００５年３月１０日に出願された第１１／０７７
，６２８号“Apparatus and method for performing motion capture using shutter syn
chronization”、２００５年１０月２０日に出願された第１１／２５５，８５４号“Appa
ratus and method for performing motion capture using a random pattern on capture
 surfaces”、２００６年６月７日に出願された第１１／４４９，１３１号“System and 
method for performing motion capture using phosphor application techniques”、２
００６年６月７日に出願された第１１／４４９，０４３号“System and method for perf
orming motion capture by strobing a fluorescent lamp”、２００６年６月７日に出願
された第１１／４４９，１２７号“System and method for three dimensional capture 
of stop-motion animated characters”の要旨）を使用して捕獲される生の演技が、非常
に滑らかな捕獲表面を、次いで、高多角形数追跡表面（即ち、多角形の動きが顔の動きに
正確に追従する）をどのように生じるか示している。最終的に、生の演技のビデオが追跡
表面にマップされて、テクスチャ処理表面を形成するときに、ホトリアルな結果が得られ
る。
【０２４５】
　現在のＧＰＵ技術は、追跡表面における多角形の数及びテクスチャをレンダリングしそ
して表面をリアルタイムで照明することができるが、多角形及びテクスチャがフレーム時
間ごとに変化する（これは、最もホトリアルな結果を生じる）場合には、近代的ＰＣ又は
ビデオゲームコンソールの利用可能な全てのＲＡＭを急速に消費してしまう。
【０２４６】
　上述したストリーミング幾何学形状技術を使用すると、ａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバ
ー１５２１－１５２５へ幾何学形状を連続的に供給して、ホトリアルな顔を連続的にアニ
メ化し、生の動きの顔とほとんど見分けがつかない顔をもつビデオゲームを作成できるよ
うにするが実際的である。
【０２４７】
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　リニアなコンテンツと双方向特徴との一体化
　動画、テレビ番組及びオーディオ資料（集合的に「リニアコンテンツ」）は、家庭及び
オフィスのユーザに多数の形態で広く利用することができる。リニアコンテンツは、ＣＤ
、ＤＶＤ、ＨＤ－ＤＶＤ及びＢｌｕ－ｒａｙメディアのような物理的なメディアにおいて
取得することができる。又、これは、衛星及びケーブルＴＶ放送からＤＶＲにより記録す
ることもできる。そして、衛星及びケーブルＴＶを通してペイパービュー（ＰＰＶ）コン
テンツとして、及びケーブルＴＶのビデオオンデマンド（ＶＯＤ）として利用することも
できる。
【０２４８】
　益々多くのリニアコンテンツが、インターネットを通して、ダウンロードされたコンテ
ンツとして及びストリーミングコンテンツとして利用できるようになった。今日、リニア
メディアに関連した全ての特徴を経験するための場所は、実際に１つではない。例えば、
ＤＶＤ及び他のビデオ光学メディアは、典型的に、演出家の解説、「メーキングオブ(mak
ing of)」特徴、等のように、他の場所では利用できない双方向特徴を有する。オンライ
ン音楽サイトは、一般的にＣＤでは入手できないカバー技術及び歌情報を有するが、全て
のＣＤをオンラインで入手できるのではない。又、テレビ番組に関連したウェブサイトは
、しばしば、特別な特徴、ブログ、及びときには、俳優又は創作スタッフからのコメント
を有する。
【０２４９】
　更に、多くの動画又はスポーツの出来事では、（動画の場合）しばしばリニアメディア
と一緒に発売されるか、或いは（スポーツの場合）実世界の出来事（例えば、プレーヤの
トレード）に密接に結びついたビデオゲームがしばしばある。
【０２５０】
　ホスティングサービス２１０は、異なる形態の関連コンテンツと一緒にリンクしてリニ
アコンテンツを配布するのに良く適している。確かに、動画の配信は、もはや、高度な双
方向性のビデオゲームを配信する挑戦ではなく、ホスティングサービス２１０は、リニア
コンテンツを家庭又はオフィスの広範な装置或いは移動装置へ配信することができる。図
２３は、リニアコンテンツの選択を示すホスティングサービス２１０の規範的なユーザイ
ンターフェイスページを示している。
【０２５１】
　しかし、ほとんどのリニアコンテンツ配信システムとは異なり、ホスティングサービス
２１０は、関連する双方向コンポーネント（例えば、ＤＶＤにおけるメニュー及び特徴、
ＨＤ－ＤＶＤにおける双方向オーバーレイ、及びウェブサイトにおけるＡｄｏｂｅ　Ｆｌ
ａｓｈアニメーション（以下に述べる））を配信することもできる。従って、クライアン
ト装置４１５の制限は、どの特徴が利用できるかについて、もはや制限を導入しない。
【０２５２】
　更に、ホスティングサービス２１０は、リニアコンテンツをビデオゲームコンテンツと
動的に且つリアルタイムでリンクすることができる。例えば、ユーザがハリーポッターの
映画においてクィディッチの試合を見て、クィディッチのプレイにトライしたい場合に、
ボタンをクリックするだけで、映画を休止し、直ちに、ハリーポッタービデオゲームのク
ィディッチセグメントへ移ることができる。クィディッチの試合をプレイした後に、ボタ
ンの別のクリックで、即座に映画が再開する。
【０２５３】
　写真的に捕獲されたビデオが生の動きのキャラクタと見分けがつかないようなホトリア
ルなグラフィック及び制作技術では、ユーザが、生の動きの映画におけるクィディッチゲ
ームから、ここに述べるホスティングサービスにおけるビデオゲームのクィディッチゲー
ムへ移行するときに、２つのシーンは、実質上、見分けがつかない。これは、２つの世界
の間の線が見分けられないのでリニアコンテンツ及び双方向（例えば、ビデオゲーム）コ
ンテンツの両方の演出家にとって全く新しい創作オプションを与える。
【０２５４】
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　図１４に示すホスティングサービスアーキテクチャーを使用して、３Ｄ映画のバーチャ
ルカメラの制御権を視聴者に与えることができる。例えば、列車の車両内で生じるシーン
では、視聴者がバーチャルカメラを制御して、ストーリーが進行する間に車両の周囲を見
ることができる。これは、車両内の全ての３Ｄオブジェクト（アセット）が利用できると
共に、シーンをリアルタイムでレンダリングできる充分なレベルの計算パワー、及びオリ
ジナルの映画を仮定している。
【０２５５】
　そして、非コンピュータ発生娯楽であっても、非常にエキサイティングな双方向特徴を
提供することができる。例えば、２００５動画“高慢と偏見(Pride and Prejudice)”は
、華麗な古い英国風大邸宅における多くのシーンを有している。大邸宅の幾つかのシーン
に対し、ユーザは、ビデオを休止し、次いで、カメラを制御して、大邸宅の塔、又はおそ
らく、周囲のエリアを撮影することができる。これを具現化するために、従来のアップル
社のＱｕｉｃｋＴｉｍｅ　ＶＲが具現化されたのと同様に、位置を見失わないように魚眼
レンズをつけて大邸宅を通してカメラを搬送することができる。次いで、種々のフレーム
が変換され、従って、映像は歪むことなく、映画と共にＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１
２に記憶され、そしてユーザがバーチャルの塔に行くことを選択したときに再生すること
ができる。
【０２５６】
　スポーツ行事では、バスケットボールゲームのような生のスポーツ行事を、ユーザが普
通のＴＶで見るために、ホスティングサービス２１０を通してストリーミングすることが
できる。ユーザが特定のプレイを見た後に、ゲームのビデオゲーム（最終的には実際のプ
レーヤと同程度ホトリアルに見えるバスケットプレーヤを伴う）を、プレーヤが同じ位置
でスタートして始めることができ、そしてユーザ（おそらく各々１人のプレーヤの制御権
を得ている）がプレイをやり直して、プレーヤよりうまくいくかどうか確かめることがで
きる。
【０２５７】
　ここに述べるホスティングサービス２１０は、この未来派的な世界をサポートするのに
非常に良く適している。というのは、家庭又はほとんどのオフィス設定でインストールす
るのが不可能である計算パワー及び大量記憶リソースを保持することができ、又、家庭用
設定では常に古い世代のＰＣ及びビデオゲームをもつものとなるが、その計算リソースは
、入手可能な最新の計算ハードウェアで、常に、最新のものだからである。そして、ホス
ティングサービス２１０では、この計算の複雑さが全てユーザから隠され、従って、非常
に精巧なシステムを使用しても、ユーザの観点から、テレビのチャンネルを切り換えるよ
うに簡単である。更に、ユーザは、全ての計算パワーにアクセスし、そして計算パワーが
クライアント４１５から得られるところの経験にアクセスすることができる。
【０２５８】
　マルチプレーヤゲーム
　ゲームがマルチプレーヤゲームであるという点で、インバウンドルーティング１５０２
のネットワークを通してａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５と通信でき
ると共に、インターネット（図示せず）へのネットワークブリッジで、ホスティングサー
ビス２１０において実行されないサーバー又はゲームマシンと通信することができる。一
般的なインターネットにおけるコンピュータでマルチプレーヤゲームをプレイするときに
は、ａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５は、インターネットへのアクセ
スが非常に速い（ゲームが家庭のサーバーで実行された場合に比して）という利点を有す
るが、低速な接続でゲームをプレイする他のコンピュータの能力により制限を受けると共
に、インターネット上のゲームサーバーが、比較的低速の消費者用インターネット接続上
の家庭用コンピュータである最小公分母を受け容れるように設計されたことによっても潜
在的に制限を受ける。
【０２５９】
　しかし、マルチプレーヤゲームが完全にホスティングサービス２１０のサーバーセンタ
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ー内でプレイされるときには、差の世界を達成することができる。ユーザのためのゲーム
をホストする各ａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５は、他のａｐｐ／ｇ
ａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５と、非常に高速で非常に短待ち時間の接続及び
膨大な非常に高速の記憶アレイをもつマルチプレーヤゲームのための集中制御をホストす
るサーバーとに相互接続される。例えば、インバウンドルーティング１５０２のネットワ
ークにギガビットのイーサネットが使用される場合には、ａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバ
ー１５２１－１５２５は、ギガビット／秒の速度において潜在的に１ｍｓ以下の待ち時間
で、互いに通信すると共に、マルチプレーヤゲームのための集中制御をホストするサーバ
ーとも通信する。更に、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２は、非常に迅速に応答し、そ
してギガビット／秒の速度でデータを転送することができる。例えば、家庭においてＰＣ
又はゲームコンソールで実行されるゲームクライアントに制限された従来のシステムで、
キャラクタが大量の幾何学形状及びそのキャラクタ独特の挙動を有するように、容貌及び
服装に関してユーザがキャラクタをカスタマイズする場合に、そのキャラクタが別のユー
ザの視野に入ってきた場合には、ユーザは、長くて低速のダウンロードが完了して全ての
幾何学形状及び挙動データがコンピュータにロードされるまで、待機しなければならなく
なる。ホスティングサービス２１０内では、その同じダウンロードを、ＲＡＩＤアレイ１
５１１－１５１２から対応されるギガビットのイーサネットを経てギガビット／秒の速度
で行うことができる。家庭のユーザが８Ｍｂｐｓのインターネット接続（これは、今日の
規格では非常に高速である）を有する場合でも、ギガビットイーサネットは、１００倍も
高速である。従って、高速インターネット接続で１分かかるものが、ギガビットイーサネ
ットでは１秒未満である。
【０２６０】
　トッププレーヤグループ及びトーナメント
　ホスティングサービス２１０は、トーナメントに非常に良く適している。ローカルクラ
イアントではゲームが実行されないので、ユーザがチートする機会がない。又、出力ルー
ティング１５４０がＵＤＰストリームをマルチキャストできるので、ホスティングサービ
ス２１０は、メジャートーナメントを観衆の中の数千の人々に一度にブロードキャストす
ることができる。
【０２６１】
　実際に、数千のユーザが同じストリーム（例えば、メジャートーナメントのビューを示
す）を受信するように普及した幾つかのビデオストリームがあるときは、多くのクライア
ント装置４１５へ大量配布するためにＡｋａｍａｉ又はＬｉｍｅｌｉｇｈｔのような「コ
ンテンツデリバリーネットワーク」（ＣＤＮ）へビデオストリームを送信するのがより効
率的である。
【０２６２】
　ＣＤＮを使用してトッププレーヤグループの「ゲームファインダー」ページを示すとき
には、同様の効率レベルを得ることができる。
【０２６３】
　メジャートーナメントの場合、生の有名アナウンサを使用して、ある試合中に実況放送
することができる。メジャートーナメントを見ているのは大勢のユーザであるが、トーナ
メントでプレイするのは比較的少数である。有名アナウンサからの音声は、トーナメント
でプレイしているユーザをホストすると共にトーナメントにおけるゲームの観客モードコ
ピーをホストするａｐｐ／ｇａｍｅゲームサーバー１５２１－１５２５へルーティングす
ることができ、そしてその音声は、ゲーム音声の上にオーバーダビングすることができる
。有名アナウンサの映像も、ゲームにオーバーレイし、おそらくは、観客のビューにオー
バーレイすることができる。
【０２６４】
　ウェブページロードの加速
　ワールドワイドウェブ、その一次トランスポートプロトコルであるハイパーテキストト
ランスファープロトコル（ＨＴＴＰ）は、ビジネスだけが高速インターネット接続をもち
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そしてオンラインにいる消費者がダイヤルアップモデム又はＩＳＤＮを使用していた時代
に考えられ定義されたものである。そのとき、高速接続用の「黄金律(gold standard)」
は、１．５Ｍｂｐｓのデータレートを対称的に（即ち、両方向に等しいデータレートで）
与えるＴ１ラインであった。
【０２６５】
　今日、状況は、完全に異なる。開発された世界の多くにおいてＤＳＬ又はケーブルモデ
ム接続を通る平均的な家庭用接続の速度は、Ｔ１ラインより遥かに高いダウンストリーム
データレートを有している。実際に、世界の幾つかの部分では、ファイバー・ツー・ザ・
カーブ(fiber-to-the-curb)が、５０ないし１００Ｍｂｐｓ程度の高さのデータレートを
家庭へ運ぶ。
【０２６６】
　不都合なことに、ＨＴＴＰは、これらの急激な速度改善の利点を効果的に取り入れるよ
うに構成されてこなかった（又、具現化もされなかった）。ウェブサイトは、リモートサ
ーバーにおけるファイルの集合である。非常に簡単に言えば、ＨＴＴＰは、第１のファイ
ルを要求し、そのファイルがダウンロードされるのを待機し、次いで、第２のファイルを
要求し、そのファイルがダウンロードされるのを待機し、等々である。実際に、ＨＴＴＰ
は、２つ以上の「オープン接続」を許し、即ち一度に２つ以上のファイルを要求できるよ
うにするが、合意された規格（及びウェブサーバーが過負荷にならないよう防止する要望
）があるために、非常に僅かなオープン接続しか許されない。更に、ウェブページが構成
される方法のために、ブラウザは、多くの場合、直ちにダウンロードに利用できる複数の
同時のページに気付かない（即ち、ページをパーズした後にのみ、映像と同様に、新たな
ファイルをダウンロードする必要があることが明らかとなる）。従って、ウェブサイトの
ファイルは、本質的に１つ１つロードされる。そして、ＨＴＴＰによって使用される要求
及び応答プロトコルのために、ロードされる各ファイルに関連して（米国で典型的なウェ
ブサーバーにアクセスすると）おおよそ１００ｍｓの待ち時間がある。
【０２６７】
　比較的低速の接続では、これにより大きな問題が導入されることはない。というのは、
ファイルそれ自体のダウンロード時間がウェブページの待ち時間を支配するからである。
しかし、接続速度が上がるにつれて、特に、複雑なウェブページでは、問題が起き始める
。
【０２６８】
　図２４に示す例では、典型的な商業的ウェブサイトが示されている（この特定のウェブ
サイトは、一流運動選手用の靴のブランドからのものである）。このウェブサイトには、
５４のファイルがある。これらファイルは、ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、ＪＰＥＧ、ＰＨＰ、Ｊａ
ｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ、及びＦｌａｓｈファイルを含むと共に、ビデオコンテン
ツを含む。ページが生になる（即ち、ユーザがそれをクリックして、それを使用し始める
）前に、合計１．５Ｍバイトをロードしなければならない。多数のファイルには、多くの
理由がある。１つのこととして、複雑で且つ精巧なウェブページであり、そして別のこと
として、ページにアクセスするユーザに関する情報（例えば、ユーザの母国、言語、以前
に購入したかどうか、等）に動的に基づいてアッセンブルされるウェブページであり、そ
してこれら全てのファクタに基づいて、異なるファイルがダウンロードされる。依然、こ
れは、非常に典型的な商業用ウェブページである。
【０２６９】
　図２４は、接続速度が上がるにつれてウェブページが生になるまでに経過する時間量を
示している。１．５Ｍｂｐｓの接続速度２４０１では、従来のウェブブラウザを伴う従来
のウェブサーバーを使用すると、ウェブページが生になるまでに１３．５秒を要する。１
２Ｍｂｐｓの接続速度２４０２では、ロード時間は、６．５秒に短縮され、即ち約２倍の
速さになる。しかし、９６Ｍｂｐｓの接続速度２４０３では、ロード時間は、約５．５秒
までしか短縮されない。その理由として、このように高いダウンロード速度では、ファイ
ルそれ自体をダウンロードするための時間は最小であるが、ファイル当たりの待ち時間、
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各々約１００ｍｓが依然あって、その結果、５４ファイル＊１００ｍｓ＝５．４秒の待ち
時間となる。従って、家庭への接続がどれほど速くても、このウェブサイトは、常に、そ
れが生となるまでに少なくとも少なくとも５．４秒を要する。別のファクタは、サーバー
側のキューイングであり、即ち各ＨＴＴＰ要求がキューの後部に追加され、従って、ビジ
ーのサーバーでは、これが大きな影響を及ぼす。というのは、ウェブサーバーから小さな
アイテムを得るたびに、ＨＴＴＰ要求がその方向転換を待機する必要があるためである。
【０２７０】
　これらの問題を解決する１つの仕方は、ＨＴＴＰを破棄するか又は再定義することであ
る。或いは、おそらく、ウェブサイト所有者がそのファイルを単一のファイル（例えば、
Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈフォーマットの）へうまく合併することである。しかし、実際的
な問題として、この会社及び多くの他の者は、そのウェブサイトアーキテクチャー多大な
投資をしている。更に、ある家庭は、１２－１００Ｍｂｐｓの接続を有するが、大多数の
家庭は、依然、ゆっくりした速度であり、ＨＴＴＰも、低速度で機能する。
【０２７１】
　１つの別の仕方は、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５のウェブブラウザを
ホストすると共に、ＲＡＩＤアレイ１５１１－１５１２のウェブサーバーに対するファイ
ルをホストすることである（或いは潜在的にウェブブラウザをホストするａｐｐ／ｇａｍ
ｅサーバー１５２１－１５２５のＲＡＭ又はローカル記憶装置において）。インバウンド
ルーティング１５０２を通して（又はローカル記憶装置への）非常に高速の相互接続があ
るために、ＨＴＴＰを使用してファイル当たり１００ｍｓの待ち時間となるのではなく、
ＨＴＴＰを使用してファイル当たり最小の待ち時間となる。従って、家にいるユーザがＨ
ＴＴＰを通してウェブページにアクセスするのではなく、ユーザは、クライアント４１５
を通してウェブページにアクセスすることができる。次いで、１．５Ｍｂｐｓの接続では
（このウェブページがそのビデオに対して著しい帯域巾を要求しないので）、ウェブペー
ジは、線２４００当たり１秒未満で生となる。本質的に、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５
２１－１５２５で実行されるウェブブラウザが生のページを表示するまでは待ち時間がな
く、そしてクライアント４１５がウェブブラウザからのビデオ出力を表示するまでは検出
可能な待ち時間がない。ユーザがウェブページ上でマウス操作し及び／又はタイプすると
きに、ユーザの入力情報がａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５で実行されるウ
ェブブラウザへ送信され、そしてウェブブラウザが適宜に応答する。
【０２７２】
　この解決策の１つの欠点は、コンプレッサがビデオデータを常時送信する場合に、ウェ
ブページが静的なものとなっても、帯域巾が使用されることである。これは、ウェブペー
ジが変化するときだけ（及びその場合にのみ）データを送信し、次いで、変化したページ
の部分にのみデータを送信するようにコンプレッサを構成することにより、改善すること
ができる。常時変化するフラッシングバナー、等をもつ幾つかのウェブページがあるが、
このようなウェブページは、うっとうしい傾向となり、通常、ウェブページは、何かが動
く（例えば、ビデオクリップ）理由がない限り静的なものとなる。このようなウェブペー
ジの場合、おそらく、従来のウェブサーバーよりも少ないデータがホスティングサービス
２１０を使用して送信される。というのは、実際に表示される映像だけが送信され、シン
クライアント実行コードも、決して見ることのない大きなオブジェクト、例えば、ロール
オーバー映像も、送信されないからである。
【０２７３】
　従って、ホスティングサービス２１０を使用して、レガシーウェブページをホストする
と、ウェブページのロード時間は、ウェブページをオープンすることがテレビのチャンネ
ルを切り換えることと同じである点まで短縮することができ、即ちウェブページは、実際
上瞬時に生となる。
【０２７４】
　ゲーム及びアプリケーションのデバッグの容易化
　上述したように、リアルタイムグラフィックを伴うビデオゲーム及びアプリケーション
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は、非常に複雑なアプリケーションであり、典型的に、市場に発売されるときに、バグを
含むことがある。ソフトウェア開発者は、バグに関してユーザからフィードバックを得、
そしてクラッシュ後にマシン状態を還元するための何らかの手段を有するが、ゲーム又は
リアルタイムアプリケーションに何が起きてクラッシュさせ又は不適切に機能させたか厳
密に識別することは非常に困難である。
【０２７５】
　ゲーム又はアプリケーションがホスティングサービス２１０で実行されるときに、ゲー
ム又はアプリケーションのビデオ／オーディオ出力は、遅延バッファ１５１５に常時記録
される。更に、ウオッチドッグプロセスが、各ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５
２５を動作させ、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５が円滑に動作することを
ホスティングサービスコントロールシステム４０１に規則的に報告する。ウオッチドッグ
プロセスが報告を怠った場合には、サーバーコントロールシステム４０１は、ａｐｐ／ｇ
ａｍｅサーバー１５２１－１５２５と通信するように試み、それが成功すれば、どんなマ
シン状態が得られてもそれを収集する。どんな情報が得られてもそれが、遅延バッファ１
５１５に記録されたビデオ／オーディオと共に、ソフトウェア開発者へ送信される。
【０２７６】
　従って、ゲーム又はアプリケーションソフトウェアの開発者が、ホスティングサービス
２１０からクラッシュの通知を得ると、何がクラッシュを招いたかのフレームごとの記録
を得る。この情報は、バグを追跡して修理する上で非常に価値がある。
【０２７７】
　又、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５がクラッシュすると、サーバーは、
最も最近の再スタート可能な点において再スタートされ、そして技術的な困難さについて
謝罪するメッセージがユーザに与えられる。
【０２７８】
　リソースの共有及びコストの節約
　図４ａ及び４ｂに示されたシステムは、エンドユーザとゲーム及びアプリケーションの
開発者の両方に種々の利益を与える。例えば、典型的に、家庭及びオフィスのクライアン
トシステム（例えば、ＰＣ又はゲームコンソール）は、一週間に僅かな時間しか使用され
ない。ニールセンエンターテイメント“Active Gamer Benchmark Study”(http://www.pr
newswire.com/cgibin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/10-05-2006/0004446115&E
DATE=)による２００６年１０月５日プレスリリースによれば、積極的なゲーマーは、一週
間に平均１４時間を費やしてビデオゲームコンソールをプレイし、そして一週間に約１７
時間をハンドヘルド状態にしている。又、このレポートは、（コンソール、ハンドヘルド
及びＰＣゲームプレイを含む）全てのゲームプレイ活動に対し、積極的なゲーマーは、一
週間に平均１３時間を費やすと述べている。コンソールビデオゲームのプレイ時間が高い
数値であることを考慮すれば、一週間は、２４＊７＝１６８時間であり、これは、積極的
なゲーマーの家では、ビデオゲームコンソールが一週間の時間のうち１７／１６８＝１０
％しか使用されないことを意味する。即ち、９０％の時間は、ビデオゲームコンソールが
アイドル状態である。高いコストのビデオゲームコンソールであり、そして製造者がこの
ような装置に助成しているとすれば、高価なリソースの非常に非効率的な使い方である。
会社の中のＰＣも、典型的に、一週間のうち僅かな時間しか使用されず、特に、Ａｕｔｏ
ｄｅｓｋ　Ｍａｙａのようなハイエンドアプリケーションにしばしば要求される非ポータ
ブルのデスクトップＰＣがそうである。ある会社は、全ての時間及び休日も営業し、そし
てあるＰＣ（例えば、夜家で仕事をするために持ち運ばれるポータブル）は、全ての時間
及び休日も使用されるが、会社のほとんどの活動は、月曜日から金曜日まで所定の営業時
間ゾーンのほぼＡＭ９時からＰＭ５時までを中心とする傾向があり、休日や休息時間（昼
食時のような）にはほとんど行われず、又、ほとんどのＰＣ使用は、ユーザがＰＣに積極
的に関わる間に生じるので、デスクトップＰＣの使用は、これらの営業時間に従う傾向と
なる。ＰＣが、週５日間、ＡＭ９時からＰＭ５時まで恒常的に使用されると仮定すれば、
ＰＣが週の時間の４０／１６８＝２４％使用されることを意味する。高性能デスクトップ
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ＰＣは、会社にとって非常個高価な投資であり、これは、非常に低い利用レベルを反映し
ている。デスクトップコンピュータで授業する学校は、週のより小さな時間巾でもコンピ
ュータを使用し、授業時間に基づいて変化するが、ほとんどの授業は、月曜日から金曜日
までの昼間の時間中に行われる。従って、一般的に、ＰＣ及びビデオゲームコンソールは
、週の時間の僅かな部分でしか利用されない。
【０２７９】
　特に、多くの人々は、平日月曜日から金曜日の昼間の時間中は会社や学校にいるので、
これらの人々は、一般的に、これらの時間中はビデオゲームをプレイせず、従って、ビデ
オゲームをプレイするのは、一般的に、夜や週末や休日のような他の時間中である。
【０２８０】
　図４ａに示すホスティングサービスの構成が与えられると、上述した２つの段落で述べ
た使用パターンは、リソースの非常に効率的な利用を生じる。明らかなように、特に、ユ
ーザが、精巧な３Ｄビデオゲームのような複雑なアプリケーションに対してリアルタイム
応答を要求する場合には、所与の時間にホスティングサービス２１０によってサービスを
受けることのできるユーザの数に限度がある。しかし、典型的にほとんどの時間アイドル
状態にある家庭のビデオゲームコンソールや会社で使用されるＰＣとは異なり、サーバー
４０２は、異なる時間に異なるユーザにより再利用することができる。例えば、高性能の
デュアルＣＰＵ及びデュアルＧＰＵと大容量のＲＡＭとを伴う高性能サーバー４０２は、
平日のＡＭ９時からＰＭ５時まで会社及び学校により利用することができるが、夜、週末
及び休日には精巧なビデオゲームをプレイするゲーマーにより利用することができる。同
様に、低性能のアプリケーションは、Ｃｅｌｅｒｏｎ　ＣＰＵをもち、ＧＰＵをもたず（
又は非常にローエンドのＧＰＵをもち）且つ制限されたＲＡＭをもつ低性能サーバー４０
２において会社の時間中に会社及び学校によって利用することができ、そして低性能ゲー
ムは、会社の時間中でないときに低性能サーバー４０２を利用することができる。
【０２８１】
　更に、ここに述べるホスティングサービス構成では、数百万でなくても数千のユーザ間
でリソースが効率的に共用される。一般的に、オンラインサービスは、所与の時間にサー
ビスを利用する全ユーザベースの僅かな割合しかもたない。上述したニールセンのビデオ
ゲーム使用統計値を考えると、なぜそうなるか調べることは容易である。積極的なゲーマ
ーがコンソールゲームを一週間に１７時間しかプレイしない場合に、ゲームのピーク使用
時間が、夜（５－ＡＭ１２、７＊５日＝３５時間／週）及び週末（ＡＭ８－ＡＭ１２、１
６＊２＝３２時間／週）の典型的な非仕事非会社時間中であると仮定すると、１７時間の
ゲームプレイに対して一週間に３５＋３２＝６５ピーク時間ある。システムに対する厳密
なピークユーザ負荷は、多くの理由で推定が困難であり、即ちあるユーザは、オフピーク
時間中にプレイし、ある日中の時間にユーザの集団ピークがあり、ピーク時間は、プレイ
するゲームの形式により影響され（例えば、子供のゲームは、おそらく、夜の早い時間に
プレイされ）、等々である。しかし、ゲーマーがプレイする平均時間数が、ゲーマーがお
そらくゲームをプレイする日の時間数より遥かに少ないとすれば、所与の時間にホスティ
ングサービス２１０のユーザ数の一部分がそれを使用するだけである。この分析のために
は、ピーク負荷が１２．５％であると仮定しなければならない。従って、計算、圧縮及び
帯域巾リソースの１２．５％が所与の時間に使用されるだけであり、その結果、リソース
の再使用により所与の性能レベルのゲームをプレイするように所与のユーザをサポートす
るのにハードウェアコストの１２．５％だけとなる。
【０２８２】
　更に、あるゲーム及びアプリケーションが他のものより多くの計算パワーを要求すると
すれば、ユーザによってプレイされるゲーム又は実行されるアプリケーションに基づいて
リソースを動的に割り当てることができる。従って、低性能ゲーム又はアプリケーション
を選択するユーザには、低性能（低廉な）サーバー４０２が割り当てられ、そして高性能
ゲーム又はアプリケーションを選択するユーザには、高性能（より高価な）サーバー４０
２が割り当てられる。実際に、所与のゲーム又はアプリケーションは、ゲーム又はアプリ
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ケーションの低性能区分及び高性能区分を有し、そしてユーザは、ゲーム又はアプリケー
ションのニーズを満足する最低コストのサーバー４０２でのユーザの動作を保持するよう
に、ゲーム又はアプリケーションの区分間で、あるサーバー４０２から別のサーバー４０
２へスイッチすることができる。単一のディスクより遥かに高速のＲＡＩＤアレイ４０５
が、低性能のサーバー４０２でも使用でき、高速ディスク転送レートの利益を得る。従っ
て、プレイされるゲーム又は使用されるアプリケーションの全部にわたるサーバー４０２
当たりの平均コストは、最高性能のゲーム又はアプリケーションをプレイする最も高価な
サーバー４０２のコストよりかなり低く、更に、低性能サーバー４０２は、ＲＡＩＤアレ
イ４０５からディスク性能の利益を導出する。
【０２８３】
　更に、ホスティングサービス２１０のサーバー４０２は、ネットワークインターフェイ
ス以外のディスク又は周辺インターフェイスをもたないＰＣマザーボード以上のものでは
なく、やがて、ＳＡＮ４０３への高速ネットワークインターフェイスのみをもつ単一チッ
プへと一体化される。又、ＲＡＩＤアレイ４０５は、おそらく、ディスクより遥かに多数
のユーザ間で共用され、従って、活動的なユーザ当たりのディスクコストは、１つのディ
スクドライブより遥かに低い。この装置は、全て、おそらく、環境的に制御されたサーバ
ールーム環境においてラック内に存在する。サーバー４０２がフェイルした場合に、ホス
ティングサービス２１０において容易に修理又は交換することができる。対照的に、家庭
又はオフィスにおけるＰＣ又はゲームコンソールは、叩かれたり落とされたりすることに
よる適度な摩耗及び引き裂きに生き残ることができねばならず、ハウジングを要求し、少
なくとも１つのディスクドライブを有し、悪い環境条件（例えば、他のギアでオーバーヘ
ッドＡＶキャビネットへ詰め込まれる）に生き残らねばならず、サービス保証を要求し、
パッケージされて出荷されねばならず、且つおそらく小売利ざやを徴収する小売店により
販売される頑強なスタンドアローン機器でなければならない。更に、ＰＣ又はゲームコン
ソールは、ほとんどの時間に低性能ゲーム又はアプリケーション（或いはゲーム又はアプ
リケーションの区分）がプレイされても、将来のある時点で使用される最も計算上強いと
予想されるゲーム又はアプリケーションのピーク性能を満足するように構成されねばなら
ない。そして、ＰＣ又はコンソールがフェイルした場合に、それを修理するのは、高価で
且つ時間のかかるプロセス（製造者、ユーザ及びソフトウェア開発者に悪影響が及ぶ）で
ある。
【０２８４】
　従って、図４ａに示すシステムがローカル計算リソースに匹敵する経験をユーザに与え
るとすれば、家庭、オフィス又は学校のユーザが所与のレベルの計算能力を経験するため
に、図４ａに示すアーキテクチャーを通してその計算能力を与えるのにかなり低廉なもの
となる。
【０２８５】
　アップグレードの必要性の排除
　更に、ユーザは、新たなゲームをプレイし又はより高い性能の新たなアプリケーション
を取り扱うためにＰＣ及び／又はコンソールをアップグレードすることに関して心配する
必要はもはやない。ホスティングサービス２１０におけるゲーム又はアプリケーションは
、そのゲーム又はアプリケーションのためにどんな形式のサーバー４０２が要求されるか
に関わらず、ユーザに利用することができ、全てのゲーム及びアプリケーションは、ほぼ
即座に（即ち、サーバー４０２上のＲＡＩＤアレイ４０５又はローカル記憶装置から素早
くロードされて）且つ最新の更新及びバグ修理で適切に実行される（即ち、ソフトウェア
開発者は、所与のゲーム又はアプリケーションを実行するサーバー４０２にとって理想的
なサーバー構成を選択し、次いで、最適なドライバを伴うサーバー４０２を構成すること
ができ、そして時間の経過と共に、開発者は、ホスティングサービス２１０におけるゲー
ム又はアプリケーションの全てのコピーに更新、バグ修理、等を一度に与えることができ
る）。実際に、ユーザがホスティングサービス２１０の使用を開始した後に、ユーザは、
おそらく、（例えば、更新及び／又はバグ修理を通じて）優れた経験を与え続けるゲーム
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及びアプリケーションを見出し、そしてユーザは、１年前に存在しなかったコンピューテ
ィング技術（例えば、高性能ＧＰＵ）を使用するサービス２１０に新たなゲーム又はアプ
リケーションを利用できることを１年後に発見し、ひいては、１年後にゲームをプレイし
又はアプリケーションを実行する技術を１年前に買うことがユーザにとって不可能であっ
たことを発見することになろう。ゲームをプレイし又はアプリケーションを実行する計算
リソースは、ユーザには見えないから（即ち、ユーザの観点から、ユーザは、テレビのチ
ャンネルを切り換えるのと同様に、ほぼ瞬時に実行を開始するゲーム又はアプリケーショ
ンを単に選択するだけであるから）、ユーザのハードウェアは、ユーザが絶えずアップグ
レードに気付かなくても「アップグレード」されている。
【０２８６】
　バックアップの必要性の排除
　会社、学校及び家庭においてユーザに対する別の主たる問題は、バックアップである。
ローカルＰＣ又はビデオゲームコンソールに記憶された情報（例えば、コンソールの場合
には、ユーザのゲーム成績及びランキング）は、ディスクがフェイルするか、又は偶発的
な消去があった場合に、失われる。ＰＣのための手動又は自動バックアップを与えるアプ
リケーションは、多数入手でき、ゲームコンソールの状態をバックアップのためにオンラ
インサーバーへアップロードできるが、ローカルバックアップは、典型的に、別のローカ
ルディスク（又は他の不揮発性記憶装置）へコピーして、これをどこか安全な場所に保管
し組織化しなければならず、又、オンラインサービスに対するバックアップは、典型的な
低コストインターネット接続を通して利用できるのがゆっくりのアップストリーム速度で
あるから、しばしば制限がある。図４ａのホスティングサービス２１０では、ＲＡＩＤア
レイ４０５に記憶されるデータは、当業者に良く知られた従来のＲＡＩＤ構成技術を使用
して、ディスクがフェイルした場合にも、データが失われず、そのフェイルしたディスク
を収容しているサーバーセンターの専門家が通知を受けて、ディスクを交換し、ＲＡＩＤ
アレイがもう一度フェイル許容となるよう自動的に更新されるように、構成することがで
きる。更に、全てのディスクドライブが互いに近くにあり、そしてそれらの間にはＳＡＮ
４０２を通して高速ローカルネットワークがあるので、サーバーセンターにおいて全ての
ディスクシステムを規則的に二次記憶装置でバックアップし、この二次記憶装置をサーバ
ーセンターに保管するか又は離れた場所へ移すことは困難ではない。ホスティングサービ
ス２１０のユーザの視点から、データは、単純に常時セキュアなものであり、バックアッ
プについて考える必要はない。
【０２８７】
　デモへのアクセス
　ユーザは、多くの場合に、ゲーム又はアプリケーションを購入する前にそれを試したが
る。上述したように、ゲーム及びアプリケーションをデモする従来の手段があるが（「デ
モ」の動詞形は、デモンストレーションバージョンを試すことを意味し、これは、名詞と
して「デモ」とも称される）、それらの各々は、制限及び／又は不便さで悩まされている
。ホスティングサービス２１０を使用すると、ユーザがデモを試すのが容易で且つ便利に
なる。実際に、全てのユーザがユーザインターフェイス（以下に述べるような）を通して
モデを選択して、デモを試す。デモは、デモに適したサーバー４０２へほぼ瞬間的にロー
ドを行い、そして他のゲーム又はアプリケーションと同様に実行するだけである。デモが
非常に高性能のサーバー４０２を要求するか低性能のサーバー４０２を要求するかに関わ
らず、又、どんな形式の家庭又はオフィスクライアント４１５をユーザが使用しても、ユ
ーザの観点から、デモは、きちんと機能する。ゲーム又はアプリケーションデモのソフト
ウェア発行者は、どんなデモをどれほど長くユーザが試すことが許されるか厳密に制御す
ることができ、そしてもちろん、デモは、デモンストレーションされるゲーム又はアプリ
ケーションのフルバージョンにアクセスする機会をユーザに与えるユーザインターフェイ
スエレメントを含むことができる。
【０２８８】
　デモは、おそらく、価格未満又は無料で提供されるので、あるユーザは、デモ（特に、
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繰り返しプレイするのが楽しいゲームデモ）を繰り返し使用することを試みる。ホスティ
ングサービス２１０は、所与のユーザに対してデモの使用を制限する種々の技術を使用す
ることができる。最も単純な解決策は、ユーザごとにユーザＩＤを確立して、所与のユー
ザＩＤがデモをプレイすることが許される回数を制限することである。しかしながら、ユ
ーザは、ユーザＩＤが無料の場合には、複数のユーザＩＤを設定することができる。この
問題に対処する１つの技術は、所与のクライアント４１５がデモをプレイすることが許さ
れる回数を制限することである。クライアントがスタンドアローン装置である場合には、
装置がシリアルナンバーを有し、ホスティングサービス２１０は、そのシリアルナンバー
をもつクライアントによりデモをアクセスできる回数を制限することができる。クライア
ント４１５がＰＣ又は他の装置のソフトウェアとして実行される場合には、ホスティング
サービス２１０によりシリアルナンバーを指定してＰＣに記憶し、これを使用してデモの
使用を制限できるが、ＰＣをユーザが再プログラムでき且つシリアルナンバーを消去又は
変更できるとすれば、ＰＣネットワークアダプタ「メディアアクセスコントロール（ＭＡ
Ｃ）」アドレス（及び／又は他のマシン特有の識別子、例えば、ハードドライブのシリア
ルナンバー、等）のレコードを保持して、それに対してデモの使用を制限するという別の
オプションがホスティングサービス２１０に対して設けられる。しかしながら、ネットワ
ークアダプタのＭＡＣアドレスを変更できるとすれば、これは、フールプルーフな方法で
はない。別の解決策は、所与のＩＰアドレスに対してデモをプレイできる回数を制限する
ことである。ＩＰアドレスは、ケーブルモデム及びＤＳＬプロバイダーによって周期的に
再指定できるが、実際にはあまり頻繁に行われず、ＩＰが、住居ＤＳＬ又はケーブルモデ
ムアクセスに対するＩＰアドレスのブロック内にあると決定できる場合には（例えば、Ｉ
ＳＰにコンタクトすることによって）、典型的に、所与の家庭に対して少数のデモ使用を
確立することができる。又、家庭において同じＩＰアドレスを共有するＮＡＴルーターの
後方に複数の装置が存在することもあるが、典型的に、住居設定では、このような装置は
限定された数だけである。ＩＰアドレスが、会社にサービスするブロック内にある場合に
は、１つの会社に対して多数のデモを確立することができる。しかし、結局、ＰＣにおけ
るデモの数を制限する最良の方法は、上述した全ての解決策の組合せである。断固とした
技術的に熟練したユーザが、繰り返しプレイされるデモの数を制限できるフールプルーフ
の方法はないが、多数のバリアを生成することで、トラブルの多いＰＣユーザがデモシス
テムを悪用しても価値がなく、むしろ、デモをそれらが意図されたように使用して新たな
ゲーム及びアプリケーションを試せるように、充分な抑止力を生み出すことができる。
【０２８９】
　学校、会社及び他の施設の利益
　特に、図４ａに示すシステムを利用する会社、学校及び他の施設に対して著しい利益が
得られる。会社及び学校は、ＰＣをインストールし、維持し及びアップグレードすること
に関連して著しいコストがかかり、それが、Ｍａｙａのような高性能アプリケーションを
実行するためのＰＣになったときには、特にそうである。上述したように、ＰＣは、一般
的に、週の時間の僅かな部分しか利用されず、そして家庭の場合と同様に、所与のレベル
の性能能力を伴うＰＣのコストは、オフィス又は学校環境の方がサーバーセンター環境よ
りも遥かに高い。
【０２９０】
　大きな会社又は学校（例えば、大規模な大学）の場合には、そのようなエンティティの
ＩＴ部門がサーバーセンターを設定し、そしてＬＡＮグレード接続を経てリモートアクセ
スされるコンピュータを維持するのが実際的である。ＬＡＮを経て又はオフィス間のプラ
イベートな広帯域巾接続を通してコンピュータにリモートアクセスするための解決策は、
多数存在する。例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓターミナルサーバーでは、
又はＲｅａｌＶＮＣ社からのＶＮＣのようなバーチャルネットワーク計算アプリケーショ
ンを通して、或いはＳｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓからのシンクライアント手段を通
して、ユーザは、グラフィック応答時間及びユーザ経験においてある範囲のクオリティで
ＰＣ又はサーバーへのリモートアクセスを得ることができる。更に、このような自己管理
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型のサーバーセンターは、典型的に、単一の会社又は学校専用であり、従って、異種のア
プリケーション（例えば、娯楽及び会社アプリケーション）が週の異なる時間に同じ計算
リソースを利用するときに考えられる使用の重複の利点を取り入れることができない。従
って、多くの会社及び学校は、各ユーザへのＬＡＮ速度ネットワーク接続を有するサーバ
ーセンターをそれ自身で設定するスケール、リソース又は専門知識に欠ける。実際に、学
校及び会社の大部分は、家庭と同じインターネット接続（例えば、ＤＳＬ、ケーブルモデ
ム）を有する。
【０２９１】
　このような組織は、定常的ベース又は周期的ベースのいずれかで非常に高性能の計算の
必要性を依然有している。例えば、小さな建築会社は、少数の建築家しかおらず、設計の
仕事をするときに計算の必要性が比較的僅かであるが、非常に高性能の３Ｄ計算を周期的
に必要とする（例えば、クライアントに対する新たな建築設計の３Ｄフライスルーを創作
するときに）。図４ａに示すシステムは、このような組織に非常に良く適している。組織
は、典型的に非常に安価な、家庭に提供されるものと同じ種類のネットワーク接続（例え
ば、ＤＳＬ、ケーブルモデム）以上のものを必要としない。それらは、安価なＰＣをクラ
イアント４１５として利用するか、或いはＰＣを全く省き、制御信号ロジック４１３及び
短待ち時間ビデオ解凍４１２を簡単に具現化する安価な専用装置を利用するかのいずれか
である。これらの特徴は、ＰＣの窃盗や、ＰＣ内の専用コンポーネントへのダメージに伴
う問題がある学校にとって特に魅力的である。
【０２９２】
　このような構成は、このような組織の多数の問題を解決する（そしてこれら効果の多く
は、一般的な計算を行う家庭のユーザによっても共用される）。その１つとして、運営コ
スト（最終的に、実現可能な取引を得るためにある形態でユーザへ還元されねばならない
）を非常に低くすることができる。というのは、（ａ）計算リソースが、週内に異なるピ
ーク使用時間を有する他のアプリケーションと共有され、（ｂ）組織が、必要な時だけ高
性能計算リソースにアクセスする（及びそのコストを被る）ことができ、（ｃ）組織が、
高性能計算リソースをバックアップ又は維持するためのリソースを設ける必要がないから
である。
【０２９３】
　海賊行為の排除
　更に、ゲーム、アプリケーション、双方向映画、等は、今日のように海賊行為を受ける
ことがもはやない。ゲームは、サービスセンターで実行されるので、ユーザには、基礎的
なプログラムコードへのアクセス権が与えられず、従って、海賊行為を受けるものは何も
ない。ユーザがソースコードをコピーする場合でも、ユーザは、標準的なゲームコンソー
ル又は家庭用コンピュータにおいてコードを実行することはできない。これは、標準的な
ビデオゲームが入手できない中国のような世界の場所に市場を開く。又、中古ゲームの再
販売はできない。
【０２９４】
　ゲームの開発者にとって、今日、市場の不連続部は僅かである。ホスティングサービス
２１０は、技術の完全に新たな世代がユーザや開発者を強制的にアップグレードさせ且つ
ゲーム開発者がハードウェアプラットホームの適時の配信に依存する現在の状況とは対照
的に、ゲームの要件が変化するにつれて時間と共に徐々に更新することができる。
【０２９５】
　ストリーミング双方向ビデオ
　以上の説明は、一般的インターネットをベースとする短待ち時間のストリーミング双方
向ビデオ（これは、ここで使用されるオーディオもビデオと一緒に暗示的に含む）の新規
な基礎的概念により可能となる広範囲なアプリケーションを述べるものである。インター
ネットを通してストリーミングビデオを与える従来のシステムは、長待ち時間の双方向性
で具現化できるアプリケーションを可能にするだけである。例えば、リニアビデオのため
の再生コントロール（例えば、休止、巻き戻し、早送り）は、長い待ち時間で充分に機能
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し、リニアビデオフィードの中から選択することができる。そして、上述したように、あ
るビデオゲームの性質は、それらを長待ち時間でプレイすることを許す。しかし、ストリ
ーミングビデオのための従来の解決策の長待ち時間（又は低圧縮比）は、ストリーミング
ビデオの潜在的なアプリケーションを甚だしく制限するか、又はそれらの開発を特殊なネ
ットワーク環境へと狭め、そしてそのような環境においても、従来の技術は、ネットワー
クに実質的な負担を導入する。ここに述べる技術は、インターネットを通る短待ち時間の
ストリーミング双方向ビデオ、特に、消費者グレードのインターネット接続を通して可能
になるもの、で考えられる広範囲なアプリケーションに対してドアを開く。
【０２９６】
　実際上任意の量の計算パワー、任意の量の高速記憶、並びにパワフルなサーバーの中の
非常に高速なネットワークでユーザ経験の向上を果たすに充分な、図４ｃのクライアント
４６５と同程度に小さいクライアント装置で、実際に、新しい計算の時代を可能にする。
更に、帯域巾要件は、システムの計算パワーが増大するにつれて拡大しないので（即ち、
帯域巾要件は、表示解像度、クオリティ及びフレームレートに結び付いているだけである
ので）、ブロードバンドインターネット接続が偏在し（例えば、広く普及した短待ち時間
のワイヤレスカバレージを通して）、信頼性があり、且つ全ユーザのディスプレイ装置４
２２のニーズを満足するに充分な広い帯域巾であるときには、典型的な消費者及び会社向
けアプリケーションに対して、（Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＯＳＸ、等を実行するＰ
Ｃ又は移動電話のような）シッククライアントが必要か、又は（Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ
又はＪａｖａのような）シンクライアントでもよいかが問題となる。
【０２９７】
　ストリーミング双方向ビデオの出現は、計算アーキテクチャーの構造についての仮定を
考え直す結果となった。その一例が、図１５に示すホスティングサービス２１０のサーバ
ーセンター実施形態である。遅延バッファ及び／又はグループビデオ１５５０のためのビ
デオ経路は、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５のマルチキャストされたスト
リーミング双方向ビデオ出力が、経路１５５２を経てリアルタイムで、又は経路１５５１
を経て選択可能な遅延の後に、ａｐｐ／ｇａｍｅサーバー１５２１－１５２５へフィード
バックされる。これは、従来のサーバー又はローカル計算アーキテクチャーでは不可能で
あるか又は実現不能な広範囲の実際的なアプリケーション（例えば、図１６，１７及び２
０に示すもののような）を可能にする。しかし、より一般的なアーキテクチャー上の特徴
として、フィードバックループ１５５０が与えるものは、ストリーミング双方向ビデオレ
ベルでの反復である。というのは、アプリケーションが要求したときに、ビデオを不定に
ループバックできるからである。これは、従来得られなかった広範囲のアプリケーション
の可能性を実現できるようにする。
【０２９８】
　別の重要なアーキテクチャー上の特徴は、ビデオストリームが単一方向のＵＤＰストリ
ームであることである。これは、実際上、ストリーミング双方向ビデオのマルチキャステ
ィングを任意の度合いで行えるようにする（対照的に、ＴＣＰ／ＩＰストリームの両方向
ストリームは、ユーザの数が増えるにつれて前後通信からネットワークに益々大きな渋滞
を生じることになる）。マルチキャスティングは、サーバーセンター内で重要な能力であ
る。というのは、システムが、インターネットユーザ（及び実際には世界の人口）の増大
するニーズに応答して、１対多又は多対多で、通信を行えるようにするからである。この
場合も、ストリーミング双方向ビデオ反復及びマルチキャスティングの両方の使用を示す
図１６について述べた例は、可能性についての非常に大きな氷山の頂点に過ぎない。
【０２９９】
　一実施形態では、ここ及び関連するステップに示す種々の機能的モジュールは、そのス
テップを遂行するための固定布線ロジックを含む特定のハードウェアコンポーネント、例
えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）により遂行されるか、又はプログラムされたコ
ンピュータコンポーネント及びカスタムハードウェアコンポーネントの組合せにより遂行
される。
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【０３００】
　一実施形態では、これらモジュールは、テキサスインスツルーメント社のＴＭＳ３２０
ｘアーキテクチャー（例えば、ＴＭＳ３２０Ｃ６０００、ＴＭＳ３２０Ｃ５０００、等）
のプログラム可能なデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）において具現化される。これらの
基礎的な原理に適合する種々の異なるＤＳＰを使用することができる。
【０３０１】
　これら実施形態は、上述した種々のステップを含むことができる。これらステップは、
汎用プロセッサ又は特殊目的のプロセッサが幾つかのステップを遂行するようにさせるマ
シン実行可能なインストラクションにおいて実施することができる。これら基礎的な原理
に関連しない種々の要素、例えば、コンピュータメモリ、ハードドライブ、入力装置は、
適切な観点を不明瞭にしないために図面から除外してある。
【０３０２】
　ここに開示する要旨の要素は、マシン実行可能なインストラクションを記憶するための
マシン読み取り可能なメディアとして与えられてもよい。マシン読み取り可能なメディア
は、フラッシュメモリ、光学的ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ　ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰ
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気又は光学カード、電子的インストラクションを記憶するのに
適した伝播メディア又は他の形式のマシン読み取り可能なメディアを含むが、これらに限
定されない。例えば、本発明は、通信リンク（例えば、モデム又はネットワーク接続）を
経ての搬送波又は他の伝播メディアで実施されるデータ信号によりリモートコンピュータ
（例えば、サーバー）から要求側コンピュータ（例えば、クライアント）へ転送されるコ
ンピュータプログラムとしてダウンロードすることができる。
【０３０３】
　又、ここに開示する要旨の要素は、一連のオペレーションを遂行するようにコンピュー
タ（例えば、プロセッサ又は他の電子装置）をプログラムするのに使用されるインストラ
クションが記憶されたマシン読み取り可能なメディアを含むコンピュータプログラム製品
として提供されてもよいことを理解されたい。或いは又、オペレーションは、ハードウェ
ア及びソフトウェアの組合せにより遂行されてもよい。マシン読み取り可能なメディアは
、フロッピー（登録商標）ディスケット、光学的ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、及び磁気・光
学ディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気又は光学カード、電子的
インストラクションを記憶するのに適した伝播メディア又は他の形式のメディア／マシン
読み取り可能なメディアを含むが、これらに限定されない。例えば、ここに開示する要旨
の要素は、通信リンク（例えば、モデム又はネットワーク接続）を経ての搬送波又は他の
伝播メディアで実施されるデータ信号によりプログラムがリモートコンピュータ又は電子
装置から要求側コンピュータへ転送されるようなコンピュータプログラム製品としてダウ
ンロードすることができる。
【０３０４】
　更に、ここに開示する要旨は、特定の実施形態に関連して説明したが、本開示の範囲内
で多数の変更や修正がなされ得る。従って、本発明及び添付図面は、単なる例示に過ぎず
、それに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０３０５】
　１００：ＣＰＵ／ＧＰＵ
　１０１：ＲＡＭ
　１０２：ディスプレイ装置
　１０３：ハードドライブ
　１０４：光学的メディアドライブ
　１０５：ネットワーク接続
　１０６：ゲームコントローラ
　２０５：クライアント装置
　２０６：インターネット
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　２１０：ホスティングサービス
　２１１：ユーザの家屋
　２２０：ソフトウェア開発者
　２２１：入力装置
　２２２：モニタ又はＴＶ受像機
　３０１：最大データレート
　３０２：実際に利用できる最大データレート
　３０３：要求されたデータレート
　４０１：ホスティングサービスコントロールシステム
　４０２：サーバー
　４０３：ＳＡＮ
　４０４：低待ち時間のビデオ圧縮
　４０５：ＲＡＩＤアレイ
　４０６：コントロール信号
　４１０：インターネット
　４１２：低待ち時間の解凍
　４１３：コントロール信号ロジック
　４１５：家庭又はオフィスクライアント
　４２１：入力装置
　４２２：モニタ又はＨＤＴＶ
　４４１：中央オフィス、ヘッドエンド、セルタワー、等
　４４２：ＷＡＮインターフェイス
　４４３：ファイアウオール／ルーター／ＮＡＴ
　４４４：ＷＡＮインターフェイス
　４５１：コントロール信号
　４５２：ユーザの家屋ルーティング
　４５３：ユーザＩＳＰ
　４５４：インターネット
　４５５：サーバーセンタールーティング
　４５６：フレーム計算
　４５７：ビデオ圧縮
　４５８：ビデオ解凍
　４６２：パワーオーバーイーサネット
　４６３：ＨＤＭＩ出力
　４６４：ディスプレイ能力
　４６５：イーサネット対ＨＤＭＩクライアント
　４６６：シャッター付き眼鏡
　４６８：モニタ又はＳＤ／ＨＤＴＶ
　４６９：ブルーツース入力装置
　４７６：フラッシュ
　４８０：バス
　４８１：イーサネットインターフェイス
　４８３：コントロールＣＰＵ
　４８４：ブルーツース
　４８６：ビデオデコンプレッサ
　４８７：ビデオ出力
　４８８：オーディオデコンプレッサ
　４８９：オーディオ出力
　４９０：ＨＤＭＩ
　４９７：イーサネット
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【図４ｅ】 【図４ｆ】
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【図１３ｂ】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】
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