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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰプロトコルを用いた広域ネットワークを介して送信システムから受信システムへ伸
びる通信経路に沿って、当該送信システムから当該受信システムへ複数のファイルセグメ
ントからなるファイルの一部を送信するステップであって、前記複数のファイルセグメン
トの各々の伝送後に生じる可変の待機期間だけ間隔を空けた複数の伝送によって前記ファ
イルセグメントを送信することを含むステップと、
　前記複数のファイルセグメントの選択された１つである選択されたファイルセグメント
が前記送信システムによって送信され、さらに、当該選択されたファイルセグメントが前
記受信システムによって受信された後、当該受信システムが、当該選択されたファイルセ
グメントが当該送信システムから当該受信システムへ通信経路に沿って送信された実転送
速度を決定するステップと、
　前記受信システムが、他のネットワークトラフィックによって生じるネットワーク混雑
に応じて増加する前記可変の待機期間を、前記選択されたファイルセグメント伝送に関し
て決定された実転送速度に一部基づいて決定するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記実転送速度は、前記送信システムから前記受信システムへ送信された前記複数のフ
ァイルセグメントの各々に関して決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記可変の待機期間は、先行するファイルセグメントの前記実転送速度に基づき、前記
複数のファイルセグメントの各々の後に決定されることを特徴とする請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記可変の待機期間の決定は、前記送信システムから前記受信システムへの通信経路に
沿ったファイルセグメントの送信に基づいて決定されるネットワーク混雑測定の一部に基
づいていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５】
　送信システムから受信システムへ複数のファイルセグメントからなるデータファイルを
広域通信ネットワークを介して送信する方法であって、
　前記複数のファイルセグメントの各々の伝送後に生じる可変の待機期間だけ間隔を空け
た前記複数のファイルセグメントの各々の伝送によって、前記複数のファイルセグメント
を、ＩＰプロトコルを用いた前記通信ネットワークを介して前記送信システムから前記受
信システムへ送信するステップと、
　前記受信システムが、前記送信システムから当該受信システムへ伸びる前記通信ネット
ワーク上のネットワーク混雑であって、他のネットワークトラフィックによって生じるネ
ットワーク混雑を、前記複数のファイルセグメントの送信に基づいて検知するステップと
、
　前記受信システムが、前記検知されたネットワーク混雑に基づき前記待機期間を調整す
るステップと、
を含み、
　前記検知されたネットワーク混雑が増大する場合に前記待機期間を増加させ、これによ
り、データファイルを送信することに起因するネットワーク混雑の影響を削減することを
特徴とする方法。
【請求項６】
　混雑を検知するステップは、
　前記複数のファイルセグメントの選択された１つが前記送信システムから前記受信シス
テムへ送信された実転送速度を決定するステップと、
　前記選択されたファイルセグメント伝送に関して決定された実転送速度に一部基づき、
前記可変の待機期間を決定するステップと、
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　混雑を検知するステップは、
　前記通信ネットワークに関する最高転送速度を決定するステップと、
　前記複数のファイルセグメントの選択された１つが前記送信システムから前記受信シス
テムへと送信された実転送速度を決定するステップと、
　前記選択されたファイルセグメント伝送に関して決定された実転送速度に一部基づき、
前記可変の待機期間を決定するステップと、
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のファイルセグメントを送信するステップは、
　初期的に前記通信ネットワークに関する最高転送速度に基づき、前記待機期間だけ間隔
を空けて前記複数のファイルセグメントを送信するステップを含むことを特徴とする請求
項５に記載の方法。
【請求項９】
　送信システムと受信システムとの間の広域ネットワークを含む通信経路であって、当該
送信システムから当該受信システムへ伸びる通信経路に沿って、当該送信システムから当
該受信システムへ複数のファイルセグメントからなるファイルの一部を送信するステップ
であって、各伝送後に生じる様々な複数の待機期間の１つの時間だけ間隔を空けた複数の
伝送によって前記ファイルセグメントを１つずつＩＰプロトコルを用いて送信することを
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含むステップと
　前記受信システムが、各ファイルセグメント伝送に関して、前記ファイルセグメントが
前記送信システムから前記受信システムへ送信された実転送速度を決定するステップと、
　前記受信システムが、先行するファイルセグメント伝送を有する各ファイルセグメント
伝送に関して、前記先行するファイルセグメント伝送の実転送速度に一部基づき、前記フ
ァイルセグメント伝送で送信されるべきファイルセグメントのサイズを決定するステップ
と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　複数のファイルセグメントからなるデータファイルを送信コンピュータシステムから受
信コンピュータシステムへ伝送するシステムであって、
　前記受信コンピュータシステムへ伝送されるべき前記データファイルを記憶するように
構成されたデータ記憶要素と、
　前記送信コンピュータシステムに接続され、前記受信システムへ前記複数のデータファ
イルセグメントを、当該送信システムと当該受信システムとの間の広域ネットワークを含
む通信経路であって、当該送信システムから当該受信システムへ伸びる通信経路に沿って
、伝送するように構成された第１のネットワークインターフェースと、
　前記受信コンピュータシステムに接続され、前記送信コンピュータシステムから送信さ
れた前記複数のデータファイルセグメントを受信するよう構成された第２のネットワーク
インターフェースと、
　前記受信コンピュータシステムに接続されているネットワークインターフェース制御装
置であって、ＩＰプロトコルを用いる前記第１及び第２ネットワークインターフェースを
介した前記複数のファイルセグメントの前記受信コンピュータシステムから前記受信シス
テムへの伝送を制御するように構成され、前記送信システムから前記受信システムへ送信
される前記複数のファイルセグメントの選択された一つの実転送速度を決定し、前記実転
送速度に一部基づき、前記複数のファイルセグメントの個々の伝送間の待機期間を決定し
、これにより、データファイルを送信することに起因するネットワーク混雑の影響を削減
するネットワークインターフェース制御装置と、
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　前記ネットワークインターフェース制御装置が、さらに、ファイルセグメントについて
の要求を前記待機期間の経過に応じて前記送信コンピュータシステムへ送信するよう構成
されている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数のファイルセグメントは、前記送信コンピュータシステムから前記受信コンピ
ュータシステムへの伝送時間を示す時間データを含み、
　前記複数のファイルセグメントの前記実転送速度の指標は、前記受信コンピュータシス
テムから受信される肯定応答メッセージにおいて、前記ネットワークインターフェース制
御装置によって受信されることを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ネットワークインターフェース制御装置は、前記通信経路における最高転送速度に
基づき前記待機期間を決定するように初期的に構成されることを特徴とする請求項１０に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ネットワークインターフェース制御装置は、前記通信経路のネットワーク混雑が増
大する場合に前記待機期間を増加させることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　複数のファイルセグメントからなるデータファイルを送信システムから受信システムへ
通信ネットワークを介して伝送するシステムであって、
　前記受信コンピュータシステムへ伝送されるべき前記データファイルを記憶するように
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構成されたデータ記憶要素と、
　前記送信コンピュータシステムに接続され、前記受信システムへ前記複数のデータファ
イルセグメントを、当該送信システムと当該受信システムとの間の広域ネットワークを含
む通信経路であって、当該送信システムから当該受信システムへ伸びる通信経路に沿って
、伝送するように構成された第１のネットワークインターフェースと、
　前記受信コンピュータシステムに接続され、前記送信コンピュータシステムから送信さ
れた前記複数のデータファイルセグメントを受信するよう構成された第２のネットワーク
インターフェースと、
　前記送信システムと前記受信システムとを含む全通信経路上の混雑を検知し、その指標
を提供するように構成された混雑検知エージェントと、
　前記受信システムに接続されているネットワークインターフェース制御装置であって、
前記第１及び第２のネットワークインターフェースを介した前記複数のファイルセグメン
トの前記受信システムへの伝送を制御するように構成され、ネットワークの混雑について
の前記指標を受信し、当該指標に一部基づき、前記複数のファイルセグメントの個々の伝
送間の待機期間を決定するネットワークインターフェース制御装置と、
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記ネットワークインターフェース制御装置は、前記通信経路の最高転送速度に基づき
、前記可変の待機期間だけ間隔を空けて前記複数のファイルセグメントを初期的に伝送す
ることを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ネットワークインターフェース制御装置は、ネットワーク混雑の指標が、前記通信
経路の混雑を示す場合に前記待機期間を増加させることを特徴とする請求項１５に記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンピュータネットワークに関し、より詳細には、そのようなネット
ワーク上のファイル伝送に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットや広域ネットワーク（ＷＡＮ）などのネットワークは、ファイル転送サ
ービスなどのサービスを行うために相当な固定的設備を有する。これらのネットワークで
は従来の伝送方法を用いて、固定的設備の能力に基づきある程度のサイズのファイルを、
ネットワークに大きな影響を及ぼすことなく効率的に伝送可能である。
【０００３】
　ファイル転送サービスに関わる他の希望シナリオはこれまで、伝送すべきファイルのサ
イズの巨大さおよび／または相当の大きさのファイルの大規模マルチキャストの配信要求
のために、通常のファイル転送方法ではほとんど敬遠されてきた。こうした巨大ファイル
サイズの例には、ラージフォーマットの高画質オーディオビデオまたはコンピュータゲー
ムのファイルがある。インターネットやＷＡＮなどのネットワーク用の、現行設備ベース
に基づき有線（デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、ケーブル、電線）、ファイバ、無線、衛
星、携帯電話タイプを含むがそれに限定されるものではない従来の方法を用いた巨大サイ
ズファイルの伝送は、とりわけ頻繁に行われた場合、こうしたネットワークに大きな影響
を与えてしまうので、実用的であるどころか実現可能とすら思われない。従来の解決法は
、ネットワーク伝送能力を拡張してピークトラフィック要求を満たすことに集中してきた
。不運なことに、こうした従来の解決法は資産や資金の莫大な消費を必要とし、大方のと
ころ、問題のあるオプションにとどまっている。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
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【図１】適応型ファイル配信システムの例示的な実施例を大まかに示す概略図である。
【図２】図１の適応型ファイル配信システムによって用いられた方法の例示的な実施例を
描いた相互作用図である。
【図３】適応型ファイル配信システムの例示的な実施例の第１の集合を示す概略図である
。
【図４】適応型ファイル配信システムの例示的な実施例の第２の集合を示す概略図である
。
【図５】送信システム開始時の適応型ファイル配信システムの実施例を描いた相互作用図
である。
【図６】ユーザによる閲覧時の適応型ファイル配信システムの実施例を描いた概略図であ
る。
【図７】ユーザによる編集時の図６の実施例の概略図である。
【図８】ユーザによるファイル選択時の図６の実施例の概略図である。
【図９】ユーザによる優先順位付け時の図６の実施例の概略図である。
【図１０】期限計算時の図６の実施例の一部の概略図である。
【図１１】状態表示およびユーザ対話時の図６の実施例の概略図である。
【図１２】ユーザによるファイル順序付け時の適応型ファイル配信システムの実施例の概
略図である。
【図１３】順位付けられたファイルの配信時の図１２の適応型ファイル配信システムの実
施例の概略図である。
【図１４】図１２の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、ファイル再生
の詳細を示す。
【図１５】暗号化ファイル時の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、問
い合わせステージを示す。
【図１６】図１５の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、暗号化ファイ
ルの配信を示す。
【図１７】図１５の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、アクセス要求
とアクセス拒否を示す。
【図１８】図１５の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、アクセス要求
とアクセス許可を示す。
【図１９】図１５の適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、ファイル再生
の詳細を示す。
【図２０】適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、ファイルのプリロード
を示す。
【図２１】適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、配信の態様を示す。
【図２２】適応型ファイル配信システムの実施例の概略図であり、ネットワークの態様を
示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　ここで述べるように、適応型ファイル配信システムおよび方法は、オーディオビデオフ
ァイルなどのデータファイルをネットワークやネットワーク群を介してセグメントで伝送
するものであり、各セグメントはそれぞれの期間内に伝送される。各期間には、それに関
連するファイルセグメントを伝送する伝送部分と、伝送されたセグメントに関してこれ以
上ネットワークとやりとりが発生しない待機部分とがある。いくつかの実施例では、各期
間の伝送部分の長さは、定常状態スループット条件に到達するのに十分であり、これによ
りファイルセグメント伝送の速度測定からネットワークまたはネットワーク群のトラフィ
ック負荷ステータスを測定することが可能となる。各期間の待機部分の長さは少なくとも
、有効なファイルセグメント伝送速度をもたらし、所定の配信期限内にファイル全体を配
信させながらネットワークのトラフィック負荷の変動に適応するのに十分なだけ長い。
【０００６】
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　一般に、ユーザ人口の多いネットワークは、ほぼ１日、１週、そして１年の周期で、定
期的なピーク混雑期間を経験する。こうしたピーク期間を乗り切るようにネットワークを
設計することはトラフィックエンジニアリングの領域である。ネットワーク資源を補償し
こうした例外的動作期間の負荷に適切に対処するため、ネットワーク設計者はピーク混雑
に重点を置かねばならない。不運なことに、これは必ず、ネットワークが十分に活用され
ていない時には大きなギャップがあることを意味している。
【０００７】
　さらにデータ利用の際には、発信源とあて先の間でどれほどの利用可能な回線容量が必
要であるかと、情報の配信にどれくらいの時間がかかるかとの間に、トレードオフがある
。多くの利用で、情報の要求と配信の間にはリアルタイム、あるいはほぼリアルタイムの
待ち時間が期待されている。例えばパソコン（ＰＣ）ユーザがウェブアドレスを入力した
ときには、ページが数秒以内に取得されることが期待されている。同様に、大容量の電子
メール転送でも、ひとたび要求がなされれば、ネットワークに可能な最高の配信速度で作
業が完了することがネットワークに求められている。だが配信期限が数時間あるいは数日
先である非リアルタイム利用の場合、データ転送速度は著しく減少させることができる。
【０００８】
　適応型ファイル配信システムおよび方法は、ネットワークの活動が最低な時間に、ラー
ジフォーマットの高画質オーディオビデオおよび他のメディアのファイルといった巨大フ
ァイルの配信を選択的にスケジューリングする。配信時間を延ばすことで、送信者と受信
者を繋ぐ既存のネットワークにほとんどあるいはまったく影響を及ぼすことなく大量の情
報を効率的に移送することが可能となる。適応型ファイル配信システムは、巨大ファイル
の転送をサポートしながら、多数のユーザが同時にネットワーク上で活動している際に生
じるネットワークピークを均す。適応型ファイル配信システムおよび方法はまた、配信要
求に応じてスケーラブルなものとすることができる。
【０００９】
　適応型ファイル配信システムは、巨大ファイル転送のネットワークへの影響を減少し、
他のネットワークトラフィックによって生じた混雑に即座に対応し、転送速度を調整して
配信期限を維持し、そして最悪のネットワークモデルシナリオに影響を及ぼさずに多数の
受信システムおよび送信システムに合わせて拡張する点で貢献する。
【００１０】
　適応型ファイル配信システム１００が図１に示されており、いずれもネットワーク１０
６へと通信可能にリンクされた送信システム１０２と受信システム１０４を含んでいる。
送信システム１０２はコンピュータシステム、あるいはファイバ、有線、無線手段を介し
てネットワーク１０６へと接続されたサーバ、データベース、記憶装置、ルータ、スイッ
チ、ファイアウォール、あるいは他の同様な装置など、配列あるいは分散型の複数のコン
ピュータシステムからなるものとできる。受信システム１０４は、ＤＶＲ、ＰＣ、ネット
ワーク記憶装置、クライアントワークステーション、テレビセットトップボックス、モデ
ム、ゲートウェイ、あるいは携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯オーディオビデオプレーヤ、
携帯電話などの携帯通信装置といったその他の装置と共に、あるいは専用のハードウェア
装置内に配置することができる。受信システム１０４は、ファイバ、有線、無線手段でネ
ットワーク１０６へと接続できる。ネットワーク１０６は、インターネットや、有線（Ｄ
ＳＬ、ケーブル、電線）、ファイバ、無線、衛星、携帯電話型ネットワークを含むがそれ
に限定されるものではないＷＡＮなどの他のネットワークから、ネットワーク要素を１つ
以上含むものとできる。ネットワーク１０６は、モデム、ルータ、ブリッジ、ゲートウェ
イ、ネットワークインターフェース、ケーブル放送、無線放送、ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）、アクセスネットワーク、プロバイダネットワーク、そしてピアツーピア
構成などだがこれに限定されるものではない他の同様なネットワーク要素を含むこともで
きる。送信システム１０２は図１に、ネットワーク１０６を介して受信システム１０４へ
とファイルセグメント１０８を送信するものとして示されている。送信システム１０２は
、ネットワーク１０６にアクセスするためのインターフェース１１０、プロセッサ１１２
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、そしてネットワークを介して受信システム１０４へと伝送されるファイル１１６を保持
し適応型ファイル配信方法を実施するための命令のある１つ以上のモジュールを保持する
記憶装置１１４を含む。受信システム１０４は、ネットワーク１０６にアクセスするため
のインターフェース１１８、プロセッサ１２０、そして送信システム１０２から受信した
ファイル１１６の一部のコピーを記憶し適応型ファイル配信方法に関する命令を実施する
ための１つ以上の方法を記憶する記憶装置１２２を含む。受信システム１０４は、エンド
ユーザの位置にあってもよいし、何らかの中間ネットワークの位置にあって、例えば複数
のエンドユーザへとコンテンツを地理的に近接するように配信するキャッシュモードとし
て機能するものであってもよいことは当然である。
【００１１】
　ファイルセグメント１０８は、ファイル１１６の一部のコピーである。送信システム１
０２はファイル１１６のコピーを、図１に示すセグメント１０８を含むような複数のセグ
メントへとファイルコピーを分割して受信システム１０４に送る。複数のセグメントは、
ネットワーク１０６を介して、受信システム１０４がファイル１１６の全コピーを受け取
るまで一度に一つずつ送られる。各セグメントは、複数の期間の異なる１つの期間で送ら
れる。
【００１２】
　期間の各々は、ファイルセグメントの１つが伝送される伝送部分と、ファイルセグメン
トが全く伝送されない待機部分とを有する。待機部分は、送信部分に効果的に間隔をあけ
、セグメントが連続した流れのセグメントとして伝送される場合と比べてかなり長い時間
をかけてファイルセグメントが伝送される。期間の伝送部分は、巨大ファイルの伝送に伴
うネットワーク１０６のトラフィック負荷に対する有害な影響を著しく小さくするように
間隔があけられている。以下に詳述するアプローチに基づき、ネットワーク１０６のトラ
フィック負荷がネットワークのトラフィック負荷が比較的大きい場合よりも比較的小さい
ときには、サイズの大きなファイルセグメントおよび／またはたくさんのファイルセグメ
ントが伝送される。ネットワークトラフィックの軽い時間を少なくとも部分的に利用する
ことで、ネットワーク１０６のトラフィック負荷に対する有害な影響を減らしながら巨大
ファイルを伝送することができる。
【００１３】
　いくつかの実施例では、受信システム１０４のユーザはグラフィカルユーザインターフ
ェースを用い、関連する配信期限および別々のコンテンツファイルに対する複数の同様な
ファイル要求での優先順位を有するファイルを送信システム１０２に要求する。要求を通
して、送信システム１０２と受信システム１０４は、受信システムが要求ファイルを受信
する権限を有していることを知らされ、また転送設定の詳細について知らされる。適応型
ファイル配信で生じるイベントのうちいくつかの概要は、以下に含まれるが、必ずしも以
下の順ではない：（１）受信システム１０４がファイルを要求する、（２）送信システム
１０２が、要求ファイル配信の権限を特定し取得し、ならびにいくつかの実施例ではデジ
タル著作権管理（ＤＲＭ）ライセンスを取得する、（３）送信システムの適応型ファイル
配信モジュールあるいはモジュール群が、配信期限や、ＬＡＮのアイドルスケジュールを
含むクライアントプロファイル、プロバイダネットワーク１０６のアイドルスケジュール
、ファイルサイズなどの転送の詳細を取得する、（４）受信システムの適応型ファイル配
信モジュールあるいはモジュール群が、送信システムの素性(identity)やファイルサイズ
などの転送の詳細を取得する、（５）送信システムが要求配信期限を満たすのに必要な最
低転送速度ならびにファイルセグメントの転送に許容される最高速度を計算する。いくつ
かの実施例は、サーバとしての送信システム１０２とクライアントとしての受信システム
１０４の間の標準的なクライアント／サーバＴＣＰ／ＩＰまたはＵＤＰ／ＩＰインタラク
ションに基づくものである。
【００１４】
　例示的な適応型ファイル配信方法１３０が図２に示され、送信システム１０２へのファ
イル要求と配信期限Ｔｄを送信する受信システム１０４を含んでいる（ステップ１３２）
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。図２に描かれた時間経過は垂直下向き方向に沿っているが、時間経過は図２においては
拡張するものとは描かれていない。一般に、伝送期間の待機部分と関連する期間Ｗ＿ｊ、
ならびに伝送期間のセグメント伝送部分と関連する期間ｄＴ＿ｊと関連する期間のみが、
比較的長い時間の経過を必要とする。図２では描かれているその他の活動でも比較的長い
時間がかかっているように見えるが、こうした他の活動には一般に比較的短い時間しかか
からず、これらの他の活動に比較的長い時間がかかっているものと示す目的ではなく表現
形態上の制限から活動を示すための便宜上、図２の垂直軸に沿って追加的スペースが与え
られている。
【００１５】
　配信期限Ｔｄは、一般に、受信システム１０４のユーザがそれまでに受信システムにフ
ァイル１１６の全セグメントを受信することを望む時間である。いくつかの実施例では、
配信期限Ｔｄはシステム１００によって、ある長さ（例えば、ファイルが最初に要求され
たか、若しくは伝送が始まった時から、又は別の時から数時間あるいは数日）を持つもの
として計算され、そしてその結果、ファイルの総転送速度を、ネットワーク１０６の全体
評価でのあるいはこれまでの最低容量よりも低い、例えば、ある混雑期間またはネットワ
ーク活動の他の期間に経験されたネットワーク容量よりも低い水準まで、効果的に減少す
るものとできる。次いで、受信システム１０４は、初期肯定応答（acknowledgement）を
送信システム１０２に送信し、これが送信システムによって送信されるべき第１のファイ
ルセグメントの要求として機能する（ステップ１３４）。初期肯定応答を受信システム１
０４から受信すると、送信システム１０２は第１の最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘ
＿１および第１の最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎ＿１を決定する（ステップ１３６
）。
【００１６】
　一般に、最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎは２つの要素に基づいて送信システム１
０２によって決定される。第１の要素は、送信システム１０２によってこれから受信シス
テム１０４へと送られることになっているファイル１１６の残りの部分のファイルサイズ
Ｘｒｅｍである。第２の要素は、決定の現在時間Ｔｎｏｗと配信期限の時間Ｔｄの間で、
送信システム１０２から受信システム１０４へのファイルセグメントの伝送に利用可能な
残り時間の長さである。利用可能な残り時間の長さは、ネットワーク１０６および／また
は送信システム１０２および／または受信システム１０２のセグメント伝送への利用困難
さによって適応型ファイル配信が、特定のファイル伝送における設定可能な下側の転送速
度閾値（ゼロ以上とできる）以上で実行不可能な場合に、既知の所定長さの時間Ｔｕｎａ
ｖａｉｌだけ減らすことができる。
【００１７】
　こうした利用不可期間Ｔｕｎａｖａｌは一般的に、ネットワーク１０６および／または
送信システム１０２のビジー期間である。利用不可期間Ｔｕｎａｖａｌは、送信システム
１０２および／または受信システム１０４のプロファイルに事前設定することができる。
あるいは利用不可期間Ｔｕｎａｖａｌは、適応型ファイル配信伝送を含む、以前の伝送の
履歴データを調べることで送信システム１０２および／または受信システム１０４によっ
て決定されてもよい。例えば、適応型ファイル配信のｊ番目のセグメント伝送の１つ以上
についての実セグメント伝送速度Ｒ＿ｊに関する履歴データを調べ、送信システム１０２
および／または受信システム１０４および／またはネットワーク１０６のビジー時間を決
定することができる。
【００１８】
　例えば、受信システム１０４のユーザは、もし受信システムに対する適応型ファイル配
信以外のユーザのタスク要求がそうした時間に受信システムに属するネットワーク１０６
の一部に最高のパフォーマンスを必要としているなら、週日毎日午前９時から午前１１時
の特定の時間帯に適応型ファイル配信をブロックしたがるかもしれない。ブロック期間の
間、受信システム１０４のユーザが受信システムのプロファイルを設定し、転送がこのブ
ロック期間中に、Ｒｍｉｎ＿ｊ以下の速度などいくらかの最低バックグラウンド速度で進
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行を許されるかどうか示すことができる。あるいは、ユーザが受信システム１０４のプロ
ファイルを設定し、このブロック期間にいかなる適応型ファイル配信も受信しないものと
できる。受信システム１０４のユーザが、ユーザが受信システムにファイルセグメントの
受信を望まない期間を特定しない場合には、受信システムは、ビジー期間、セグメント伝
送速度の変化などの事項について受信システムの使用および受信システムに属するネット
ワーク１０６の１つ以上の部分をモニタすることで、こうしたブロックアウト期間を学習
することができる。同様にアクセスネットワークプロバイダも、さもなくばプロバイダネ
ットワークが無関係のトラフィックでビジーあるいはほぼ限界となるようなら、適応型フ
ァイル配信を毎日の特定のビジー時間帯にブロックしたがることがあり得る。プロバイダ
がまた、ネットワークを介しての複数の適応型ファイル配信ジョブを総合最低バックグラ
ウンド速度へと制限したがることもあり得る。
【００１９】
　賢明なやり方としては、幸運にも実際の実施状況が控え目な予測よりも望ましい状況で
あった場合に、送信システム１０２が要求配信期限Ｔｄを満たすのに必要なものより大き
くなるよう各最低転送速度Ｒｍｉｎ＿ｊの値を控え目に決定するものとできる。この控え
目なアプローチから、Ｒｍｉｎ＿ｊの計算が通常、残りのファイルサイズとすべての予想
アイドル期間に基づき適応型ファイル配信の“ジャストインタイム”での完了を前提とし
ていることが分かる。
【００２０】
　ネットワーク１０６は控え目なＲｍｉｎ＿ｊ決定に織り込まれていない余剰容量を有す
ることがあるため、適応型ファイル配信は、適応型ファイル配信に関連した全Ｒｍｉｎ＿
ｊの平均速度のみで行われたセグメント伝送に基づく推定値よりも早く進行することがで
きる。その結果、さまざまな巨大ファイルの実転送の多数が早くに終了するものとできる
。Ｒｍｉｎ＿ｊ推定への控え目なアプローチの使用は、予期せぬネットワーク混雑に対し
て緩衝時間をもたらし、要求配信期限Ｔｄまでの適応型ファイル配信完了の期待を維持す
る。もしも予期せぬ混雑のため転送が最低速度スケジュールよりも遅れると、配信期限が
近づくにつれ適応型ファイル配信方法は、次に来るｊ番目のセグメントの各伝送後に、徐
々に最低転送速度Ｒｍｉｎ＿ｊを上げて自動的に補正を行う。このように次に来る最低転
送速度Ｒｍｉｎ＿ｊを徐々に上げるのは、優先順位を調整して現在あるいは直ぐに来るジ
ョブより後のジョブを優遇するという直截的なやり方である。ファイルセグメントが送信
システムから受信システムへと送られるたびに、Ｒｍｉｎ＿ｊは送信システム１０２によ
って、あるいは他の実施例では受信システム１０４によって求められる。
【００２１】
　ｊ番目の伝送のＲｍｉｎを決定するための例示的な方程式は以下の通りである：
（１）　Ｒｍｉｎ＿ｊ＝Ｘｒｅｍ＿ｊ／（Ｔｄ－Ｔｎｏｗ＿ｊ－Ｔｕｎａｖａｌ＿ｊ）。
【００２２】
　いくつかの実施例では、送信システム１０２が推定配信時間に対する最新情報を送るこ
とができ、これはネットワーク１０６に何らかの遅延イベントが発生するか否かによって
要求配信期限Ｔｄと同一、あるいは早い、またあるいは遅いものであってよい。推定配信
時間に関して受信システム１０４を更新し続けることの実際的結果は、この推定配信時間
に関する受信システムのユーザからの質問の数を減らすというものである。
【００２３】
　一般に、最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘは最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎ
よりも、他の伝送タスクに割り当てられていない送信システム１０２の追加余剰伝送容量
を含む多数の可能な要素の１つ以上に基づく分だけ大きい。Ｒｍａｘに影響を及ぼすよう
に用い得る他の可能な要素は、そのネットワークプロバイダとの役務契約によって決定さ
れるユーザへの最高許容転送速度、最後のセグメントの実測速度または最後のＮセグメン
ト群の平均速度、事前設定されたアクセスネットワークプロバイダプロファイル、などを
含む。このように最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘは、３つの要素に基づいて送信シ
ステム１０２によって決定される。
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【００２４】
　第１の要素は、既定の最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎである。第２の要素は、送
信システム１０２の最高伝送速度容量Ｒｃａｐである。送信システム１０２の最高伝送容
量は、送信システムのインターフェース１１０の伝送帯域幅容量などの事項によって影響
を受ける。
【００２５】
　第３の要素は、送信システム１０２がファイル１１６を受信システム１０４に伝送する
という現在のタスクを考慮するだけでなく、ファイル１１６が送信されるべき期間に受信
システム１０４あるいはそれ以外の受信システムへと他のファイルの少なくとも一部を伝
送するために送信システムが引き受けた他のファイル伝送タスクに関する実行中の他のい
かなるジョブをも考慮に入れる。これらの他のタスクの数は“Ｑ－１”と表され、数Ｑは
ファイル１１６の伝送タスクを含む実行中のすべての伝送ジョブを含む。
【００２６】
　１つのアプローチとしては、送信システム１０２の余剰伝送容量が伝送タスク群Ｑに均
等に割り当てられるというものが考えられる。このアプローチによれば、ファイル１１６
の伝送タスクへと割り当てられる伝送余剰は、Ｒｃａｐ／Ｑと伝送タスク群Ｑの最低セグ
メント伝送速度限度の平均＜Ｒｍｉｎ＞の差となる。平均＜Ｒｍｉｎ＞はＳｕｍ（Ｒｍｉ
ｎ）／Ｑと表され、ここでＳｕｍ（Ｒｍｉｎ）は伝送タスク群Ｑのさまざまな最低セグメ
ント伝送速度限度すべての合計を示している。
【００２７】
　ファイル１１６の伝送タスクのｊ番目のセグメント伝送において、最高セグメント伝送
速度限度Ｒｍａｘを決定するための例示的な方程式は以下の通りである：
Ｒｍａｘ＿ｊ＝Ｒｍｉｎ＿ｊ＋Ｒｃａｐ／Ｑ＿ｊ－Ｓｕｍ（Ｒｍｉｎ）＿ｊ／Ｑ＿ｊ。
【００２８】
　方程式２で計算されるＲｍａｘ＿ｊは、Ｒｍｉｎ＿ｊと等しいかそれ以上の値に制限さ
れることが分かる。
【００２９】
　方程式２は、送信システム１０２が執る方策の一例であるが、Ｒｍａｘの計算には他の
方策決定も等しく採用し得る。例えば、代わりのアプローチは余剰回線容量を等しくシェ
アせず、代わりに選択された伝送ジョブを優先する。例えば、特定のジョブに一時的に余
剰伝送容量を与えるために、送信システム１０２が混雑測定値を用い、最高割当速度を活
用することが不可能なジョブのＲｍａｘを減少させてもよい。
【００３０】
　方程式２に加えさらに、Ｒｍａｘ＿ｊが、ネットワーク１０６で検出された混雑へとさ
らに反応することを目的としたさらなる多数の制約を受け得ることが分かる。ファイル１
１６の転送タスクのｊ番目のセグメントにおいて、最高セグメント転送速度限度Ｒｍａｘ
を決定するためのさらなる例示的な方程式（２ａ）は以下の通りである：
（２ａ）　Ｒｍａｘ＿ｊ＝Ｈ（Ｒ＿（ｊ－１））＊Ｒｍａｘ＿ｊ
ここで方程式２ａ右側のＲｍａｘ＿ｊは、上記の方程式２で算出されたものであり、また
ここでＲ＿（ｊ－１）は、先に送信されたセグメントの実測速度、あるいはそれが第１の
セグメントの場合ゼロである。例えば、
（２ｂ）　Ｈ（Ｒ＿（ｊ－１））＝（Ｒ＿（ｊ－１））／Ｒｐｅａｋ）＊＊ｎ、でありｎ
＝２、３、……
ここでＲｐｅａｋは、所与の受信システム１０４に対して一貫して許容された最大値であ
り、例えば、受信システムのネットワーク１０６によって執り行われる。方程式２ｂに見
られるような測定速度Ｒへの他の関数従属や他の混雑検出メトリクスも可能であり、ネッ
トワーク１０６のオペレータによる時間帯別設定プロファイル、ネットワーク１０６の混
雑検出エージェントのフィードバック、などを含む。
【００３１】
　ステップ１３６での第１の最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘ＿１および第１の最低
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セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎ＿１の決定後、送信システム１０２は第１の伝送を伝送
し（ステップ１３８）、これはファイル１１６の第１のセグメント、Ｒｍａｘ＿１および
Ｒｍｉｎ＿１の値、および第１の伝送が送信システムから送信された時間を指示するタイ
ムスタンプを含む。第１の伝送は、以下に詳述するように待機部分も含んでいる第１の期
間の、伝送部分である。
【００３２】
　第１のセグメントＸ＿１のファイルサイズは所定のデフォルト値である。一般に、ファ
イルセグメントは多数のより小さいファイルサブセグメント部分からなる。いくつかの実
施例では、送信システム１０２から受信システム１０２へ伝送されるべきファイルは、固
定サイズの連番付きサブセグメント部分からなるセグメントへフォーマットされて、送信
システムの記憶装置１１４に記憶されている。こうした実施例では、サブセグメント部分
のサイズは変化しないが、サブセグメント部分からなる個々のセグメントは異なる数のサ
ブセグメント部分を含むことで異なるサイズを持つことができる。サブセグメント部分は
、一般的に最小の実用的価値を有する、所定の伝送容量を有するネットワークによって送
信可能なファイルの最小部分となるサイズと出来る。
【００３３】
　送信システム１０２からの第１の伝送の受信時に、受信システム１０４は、（１）第１
の伝送の実伝送速度Ｒ＿１、（２）第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］、そして（３）
第１の伝送に関係する全期間の第１の待機部分の時間長さＷ＿１、に関する多数の決定を
行う（ステップ１４０）。
【００３４】
　第１の伝送の実伝送速度を決定する際、受信システム１０４は、受信システムによって
測定される第１の伝送の完了時間と、受信システムによって受信された第１の伝送に見つ
かるタイムスタンプによって示される第１の伝送の開始時間との間で、時間差ｄＴ＿１を
決定する。時間差ｄＴ＿１は受信システム１０４によって、第１の伝送の伝送時間として
用いられる。
【００３５】
　受信システム１０４は、第１の伝送時に含まれているデータから、第１の伝送で送られ
た第１のセグメントのセグメントサイズＸ＿１を測定するかあるいは読み取るかする。受
信システム１０４はこのとき、ｊ番目の伝送について以下の一般方程式によって、第１の
伝送の実伝送速度Ｒ＿１を計算可能である：
Ｒ＿ｊ＝Ｘ＿ｊ／ｄＴ＿ｊ。
【００３６】
　受信システム１０４はそして、第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］を決定し、送信シ
ステム１０２および送信システムが知るところのネットワーク１０６に関しての現在の状
況に対応する。一般に、有効伝送は、セグメントと関係する期間の総長によって分割され
たセグメントのファイルサイズである。この上述の期間は、セグメント伝送部分と待機部
分を含む。待機部分がゼロの長さであれば、このとき有効伝送速度は実伝送速度と等しく
、これはもしＲｍａｘを超えていれば、巨大ファイルの伝送あるいはかなりの大きさのフ
ァイルのマルチキャスト伝送に際して、おそらくネットワークに有害な影響を及ぼすもの
である。実伝送速度よりもかなり小さく且つＲｍａｘと一致した有効伝送速度を選択する
ことによって、受信システム１０４は、巨大ファイルの伝送あるいはかなりの大きさのフ
ァイルのマルチキャスト伝送によるネットワーク１０６への有害な影響を、減らすかある
いは事実上なくすことができる。
【００３７】
　いくつかの実施例では、ネットワーク１０６は、インターネット、地域ネットワーク、
および受信システム１０４を提供するローカルネットワークを含むような部分からなるも
のとできる。第１の伝送の実伝送速度Ｒ＿１の決定値、ならびに第１の伝送に含まれる送
信システム１０２のネットワークプローブやステータス情報など、他の装置から与えられ
る可能性のあるステータス入力を考慮して、受信システム１０４は、受信システムに既知
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のいかなるステータス情報にも適切な第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］を選択する。
【００３８】
　第１の伝送の決定された実伝送速度Ｒ＿１および他の可能性ある入力を用いることで、
受信システム１０４は、送信システム１０２と受信システムの間の混雑に、たとえ混雑が
どこに位置しようとも対応することが可能である。例えば、受信システム１０４に属する
ネットワーク１０６の一部が無関係なトラフィックでビジー、あるいは受信システムに未
知のステータスにある場合、受信システムは、第１の最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉ
ｎ＿１と等しい第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］を選択することができる。第１の最
低セグメント伝送速度限度の選択により、まだ配送期限Ｔｄを満たしながら、ネットワー
ク１０６には最小の影響しか及ぼさなくなる。
【００３９】
　一方、ネットワーク１０６が事実上アイドル状態にあることが、受信システム１０４に
既知であれば、受信システムは、第１の最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘ＿１と等し
い第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］を選択することができ、これは他に何らかのネッ
トワークトラフィックが存在していても小さなものに過ぎないため、ネットワークには有
害な影響を及ぼすことがない。一般的には、ネットワーク状態および送信システム１０２
のそれは中間的な状態にあり、この状態が受信システム１０４に既知であると、受信シス
テムは第１の最低セグメント伝送速度限度Ｒｍｉｎ＿１と第１の最高セグメント伝送速度
限度Ｒｍａｘ＿１の間で、第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］を選択する。
【００４０】
　受信システム１０４はまた、適応型ファイル配信を完全に休止させるか、ｊ番目の伝送
に対する最低セグメント伝送速度Ｒｍｉｎ＿ｊの値さえよりも低い速度でｊ番目の伝送に
対して有効伝送速度［Ｒ＿ｊ］で続行し、他の適応型ファイル配信や、ネットワーク１０
６および／または送信システム１０２および／または受信システム１０４の他の活動に対
応することもできる。例えば、いくつかの変形例では、受信システムによってシェアされ
るローカルエリアネットワークに付随したソフトウェア混雑検知エージェントによって、
受信システムが、ローカルエリアネットワークが無関係なネットワークトラフィックによ
って混雑し始めているとの通知を受け、このとき受信システムが適応型ファイル配信を休
止または有効伝送速度を減少させることができる。受信システム１０４が、ｊ番目の伝送
の有効伝送速度［Ｒ＿ｊ］をｊ番目の伝送の最低セグメント伝送速度Ｒｍｉｎ＿ｊ以下に
調整した場合、送信システム１０２は残りのファイルサイズおよび配信期限に基づき、ｊ
＋１番目のセグメント伝送に対して段階的により大きい最低セグメント伝送速度Ｒｍｉｎ
＿ｊ＋１を再計算する。その結果、セグメント伝送のペースは、予期せぬネットワーク混
雑や伝送の中断に対応しやすい。他の実施例では、ｊ番目の伝送に対する有効伝送速度［
Ｒ＿ｊ］の選択が、関連する特定の伝送に対する最低セグメント伝送速度限度と最高セグ
メント伝送速度限度の間に常に留まるように要求することができる。
【００４１】
　受信システム１０４は、有効伝送速度の選択によりセグメント伝送のペースを調整し、
送信システム１０２および／または受信システム１０４および／またはネットワーク１０
６で変化する状況を受け入れる適応速度で、送信システム１０２からファイル１１６のコ
ピーを転送する。第１の伝送の実伝送速度Ｒ＿１の値およびその他の可能性ある入力を利
用することで、受信システム１０４は有効伝送速度に関して賢明な選択をなすことが可能
である。こうした適応型ファイル転送方法によって、セグメント伝送が、送信システム１
０２から受信システム１０４へのエンドツーエンド下り回線接続容量に関して、事実上の
探測(sounding)システムとして利用される。適応型ファイル配信システム１００はそして
、混雑の場所に関係なく、送信システム１０２と受信システム１０４の間の混雑に対応で
きる。
【００４２】
　受信システム１０４による第１の伝送の有効伝送速度［Ｒ＿１］の選択に基づき、第１
の伝送に関係する全期間の第１の待機部分の時間長さＷ＿１が、ｊ番目の伝送に関する以
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下の一般方程式によって得られる：
Ｗ＿ｊ＝Ｘ＿ｊ／［Ｒ＿ｊ］－Ｘ＿ｊ／Ｒ＿ｊ。
【００４３】
　ステップ１４０の一部として、受信システム１０４はまた、送信システム１０２によっ
て送信されるべき次のセグメント、すなわち第２のセグメントサイズＸ＿２を有する第２
のセグメント、のサイズを計算する。そのため受信システム１０４は、ネットワーク１０
６がセグメント伝送において定常状態に達するための所要時間に所定の一般値Ｔｓｓを用
いる。例えば、ＴＣＰ環境では、Ｔｓｓはおよそ５秒に等しい。以下の一般方程式によっ
て第１の伝送の実伝送速度Ｒ＿１にＴｓｓが掛けられ、Ｘ＿２が得られる：
Ｘ＿ｊ＋１＝Ｒ＿ｊ＊Ｔｓｓ。
【００４４】
　また、１つのファイルからその次への順次転送の実伝送速度における変わりやすさが、
Ｘ＿（ｊ＋１）の計算に望ましからざる変動を引き起こすかもしれないことが例示される
。これを避けるための実用的方法の１つは、実転送速度Ｒの最後のＮサンプル群のスライ
ディングウィンドウ平均を用いることである。
【００４５】
　第１の伝送に関係する全期間の第１の待機部分の時間長さＷ＿１を待機してから（ステ
ップ１４２）、受信システム１０４は、第２のセグメントサイズＸ＿２を含んだ第１のセ
グメント肯定応答を送信システム１０２へと伝送する（ステップ１４４）。
【００４６】
　そして送信システム１０２は、方程式（１）を用いて第２の最低セグメント伝送速度限
界Ｒｍｉｎ＿２を、方程式（２）を用いて第２の最高セグメント伝送速度限度Ｒｍａｘ＿
２を決定する（ステップ１４６）。送信システム１０２は第２の伝送で、第２のセグメン
トサイズＸ＿２を有するファイル１１６の第２のセグメントを伝送する（ステップ１４８
）。送信システム１０２はまた、Ｒｍａｘ＿２、Ｒｍｉｎ＿２の値を伝送し、第２の伝送
が送信システム１０２から送信された時間を示すタイムスタンプを伝送する。
【００４７】
　第２のセグメント受信の際に、受信システム１０４は、第２のセグメント伝送の所要時
間ｄＴ＿２を計算し（ステップ１５０）、第２のセグメントサイズＸ＿２の値を用いて第
２のセグメントの実伝送速度Ｒ＿２を方程式（３）から決定する。またステップ１５０で
受信システム１０４は、上述のように既知のネットワークトラフィック状態に基づき第２
のセグメントの有効伝送速度［Ｒ＿２］を選択し、そして方程式（４）によって第２の伝
送に関係する全期間の第２の待機部分Ｗ＿２を決定する。受信システム１０４はそして、
方程式（５）によって第３のセグメントサイズＸ＿３を決定する。
【００４８】
　第２の伝送に関係する全期間の第２の待機部分Ｗ＿２を待機してから（ステップ１５２
）、受信システム１０４は、第３のセグメントサイズＸ＿３の値を含む第２のセグメント
肯定応答を送信する（ステップ１５４）。
【００４９】
　その後、送信システム１０２は、ファイル１１６の最後のｎ番目のセグメントがｎ番目
のセグメント伝送において受信システムに、要すればファイル終了の指示を含んで送信さ
れるまで（ステップ１５６）、上述の手順にしたがってファイル１１６の残りのセグメン
トを受信システム１０４へと送信する。
【００５０】
　適応型ファイル配信はこのように進行し、適応型ファイル配信が完了するまで受信シス
テム１０４によってペース調整される。適応型ファイル配信が立ち往生したりネットワー
ク故障で途絶させられるなどの不運な事態においては、適応型ファイル配信を中断の時点
から再開し回線容量の無駄遣いを最小あるいは防止するために、受信システム１０４が転
送状態を不揮発性メモリなどの記憶装置１２２に保持する。受信システム１０４は、例え
ば、記憶装置１２２に記憶されたモジュールにありプロセッサ１２０によって実行される
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ようなカウントダウンタイマを継続することで、立ち往生したセッションを検知する。
【００５１】
　カウントダウンタイマは、受信システム１０４が送信システム１０２へと最初の要求を
行ったときに動き出すものとできる。送信システム１０２はそして、カウントダウンタイ
マがリセット後に期限切れとなるたび、所与の回数繰り返すまで対応型ファイル配信要求
を繰り返すことができる。カウントダウンタイマのリセットごとに、期限切れまでのカウ
ントダウン時間は、指数因子などの大きな因子によって延ばされ、それに応じて受信シス
テム１０４による追加要求の間隔を空けるものとできる。適応型ファイル配信を求める受
信システム１０４による最終要求が終わると、受信システムはここで特定の対応型ファイ
ル配信セッションの立ち往生を宣言し、そして適応型ファイル配信の継続のため、もし利
用可能であれば、送信システム１０２の第２候補への接続を試みる。受信システム１０４
が送信システム１０２の第２候補と交信できなかった場合は、それを過ぎると特定の適応
型ファイル配信ジョブが受信システムによって終了させられ、ファイル１１６の受信シス
テムに記憶された部分が消去され、受信システムユーザへの通知のためエラーが記録され
ることになる配信期限Ｔｄが過ぎるまで、受信システムは、利用可能なリストに上がって
いる多数の送信システムの１つに断続的に交信を試み続けることができる。
【００５２】
　ｎ番目のセグメントはファイル１１６の最後のセグメントであるため、いくつかの実施
例では、受信システム１０４は、ｎ番目のセグメントの実伝送速度Ｒ＿ｎやｎ番目のセグ
メントの有効伝送速度［Ｒ＿ｎ］などに関する決定を行わず、ｎ番目の伝送に関する待機
部分Ｗ＿ｎを実行することなく送信システム１０２にｎ番目のセグメントの肯定応答を送
信する（ステップ１５８）。
【００５３】
　適応型ファイル配信システム１００の例示的な実施例の第１の集合３００が図３に示さ
れており、送信システム１０２の一例はアプリケーションサービスプロバイダ３０２へ通
信可能にリンクされ、これはインターネット３０４に通信可能にリンクされ、これはさら
に地域データノード３０６に通信可能にリンクされている。送信システム１０２の他の例
は、地域データノード３０６に直接通信可能にリンクされている。地域データノード３０
６は、地域ネットワーク３０８に通信可能にリンクされ、これは配信ハブ３１０に通信可
能にリンクされ、これはハイブリッドファイバケーブルネットワークなどのネットワーク
３１２に通信可能にリンクされている。
【００５４】
　デジタルビデオレコーダとしての受信システム１０４の一例は、セットトップボックス
３１４を介してケーブルネットワーク３１２に通信可能にリンクされている。デジタルビ
デオレコーダおよびポータルメディアセンタとしての受信システム１０４の他の例は、ケ
ーブルモデム３１６およびローカルエリアネットワーク３１８を介してケーブルネットワ
ーク３１２に通信可能にリンクされている。いくつかの実施例では、混雑検知エージェン
ト３１９がローカルエリアネットワーク３１８に通信可能にリンクされ、いつファイルセ
グメントの伝送を行うかの調整のため、ローカルエリアネットワークでのネットワークの
活動およびネットワークの混雑に関して送信システム１０２または受信システム１０４に
報告を行う。例えば、混雑検知エージェント３１９またはローカルエリアネットワーク３
１８に通信可能にリンクされた複数の同様なエージェントは、受信装置１０４への適応型
ファイル転送に無関係なネットワーク活動に関する報告を引き起こすため、最低スループ
ット閾値を定めることができる。あるいは、受信システムが報告をローカルエリアネット
ワーク３１８の設定されたピーク容量あるいは測定されたピーク容量と比較することでロ
ーカルエリアネットワークの混雑を決定できるように、ネットワーク活動に関する報告が
、混雑検知エージェント３１９によって見られ、受信システム１０４に報告されるローカ
ルエリアネットワーク３１８の出入口トラフィック活動の指標を含むこともできる。さら
に当然ながら、いくつかの変形例では、スループット閾値を超え受信システム１０４への
報告を引き起こした後、混雑検知エージェントは、それが測定するネットワーク活動がト
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リガ閾値よりデルタだけ低くなるまで報告メカニズムを再作動させず、測定されたネット
ワーク活動がトリガ閾値のすぐ上下を行きつ戻りつしている際に過剰な報告が受信システ
ムに送信されるのを防ぐことものとできる。
【００５５】
　いくつかの変形例では、例えば図３に示される配信ハブ３１０や地域ネットワーク３０
８やインターネット３０４に通信可能にリンクされた１つまたは複数の混雑検知エージェ
ント３１９が、送信システム１０２に、ネットワーク活動の測定報告を提供するか、又は
ネットワークの混雑を合図することができる。これらの混雑検知エージェントは、いくつ
かの変形例では送信システム１０２に、他の変形例では受信システム１０４に、報告を行
い、ネットワーク１０６の特定地点でのネットワーク活動を合図する。
【００５６】
　適応型ファイル配信システム１００の例示的な実施例の第２の集合４００が図４に示さ
れており、送信システム１０２の一例は地上局４０２へ通信可能にリンクされ、これは公
衆交換電話網（ＰＳＴＮ）４０４に通信可能にリンクされ、これは電話局４０６に通信可
能にリンクされ、これは加入者回線４０８に通信可能にリンクされ、これは非対称型デジ
タル加入者回線（ＡＤＳＬ）装置４１２などの加入者宅内機器を介するなどして通信可能
にリンクされる。
【００５７】
　地上局４０２はまた衛星送信システム４１４に通信可能にリンクされ、これは信号４１
６を衛星４１８へと送信し、これは信号４２２を受信基地４２２へとリレーし、これは加
入者宅内機器４１２に通信可能にリンクされる。デジタルビデオレコーダやポータブルメ
ディアセンタとしての受信システム１０４の例は、ローカルエリアネットワーク４２４を
介して加入者宅内機器４１２に通信可能にリンクされている。地上局４０２はまた、セル
ラーネットワーク４３０に通信可能にリンクされ、これはパーソナル無線装置としての受
信システム１０４の一例に無線信号４３２を送信する。
【００５８】
　受信システム１０４は特定の実施例として描かれているが、他にも多数の実施例が同様
に、オーディオ出力および／またはビデオ出力および／またはその他の出力を介して巨大
ファイルおよび巨大ファイルの出力コンテンツを受信するのに利用できる。一般に、アプ
ローチはクライアント／サーバモデルを実施可能であり、そこでは受信システム１０４が
クライアント、送信システム１０２がサーバである。しかしながら、他のモデルを用いる
他のアプローチも利用可能である。
【００５９】
　ネットワーク１０６に関してさまざまな実施例が描かれてきたが、他にも多数の実施例
が同様に利用できる。例えば、送信システムを受信システムに通信可能にリンクさせるネ
ットワーク１０６の基本配信構成を変えず、送信システム１０２が代わりに、受信システ
ム１０４のローカルアクセスネットワークに配置されていてもよい。
【００６０】
　適応型伝送システムおよび方法は、本質的に非常にスケーラブルである。適応型伝送シ
ステムおよび方法は、送信システム１０２の１つ以上の多数の例(instance)のそれぞれに
おいて実行中の、同時存在する多数の適応型伝送方法の例をサポートするように拡張可能
である。同時存在する多数の適応型伝送方法の例を実行することで、送信システム１０２
のそれぞれは巨大ファイルを多数の受信システム１０４へと送信できる。一般に、多数の
送信システム１０２の例は、別個の地域設備に配置され、同時実行中の適応型ファイル伝
送方法の例を介した多数の受信システム１０４の例への巨大ファイル送信をサポートして
いる。送信システム１０２のこれらの集合または他の種類の集合は、ネットワーク１０６
の中央位置に配置してもよいしネットワークに分散させてもよい。送信システム１０２の
さまざまな構成要素は、同一のハードウェア装置に配置されてもよいし、さまざまなハー
ドウェア装置に分散させてもよい。また、巨大ファイルのさまざまなセグメントを送信シ
ステム１０４のさまざまな例に分散させてもよいし、同じ巨大ファイルのさまざまな例が
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送信システム１０４のさまざまな例に記憶され、送信システム１０４のさまざまな例を含
むファイル伝送システム１００全体が、変動するネットワークトラフィック負荷にしたが
ってネットワーク１０６の経路を使って受信システム１０２へと巨大ファイルのセグメン
トを送信できるようにしてもよい。例えば、巨大ファイルのさまざまなセグメントが送信
システム１０４のさまざまな例から送信され、必要ならセグメント伝送ごとを基準とした
、最新あるいはほぼリアルタイムのモニタリングおよびフィードバックなどの支援要素を
活用して、ネットワーク１０６の既に混雑した部分に対する影響を減らすようにすること
ができる。送信システム１０４の例の負荷分散を実施し、ネットワーク１０６への全回線
容量での影響を減らし、ネットワーク資源を有効利用することが可能である。送信システ
ム１０４が最大容量であるかどうかを判断するためのアプローチの１つは、他のファイル
転送ジョブに対して関連する最低転送速度Ｒｍｉｎで送信システムが対応可能かどうか確
かめることである。
【００６１】
　上述の混雑検知エージェント３１９あるいは他の混雑検知エージェントや探測エージェ
ントを含むようなさらなるモニタリングシステムおよび方法を用いて、受信システム１０
４によるｊ番目の待機時間Ｗ＿ｊの測定を精緻化してもよい。例えば、受信システム１０
４のために適応型ファイル配信方法の一部を実施するためのコードを含んだ１つ以上のモ
ジュールが、受信システム１０４に属するネットワーク１０６の一部を送信システム１０
２に近接するネットワークの別の部分へと通信可能にリンクするゲートウェイ装置にあっ
てもよい。
【００６２】
　一例として、そのようなモニタリングシステムをホスティングするゲートウェイ装置は
、ケーブル、ＤＳＬモデム、ＬＡＮスイッチ、ルータ、ハブを含むものとできる。ゲート
ウェイのソフトウェアエージェントは、インターネットや他のローカルネットワークの使
用をモニタできる。ゲートウェイのソフトウェアエージェントは、送信システム１０２と
受信システム１０４の組み合わせの１つ以上に特有な適応型ファイル配信伝送と関連しな
い、いかなるネットワークトラフィックであってもモニタできる。受信システム１０４に
属するローカルネットワークトラフィックがソフトウェアエージェントによって通知され
ると、受信システム１０２のクライアントは、ローカルネットワークの一部が再び他のセ
グメント伝送に無理なく適応するまで、上述のように進行中のセグメント伝送を遅延もし
くは停止させることで適切な行動を取ることができる。適当なタイマと使用量下限を定め
、時間あたりの使用量を平均（例えば５分および１０ｋｂｐｓ）し、閾値以下の些細なバ
ックグラウンド活動を無視することもできる。
【００６３】
　あるいは、ソフトウェアエージェントが受信システム１０４に属するネットワーク１０
６の一部にあるコンピュータワークステーションにインストールされ、インターネット部
分などのネットワークの他の部分での活動がセグメント伝送には受け入れがたいほどのビ
ジー状態にあるとワークステーションの１つによって検知されたときにこれを発見し、ネ
ットワークのローカル部分を介して受信および／または送信システム１０２へと報告する
ものとできる。
【００６４】
　あるいは、２ポートイーサネット(登録商標)ハードウェア／ソフトウェアモジュールな
どの装置を受信システム１０４に属するゲートウェイまたはブロードバンドモデムと直列
にインストールすることもできる。この装置は、そこを通るすべてのトラフィックをモニ
タし、インターネット活動など、送信システム１０２から受信システム１０４へのセグメ
ント伝送とは無関係な、ネットワーク１０６の１つ以上の部分における活動について報告
を行うことができる。
【００６５】
　適応型ファイル配信方法の各セッションは、実際の転送パフォーマンスをモニタし報告
することで配信される各ファイルセグメントのアクセスネットワークの混雑を精査し、対
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応することが可能である。これに加え、ネットワーク１０６に関する容量／混雑問題の全
体視野を、ネットワークのアクセス部分をわたって戦略的に配置され送信システム１０２
に報告を返すソフトウェア探測エージェントによって随意に増大することができる。これ
らの探測エージェントは、全総合回線容量と残り容量についての局所的眺望を知らせるこ
とができる。例えばＤＳＬネットワークでは、これらのネットワーク活動を測定する探測
エージェントをＤＳＬアクセスマルチプレクサ（ＤＳＬＡＭ）に配置することができ、ケ
ーブルネットワークでは、これらを各ケーブルモデムターミネーションシステム（ＣＭＴ
Ｓ）に配置することができ、第三世代携帯電話では、これらを基地局やアクセスサービス
ノードゲートウェイに配置することができる。送信システム１０２はこうして追加情報を
有し、いかなるときでもネットワーク１０６を介してあるいは特定の部分へ配信されるト
ラフィックセッションの総量を抑制するために、特定のアクセスプロバイダまたはネット
ワーク１０６の他の部分についてのポリシープロファイルを精緻化することができる。例
えば、この抑制は、時間帯やネットワーク１０６の利用可能な余剰容量のパーセンテージ
に基づき実施される。
【００６６】
　適応型ファイル配信システム１００の実施例５００が図５に描かれており、受信システ
ム１０４がプロファイル５０３を更新し（ステップ５０２）、プロファイルを送信システ
ム１０２へと送信している（ステップ５０４）。実施例５００のいくつかの変形例では、
断続的または他の連続的なやり方で、プロファイル５０３が更新され、送信システム１０
２に送信されるものとできる。プロファイル５０３は最初空か何らかのデータが予め入っ
ているが、だがやがてプロファイルのデータは通常、以下に詳述する受信システム１０４
の１人以上のユーザによる観察に従って、更新され精緻化される。送信システム１０２は
、受信システム１０４へ送信されるべきプロファイル５０３との関連に従って、２次的フ
ァイル５０７を選択する（ステップ５０６）。２次的ファイル選択とプロファイル５０３
間の関連付けは、広告および／または販売戦略など、所定の、さもなくば入手した戦略に
基づき、さまざまなやり方のどれかで行うことができる。
【００６７】
　実施例５００のいくつかの変形例では、送信システム１０２が受信システム１０４に通
知５０９を送信する（ステップ５０８）。受信システムが２次的ファイルを要求したわけ
ではないため、通知５０９は受信システム１０４に、送信システム１０２が選択した２次
的ファイル５０７を適応型ファイル配信を介して受信システムに送信しつつあることを通
知する。一定期間にわたり送信システム１０２は、送信システムによって開始された適応
型ファイル配信（ステップ５１０）を介して、２次的ファイル５０７を受信システム１０
４に送信する。送信システム１０２および／または受信システム１０４は、２次的ファイ
ル５０７のどのコンテンツが受信システム１０４に記憶されたかを記録する。
【００６８】
　実施例５００のいくつかの変形例では、２次的ファイル５０７を記憶するための記憶装
置１２２のスペースが綿密に精査され、最小限に抑えられ、期限切れの２次的ファイルは
すぐに削除される。他の実施例では、削除管理は受信システム１０４のユーザに一任する
ものとできる。そして受信システム１０４は、受信システムによって要求され受け取られ
た他のファイルと混合された２次的ファイルを再生する（ステップ５１２）。
【００６９】
　実施例５００の変形例は、リッチメディアコンテンツを有する広告および他のメッセー
ジとしての２次的ファイル５０７の、受信システム１０４の記憶装置１２２へのキャッシ
ングに用いることができる。キャッシュされた２次的ファイルはその後、映画、音楽、テ
キスト、ゲーム、などの形態を有する娯楽、教育、あるいはそれ以外のコンテンツを有す
るファイルなど、受信システム１０４によって要求された要求ファイルの再生に挿入され
、再生されるものとできる。実施例５００の変形例は、例えば定期視聴(subscription)や
ペイパービューに加え、財務収益モデルに用いることができ、オペレータとコンテンツオ
ーナーは消費者へのメディア提供コストを削減および／または彼らのサービスの収益性を
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増すためにそれを使用できる。第三者はオペレータに資金を支払い、実施例５００の２次
的ファイル５０７の適応型ファイル配信を介して、受信システム１０４のユーザへ第三者
のメッセージを送ることができる。
【００７０】
　広告および他のメッセージコンテンツは、適応型ファイル配信を配信期限有りの、また
いくつかの変形例では、さもなくば受信システムによって要求されたコンテンツを受信シ
ステムが受信しない期間中、配信期限無しのバックグラウンド転送として用いて、実施例
５００を介して、受信システム１０４に送信される。いったん受信システム１０４に記憶
されると、実施例５００を介して送信された２次的ファイル５０７は、例えば映画などの
要求ファイルの再生前、再生中、あるいは再生後に挿入される。例えば、娯楽コンテンツ
の再生前、再生中、あるいは再生後に、受信システム１０４は、その娯楽コンテンツのた
めに再生されている要求ファイルの再生を一時停止することで、広告ファイルなどの２次
的ファイル５０７の１つ以上にアクセスし再生することができる。受信システム１０４が
２次的ファイル５０７の再生の機会を検知する方法は、フェードトゥーブラック効果や他
のプログラムマーカー効果をもたらす娯楽コンテンツにはっきり埋め込まれた信号など、
従来の放送産業の慣習と同様のアプローチで行うことができる。再生される２次的ファイ
ルのコンテンツは、プロファイル５０３に基づき受信システム１０４によって選択される
ものとできるが、ランダムでもよいし、および／または再生装置の種類、および／または
時間帯、および／または再生される娯楽または他のコンテンツの種類、および／または要
求されたファイルコンテンツの種類、および／またはユーザログオンＩＤ、および／また
はその他の基準に基づくものでもよい。
【００７１】
　２次的ファイル５０７のコンテンツは、２次的ファイル５０７の適応型ファイル配信以
前に受信システム１０４から送信システム１０２に送られたプロファイル５０３に記憶さ
れている特定の消費者データに適合させることが可能である。プロファイル５０３のデー
タは、受信システム１０４によって、要求ファイルコンテンツの種類、オンライン注文の
癖などと関連付けられる。広告に用いた場合、２次的ファイル５０７は、要求ファイルと
共に受信システム１０４に記憶される。受信システム１０４のユーザは潜在的顧客である
ため、これら潜在的顧客のプロファイルに合わせての２次的ファイル５０７のコンテンツ
の調節は、２次的ファイルに含まれる広告効果を増し、より特定の視聴者向けとなるのに
役立つことができる。
【００７２】
　プロファイル５０７のコンテンツは、受信システムユーザの身分証明および／またはイ
ンタラクティブブラウザインターフェースを介したオンライン注文に関する記録などの購
入記録を含むが、これに限定されるものではない。他のデータは、娯楽コンテンツ記述（
タイトル、ジャンル、など）、再生日、ユーザ嗜好調査からの蓄積データ、購入癖、公表
された関心事、広告コンテンツが何度再生されたか、などの記録を含むものとできる。適
応型ファイル配信システムの他の実施例と同様、記憶装置１１４を含む送信システム１０
２は、一緒にネットワーク化されているが地理的には別々の１つ以上の大容量記憶装置を
含むことができることが分かる。
【００７３】
　適応型ファイル配信システム１００の実施例６００が図６～１１に描かれている。実施
例６００によって、ユーザ６０２は、受信システム１０４と別にあるいはその一部として
配置され、送信システム１０２から受信システムへと適応型ファイル配信を介して送信さ
れるべきさまざまなファイルの配信期限や配信順を調査したり、優先順位を付けたり、処
理したりするなどの機能を果たすコンピュータワークステーション、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、携帯電話、ゲーム機、あるいは他の装置などの入力装置６０４を使用することがで
きる。他の実施例の場合と同様、送信システム１０２は１つ以上の物理装置とでき、これ
らは通常の商業ネットワーク設備を用いて一緒にネットワーク化されているが地理的には
別々のものとできる。
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【００７４】
　実施例６００の変形例は、ファイルの選択、配信そして再生など、互いに大きく離れた
別々の時間に発生するさまざまな活動を含む。ユーザ６０２は入力装置６０４を介して、
配信されるべきファイルの選択、配信期限、および配信の優先順位および／または順番を
コントロールできる。
【００７５】
　実施例６００は、さまざまな形態の適応型ファイル配信によって、配信されるべきファ
イルの配信および配信ステータスをコントロールする。実施例６００のシステム要求およ
び目標のいくつかの態様は、消費者への購入物品の物理的郵送との類似性に基づきある程
度理解できる。一方、実施例６００の他の態様は、例えば、最終期限に間に合うようなデ
ジタルコンテンツの電子配達に関して特有のものである。例えば、実施例の例示的な態様
の１つは、コンテンツファイルの受領を含み、ここで受領は一度きりの出来事ではなく、
間隔をあけ時間内に分散している。態様は、メディアコンテンツファイルなど、関連した
配信期限を有するファイルの適応型ファイル配信の間に実施例６００とやりとりを行うユ
ーザ６０２に関連する。
【００７６】
　図６に描かれるように、ユーザ６０２は入力装置６０４を使用し、これは無線、有線、
ネットワーク、電話、あるいは他の通信媒体を介して送信システム１０２に通信可能にリ
ンクされている。入力装置６０４は、一種のブラウザタイプアプリケーションを操作し、
ユーザ６０２がメディアコンテンツファイルなどの適応型ファイル配信に利用可能な送信
システム１０２に記憶されたファイルを閲覧する（ステップ６０６）のを助けるものとで
きる。
【００７７】
　図７に描かれるように、ユーザ６０２は入力装置６０４を介して随意に、既に受信シス
テム１０２へと配信されており集合的にユーザの既存の個人メディアコンテンツライブラ
リを形成可能なコンテンツファイルを見ることができる。ユーザ６０２は入力装置６０４
を用い、受信システムに配信されるべき新たなコンテンツファイルに十分な記憶領域があ
るように、受信システム１０４に記憶された特定のコンテンツファイルの削除指示を行う
こと（ステップ６１０）を随意に選択できる。
【００７８】
　図８に描かれるように、ユーザ６０２は入力装置６０４を用いて、配信用に１つ以上の
メディアコンテンツファイルを選択できる（ステップ６１２）。実施例６００の変形例で
は、選択ファイル配信の当初の順番は、ファイルが選択された順番に基づき生成される。
図９に示されるように、ユーザ６０２は選択メディアコンテンツファイル配信の当初の順
番について随意に、希望通りに優先順位を見直すことができる（ステップ６１４）。
【００７９】
　図１０に描かれるように、送信システム１０２は、保留中の適応型ファイル配信の予想
配信期限を計算する（ステップ６１６）。送信システム１０２の予想配信パフォーマンス
は、表示および／または入力された配信優先順位、ユーザ６０２の申し込みプロファイル
、記憶された過去のネットワーク配信パフォーマンスデータ、および送信システムが取得
した現在のネットワーク状態に基づくものとできるが、これに限定されるものではない。
【００８０】
　いくつかの変形例では、送信システム１０２がユーザに、予期せぬネットワーク減速お
よび／または故障を考慮して多少の追加時間デルタをプラスした予想配信期限の合計から
送信システムによって計算された配信期限を提示するものとできる。
【００８１】
　他の変形例では、送信システム１０２がユーザに、選択された配信期限が送信システム
によって多少の追加時間デルタをプラスして計算された予想配信期限越える限り、配信期
限の選択を許すものとできる。これらの変形例では、システム１００が、ユーザの選んだ
配信期限の長さに応じて、ユーザを記録し、ユーザに課金するものとできる。
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【００８２】
　実施例６００のいくつかの変形例では、最も優先順位の高いファイルの配信が最も早く
起こり、次に優先順位の高いものが続き、これが繰り返す。この予想配信期限計算の結果
は、入力装置６０４を介してグラフィックおよび／またはテキスト形式でユーザ６０２へ
と提示されるものとできる。実施例６００のいくつかの変形例では、ユーザ６０２が配信
計算結果を承諾し、さらに適応型ファイル配信を始めるものとできる。
【００８３】
　図１１に描かれるように、実施例６００で適応型ファイル配信が起きると、送信システ
ムが入力装置６０４を介して、適応型ファイル配信と関連した配信スケジュールを表示し
（ステップ６１８）、ユーザ６０２が配信スケジュールを編集可能となる（ステップ６２
０）。表示配信スケジュールの編集によって、保留中の１つ以上の適応型ファイル配信の
優先順位を、再優先順位付けまたはキャンセルできる。
【００８４】
　実施例６００のいくつかの変形例では、ファイル配信が、配信ファイルの一部分におい
て予め選択した特定のポイントを超えて進行すると、何らかのサービスペナルティ無しに
はユーザ６０２は注文のキャンセルを許されないものとできる。コンテンツファイルの新
たな選択は、入力装置６０４に表示された配信スケジュールへと追加され、同様にユーザ
６０２によって再優先順位付けされるものとできる。
【００８５】
　再優先順位付け後、送信システム１０２は再び、保留中の適応型ファイル配信の新たな
スケジュールを計算し（ステップ６１６）、ユーザ６０２に対し、新たに計算されたスケ
ジュールを入力装置６０４上に表示する（ステップ６１８）。一連の、表示された配信ス
ケジュールの編集、編集されたスケジュールの再計算、そして再計算されたスケジュール
の表示は、特定の最大部分を超えて既に部分配信されてしまったファイルのキャンセルと
いった何らかのサービスペナルティを伴うなら、ユーザ６０４が望むだけ繰り返すことが
できる。
【００８６】
　実施例７００は図１２～１４に描かれ、個人コンテンツライブラリなどのユーザ向けに
カスタマイズされたメディアコンテンツのライブラリを考慮に入れたものである。個人コ
ンテンツライブラリは、ユーザの自宅または職場において、受信システム１０２、あるい
は受信システムに加えてデジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）などの大規模記憶可能装置、
ポータブルメディアセンタ（ＰＭＣ）、ネットワーク接続記憶装置、ＰＣ、携帯電話など
、受信システムに関連および／または通信可能にリンクされたさまざまなコンテンツ記憶
装置に局所的に記憶されるものとできる。ユーザ６０２は３つの段階：メディアファイル
の選択、選択されたメディアファイルの適応型ファイル配信、そして配信されたコンテン
ツの再生、で実施例７００とやりとりを行う。
【００８７】
　図１２に描かれるように、ユーザ６０２は入力装置６０４を用い、送信システム１０２
からファイルを選択し注文する（ステップ７０２）。ファイル注文は、注文の時点でか、
申し込みプランによってか、定期請求に累加されるか、あるいは他の取り決めによる金銭
取引を伴うものとできる。ユーザによるファイル選択および注文は、入力装置６０４によ
ってサポートされており、これはウェブブラウザを介したプレゼンテーション、あるいは
メディアカタログなどファイルリストの他のプレゼンテーション表示を提供できる。各フ
ァイル選択は、送信システム１０２によって計算され管理される配信期限と関連している
。
【００８８】
　図１３に描かれるように、送信システム１０２は、選択コンテンツファイルである注文
ファイル７０４のさまざまなユーザ６０２の受信システム１０２への適応型ファイル配信
を管理し、各受信システム１０４にメディアファイルの個人コンテンツライブラリ７０６
を作る。
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【００８９】
　あるいは、注文ファイル７０４の適応型ファイル配信を受信システム１０４の１つに対
して行い、１つだけの主要個人コンテンツライブラリ７０６を作ってもよい。同様に、受
信システム１０４を複数の装置に通信可能にリンクさせ、配信されたファイルをより小型
の個人コンテンツライブラリ７０６群に記憶および／または再生してもよい。
【００９０】
　図１４に描かれるように、メディアファイルがひとたび受信システム１０４へ配信され
個人コンテンツライブラリ７０６を作ると、個人コンテンツライブラリの選択されたファ
イル７０８が、受信システム１０４の一部としてのあるいはそれとは別の再生装置７１２
で再生できる（ステップ７１０）。ファイルはひとたび個人コンテンツライブラリ７０６
に納まると、配信ネットワーク１０６や送信システム１０２とのさらなるやりとり無しで
、望むがままに再生可能である。個人コンテンツライブラリ７０６内のファイルの再生は
こうして、ネットワーク１０６および／または送信システム１０２の経験する悪条件から
切り離すことができる。
【００９１】
　実施例７００の変形例は、遠隔注文に利用され、消費者がブラウザを介して遠隔オンラ
インショップサーバシステムとしての送信システム１０２とやりとりを行い、映画などの
大きなメディアファイルを将来的に、彼らの自宅のコンテンツ記憶装置（例えば、ＤＶＲ
）へと最終期限で規定された時間枠内に配信するように注文を行うことを可能とできる。
【００９２】
　注文経験を送信システム１０２によって高め、消費者が興味を抱くと思われるコンテン
ツの提案を行うことも可能である。例えば消費者は、配信のために１つ以上のコンテンツ
ファイルを検索し、ここで受信システム１０４によって送信システム１０２へと渡された
消費者のプロファイルに基づき、コンテンツファイルの推奨リストが提供されるものとで
きる。消費者プロファイルは、先に注文のあったコンテンツファイルのジャンル、信頼の
置ける友人の推薦、シリーズものの申し込みリスト、先に選択したコンテンツの続編、購
入癖、などに基づくものとできる。消費者はまた、タイトル、著者、監督、ジャンル、ラ
ンク付け、性／暴力／言語のコンテンツプロファイル、出演者、言語、再生形式、消費者
評価、批評評価、などを含むがこれに限定されるものではない検索語を用いて、利用可能
タイトルのデータベースで利用可能コンテンツを検索することができる。消費者はそして
、１つ以上のコンテンツファイルを選択し、各コンテンツファイルに関連する最終期限内
の配信を求めることができる。
【００９３】
　適応型ファイル配信システム１００の実施例８００は図１５～１９に描かれ、これは配
信ファイルの再生可能な予定公開日から予定配信期限を切り離すことを含み、人気コンテ
ンツの需要ピークを下げる、あるいは回避するのに役立つものである。実施例８００は所
定の公開日に先んじて、コンテンツ記憶装置群を含む、あるいは単一のネットワークまた
はネットワーク群としてのネットワーク１０６を介して通信可能にリンクされた受信シス
テム１０４へと、デジタルメディアファイルを適応型ファイル配信を介して電子配信可能
とするものである。公開日とは、それまで利用不可であったコンテンツがユーザの集団に
よって再生利用可能となる予定の日のことである。
【００９４】
　例えば、配信されるべきファイルのコンテンツは、それまで一般には手に入らなかった
新作映画または娯楽シリーズの新エピソードとすることができる。適応型ファイル配信は
、配信ファイルのコンテンツと関連する公開日より十分に前に終了予定とすることができ
、公開日前のファイル配信をほぼ確実に保証することができる。適応型ファイル配信によ
る分配を公開日から切り離すことで、大回線容量の放送配信システムを必要とせず、他に
人気コンテンツの公開日における需要の大ピークに対応するため配信ネットワークに負担
を掛けることなく、消費者の大集団が特定の公開日にメディアに同時アクセスできる。ひ
とたび分配されれば、消費者は望みのままに、または他の何らかの申し込みプランに従っ
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て、公開日当日または以後にコンテンツを再生することができる。
【００９５】
　図１５に描かれるように、複数の受信システム１０４が、利用可能になったかもしれな
い新たなコンテンツファイルに関して送信サーバ１０２に問い合わせを行う（ステップ８
０２）。問い合わせ（ステップ８０２）はあるいは、上述のように入力装置６０４を用い
て行うこともできる。これらの問い合わせは、受信システム１０４および／または入力装
置６０２によって自動的に行うこともできるし、受信システムおよび入力装置のユーザに
よって手動で行うこともできる。送信システム１０２は、コンテンツ８０６、タイムスタ
ンプ８０８、ファイルコンテンツの暗号化を表すロック８１０を有する暗号化ファイル８
０４を有するものとして示されている。
【００９６】
　図１６に描かれるように、送信システム１０２は、送信システムで利用可能となるすべ
てのファイルを配信したり、送信システムに記憶されたおよび／または受信システムに記
憶されたリストに基づいて選択されたファイルのみ配信したり、受信システムのユーザに
よる手動選択に基づくファイルのみを配信したりといった、任意の数の注文スキームに基
づいて、適応型ファイル配信を介して暗号化ファイル８０４を受信システム１０４へと配
信する。例えば、所与のコンテンツファイルに対して受信システム１０４のうち相応しい
ものの集合が、事前設定された申し込みリストを用いることで決定されてもよく、これは
ネットワーク１０６の特定の部分にリンクされた受信システムの集団のうち幾つかまたは
すべてを含むものとできる。
【００９７】
　この例では、暗号化ファイル８０４のコンテンツ８０６が、解読と再生に解読キーを必
要とする一般的なデジタル暗号化方法によって早期公開から保護される。暗号化ファイル
８０４は、暗号化ファイルのコンテンツ８０６の来るべき公開日を示すタイムスタンプ８
０８を含むがこれに限定されるものではない非暗号化関連メタデータを有する。ひとたび
配信されると、受信システム１０４はこのメタデータにアクセスし、グラフィックまたは
テキストブラウザタイプのインターフェースを消費者に提供し、コンテンツがまだ利用不
可であること、および公開日がいつであるかを示すことができる。
【００９８】
　図１７に描かれるように、暗号化ファイル８０４が適応型ファイル配信を介して受信シ
ステム１０４へと送信されると、受信システムは、ライセンスシステム８１４にアクセス
要求を行い（ステップ８１２）割り当てられた解読キーを要求することによって、暗号化
ファイル８０４を再生しようと試みる。図１７に示されるように、適切な解読キーは現在
のところ、ライセンスシステム８１４に利用不可能な解読キー８１６として記憶されてい
る。実施例８００のいくつかの変形例では、ライセンスシステム８１４を送信システム１
０２または他のシステムとできる。
【００９９】
　ライセンスシステム８１４は、アクセス拒否で応答する（ステップ８１８）。実施例８
００のいくつかの変形例では、受信システム１０４はまず、それ自体の内部クロックと受
信システムに既に記憶されている暗号化ファイル８０４のタイムスタンプ８０８を比較す
ることでアクセス要求を送信前に確認する。実施例８００のいくつかの変形例では、受信
システムの内部クロックはハッキングやエラーに弱いため、意図的でないアクセスに対す
る２次的保護として、受信システム１０４が、送信システム１０２とは別のシステムとし
てのライセンスシステム８１４とやりとりするよう求められ、暗号化ファイル８０４のた
めに解読キーを取得してもよい。これらの変形例では、ライセンスシステム８１４はそれ
自体の時間基準を保持し、これが受信システム１０４による無効要求を拒絶するのに役立
つ。
【０１００】
　図１８に描かれるように、受信システム１０４は、有効なアクセス要求を公開日当日ま
たはその後に、関連する解読キーを利用可能な解読キー８２２として記憶しているライセ
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ンスシステム８１４に送信する（ステップ８２０）。ライセンスシステム８１４は、暗号
化ファイル８０４のその後の解読および再生のために、利用可能な解読キー８２２を受信
システム１０４へと伝送することで応答する。
【０１０１】
　図１９に描かれるように、受信システム１０４は、利用可能なライセンスキー８２２を
取得し記憶している。利用可能なライセンスキー８２２の取得に続いて、受信システム１
０４がいつ受信システムに記憶された暗号化ファイル８０４の再生を開始しようとも、受
信システムはこのライセンスキーを参照し、コンテンツの許可再生を認める。実施例８０
０のいくつかの変形例では、その後の他の受信システムへのライセンスキーの許可されて
いない伝送を防ぐようなやり方で、ライセンスキー８２２が受信システムに記憶される。
【０１０２】
　受信システムの製造時に受信システム１０４にコンテンツファイルを予め読み込むこと
に関する適応型ファイル配信システム１００の実施例９００が、図２０に描かれている。
実施例９００によって、予め読み込まれたコンテンツライブラリが、受信システムの製造
時に受信システム１０４に読み込まれる。
【０１０３】
　個人コンテンツライブラリ７０６の１つを最初からデータで満たすために適応型ファイ
ル配信システム１００を用いることは、特定の環境下では望ましからざる長さの時間が必
要となるため、実施例９００はファイルの初期収集を考慮しており、適応型ファイル配信
のきっかけ(jumpstart)として個人コンテンツライブラリが予め読み込まれ、その後に適
応型ファイル配信が用いられて予め読み込まれた個人コンテンツライブラリを更新しさら
に拡大するものである。個人コンテンツライブラリ用のファイル選択は、個々の購入ユー
ザが示す要望、典型的ユーザタイプ、あるいは典型的収集タイプ、などのさまざまなモデ
ルに基づくものとできる。
【０１０４】
　実施例９００は、ロック９０８で表現されるように暗号化されているファイル９０６の
暗号化を行い（ステップ９０４）関連キー９１０を生成するコンテンツサービスプロバイ
ダ９０２を含む。実施例９００はさらに、キー９１０のコピーを保持するためのキー記憶
装置９１４を有するコンテンツライセンスプロバイダ９１２、受信システム製造者９１６
、およびユーザ９１８を含む。描かれたように、暗号化はコンテンツサービスプロバイダ
９０２で行われるものとできるが、代替変形例では、コンテンツライセンスプロバイダ９
１２で暗号化が行われる。一般に、キー９１０はコンテンツライセンスプロバイダ９１２
で記憶される。
【０１０５】
　暗号化（ステップ９０４）後、コンテンツサービスプロバイダは、キー記憶装置９１４
での記憶（ステップ９２２）のために、キー９１０のコピーをコンテンツライセンスプロ
バイダ９１２へと送信する（ステップ９２０）。コンテンツライセンスプロバイダ９１２
が暗号化（ステップ９０４）を行った場合、ライセンスプロバイダは次にキー９１０の記
憶に進むことができる。コンテンツサービスプロバイダ９０２は、受信システム製造者９
１６へと暗号化ファイル９０６のコピーを送信し（ステップ９２４）、暗号化ファイル９
０６を製造中の受信システム１０４のコピーへと統合する（ステップ９２６）。
【０１０６】
　受信システム１０４のコピーは通常、一連の商業交換を通じて受信システム製造者９１
６からユーザ９１８へと移動される（ステップ９２８）。ひとたびユーザ９１８が受信シ
ステム１０４を手に入れると、ユーザは通常、受信システムのインストール手続きを行い
（ステップ９３０）、これによりコンテンツライセンスプロバイダ９１２からのキー９１
０のコピーに関する要求がなされる（ステップ９３２）。いくつかの変形例では、予め読
み込まれたコンテンツライブラリをイネーブルすることが随意であって、ユーザ９１８は
購入を断ることもできる。実施例９００のいくつかの変形例では、キー要求（ステップ９
３２）は、コンテンツサービスプロバイダ９０２と関連するオンラインショップ（図示せ
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ず）とのオンラインブラウザセッションを介して実行される。
【０１０７】
　ブラウザセッションの間、ユーザ９１８は、適切な変形例のキー９１０を供給するため
にライセンスプロバイダ９１２によって用いられる受信システム１０４のハードウェアＩ
Ｄを示すことができる。キー９１０のコピーは、コンテンツライセンスプロバイダ９１２
から受信システム１０４へと送信される（ステップ９３４）。キー９１０のコピーはそし
て、暗号化ファイル９０６の１つ以上を解読および再生するのに用いられる（ステップ９
３６）。実施例９００のいくつかの変形例では、暗号化ファイル９０８の１つを再生しよ
うとの受信システム１０４の最初の試みが、キー要求９３２のきっかけとなる。ライセン
スプロバイダ９１２が、ライセンスプロバイダによって保持されているサービス可能装置
リストの中に、キー要求９３２において示されたハードウェアＩＤを持っていない場合、
ライセンスプロバイダはキー要求を拒否する。ひとたび解読キー９１０が受信システム１
０４によって取得されると、通常、さらなるキー要求（ステップ９３２）は要求されない
。
【０１０８】
　適応型ファイル配信システム１００の実施例１０００が図２１に描かれ、適応型ファイ
ル配信システム１００の構成要素および関連の方法をおおまかに描き、ここで議論される
適応型ファイル配信システムおよび方法がファイルセグメント送信などのために、ここで
議論される特定の手順以上のものを含んでいることをさらに示している。一般に、適応型
ファイル配信システム１００および方法は、特定の配信期限までに分割方式でファイルを
電子配信することを目指している。いくつかの変形例では他の態様が、要求または注文に
よって適応型ファイル配信を開始することを含むものとできる。さらなる態様は、受信フ
ァイルの再生を含むものとできる。実施例１０００の図示の変形例は、時系列１００２沿
いの時間分割によって機能するものであり、配信セッションには３つのイベント：コンテ
ンツ注文（ステップ１００４）、配信期限までのコンテンツ配信（ステップ１００６）、
およびコンテンツ再生（ステップ１００８）、が含まれる。これらのイベントを切り離す
ことで、送信システム１０２は、さもなくば不特定の期間、周期的かつ予測不能に利用不
可能１０１２である、ネットワーク利用可能期間１０１０中に、コンテンツを配信できる
。
【０１０９】
　実施例１０００は、記憶されたメディアコンテンツファイルのライブラリと関連したサ
ーバとして送信システム１０４を操作するサービスプロバイダを含むものとできる。送信
システム１０００は、サービスプロバイダの顧客を表す受信システム１０４の集合へとコ
ンテンツファイルを配信する。配信されたコンテンツファイルは配信されたままの状態で
受信システム１０４にローカルに記憶される。コンテンツ注文（ステップ１００４）は、
配信フェーズを開始し、消費者から直接、あるいは消費者の代わりに活動する別の人間あ
るいは機械によって代理で行われるものとできる。送信システム１０２はそして、ネット
ワークの利用可能期間１０１０および／または利用不可能期間１０１２の予測時期を見込
んで、クライアントにコンテンツファイルを配信するのに必要な予想配信速度を計算する
。ネットワーク配信の予測時期は、手動設定プロファイル、以前の期間に関する過去の測
定値、ネットワーク活動の傾向、などに基づくものとできる。
【０１１０】
　配信中にどこかで、ネットワークが利用不可能１０１２である予期せぬ期間があること
がある。こうした停止が予期されていなかった場合、送信システム１０２は停止の終わり
に、配信期限を達成するのに必要な新たな配信速度を自動的に再計算し、メディアコンテ
ンツファイルの残りの部分の配信を再開する。配信は、ファイル全体が受信システム１０
４へ配信されたときに終了する（ステップ１００６）。配信後の不特定の時期に、注文し
た消費者や他のユーザによって操作される受信システム１０４は、受信システム１０４と
送信システム１０２の間の配信ネットワークの不都合なパフォーマンスから自由に、ロー
カルに記憶されたメディアファイルをまるごと、受信システム１０４で再生することがで
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【０１１１】
　実施例１１００が図２２に描かれ、ここでは送信システム１０２が仮想ネットワークオ
ペレータとして用いられている。適応型ファイル配信方法の使用により、送信システム１
０２はネットワーク１０６を、それぞれがさまざまな異なるタイプのネットワークローデ
ィングプロファイル１１０４を持ち大きなファイルを多数の受信システム１０４へと送信
する１つ以上の配信またはサービスプロバイダネットワーク１１０２を含むものとして使
用することが可能である。
【０１１２】
　さらなるネットワークローディングの複雑さは、他のローディングプロファイル１１０
８を備えたＬＡＮ１１０６をサービスプロバイダネットワーク１１０２の１つ以上にリン
クさせることを含むことができる。さまざまなネットワークローディングの複雑さにもか
かわらず、送信システム１０２は、サービスプロバイダネットワーク１１０２に、サービ
スを途絶させたりあるいはこれらのサービスプロバイダネットワークの回線容量の拡大の
動機付けとなるまで影響を与えることなく、定められた配信期限を満たすように大きなフ
ァイルを首尾よく伝送することができる。
【０１１３】
　実施例１１００では、巨大メディアコンテンツ配信サービスを設立し機能させることを
、特定の期間には余剰容量を持つがそれ以外の期間には持たないサービスプロバイダネッ
トワーク１１０２を介して、ネットワークアクセスプロバイダと契約関係にないかもしれ
ぬ企業に可能ならしめるために、仮想ネットワークオペレータ構成を介して送信システム
１０２が利用可能である。一般に、仮想ネットワークオペレータサービスをサポートする
ための追加容量の補償を要求することなく、ネットワークの現在の容量内に留まるために
、実施例１１００は適応型ファイル配信を用い、図２２に描かれたネットワーク１０６な
どのネットワークや、仮想ネットワークオペレータとしての送信システム１０２と顧客と
の間の他のネットワークの、オフピークネットワーク容量を利用する。
【０１１４】
　仮想ネットワークオペレータとして、送信システム１０２は、１つ以上のコンテンツサ
ーバまたは顧客によってアクセス可能なコンテンツファイルのライブラリを記憶した他の
記憶装置を保持する。仮想ネットワークオペレータサービスは、ユーザのコンテンツ記憶
装置（ＤＶＲ、ＰＭＣ、ネットワーク接続記憶装置、ＰＣなど）での記憶のための、指定
ユーザへのメディアコンテンツファイルの配信と広く定義できる。したがって、仮想ネッ
トワークオペレータサービスは、企業の顧客へとそのコンテンツの配送を希望する企業用
のデリバリエージェントサービスに近い。
【０１１５】
　例示を目的として本発明の具体的な実施形態がここに説明されてきたが、本発明の精神
および範囲から逸脱することなくさまざまな改変が成し得ることは上記から明らかである
。したがって、本発明は添付の特許請求の範囲によるものを除き、限定されるものでない
。
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