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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リアルタイムデータストリーム処理をコンピュ
ータにより実現する方法を提供する。
【解決手段】それぞれのネットワークノード１２，１４
上において操作する通信者間のリアルタイム通信をリア
ルタイムカーネル２０がサポートする。通信者、仮想エ
リア28、及び他のネットワークリソースに接続し、ユー
ザ入力に応答してこれらの接続をスイッチングし、及び
、リアルタイムデータストリームをミキシングする、と
いう複雑なタスクを、リアルタイムカーネル20が処理す
る。該リアルタイムカーネル20によって、開発者は、低
レベルな、コードの配管の代りに、高レベルの通信機能
を開発することに集中することが可能になる。広範囲の
現在利用可能なコンピューティングデバイス及びネット
ワーク接続を用いてリアルタイム通信性能が達成され得
ることとなるように、リアルタイムカーネル20は、比較
的低い計算リソース要件を課す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアルタイムデータストリーム処理を、コンピュータにより実現する方法であって、
　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノー
ドとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（230
）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノード
により発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該処
理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも１
つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを含
み（232）、
　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアル
タイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
をことを含む、方法。
【請求項２】
　前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、前記リアルタ
イムデータストリームにおける１つか又は複数の部分の処理を省略することを、前記変更
すること（236）が含むことからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、１つか又は複
数の前記リアルタイムデータ処理動作を省略することを、前記変更すること（236）が含
むことからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記省略することは、前記性能目標の外側であるそれぞれの性能値によって特徴付けら
れた１つか又は複数の前記データ処理動作を省略することを含むことからなる、請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記データ処理動作のうちの幾つかは、それぞれの優先度値が割り当てられ、及び、前
記省略することは、該割り当てられた優先度値に基づいて１つか又は複数の前記データ処
理動作を優先的に省略することを含むことからなる、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、前記リアルタ
イムデータ処理動作のうちの少なくとも１つを、異なるそれぞれのリアルタイムデータ処
理動作に置き換えることを、前記変更すること（236）が含むことからなる、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　１つか又は複数の前記リアルタイムデータ処理動作は、それぞれ優先度値が割り当てら
れ、前記リアルタイム性能目標付けルーチンは、省略すべき前記データ処理動作のうちの
幾つかを、前記割り当てられた優先度値に基づいて決定するヒューリスティックを含み、
及び、前記変更すること（236）は、該ヒューリスティックに従って実施されることから
なる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ヒューリスティックは、省略すべき前記データ処理動作のうちの幾つかを、時間ベ
ースの性能統計値によって、前記割り当てられた優先度値の重み付けを行うことに基づい
て、決定することからなる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記変更すること（236）は、前記指定された性能目標内に前記処理がなるまで、前記
処理を反復的に変更することを含むことからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記処理すること（232）が、
　　処理オブジェクトをインスタンス化し、ここで、該処理オブジェクトのうちの幾つか
は、前記データ処理動作のうちの幾つかのそれぞれを実施するよう動作可能なものであり
、
　　前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかから、方向付けられたグ
ラフを構築し、及び、
　　前記方向付けられたグラフを通じて前記リアルタイムデータストリームを処理する
ことを含むことからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記変更すること（236）は、前記方向付けられたグラフから、１つか又は複数の前記
インスタンス化された処理オブジェクトを、一部取り除くことを含むことからなる、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記処理オブジェクトのうちの幾つかは、それぞれの優先度値が割り当てられ、及び、
前記一部取り除くことは、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかを
、前記方向付けられたグラフから、前記割り当てられた優先度値に基づいて排除すること
を含むことからなる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記一部取り除くことは、優先度閾値を満たすことに失敗した、それぞれの優先度値が
割り当てられた前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかを、前記方向
付けられたグラフから、排除することを含むことからなる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記処理すること（232）が、
　　第２の方向付けられたグラフを、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうち
の幾つかから構築し、及び、
　　前記ローカルネットワークノード（16）と前記少なくとも１つのリモートネットワー
クノードとのうちの一方により発生した第２のリアルタイムデータストリームを、前記第
２の方向付けられたグラフを通じて処理する
ことを含むことからなる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１及び第２の方向付けられたグラフは、それぞれの優先度値が割り当てられてお
り、及び、前記変更すること（236）は、前記第１及び第２の方向付けられたグラフのう
ちの一方を、前記割り当てられた優先度値に基づいて優先的に修正することを含むことか
らなる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記変更すること（236）は、最低の優先度値が割り当てられた前記第１及び第２の方
向付けられたグラフのうちのそれぞれのものを通じて、前記第１及び第２のリアルタイム
データストリームのうちの一方の前記処理を省略することを含むことからなる、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記処理すること（232）は、前記ローカルネットワークノード（16）と、前記少なく
とも１つのリモートネットワークノードとのうちの一方により発生した第２のリアルタイ
ムデータストリームを、前記方向付けられたグラフを通じて処理することを含むことから
なる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１及び第２のリアルタイムデータストリームは、それぞれの優先度値が割り当て
られており、及び、前記変更すること（236）は、前記割り当てられた優先度値に基づい
て、前記第１及び第２のリアルタイムデータストリームのうちの一方を処理することを優
先的に変更することを含むことからなる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】



(4) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

　前記確立すること（230）は、前記ローカルネットワークノード（16）と複数のリモー
トネットワークノードとの間においてそれぞれのリアルタイムデータストリーム接続を確
立することを含み、及び、前記処理すること（232）は、前記リモートネットワークノー
ドのうちの幾つかのそれぞれにより発生したリアルタイムデータストリームを、前記方向
付けられたグラフを通じて処理することを含むことからなる、請求項１０に記載の方法。
【請求項２０】
　前記リアルタイムデータストリームは、それぞれの優先度値が割り当てられており、及
び、前記変更すること（236）は、１つか又は複数の前記リアルタイムデータストリーム
の処理を、前記割り当てられた優先度値に基づいて優先的に変更することを含むことから
なる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記方向付けられたグラフは、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾
つかのそれぞれから成る複数の方向付けられたチェーンを含み、及び、前記処理すること
（232）は、前記リアルタイムデータストリームのうちの１つのそれぞれを、前記方向付
けられたチェーンの各々を通じて処理することを含み、ここで、該リアルタイムデータス
トリームの各々は、前記ローカルネットワークノード（16）と、前記リモートネットワー
クノードとのうちのそれぞれにより生じられることからなる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記変更すること（236）は、前記指定された性能目標内に前記処理がなるまで、前記
処理を反復的に変更することを含み、各反復の間、前記変更することは、（ｉ）前記方向
付けられたグラフから前記チェーンのうちの１つか又は複数を排除することと、（ｉｉ）
前記方向付けられたグラフから、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの１
つか又は複数を一部取り除くことと、のうちの一方か又は両方を実施することを含むこと
からなる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記性能目標は、前記結果データストリームの生成に関する時間ベースの閾値を含むこ
とからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ローカルネットワークノード（16）において、リモートネットワークノードから、
前記１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作に対するそれぞれの優先度値の割り当
てを含む１つか又は複数のストリームハンドリング命令を受け取ることを、前記方法が更
に含み、
　前記変更すること（236）は、前記割り当てられた優先度値に基づいて前記処理を変更
することを含むことからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記変更すること（236）は、前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという
決定に応答して、計算リソース負荷を、より低いレベルに低減することを含むことからな
る、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記変更すること（236）は、前記処理が前記性能目標を満たしているという決定に応
答して、前記計算リソース負荷を、前記より低いレベルから増加させることを含むことか
らなる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記リアルタイムデータストリームは、複数フレーム内へとパケット化されており、及
び、前記監視することは、該フレームの各々に関して実施されることからなる、請求項１
に記載の方法。
【請求項２８】
　前記処理すること（232）は、　ローカルクロックに従って設定される連続的な固定長
インターバルの各々の間、前記リアルタイムデータストリームの前記フレームを処理する
ことを含むことからなる、請求項２７に記載の方法。
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【請求項２９】
　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記ローカルクロックを、リモート
マスタークロックサービスに同期させることを更に含むことからなる、請求項２８に記載
の方法。
【請求項３０】
　前記監視すること（234）が、前記ローカルネットワークノード（16）における少なく
とも１つのプロセッサの利用を監視することを含むことからなる、請求項１に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記監視すること（234）が、前記ローカルネットワークノード（16）における少なく
とも１つのネットワーキングリソースによる帯域幅の利用を監視することを含むことから
なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記結果データストリームに応答し
て、人間にとって知覚可能な出力を発生させることを更に含むことからなる、請求項１に
記載の方法。
【請求項３３】
　前記ローカルネットワークノード（16）と前記リモートネットワークノードとが、仮想
エリア（28）内のそれぞれのオブジェクトに関連付けられており、及び、人間にとって知
覚可能な出力は、該仮想エリア（28）内の該オブジェクトの、ディスプレイ上への視覚化
であることからなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　装置であって、
　　コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノ
ードとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（23
0）、
　　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノー
ドにより発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該
処理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも
１つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを
含み（232）、
　　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リア
ルタイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備える、装置。
【請求項３５】
　少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に具現化
されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コンピュ
ータ可読プログラムコードは、
　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノー
ドとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（230
）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノード
により発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該処
理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも１
つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを含
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み（232）、
　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアル
タイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されている
ことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
本発明の背景
　アバター・ベースのバーチャルリアリティ通信システムに対する関心が、高処理能力と
広帯域幅のネットワーク接続とを有したコンピューティングシステムにおける高められた
可用性と共に高まってきている。そのようなバーチャルリアリティシステムの主要なゴー
ルは、オーディオ、ビデオ、及びテキストチャットストリームなどのリアルタイムデータ
ストリームを用いて、仮想空間の中で複数ユーザが相互作用（又は交流）し及び伝達（通
信）し合うことが可能な該仮想空間を生成することである。該仮想空間は、空間のビジュ
アルジオメトリを描写するコンピュータグラフィックス仕様（スペック）と、該ビジュア
ルジオメトリ上にマッピングされる色及びテクスチャと、空間内において如何に巧みに複
数ユーザが動かす（又は操作する）かを制御するコリジョン特性と、空間の残響（又は反
響；リバーバレイション）及び吸音特性などの聴覚特性とによって、典型的には画定され
る。
【０００２】
　典型的なバーチャルリアリティシステムにおいて、複数ユーザは、システムによってサ
ポートされるリアルタイムデータストリームのうちの１つか又は複数のソース（発信側）
であるか、シンク（受信側）であるか、或いはソースとシンクとの両方であるインターフ
ェースを通じて各々のコンピュータから互いに伝達し合う（又は通信する）。ユーザの各
コンピュータ上において実行中のバーチャルリアリティソフトウェアアプリケーションは
、仮想空間内におけるアバターの位置を表す位置情報に基づいて、それ自体のオーディオ
及びグラフィックレンダリングを設定（又は構成）する。該位置情報は、典型的には、他
のユーザのコンピュータから直接的にか、或いは、中央プレゼンスサーバから間接的にか
のいずれかによって受け取られる。デフォルトで、バーチャルリアリティソフトウェアア
プリケーションは、仮想空間内に表された各ソースを、仮想空間内に表されたあらゆるシ
ンクに典型的には接続して、グローバルなスイッチング規則、ローカルなユーザ選択（又
はローカルユーザの好み）、及び、仮想空間内におけるオブジェクトの特性において指定
される条件の影響を受ける。これらの条件は、典型的には、オブジェクト間の相対距離に
関して指定される。例えば、幾つかのバーチャルリアリティソフトウェアアプリケーショ
ンは、アバター間の離間距離が最大閾値距離を超える場合には、リアルタイムデータスト
リーム接続が確立されないように設定（又は構成）される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　良好なバーチャルリアリティ通信システムは、現在利用可能なコンピューティングデバ
イス及びネットワーク帯域幅制約を用いてリアルタイム通信性能が達成され得るように、
典型的には、比較的低い計算リソース要件を有するべきである。追加的には、そのような
システムは、該システムが仮想エリアを発展させるようエリア設計者に促すようなやり方
で、それにより、ユーザによる該システムの採用が高められるようなやり方で、典型的に
は実現されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明の概略
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　一態様において、本発明は、リモートネットワークノードから、ローカルネットワーク
ノードにおいて、１つか又は複数のストリームハンドリング命令が受け取られるというこ
とに従った方法が特徴となる。該１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、少な
くとも１つのリアルタイムデータストリームを処理するためのストリームハンドラの仕様
（スペック）を含む。ローカルネットワークノードにおいて、該仕様に従ってストリーム
ハンドラが作成される。結果データストリーム（結果として生じるデータストリーム）が
、ローカルネットワークノードにおいて生成される。このプロセス内において、その生成
したストリームハンドラを通じてリアルタイムデータストリームが処理される。
【０００５】
　別の態様において、本発明は、リアルタイムストリームハンドラの仕様が、１つか又は
複数のストリームハンドリング命令からパーズされるということに従った方法が特徴とな
る。このプロセス内において、入力ソース識別子、出力シンク識別子、及び、１つか又は
複数のデータ処理オブジェクトのそれぞれの各識別子が、１つか又は複数のストリームハ
ンドリング命令からパーズされる。該識別子のうちの幾つかの各々に対応するリアルタイ
ムストリーム処理オブジェクトは、インスタンス化される。該インスタンス化されたリア
ルタイムストリーム処理オブジェクトのうちの幾つかを含む方向付けられたグラフが、仕
様に従って作成される。入力ソース識別子に対応する入力ソースから、リアルタイムデー
タストリームが受け取られる。結果データストリームが、出力シンク識別子に対応する出
力シンクにおいて生成される。このプロセス内において、リアルタイムデータストリーム
は、方向付けられたグラフを通じて処理される。
【０００６】
　別の態様において、本発明は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続が
、ローカルネットワークノードと、少なくとも１つのリモートネットワークノードとの間
において確立されるということに従った方法が特徴となる。該ローカルネットワークノー
ドにおいて、リモートネットワークノードによって発信された少なくとも１つのリアルタ
イムデータストリームが処理される。このプロセス内において、前記少なくとも１つのリ
アルタイムデータストリームが、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて
処理されて、結果データストリームが生成される。この処理は監視される。該処理が性能
目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアルタイム性能目標付け
ルーチンに従って該処理が修正（変更）される。
【０００７】
　別の態様において、本発明は、コネクションレス・トランスポート・プロトコルに従っ
て、トランスポートストリームに関するリモートネットワークノードとの第１のセッショ
ンが、ローカルネットワークノード上において確立されるということに従った方法が特徴
となる。ローカルネットワークノード上の１つか又は複数のソフトウェアエンティティの
ために、第１のセッション内において、自動的に、ローカルネットワークノードとリモー
トネットワークノードとの間でデータが伝達される１つか又は複数のチャンネルが、オー
プンにされる。第１のセッション内において、テーブルが保持される。該テーブルは、チ
ャンネルうちの幾つかのオープンしたものを識別して、各々の属性値を、その識別したチ
ャンネルに関連付ける。第１のセッションが失敗したという決定に応答して、リモートネ
ットワークノードによる第２のセッションが、自動的に試みられて、コネクションレス・
トランスポート・プロトコルに従った第２のトランスポートストリームに関して確立され
ることとなる。第２のセッションの確立の成功に応答して、テーブル内において自動的に
識別された各チャンネルが、オープンにされる。
【０００８】
　別の態様において、本発明は、１つか又は複数のカーネルサービス構成要素を含むカー
ネル構成要素のリストがパーズされるということに従った方法が特徴となる。ローカルな
保存場所から無くなっているカーネル構成要素であって、該パーズされるリスト内におけ
る全ての該カーネル構成要素が決定される。無くなっていることが決定されたカーネル構
成要素の各々が、回復される。カーネルサービスカーネル構成要素のうちの幾つかから、
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カーネルサービスがインスタンス化される。該インスタンス化されたカーネルサービスは
、ある仮想エリアに関連して画定された通信環境内において、１つか又は複数のリモート
ネットワークノードと伝達し合うよう実行される。
【０００９】
　別の態様において、本発明は、ローカルネットワークノード上において実施される方法
が特徴となる。この方法に従って、仮想エリアによって画定されたコンテキスト内におい
て、少なくとも１つのリモートネットワークとのリアルタイム通信をサポートするようロ
ーカルネットワークノードが構成（又は設定）される。その構成（又は設定）プロセスは
、指定されたアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）をサポートす
る全てのプラグインを列挙するためのコールに応答して、プラグインデータベース内の指
定されたＡＰＩに関連付けられた全てのプラグインの識別子を含むリストを返すことと、
複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる所与のＡＰＩのバ
リアントを列挙するためのコールに応答して、識別されたプラグインによってサポートさ
れる所与のＡＰＩの全バリアントの識別子を含むリストを配信することと、及び、該識別
されたプラグインをロードして、複数プラグインのうちの識別されたプラグインによって
サポートされる識別されたＡＰＩの複数バリアントのうちの識別されたバリアントをイン
スタンス化するためのコールに応答して、該識別されたバリアントのインスタンスに対す
るポインタを提供すること、とを含む。少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム
接続が、構成（又は設定）されたローカルネットワークノードと、少なくとも１つのリモ
ートネットワークノードとの間に確立される。
【００１０】
　本発明はまた、上述の本発明の方法を実現するよう動作可能な装置と、コンピュータに
本発明の上述の方法を実現させるコンピュータ読み出し可能命令を格納するコンピュータ
可読媒体とが特徴となる。
【００１１】
　本発明の他の特徴及び利点が、図面と特許請求の範囲とを含めて以下の説明から明らか
になってくるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ネットワークによって相互接続された第１のクライアントネットワークノード、
第２のクライアントネットワークノード、及びエリアサーバネットワークノード１６を含
む仮想エリア通信環境の一実施形態の概略図である。
【図２】リアルタイムカーネルの一実施形態によって実施される方法の一実施形態の流れ
図である。
【図３Ａ】ピア・ツー・ピア・アーキテクチャにおいてネットワークノードが通信（伝達
）する仮想エリア通信環境の一実施形態の概略図である。
【図３Ｂ】サーバが仲介するアーキテクチャにおいてネットワークノードが通信（伝達）
する仮想エリア通信環境の一実施形態の概略図である。
【図４】仮想エリアの描写を提示するグラフィカルユーザインターフェースを含むネット
ワークノードの一実施形態の概略図である。
【図５Ａ】仮想エリアの描写を提示するグラフィカルユーザインターフェース上にスーパ
ーインポーズされたヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）の一実施形態の概略図である。
【図５Ｂ】図５Ａ内に示されたＨＵＤの概略図である。
【図５Ｃ】図５Ａ内に示されたＨＵＤの拡大図の概略図である。
【図６】エリアネットワークインフラサービスの一実施形態によって実現される方法の一
実施形態の流れ図である。
【図７】リアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実施形態の流れ
図である。
【図８】リアルタイムカーネルの一実施形態を含むクライアントネットワークノードの一
実施形態のブロック図である。
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【図９】仮想エリアに対する接続をリクエストするリアルタイムカーネルＡＰＩコールに
応答して、図８のリアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実施形
態の流れ図である。
【図１０】仮想エリア内へのエントリをリクエストするリアルタイムカーネルＡＰＩコー
ルに応答して、図８のリアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実
施形態の流れ図である。
【図１１】エリアサービスから受け取ったストリームハンドリング命令に応答して、図８
のリアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実施形態の流れ図であ
る。
【図１２】ストリームハンドラコンフィギュレーションマネージャによって作成されるス
トリームハンドラの一実施形態のブロック図である。
【図１３】リアルタイムカーネルによって実施されるスケジューリングタスクのプロセス
内において、図８のリアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実施
形態の流れ図である。
【図１４】少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理を監視することに基づ
く、図８のリアルタイムカーネルの一実施形態によって実現される方法の一実施形態の流
れ図である。
【図１５】図８のリアルタイムカーネルの一実施形態のブロック図である。
【図１６】アカウントサーバがその認証情報を通じて認証されることによる方法の一実施
形態の流れ図である。
【図１７】図８のリアルタイムカーネルの一実施形態のローダー構成要素によって実現さ
れる方法の一実施形態の流れ図である。
【図１８】図８のリアルタイムカーネルの一実施形態のＳＴＲＡＷサービス構成要素によ
って実現されるセッション管理方法の一実施形態の流れ図である。
【図１９】エリアネットワークインフラサービスから受け取ったリモートストリームハン
ドリング命令に応答して、図８のリアルタイムカーネルの一実施形態の構成要素によって
実現される方法の一実施形態の流れ図である。
【図２０】図８のリアルタイムカーネルの一実施形態のＳＴＲＡＷサービス構成要素によ
って実現されるトランスポートプロトコルの構成要素の概略図である。
【図２１】クライアントネットワークノード３４４とサーバ３４６との間においてサーバ
ストリームが確立される方法の一実施形態を示す図である。
【図２２】図２２を参照すると、発行サーバによって呼び起こされた新たなＧＵＩＤによ
って各セッションが識別されている。
【図２３】４人の通信者のオーディオプロセッシンググラフの例示的な一実施形態の要素
を示す図である。
【図２４】非仮想エリアベースの通信アプリケーションを介して仮想エリア通信者と人々
が伝達し合うことを可能するコンピュータシステムの一実施形態を示す図である。
【図２５】プラグインクラス階層（ヒエラルキ）の一実施形態の概略図を示す図である。
【図２６】１つか又は複数の導出されたバリアントクラスの各セットに各々が関連付けら
れたプラグインベースのクラスのセットの一実施形態の概略図を示す図である。
【図２７】プラグインアーキテクチャの一実施形態のブロック図である。
【図２８】プラグインマネージャと、プラグインコンテナのセットを含むプラグインディ
レクトリと、プラグインデータベースと、コーラーとを含むプラグインアーキテクチャの
一実施形態のブロック図である。
【図２９】クライアントネットワークノード上において利用可能なプラグインを登録する
プロセス内において、図２８のプラグインマネージャの一実施形態によって実現される方
法の一実施形態の流れ図である。
【図３０】プラグインデータベースの一実施形態の概略図である。
【図３１】コーラーからのＡＰＩコールの受容に応答して、図２８のプラグインマネージ
ャの一実施形態によって実現される方法の一実施形態の流れ図である。
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【実施例】
【００１３】
本発明の詳細な説明
　以下の説明では、同様の要素を特定するのに同様の番号が用いられている。更にまた、
図面は、例示的な実施形態の主要な特徴を図表の手法で説明するように意図されている。
図面は、実際の実施形態の全ての特徴を図示することは意図されておらず、図示された要
素の相対的な寸法の全てを図示することも意図されておらず、及び、一定の縮尺に従って
描かれていない。
【００１４】
Ｉ．用語の定義
　「コンピュータ」は、コンピュータ可読媒体上に一時的にか或いは永続的にかのいずれ
かの状態で格納されるコンピュータ可読命令に従ってデータを処理する任意の機器か、デ
バイスか、又は装置である。
【００１５】
　「コンピュータオペレーティングシステム」は、タスク性能（動作）と、ソフトウェア
及びハードウェアリソースを共有することとを管理し且つ連携させる、コンピュータのソ
フトウェア構成要素である。「カーネル」は、コンピュータリソース（例えば、ＣＰＵ、
メモリ、ネットワークリンク、及び周辺装置のリソース）にアクセスするための特定機能
を提供するためにソフトウェアアプリケーションによって呼び出され得るソフトウェア構
成要素のコレクションである。「ソフトウェアアプリケーション」（ソフトウェア、アプ
リケーション、コンピュータソフトウェア、コンピュータアプリケーション、プログラム
、及びコンピュータプログラムとしても呼ばれる）は、１つか又は複数のタスクを実施す
るためにコンピュータが解釈し且つ実行することが可能な命令のセットである。
【００１６】
　「アプリケーションプログラミングインターフェース」（すなわちＡＰＩ）は、機能（
又はプロシージャ）の宣言のセットであり、それにより、オペレーティングシステムか、
ライブラリか、又はサービスプロバイダが、ソフトウェアアプリケーションによってなさ
れるリクエストをサポートする。ＡＰＩは、インターフェースと、そのインターフェース
内において指定された識別子の振る舞いを規定（又は指定）する。ＡＰＩの実現（又は実
行）は、該ＡＰＩによって表される機能性（機能）を提供するソフトウェアアプリケーシ
ョンコードを参照する。「コンピュータデータファイル」は、ソフトウェアアプリケーシ
ョンによって使用されるために永続的にデータを格納する、情報のブロックである。
【００１７】
　「サービス」は、単独で自発的に（他のプロセスとは独立して）あるタスクを実施する
プロセスである。
【００１８】
　「マネージャ」は、タスクを実施するサービスのためのゲートウェイである。マネージ
ャは、単独で自発的にはタスクを実施しない。
【００１９】
　「データベース」は、コンピュータによって検索され得る標準フォーマットにおいて提
示されている記録（レコード）の系統立てられたコレクションである。データベースは、
単一コンピュータ上の単一コンピュータ可読データ記憶媒体上に格納され得るか、或いは
、１つか又は複数のコンピュータ上の複数のコンピュータ可読データ記憶媒体にわたって
分配され（割り振られ）得る。
【００２０】
　「データシンク」（本明細書内においては単に「シンク」と呼ばれる）は、データを受
け取る任意の装置か、装置の一部（例えば、コンピュータ）か、又はソフトウェアである
。
【００２１】
　「データソース」（本明細書内においては単に「ソース」と呼ばれる）は、データを発
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生させる任意の装置か、装置の一部（例えば、コンピュータ）か、又はソフトウェアであ
る。
【００２２】
　「ネットワークノード」（単に「ノード」としても呼ばれる）は、通信ネットワーク内
の接合点か又は接続点である。例示的なネットワークノードは、端子（又は端末；ターミ
ナル）、コンピュータ、及びネットワークスイッチを含む（但しこれらに限定されない）
。「サーバネットワークノード」は、ネットワーク上のホストコンピュータであり、情報
か又はサービスに対するリクエストに応答する。「クライアントネットワークノード」は
、ネットワーク上のコンピュータであり、サーバからの情報か又はサービスをリクエスト
する。「ネットワーク接続（又は接続部）」は、２つの通信ネットワークノード間のリン
クである。用語「ローカルネットワークノード」は、現在、議論の主要な対象であるネッ
トワークノードのことを指す。用語「リモートネットワークノード」は、ネットワーク通
信リンクによってローカルネットワークノードに接続されているネットワークノードのこ
とを指す。
【００２３】
　「プレゼンス（Presence）」は、通信（伝達）を行うための、ネットワーク接続された
エンティティ（例えば、通信者か、サービスか、又は装置）の能力及び意欲のことを指す
。ここで、該意欲は、ネットワーク上のエンティティの状態についての情報を検出して取
得する能力（機能）と、エンティティに接続する能力（機能）とに影響を及ぼす。
【００２４】
　「リアルタイムデータストリーム」は、連続的な流れで構成され且つ処理されるデータ
であり、遅延が無い状態でか又はわずかな微小な遅延と共に受け取られるように設計され
る。リアルタイムデータストリームは、音声、ビデオ、ユーザ動作（ムーブメント）、顔
の表情、及び他の物理的な現象のディジタル表現を含み、並びに、迅速な伝送か、迅速な
実行か、又は迅速な伝送と迅速な実行との両方（例えば、アバター動作命令、テキストチ
ャット、リアルタイムデータフィード（例えば、センサデータ、機械制御命令、トランザ
クションストリーム、及び株価情報供給）、及びファイル転送を含む）による利益を得る
ことが可能なコンピューティング環境内におけるデータを含む。
【００２５】
　「ストリームミックス」は、同一か又は意味的に一致したタイプ（例えば、オーディオ
、ビデオ、チャット、及びモーションデータ）の２つか又は３つ以上のリアルタイムデー
タストリームの組み合わせである。例えば、音声ストリームのセットが、単一音声ストリ
ーム内へとミックスされ得るか、或いは、ある音声ストリームが、ビデオストリームのオ
ーディオ部分の中へとミックスされ得る。
【００２６】
　「スイッチンング規則」は、１つか又は複数の先行条件の影響を受ける、１つか又は複
数のリアルタイムデータソース及び１つか又は複数のリアルタイムデータシンクの接続か
又は切断を指定する命令である。
【００２７】
　「仮想エリア」（「エリア」か又は「場所」としても呼ばれる）は、コンピュータ管理
された空間又は場（シーン）の表現である。仮想エリアは、典型的には、１次元か、２次
元か、又は３次元の表現である。しかしながら、幾つかの実施形態において、仮想エリア
は、単一ポイントに対応することも可能である。頻繁に、仮想エリアは、物理的な現実世
界空間をシミュレートするよう設計される。例えば、従来のコンピュータモニタを用いて
、仮想エリアを、３次元コンピュータ生成空間の２次元グラフィックとしてビジュアル化
することができる。しかしながら、仮想エリアは、スイッチング規則を実現することに関
連した視覚化を必要としない。仮想エリアは、典型的には、仮想エリアスキーマのインス
タンスのことを指し、ここで、該スキーマは、バリアブルに関して、仮想エリアの構造と
コンテンツとを画定し、インスタンスは、ある特定のコンテキストから決定された値に関
して、仮想エリアの構造とコンテンツとを画定する。
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【００２８】
　「仮想エリアアプリケーション」（「仮想エリア仕様（スペック）」としても呼ばれる
）は、仮想エリア通信環境を作成することにおいて使用される仮想エリアの記述である。
仮想エリアアプリケーションは、典型的には、仮想エリアにおける１つか又は複数のゾー
ンに関連付けられている、ジオメトリの定義と、物理特性と、リアルタイムスイッチング
規則と、を含む。
【００２９】
　「仮想通信環境」は、コンピュータ管理された空間の表現であり、少なくとも１つの仮
想エリアを含み、通信者間のリアルタイム通信をサポートする。
【００３０】
　「ゾーン」は、少なくとも１つのスイッチング規則か又はガバナンス規則に関連付けら
れている仮想エリアの領域である。スイッチング規則は、仮想エリアのコンテキスト内に
おいて伝達しているネットワークノード間のリアルタイムデータストリームをスイッチン
グすること（例えば、ルーティングすること、接続すること、及び切断すること）を制御
する。ガバナンス規則は、リソース（例えば、あるエリアか、あるエリアのある領域か、
或いは、そのエリアか又は領域のコンテンツ）に対する通信者のアクセスと、そのアクセ
スの範囲と、そのアクセスの後続の結果（例えば、そのアクセスに関する監査記録が記録
される必要があるという要件）とを制御する。
【００３１】
　仮想エリア内の「位置（ポジション）」は、該仮想エリア内におけるあるポイントか又
はあるエリアか又はあるボリュームの位置（ポジション）のことを指す。ポイントは、典
型的には、仮想エリア内のスポットを画定する１次元か、２次元か、又は３次元の座標（
例えば、ｘ、ｙ、ｚ）の単一セットによって表される。エリアは、典型的には、仮想エリ
ア内における閉じた２次元形状の境界を画定する、３つか又は４つ以上の同一平面上にあ
る頂点の３次元座標によって表される。ボリュームは、典型的には、仮想エリア内におけ
る３次元形状の閉じた境界を画定する、４つか又は５つ以上の同一平面上にはない頂点の
３次元座標によって表される。
【００３２】
　仮想エリアのコンテキスト内において、「オブジェクト」は、仮想エリア内の任意のタ
イプのディスクリートな要素であり、仮想エリアのジオメトリからは切り離して有益に取
り扱われ得る。例示的なオブジェクトは、ドア、入口（ポータル）、窓、ビュースクリー
ン、及びスピーカーフォンを含む。オブジェクトは、典型的には、仮想エリアの属性及び
特性とはかけ離れた及び異なる属性か又は特性を有する。「アバター」は、仮想エリア内
の通信者を表すオブジェクトである。
【００３３】
　「通信者（又は伝達者）」は、ネットワーク接続上において他の人々と通信する（又は
伝達し合う）か又は別様には相互作用する人物であり、ここで、該通信（又は伝達）か又
は相互作用は、仮想エリアのコンテキスト内において生じる可能性があるか又は生じない
可能性がある。「ユーザ」は、説明する目的のために、ある特定の眺め（又は景色）を画
定する特定ネットワークノードを操作する（又は動作させている）通信者である。
【００３４】
　「エリアサーバ」は、エリアネットワークインフラサービスを含むネットワークノード
であり、仮想エリアアプリケーションをホストする仮想エリアを、（該仮想エリア内のオ
ブジェクトに関連付けられたクライアントノードのセッションを管理することによって）
管理（又は運営）する。
【００３５】
　本明細書内において用いられる時には、用語「含む（include）」は、～を含む（但し
、それ（又はそれら）に限定されない）ことを意味し、用語「含んでいる（including）
」は、～を含んでいる（但し、それ（又はそれら）に限定されない）ことを意味する。
【００３６】
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ＩＩ．　イントロダクション
　本明細書内において記載されている実施形態は、各ネットワークノード上において操作
する（又は動作させる）通信者間におけるリアルタイム通信をサポートするリアルタイム
カーネルを提供する。該リアルタイムカーネルは、通信者、仮想エリア、及び他のネット
ワークリソースに接続し、ユーザ入力に応答してこれらの接続をスイッチングし、及び、
リアルタイムデータストリームをミキシングする、という複雑なタスクを処理（ハンドル
）する。リアルタイムカーネルによって、開発者は、低レベルな、コードを配管すること
（plumbing code）の代りに、高レベルの通信機能性を開発することに集中することが可
能になる。広範囲の現在利用可能なコンピューティングデバイス及びネットワーク接続を
用いて、リアルタイム通信性能が達成され得ることとなるように、リアルタイムカーネル
は、比較的低い計算リソース要件を課す。
【００３７】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネルは、リモートコンフィギュレーショ
ンと、オーディオ及びグラフィックレンダリングエンジンの実行とをサポートし、並びに
、リモートにホストされる仮想エリアアプリケーションから受け取った（定義としても呼
ばれる）命令に応答してリアルタイムデータストリームのスイッチングをサポートする。
このようにして、リアルタイムカーネルによって、仮想エリア設計者が、リモートクライ
アントネットワークノード上の没入型（又は没頭型、又は集中型、又は熱中型；immersiv
e）仮想通信環境のプレゼンテーションにわたる制御を維持することが可能になり、それ
により、広い様々な異なるタイプの仮想エリアの発展（又は展開）を促すことが可能にな
り、通信システムを採用することを望んでいるであろうユーザの人数を増やすことが可能
になる。
【００３８】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネルは、リアルタイムデータストリーム
の処理を監視して、性能目標からの処理の逸れ（逸脱、又は偏差）に基づいて該処理を適
合させる。このようにして、リアルタイムカーネルは、リアルタイムデータストリーム処
理が実施されているコンピューティング環境とは無関係に、リアルタイム性能が達成され
得る見込み（又は尤度、公算）を増加させる。
【００３９】
　幾つかの実施形態では、リアルタイムカーネルは、接続及び切断において効率的な、並
びに、伝送（トランスポート）において効率的な、ストリームトランスポートプロトコル
を実現する。これらの実施形態のうちの幾つかにおいて、該ストリームトランスポートプ
ロトコルが、接続配向された暗号化された接続を、コネクションレス・トランスポート・
プロトコル（例えば、ＵＤＰ）において提供する。リアルタイムカーネルは、クライアン
トアプリケーションと、トランスポート層との間に、再接続メカニズムを追加的に提供す
る。該再接続メカニズムは、失敗した接続を、クライアントアプリケーションによる介入
無しに再確立させることを自動的に試み、それにより、本質的には信頼性の無い通信プロ
トコルの頂上の上に、信頼性を追加する。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、プラグインアーキテクチャを、リアルタイムカーネルが有
する。該プラグインアーキテクチャにより、カーネル構成要素の機能が（クライアントネ
ットワークノード上において動的にロードされ得る１つか又は複数のプラグインによって
）提供されることが可能になる。このようにして、カーネル構成要素は、独立に発展され
得り、及び、リモートに管理及び更新（アップデート）され得る。該プラグインアーキテ
クチャによって、リアルタイムカーネルのインストール領域（フットプリント）が、実質
的に低減されることが追加的に可能になり、それにより、該カーネルが、著しいコンピュ
ーティング及びメモリリソース制約を有するクライアントデバイスを含む広範囲のクライ
アントデバイス上にインストールされることが可能になる。
【００４１】
ＩＩＩ．概説
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　Ａ．イントロダクション
　図１は、ネットワーク１８によって相互接続されている第１のクライアントネットワー
クノード１２と第２のクライアントネットワークノード１４とエリアサーバネットワーク
ノード１６とを含む例示的な仮想エリア通信環境１０の一実施形態を示す。第１のクライ
アントネットワークノード１２は、１つか又は複数の構成（又は設定）可能なストリーム
ハンドラ２２を含むリアルタイムカーネル２０の一実施形態と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）ハ
ードウェア２４とを含む。第２のクライアントネットワークノード１４は、第１のクライ
アントネットワーク１２とほぼ同じやり方で典型的には構成される。エリアサーバネット
ワークノード１６は、エリアネットワークインフラサービス２６（単に「エリアサービス
」としても呼ばれる）を含む。該エリアネットワークインフラサービス２６は、仮想エリ
ア２８内の第１及び第２のクライアントノード１２、１４のセッションを管理することに
よって仮想エリア２８を管理（又は運営）する。仮想エリア２８は、仮想エリアアプリケ
ーション３０をホストする。該仮想エリアアプリケーション３０は、仮想エリア通信環境
を作成することに使用される仮想エリアの表現（又は記述、又は記載）を含む。該エリア
サービス２６は、仮想エリアアプリケーション３０に従って仮想エリア２８を管理（又は
運営）する。
【００４２】
　共有仮想エリア通信環境を作成するプロセス内において、エリアサービス２６は、第１
及び第２のクライアントネットワークノード１２、１４内のリアルタイムカーネルを、仮
想エリアアプリケーション３０に関する制約３２のセットの影響下のリモート仮想エリア
アプリケーション３０に従って、リモートに構成（又は設定）する。制約３２は、典型的
には、仮想エリアに対するアクセスに関するコントロールを含む。該アクセスコントロー
ルは、典型的には、（適切な機能及び許可（承諾）を有する通信者か又はクライアントノ
ードに対するアクセスが許可される）１つか又は複数の機能と、（リスト上にあるアイデ
ンティティを有した通信者か又はクライアントノードに対するアクセスが許可される）ア
クセスコントロールリストとに基づく。幾つかの実施形態において、制約３２は、セキュ
リティネットワークインフラサービス（後述）によって管理（又は運用）される。第１及
び第２のクライアントネットワークノード１２、１４上において動作しているクライアン
トソフトウェアアプリケーションにより、通信者が、共有仮想エリア通信環境にアクセス
することが（リアルタイムカーネル２０を介してエリアサービス２６から受け取ったデー
タに従って仮想エリアのそれぞれのビュー（又は景色、又は眺め）を提示することによっ
て、及び、通信者からの受信コマンドにインターフェースを提供することによって）可能
になる。通信者は、典型的には、それぞれのアバターによって仮想エリア内において表さ
れる。該アバターは、通信者のそれぞれのネットワークノードにおいて該通信者によって
入力されるコマンドに応答して仮想エリアを動きまわる。仮想エリアの各通信者のビュー
（又は景色、又は眺め）は、典型的には、通信者のアバターの眺め（perspective）から
提示され、通信者によって経験される没入型のレベル（又は、該通信者があたかもその環
境の中にいるように感じることができるレベル）を増加させる。各通信者は、典型的には
、その通信者のアバターの周囲の仮想エリアの任意の部分を眺めることが可能である。第
１及び第２のクライアントネットワークノード１２、１４上において動作しているリアル
タイムカーネルは、仮想エリア内の、通信者のアバターの位置に少なくとも部分的に基づ
いて、仮想エリア通信環境を共有している他のネットワークノードとのリアルタイムデー
タストリーム接続を確立する。
【００４３】
　図２は、リアルタイムカーネル２０によって実現される方法の例示的な一実施形態を示
す。この方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、エリアサービス２６とのセッショ
ンを確立する（図２のブロック３４）。通信者の入力に応答してか或いは自動的にかのい
ずれかで、リアルタイムカーネル２０は、仮想エリア２８のインスタンス内へのエントリ
をリクエストする（図２のブロック３６）。仮想エリアインスタンスに対する通信者のア
クセスに関する制約３２が、もしも満たされていれば、エリアサービス２６は、リアルタ
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イムカーネル２０に、仮想エリア内のアバターの位置を含めた現在の状態情報を含むコン
フィギュレーションデータを伝達する。リアルタイムカーネル２０は、エリアサービス２
６から該コンフィギュレーションデータを受け取る（図２のブロック３８）。リアルタイ
ムカーネル２０は、エリアサービス２６から受け取った命令に従って、人間にとって知覚
可能な仮想エリア通信者環境をレンダリングするために、Ｉ／Ｏハードウェア２４を設定
（又は構成）する（図２のブロック４０）。
【００４４】
　幾つかの実施形態において、Ｉ／Ｏハードウェア２４を設定（又は構成）するプロセス
は、リモートネットワークノード１４から受け取られる命令と位置データとに従って、少
なくとも１つのストリームハンドラ２２を動的に構成（又は設定）することを含む。例え
ば、仮想エリアアプリケーション３０は、現在仮想エリア内にあるオブジェクトに関連付
けられているオーディオストリームに適用されるべき１つか又は複数のオーディオエフェ
クトを指定することが可能であり、このケースでは、エリアサービス２６が、第１及び第
２のクライアントネットワークノード１２，１４上において実行しているリアルタイムカ
ーネルに対して命令を送り、該命令によって、それらのそれぞれのオーディオストリーム
ハンドラが、仮想エリア内のそれぞれのオブジェクトの位置に従って指定されたエフェク
トを実施するよう構成（又は設定）される。
【００４５】
　それぞれの出力３３を生成するために、各々の構成（又は設定）されたストリームハン
ドラ２２を通じて、リアルタイムカーネル２０は、通信者オブジェクトに関連付けられて
いるリアルタイムデータストリームを処理する。そのコンテンツに依存して、出力３３は
、コンピュータ可読媒体上に格納され得るか、或いは、第１及び第２のネットワークノー
ド１２、１４上において動作するＩ／Ｏハードウェアにより、人間にとって知覚可能な出
力へと変換され得る。例えば、オーディオ出力信号が、オーディオハードウェア（例えば
、サウンドカード及びスピーカ）によって可聴音に変換され、及び、グラフィック出力信
号が、グラフィックハードウェア（例えば、ビデオカード及びディスプレイ）によって可
視画像に変換される。幾つかの実施形態において、少なくとも１つのストリームハンドラ
２２によって生成された出力３３は、１つか又は複数の下流のソフトウェア構成要素によ
って処理され、該下流のソフトウェア構成要素は、コンピュータ可読媒体上に格納され得
るか或いは人間にとって知覚可能な出力へと変換され得るかのいずれかの出力を、同様に
生成する。
【００４６】
　Ｂ．例示的な動作環境
　リアルタイムカーネル２０は、仮想エリア通信環境１０のコンテキスト内において動作
し、該仮想エリア通信環境１０は、ネットワーク１８と、ネットワークインフラサービス
環境とを含み、該ネットワークインフラサービス環境は、エリアサービス２６を含む多く
のネットワークインフラサービスを含む。リアルタイムカーネル２０及びネットワークイ
ンフラサービス環境は、通信者に対する仮想エリア通信環境を構築するためのプラットフ
ォームを構成する。
【００４７】
　１．ネットワーク環境
　ネットワーク１８には、任意のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタ
ンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）（例えばイ
ンターネット）を含めることができる。ネットワーク１８は、典型的には、多くの異なる
コンピューティングプラットフォームと、ネットワークノード間において広範囲の様々な
異なる媒体タイプ（例えば、テキスト、音声、オーディオ、及びビデオ）の伝送をサポー
トするトランスポート設備とを含む。
【００４８】
　管理上のポリシー、（ユーザの存在の移出、及び、エリア及び接続目標に対するユーザ
の接続に関する選択を含む）ユーザ選択、及び（他のネットワークノードとのリアルタイ
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ム接続の管理に影響を及ぼすローカルコンフィギュレーションを画定する）他の設定と共
に、リアルタイムカーネル２０は、ハードウェアリソース及びソフトウェアリソースを含
むネットワークノード上において典型的には動作する。ネットワークノード間のネットワ
ーク接続は、ピア・ツー・ピア・アーキテクチャと、サーバが仲介するアーキテクチャと
、（ピア・ツー・ピア・アーキテクチャの態様と、サーバが仲介するアーキテクチャの態
様とを組み合わせた）ハイブリッドアーキテクチャとを含む、様々な異なるストリームハ
ンドリングトポロジにおいて構成され得る。
【００４９】
　図３Ａは、仮想エリア通信環境１０の一実施形態４２を示す。該一実施形態４２におい
て、第１及び第２のネットワークノード１２、１４、及びリモートネットワークノード１
６が、ピア・ツー・ピア・アーキテクチャにおいて通信ネットワーク１８によって相互接
続されている。このアーキテクチャでは、ネットワークノード１２～１６の各々が、状態
変化を（例えば、仮想エリア２８内のアバターの動きを）、他のネットワークノードの各
々へと伝達する。ネットワークノードのうちの１つ（典型的には、通信セッションを開始
するネットワークノード）は、「エリアサーバ」として動作する。この例示的な実施形態
では、ネットワークノード１６が、エリアサーバの役割として仮定されている。エリアサ
ーバネットワークノード１６は、グローバル状態情報を保持し、及び、他のネットワーク
ノード１２、１４に対するデータサーバとして機能する。該グローバル状態情報は、仮想
エリア内に存在する全オブジェクトのリストと、仮想エリア内におけるそれらのそれぞれ
の位置とを含む。エリアサーバネットワークノード１６は、他のネットワークノード１２
、１４を設定（又は構成）する命令を送る。エリアサーバネットワークノード１６はまた
、初期化情報を記録して、通信セッションに参加することをリクエストする他のネットワ
ークノードに対して該初期化情報を伝達する。このプロセス内において、エリアサーバネ
ットワークノード１６は、仮想エリアアプリケーション３０に従ってクライアントネット
ワークノード上において仮想エリア２８をレンダリングするために必要とされる構成要素
（例えばプラグイン）のリストを、各参加クライアントネットワークノードに対して伝達
する。クライアントネットワークノード１２、１４上のリアルタイムカーネルは、典型的
には、リスト上における任意の欠けている構成要素を、リモートサーバ（例えばプラグイ
ンサーバ）から回復させる（又は回収する）。通信エラー（又は通信故障；communicatio
n fault）が発生した場合には、他のネットワークノード１２、１４が、グローバル状態
に同期することが可能であるということを、エリアサーバネットワークノード１６がまた
保証する。
【００５０】
　図３Ｂは、仮想エリア通信環境１０の一実施形態４４を示す。該一実施形態４４におい
て、ネットワークノード１２～１６（このアーキテクチャでは、「エリアクライアント」
ネットワークノードとも呼ばれる）は、エリアサーバ４６によって仲介されるアーキテク
チャにおいて通信（伝達）を行う。この実施形態では、エリアサーバ４６が、そのエリア
サーバ機能を、図３Ａ内において示されたピア・ツー・ピア・アーキテクチャ実施形態に
おいてネットワークノード１６によって該エリアサーバ機能があたかも実施されているか
のように、仮定する。これに関して、エリアサーバ４６が、グローバル状態情報を保持し
、及び、エリアクライアントネットワークノード１２～１６に対するデータサーバとして
機能する。このアーキテクチャによって、エリアクライアントノード１２～１６間におい
てスイッチングされるリアルタイムデータストリームが、様々なトポロジにおいて処理さ
れることが可能になる。該様々なトポロジは、ピア・ツー・ピア・トポロジと、完全にサ
ーバによって仲介されたトポロジ（このトポロジでは、エリアサーバ４６がネットワーク
ノード１２～１６間の通信ブローカーとして動作する）と、（ピア・ツー・ピア・トポロ
ジの態様と、完全にサーバによって仲介されたトポロジの態様とを組み合わせた）ハイブ
リッドトポロジとを含む。これらのタイプの例示的なトポロジは、米国特許出願番号第１
１／９２３，６２９号及び第１１／９２３、６３４号内において記載されている（これら
の米国特許出願は両方とも、2007年10月24日にファイリングされたものである）。
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【００５１】
　２．ネットワークインフラサービス
　１つか又は複数のネットワークインフラサービスは、典型的には、他のネットワークノ
ードとのネットワーク接続を確立する及び管理（又は運用）するプロセスにおいて、リア
ルタイムカーネル２０と連携する。ネットワークインフラサービスは、単一ネットワーク
ノード上において実行することができるか、或いは、複数のネットワークノードにわたっ
て分散（又は分配）され得る。ネットワークインフラサービスは、典型的には、１つか又
は複数の専用ネットワークノード（例えば、サーバコンピュータか、或いは、ルーティン
グ及びスイッチングなどのエッジサービスを実施するネットワーク装置）上において実行
される。しかしながら、幾つかの実施形態では、１つか又は複数のネットワークインフラ
サービスは、通信者のネットワークノードのうちの少なくとも１つのネットワークノード
上において実行される。ネットワークインフラサービスの中で、仮想エリア通信環境１０
の例示的な実施形態内に含まれるものは、アカウントサービス、セキュリティサービス、
エリアサービス２６、ランデブーサービス、及び相互作用サービスである。
【００５２】
　アカウントサービスは、ネットワークインフラサービス環境内の通信者アカウントを管
理する。アカウントサービスはまた、任意のネットワークインフラサービスに対するクラ
イアントネットワークノード自体の認証を行うために該クライアントネットワークノード
によって使用され得る認証トークンの生成及び発行を管理する。
【００５３】
　セキュリティサービスは、仮想エリア通信環境１０の資産（資源）及び他のリソースに
対する通信者のアクセスを制御する。セキュリティサービスによって実現されるこのアク
セス制御方法は、典型的には、（適切な機能か又は許可（承諾）を有したエンティティに
対してアクセスが許可される）１つか又は複数の機能と、（リスト上に存在するアイデン
ティティを有したエンティティに対してアクセスが許可される）アクセスコントロールリ
ストとに基づく。ある特定の通信者が、あるリソースに対するアクセスを許可された後に
、その通信者は、典型的には、仮想エリア通信環境１０内において相互作用するために、
他のネットワークインフラサービスによって提供される機能を利用する。
【００５４】
　エリアサービス２６は、仮想エリアを管理（運用）する。このプロセスにおいて、エリ
アサービス２６は、エンティティをリクエストする機能の影響を受ける仮想エリアに関連
付けられている接続を管理し、仮想エリアについてのグローバル状態情報を維持し、及び
仮想エリアにより画定されたコンテキスト内において共有通信セッション内に参加してい
るクライアントネットワークノードに対するデータサーバとして機能する。該グローバル
状態情報は、仮想エリア内に存在する全オブジェクトのリストと、仮想エリア内における
それらのそれぞれ位置とを含む。エリアサービス２６は、クライアントネットワークノー
ドを設定（又は構成）する命令を送る。エリアサービス２６はまた、初期化情報を記録し
て、通信セッションに参加することをリクエストする他のクライアントネットワークノー
ドに対して該初期化情報を伝達する。この処理において、エリアサービス２６は、仮想エ
リアアプリケーション３０に従ってクライアントネットワークノード上において仮想エリ
ア２８をレンダリングするために必要とされる構成要素（例えばプラグイン）のリストを
、各参加クライアントネットワークノードに伝達する。通信エラー（又は通信故障）が発
生した場合には、クライアントネットワークノードが、グローバル状態に同期することが
可能であるということを、エリアサービス２６はまた保証する。
【００５５】
　ランデブーサービスは、プレゼンス情報の収集（コレクション）、格納、及び分散（又
は分配、又は分布）を管理して、エンティティをリクエストする機能の影響下において、
（例えば、処理する接続の分布を管理することによって）互いに伝達し合うための機構を
ネットワークノードに提供する。ランデブーサービスは、典型的には、プレゼンス情報を
、プレゼンスデータベース内に格納する。
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【００５６】
　相互作用サービスは、通信者間の相互作用（又は交流）を記録する相互作用データベー
スを維持し、及び、エンティティをリクエストする機能の影響を受ける相互作用データベ
ースに関するクエリーをサポートする。通信者間の相互作用（交流）ごとに、仮想エリア
通信環境１０内の１つか又は複数のサービス（例えば、エリアサービス２６）が、相互作
用データを、相互作用サービスに伝達する。それに応答して、該相互作用サービスは、１
つか又は複数のそれぞれの相互作用（交流）記録を、関連データベース内に生成する。そ
れぞれの相互作用記録は、相互作用のコンテキストを記載する。例えば、幾つかの実施形
態において、ある相互作用記録は、各通信者ごとの識別子と、相互作用の場所についての
識別子（例えば、仮想エリアインスタンス）と、相互作用場所の階層（ヒエラルキ）の記
載（例えば、あるより広いエリアに対して、相互作用部屋が如何に関係するかの記載）と
、相互作用の開始及び終了時間と、全ファイルと相互作用中に共有される他のストリーム
とのリストとを含む。従って、各リアルタイム相互作用ごとに、相互作用サービスは、そ
れが発生した時と、それが発生した場所と、及び、含まれる通信者に関して相互作用中に
起こった出来事（例えば、進入及び退出）と、アクティブにされる／非アクティブにされ
るオブジェクトと、共有化されたファイルとを追跡する。
【００５７】
　相互作用サービスは、場所に基づいて（例えば、最も頻度が高いか、又は最も最新の）
ソートされた順序で、相互作用データベース記録に関するクエリーの結果を提示すること
ができる。仮想エリア内で通信者が会合した者とのコンタクトの頻度ソートと、並びに、
仮想エリアとは無関係に該通信者が会合した者のソートと、該通信者がほとんどの場合に
頻繁に訪れる仮想エリアのソートと、を駆動（ドライブ）するために、そのクエリー結果
が使用され得る。クエリー結果はまた、関係に基づいてあるタスクを自動化するヒューリ
スティック（発見的問題解決法）システムの一部として、アプリケーション開発者によっ
て使用され得る。このタイプのヒューリスティック（発見的問題解決法）の一例は、６回
以上ある特定の仮想エリアを訪れた通信者が、デフォルトで、ノックすること無く進入す
ることが可能になるようなヒューリスティックであるか、或いは、ある特定の時間にある
エリア内に存在した通信者が、その同じ時間に同じエリア内に存在した別の通信者によっ
て作成されたファイルを変更するか又は削除することが可能になるようなヒューリスティ
ックである。相互作用データベースに関するクエリーは、他の検索と組み合わされ得る。
例えば、相互作用データベースに関するクエリーは、ネットワークインフラサービス環境
のドメインの外側の通信システム（例えば、Skype、Facebook、及びFlickr）を用いて、
コンタクトによる相互作用について生成されたコンタクト履歴データに関するクエリーと
組み合わされ得る。
【００５８】
　３．仮想エリア
　リアルタイムカーネル２０は、仮想エリアのインスタンスによって画定される通信コン
テキスト内のネットワークノードとのリアルタイム接続を管理（運用）する。仮想エリア
インスタンスは、抽象的な（又は概念上の、又は難解な）座標に関して画定される抽象的
な（ジオメトリックでない）仮想空間に対応することができる。代替的には、仮想エリア
インスタンスは、ある特定の視覚化（又は映像化；ビジュアライゼーション）に関連付け
られている１次元か、２次元か、又は３次元のジオメトリック座標に関して画定されるビ
ジュアル仮想空間に対応することができる。抽象的な仮想エリアは、それぞれの視覚化に
関連付けられることが可能であるか又は不可能である一方で、ビジュアル仮想エリアは、
それぞれの視覚化に関連付けられる。
【００５９】
　上記に説明したように、通信者は、典型的には、ある関連付けられた視覚化（映像化）
を有した仮想エリア内のそれぞれのアバターによって表現される。該アバターは、通信者
によって該通信者のそれぞれのネットワークノードにおいて入力される入力コマンドに応
答して仮想エリアを動きまわる。ある関連付けられた視覚化を有した仮想エリアインスタ
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ンスの通信者の景色（ビュー）は、典型的には、その通信者のアバターの眺めから提示（
表現）され、各通信者は、典型的には、該通信者のアバターの周囲のビジュアル仮想エリ
アの任意の部分を眺めることができ、その通信者によって経験される没入レベル（又は、
該通信者があたかもその環境の中にいるように感じることができるレベル）が増加する。
【００６０】
　図４は、コンピュータシステム４８によって実現される例示的なネットワークノードの
一実施形態を示す。コンピュータシステム４８は、ディスプレイモニタ５０、コンピュー
タマウス５２、キーボード５５４、スピーカ５６、５８、及びマイクロホン６０を含む。
ディスプレイモニタ５０は、グラフィカルユーザインターフェース６２を表示する。グラ
フィカルユーザインターフェース６２は、ｗｉｎｄｏｗｓベースのグラフィカルユーザイ
ンターフェースであり、該グラフィカルユーザインターフェースには、複数のウィンドウ
（窓）、アイコン、及びポインタ６４を含めることができる。この例示的な実施形態にお
いて、グラフィカルユーザインターフェース６２は、画廊（アートギャラリー）を表す３
次元視覚化に関連付けられている共有仮想エリア６６の２次元の描写を提示（表現）する
。通信者は、それぞれのアバター６８、７０、７２によって仮想エリア６６内に表現され
ており、該アバター６８、７０、７２の各々は、仮想エリア６６のコンテキスト内におい
て、それぞれ役割（例えば、館長、画家、及び訪問者）を有することができる。
【００６１】
　下記において詳細に説明されるように、仮想エリア６６は、ゾーン７４、７６、７８、
８０、８２を含み、それらゾーンは、それぞれの規則に関連付けられており、該規則は、
仮想エリア６６内のアバター６８～７２によって表されるネットワークノード間のリアル
タイムデータストリームのスイッチングに影響を与える（典型的な通信セッション中には
、そのようなゾーン境界に関連付けられたビジュアルキューがあっても、図４内のゾーン
７４～８２の境界を定める点線（ダッシュ線）が、通信者にとっては見ることができない
）。スイッチング規則は、各ネットワークノード上において実行しているローカル接続プ
ロセスが、仮想エリア６６のゾーン７４～８２内の通信者のアバター６８～７２の位置に
基づいて、他のネットワークノードとの通信を、如何にして確立するかを命令する。
【００６２】
　仮想エリアは、仮想エリアのジオメトリック要素の記載（又は表現）と、（スイッチン
グ規則及びガバナンス規則を含む）１つか又は複数の規則とを含む仕様（スペック）によ
って画定される。スイッチング規則は、ネットワークノード間のリアルタイムストリーム
接続に影響を与える。ガバナンス規則は、仮想エリア自体、仮想エリアによる領域、及び
仮想エリア内におけるオブジェクトなどのリソースに対する通信者のアクセスを制御する
。幾つかの実施形態において、仮想エリアのジオメトリック要素は、（http://www.khron
os.org/collada/から利用可能な）2006年4月の仕様のDigital Asset Schema Release 1.4
.1のＣＯＬＬＡＤＡに従って表され（又は記載され）、及び、スイッチング規則は、米国
特許出願番号第１１／９２３，６２９号及び第１１／９２３、６３４号内に記載されたＣ
ＯＬＬＡＤＡストリームリファレンス仕様に従って、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）テ
キストフォーマット（本明細書内においては仮想空間記述フォーマット（ＶＳＤＬ）と呼
ばれる）を用いて記載される。
【００６３】
　仮想エリアのジオメトリック要素は、典型的には、仮想エリアの物理ジオメトリとコリ
ジョンジオメトリとを含む。物理ジオメトリは、仮想エリアの形状を表す（又は記載する
）。物理ジオメトリは、典型的には、三角形か、四角形か、又はポリゴンの表面から形成
される。色及びテクスチャが、物理ジオメトリ上へとマッピングされて、仮想エリアにつ
いてのより現実的な外観が形成される。例えば、ビジュアルジオメトリ上に光をペイント
して、そのテクスチャか、色か、又は強度を、光に近く修正することによって、照明効果
が提供され得る。コリジョンジオメトリは、仮想エリア内においてオブジェクトが移動で
きる方向を決定する不可視表面を表す（又は記載する）。コリジョンジオメトリは、ビジ
ュアルジオメトリと同時に発生する可能性があり、ビジュアルジオメトリのより簡単な近
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似値に対応する可能性があるか、又は仮想エリア設計者のアプリケーション仕様要件に関
連する可能性がある。
【００６４】
　スイッチング規則は、典型的には、仮想エリア内の位置に関してリアルタイムデータス
トリームのソース及びシンクを接続するための条件の記載を含む。各規則は、典型的には
、規則が適用されるリアルタイムデータストリームタイプと、規則を適用する仮想エリア
内の位置（複数可）とを画定する属性を含む。幾つかの実施形態において、規則の各々に
は、オプションで、ソースにおける要求される役割と、シンクにおける要求される役割と
、ストリームの優先レベルと、リクエストされたストリームハンドリングトポロジとを指
定する１つか又は複数の属性を含めることができる。幾つかの実施形態において、仮想エ
リアのある特定の部分について定義された明確なスイッチング規則が存在しない場合には
、１つか又は複数の暗黙のか又はデフォルトのスイッチング規則を、該仮想エリアのその
部分に適用することができる。１つの例示的なデフォルトのスイッチング規則は、ポリシ
ー規則の影響下で、全てのソースを、エリア内における互換性のある全てのシンクに接続
するという規則である。ポリシー規則は、エリアクライアント間の全ての接続に対してグ
ローバルに適用することができるか、或いは、個々のエリアクライアントとのそれぞれの
接続のみ対して適用することができる。ポリシー規則の一例は、仮想エリア内における互
いのある規定された距離（又は半径）内において存在する各オブジェクトに関連付けられ
ている互換性のあるシンクとのソースの接続のみを可能にするという近接ポリシー規則で
ある。
【００６５】
　幾つかの実施形態において、仮想エリアに対するアクセスを有する者と、そのコンテン
ツに対するアクセスを有する者と、仮想エリアのコンテンツに対するそのアクセスの範囲
が何か（例えば、そのコンテンツでユーザが何をすることができるか）と、これらのコン
テンツをアクセスすることの後続の結果が何か（例えば、監査ログなどの記録を取ること
、及び支払い要求）とを制御するために、ガバナンス規則が仮想エリアに関連付けられる
。幾つかの実施形態において、仮想エリア全体か又は仮想エリアにおけるあるゾーンが、
「ガバナンスメッシュ」に関連付けられる。幾つかの実施形態において、ガバナンスメッ
シュは、米国特許出願番号第１１／９２３，６２９号及び第１１／９２３、６３４号内に
記載されたゾーンメッシュの実現形態に類似したやり方で実現される。ガバナンスメッシ
ュによって、ソフトウェアアプリケーション開発者が、ガバナンス規則を、仮想エリアに
か又は仮想エリアのゾーンに関連付けることが可能になる。このことによって、仮想エリ
ア内の各ファイルごとに個別の許可を作成する必要性が回避され、及び、コンテキストに
依存して同じ文書を異なって取り扱う必要性がある時に潜在的に生じる可能性がある複雑
性に対処する必要性が回避される。
【００６６】
　幾つかの実施形態において、仮想エリアにおける１つか又は複数のゾーンを、ディジタ
ルライト管理（ＤＲＭ：digital rights management）機能に関連付けるガバナンスメッ
シュに仮想エリアが関連付けられる。ＤＲＭ機能は、１つか又は複数の仮想エリアか、或
いは仮想エリア内における１つか又は複数のゾーンか、或いは仮想エリア内におけるオブ
ジェクト、に対するアクセスを制御する。仮想エリア内におけるガバナンスメッシュ境界
線を通信者が横断するたびごとにＤＲＭ機能がトリガされる。トリガするアクションが許
可されるのかどうかと、もしも許可されるのであれば、許可されるアクションの範囲は何
かと、支払いが必要とされるのかどうかと、監査記録が生成される必要性があるのかどう
かと、をＤＲＭ機能が決定する。仮想エリアの例示的な一実現形態において、もしも通信
者が仮想エリアに進入することが可能であるならば、該通信者が、該仮想エリアに関連付
けられている全ての文書に関するアクション（該文書を操作すること、該文書を眺めるこ
と、該文書をダウンロードすること、該文書を削除すること、該文書を変更すること、及
び、該文書を再アップロードすることを含む）を実施することができることとなるように
、関連付けられたガバナンスメッシュが設定（又は構成）される。このようにして、仮想
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エリアは、仮想エリアによって画定されたコンテキスト内において共有された及び検討さ
れた情報のための保存場所となることができる。
【００６７】
　仮想エリアの仕様に関する追加的な詳細事項は、米国特許出願番号（2008年4月4日にフ
ァイリングされた）第６１／０４２７１４号、（2007年10月24日にファイリングされた）
第１１／９２３，６２９号、及び（2007年10月24日にファイリングされた）第１１／９２
３、６３４号内に記載されている。
【００６８】
　４．他のプラットフォーム構成要素
　リアルタイムカーネル２０は、
　　　ａ．ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）ソフトウェアアプリケーションと、
　　　ｂ．ローカルヒューマンインターフェースデバイス（ＨＩＤ）及びオーディオ再生
装置と、
　　　ｃ．Ｓｏ３Ｄグラフィックディスプレイ、アバター、及び物理エンジンと、
　　　ｄ．システムデータベース及び記憶設備
とを追加的に含む、クライアントソフトウェアパッケージの一部としての、ローカルネッ
トワークノードの構成要素として、働くよう設計される。
【００６９】
　ａ．ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）
　ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）は、各クライアントネットワークノード上で動作
するリアルタイムカーネル２０に対するアプリケーションインターフェースである。ＨＵ
Ｄは、ユーザが該ユーザのデスクトップ上において常に維持し及び実行したままにするこ
とが可能な小型で軽量なインターフェースである。ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）
は、仮想エリアアプリケーションを起動するためのユーザのインターフェースであり、該
ユーザに、リアルタイムコンタクト及びリアルタイム共同場所（又はエリア）に対する即
座のアクセスを提供する。仮想エリアは、ＨＵＤ及びリアルタイムカーネル２０を通じて
、ユーザのデスクトップと統合され、これにより、ユーザは、仮想エリア通信環境内へと
ファイルをドラッグ＆ドロップすることが可能になることとなり、仮想エリア通信環境と
は独立に、ネイティブなクライアントソフトウェアアプリケーションを用いて、仮想エリ
アに関連付けられた格納されたファイルを使用することが可能になることとなる一方で、
仮想エリア内に依然として存在したままであることが可能になることとなり、及びより一
般的には、幾つかのアプリケーションのうちの単なる１つというよりもむしろ、他のオペ
レーティングシステム機能に類似した該ユーザのオペレーティング環境の一態様として、
仮想エリア内におけるプレゼンス及び位置を扱うことが可能になることとなる。
【００７０】
　図５Ａ及び図５Ｂは、通信者のデスクトップの右下側の隅にドッキングされた半透明な
ユーザインターフェースによって実現されるＨＵＤの一実施形態８４を示す。ＨＵＤ８４
は、プラットフォームに対するアプリケーションインターフェースである。ＨＵＤ８４の
特徴は、
　　　●ユーザのデスクトップ上において常時実行されていることが意図される小型で軽
量なアプリケーションであることと、
　　　●コンタクトを見るための及びコンタクトと相互作用するための簡易なインターフ
ェースを、並びに、相互作用（交流）が生じる仮想エリアを、ユーザに提供すること
とを含む。
【００７１】
　この実施形態において、ＨＵＤ８４は、持続性インターフェースとコントロールに対す
るアクセスとを提供するほぼ透明な（半透明の）ユーザインターフェースオーバーレイに
よって実現される。図５Ａ内に示された実施形態において、ＨＵＤ８４は、インターフェ
ースの下記半透明要素のうちの、すなわち、
　　　●プログレッシブ没入型コントロールの輪郭（アウトライン）と、
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　　　●ユーザの現在の位置の概要（アウトライン）と、
　　　●仮想エリア８６内のリアルタイムコンタクトを表すスプライトと、
　　　●ＨＵＤエリアの境界線を定めるライン
とのうちの１つか又は複数の限定セットを除いて透明である。
【００７２】
　通信者は、通常のデスクトップコンピューティング環境内で仕事をすることが可能であ
ると同時に、リアルタイムカーネル２６０及びＨＵＤ８４が実行されており及びリアルタ
イム通信セッションを開始する準備ができている。例えば、通信者は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ（登録商標）のＥｘｃｅｌ（登録商標）などの他のアプリケーションと共に仕事をする
ことができ、リアルタイム通信セッション内において後に共有化されることが可能な文書
を作成することができる。仮想エリア８６は、通信者のデスクトップに統合化されて、こ
れにより、通信者がファイルを仮想エリア内へとドラッグ＆ドロップすることが可能にな
ることとなり、仮想エリア通信環境とは独立に、ネイティブなクライアントソフトウェア
アプリケーションを用いて、仮想エリアに関連して格納されたファイルを使用することが
可能になることとなる一方で、仮想エリア内に依然として存在したままであることが可能
になり、及びより一般的には、幾つかのアプリケーションのうちの１つというよりもむし
ろ、他のオペレーティングシステム機能に類似したオペレーティング環境の一態様として
、仮想エリア内におけるプレゼンス及び位置を取り扱うことが可能になることとなる。
【００７３】
　仮想エリア８６内において通信者が相互作用する（交流し合う）一方で、ＨＵＤ８４は
、該通信者に、該通信者の所望の視覚化にわたって独立コントロールを提供する。例えば
、通信者は、仮想エリアの最小化された（デスクトップの右下側の隅に最小化された）ビ
ュー（又は景色、又は眺め）を表示することができ、及び、仮想エリア内の別の通信者と
の音声会話に参加することができる一方で、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）のＥｘｃｅ
ｌ（登録商標）などの異なるアプリケーションにおいて仕事をすることができる。通信者
は、従って、該通信者の視覚化スキーマを変更することができ、仮想エリア８６の、より
没入型の（又は、該通信者があたかもその環境の中にいるようにより感じることができる
）３次元レンダリング内へと進入することができる。このことは、ＨＵＤ８４内のプログ
レッシブ没入スライダー８８の設定を、「デスクトップ」から「３Ｄ」に変更することに
よって成し遂げられる。３Ｄ視覚化モードに入ると、通信者のデスクトップは、（図５Ａ
内に示されているように）仮想エリア８６の３Ｄ演出を表示する。（デスクトップモード
においてスプライト９０、９２、９４によって表されている）通信者は、図５Ａ内に示さ
れているように、３次元アバター９６、９８、１００の形態となって現われる。
【００７４】
　仮想エリア８６に関連付けられている任意のデータが、ビュースクリーン１０２、１０
４、１０６上に表示され得る。ビュースクリーンは、任意の好みのデータをレンダリング
するために使用され得る構成要素をレンダリングする包括的な（ジェネリック）データで
ある。ビュースクリーン上にレンダリングされ得るデータのタイプの例は、
　　　●マイクロソフトのパワーポイントのプレゼンテーションと、
　　　●映像（ビデオ）と、
　　　●ウェブカメラ（Webcam）の出力と、
　　　●組織のＥＲＰシステムから直接到来するリアルタイムデータ
とを含む。
【００７５】
　図５Ｃ内に示されているように、ＨＵＤ８４は、通信者のディスプレイモニタ上に提示
されているグラフィカルユーザインターフェース６２の基本的なパーツにおける最小の曖
昧さだけで、情報を表示し、且つ、コントロールに対するアクセスを提供する、真のイン
ターフェースとして機能するよう設計される。ＨＵＤ８４は、
　　　●通信者のリアルタイムコンタクトのうちの幾つかのリアルタイムコンタクトであ
って、現在オンラインであるリアルタイムコンタクトと、
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　　　●通信者と通信者のリアルタイムコンタクトの場所であって、仮想エリア８６内に
現在「位置付けられている」場所と、
　　　●仮想エリア８６の視覚化を制御するプログレッシブ没入型コントロールと、
　　　●ユーザに、ある特定の場所に迅速に接続させることを可能にするナビゲーション
コントロール
とを効果的に示す。
　具体的には、ＨＵＤ８４は、通信者に、彼らのリアルタイムコンタクトに対する迅速な
アクセスと、リアルタイムコラボレーションが生じる仮想エリアとを提供する。人々の位
置と仮想エリア内への景色（ビュー）とに基づいて、ＨＵＤ８４は、エリアを通じたナビ
ゲーションを可能にする。これらの仮想エリアは、幾つかの手法でアクセスされ得る。す
なわち、もっとも頻繁に使用された手法でか、最も最近使用された手法でか、又はアプリ
ケーション指定手法でアクセスされ得る。
【００７６】
　ＨＵＤ８４は、場所タイル１０８、１１０、１１２における順番付けられたセットを示
す。該場所タイルのうちの１つをクリックすると、ユーザを、その選択された場所タイル
によって表された仮想エリアにもっていく。人々に関して、（通信者のエリアに）行って
（Ｇｏ）及び取ってくる（Ｇｅｔ）（それらをユーザのエリアにもってくる）という基本
的なメタファーを我々が有する。このことは、通信者が、行くか（ｇｏ）又は取ってくる
（ｇｅｔ）ためにリクエストをキュー（待ち行列）に入れることを可能にさせることによ
って、並びに、通信者が、テキストか又は音声を介して「移動する」ことなく人々と通信
を行うことを可能にさせることによって、ＨＵＤ８４内において洗練される。ＨＵＤ８４
は、各通信リクエストが別の通信者から受け取られる時に、通信者に通知する。通信者は
、そのリクエストを受け取ることができるか、それを無視することができるか、或いは、
通信キューに対してそれを追加することができる。このようにして、通信者は、優先度が
高くない通信に後になって応答することができる。例えば、通信者は、通信者が忙しい時
（例えば、現在の通信セッション内に没頭している時）の時間中に受け取った通信をキュ
ーに入れることができ、そして、該通信者がフリーになった後に、該通信者は、その通信
キュー内の通信リクエストに応答することができる。
【００７７】
　上述のように、相互作用ネットワークインフラサービスは、通信者と会合する者と場所
とを記録する相互作用データベースを保持する。該相互作用サービスは、場所に基づいて
（例えば、最も頻度が高い順序か、又は最も最近の順序で）ソートされた順序において提
示され得るクエリー結果によって、関連データベースに関するクエリーに応答する。エリ
ア内で通信者が会合した者の頻度ソートと、並びに、エリアとは無関係に通信者が会合し
た者のソートと、通信者がほとんどの場合に頻繁に訪れるエリアのソートと、を駆動（ド
ライブ）するために、関連データベース情報が使用され得る。このデータは、ＨＵＤ８４
内において使用される。このデータはまた、ヒューリスティック（発見的問題解決法）シ
ステムの一部として、仮想エリアアプリケーション開発者によって使用され得る（例えば
、ある特定の仮想エリアを６回以上訪れた人々は、デフォルトで、ノックすること無く進
入することが可能になるような規則であるか、或いは、ある特定の時間にある仮想エリア
内に存在した人々が、その同じ時間にそこの別の通信者によって作成されたファイルを変
更する及び削除することが可能になるような規則）。
【００７８】
　図５Ｃ内において、ＨＵＤ８４は、それぞれの仮想エリアを表す一連の場所タイル１０
８、１１０、１１２を提示している。該仮想エリアの各々は、関連データベースに関する
クエリーに結びつけられる。各仮想エリアに関して、ランデブーサービスが、該仮想エリ
ア内においてユーザが会合した全コンタクトについての関連データベースに関するクエリ
ーを行う。ランデブーサービスは、典型的には、リスト内において識別したコンタクトを
提示する。該リストは、相互作用の頻度によってか又は相互作用の最新さ（例えば、通信
者が最後に相互作用（交流）したコンタクト（接触者））によってのいずれかでソートさ
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れる。他の実施形態において、コンタクトは、幾つかの他のアプリケーション依存方法に
おいてソートされ得る。
【００７９】
　関連データベースに関するクエリーは、他の検索と組み合わされ得る。例えば、関連デ
ータベースに関するクエリーは、別の通信システム（例えば、Skype、Facebook、及びFli
ckr）を用いて、コンタクトとの相互作用について生成されたコンタクト履歴データに関
するクエリーと組み合わされ得る。一例において、Skype仮想エリア１１２は、該Skype仮
想エリア１１２と通信者のSkype履歴データとに関連付けられた通信者の関連データに関
するクエリーに関連付けられ得り、該Skype仮想エリア１１２に関連付けられている、ユ
ーザのリアルタイムコンタクトの、ソートされたリストが生成される。
【００８０】
　図５Ｃは、ＨＵＤ８４内のコンタクト及び仮想エリアの基本ナビゲーションを示す。仮
想エリアタイル１０８～１１２の各々に関連付けられた左向矢印をクリックすると、所与
の場所における、相互作用の頻度によってソートされたリアルタイムコンタクトのリスト
を表示する。例えば、（「オフィス」というラベルが貼られた）メインＨＵＤタイル８４
の左向矢印１１４をクリックすると、仮想エリア８６内において最も頻繁にユーザが通信
するリアルタイムコンタクトを表示する。（それぞれのアイコンタイルによって表されて
いる）コンタクトのリストは、頻度によってソートされる。リスト内の第１のコンタクト
（この例では、ＤＶＷ）は、仮想エリア８６内においてユーザが最も頻繁にコラボレート
するコンタクトを表し、ＰＪＢ、Ｔｉｍ、などと続く。上向矢印１１６をクリックすると
、通信者が訪れた幾つかのか又は全ての仮想エリアを表す場所タイルのセットを表示する
。場所タイルのセットは、典型的には、頻度によってか、最新さによってか、又は他の順
序によってソートされる。仮想エリア場所タイルは、対応する仮想エリア内において現在
生じているリアルタイム活動を示す。例えば、ＤＶＷ、Ｋｉｍ、及びＪｏｅ（メイン仮想
エリアタイル１０８内にそれぞれのスピリットによって表されている）は、メイン仮想エ
リア内に全て提示されて、それらがリアルタイム会話を行う一方で、（仮想エリアタイル
１１０内にそれぞれのスピリットによって表されている）Ｊｅｆｆ、Ａｎｎ、及びＪａｎ
ｅは、全てFacebook仮想エリア内にある。
【００８１】
　任意の通信者が仮想エリアを退出するか又は仮想エリアに進入する場合には、その仮想
エリア内のプレゼンスインジケータ（すなわち、円によって示されたスピリットであり、
それらは典型的には、名前か又は他の識別子に関連付けられている）が、リアルタイムに
自動的に更新されることとなる。この特徴（機能）は、アプリケーション指定リアルタイ
ムデータを場所タイル内に置く仮想エリア設計者の能力を明らかにする。該場所タイルは
、通信者か又は通信者の場所のいずれかに関連付けられて表わすことができる。例えば、
ゲーム開発者は、通信者が彼等のゲーム環境内にいる場所のマップをエクスポートするこ
とができ、これにより、関連データベースを通じてその通信者に接続された他の人々は、
その通信者の現在の活動のリアルタイムフィードを受け取ることとなる。これらの人々は
、その通信者に対するナビゲートを行うためにか、彼又は彼女と通信するためにか、又は
彼又は彼女とコンタクトするために（例えば、仮想エリアに入るための招待状を送るため
に）、この仮想エリアタイルを用いることができる。ＨＵＤ８４は、多くの異なる仮想エ
リアについて同時に、コンタクト及び仮想エリアに対するこのインターフェースを管理す
る。
【００８２】
　ＨＵＤ仮想エリアタイル８４、１０８、１１０、１１２内において使用されるリアルタ
イムデータは、リアルタイムカーネル２０を介して関連エリアをホストするエリアサービ
スによって管理されるインターフェースによって提供される。ホストされた仮想エリアを
見るための（ビューのための）通信者の許可に基づいて、各エリアサービスは、異なるそ
れぞれのＨＵＤ仮想エリアタイルデータフィードを、通信者に提供することができる。例
えば、もしも通信者が、見る（ビュー）ための許可をその通信者が有していない仮想エリ
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アに進入する場合には、ＨＵＤ仮想エリアタイルは、限定された情報か又は詳細でない情
報を示すことができる。追加的には、ホストするエリアサービスによって提供されるＨＵ
Ｄ仮想エリアタイルデータフィードは、契約しているＨＵＤに対して仮想エリアのアプリ
ケーション指定ビューを提示するためにそのエリアサービスを動作させている仮想エリア
プロバイダによってカスタマイズされ得る。
【００８３】
　ｂ．ローカルヒューマンインターフェースデバイス（ＨＩＤ）及びオーディオ再生装置
　ローカルＨＩＤデバイスによって、通信者が、コマンド及び他の信号をクライアントネ
ットワークノード内に入力することが可能になると同時に、仮想エリア通信セッションに
参加することが可能になる。例示的なＨＩＤデバイスは、コンピュータキーボード、コン
ピュータマウス、タッチスクリーンディスプレイ、及びマイクロホンを含む。
【００８４】
　オーディオ再生装置によって、仮想エリア通信セッション中に受け取ったオーディオ信
号を、通信者が再生することが可能になる。例示的なオーディオ再生装置は、オーディオ
信号を操作する（例えば、ミキシングする、及び特別なエフェクトをかける）ためのオー
ディオプロセッシングハードウェア（例えば、サウンドカード）と、音声を出力するため
のスピーカとを含む。
【００８５】
　ｃ．Ｓｏ３Ｄグラフィカルディスプレイ、アバター、及び物理エンジン
　Ｓｏ３Ｄエンジンは、ディスプレイモニタ上の仮想エリア及び仮想エリア内のオブジェ
クトのそれぞれの景色（ビュー）の表示を制御する３次元視覚化エンジンである。Ｓｏ３
Ｄエンジンは、仮想エリアの景色（ビュー）を提示するために、及び、通信者に、ＨＵＤ
アプリケーションの動作を制御させることを可能にするために、典型的には、グラフィカ
ルユーザインターフェースドライバ及びＨＩＤデバイスとインターフェースする。
【００８６】
　Ｓｏ３Ｄエンジンは、典型的には、グラフィックスレンダリング命令を、エリアサービ
ス２６からリアルタイムカーネル２０を介して受け取る。幾つかの実施形態において、Ｓ
ｏ３Ｄエンジンはまた、仮想エリア内において通信者のアバターをレンダリングするため
に必要な画像を含んだ通信者アバターデータベースを読み出す。この情報に基づいて、Ｓ
ｏ３Ｄエンジンは、仮想エリア内の通信者のアバターの観点（位置及び配向）から、仮想
エリアの及び仮想エリア内のオブジェクトのビジュアル表現（すなわち、画像）を生成す
る。仮想表現は、典型的には、オペレーティングシステムのグラフィックスレンダリング
構成要素に送られて、クライアントネットワークノード上の仮想エリアのビジュアル表現
をレンダリングするようにグラフィックスレンダリングハードウェアを駆動する。
【００８７】
　通信者は、ＨＩＤデバイス（例えば、コンピュータマウス）からリアルタイムカーネル
２０へとコマンドを伝達することによって、仮想エリアの提示されたビューを制御するこ
とができる。該リアルタイムカーネル２０は、ビュー制御コマンドをＳｏ３Ｄエンジンに
伝達する。Ｓｏ３Ｄエンジンは、該ビュー制御コマンドに従って仮想エリアのビューを更
新する。Ｓｏ３Ｄエンジンはまた、エリアサービス２６からリアルタイムカーネル２０を
介して受け取られた更新されたオブジェクト位置情報に従って、ディスプレイモニタ上の
仮想エリアのグラフィック表現を更新する。
【００８８】
　ｄ．システムデータベース及び記憶設備
　システムデータベース及び記憶設備は、プラットフォームによって使用される様々な種
類の情報を格納する。記憶設備によって典型的には格納される例示的な情報は、プレゼン
スデータベース、相互作用データベース、アバターデータベース、リアルユーザｉｄ（Ｒ
ＵＩＤ）データベース、アート（art）キャッシュデータベース、及び仮想エリア指定デ
ータベースを含む。この情報は、単一ネットワークノード上に格納され得るか、或いは、
複数ネットワークノードにわたって分配（又は分散、又は分割）され得る。
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【００８９】
　Ｃ．例示的な通信セッション
　再び図４を参照すると、通信セッション中に、各々のクライアントネットワークノード
は、リアルタイムデータストリーム（例えば、モーションデータストリーム、オーディオ
データストリーム、チャットデータストリーム、ファイル転送データストリーム、及びビ
デオデータストリーム）のそれぞれのセットを生成する。例えば、各通信者は、仮想エリ
ア６６内の該通信者のアバターの動きを制御するモーションデータストリームを生成する
１つか又は複数の入力デバイス（例えば、コンピュータマウス５２及びキーボード５４）
を操作する。追加的には、通信者の声と、コンピュータシステム４８の付近において局所
的に生成される他の音声とが、マイクロホン６０によって取り込まれる。マイクロホン６
０は、リアルタイムオーディオストリームへと変換されるオーディオ信号を生成する。オ
ーディオストリームのそれぞれのコピーが、仮想エリア６６内のアバターによって表され
る他のネットワークノードに伝達される。これらの他のネットワークノードにおいて局所
的に生成される音声は、リアルタイムオーディオ信号へと変換されて、コンピュータシス
テム４８に伝達される。リアルタイムカーネル２０は、他のネットワークノードによって
生成されるオーディオストリームを、スピーカ５６、５８によって再生（レンダリング）
されるオーディオ信号へと変換する。モーションデータストリーム及びオーディオストリ
ームは、通信者ノードの各々から、他のクライアントネットワークノードへと、直接的に
か又は間接的にのいずれかで伝達され得る。幾つかのストリームハンドリングトポロジに
おいて、クライアントネットワークノードの各々は、他のクライアントネットワークノー
ドによって伝達されるリアルタイムデータストリームのコピーを受け取る。他のストリー
ムハンドリングトポロジにおいて、１つか又は複数のクライアントネットワークノードは
、ネットワークノードのうちの他の幾つかのネットワークノードからもたらされる（又は
発生される）リアルタイムデータストリームから導出される１つか又は複数のストリーム
ミックスを受け取る。
【００９０】
　幾つかの実施形態において、エリアサービス２６は、仮想エリアの現在の仕様と、仮想
エリア内にあるオブジェクトの現在のレジスタと、エリアサービス２６をホストしている
ネットワークノードによって現在生成されている任意のストリームミックスのリストと、
を含むグローバル状態情報を保持する。オブジェクトレジスタは、典型的には、仮想エリ
ア内の各オブジェクトについて、それぞれのオブジェクト識別子（例えば、オブジェクト
を一意的に識別するラベル）と、オブジェクトに関連付けられているネットワークノード
との確立されることとなるネットワーク接続を可能にする接続ハンドル（例えば、ＩＰア
ドレスなどのＵＲＩ）と、オブジェクトに関連付けられているリアルタイムデータソース
及びシンク（例えば、オブジェクトに関連付けられているネットワークノードのソース及
びシンク）を識別するインターフェースデータと、を含む。オブジェクトレジスタはまた
、典型的には、通信者か又はエリアサービス２６のいずれかによってオブジェクトに対し
て明確に割り当てられ得るか、或いは、オブジェクトの他の属性から推測され得る、１つ
か又は複数のオプションの役割（ロール）識別子を、各オブジェクトごとに含む。幾つか
の実施形態において、オブジェクトレジスタはまた、仮想エリア内のオブジェクトに関連
付けられたネットワークノードから受け取ったリアルタイムモーションデータストリーム
の分析からエリアサービス２６によって決定されたものとして、仮想エリア内のオブジェ
クトの各々の現在の位置を含む。これに関して、エリアサービス２６は、仮想エリア内の
オブジェクトに関連付けられたネットワークノードからリアルタイムモーションデータス
トリームを受け取って、仮想エリア内に進入する、仮想エリア内を去る、及び仮想エリア
内を動き回る通信者のアバターと他のオブジェクトとを、モーションデータに基づいて追
跡する。エリアサービス２６は、追跡されるオブジェクトの現在の位置に従って、オブジ
ェクトレジスタを更新する。
【００９１】
　他のネットワークノードとのリアルタイムデータストリーム接続を管理（運用）するプ
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ロセス内において、エリアサービス２６は、インターフェースデータと、ゾーンリストと
、現在仮想エリア内に存在するオブジェクトの位置とを含むコンフィギュレーションデー
タのセットを、各クライアントネットワークノードごとに保持する。インターフェースデ
ータは、オブジェクトに関連付けられているリアルタイムデータストリームタイプにおけ
る全てのソース及びシンクのそれぞれのリストを、クライアントネットワークノードの各
々に関連付けられた各オブジェクトごとに含む。該ゾーンリストは、対応するクライアン
トネットワークノードに関連付けられたアバターによって現在占有されている仮想エリア
内における全てのゾーンのレジスタ（又は記録）である。通信者が最初に仮想エリアに進
入する時には、エリアサービス２６は、典型的には、現在のオブジェクト位置データベー
スを、位置初期化情報によって初期化する。その後、エリアサービス２６は、現在のオブ
ジェクト位置データベースを、仮想エリア内のオブジェクトの現在の位置で（仮想エリア
を共有する他のクライアントネットワークノードから受け取ったリアルタイムモーション
データストリームの分析から決定されたものとして）更新する。
【００９２】
　図６は、エリアサービス２６の一実施形態が、ユーザが仮想エリアに進入した時か又は
仮想エリアのゾーン間の境界線を横切った時に接続がなされる、要求されるリアルタイム
データストリーム接続のセットを、決定するということに従った一方法の一実施形態を示
す。エリアサービス２６は、各通信者ごとの占有されたゾーンのリストを、仮想エリア仕
様と、仮想エリアインスタンス内の通信者のアバターの位置とから構築する（図６のブロ
ック１８０）。このプロセス内において、エリアサービス２６は、仮想エリアインスタン
ス内のユーザのアバターの現在の位置を、仮想エリアインスタンス内のアバターの現在の
位置の座標を含んだ現在のオブジェクト位置データベースから読み出す。エリアサービス
２６は、次いで、通信者のアバターの現在の位置を、仮想エリア仕様内のゾーン定義と比
較する。エリアサービス２６は、通信者のアバターの現在の位置に一致する、仮想エリア
仕様内の全ゾーンから、占有ゾーンリストを編集（コンパイル）する。例えば、幾つかの
実施形態において、占有ゾーンリストは、通信者のアバターの現在の位置を、ゾーンのメ
ッシュが含んだ全ゾーンからなる。
【００９３】
　エリアサービス２６は、占有ゾーンリスト内のゾーンごとに画定される目標リアルタイ
ムデータストリームタイプのセットを決定する（図６のブロック１８２）。エリアサービ
ス２６は、次いで、要求されるリアルタイムデータストリームデータのセットを、目標リ
アルタイムデータストリームタイプのセットと、仮想エリアインスタンス内のオブジェク
トの位置と、仮想エリア仕様内において定義されたスイッチング規則とから決定する（図
６のブロック１８４）。
【００９４】
　幾つかの例示的な実施形態において、エリアサービス２６が、リアルタイムデータスト
リームデータのセット（これにより、ユーザが、共有仮想エリアインスタンス内において
他のネットワークノードとの合同通信セッション内に参加することが可能になる）を決定
した後に（図６のブロック１８４）、エリアサービス２６は、リアルタイムデータストリ
ーム接続を決定し、それによって、要求されるデータストリームデータの、コンピュータ
システム１２０への配信が生じる結果となることとなる。
【００９５】
　これらの実施形態のうちの幾つかでは、コンピュータシステム１２０の帯域幅性能に少
なくとも部分的に基づいて、コンピュータシステム１２０にリアルタイムデータストリー
ムのセットを配信するリアルタイムデータストリームハンドリングトポロジを、エリアサ
ービス２６が決定する。このプロセス内において、エリアサービス２６は、非ミックスの
リアルタイムデータストリームと、リアルタイムデータストリームの組み合わせから導出
されたストリームミックスとから、リアルタイムデータストリームの各々を受け取るため
のそれぞれの形式（フォーム）を決定する。エリアサービス２６はまた、直接的なピア・
ツー・ピア・ネットワークルートからリアルタイムストリームの各々が受け取られるネッ
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トワークルートと、他のネットワークノードのうちの１つか又は複数によって仲介される
ネットワークルートとを決定する。ストリームハンドリングトポロジが決定された後に、
エリアサービス２６は、コンピュータシステム１２０上において動作するリアルタイムカ
ーネルに対して命令を送る。該命令は、決定されたストリームハンドリングトポロジに従
って、コンピュータシステム１２０と、ネットワークノードのうちの他の幾つかのネット
ワークノードとの間における要求されるリアルタイムデータストリーム接続を指定する。
【００９６】
　図７は、要求されるデータストリームデータをコンピュータシステム１２０に配信する
リアルタイムデータストリーム接続のトポロジを決定するプロセス内においてリアルタイ
ムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示す。
【００９７】
　この方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、要求されるリアルタイムデータスト
リームデータ１８６のセットを、他のネットワークノードから直接的に受け取るのに、コ
ンピュータシステム１２０が十分な帯域幅を有しているかどうかを決定する（図７のブロ
ック１８８）。このプロセス内において、他のネットワークノードは、リンクリクエスト
をコンピュータシステム１２０に伝達する。該リンクリクエストは、コンピュータシステ
ム１２０によって必要とされるリアルタイムデータストリームの各セットの伝達を行うた
めのそれぞれの帯域幅要件を示す。リアルタイムカーネル２０は、要求される直接的な接
続を確立するために必要とされる全帯域幅と、コンピュータシステム１２０にとって現在
利用可能なダウンロード帯域幅とを比較する。
【００９８】
　もしも利用可能な帯域幅が、要求される全帯域幅に少なくとも等しければ、リアルタイ
ムカーネル２０は、要求されるリアルタイムデータストリームデータを提供する他のネッ
トワークノードとの直接的な接続を確立する（図７のブロック１９０）。このプロセス内
において、リアルタイムカーネル２０は、コンピュータシステム１２０と、他のネットワ
ークノードのうちの１つか又は複数のネットワークノードとの間においてソケット（例え
ば、ＴＣＰソケットか、又は性能のために最適化された特殊化されたリアルタイムソケッ
ト）を生成する。リアルタイムカーネル２０は、リアルタイムデータストリームを、（そ
れらを暗号化することと、それらを記録することと、及び、処理されたデータストリーム
を下流のソフトウェア構成要素に、（ユーザインターフェース内へとレンダリングするこ
とのために及びネットワーク１８上の伝送のために必要とされるものとして）配信するこ
ととを含めて）処理する。
【００９９】
　もしも利用可能な帯域幅が、要求される帯域幅よりも狭い場合には（図７のブロック１
８８）、リアルタイムカーネル２０は、ストリームミックスリストをチェックして、要求
されるリアルタイムデータストリームデータを提供するストリームミックスが、エリアサ
ービス２６によって現在生成されているかどうかを決定する（図７のブロック１９２）。
必要なストリームミックスが利用可能であるならば、リアルタイムカーネル２０は、エリ
アサービス２６との接続を確立し、該接続上において、必要なリアルタイムデータストリ
ームミックスのコピーが、エリアサーバ２８からコンピュータシステム１２０へと伝達さ
れる（図７のブロック１９４）。もしも必要なストリームミックスが利用可能でない場合
には、リアルタイムカーネル２０は、ストリームミックスリクエストを、エリアサービス
２６に送る（図７のブロック１９６）。もしも可能であるあれば、エリアサービス２６は
、該ストリームミックスリクエストに応答して、必要なストリームミックスを生成する。
【０１００】
ＩＶ．システムアーキテクチャ
　Ａ．イントロダクション
　通信者は、典型的には、クライアントネットワークノードからネットワーク１８に接続
し、このことは、典型的には、汎用コンピュータシステムか又は専用通信コンピュータシ
ステム（又は、ネットワーク可能なビデオゲームコンソールのような「コンソール」）に
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よって実現される。ネットワークノードは、他のネットワークノードとのリアルタイムデ
ータストリーム接続を確立する通信プロセスを実行し、典型的には、通信者によって進入
された各仮想エリアの景色（ビュー）を提示する視覚化レンダリングプロセスを実行する
。
【０１０１】
　図８は、コンピュータシステム１２０によって実現されるクライアントネットワークノ
ードの一実施形態を示す。コンピュータシステム１２０は、プロセッシングユニット１２
２と、システムメモリ１２４と、該プロセッシングユニット１２２をコンピュータシステ
ム１２０の様々な構成要素に結合するシステムバス１２６とを備える。プロセッシングユ
ニット１２２には、様々な商業的に利用可能なコンピュータプロセッサのうちの任意の１
つの形態とすることが各々可能な１つか又は複数のデータプロセッサを含めることができ
る。システムメモリ１２４には、コンピュータシステム１２０のための起動ルーチンを含
む基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ）を格納する読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）と、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）とを含めることができる。システムバス１２６は、メモ
リバスか、ペリフェラルバスか、又はローカルバスとすることができ、及び、（ＰＣＩ、
ＶＥＳＡ、マイクロチャンネル、ＩＳＡ、及びＥＩＳＡを含む）任意の様々なバスプロト
コルと互換性があるものとすることができる。コンピュータシステム１２０はまた、シス
テムバス１２６に接続されている永続記憶メモリ１２８（例えば、ハードドライブ、フレ
キシブルディスクドライブ、ＣＤ ＲＯＭドライブ、磁気テープドライブ、フラッシュメ
モリデバイス、及びディジタルビデオディスク）を備えており、不揮発性か又は永続記憶
装置をデータ、データ構造、及びコンピュータ実行可能命令に提供する１つか又は複数の
コンピュータ可読媒体ディスクを含む。
【０１０２】
　通信者は、１つか又は複数の入力デバイス１３０（例えば、１つか又は複数のキーボー
ド、コンピュータマウス、マイクロホン、カメラ、ジョイスティック、Ｗｉｉ入力デバイ
スのような物理モーションセンサ、及びタッチパッド）を用いて、コンピュータシステム
１２０と相互作用する（例えば、コマンド又はデータを入力する）ことができる。情報は
、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を通じて提示され得り、ディスプレイ
モニタ１３２上において通信者に対して提示される。該ディスプレイモニタ１３２は、デ
ィスプレイコントローラ１３４によって制御される。コンピュータシステム１２０にはま
た、他の入力／出力ハードウェア１３６（例えば、スピーカ及びプリンタのような周辺出
力デバイス）を含めることができる。コンピュータシステム１２０は、（「ネットワーク
インターフェースカード」すなわちＮＩＣとしても呼ばれる）ネットワークアダプタ１３
８を通じて他のネットワークノード１３８、１４０、及び１４２に接続する。
【０１０３】
　オペレーティングシステム（ＯＳ）１４４（例えば、アメリカ合衆国ワシントン、レッ
ドモンドのマイクロソフトコーポレイションから利用可能なＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（登録商
標）オペレーティングシステム）と、リアルタイムカーネル２０と、ドライバ１４６（例
えば、ＧＵＩドライバ）と、ネットワークプロトコル１４８と、ローカルソフトウェアア
プリケーション１５０（例えば、ＨＵＤ８４）と、データ（例えば、入力データ、出力デ
ータ、プログラムデータ、レジストリ１５６、及びコンフィギュレーション設定１５２）
とを含む、多くのプログラムモジュールが、システムメモリ１２４内に格納され得る。
【０１０４】
　Ｂ．オペレーティングシステム
　オペレーティングシステム１４４は、基本オペレーティングシステムサービスを、コン
ピュータシステム１２０上の生成ランタイム実行環境に提供することによって、ソフトウ
ェアアプリケーションをホストする。サービスの例示的なタイプの中で、典型的には、オ
ペレーティングシステムによって提供されるものは、リソース管理、ファイル管理、セキ
ュリティ、認証、検証（又は照合；ベリフィケーション）、通知、及びユーザインターフ
ェース（例えば、ウィンドウイング、メニュー、ダイアログ、など）である。
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【０１０５】
　コンピュータシステム１２０のリソース（例えば、メモリ、プロセッサ、及びＩ／Ｏデ
バイス）の管理に関連するサービスは、典型的には、オペレーティングシステムカーネル
によって実現される。ファイル管理は、オペレーティングシステムカーネルによって実現
され得るか、或いは、別個のファイルシステムマネージャ（例えば、幾つかのＭｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムにおいて提
供されるインストール可能なファイルシステム）によって実現され得る。ファイル（例え
ば、コンピュータデータファイルか又はソフトウェアアプリケーションファイル）をオー
プンさせるプロセス内において、ファイルシステムマネージャは、典型的には、データベ
ース内のファイルのディスク記憶位置（例えば、ＦＡＴ、ＦＡＴ９８、ＶＦＡＴ、ＭＦＴ
、及びＣＤＦＳなどのファイルアロケーションテーブル）を調べる適切なファイルシステ
ムドライバをコールして、ディスク上のファイルの記憶位置を策定する。セキュリティ、
認証、検証（又は照合）、通知、及びユーザインターフェースなどの、他のオペレーティ
ングシステム機能は、オペレーティンシステムにおける１つか又は複数の他の構成要素（
例えば、幾つかのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレー
ティングシステム内の実行サービスレイヤ）によって提供され得る。
【０１０６】
　サービスにおける例示的なタイプの中で、典型的には、オペレーティングシステムカー
ネルによって提供されるものは、プロセス管理、メモリ管理、デバイス管理、及びシステ
ムコールハンドリングである。プロセス管理は、実行しているアプリケーションを含み、
アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）をコンピュータシステムの
ハードウェア構成要素に提供することを含む。ソフトウェアアプリケーションが実行中の
プロセス内において、オペレーティングシステムカーネルは、典型的には、ソフトウェア
アプリケーションのためにメモリ内のアドレス空間をセットアップし、ソフトウェアアプ
リケーションコードを含むファイルを該アドレス空間内へとロードし、及びそのロードし
たソフトウェアアプリケーションコードを実行する。メモリ管理は、システムメモリ１２
４に対するソフトウェアアプリケーションアクセスを管理することを含む。デバイス管理
は、デバイスドライバを通じてハードウェアデバイスにアクセスを提供することを含む。
システムコールハンドリングは、オペレーティングシステムカーネルサービスを、ユーザ
モードソフトウェアアプリケーションにさらすＡＰＩを提供すること含む。（例えば、プ
ロセス間通信機構及びシステムコールを通じて）ＡＰＩを呼び出すことにより、ソフトウ
ェアアプリケーションは、オペレーティングシステムカーネルからのサービスをリクエス
トすることができ、パラメータを渡すことができ、及び、該リクエストに応答して該サー
ビスによって生成される結果を受け取ることができる。
【０１０７】
　オペレーティングシステム１４４は、典型的には、ハードウェア及びソフトウェアコン
フィギュレーション情報、ユーザ選択（又はユーザの好み）、及びセットアップ情報を、
レジストリ１５６内に格納する。例えば、レジストリ１５６は、典型的には、以下の情報
を含む。すなわち、システムを起動（ブート）して設定するために必要とされるパラメー
タ値と、オペレーティングシステム１４４の動作を制御するシステムワイドソフトウェア
設定と、セキュリティデータベースと、ユーザごとのプロファイル設定と、を含む。幾つ
かの実施形態では、別個のデータベースの代りに、接続規則３２がレジストリ１５６内に
格納される。
【０１０８】
　Ｃ．ネットワークプロトコル
　ネットワークプロトコル１４８は、コンピュータシステム１２０と、他のネットワーク
ノードとの間のデータの接続、伝達、及び転送を制御するか又は可能にする。ネットワー
クプロトコルの例示的なタイプは、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（Ｔ
ＣＰ／ＩＰ）、ユーザデータグラムプロトコル／インターネットプロトコル（ＵＤＰ／Ｉ
Ｐ）、リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）、及びセッションイニシエーションプロト
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コル（ＳＩＰ）を含む。
【０１０９】
　ＴＣＰ／ＩＰは、ＴＣＰ部とＩＰ部とを含む。より小さなパケット内へとメッセージを
挿入し、その通信ネットワークの他方端において該パケットを再構築し、及び、その途中
で消失した任意のパケットを再送信する、ことによる伝送機能を、このプロトコルのＴＣ
Ｐ部が提供する。宛先ネットワークと該宛先ネットワークにおける目標ノードとに対する
アドレスをデータパケットに割り当てることによるルーティング機能を、このプロトコル
のＩＰ部が提供する。ＴＣＰ／ＩＰを用いて伝達される各データパケットは、ＴＣＰ及び
ＩＰ情報を含むヘッダ部を含む。ＩＰは、通信スタックにおけるより上層（レイヤ）への
パケット配信の保証を行わない。一方、ＴＣＰは、接続配向されたエンド・ツー・エンド
トランスポートサービスに、保証された連続的なパケット配信を提供する。このようにし
て、ＴＣＰプロトコルは、信頼可能なトランスポート層接続を提供する。
【０１１０】
　ＵＤＰは、メッセージ配向されたトランスポート層プロトコルであり、アプリケーショ
ン層とインターネット層との間のインターフェースを提供する。ＵＤＰは、アプリケーシ
ョン層へのメッセージ配信の保証を行わない。ＵＤＰは、専用のエンド・ツー・エンド接
続を設定するための努力がなされないという点においてコネクションレスプロトコルであ
る。ＵＤＰの送り手は、ＵＤＰメッセージについての状態情報を、それらメッセージが送
られた後には保持しない。受け手の状態をチェックすることなく行われる、ソースから宛
先への一方向のメッセージの送信に、通信（伝達）が基づく。
【０１１１】
　ＲＴＰは、ネットワーク接続上においてオーディオ及びビデオを配信するための標準化
パケットフォーマットを画定する。ネットワークノード間でＲＴＰデータを送信すること
及び受信することにおいて、（ピア・ツー・ピア・ネットワーキングフレームワークと、
ＴＣＰソケットを単独でか又はＵＤＰと組み合わせて用いる中央集権化されたサーバと、
マルチキャストプロトコルとを含む）様々なネットワークプロトコルが使用され得る。
【０１１２】
　ＳＩＰは、互いを特定する（又は位置付ける）ための、通信セッションを確立するため
の、及び、アクティブセッションを終結させるための手段を、ユーザに提供する。ＳＩＰ
トランザクションによって、セッションネゴシエーションプロセスが、セッションディス
クリプションプロトコル（ＳＤＰ）に従って処理される。
【０１１３】
　Ｄ．デバイスドライバ
　デバイスドライバ１４６は、典型的には、ソフトウェアアプリケーションによって実現
され、該ソフトウェアアプリケーションによって、他のソフトウェアアプリケーション（
例えば、ユーザモードソフトウェアアプリケーション及びオペレーティングシステム）が
、コンピュータシステム１２０に接続されているハードウェアデバイスと相互作用するこ
とが可能になる。デバイスドライバは、典型的には、ソフトウェア処理とハードウェアデ
バイスとの間において伝送されるコマンド及びデータを変換するために、ソフトウェア処
理によってなされるコールによって呼び出され得る機能にＡＰＩを提供する。
【０１１４】
　Ｅ．リアルタイムカーネル
　１．イントロダクション
　仮想エリア通信環境を共有する他のネットワークノードとコンピュータシステム１２０
との間においてリアルタイムデータストリームを処理すること及びスイッチングすること
と、並びに、ディスプレイモニタ１３２上に仮想エリア及び該仮想エリア内のオブジェク
トのそれぞれの景色（ビュー）を提示することと、を制御するサービスをリアルタイムカ
ーネル２０が含む。これらの処理において、リアルタイムカーネルは、オペレーティング
システム機能とインターフェースし、該オペレーティングシステム機能は、リアルタイム
データストリームを、他のネットワークノードと交換するために、及び、没入型仮想エリ
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ア通信経験を通信者に提示するために、コンピュータシステム１２０のハードウェア構成
要素へと及び該ハードウェア構成要素からコマンド及びデータを変換するドライバ１４８
と伝達し合う。
【０１１５】
　リアルタイムカーネル２０の実現形態は、１つか又は複数のディスクリートなモジュー
ルか又はライブラリ（例えば、ダイナミックリンクライブラリ）を含み、それらは、いか
なる特定のハードウェアか、ファームウェアか、又ソフトウェアコンフィギュレーション
にも限定されない。一般に、（ディジタル電子回路構成（例えば、ディジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ）のような特定用途向け集積回路）内においてか、或いは、コンピュータハ
ードウェア内か、ファームウェア内か、デバイスドライバ内か、又はソフトウェア内にお
いてを含む）任意のコンピューティングか又はデータ処理環境内において、これらのモジ
ュールが実現され得る。幾つかの実施形態において、モジュールの機能性は、単一データ
処理構成要素内へと組み合わされる。幾つかの実施形態において、１つか又は複数の各モ
ジュールのそれぞれの機能（又は機能性）は、複数データ処理構成要素の、それぞれのセ
ットによって実施される。幾つかの実現形態において、リアルタイムカーネル２０の実施
形態によって実行される方法を実現するための処理命令（例えば、コンピュータソフトウ
ェアのようなコンピュータ可読コード）と、並びに、それらが生成するデータとが、１つ
か又は複数のコンピュータ可読媒体内に格納される。これらの命令と、データとを明白に
具現化するための適合可能な記憶装置は、（例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及びフ
ラッシュメモリデバイスのような半導体メモリデバイスを含む）不揮発性コンピュータ可
読メモリの全形態と、（内蔵ハードディスク及びリムーバブルハードディスクなどの）磁
気ディスクと、光磁気ディスクと、ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＲＡＭと、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＡＭと
を含む。
【０１１６】
　２．例示的なリアルタイムカーネル機能（機能性）
　リアルタイムカーネル２０は、コンピュータシステム１２０と、仮想エリア通信環境を
共有する他のネットワークノードとの間でネットワーク接続を確立すること及び管理（運
用）することにおいて、１つか又は複数のネットワークインフラサービスと協働する。例
示的な機能（機能性）の中で、ネットワーク接続を確立すること及び管理（運用）するこ
とのプロセス内に含まれるものは、セッション管理（運用）、リモート制御ストリームハ
ンドリング、及びリアルタイムタスクスケジューリングである。
【０１１７】
　ｅ．セッション管理（運用）
　図９は、仮想エリアに対する接続をリクエストするリアルタイムカーネルＡＰＩコール
に応答して、リアルタイムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示す。
【０１１８】
　図９の方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、仮想エリアの指定を決定する（図
９のブロック１６０）。幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０のこの機
能（機能性）は、リアルタイムカーネルサービスに対する仮想エリア指定を含むリアルタ
イムカーネルＡＰＩコールを発行することによって呼び出される。リアルタイムカーネル
ＡＰＩコールは、任意のソフトウェアアプリケーション、オペレーティングシステムサー
ビスによってなされ得る。
【０１１９】
　リアルタイムカーネル２０は、指定された仮想エリアをホストするネットワークインフ
ラサービスとのセッションを確立する（図９のブロック１６２）。このプロセス内におい
て、リアルタイムカーネル２０は、エリアサービス２６とのセッションを確立する。リア
ルタイムカーネル２０は、次いで、指定された仮想エリアに接続するためのリクエストを
、エリアサービス２６に伝達する。エリアサービス２６は、リアルタイムカーネル２０か
ら受け取った該リクエスト内において指定される仮想エリアのインスタンスを決定する。
仮想エリアインスタンスのインスタンスを決定した後に、エリアサービス４６は、ユーザ
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の能力（又は機能）が、仮想エリアインスタンスに関連付けられた能力（又は機能）要件
を満たしているかどうかを決定する。もしもユーザの能力（又は機能）が、該能力（又は
機能）要件を満たしていれば、エリアサービス４６は、仮想エリアインスタンスの現在の
状態を記述する状態データ（例えば、仮想エリアインスタンス内に現在存在するオブジェ
クトのリストに加えて、これらのオブジェクトに関連付けられた通信者の名前）の利用可
能性を指示するメッセージを伝達する。
【０１２０】
　リアルタイムカーネル２０は、仮想エリアインスタンスの現在の状態を記述した状態デ
ータを認可（又は承認）する（図９のブロック１６４）。この認可（又は承認）リクエス
トに応答して、エリアサービス２６は、リアルタイムカーネル２０とエリアサービス２６
との間のリンク上のあるチャンネルに対して状態データを公開（又は発行）する。
【０１２１】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０のＳｏ３Ｄエンジンが、人間に
とって知覚可能な、状態データのビューを、レンダリングするために、オペレーティング
システム１４４のユーザインターフェースサービスを呼び出す。例えば、Ｓｏ３Ｄエンジ
ンは、ディスプレイ１３２上のエリア内に現在あるオブジェクトに関連付けられた各通信
者の表現をレンダリングするために、インターフェースサービスを呼び出すことができる
。幾つかの実施形態において、通信者は、アイコンによってか、サムネイル画像によって
か、或いは、通信者の名前でオプションでラベル付けられた他のグラフィックによって、
表現され得る。幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０の呼び出しにトリ
ガされたソフトウェアアプリケーションのグラフィカルインターフェース内において状態
データが提示される。幾つかの実施形態において、状態データは、ヘッドアップディスプ
レイ（ＨＵＤ）インターフェース８４の一実施形態において提示される（図５Ａ～図５Ｃ
を参照）。
【０１２２】
　仮想エリアインスタンスとの接続が確立された後に、リアルタイムカーネル２０の呼び
出しにトリガされたソフトウェアアプリケーションは、仮想エリアインスタンス内へのエ
ントリをリクエストするオプションをユーザに提供することができるか、或いは、仮想エ
リアインスタンス内へのエントリを、ユーザの代りに自動的にリクエストすることができ
る。
【０１２３】
　図１０は、仮想エリア内へのエントリをリクエストするリアルタイムカーネルＡＰＩコ
ールに応答して、リアルタイムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示
す。
【０１２４】
　図１０の方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、仮想エリアに進入する意志を、
仮想エリアをホストするネットワークインフラサービスに宣言する（図１０のブロック１
６８）。このプロセス内において、リアルタイムカーネル２０は、該宣言を含んだメッセ
ージを、エリアサービス２６に送る。該メッセージは、エリアサービス２６との既存リン
クか、或いは、リアルタイムカーネル２０によってエリアサービス２６との確立された新
規のリンク上、におけるチャンネル上において送られ得る。これに応答して、エリアサー
ビス２６は、ユーザの能力が、仮想エリアインスタンスに関連付けられている能力要件を
満たしているかどうかを決定する。もしもユーザの能力が、該能力要件を満たしていれば
、エリアサービス２６は、リアルタイムカーネル２０にコンフィギュレーションデータを
戻す。該コンフィギュレーションデータは、典型的には、仮想エリアインスタンスの定義
と、仮想エリアインスタンス内に現在存在するオブジェクトのレジスタと、仮想エリアイ
ンスタンスの仕様に従って仮想エリア内のオブジェクトに関連付けられているリアルタイ
ムデータストリームソース及びシンクのセットとを含む。
【０１２５】
　リアルタイムカーネル２０は、仮想エリア内の少なくとも１つのオブジェクトにそれぞ



(34) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

れ関連付けられた少なくとも１つのリアルタイムデータストリームソースとの少なくとも
１つのネットワーク接続上における少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの転
送を開始する（図１０のブロック１７０）。このプロセス内において、リアルタイムカー
ネル２０は、エリアサービス２６から受け取ったコンフィギュレーションデータに基づい
て、仮想エリアのインスタンスに関連付けられている１つか又は複数のネットワークノー
ドを確認する。リアルタイムカーネル２０は、次いで、少なくとも１つの確認した（突き
止めた）ネットワークノードとの少なくとも１つのネットワーク接続上における少なくと
も１つのリアルタイムデータストリームの転送を開始する。リアルタイムカーネル２０と
、他のネットワークノードとの間の接続は、ピア・ツー・ピア接続とすることができるか
、又は、サーバが仲介した接続とすることができる。ピア・ツー・ピア接続に関連して、
接続目標ネットワークノード及びリアルタイムカーネル２０は、典型的には、互いに認証
を行って、次いで、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを、接続目標に対し
て送るか又は受け取るかのいずれかを行うためのリンクを確立する。リンクは、典型的に
は、一方向であり、送り手（トランスミッタ）によってリクエストされ、及び、受け手（
レシーバ）によって受け取られるか又は拒否される。
【０１２６】
　この例示された実施形態において、リアルタイムカーネル２０は、開始されたリアルタ
イムデータストリームを、仮想エリアインスタンスの仕様内の少なくとも１つのストリー
ムハンドリング定義に従って処理する（図１０のブロック１７２）。このプロセス内にお
いて、リアルタイムカーネル２０は、ストリーム処理オブジェクトのセットを、方向付け
られたグラフ内へと、仮想エリア仕様内において定義されるストリーム処理コンフィギュ
レーションに従って組み立てる。
【０１２７】
　ｆ．リモート制御ストリームハンドリング
　図１１は、エリアサービス２６から受け取られるストリームハンドリング命令に応答し
て、リアルタイムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示す。
【０１２８】
　図１１の方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、リモートネットワークノード上
において動作するエリアサービス２６から１つか又は複数のストリームハンドリング命令
を受け取る。ここで、該ストリームハンドリング命令は、少なくとも１つのリアルタイム
データストリームを処理するためのストリームハンドラの仕様を含む（図１１のブロック
２００）。リアルタイムカーネル２０は、ストリームハンドラ仕様に従ってストリームハ
ンドラを作成する（図１１のブロック２０２）。該ストリームハンドラは、典型的には、
１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指定されるミキシング機能を含
む。該ミキシング機能は、リアルタイムデータストリームを、少なくとも１つの他のリア
ルタイムデータストリームとミックスして、ミックスされたリアルタイムデータストリー
ムを生成するために用いられる。リアルタイムカーネル２０は、生成したストリームハン
ドラを通じてリアルタイムデータストリームを処理することを含むプロセス内において、
結果データストリームを生成する（図１１のブロック２０４）。幾つかの実施形態におい
て、このプロセスは、１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指定され
るリアルタイム状態情報からコンフィギュレーションパラメータ値を決定することと、該
コンフィギュレーションパラメータ値によって、ストリームハンドラを動的に構成（又は
設定）すること、とを含む。
【０１２９】
　図１２は、エリアサービス２６から受け取られるストリームハンドリング命令２１０に
従って、（リアルタイムカーネル２０の構成要素である）ストリームハンドラコンフィギ
ュレーションマネージャ２０８によって作成されるストリームハンドラ２０６の一実施形
態を示す。ストリームハンドラコンフィギュレーションマネージャ２０８は、典型的には
、１つか又は複数の構成要素であるサービスと、リアルタイムカーネル２０の他の構成要
素とから構成される。ストリームハンドラコンフィギュレーションマネージャ２０８は、



(35) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

（処理グラフ要素（プロセッシンググラフエレメント）すなわちＰＧＥｓとしても呼ばれ
る）処理オブジェクトのセットから、ストリームハンドラ２０６を構築する。処理オブジ
ェクトの各々は、データストリームに関するある特定機能（例えば、変換機能、分割機能
、及びミキシング機能）を実施することが可能なソフトウェアオブジェクトである。スト
リームハンドラコンフィギュレーションマネージャ２０８は、１つか又は複数のストリー
ムハンドリング命令内において指定される処理オブジェクトをインスタンス化して、該イ
ンスタンス化された処理オブジェクトを、仕様に従ってストリームハンドラ２０６におけ
る方向付けられたグラフ構成要素２１２内へと組み立てる。幾つかの実施形態において、
ストリームハンドリング命令は、それぞれの固有の識別子によって処理オブジェクトを指
定し、及び、ストリームハンドラコンフィギュレーションマネージャ２０８は、処理オブ
ジェクトＡＰＩに対して、識別子のうちの幾つかの識別子のそれぞれを含むコールを発行
することによって、処理オブジェクトをインスタンス化する。ストリームハンドラ２０６
は、ある特定データタイプ（例えば、オーディオ、ビデオ、及びモーションデータタイプ
）の複数データストリーム２１４を、それぞれの処理チェーン（鎖）２１６～２１８を通
じて処理するよう構成（又は設定）される。該処理チェーン２１６～２１８は、処理オブ
ジェクトのうちの幾つかのオブジェクトの各々から構成される。ストリームハンドラ２０
６は、追加的には、（１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指定され
た）ミキシングオブジェクト２２０を含む。動作中、ストリームハンドラ２０６は、処理
されるリアルタイムデータストリーム２１６～２１８の組み合わせから、ミックスされた
リアルタイムデータストリーム２２２を生成するためにミキシングオブジェクト２２０を
実行する。幾つかの実施形態において、インスタンス化された処理オブジェクトのうちの
少なくとも１つが、ドライバモジュール２２４に対するそれぞれのコールをカプセル化す
る。該ドライバモジュール２２４は、結果データストリーム２２２に少なくとも部分的に
基づいて、ローカルネットワークノードのハードウェア構成要素を制御する。
【０１３０】
　ｇ．リアルタイムタスクスケジューリング
　図１３は、リアルタイムカーネル２０によって実施されるスケジューリングタスクのプ
ロセス内においてリアルタイムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示
す。
【０１３１】
　図１３の方法に従って、リアルタイムカーネル２０は、少なくとも１つのリモートネッ
トワークノードとの少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立する（図
１３のブロック２３０）。
【０１３２】
　リアルタイムカーネル２０は、リモートネットワークノードにより発生される少なくと
も１つのリアルタイムデータストリームを処理する（図１３のブロック２３２）。このプ
ロセス内において、リアルタイムカーネル２０は、結果データストリームを生成するため
に１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて少なくとも１つのリアルタイム
データストリームを処理する。
【０１３３】
　リアルタイムカーネル２０は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理
を監視する（図１３のブロック２３４）。幾つかの実施形態において、リアルタイムカー
ネル２０は、１つか又は複数の以下のパラメータを監視する。すなわち、結果データスト
リームが生成されるレートと、ローカルネットワークノードにおける少なくとも１つのプ
ロセッサの利用と、ローカルネットワークノードにおける少なくとも１つのネットワーキ
ングリソースによる帯域幅の利用とを監視する。幾つかの実施形態において、リアルタイ
ムデータストリームが、複数フレーム内へとパケット化され、及び、（典型的にはリモー
トマスタークロックサービスと同期が取られる）ローカルクロックに従って設定される連
続する各固定長インターバル中の該フレームの各々の処理をリアルタイムカーネル２０が
監視する。監視することに基づいて、リアルタイムカーネル２０は、性能目標（性能ター
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ゲット）から逸れたリアルタイムデータストリームを処理するか否かを決定する。幾つか
の実施形態において、該性能目標は、結果データストリームの生成に関する時間ベースの
閾値を含む。例えば、幾つかの実施形態において、性能目標は、結果データストリームの
フレームが生成されるレートに基礎を置く（すなわち、条件とする）。このタイプの例示
的な性能目標は、目標閾値と目標範囲とを含む。
【０１３４】
　少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理が、性能目標から変動している
という決定に応答して、リアルタイムカーネル２０は、リアルタイム性能目標付けルーチ
ンに従って処理を変更する（図１３のブロック２３６）。
【０１３５】
　図１４は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理を監視することに基
づいて、リアルタイムカーネル２０によって実現される一方法の一実施形態を示す。少な
くとも１つのリアルタイムデータストリームの処理が、性能目標を満たすことに失敗した
という決定に応答して（図１４のブロック２３８）、リアルタイムカーネル２０は、計算
リソース負荷を、より低いレベルに低減させる（図１４のブロック２４０）。リアルタイ
ム性能目標付けルーチンの設計に依存して、リアルタイムカーネル２０は、典型的には、
計算リソースを、以下のやり方のうちの１つか又は複数のやり方において低減させる。す
なわち、リアルタイムカーネル２０が、リアルタイムデータストリームのうちの１つか又
は複数の部分の処理を省略することが可能であること（図１４のブロック２４２）と、リ
アルタイムカーネル２０が、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を省略するこ
とが可能であること（図１４のブロック２４４）と、リアルタイムカーネル２０が、少な
くとも１つのリアルタイムデータ処理動作を、異なるそれぞれのデータ処理動作に置換す
ることが可能であること（図１４のブロック２４６）と、において低減させる。リアルタ
イムデータストリームのうちの１つか又は複数の部分の処理を省略する前記プロセス内に
おいて、（図１４のブロック２４２）、リアルタイムカーネル２０は、典型的には、少な
くとも１つの以下の動作を実施する、すなわち、性能目標の外側にあるそれぞれの性能値
により特徴付けられる１つか又は複数のデータ処理動作を省略することと、１つか又は複
数のデータ処理動作を、データ処理動作のうちの幾つかに対してそれぞれ割り当てられて
いる優先度値に基づいて、優先的に省略することと、を実施する。
【０１３６】
　もしも、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理が、性能目標を満たし
（図１４のブロック２３８）、且つ、計算負荷が、上述の任意の方法によってより低いレ
ベルに低減された場合（図１４のブロック２４８）には、リアルタイムカーネル２０は、
計算負荷を、より低いレベルから増加させる（図１４のブロック２５０）。リアルタイム
カーネル２０は、典型的には、ヒューリスティック（発見的問題解決法）に従ってブロッ
ク２４０内において計算リソース負荷を低減させるために用いられていた１つか又は複数
の動作を反転（又は逆転）させることにより、計算リソース負荷を増加させる。もしも、
少なくとも１つのリアルタイムデータストリームの処理が、性能目標を満たし（図１４の
ブロック２３８）、且つ、計算負荷が、上述の任意の方法によってより低いレベルに低減
されなかった場合（図１４のブロック２４８）には、リアルタイムカーネル２０は、リア
ルタイムデータストリームの現在の処理を維持する。
【０１３７】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０は、少なくとも１つのリアルタ
イムデータストリームに関するデータ処理動作のうちの幾つかのそれぞれを実施する処理
オブジェクトをインスタンス化する。リアルタイムカーネル２０は、方向付けられたグラ
フを、インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかの処理オブジェクトから構
築して、該方向付けられたグラフを通じて、少なくとも１つのリアルタイムデータストリ
ームを処理する。リアルタイム性能目標付けルーチンに依存して、リアルタイムカーネル
２０は、インスタンス化された処理オブジェクトのうちの１つか又は複数を、該方向付け
られたグラフから、一部取り除く（枝刈りを行う：pruning）ことによって、リアルタイ
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ムデータストリームの処理を変更することができる。幾つかの実施形態において、処理オ
ブジェクトは、それぞれの優先度値が割り当てられ、リアルタイムカーネル２０は、イン
スタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかを、方向付けられたグラフから、該割
り当てられた優先度値に基づいて排除することによって処理オブジェクトを一部取り除く
。例えば、これらの実施形態のうちの幾つかでは、該一部取り除くことは、優先度閾値を
満たすことに失敗した割り当てられた各優先度値を有したインスタンス化された処理オブ
ジェクトのうちの幾つかを、方向付けられたグラフから排除することを含む。
【０１３８】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０は、インスタンス化された処理
オブジェクトのうちの幾つかの処理オブジェクトから、第２の方向付けられたグラフを構
築する。該第２の方向付けられたグラフは、ローカルネットワークノードと少なくとも１
つのリモートネットワークノードとのうちの一方によって発生される第２のリアルタイム
データストリームを処理するために用いられる。これらの実施形態のうちの幾つかにおい
て、第１及び第２の方向付けられたグラフは、それぞれの優先度値が割り当てられ、及び
、リアルタイムカーネルが、割り当てられた優先度値に基づいて第１及び第２の方向付ら
れたグラフのうちの一方を優先的に変更することにより第１及び第２のリアルタイムデー
タストリームの処理を変更する。例えば、リアルタイムカーネルは、最小の優先度値が割
り当てられている第１及び第２の方向付けられたグラフのうちの一方を引き下ろす（又は
引きはがす）ことができる。
【０１３９】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０は、方向付けられたグラフを通
じて第２のリアルタイムデータストリームを処理する。ここで、該第２のリアルタイムデ
ータストリームは、ローカルネットワークノードと、少なくとも１つのリモートネットワ
ークノードとのうちの一方によって生じられる。幾つかのこれらの実施形態において、第
１及び第２のリアルタイムデータストリームは、それぞれの優先度値が割り当てられ、リ
アルタイムカーネル２０は、割り当てられた優先度値に基づいて、第１及び第２のリアル
タイムデータストリームのうちの一方の処理を優先的に変更する。
【０１４０】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２０は、ローカルネットワークノー
ドと、複数のリモートネットワークノードとの間におけるそれぞれのリアルタイムデータ
ストリーム接続を確立する。リアルタイムカーネル２０は、方向付けられたグラフを通じ
て、リモートネットワークノードのうちの幾つかの各々によって生じられるリアルタイム
データストリームを処理する。これらの実施形態のうちの幾つかにおいて、リアルタイム
データストリームは、それぞれの優先度値が割り当てられ、リアルタイムカーネル２０は
、割り当てられた優先度値に基づいて、１つか又は複数のリアルタイムデータストリーム
の処理を優先的に変更する。方向付けられたグラフは、典型的には、インスタンス化され
た処理オブジェクトのうちの幾つかの各々の複数の方向付けられたチェーン（鎖）を含む
。リアルタイムカーネル２０は、典型的には、該方向付けられたチェーンの各々を通じて
、リアルタイムデータストリームのうちの１つのそれぞれを処理する。これらの実施形態
のうちの幾つかにおいて、リアルタイムカーネル２０は、リアルタイムデータストリーム
の処理を、指定された性能目標内に該処理がなるまで反復的に変更する。各反復中に、該
変更することは、典型的には、（i）方向付けられたグラフからチェーンのうちの１つか
又は複数を除去することと、（ii）インスタンス化された処理オブジェクトのうちの１つ
か又は複数を、方向付けられたグラフから一部取り除くこと、とのうちの１つか又は複数
を実施することを含む。
【０１４１】
Ｖ．例示的なリアルタイムカーネル実施形態
　Ａ．イントロダクション
　図１５は、リアルタイムカーネル２０の一実施形態２６０を示す。リアルタイムカーネ
ル２６０は、異なるネットワークノード上における、２Ｄ／３Ｄグラフィックスレンダリ
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ングエンジン及びオーディオミキシング及びスイッチングエンジンのリモートコンフィギ
ュレーション及び実行をサポートして、２人か又は３人以上の通信者間の物理的プレゼン
スの感覚（センス）を生成する。単一仮想エリアインスタンス内において一度に相互作用
する全通信者を管理するプロセス内において、エリアサービス２６は、リアルタイムカー
ネル２６０と、他のネットワークノードとの間のセッションを、リアルタイムカーネル２
６０のパケットトランスポート構成要素（本明細書内においてＳＴＲＡＷサービス２６８
として呼ばれる）を介して、リモートに設定（又は構成）する。幾つかの実施形態におい
て、リアルタイムカーネル２６０は、エリアサービス２６との通信を最小化するためにポ
イント・ツー・ポイント（Ｐ２Ｐ）でデータストリーム（例えば、リアルタイムオーディ
オデータストリーム）を設定（又は構成）する。エリアサービス２６はまた、データスト
リームをミックスすることができ、及び、必要な時にはクライアントネットワークノード
にそれらを渡すことができる。リアルタイムカーネル２６０は、Ｐ２Ｐ接続の失敗をエリ
アサービス２６に報告することとなり、その結果、エリアサービス２６は、クライアント
ネットワークノードのためにデータストリームをミックスする時を決定することが可能と
なる。リアルタイムカーネル２６０は、小さなイニシャル領域（フットプリント）を有し
ており、更新（アップデート）をロードし、及び、ネットワーク接続上において徐々に増
加する機能をプラグインとしてロードする。
【０１４２】
　リアルタイムカーネル２６０は、マネージャ及びサービスのセットを含む。リアルタイ
ムカーネルマネージャの中には、接続及びサービスミックスマネージャ２６２、エリア／
ゾーンマネージャ２６４、及びプラグインマネージャ２６６がある。リアルタイムカーネ
ルサービスの中には、ＳＴＲＡＷサービス２６８、ＳＯＤＡハンドラサービス２７０、メ
ディアサービス２７１、オーディオストリームサービス２７２、Ｓｏ３Ｄインターフェー
スサービス２７４、アセットキャッシュサービス２７５、１つか又は複数のソーシャルプ
ロセッサ２７７、記録、再生、及びトランスポートバスサービス２７６、リアルタイムス
ケジューラサービス２７８、タイムサービス２８０、ＳＩＰサービス２８２、ローカルＨ
ＩＤ／ＲＤＳドライバハンドラサービス２８４、及びローカルオーディオデバイスのため
のインターフェースサービスがあり、該ローカルオーディオデバイスは、ローカルオーデ
ィオ再生２８６、ローカルスピーカ２８８、ローカルマイクロホン２９０、及びＳｋｙｐ
ｅ（登録商標）オーディオを含む。例示的な一実施形態において、リアルタイムカーネル
２６０は、以下のランタイムパッケージ構成要素（コンポーネント）によって実現される
。
【０１４３】
　ライブラリ：
　　　ライブラリ名　　　　　説 明
　　　SORK.DLL・・・・・リアルタイムスケジューラ２７８
　　　Compress.DLL・・・圧縮エンジン
　　　Media.DLL・・・・・ストリーミングオーディオ伝送のためのメディアサービス２
７１
　　　SODA.DLL・・・・・ストリーミングＳＯＤＡ定義伝送のためのＳＯＤＡチャンネル
サービス２７０
　　　GIPS.DLL・・・・・ＧＩＰＳ音声構成要素
　　　OpenAL.DLL・・・・サウンドカードサポートのためのオープンオーディオライブラ
リ（Open Audio Library）
　　　AudioSvc.DLL・・・オーディオストリームサービス２７２
　　　TransBus.DLL・・・オーディオストリームサービス２７２を含むメディアトランス
ポートバス
　　　OpenAL.DLL・・・・サウンドカード
　　　STRAW.DLL・・・・ＳＴＲＡＷサービス２６８（パケットトランスポートエンジン
）
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　　　CSMMgr.DLL・・・・接続及びサーバミックスマネージャ２６２
　　　AreaZone.DLL・・・エリア／ゾーンマネージャ２６４
　　　ArtCache.DLL・・・ローカルデータベース内のアート（art）に対してＳＯＤＡイ
ンターフェースを提供するアセットキャッシュサービス
　　　So3D.DLL・・・・・３Ｄレンダリングエンジンに対するＳＯＤＡインターフェース
　　　TimeSID.DLL・・・・ネットワーク時間基準インターフェース
　　　PlugInMgr.DLL・・・プラグインマネージャ
　
　他のプラグイン：
　　　暗号化アルゴリズム
　　　圧縮アルゴリズム
　　　認証アルゴリズム
　　　認証情報（クレデンシャル）
　　　オーディオミックス
　　　オーディオソース
　　　オーディオコーデック
　　　オーディオ計算
　　　グラフィカルエフェクト
　　　物理エクステンション
　　　スクリプトエクステンション
　　　入力デバイスホスティング
　Ｂ．リアルタイムカーネル設計
　図１５内に示されているように、リアルタイムカーネル２６０は、エリアサービス２６
から受け取った命令に従って仮想エリア通信環境をレンダリングするためのプラットフォ
ームの構成要素となるサービス、プラグイン、及びリアルタイムスケジューラのコレクシ
ョンとして設計される。プラットフォームを実現するために複数サービスが協働して、オ
ーディオ及びグラフィックスレンダリングコンフィギュレーションを通じてネットワーク
機能とは異なるレベルで動作する。プラグインは、様々なクラスに属しており、各々は、
（各々がそれ自身のクラスＡＰＩで）プラグイン管理（Plugin Management）ＡＰＩに準
拠している。リアルタイムスケジューラ２７８は、オーディオ及びグラフィックレンダリ
ングが、偶数フレームレートにおいて生じることを保証する。プラットフォームは、ＳＴ
ＲＡＷ　ＵＤＰソケット（ＳＯＤＡ記録の例示的なセットのためのＳＯＤＡ定義を含むセ
クションＶＩを参照のこと）上において伝達されたＳＯＤＡ定義記録を通じてエリアサー
ビス２６により仮想エリアのインスタンスに従って構成される。ＳＴＲＡＷサービス２６
８は、公開／認可モデルを用いてＳＯＤＡ記録ストリームを逆多重化（デマルチプレクス
）する。ＳＯＤＡ記録は、ＳＴＲＡＷソケットの他方端上に加入者が存在する時にのみ伝
達される。受け取られたＳＯＤＡ記録は、到来時に、１つか又は複数の加入者に配信され
る。サービスは、Ｓｏ３Ｄグラフィックスエンジン及びＨＵＤ８４によって利用されるた
めのローカルＡＰＩをサポートする。
【０１４４】
　以下のサブセクションは、リアルタイムカーネル２６０の実施形態とその構成要素のイ
ンストール、設計、及び動作を説明する。
　１．インストール
　ａ．概要
　幾つかの実施形態において、仮想エリアベースのレンダリングプラットフォームが、イ
ンストールパッケージとして、インターネット上のソフトウェアパッケージとしてダウン
ロードされる。それは、ダウンロードサーバからＨＴＴＰダウンロードにより配信される
。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステ
ムが動作するクライアントネットワークノード上において、前記プラットフォームソフト
ウェアパッケージは、．ｍｓｉパッケージである。初期インストールは、更新が利用可能
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となるとダウンロードサーバ上において修正されている単一パッケージである。新規のク
ライアントネットワークノードが、最新のインストールを実施する際には、次の更新が生
成されるような時まで他の更新は必要とされない。
【０１４５】
　リアルタイムカーネル２６０は、アプリケーションをカスタマイズするために、プラグ
インを利用する。必要なプラグインは、インストールパッケージ内に含まれている。時々
、構成要素（コンポーネント）は、独立に更新（アップデート）され得る（例えば、リア
ルタイムカーネルサービスがポイントリリースされ得り、及びプラグインが追加され得る
）。このケースでは、別個のＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）．ｍｓｉインストールパッケー
ジが、ポイントリリースのために生成され得り、及び、更新サーバによって登録され得る
。このインストールされるプラットフォームソフトウェアは、更新の通知がなされること
となり、アップグレードすることのオプションを通信者に提供することとなる。何人かの
通信者は、２つ以上の更新が利用可能になるまで、アップグレードすることが遅れる可能
性がある。通信者が最終的にアップグレードすることに同意した時には、全ての利用可能
な更新が連続的にロードされ且つ提供されることになる。
【０１４６】
　プラグインの複数バージョンが、クライアントネットワークノード上に同時に提示され
得る。これは、クライアントネットワークノードが、典型的には、機能をネゴシエートし
て、そのＡＰＩ及びバージョン要件に適合するプラグインを選択するからである。各プラ
グインは、そのＡＰＩ及びバリアントを公示（又は通告）する。プラグインは、ファイル
システム内において名称の衝突（コリジョン）を避けるため、異なるファイル名を有する
こととなる。同じＡＰＩで且つ異なるバリアントを有する２つのプラグインは、異なる実
現形態であり、その選択は、（おそらくは、例えば、サーバとのネゴシエーションにより
）プラグインをリクエストするサービスによってなされる。既存プラグインとして、同じ
ＡＰＩ及びバリアントの状態で、プラグインがロードされる時には、これはバグ修正であ
る。新規プラグインが、古いプラグインと置き換わる。サービスは、常に、アップグレー
ドによって置き換わる。同じＡＰＩを有した２つのサービスは決して存在しない。Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）インストールは、マニフェストと、バンドルされたＷｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）依存のＤＬＬｓとを使用して、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）環境の更新状態
とは無関係に、製品を機能させることを保証する。Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）に並んだ
機能が、他の製品インストール要件との衝突を避けるために用いられる。
【０１４７】
　ｂ．更新サーバ
　更新サーバは、各サポートされるホスト動作環境ごとのインストールパッケージと、以
前にサポートした各インストールパッケージごとのアップグレードパッケージとを含む。
【０１４８】
　クライアントネットワークノード及び更新サーバは、信頼可能なＳＴＲＡＷチャンネル
上において伝達を行う。更新サーバは、利用可能なアップグレード定義を、各サポートさ
れるホスト動作環境ごとに公開（又は発行）する。クライアントネットワークノード上に
インストールされている仮想エリアベースのレンダリングプラットフォームソフトウェア
は、その後、アップグレードに対する認可を行うことができる。更新サーバは、所望のソ
フトウェアを段階的に送ることを開始する。
【０１４９】
　幾つかの実施形態において、ユーザに最新のクライアントソフトウェアバージョンを見
せることを可能にさせるために、利用可能なアップグレードをリスト表示するために、及
び、アップグレード処理を開始及び監視するために、クライアントバージョン及びアップ
グレードツールが、各クライアントネットワークノード上にインストールされる。クライ
アントネットワークノードは、提供されているアップグレードパッケージのＧＵＩＤｓの
テーブルを維持することとなる。更新サーバにこのリストが提示されることとなり、その
見返りに、ペンディング中のアップグレードのリストが、アプリケーション順にＧＵＩＤ
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によって得られることとなる。それらは、添付された記述、サイズ、及び日付属性を有す
ることとなる。
【０１５０】
　アップグレードは、ダウンロードが完了し、且つ、自動インストールが成功を報告した
時にのみ、「適用済み」とマーキングされる。該自動インストールのプロセスは、ＤＬＬ
ｓがオーバーライトされる可能性があるため、任意の実行中のＳＯＲＫサービスを停止さ
せることを含む。処理に割り込みがかけられて、如何なるデータ伝送の再送も無しに再開
（レジューム）される可能性があるため、アップグレードをダウンロードすることは、Ｓ
ＯＤＡ記録のシーケンスを通じて行われる。該記録は、アップグレードＧＵＩＤ及びオフ
セットを含む。
【０１５１】
　ロールバックすることか又はアンインストールすることのための要件は存在しないので
、如何なるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）「に並んだ（si
de-by-side）」ライブラリマニフェストも必要ない。任意の要求されたライブラリが、ア
ップグレードの一部としてロードされ得る。
【０１５２】
　アップグレードツールは、レジストリを登録させることとなるか、或いは、適用される
アップグレードのＧＵＩＤｓを含んだ、並びに、任意の最新のローディングアップグレー
ドのＧＵＩＤを含んだファイルと、そのオフセットと、「今までの」データを含んだディ
スク上のファイルに対する参照とを含んだファイルを保持したままにさせることとなる。
アップグレードパッケージは、適用（又は提供）されると削除される。アップグレードパ
ッケージを、複数のクライアントネットワークノードについてキャッシュすることが望ま
しく、従って、キャッシングを行うこととなる同じクライアントプロキシでそれらを各々
指し示すことが望ましい。
【０１５３】
　ｃ．更新ローカルデータベース
　クライアントネットワークノードは、仮想エリアベースのレンダリングプラットフォー
ムサービス及びプラグインを、ローカルファイルシステム内のアセットディレクトリ内に
格納する。該サービス及びプラグインは、ＡＰＩｓ及び添付リソースを通じて、自己記述
的である。クライアントネットワークノードソフトウェア状態に関する更なる情報は保持
されない。クライアントネットワークノードが、（おそらくは、ＯＳのアップグレード後
に）仮想エリアベースのレンダリングプラットフォームソフトウェアを再インストールす
る時には、既存のプラグインが、典型的には、再有効化される（又は再認証される）。初
期のインストールは、全ての基本的なサービス及びプラグインを含むが、マシンオプショ
ンのか又はアプリケーション指定のプラグインが存在する場合があり、それらは典型的に
は、削除されるか又は再有効化される（又は再認証される）。幾つかの実施形態において
、有効なプラグインのバイナリコンテンツが、ハッシュされて、一方向に暗号化されて、
その結果として生じた値が、添付リソースとして格納される。該添付リソースは、プラグ
インが本物であるか否かをチェックするために使用される。疑わしいプラグインが正しい
ものであることを確認するために、最新のプラグインコンテンツが、再ハッシュされ、暗
号化されて、その結果として生じた値が、既存のリソースと比較される。該コンテンツが
、該リソースに一致しない場合には、そのプラグインは無効にされる。
【０１５４】
　ｄ．クライアント認証
　ネットワーク認証は、典型的には、リアルタイムカーネル２６０がランチされる度ごと
に一度だけなされる。幾つかの実施形態では、アカウントネットワークインフラサービス
を実行するアカウントサーバが用いられて、通信者が認証されて、該通信者ごとにリアル
ユーザ識別子（ＲＵＩＤ）が生成される。アカウントサーバは、トークンを生成し（その
後、該トークンはＲＵＩＤの一部として含められる）、他のサーバに対して自分自身が本
物であることを証明するために、そのトークンをクライアントネットワークノードに対し
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て提供する。このプロセス内において、クライアントネットワークノードは、認証情報（
クレデンシャル）がセキュリティ上安全にインストール時に発行される。該認証情報（ク
レデンシャル）は、典型的には、認証局により署名された、認証局（ＣＡ）定義の証明書
である。該証明書は、プライベートキー（鍵）とパブリックキー（鍵）とを含む。仮想エ
リアベースのレンダリングプラットフォームインストールパッケージは、パブリックキー
のみを含む新たな認証情報（クレデンシャル）を生成する。プライベートキーは、クライ
アントネットワークノード上においてセキュリティ上安全に格納される。仮想エリアベー
スのレンダリングプラットフォームインストールパッケージは、プライベートキーを用い
て署名を生成して、通信者によって提供されたパスワードのダイジェストを暗号化し、該
署名を、セキュリティ上安全にアカウントサーバに対して伝達する。該アカウントサーバ
は、該ダイジェストを回復させて、クライアントを識別する秘密事項としてそれを格納す
る。
【０１５５】
　接続を確立する時には、リアルタイムカーネル２６０は、認証情報（クレデンシャル）
をアカウントサーバと共有する。該アカウントサーバは、この認証情報（例えば、サーバ
側の証明書）に応答する。クライアントネットワークノード及びアカウントサーバは、レ
ジストレーション権限を用いて、該認証情報を確認（又は認証）する。検証されると、サ
ーバ側の認証情報は、どこのどのサーバに対しても有効になる。
【０１５６】
　幾つかの実施形態において、アカウントサーバはまた、ランダムな１２８ビットのチャ
レンジフレーズを、クライアントネットワークノードに対して提供する。該クライアント
ネットワークノードは、通信者によって提供されたパスワードの暗号ダイジェストと共に
該チャレンジフレーズをハッシュして、これを応答として戻す。アカウントサーバもまた
、その通信者について以前に取得したダイジェストと共に該チャレンジフレーズをハッシ
ュして、クライアントネットワークノードからの応答が一致することを検証する。次いで
ネットワーク接続が認証されて、プライベートキーの所有者として通信者が識別（特定）
される。
【０１５７】
　幾つかの実施形態において、アカウントサーバは、添付署名によるランダムなクライア
ントＩＤを通信者に割り当てる。該署名は、アカウントサーバプライベートキーを用いて
暗号化されたクライアントＩＤの１２８ビットのハッシュである。該署名は、アカウント
サーバによってのみ、生成され得る。トークンを受け取ったものは誰でも、アカウントサ
ーバによって発行されたパブリックキーを用いてダイジェストを解読してそれをクライア
ントＩＤと比較することによって、通信者を認証することができる。
【０１５８】
　ｅ．アカウントサーバ認証
　図１６は、アカウントサーバ２９６がその認証情報（クレデンシャル）を通じて認証さ
れることによる一方法の一実施形態を示す。この方法に従って、クライアントネットワー
クノード２９４とアカウントサーバ２９６とが認証情報（クレデンシャル）を交換する（
図１６のブロック２９８、３００）。クライアントネットワークノード２９４に対するア
カウントサーバ２９６の、後の高速な認証のために、クライアントネットワークノード２
９４は、アカウントサーバ２９６に対してサーバＩＤ及びサーバトークンを発行する（図
１６のブロック３０２）。アカウントサーバ２９６は、次いで、クライアントＩＤと、添
付識別トークンとを、クライアントネットワークノード２９４に対して発行する（図１６
のブロック３０４）。アカウントサーバへのストリームに関する認証フェーズは、参加者
のパブリックキーを用いて暗号化される。
【０１５９】
　２．初期化シーケンス
　図１７は、クライアントネットワークノード上のオペレーティングシステムがランチさ
れる度にリアルタイムカーネル２６０のローダー構成要素によって実現される一方法の一
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実施形態を示す。このプロセス内において、該ローダーは、１つか又は複数のカーネルサ
ービス構成要素を含むカーネル構成要素の静的リストをパーズする（図１７のブロック３
２０）。パーズしたリスト内の全てのカーネル構成要素であって、ローカルな保存場所（
例えば、ローカルファイルシステム内のディレクトリ）から無くなっている、該全てのカ
ーネル構成要素を、該ローダーが決定する（図１７のブロック３２２）。該ローダーは、
無くなっていることが決定されたカーネル構成要素の各々を回復させる（図１７のブロッ
ク３２４）。幾つかの実施形態において、ローダーは、無くなっているカーネル構成要素
をリモートネットワークノード（例えば、ダウンロードサーバか又は更新サーバ）から回
復させる更新サービスをクライアントネットワークノード上においてインスタンス化する
。無くなっているカーネル構成要素が回復された後に、該ローダーは、カーネルサービス
構成要素のうちの幾つかの各々からカーネルサービスをインスタンス化する（図１７のブ
ロック３２６）。インスタンス化されたカーネルサービスは、仮想エリアに関して画定さ
れる通信環境内における１つか又は複数のリモートネットワークノードと伝達し合うため
に実行される（図１７のブロック３２８）。例えば、幾つかの実施形態において、ＨＵＤ
８４は、本明細書内において詳細に記載されているようなＨＵＤセッションか又はエリア
セッションを確立するため、エリアサーバと伝達し合うためにカーネルサービスを呼び出
す。
【０１６０】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２６０の以下のサービスが、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）サービスＤＬＬｓとして起動（ブート）時にロードされる。
【０１６１】
　　●ＳＴＲＡＷサービス２６８
　　●ＳＯＤＡサービス２７０
　　●メディアサービス２７１
　　●オーディオストリームサービス２７２
　　●接続及びサーバミックスマネージャ２６２
　　●エリア／ゾーンマネージャ２６４
　　●アセットキャッシュサービス２７５
　　●リアルタイムスケジューラサービス２７８
　　●ＨＵＤ８４
　　●デフォルトプラグイン
　これらの実施形態において、サービスが、ＧＵＩＤによってでなく名称によってロード
される。各サービスのうちの１つのコピーのみが、一時、クライアントネットワークノー
ド上に提示される。ロード後、ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０、メディアサービス２
７１、オーディオストリームサービス２７２、エリア／ゾーンマネージャ、及びリアルタ
イムスケジューラサービスが、アイドル状態で待機する。接続及びサーバミックスマネー
ジャは、未設定のまま音声を放置して、エリアサーバに対する接続の定義を待つ。デフォ
ルトプラグインが、ＧＵＩＤによってＡＰＩクラスオブジェクトとして登録される。ある
定義内においてＧＵＩＤによって参照された時に、それらデフォルトプラグインがロード
される。ＨＵＤ８４は、アカウントサーバにコンタクトして、通信者を認証し且つ識別（
特定）する。ＨＵＤ８４は、ランデブーネットワークインフラサービスと、相互作用ネッ
トワークインフラサービスとに対するストリームを生成して、その最も最近に使用された
（ＭＲＵ）友達及びエリアリストとその頻度の高い友達及びエリアリストとをポピュレー
トする。アセットキャッシュサービス２７５は、典型的には、アート（art）データベー
スサーバにコンタクトして、ヒューリスティック（発見的問題解決法）に従って、ディジ
タルリソースをキャッシュしはじめ、そのＧＵＩＤマップを更新する。
【０１６２】
　３．セッション
　リアルタイムカーネル２６０は、クライアントネットワークノードと他のネットワーク
ノードとの間のセッションを管理する。あるセッション中、サーバとクライアントネット
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ワークノードとの間で、ＳＴＲＡＷソケット上においてＳＯＤＡ定義記録として、データ
が共有化される。データは、公開／認可（又は承認、署名）モデル内において共有化され
る。リアルタイムカーネル２６０は、クライアントネットワークノードが必要なデータに
対してのみ、認可（又は承認）をする。認可するために、リアルタイムカーネル２６０は
、所望のサーバに対してＳＴＲＡＷチャンネルを生成する。ＳＴＲＡＷチャンネルは、特
定の仮想エリアのために周知のＧＵＩＤによってネゴシエートされる。幾つかの実施形態
において、ＳＴＲＡＷソケットが、設定（又は構成）されたＤＮＳ通じて提供されるアド
レスを用いて接続される。
【０１６３】
　エリアサービスは、通信者にとって利用可能なデータストリームを示す公開メッセージ
を送ることとなり、それら各々をＧＵＩＤハンドルによってタグ付けする。リアルタイム
カーネル２６０は、従って、所望のデータストリームについての認可（又は承認、署名）
メッセージを送る。認可されたチャンネルについてのエリアサービスデータに対する任意
の変化が、ＳＯＤＡ定義記録として、これらチャンネルについて認可した全てのクライア
ントネットワークノードに送られる。
【０１６４】
　２つの主要なタイプのセッションが存在する。すなわち、（ａ）ＨＵＤ８４内に現在の
関係とプレゼンス情報とを表示することを含むＨＵＤセッションと、（ｂ）仮想エリアイ
ンスタンスに隠れて待機させることか又は進入させることかのいずれかを含むエリアセッ
ションである。
【０１６５】
　ａ．ＨＵＤセッション
　ＨＵＤセッション内において、ＨＵＤ８４は、アカウントサーバ、ＲＵＩＤサーバ、及
びランデブーサーバにコンタクトして、そしてＳＴＲＡＷチャンネルを通じて、通信者の
自身のアカウントと関係情報とを認可（又は承認）する。ＨＵＤ８４は、従って、密接に
関連したコンタクト及び仮想エリアについてのプレゼンス情報を認可（又は承認）する。
この時点で、ＨＵＤ８４は、密接に関連したコンタクトについての動的プレゼンス情報を
表示することができる。
【０１６６】
　ｂ．エリアセッション
　あるエリアセッション内において、ＨＵＤ８４は、関連した仮想エリアについての情報
を認可（又は承認）する。幾つかの実施形態において、ＨＵＤによって指定される仮想エ
リアをホストする現在のエリアサーバを決定するために、ディレクトリサーバが調べられ
る。ＳＴＲＡＷストリームが、現在のエリアサーバに対して生成される。
【０１６７】
　ＨＵＤは、仮想エリアに関連付けられているプレゼンスデータを認可（又は承認）して
、その２Ｄヘッドアップディスプレイを、仮想エリア内に現在参加している他の通信者の
名前で更新する。この時点において、該通信者は、仮想エリア内において、隠れて待機し
ている。通信者のプレゼンスが、ポップアップリスト内に表示され得り、及び、アイコン
が、ＨＵＤエリア表現において（例えば、図５Ａ～図５Ｃ内に示されたオフィス場所タイ
ルにおいて）表示される。
【０１６８】
　もしも通信者が、仮想エリアに進入するようＨＵＤ８４に指示した場合には、仮想エリ
アに進入する、通信者のリクエストを、リアルタイムカーネルが、ランデブーサービスに
知らせる。仮想エリアに関連付けられているプレゼンス情報に対する認可がなされている
他の通信者は、仮想エリアに進入した新たな通信者の知らせを受ける。
【０１６９】
　リアルタイムカーネル２６０は、相互作用環境をランチするようＳｏ３Ｄエンジンに指
示する。該Ｓｏ３Ｄエンジンは、エリアサーバ環境データ（例えば、レンダリング及びモ
ーションデータ）を認可（承認）する。エリアサーバは、リクエストされたエリアサーバ
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環境データを、リアルタイムカーネル２６０に対してストリーミングすることを開始する
。該リアルタイムカーネルは、リクエストされたデータを、Ｓｏ３Ｄエンジンに送って、
該Ｓｏ３Ｄエンジンが、現在の視覚化モード（例えば、２Ｄオーバーヘッドビューか、低
解像度ビューか、又は完全没入型３Ｄビュー）に従って該データをレンダリングする。
【０１７０】
　エリアサーバは、仮想エリア内のオブジェクトに関連付けられているクライアントネッ
トワークノード間において生（raw）のマイクロホンオーディオメディアストリームを画
定する。エリアサーバはまた、仮想エリア仕様内のオーディオハンドリング命令（例えば
、空間的なエフェクト定義、及びゾーン定義）に従って、オーディオミックス要素の定義
を生成する。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、各Ｐ２Ｐオーディオストリー
ムごとのＧＵＩＤハンドルを含むオーディオ定義に耳を傾けて、各定義ごとにメディアス
トリームを生成する。メディアストリームの各々は、ローカルトランスポートバス２７６
に登録（又は記録）されて、オーディオストリームサービス２７２によって適切なオーデ
ィオミキシング構成要素が生成される。エリア／ゾーンマネージャ２６４はまた、オーデ
ィオに対する及びアバター動作（モーション）及び配向データに対するＳＯＤＡ定義を認
可（又は承認）する。エリア／ゾーンマネージャ２６４は、通信者のアバターが仮想エリ
アを進むと、各オーディオストリームのゲイン／ミュートを制御する。
【０１７１】
　幾つかの実施形態において、エリア／ゾーンマネージャ２６４が、追加的には、関連デ
ータを認可（又は承認）する。該関連データは、仮想エリア内におけるアバターの配向／
動作／姿勢（ポーズ）をソーシャルプロセッサ２７７（図１５を参照）を介して制御する
ためにエリア／ゾーンマネージャ２６４が使用する。このプロセス内において、エリア／
ゾーンマネージャ２６４は、仮想エリア内のアバターの位置と該関係データとに基づいて
、ソーシャルプロセッサ２７７のパラメータ値を設定する。このようにして、通信者が話
す時にアバターの頭の位置と配向とを変更することによって、関係（関連）が指示され得
る（例えば、仮想エリアのゾーンに別のアバターが進入した時にその別のアバターの方に
向くようアバターを回転させるか、或いは、仮想エリアのメディアゾーンが進入を受けた
時にビュースクリーンの最適な眺め（又は景色；ビューイング）にアバターを配向する）
。幾つかの実施形態において、ソーシャルプロセッサ２７７は、サードパーティの開発者
によって画定され、プラグインを介してクライアントネットワークノードに配信される。
各ソーシャルプロセッサ２７７は、ある特定のイベントが発生した時に自動的に実行され
る命令のセットである（例えば、他のアバターか、あるエリア内のある位置か、或いはこ
れらの両方に対して、接近することによって、自動的な動作（モーション）がトリガされ
る）。ソーシャルプロセッサ２７７は、仮想エリア内のアバターか又はオブジェクトのモ
ーションを制御する任意のプログラムルーチンとすることができる。例えば、幾つかの実
施形態において、あるアバターがビュースクリーンに近づく場合には、ソーシャルプロセ
ッサの１タイプは、仮想エリア仕様内において画定される格子（グリッド）に該アバター
を自動的に素早くはめ込んで、ビュースクリーンの前に該アバターをセンタリングして、
ユーザが容易にビュースクリーンのコンテンツを見ることができるようにする。このよう
にして、アバターの動作の複雑な操作の必要性が取り除かれる。別のタイプのソーシャル
プロセッサ２７７は、別のユーザのプレゼンスを認識させるために、アバターを自動的に
旋回及び回転させる。例えば、このタイプのソーシャルプロセッサの一実施形態は、仮想
エリア内への新たな通信者のエントリに応答して、仮想エリア内のアバターを、互いに向
き合った状態から、該アバターが新たな通信者のアバターの方を向いているそれぞれの配
向へと、自動的に再配向させるよう構成される。このケースでは、もともと仮想エリア内
の、アバターに関連付けられている通信者は、彼らのアバターを手動で操作する必要がな
い。その代りに、ソーシャルプロセッサが、新たな通信者のプレゼンスを認識させるため
に、それらアバターの頭を自動的に回転させる。
【０１７２】
　４．管理セッション
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　図１８は、ＳＴＲＡＷサービス２６８によって実現されるセッション管理方法の一実施
形態を示す。
【０１７３】
　図１８の方法に従って、コネクションレス・トランスポート・プロトコル（例えば、Ｕ
ＤＰ）に従ってトランスポートストリームに関するリモートネットワークノードとの第１
のセッションを、ＳＴＲＡＷサービス２６８が、ローカルネットワークノード上において
確立する（図１８のブロック３６２）。ＳＴＲＡＷサービス２６８は、セッションの定義
を生成し、ここで、該定義は、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ポートア
ドレスと、トランスポートプロトコルのグローバル固有識別子とを含む。ＳＴＲＡＷサー
ビス２６８は、該定義をリモートネットワークノードに送る。ＳＴＲＡＷサービス２６８
は、リモートネットワークノードに割り当てられる第１のステーション定義を決定して、
該第１のステーション定義を、各々のオープンチャンネルの属性としてテーブル内に格納
する。このプロセス内において、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、リモートネットワークノ
ードから受け取られるステーション定義記録をパーズする。該ステーション定義記録は、
フィールドのセットを含み、ここで、該フィールドの各々は、それぞれのフィールドタイ
プと、関連付けられたフィールド値とによって画定され、該フィールドタイプの各々は、
それぞれのグローバル固有識別子（ＧＵＩＤ）によって識別される。
【０１７４】
　ローカルネットワークノード上における１つか又は複数のソフトウェアエンティティの
ために、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、第１のセッション内において、ローカルネットワ
ークノードとリモートネットワークノードとの間においてデータが伝達される１つか又は
複数のチャンネルを自動的にオープンする（図１８のブロック３６４）。このプロセス内
において、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、ローカル公開チャンネルを画定する記録と、リ
モート公開チャンネルのうちの１つのリモート公開チャンネルの識別子に一致する識別子
を有するローカル認可チャンネルの各々の記録とをリモートネットワークノードに送る。
【０１７５】
　第１のセッション内において、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、チャンネルのうちの幾つ
かのオープンチャンネルを識別（又は特定）するテーブルを維持して、それぞれの属性値
を該識別したチャンネルに関連付ける（図１８のブロック３６６）。ＳＴＲＡＷサービス
２６８は、ローカルネットワークノードから利用可能なローカル公開チャンネルと、１つ
か又は複数のソフトウェアエンティティによってリクエストされたローカル認可チャンネ
ルと、リモートネットワークノードから利用可能なリモート公開チャンネルと、リモート
ネットワークノードによってリクエストされたリモート認可チャンネルと、の属性を記録
する。このプロセス内において、ローカル公開チャンネル上においてデータを公開するた
めの容量（キャパシティ）を示す複数ソフトウェアエンティティのうちの１つのソフトウ
ェアエンティティの識別子と、ローカル公開チャンネルを認可するリモートネットワーク
ノードの識別子と、ローカル公開チャンネルの識別子と、を含む記録を、ＳＴＲＡＷサー
ビス２６８は、各ローカル公開チャンネルごとに維持する。ローカル認可チャンネルを認
可する複数ソフトウェアエンティティのうちの１つのソフトウェアエンティティの識別子
と、ローカル認可チャンネル上においてデータを公開するための容量（キャパシティ）を
示すリモートネットワークノードの識別子と、ローカル認可チャンネルの識別子と、ロー
カル認可チャンネルに関連付けられた１つか又は複数のネットワークトランスポートパラ
メータと、を含む記録を、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、各ローカル認可チャンネルごと
に維持する。リモート公開チャンネル上においてデータを公開するための容量（キャパシ
ティ）を示すリモートネットワークノードの識別子と、リモート公開チャンネルの識別子
と、を含む記録を、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、各リモート公開チャンネルごとに維持
する。
【０１７６】
　ＳＴＲＡＷサービス２６８は、セッション内において、１つか又は複数のオープンチャ
ンネル上において、ローカルネットワークノードとリモートネットワークノードとの間に
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おいてデータを伝達する。幾つかの実施形態において、記録（レコード）の形態において
データが伝達され、該記録の各々は、フィールドのセットを含む。記録の該フィールドの
各々は、それぞれのフィールドタイプと、関連付けられたフィールド値とによって画定さ
れ、それぞれの該フィールドタイプは、それぞれのＧＵＩＤによって識別される。幾つか
の記録は、メディア記録であり、該メディア記録は、メディアデータを含み、該メディア
データは、レンダリング可能なデータのパケットを含む。他の記録は、コンフィギュレー
ション記録であり、該コンフィギュレーション記録は、コンフィギュレーションデータを
含み、該コンフィギュレーションデータは、コンフィギュレーション設定（セッティング
）の定義を含む。メディア記録及びコンフィギュレーション記録は、典型的には、トラン
スポートストリーム上のトランスポート記録内にカプセル化される。メディア記録は、典
型的には、第１のデータ圧縮サービスを用いて圧縮され、及び、コンフィギュレーション
記録は、典型的には、第２のデータ圧縮サービスを用いて圧縮される。送信時に、ＳＴＲ
ＡＷサービス２６８は、該トランスポート記録を、それらが伝達される複数チャンネルの
うちの幾つかのチャンネルの各々の識別子に関連付け、該トランスポート記録を暗号化し
、及び、その暗号化されたトランスポート記録を順序付ける。受信時に、ＳＴＲＡＷサー
ビス２６８は、該トランスポート記録を解読して、その解読したトランスポート記録内に
含まれるメディア記録とコンフィギュレーション記録とを、ソフトウェアエンティティの
うちの認可する幾つかのソフトウェアエンティティへと発送する。
【０１７７】
　第１のセッションが失敗したという決定（判定）に応答して、ＳＴＲＡＷサービス２６
８は、コネクションレス・トランスポート・プロトコルに従って、第２のトランスポート
ストリームに関するリモートネットワークノードとの第２のセッションを確立することを
自動的に試みる（図１８のブロック３６８）。幾つかの実施形態において、ＳＴＲＡＷサ
ービス２６８は、リモートネットワークノードに割り当てられた現在のステーション定義
が、第１のセッションが確立された時にリモートネットワークノードに割り当てられた第
１のステーション定義とは異なっているという決定に応答して、第１のセッションが失敗
したということを決定（判定）する。
【０１７８】
　第２のセッションの確立の成功に応答して、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、テーブル内
の識別されたチャンネルの各々を、自動的にオープンする（図１８のブロック３７０）。
【０１７９】
　５．データストリームの処理
　リアルタイムカーネル２６０は、他のネットワークノードからクライアントネットワー
クノードによって受け取られるデータストリームを処理するためのストリームハンドラの
リモートコンフィギュレーションをサポートする。エリアサービス２６から受け取られる
命令に応答して、様々なサービスと、リアルタイムカーネル２６０における他の構成要素
とが協力して、処理要素における方向付けられたグラフを、データストリームを処理する
ために使用されるストリームハンドラ内へと構築及び構成する。エリアサービス命令は、
エリアサービス２６によって管理される仮想エリアによってホストされている仮想エリア
アプリケーションに従ってストリームハンドラを構成（又は設定）する。
【０１８０】
　図１９は、エリアサービス２６から受け取られるリモートストリームハンドリング命令
に応答して、リアルタイムカーネル２６０の構成要素によって実現される一方法の一実施
形態を示す。
【０１８１】
　図１９の方法に従って、リアルタイムカーネル２６０は、１つか又は複数のストリーム
ハンドリング命令から、リアルタイムストリームハンドラの仕様をパーズする（図１９の
ブロック３３０）。このプロセス内において、ＳＴＲＡＷサービス２６８が、ストリーム
ハンドラを構成（又は設定）するためのＳＯＤＡ定義を、エリアサービス２６から受け取
る。ＳＴＲＡＷサービス２６８は、該ＳＯＤＡ定義を、接続及びサーバミックスマネージ
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マネージャ２６２は、１つか又は複数のストリームハンドリング命令から、入力ソース識
別子と、出力シンク識別子と、１つか又は複数のデータ処理オブジェクトの各々における
それぞれの識別子とを、パーズする。
【０１８２】
　接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、前記複数識別子のうちの幾つかの識別子
のそれぞれに対応するリアルタイムストリームハンドリングオブジェクトをインスタンス
化する（図１９のブロック３３２）。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、その
インスタンス化されたオブジェクトを、トランスポートバス２７６に登録（又は記録）す
る。
【０１８３】
　トランスポートバス２７６は、仕様に従って、インスタンス化されたリアルタイムスト
リームハンドリングオブジェクトのうちの幾つかを含む方向付けられたグラフを生成する
（図１９のブロック３３４）。エリア／ゾーンマネージャ２６４は、オーディオ計算ＳＯ
ＤＡ定義を、該方向付けられたグラフ内における、指定されたオーディオ計算オブジェク
トに対して送る。
【０１８４】
　ＳＴＲＡＷサービス２６８は、入力ソース識別子に対応する入力ソースからリアルタイ
ムデータストリームを受け取る（図１９のブロック３３６）。ＳＴＲＡＷサービス２６８
は、リアルタイムデータストリームを、メディアサービス２７１に送り、該メディアサー
ビス２７１は、該ストリームを処理して、それをトランスポートバス２７６に送る。トラ
ンスポートバス２７６は、ストリームハンドラの処理グラフ要素を順に実行して、リアル
タイムデータストリームの指定処理を実施する。
【０１８５】
　ストリームハンドラは、出力シンク識別子に対応する出力シンクにおいて結果データス
トリームを生成する（図１９のブロック３３８）。該結果データストリームは、次いで、
クライアントネットワークノードのレンダリング構成要素に送られる。
【０１８６】
　６．リアルタイムカーネルのサービス及び他の構成要素
　リアルタイムカーネル２６０の構成要素は、サービス、プラグイン、及びライブラリを
含む。
【０１８７】
　ａ．コンプレッサ（Compressor）ライブラリ
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【表１】

　コンプレッサライブラリは、伝送データのための、オプションの圧縮レイヤを実現する
。プロトコルヘッダか又はリンクネゴシエーション交換を圧縮することは意図されていな
い。
【０１８８】
　コンプレッサライブラリは、ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０によって、及び、メデ
ィアサービス２７１によって、使用される。暗号化が設定される時には、これらのサービ
ス２７０、２７１は、２つのコンプレッサインスタンスと、データが通るパイプチャンネ
ルとを生成する。一方のコンプレッサインスタンスは送信用に使用され、他方のコンプレ
ッサインスタンスは受信用に使用される。
【０１８９】
　コンプレッサライブラリは、バリアントごとに設定される圧縮／解凍プラグインを使用
する。圧縮バリアントをネゴシエートして、それをコンプレッサに提供することは、サー
ビス次第である。
【０１９０】
　ｂ．オーディオストリームサービス（Audio Stream Service）
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【表２】

　幾つかの実施形態において、オーディオストリームサービス２７２は、Ｗｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）サービスＤＬＬである。
【０１９１】
　オーディオストリームサービス２７２は、オーディオストリームミキシングを管理する
。オーディオストリームサービス２７２は、オーディオプロセッシンググラフ要素（Audi
oComponentオブジェクトとしても呼ばれる）を生成し且つ設定（又は構成）するためのＡ
ＰＩｓを画定する。該オーディオプロセッシンググラフ要素は、エリア／ゾーンマネージ
ャ２６４によって操作される。オーディオストリームサービス２７２は、トランスポート
バス２７６のクライアントである。全てのオーディオプロセッシンググラフ要素は、トラ
ンスポートバス２７６に登録（又は記録）される。
【０１９２】
　オーディオプロセッシンググラフ要素は、以下のＡＰＩコールを介して、プラグインマ
ネージャ２６６（PlugInMgr）通じて生成される。
　　PlugInMgr::APIEnumerate（guiPluginApi）
　　PlugInMgr::VariantEnumerate（guidIdentifier, guidPluginApi）
　　PlugInMgr::CreateInstance（guidIdentifier, guidPluginApi, guidVariant）
　PlugInMgr::CreateInstance()ＡＰＩの起動が、ＡＰＩの所望バリアントのインスタン
スを表すguidPluginをもたらす。
【０１９３】
　オーディオプロセッシンググラフ要素のために使用されるプラグインＡＰＩｓは、
　　　AudioMix（オーディオミックス）
　　　AudioSource（オーディオソース）
　　　AudioInsert（オーディオインサート）
　　　AudioSend（オーディオセンド）
である。コーラー（caller）が、バリアントを提供し、該バリアントは、オーディオスト



(51) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

リームサービス２７２によって単に送られる。該バリアントは、仮想エリアアプリケーシ
ョン内において画定（定義）されたものとして、オーディオプロセッシンググラフ要素の
一実現形態を表す。オーディオストリームサービス２７２は、次いで、プラグインインス
タンス（guidPlugin）をカプセル化するAudioComponentオブジェクト（オーディオ構成要
素オブジェクト）を生成する。該AudioComponentは、プラグインマネージャ２６６を使用
して、プラグインのメソッドにアクセスする。該オーディオストリームサービス２７２は
、各オーディオＡＰＩごとに、すなわち、
　　　AudioMix（オーディオミックス）
　　　AudioSource（オーディオソース）
　　　AudioInsert（オーディオインサート）
　　　AudioSend（オーディオセンド）
ごとに、コレクトタイプの導出AudioComponentを生成する。
　AudioComponentオブジェクトは、トランスポートバス２７６に登録（又は記録）される
。トランスポートバスＡＰＩは、複数構成要素をグラフ内にリンクさせるために使用され
る。該AudioComponentＡＰＩは、トランスポートバス２７６及びエリア／ゾーンマネージ
ャ２６４の動作をサポートする。ベースクラスAudioComponentは、AudioSource（オーデ
ィオソース）のＡＰＩとAudioSink（オーディオシンク）のＡＰＩとを有し、それらＡＰ
Ｉは両方とも、同じプラグインの態様である。
【０１９４】
　ｃ．ＳＴＲＡＷサービス
【表３】

　（ｉ）概要
　いくつかの実施形態において、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商
標）サービスＤＬＬである。
【０１９５】
　ＳＴＲＡＷサービス２６８は、ＳＴＲＡＷトランスポートプロトコルを実現する。該Ｓ
ＴＲＡＷトランスポートプロトコルは、コネクションレス・トランスポート・プロトコル
（例えば、ＵＤＰ）上のネットワークノード間において、接続配向された暗号化された安
全なソケット接続を可能にする。ＳＴＲＡＷトランスポートプロトコルは、固定長のグロ
ーバル固有識別子（ＧＵＩＤｓ）を用いて、全記録と、該記録内の全フィールドタイプと
を識別する。例えば、幾つかの実施形態において、ネットワークノード（又はステーショ
ン）が、IP_Address（ＩＰアドレス）及びPort（ポート）によって画定される。これらの
実施形態において、ＳＴＲＡＷステーション識別記録は、下記ＧＵＩＤｓすなわち｛ＧＵ
ＩＤ１、ＧＵＩＤ２、ＧＵＩＤ３、ＧＵＩＤ４、ＧＵＩＤ５、ＧＵＩＤ６｝のセットによ
って、特定のネットワークノードを画定する。ここで、
　　●ＧＵＩＤ１は、ＳＴＲＡＷ記録を、ＳＯＤＡ記録として識別する。
　　●ＧＵＩＤ２は、ＳＴＲＡＷ記録を、ネットワークノード識別記録として識別する。
　　●ＧＵＩＤ３は、ＩＰアドレスフィールドタグである。
　　●ＧＵＩＤ４は、ネットワークノードのＩＰアドレスである。
　　●ＧＵＩＤ５は、ポート番号フィールドタグである。及び、
　　●ＧＵＩＤ６は、ネットワークノードのポート番号である。
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　これらの実施形態において、ステーション識別記録は、小さなサイズに容易に圧縮可能
なバイナリデータからなる。幾つかの実施形態において、フィールドタグを省くことによ
って、１つか又は複数のＳＴＲＡＷ記録のサイズを、更に低減することができる。これら
の実施形態において、ＳＴＲＡＷ記録の送り手（トランスミッタ）と受け手（レシーバ）
との両方が、ＳＴＲＡＷ記録のフォーマットを知るので、任意のフィールドタグを参照す
ることなく、フィールド値の意味が知られることとなる。
【０１９６】
　図２０を参照すると、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、トランスポートストリーム３４２
上のセッション３４０を管理する。幾つかの実施形態において、ＳＴＲＡＷセッションの
コンテキスト内のストリームは、｛ＩＰ、ポート｝アドレスの対（ペア）とトランスポー
トＧＵＩＤとによって画定される。あるセッションは、零か又は１つ以上の論理チャンネ
ルからなり、ここで、あるチャンネルは、特定のカーネルマネージャ（例えば、Ｓｏ３Ｄ
グラフィックスエンジン２７４、接続及びサーバミックスマネージャ２６２、及びエリア
／ゾーンマネージャ２６４）に適切な記録のシーケンスである。複数のカーネルマネージ
ャが、チャンネルごとに識別（又は区別）されて、同じストリームから記録を受け取るこ
とができる。
【０１９７】
　ＳＴＲＡＷサービス２６８は、２種類のチャンネルを管理する。すなわち、ストリーミ
ングデータ（例えば、オーディオ）を含むメディアチャンネルと、定義（又は命令）のＳ
ＯＤＡ記録を含むＳＯＤＡチャンネルと、を管理する。ＳＴＲＡＷ記録は、ストリーム上
のＳＯＤＡ記録とメディア記録とをカプセル化する。ＳＴＲＡＷ記録は、暗号化され、シ
ーケンス化され、メッセージ整合性フィールドを含む。該シーケンスは、記録ソースか又
は目的から独立している、すなわち、それは、順序狂い（又は故障）か又は記録失敗を検
出するために使用されるリンクレベル機能である。
【０１９８】
　ＳＴＲＡＷ記録は、チャンネルごとに識別される。ＧＵＩＤｓが、チャンネル識別子と
して使用される。ＳＯＤＡ及びメディア記録は、ＳＴＲＡＷ記録カプセル化にかかわりな
くストリームとして、チャンネルレベルにおいて圧縮され得る。各ＳＯＤＡ記録は、１つ
か又は複数のＳＯＤＡ定義３４４を含む。ＳＯＤＡ定義の例は、処理グラフ要素（例えば
、AudioMix（オーディオミックス）及びAudioEffect（オーディオエフェクト））、３Ｄ
レンダリングアセット（例えば、テクスチャ及びメッシュ）、及びＲＤＳ（例えば、アバ
ターモーションチェックポイント）を含む。各メディア記録は、１つのメディアパケット
３４６を含む。メディアパケットの例は、オーディオコーデック及びテキストを含む。
【０１９９】
　アプリケーションは、周知のＧＵＩＤ　ＩＤを用いて、セッションに関するチャンネル
を公開する。カーネルマネージャが、チャンネルを認可する。公開／認可モデルは、コネ
クションレスである。チャンネルを認可したカーネルマネージャは、チャンネル状態変化
の通知と、チャンネル記録とを、（それらが到来した時に）受け取ったことを登録（又は
記録）する。
【０２００】
　（ｉｉ）ストリーム、対、セッション、対、チャンネル、対、記録（レコード）
　ＳＴＲＡＷセッションのコンテキスト内において、ストリームは、２つのＩＰアドレス
／ポート対（ペア）及びトランスポートＧＵＩＤによって画定された２つのネットワーク
ノード間の双方向ＵＤＰソケットである。ストリームは、チャンネルのセッションをサポ
ートする。セッションは、論理的なノード・ツー・ノードの接続である。セッションは、
２つのノードのためのチャンネルを伝送する。セッションは、１つか又は複数のプロキシ
ステーションを通過することができ、複数セッションを含めることが可能なストリーム上
にわたって伝送される。
【０２０１】
　チャンネルは、セッション内において２つのネットワークノード間においてＳＯＤＡか
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又はメディア記録を伝送する論理的な構成体である。チャンネルは、信頼性があるものと
することができるか又は信頼性が無いものとすることができ、圧縮され得るか又は非圧縮
にされ得る。チャンネルのコンテンツは、コンテンツＧＵＩＤによって識別される。チャ
ンネル記録は、同じヘッダCHANNEL_CLIENT IDを共有するＳＴＲＡＷ記録のシーケンス内
において、及び、シーケンシャルなパケット番号と、ＭＡＣフィールドと共に、伝送され
る。ＭＡＣ計算は、一方向のみにおける所与のチャンネル上のパケットシーケンスに依存
する。単一チャンネル上において伝達される全記録は、コンフィギュレーションパラメー
タの単一セット（例えば、｛Client、reliable、compressed｝）を共有する。単一チャン
ネル上の記録は、シリアルストリームとして圧縮される。信頼性がある（信頼可能な）チ
ャンネルのみが、通常、圧縮され得る。幾つかの実施形態において、信頼性の無い（信頼
不可能な）チャンネルは、各キーフレームにおいて圧縮を再開する圧縮プロセスによって
、圧縮され得る。信頼性が無いチャンネル上において消失パケットがあるケースでは、そ
のチャンネル上の記録は、キーフレームが到着されるまでに破棄される（何故ならば、そ
れらは、順序が狂った状態で解凍されることが不可能であるからである）。
【０２０２】
　圧縮は、Compress.libを使用する。圧縮を改善するために、チャンネル定義には、プリ
ロードデータを含めることができる。該プリロードデータは、コンプレッサを通じて実行
されるが、伝達はされない。その目的は、共通のフレーズを有した圧縮状態テーブルを準
備することである。キーフレームが受け取られるたびごとに、圧縮状態テーブルはリセッ
トされて再構築される。
【表４】

　（ｉｉｉ）ＳＯＤＡ記録
　ＳＯＤＡ記録は、イニシャルＧＵＩＤ ＩＤと、１つか又は複数のＳＯＤＡ定義とを有
したネスト化された構造である。ＳＯＤＡ定義は、定義タイプと、定義長と、１つか又は
複数のフィールドとを有する。該定義タイプは、周知のＧＵＩＤ（例えば、guidAsset）
である。該定義長は、フィールドの全長を示す。フィールドは、タイプ指定固定フィール
ドと、ネスト化されたＳＯＤＡ定義との組み合わせである。すなわち、
　　ＳＯＤＡ記録：
　　　　　guid ID
　　　　　ＳＯＤＡ定義
　　　　　...
　　ＳＯＤＡ定義：
　　　　　Guid定義タイプ
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　　　　　long length;
　　　　　［フィールド］－定義タイプに依存
　　フィールド：
　　　　　固定フィールド
 　　又は ＳＯＤＡ定義
例えば、
【表５】

　ＳＯＤＡ記録が、ＳＴＲＡＷ記録内においてカプセル化される。すなわち、
【表６】

　（ｉｖ）チャンネル信頼性及びリンクレベルプロトコル
　ＳＴＲＡＷ記録は、番号付けられ、チャンネルＩＤを含む。パケットを受け取った後に
、及び、短時間の遅延の後、そのトランスポートは、各チャンネルごとの次に期待される
パケットの番号を含むＡＣＫ（肯定応答）記録を送って、それにより、送り手（センダー
）が、伝達した記録が受け取られたことを確認することができるようにし、及び、ローカ
ルリソースを解放することができるようにする。周期的な送信の他に、このＡＣＫに対す
る信頼性機能は存在しない。ほとんど全ての記録がうまく受け取られると仮定すると、こ
のスキームは、信頼性のために最小のネットワークリソースを用いる。
【０２０３】
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　ＭＡＣフィールドが、伝達される各ＳＴＲＡＷ記録ごとに計算される。それは、受け取
り時にチェックされる。
【０２０４】
　信頼性のある（信頼可能な）チャンネルについて：
　もしもチャンネル内の記録が、順序が狂って受け取られた場合には、その失敗した記録
に対するＮＡＣＫ（否定応答）が伝達される。ＭＡＣ障害もまた、ＮＡＣＫが結果として
生じられ、該ＮＡＣＫは、期待される記録に対して伝達される。単一記録に対して、最大
で４つまでのＮＡＣＫが許可され、次いで、このトランスポートは、失敗メッセージを、
任意の認可カーネルマネージャに対するキューに入れて、そのチャンネル定義を消去する
。
【０２０５】
　信頼性の無い（信頼不可能な）チャンネルについて：
　もしもチャンネル内の記録が、順序が狂って受け取られた場合には、その失敗したパケ
ット番号が、チャンネルに対して認可した任意のマネージャに対して信号で伝達され、Ｎ
ＡＣＫは送られない。ＭＡＣ障害もまた、失敗したパケットとして、チャンネルを許可し
た任意のカーネルマネージャに対して指示されて、ＮＡＣＫは送られない。失敗したパケ
ットに対する閾値は存在せず、チャンネルは、そのトランスポートによって決して閉じら
れない。
【０２０６】
　チャンネルを「閉じる」必要性は無い。全てのカーネルマネージャが認可しない場合に
は、チャンネル上のデータ送信が停止する。チャンネルは論理的なエンティティであるた
め、オペレーティングシステムリソースは使用されない。
【０２０７】
　（ｖ）公開／認可
　ＳＴＲＡＷサービス２６８は、ローカル公開及び認可エントリのリストを維持する。各
エントリは、
　　エントリを生成したローカルマネージャと、
　　サーバ識別子と、
　　チャンネル識別子と、
　　公開又は認可と、
　　（認可のための）トランスポートパラメータ
とを含む。
　このリストは、｛STRAW Service, GUID_NULL, Session, Subscribe, Reliable, Uncomp
ressed｝によって初期化される。
　このようにして、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、任意のセッションチャンネル上に到来
する、全ての到来ＳＯＤＡ記録を認可する。これらは、公開及び認可定義を含む。GUID_N
ULLチャンネルは、決して公開されず、全ストリーム毎の周知のチャンネルＩＤによって
許可されることとなる全てのサーバによってみなされる。
【０２０８】
　ＳＴＲＡＷサービス２６８はまた、ローカルリスト内に遅れた認可が登録されるケース
において使用されるために、全ての到来した公開定義のテーブルを維持する。
　｛IDCliant, IDServer, IDChannel｝
ここで、IDCliantは、チャンネルが意図されるある特定クライアントの（おそらくは零（
NULL）の）ＧＵＩＤであり、IDServerは、チャンネル記録のリモートソースであり、及び
IDChannelは、チャンネルの、チャンネルの周知のＧＵＩＤである。
【０２０９】
　別のステーションに対する所望の接続についてのセッション定義をＳＴＲＡＷサービス
２６８が受け取った時には、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、ストリームを確立し、そのセ
ッション定義を送り、次いで、セッションチャンネル上においてＳＯＤＡ記録内の全ての
ローカルテーブル公開エントリを送る。公開定義がＳＴＲＡＷサービス２６８に到着した
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時には、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、その定義を、公開定義テーブル内へと入力し、次
いで、公開記録内の一致チャンネルＩＤを有したローカルリスト内の各認可エントリごと
にセッションチャンネル上において認可定義を送る。認可定義が到着した時には、ＳＴＲ
ＡＷサービス２６８は、その定義についてのＳＯＤＡ記録を含むＳＴＲＡＷ記録として所
与のチャンネル上において（公開アプリケーションからパイピングされる）定義更新（ア
ップデート）を送りはじめる。記録は、複数チャンネル上において送られ得る。
【０２１０】
　カーネルマネージャが、サーバとのチャンネル内に参加することを望む時には、カーネ
ルマネージャは、任意のＳＴＲＡＷストリームが任意のサーバに存在するのか否か、認可
リクエストを画定する。もしも仮想エリアアプリケーションが後に公開する場合には（す
なわち、後続ストリームが確立される場合には）、ローカルテーブル内の変化が、テーブ
ル内の公開エントリの再送をトリガする。該ローカルテーブル内の変化は、リンクの他方
端において認可する任意の潜在物（latent）を自動的にトリガする。カーネルマネージャ
が後に認可し、且つ、公開テーブル内にエントリが存在する場合には、ＳＴＲＡＷサービ
ス２６８は、認可リクエストを自動的に送る。このプロセスは、リンク上にチャンネルデ
ータが送られることがレシーバ（受け手）によって望まれた場合にのみ、リンク上にチャ
ンネルデータが送られるということを保証する。
【０２１１】
　（ｖｉ）チャンネル記録発送
　ＳＴＲＡＷ記録は、それらが到着すると（暗号が）解読される。もしも有効である場合
には、それらの埋め込まれた記録が解凍され、次いで、全ての認可するカーネルマネージ
ャに発送される。ローカル認可エントリのリストが調査されて、（認可トランスポート情
報内の）チャンネルＩＤに一致する全エントリが、それらのメッセージキュー上の記録の
コピーを受け取る。
【０２１２】
　認可するカーネルマネージャは、メッセージが処理されると、該メッセージを解放する
責任を負う。メッセージのバルクデータ部分はコピーされないが、ＳＴＲＡＷ記録を含ん
でいるオリジナルネットワークバッファを指示（ポイント）する。各カーネルマネージャ
は、メッセージを解放し、それにより、それらメッセージが全て解放された時に、ネット
ワークバッファが、リサイクルされ得ることとなる。
【０２１３】
　（ｖｉｉ）ＳＴＲＡＷストリームの確立
　クライアントネットワークノードは、ストリーム上のセッションを、サーバ及びピアネ
ットワークノードに接続する。このプロセス内において、各パーティは、自身が本物であ
ることを他に対して認証する。
【０２１４】
　ＳＴＲＡＷストリームは、信頼性があり且つ確実なものである。このことは次のことを
意味する。すなわち、
　　●クライアントネットワークノードは、パートナーの正体（アイデンティティ）を確
信している。
　　●メッセージは、個人用（プライベート）である。
　　●受け取ったメッセージは、送られた（どこかの中間地点で変更を受けていない）保
証できるメッセージである。及び、
　　●同じやり方で、両パーティによってメッセージが解釈されることが可能であろう。
【０２１５】
　セッション定義の一部は、ストリームトランスポートプラグインＧＵＩＤｓのリストで
ある。定義に応答するクライアントネットワークノードが、少なくとも１つのＧＵＩＤｓ
をサポートする場合には、該クライアントネットワークノードは、プラグインをロードし
て、セッションを確立するために該プラグインを使用する。定義を生成するサーバは、含
まれる各クライアントネットワークノードのサポートリストを調査することができ、及び
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、定義内に含めるトランスポートプラグインＧＵＩＤを決定することができる。
【０２１６】
　セッション定義の一部は、ストリーム暗号化プラグインＧＵＩＤｓのリストである。定
義に応答するクライアントネットワークノードが、少なくとも１つのＧＵＩＤｓをサポー
トする場合には、該クライアントネットワークノードは、プラグインをロードして、セッ
ションを暗号化するために該プラグインを使用する。定義を生成するサーバは、含まれる
各クライアントネットワークノードのサポートリストを調査することができ、及び、定義
内に含めるストリーム暗号化プラグインＧＵＩＤを決定することができる。
【０２１７】
　（ｖｉｉｉ）サーバストリーム
　幾つかの実施形態において、クライアントネットワークノード３４４からサーバ３４６
へのストリームは、ディレクトリサーバか、マップサーバか、又はエリアサーバなどのサ
ーバから取得されるアドレスを用いて確立される。ストリームの例示的な目的は、プレゼ
ンス情報を得ることと、マップサーバからのレンダリング定義を用いてパブリック空間を
レンダリングすることと、及び、エリアサーバからのレンダリング定義を用いて仮想エリ
アをレンダリングすることと、を含む。
【０２１８】
　図２１は、一方法の一実施形態を示しており、該方法によって、クライアントネットワ
ークノード３４４とサーバ３４６との間において、サーバストリームが確立される。この
方法に従って、クライアントネットワークノード３４４は、クライアント認証情報（クレ
デンシャル）とストリームＩＤとを、サーバ３４６に対して送る（図２１のブロック３４
８）。サーバ３４６は、サーバ認証情報（クレデンシャル）とプリ・マスター・シークレ
ットとで返答する（図２１のブロック３５０）。ストリーム生成時に、接続するクライア
ントネットワークノード３４４が、暗号セットをネゴシエートして、次いで、その識別ト
ークンを提示することによって本物であることを認証する（図２１のブロック３５２）。
サーバ３４６は、クライアントネットワークノード３４４にとって適切なサーバトークン
を提示する（ストリームＩＤにより選択されて、及び、アカウントサーバによりサーバ３
４６に伝達される）（図２１のブロック３５４）。
【０２１９】
　（ｉｘ）クライアントストリーム
　図２２を参照すると、各セッションが、発行サーバによって生成される新たなＧＵＩＤ
によって識別される。ストリーム内に含まれるネットワークノードは、セッション定義を
通知され、及び、セッションＧＵＩＤのハッシュと、ストリーム暗号化キーとしてのクラ
イアントＩＤとを用いて、各ネットワークノードはその他のものと伝達し合う。図２２内
に示された例示的な実施例において、エリアサーバ３５６が、２つのクライアントネット
ワークノード３５８と３６０との間のセッションを画定する。クライアントネットワーク
ノード３５８、３６０の各々は、エリアサーバに対して本物であることを認証して、（セ
ッション定義を含めて）定義を伝達するために、暗号化したチャンネルを使用する。クラ
イアントネットワークノード３５８、３６０にとって、いかなる更なる認証の情報も互い
に共有する必要が無い。クライアントネットワークノード３５８、３６０の各々は、それ
ぞれのＧＵＩＤを用いて、サーバ３４６によって識別される。各セッション定義は、クラ
イアントネットワークノード３５８と３６０との両方を、それらのＧＵＩＤｓによって識
別する。セッション上において公開するチャンネルを決定するために、クライアントネッ
トワークノード３５８、３６０は、この情報を使用することができる。
【０２２０】
　クライアントネットワークノード３５８、３６０のうちの一方について、ストリームか
又はセッションが失敗した場合には、そのクライアントネットワークノードは、SessionF
ailureＳＯＤＡ定義を用いて、その失敗を、エリアサーバ３５６に通知する。失敗の理由
には、例えば、互換性のあるトランスポートが無かったためと、利用可能なチャンネルが
無かったためと、信頼性のある（信頼可能な）チャンネルが失敗したためと、が含まれる
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ことを試みることによって（例えば、プロキシか又はサーバを通じてオーディオストリー
ムを反射（又は反映）させることによって）、SessionFailureＳＯＤＡ定義に応答する。
【０２２１】
　幾つかの実施形態において、クライアントネットワークノード３５８、３６０は、（Ｓ
ＴＵＮに省略される）シンプル・トラバーサル・オブ・ＵＤＰ・スルー・ネットワーク・
アドレス・トランスレータズ（ＮＡＴｓ）ネットワークプロトコルに従って、Ｐ２Ｐで伝
達を行う。これらの実施形態において、クライアント３５８、３６０は、それぞれのＮＡ
Ｔｓを通じて動作する。サーバ（例えば、エリアサーバ３５６）は、ＳＴＵＮサーバとし
て振る舞い、ＮＡＴｓの公衆側のネットワーク内の２つのＩＰアドレスに耳を傾け、ＮＡ
Ｔｓの外側におけるマッピングされたＩＰアドレス及びポートを報告する。この情報から
、クライアントネットワークノード３５８、３６０は、プレゼンスと特定タイプのＮＡＴ
とを見出すことができ、及び、マッピングされた（外部の）ＩＰアドレス（ＮＡＴアドレ
ス）と、リモートホストに対する、クライアントのＵＤＰ接続について、ＮＡＴが割り当
てたポート番号とを取得することができる。クライアントネットワークノード３５８、３
６０は、次いで、外部ＩＰアドレスを使用して、ＵＤＰプロトコルに従って互いにＰ２Ｐ
で伝達し合う。ＳＴＵＮプロトコルに関する追加的な詳細事項を、Jonathan Rosenberg他
による「STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network 
Address Translators (NATs)」，インターネット標準化への提唱 RFC 3489 （2003年3月
）から得ることができる。
【０２２２】
　（ｘ）キープ・アライブ（Keep-Alive）
　幾つかの実施形態において、ストリームが確立されると、クライアントネットワークノ
ード上のトランスポートが、周期性アイドルのStreamKeepAlive定義を発行する。パート
ナーネットワークノードは、許容可能な最大インターバルであると見積もるタイムアウト
セットであれば何でも、該タイムアウトセットでStreamKeepAlive定義を返す。このメッ
セージの目的は、任意のＮＡＴファイアウォール・ピンホールをアクティブのまま保持す
ることである。パートナーネットワークノードは、所望のタイムアウトを記録し、及び、
該インターバルを毎回延ばす。次のメッセージが、異なるＩＰ及びポートから到来した場
合には、ＮＡＴは、タイムアウトされて、該キープアライブによって新たなピンホールが
生成されることとなる。該インターバルは、従って短くされるはずである。
【０２２３】
　アイドルタイマーが期限切れとなり且つメッセージが受け取られなかったためか、或い
は、キープアライブメッセージに対して返答が受け取られなかったためかのいずれかの理
由により、StreamKeepAliveが失敗していることに、クライアントネットワークノードか
又はパートナーネットワークノードのいずれかが気づいた場合には、それは、非常に短い
タイムアウトを有した即時StreamKeepAliveを発行する。これは、ドロップしたステーシ
ョンとドロップしたＵＤＰパケットとを区別するためである。何回かの再試行（リトライ
）が試みられ得る。該再試行の後に、返答が受け取られない場合には、失敗したセッショ
ンＩＤ（複数可）を有したローカルStreamFailureイベントが生成されて、そのストリー
ム定義が削除される。
【０２２４】
　幾つかの実施形態において、ＳＴＲＡＷサービス２６８は、自動的にリンクの再確立を
行うことによって、及び、アプリケーション（又はクライアント）の介入無しに、ローカ
ル公開及び認可テーブルエントリに基づいて、全ての認可及びデータフローを再リンクさ
せることによって、壊れたリンクに応答する。
【０２２５】
　ｆ．メディアチャンネルサービス
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【表７】

　幾つかの実施形態において、メディアチャンネルサービス２７１は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）サービスＤＬＬである。
【０２２６】
　メディアチャンネルサービス２７１は、音声（オーディオ）とテキストチャットとを確
実にＰ２Ｐで伝達させるために用いられる。メディアチャンネルサービス２７１は、スト
リームを圧縮するよう設定されていれば、そのようにすることとなる。コンプレッサライ
ブラリは、リクエストされると圧縮を遂行する。メディアチャンネルサービスは、バリア
ントにより設定されたオーディオコーデックプラグインを用いる。バリアントＧＵＩＤは
、ストーム定義から取得される。
　ｇ．ＳＯＤＡチャンネルサービス
【表８】

　幾つかの実施形態において、ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）サービスＤＬＬである。
【０２２７】
　ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０は、ＳＯＤＡ定義を確実にＰ２Ｐで伝達させるため
に用いられる。ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０は、ストリームを圧縮するよう設定さ
れていれば、そのようにすることとなる。コンプレッサライブラリは、リクエストされる
と圧縮を遂行する。これは、データ構造がネットワークバイト順序に変換される場所であ
る。幾つかの実施形態において、リトルエンディアン（インテル）ネットワークバイト順
序が用いられる。
【０２２８】
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　ｈ．接続及びサーバミックスマネージャ
【表９】

　幾つかの実施形態において、接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ（登録商標）サービスＤＬＬである。
【０２２９】
　幾つかの実施形態において、接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、ローカル会
議スケジューリングツールのために利用可能な、手続きの（プロシージャの）ＡＰＩをエ
クスポートして、エリアサーバとのセッションを開始する。このＡＰＩは、セッションを
生成するためのイニシャルエントリポイントである。接続及びサーバミックスマネージャ
２６２は、アクティブセッション定義を公開（又は発行）する。エリアサーバは、ＳＯＤ
Ａチャンネル上において、該セッション定義を受け取る。
【０２３０】
　接続及びサーバミックスマネージャ２６２はまた、オーディオグラフプロセッシング要
素からオーディオグラフを構築する。該オーディオグラフプロセッシング要素は、ＳＯＤ
Ａ記録を介して直接的にか、或いは、ＶＳＤＬスクリプトを介して間接的に、のいずれか
で、エリアサービス２６によって設定（又は構成）される。任意のケースにおいて、ＳＯ
ＤＡ定義は結果である。幾つかの実施形態において、接続及びサーバミックスマネージャ
２６２は、エリアサービス２６によって送られた以下のＳＯＤＡ定義を処理する。
　　●AudioDevice（オーディオデバイス）
　　●AudioStream（オーディオストリーム）
　　●AudioMix（オーディオミックス）
　　●AudioEffect（オーディオエフェクト）
　　●AudioCalculation（オーディオ計算）
　　●AudioRecord（オーディオ記録）
　　●AudioPlayback（オーディオ再生）
　これらのＳＯＤＡ定義は、以下のパラグラフ内において説明される。
【０２３１】
　AudioDeviceは、AudioSource（オーディオソース）として、（トランスポートバス２７
６の構成要素である）オーディオトランスポートバスに登録（又は記録）されることとな
るローカルオーディオデバイスの定義である。標準ローカルオーディオソース（マイクロ
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ホン、ヘッドセット）か又は登録されたローカルオーディオ記録（ファイル、ストリーミ
ングＣＤオーディオ）の周知ＩＤが、インスタンスＩＤ（複数が利用可能であるのであれ
ばそのヘッドセット）と共に提供される。オーディオトランスポートバス上で使用される
ために新たなＩＤがデバイスに提供される。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は
、周知のオーディオソースＩＤを用いて、AudioDeviceプラグインの適切なバリアントの
インスタンスを作成して、それをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３２】
　AudioStreamは、AudioSource（オーディオソース）として、オーディオトランスポート
バスに登録されることとなる到来するオーディオストリームの定義である。到来するオー
ディオストリームは、伝送されるチャンネルＩＤによって画定される。（エリア／ゾーン
マネージャ２６４によって行われる）動的ミキシングの目的のために、ストリームをアバ
ターＩＤに関連付けることが必要である。デバイスは、そのオーディオトランスポートバ
スＩＤとして、チャンネルＩＤを使用する。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は
、チャンネルタイプＩＤに基づいてAudioStreamプラグインの適切なバリアントのインス
タンスを作成して、それをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３３】
　AudioMixは、AudioSourceプラグインとAudioSinkプラグインとの組み合わせの定義であ
る。該定義は、プラグインＡＰＩ ＩＤ、バリアントＩＤ、１つか又は２つのオーディオ
トランスポートバスソースＩＤｓ、及び（エリア／ゾーンマネージャ２６４について）関
連付けられたアバターＩＤを、完全に指定する。接続及びサーバミックスマネージャ２６
２は、提供されたＩＤｓに基づいて、AudioMixプラグインの指示バリアントを生成して、
それをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３４】
　AudioEffectは、AudioSourceプラグインとAudioSinkプラグインとの組み合わせの定義
である。該定義は、プラグインＡＰＩ ＩＤ、バリアントＩＤ、１つのオーディオトラン
スポートバスソースＩＤｓ、及び（エリア／ゾーンマネージャ２６４について）関連付け
られたアバターＩＤを、完全に指定する。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、
提供されたＩＤｓに基づいて、AudioEffectプラグインの指示バリアントを生成して、そ
れをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３５】
　AudioCalculationは、AudioCalculationプラグインの定義である。該定義は、プラグイ
ンＡＰＩ ＩＤ、バリアントＩＤ、関連付けられたオーディオトランスポートバスAudioSo
urceオブジェクトＩＤ、構成要素の自身のオーディオトランスポートバスＩＤ、及び２つ
の状態指定パラメータを、完全に指定する。AudioCalculationオブジェクトは、オーディ
オチェーン（鎖）内においてオーディオデータを直接処理していない。その代りに、Audi
oCalculationオブジェクトは、「ドメインオブジェクトモデル」、手動設定（ＨＵＤ内の
ミュート、ボリューム制御）などの外部情報、アバター位置及び動作（モーション）、リ
バーブ空間、及びＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）設定（インスタンスのためのコントロール
パネル内のスピーカ選択）に基づいて、他のオーディオグラフ構成要素のための設定（セ
ッティング）を計算する。AudioCalculationオブジェクトは、通常のオーディオレンダリ
ングに比べるとまれな、異なるレンダリングタイマーイベント上において実行される。こ
れは、それらが計算のための入力として使用するデータが、ゆっくりと変化するからであ
る。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、提供されたＩＤｓに基づいて、AudioC
alculationプラグインの指示バリアントを生成して、それをオーディオトランスポートバ
スに渡す。
【０２３６】
　AudioRecordは、AudioSinkプラグインの定義である。該定義は、オーディオグラフ内の
ポイントを、記憶装置構成要素にリンクさせる。レンダリング時において、AudioRecord
構成要素は、レンダリング自体をトリガしない。しかしながら、別のAudioSink構成要素
によってレンダリングがトリガされた場合には、そのレンダリングされるオーディオデー
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れる。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、AudioSinkクプラグインを生成して
、それをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３７】
　AudioPlaybackは、AudioSourceプラグインの定義である。該定義は、オーディオグラフ
内のポイントを、記憶装置構成要素にリンクさせる。オーディオチェーン（鎖）が、この
構成要素を参照する場合には、フレーム準備時間において、１つのタイムスライスに値す
るオーディオデータが、記憶装置構成要素からフェッチされて、この構成要素の出力とし
て提供される。接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、AudioSourceプラグインを
生成して、それをオーディオトランスポートバスに渡す。
【０２３８】
　接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、エリアサーバから受け取った定義に従っ
て、トランスポートバス２７６とオーディオストリームサービス２７２とを設定する。各
定義は、（オーディオストリームプラグインか、オーディオ計算プラグインか、又はオー
ディオソースプラグインである）オーディオプロセッシンググラフ要素の作成を結果とし
て生じさせる。ローカルオーディオデバイス（例えば、マイクロホン、スピーカ（複数可
）、及びSkypeオーディオ）は、ＨＩＤコンフィギュレーションツールを通じて選択され
た設定（セッティング）に従って構成（又は設定）され得る。該ＨＩＤコンフィギュレー
ションツールによって、ユーザが、３Ｄ共同空間をナビゲートするためにキーボード及び
マウスオプションを選択することが可能になる。例えば、ショートカットキーを定義する
ことができ、マウスジェスチャーが、アバターの振る舞いに跳ね返る（バウンドする）。
幾つかの実施形態において、オーディオ出力選択は、オーディオ及び音声のための、Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ（登録商標）コントロールパネル「サウンドとオーディオデバイス」設定に従
う。このことは、通常のＶＯＩＰ会話に対して使用されるのと同じオーディオ設定が、仮
想エリア通信に対しても使用されるということを保証する。
【０２３９】
　エリアサーバセッショントランスポート失敗のイベントでは、接続及びサーバミックス
マネージャ２６２は、回復を試みる。それは、セッションを壊して、異なるエリアサーバ
上にそれを再ランチさせる。メディアストリーム失敗のイベントでは、接続及びサーバミ
ックスマネージャ２６２は、回復を試みる。このプロセスでは、接続及びサーバミックス
マネージャ２６２は、クライアントネットワークノードに再接続することを試みる。該再
接続の試みが失敗した場合には、接続及びサーバミックスマネージャ２６２は、エリアサ
ーバに対して聞き取り不可能として通信者状態を画定する。
【０２４０】
　（ｉ）エリア／ゾーンマネージャ
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【表１０】

　幾つかの実施形態において、エリア／ゾーンマネージャ２６４は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）サービスＤＬＬである。　
【０２４１】
　エリア／ゾーンマネージャ２６４は、ゾーン定義及びアバター位置定義に従って、オー
ディオストリームサービス２７２ミックスパラメータを調整する。エリアサービス２６は
、ＳＯＤＡ定義を、エリア／ゾーンマネージャ２６４に公開（又は発行）し、該ＳＯＤＡ
定義は、そのアバターのモーションに応答するオーディオプロセッシンググラフ要素に各
アバターを関連付ける。アバター位置データが使用されて、仮想エリア内に参加している
クライアントネットワークノードの各々からのオーディオストリームが（各通信者が、ロ
ーカルゾーン定義に従って、正しいオーディオ位置において正しいボリュームで他の通信
者を聞くことが可能になるという手法において）ミックスされる。オーディオプロセッシ
ンググラフ要素に提供されるパラメータ値は、典型的には、（相対位置、通信者の配向、
ゾーン定義、仮想エリアのオーディオ特性、及び、通信者によって設定される手動設定（
例えば、ミュート、ボリューム）を含む）計算に依存する。
【０２４２】
　幾つかの実施形態において、エリア／ゾーンマネージャ２６４は、以下のＳＯＤＡ定義
を処理する。該ＳＯＤＡ定義は、シミュレートされるオーディオ空間の全体的（グロス）
特徴に関連する。該シミュレートされるオーディオ空間内において、現在のオーディオグ
ラフがレンダリングされている。
　　●AudioReverb（オーディオリバーブ）
　　●AudioAperture（オーディオアパーチャ）
　　●AudioObstruction（オーディオ障害物）
　これらのＳＯＤＡ定義が、以下のパラグラフ内において説明される。
【０２４３】
　AudioReverbは、「空洞（中空空間）」であるリバーブ空間の定義であり、それにより
、あるリバーブ（残響）か又はエコーエフェクトを生じる結果となる。該定義は、ある位
置での単一ジオメトリを識別する。この定義は、ドメインオブジェクトモデル（ＤＯＭ）
内に、全てのAudioCalculationオブジェクトに対して、それらAudioCalculationオブジェ
クトが呼び出された時に、提供される。
【０２４４】
　AudioApertureは、２つのリバーブ空間の間の接続の定義である。それは、２つのリバ
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配向において、該接続は円（輪）である。この定義は、ドメインオブジェクトモデル（Ｄ
ＯＭ）内に、全てのAudioCalculationオブジェクトに対して、それらAudioCalculationオ
ブジェクトが呼び出された時に、提供される。
【０２４５】
　AudioObstructionは、音の伝搬に対する物理的なバリアの定義である。ある位置におい
て、それは球としてモデル化される。この定義は、ドメインオブジェクトモデル（ＤＯＭ
）内に、全てのAudioCalculationオブジェクトに対して、それらAudioCalculationオブジ
ェクトが呼び出された時に、提供される。
【０２４６】
　上述のＳＯＤＡ定義は、AudioCalculationオブジェクトに対する入力であり、それらは
、スクリプトにすることが可能な計算プラグインであり、以下のパラメータを、すなわち
、
　　サウンドソースとサウンドシンクとの両方の物理特性、
　　ソース及びシンクについてのゾーン定義、
　　手動設定（個別のミュート、ボリューム／ＡＧＣ）、
　　環境設定（グローバルなミュート、ボリューム）、及び、
　　部屋のオーディオ特性
を、引数として取得する。
【０２４７】
　初期のAudioCalculationプラグインは、次のものを含む。すなわち、
　　Manual Mute（手動ミュート）、
　　Manual Volume（手動ボリューム）、
　　Location（位置）、
　　Doppler shift（ドップラーシフト）、
　　Orientation（配向）（正面を向いている／外を向いている）、
　　Zone（ゾーン）、及び、
　　Room Reverb（部屋の残響）
を含む。
【０２４８】
　幾つかの計算は、個々のオーディオソースにとって適切であり、幾つかの計算は、部屋
全体の最終ミックスにとって適切である。仮想エリアアプリケーションは、新たなプラグ
インを、オーディオ定義内においてそれらを参照することにより、自由自在に導入するこ
とができる。エリア／ゾーンマネージャ２６４は、それが所有していないプラグインを認
可することとなり、エリアサーバからそれらの定義を受け取ることとなる。
【０２４９】
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【表１１】

　図２３は、４人の通信者のオーディオプロセシンググラフ３８０の一例を示す。該オー
ディオプロセシンググラフ３８０は、エリアサーバアプリケーションによって指定され得
る。オーディオプロセッシンググラフ要素（例えば、コーデック、ネットワーク、フィル
タリング、特殊エフェクト、及びエラー隠蔽グラフ要素）は、（それらは典型的には、完
全なオーディオプロセッシンググラフ内に存在するが）単純化のため、この例では除外さ
れている。
【０２５０】
　矢印３８２、３８４、３８６、３８８、３９０は、AudioSourceを表しており、それら
は、全てドライモノラルオーディオソースである。アバター１、２、及び３は、リモート
クライアントネットワークノードからのネットワークストリームである。ささやき声は、
指定ソースからの、オプションのローカルオーディオフィードである。オーディオ・パン
ナーズ（又はスクロールする音声）の左側の全ては、加えられる一連のエフェクトを有し
たモノラルである。これらのエフェクトは、ゾーン及びスピーカ配向に従ってボリューム
を調整することと、スピーカとリスナーの相対速度の根拠となるドップラーシフトを提供
することと、を含む。オーディオ・パンナーズ（又はスクロールする音声）は、各々の調
整されたモノラル信号を、仮想エリアにおける現在占有されたゾーンの３６０度オーディ
オ空間内に位置付ける。リスナーに相対するスピーカの位置が使用される。オーディオ・
パンナー（又はスクロールする音声）の右側の全体が、５．１オーディオである。部屋オ
ーディオプロセッシンググラフ要素は、オーディオ信号に関する部屋音響特性（又は部屋
音響効果）のエフェクトを計算する。それは、スピーカ及びリスナーの位置、部屋の特性
、及び障害物を考慮する。最終的なミックスオーディオプロセッシンググラフ要素は、全
ての処理したオーディオ信号を一緒に追加して、結果ストリームを生成する。該結果スト
リームは、指定されたオーディオ出力デバイス（すなわち、ＳＰＫＲ。該ＳＰＫＲは、図
示された例の中のローカルなスピーカ（複数可）を表す）に対してパイピングされる。
【０２５１】
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　幾つかのオーディオプロセッシンググラフ要素（inserts）は、固定パラメータを有す
るものであり、従って、どのランタイム計算プラグインスクリプトにも関連付けられない
。これらの要素は、エコー及びノイズキャンセル、自動利得制御（ＡＧＣ）、サイレンス
検出、固定ソースパンナー、及び最終ミックスを含む。
【０２５２】
　ｊ．アセットキャッシュサービス
【表１２】

　幾つかの実施形態において、アセットキャッシュサービス２７５は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）サービスＤＬＬである。　
【０２５３】
　アセットは、ＧＵＩＤによってインデックス付けられたローカルデータベース内か又は
テーブルサービス内に記録される。アセットデータは、不定形記憶装置プール内に保持さ
れる。特定アセットに関するＩＤは、決して変化しない。従って、如何なるキャッシュ一
貫性問題も回避される。アセットは、ＳＯＤＡ記録によってキャッシュされる。このこと
は、大きなアセットを、多くの部分（ピース）において格納することができるということ
を意味する。何故ならば、ＳＯＤＡ記録は、ＵＤＰ ＭＴＵ（約１０００バイト）にサイ
ズが制限されるからである。アセットキャッシュは、ＧＵＩＤによって、及び、ＳＯＤＡ
記録内にファイリングされているデータオフセットによって、記録をインデックス付けな
ければならない。
【０２５４】
　（ｉ）アセットインデックス
　アセットは、クラステーブル内において、及び、オプションの属性テーブル内において
、表される。
【０２５５】
　アセットクラステーブルは、アセットＧＵＩＤを、クラスＧＵＩＤと、データ格納参照
とにマッピングする。

【表１３】
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　アセット属性テーブルは、タグ付けされた属性スカラー値を、アセットに対して添付す
る。
【０２５６】
　（ｉｉ）データ格納（記憶）
　レンダリングプラットフォームに基づく仮想エリアのアセット記憶装置インターフェー
スは、データを積み重ねること（heaping）と、トランザクション的に別個インデックス
を格納することと、未使用のアセット記憶装置を再使用するためにスカベンジングするこ
とと、を可能にする。データベースとファイルとの組み合わせは、アセット記憶装置とし
ての機能を果たすこととなる。データベースは、２つのテーブルを含む。すなわち、記憶
装置（又は記憶）割り当てテーブルと、ＧＵＩＤ／オフセットインデックスとを含む。前
記ファイルが、設定されたキャッシュサイズに従って固定サイズで生成される。アセット
が、ヒープ・バケット（heap-bucket）アルゴリズム用いてファイル内に格納される。
【０２５７】
　アセットキャッシュデータ格納は、ＧＵＩＤ及びオフセットによって、インデックス付
けられることとなる。前記ヒープ（積み重ね）は、２つの中に、データサイズごとにバケ
ット内へとパーティションに分けられる。最小バケットは、３２バイトであり、最大バケ
ットは、２キロバイトであり、それらは総計で７バケットにされる。各バケットは、同量
の記憶装置（又は記憶量）が割り当てられ、このことは、各連続するバケット内に半分ほ
どのアイテムが存在するということを意味する。各バケットは、記憶バジェットを満たす
ために十分なアイテムをハッシュするのに十分に大きいヒープテーブルであり、このこと
は、ハッシュコリジョンの変化を合理的に小さくさせる。
【０２５８】
　（ｉｉｉ）ＳＯＤＡアセット定義記録
　アセットは、伝送のために、ＳＯＤＡ記録内にカプセル化される。定義は、アセットＧ
ＵＩＤと、そのコンテンツ（体系化されていないデータ）と、（もしもそれが１記録（１
レコード）よりも大きい場合には）そのオフセットと、属性のテーブルと、を含む。アセ
ットをカプセル化するＳＯＤＡ記録は、記憶装置システムに対する如何なる参照も決して
含まない。
【０２５９】
【表１４】
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　オフセット及びデータフィールドは、それらが１記録（１レコード）にそれらが一致す
るまで長く繰り返され得る。
【０２６０】
　アセットについてのクレリは定義である。
【表１５】

　アセットは、ある定義を用いて忘れ去られる。
【０２６１】
【表１６】

　（ｉｖ）属性ヒエラルキ
　アセットは、属性を有しており、それらのうちの最も重要なものは、タイプとデフォル
トである。タイプは、アセットの目的を指定する。デフォルトは、所与のアセットの場所
の中で使用され得るベースアセットを指定する。例示的な属性ヒエラルキは、次のテーブ
ル内に示される。

【表１７】

　この例の中では、SococoTableテクスチャを含む仮想エリアシーンが、SococoTableから
、ConfTableWoodを通じて、次いでTableTop1を通じて、等により、検索した利用可能な第
１のテクスチャを用いて、レンダリングされることとなる。
【０２６２】
　アートベース（Artbase）は、デフォルトアセットに基づく、巨大な階層的なアセット
ツリーを有することとなり、全てが最終的には少数の基本アセットに基づく。これらの基
本アセットは、クライアントソフトウェアパッケージの一部としてインストールされる。
この機能（特徴）は、コールされる指定アート（art）アセットを有したレベルを設計す
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ることを可能にすることと、全てのアート（art）アセットが実際に設計される前にそれ
をレンダリングすることを可能にすることとが意図される。更にまた、全てのアート（ar
t）アセットがロードされる前に、仮想エリアのレンダリングを開始することが望ましい
場合がある。
【０２６３】
　オプションの属性は、デフォルト、作者（Author）、アプリケーション、及びCollada
ＩＤを含む。該ColladaＩＤは、アセットが導出されるColladaソースに対する参照である
。作者（Author）ステーション上において実行されているブラウジングツールは、任意の
及び全ての属性によって、アセットをインデックス付けることとなる。
【０２６４】
　ｋ．オーディオトランスポートバス
　オーディオトランスポートバスは、オーディオストリームを処理（ハンドル）するトラ
ンスポートバス２７６の構成要素である。幾つかの実施形態において、オーディオトラン
スポートバスは、構成要素オブジェクトのコレクションとしてオーディオグラフを管理す
るライブラリによって実現される。オーディオグラフオブジェクトの全てが、オーディオ
トランスポートバスに固有ＩＤで登録（記録）される。オーディオトランスポートバスは
、オーディオをレンダリングする時に、オーディオグラフオブジェクトを管理することの
責任を負う。オーディオトランスポートバスは、ＩＤにより、オーディオグラフ構成要素
をトレースする。このプロセス内において、オーディオトランスポートバスは、各オーデ
ィオグラフ構成要素を順に呼び出して、ＩＤによって名付けられた入力構成要素からのオ
ーディオデータを提供する。
【０２６５】
　オーディオトランスポートバスは、クライアントネットワークノード上において利用可
能な各オーディオストリームの、１つの時間インターバルをバッファリングする。オーデ
ィオトランスポートバスは、オーディオストリームサービス２７２によって設定（又は構
成）されると、これらのストリームを、零か又は１人以上の加入者に提供する。データを
ストリームすることは、ｐｕｌｌモデルを使用する。該ｐｕｌｌモデルでは、最終出力ス
テージが、先行するステージを、必要とされるデータのためにコールする。元のオーディ
オストリームソースが到達されるまでの前に、各ステージがステージをコールする。もし
も該ソースが、レートを制御すること（フロー制御）を必要とするのであれば、それは、
典型的には、その自身のバッファリングを実施し、及び、その自身の具体的な信号伝達ス
キームを有する。例えば、ローカルファイルソースは、ダブルバッファリングすることが
でき、及び、先行するものを処理している間に、１つの時間インターバルを先読みするこ
とができる。ネットワークファイルソースは、サーバに対して、ネットワーク上のフロー
レートとバッファ制限とを信号で知らせることができる。一方、ローカルマイクロホンソ
ースは、フローレートを制御するための能力（機能）を全く有していない。
【０２６６】
　オーディオトランスポートバスは、２つのフェーズ内において動作する。すなわち、タ
イマーイベントをレンダリングしている時には、それは、既存のレンダリングされたデー
タをAudioSink構成要素に対して提供するフェーズと、オーディオトランスポートバスが
次いで、オーディオグラフをトラバースして、次の時間スライスに値する（レンダリング
され且つバッファリングされることとなる）オーディオデータを生じさせるフェーズ、で
ある。この技法は、可変レイテンシオーディオソースデータがたとえ存在しても、オーデ
ィオグラフに、連続的な再生を提供する良いチャンスを与える。
【０２６７】
　幾つかの実施形態において、オーディオトランスポートバスは、各オーディオグラフ構
成要素のレンダリングレイテンシを測定し、及び、全ての依存する（ソース）オーディオ
構成要素レイテンシを集計することによって各レンダリングチェーン（鎖）レイテンシを
総計する。オーディオトランスポートバスは、そのレンダリングレイテンシ統計値を、集
めて登録（記録）する。これらの統計値に基づいて、リアルタイムスケジューラ２７８が
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、（オーディオグラフプロセッシング目標を達成するために）いつ及び如何にして、オー
ディオグラフが変更されるべきかを決定する。幾つかの実施形態において、リアルタイム
スケジューラ２７８は、（オーディオグラフプロセッシング目標を達成するために）いつ
及び如何にしてオーディオグラフが変更されるべきかを決定するプロセス内において図１
３及び図１４に関連して上述の１つか又は複数の方法を実行する。
【０２６８】
　オーディオトランスポートバスの別の機能は、AudioCalculationオブジェクトを周期的
に呼び出すことである。AudioCalculationオブジェクトは、オーディオグラフプロセッシ
ング要素のうちの関連付けられた幾つかのものの設定（セッティング）を変更するために
使用される。AudioCalculationを実行する周期は、典型的には、オーディオグラフレンダ
リング周期よりも、ずっとより長い（頻度が低い）。
【０２６９】
　オーディオトランスポートバスは、典型的には、ストリームを記録し、及び、記録した
ストリームを再生する能力を有する。生（raw）のオーディオストリームは、典型的には
、再生中に、視聴者の視点に従ってミックスが再レンダリングされ得ることとなるように
記録される。幾つかの実施形態は、全ての生（raw）のオーディオストリームを受け取る
ハブを含む。これらの実施形態において、ハブは、典型的には、セッションの記録（レコ
ーディング）を処理（ハンドル）する。セッションを再レンダリングすることが望まれな
い時には、オーディオトランスポートバスは、典型的には、クライアントネットワークノ
ードにおいてオーディオストリームのみを記録する。
【０２７０】
　AudioSourceオブジェクトは、全てのオーディオソースにとってのベース（基本）であ
る。このオブジェクトは、ポーリングされた時にはデータを配信し、及び、その所望のレ
イテンシとチャンネル（例えば、モノラル、ステレオ、5.1）とを画定する。導出される
オブジェクトは、Microphone（マイクロホン）と、MediaStream（メディアストリーム）
と、クリップ（Clip）と、WaveFileと、DirectXオーディオと、Mixプラグインの出力側と
を含む。
【０２７１】
　AudioSinkオブジェクトは、オーディオ出力デバイスのためのベースオブジェクトであ
る。このオブジェクトは、ポーリングされた時にはAudioSourceからのデータをリクエス
トする。導出されるオブジェクトは、Speaker（スピーカ）と、MediaStreamと、Mixプラ
グインの入力側とを含む。
【０２７２】
　（ｉ）オーディオプラグインＡＰＩ
　幾つかの実施形態において、オーディオプラグインは、ＶＳＴオーディオエフェクトＣ
＋＋オブジェクトを組み込む。該ＶＳＴオーディオエフェクトＣ＋＋オブジェクトは、St
einberg Media Technologies GmbHから利用可能である。具体的には、オーディオプラグ
インが、プラグインとしてラッピングされたＶＳＴオブジェクトを組み込む。ｓｈｉｍラ
イブラリが、オーディオプラグインとしてＶＳＴオブジェクトをラッピングするために提
供される。このラッパは、オーディオプラグインＡＰＩを提供する。ＶＳＴオブジェクト
のＡＰＩは、オーディオプラグインクラスの指定ＡＰＩとして使用されることとなる。こ
のＡＰＩは、
　　　setBusArrangements (inputs, nInput, output, nOutput) と、
　　　getBusArrangements (direction, index, speaker&) と、
　　　canProcessSampleSize(size) と、
　　　getLatencySamples()と、
　　　setupProcessing(process)と、 
　　　setProcessing(state) と、
　　　process(data&) と、
　　　getTailSamples()
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【０２７３】
　これらの実施形態において、ＶＳＴプラグインは、AudioSource及びAudioSinkとしてラ
ッピングされる。例えば、AudioSource::Frame(data&, size)コールが、先行するAudioSo
urce::Frame(data&, size&)に対するコールとして実現されることとなり、setupProcessi
ng(process)及びprocess(data&)により後続されることとなる。Configuration(latency&c
hannelLayout&)コールが、各サポートされるチャンネルごとに、getLatencySamples()及
びgetBusArrangements(output, i, channelLayout&)に関して実現される。ラッパの存在
は、ＶＳＴソースコードが、既存ＶＳＴプラグインをオーディオバス内へとシム（shim）
することに必要とされるということを意味する。
【０２７４】
　（ｉｉ）ＯｐｅｎＡＬ
　大抵のオーディオプロセッシンググラフミキシング及びエフェクト要素は、www.openal
.org.から利用可能なＯｐｅｎＡＬクロスプラットフォームオーディオＡＰＩを用いて実
行される。ＯｐｅｎＡＬライブラリは、最良機能を実現するために利用可能なサウンドカ
ードの該最良機能を用いて、エリア／ゾーンマネージャセクション内においてリストアッ
プされた全パラメータを計算することができる。具体的には、ＯｐｅｎＡＬ Sources、Li
steners、及びプログラムBuffersが、ミュートから最終ミックスまでのオーディオグラフ
内の各動作ごとに生成される。各更新（アップデート）の前に、計算プラグインに従って
バッファパラメータが変更される。
【０２７５】
　幾つかの実施形態において、Global IP Solutions,Inc.から利用可能な、コンポーネン
ト化されたＧＩＰＳオーディオライブラリが、ストリーム処理構成要素（inserts）を実
現するために使用される。該ＧＩＰＳオーディオライブラリは、以下のオーディオプラグ
インを直接サポートする。すなわち、コーデック、エラー隠蔽、ジッタ制御、エコー及び
ノイズキャンセル、ＡＧＣ（自動利得制御）、及びサイレンス検出を直接サポートする。
【０２７６】
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【表１９】

　ｌ．ローカルストリームソース
　ローカルストリームソースは、マイクロホン、（記録されたｗａｖファイル及び音楽な
どの）ローカルサウンドソース、及びサウンドアートリソースである。これらのソースの
各々を添付して、分配のためにそれらをオーディオトランスポートバスに対して提示する
ため、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムＡＰＩが使用される。各ソ
ースは、AudioSource導出クラスとして「ラッピングされる」。ソースオブジェクトラッ
パが、定義が受け取られる時に生成される（セクションＶＩ内のAudioDeviceＳＯＤＡ定
義を参照）。DirectSoundＡＰＩｓは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ベースのコンピュー
ティングシステム上において、マイクロホン、クリップ、Ｓｋｙｐｅ、及びＣＤサウンド
のために使用される。ＲＴＰストリーミングは、リアルタイムプロトコル（ＲＴＰ）サー
ビスを囲う単なるAudioSourceラッパーであり、ＵＤＰソケット上においてストリーミン
グデータ（例えば、オーディオ）を配信するために使用される。インターネット上のスト
リーミングオーディオは、ウェブベースのダウンロード及び再生をサポートし、更にまた
、マイクロソフトメディアサーバストリームもサポートする。
【０２７７】
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【表２０】

　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２６０は、非仮想エリアベースの通
信（例えば、Ｓｋｙｐｅ及びＶＯＩＰオーディオ）との仮想エリアベースの通信のセッシ
ョンのソーシング（sourcing）及びミキシングをサポートする。これらの実施形態におい
て、リアルタイムカーネルは、非仮想エリアベースの通信を傍受して、それらをローカル
オーディオソースとして提示する。非仮想エリアベースの通信セッション生（raw）オー
ディオを他のクライアントネットワークノードと共有することの責任を負うクライアント
ネットワークノード上の通信者のうちの１人によって、非仮想エリアベースの通信セッシ
ョンが開始される。クライアントネットワークノードをホストすることはまた、非仮想エ
リアベースの通信アプリケーションを介して伝達（通信）を行っている通信者についての
仮想エリア通信環境に関連付けられたオーディオをミックスする。
【０２７８】
　図２４は、（「システム２」とラベル付けされた）コンピュータシステム３８９の一実
施形態を示す。該コンピュータシステム３８９によって、人々が、異なる通信アプリケー
ション（例えば、Ｓｋｙｐｅ及びＶＯＩＰ）を介して仮想エリア通信者と伝達し合うこと
が可能になる。図２４内において、オーディオ通信チャンネルは、仮想エリアを共有する
４つのネットワークノード（すなわち、システム１、システム２、システム３、及びシス
テム４）間において確立される。システム１は、仮想エリアベースの通信アプリケーショ
ンが実行されていないクライアントネットワークノードを表す。その代りに、システム１
は、代替の通信アプリケーション（例えば、Ｓｋｙｐｅ）を動作させるよう構成されてい
る。システム２は、リアルタイムカーネル２６０の一実施形態が実行されている、通信者
のネットワークノードを表しており、システム１との仮想エリアベースのセッションをソ
ース（発信）及びミックスするストリームハンドラ３９１を含む。このプロセス内におい
て、ストリームハンドラ３９１は、システム１の再生とオーディオキャプチャストリーム
とを仮想化する統合構成要素３９３を使用する。システム３及び４は、仮想エリアベース
の通信アプリケーションが実行されている２つの他のクライアント端末を表す。図２４内
に示されたシステムの構成要素は、次のものを含む。
【０２７９】
　　●ストリームハンドラ３９１：以下のオーディオグラフ処理要素から構成される。
　　　　○統合構成要素３９３は、代替の再生及びキャプチャストリームを仮想化する。
このプロセス内において、統合構成要素３９３は、仮想化代替再生から受け取ったマイク
ロホン（マイク）１を、Ｃスプリット１に送り、マイクロホン２と３と４とのミックスを
、Ｐミックスから受け取って、システム１に対して伝達するために仮想化代替キャプチャ
に送る。
　　　　○Ｃスプリット１は、統合構成要素３９３からマイクロホン１を受け取って、マ
イクロホン１を、Ｐルートと、Ｉ／Ｏマルチプレクサ／デマルチプレクサとの両方に送る
。
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　　　　○Ｃスプリット２は、システム２キャプチャからマイクロホン１を受け取って、
マイクロホン２を、Ｐミックスと、Ｉ／Ｏマルチプレクサ／デマルチプレクサとに送る。
　　　　○Ｐルートは、Ｃスプリット１からマイクロホン１を受け取って、Ｉ／Ｏマルチ
プレクサ／デマルチプレクサからマイクロホン２及び３を受け取る。Ｐルートはまた、マ
イクロホン１、３、及び４をシステム２再生に送って、マイクロホン３及び４を、Ｐミッ
クスに送る。
　　　　○Ｐミックスは、Ｃスプリット２からマイクロホン２を受け取って、Ｐルートか
らマイクロホン３及び４を受け取り、仮想化したものを送信出力するために、マイクロホ
ン２、３、及び４のミックスをストリームハンドラ３９１に送る。
　　●Ｃ：仮想エリアベースの通信アプリケーションによるオーディオキャプチャ
　　●Ｐ：仮想エリアベースの通信アプリケーションによるオーディオ再生
　　●ＣＡ：システム１の代替オーディオアプリケーションによるオーディオキャプチャ
　　●ＰＡ：システム２の代替オーディオアプリケーションによるオーディオ再生
　　●Ｖマイク：システム２代替オーディオに関連付けられた仮想マイクロホン
　　●Ｖスピーカ：システム２代替オーディオに関連付けられた仮想スピーカ（複数可）
　コンピュータシステム３８９の動作中、Ｉ／Ｏマルチプレクサ／デマルチプレクサは、
システム１及び２から受け取ったオーディオ信号１及び２を、システム３とシステム４と
の両方に送る。Ｉ／Ｏマルチプレクサ／デマルチプレクサはまた、システム３及び４から
受け取ったオーディオ信号３及び４を、ストリームハンドラ３９１のＰルート構成要素に
送る。Ｐルート構成要素は、オーディオ信号１、３、及び４を、システム２の再生構成要
素に送って、オーディオ信号３及び４を、システム２のＰミックス構成要素に渡す。スト
リームハンドラ３９１のＰミックス構成要素は、オーディオ信号２、３、４をミックスし
て、そのミックスした信号を、システム２の統合構成要素に渡す。統合構成要素３９３は
、該ミックスした信号を、代替通信アプリケーション（例えば、Ｓｋｙｐｅ）のオーディ
オキャプチャ構成要素に渡す。該代替通信アプリケーションは、システム２上において実
行されており、及び、システム１により使用されている通信アプリケーション３９５（例
えば、Ｓｋｙｐｅ）に対応する。代替オーディオキャプチャシステム（ＣＡ）は、キャプ
チャしたミックス信号２＋３＋４を、システム１上において実行されている代替通信アプ
リケーション３９５の再生構成要素に渡す。
【０２８０】
　通信インフラ３８９の幾つかの実施形態において、Ｐミックスは、システムがより対称
なものになるようにするため、Ｉ／Ｏマルチプレクサ／デマルチプレクサを直接的に認可
する。これらの実施形態において、Ｐルートは、Ｐミックス１となり、３、４をＩ／Ｏか
ら受け取り、及び、Ｃスプリット１から１を受け取る。これらは、独立チャンネルとして
送られるので、Ｃスプリット１の出力は、再生構成要素に対して直接送られ得るが、それ
は、全くフレキシブルではない（Ｐミックスは、独立チャンネルの通過の代りに実際のミ
ックスを実施することができるため。下記３を参照）。このケースでは、Ｐミックスは、
Ｐミックス２となり、Ｉ／Ｏから３、４を受け取り、Ｃスプリット２から２を受け取る。
代替オーディオシステムは、単一チャンネル通信システムであるため、このミキサの出力
は、真のミックスである（たとえチャンネルがステレオであったとしても、複数ソースか
らの信号を混ぜ合わせるためのマルチトラックミキサが他方端には存在しない）。
【０２８１】
　図２４は、システム３とシステム４との間の互いの相互作用を示しておらず、システム
２による作用だけしか、ひいてはシステム１による作用だけしか示していない。システム
３と４との間の相互作用は、上述のように、ピア・ツー・ピアか、或いは、サーバが仲介
するものいずれかとすることができる。
【０２８２】
　図２４内において、２つのストリームが、コンマで区切られている時はいつでも（それ
はマルチチャンネルルートであるということを意味する）、システムは、内部通信リソー
スを節約するために、ミックスしたストリームを送ることもできる（例えば、Ｉ／Ｏマル
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チプレクサ／デマルチプレクサの出力）。ミックスされることとなるストリームは、プラ
ス符号で示されている（すなわち、統合構成要素３９３によって代替キャプチャ構成要素
ＣＡに送られる仮想化されたマイクロホン信号）。
【０２８３】
　ｍ．リアルタイムスケジューラ
【表２１】

　幾つかの実施形態において、リアルタイムスケジューラサービス２７８は、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ（登録商標）サービスＤＬＬである。
【０２８４】
　幾つかの実施形態において、オーディオ及び３Ｄシーンのレンダリングは、フレーム毎
ベースで行われる。最初に、ストリームが開始され、次いで、ある遅延の後に、リアルタ
イムスケジューラサービス２７８が、第１のフレームの処理をはじめる。該遅延は、各オ
ーディオ及びビデオプロセッシングチェーン（鎖）における組み合わされた所望のレイテ
ンシにより調整される。リアルタイムスケジューラサービス２７８は、以前に準備したフ
レームの消費を開始して、次いで、５０ミリ秒の期間を有する時間刻みで、次のフレーム
を処理する。
【０２８５】
　各チェーン（鎖）内の最終的なレンダリングオブジェクトは、リアルタイムスケジュー
ラサービス２７８に登録（又は記録）される。オブジェクトは、SoFrameRendererクラス
から導出される。該SoFrameRendererクラスは、下記メソッド、すなわち、
　　　FrameRender(timeFrameMs)
を有する。
　このメソッドは、特にレンダリングチェーン（オーディオか又はビデオ）であるデータ
ソースから、指示された時間について１フレームを準備する。SoFrameRendererクラスは
、別のメソッドを、すなわち、
　　　FrameDeliver()
を含む。
　このメソッドは、以前に準備したフレームを、特にレンダリングチェーンである最終的
な宛先に配信する。SoFrameRendererオブジェクトは、２つ以上の完全フレームをバッフ
ァリング可能にすることが必要とされない。リアルタイムスケジューラサービス２７８は
、以前に準備したフレームをスケジュール通りにフレーム配信（FrameDeliver）すること
となり、次いで、次のインターバルのためのフレームを準備するために、FrameRenderを
コールすることとなる。
【０２８６】
　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムは、「ハードスケジューリング
」能力を有していない。幾つかの実施形態において、リアルタイムスケジューラサービス
２７８は、１つか又は複数のSoFrameRendererクラスをコールするよう構成（又は設定）
される。該SoFrameRendererクラスは、オーディオプロセッサ、グラフィカルプロセッサ
、物理モデリング、及びスクリプトを含む。クライアントネットワークノードが、目標処
理レベルを高いままに維持できないということの決定に応答して、リアルタイムスケジュ
ーラサービス２７８が、フレーム処理を再調整することが、該SoFrameRendererクラスに
よって可能になる。幾つかの実施形態において、リアルタイムスケジューラ２７８は、図
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１３及び図１４に関連して上述の方法のうちの１つか又は複数を実現する。幾つかのこれ
らの実施形態において、リアルタイムスケジューラサービス２７８は、全フレームについ
てレンダリング時間を測定して、ＳＯＤＡインターフェースを通じて統計値を利用可能に
させておく。該統計値が範囲を越えた場合には（例えば、フレームを準備するのに非常に
長い時間がかかる場合）には、ログイベントが生成される。おそらくは、フレームをスキ
ップして、範囲外のレンダリングチェーン（それらは、ハードウェアか又はネットワーク
エラーに起因して、典型的には、範囲外である）をドロップさせることによってか、或い
は、より優先度が低いレンダリングチェーン（複数可）をドロップさせることによって、
「追い上げる（キャッチアップする）」よう試みるために、ヒューリスティックがトリガ
されることとなる。優先度ベースのスケジューリングを実現することの目的のために、So
FrameRendererクラスは、次のメソッドを、すなわち、
　　　FramePriority()
を画定（定義）する。
 このメソッドは、最も重要である、より低い数の番号を返す。トータルな優先度に関し
て最小のインパクトで最大の利益を生み出すために、どのチェーン（複数可）がドロップ
されるべきかを、チェーン（鎖）のレイテンシ及び優先度から、ヒューリスティックが決
定することができる。
【０２８７】
　幾つかの実施形態において、リアルタイムスケジューラサービス２７８は、追加的には
、チェーン（鎖）内におけるステージを、ドロップさせることができる。この目的のため
に、リアルタイムスケジューラサービス２７８は、次のメソッドを、すなわち
　　　Latency=FramePrune(priority)
をコールすることができる。
 ここで、処理チェーンは、指示された優先度よりもより低い「リンクをドロップさせる
こと」に対する責任を負う。リアルタイムスケジューラサービス２７８は、最大優先度に
おいてコールすることを開始することができ、及び、所望のトータルレイテンシ内におい
て全フレームがレンダリングされるまで逆向きにカウントすることができる。低い優先度
のチェーンを反復的にドロップさせることと、チェーン自体を一部取り除くこと（又は枝
刈り：pruning）、との組み合わせのヒューリスティック（発見的問題解決法）は、典型
的には、ある優先度レベルにおいて終結する。もしもその優先度レベルが、閾値を下まわ
っている場合には、ログエントリがなされることが可能であり、幾つかのケースでは、そ
のセッションが閉じられる。
【０２８８】
　リアルタイムスケジューラサービス２７８はまた、クライアントネットワークノードク
ロックを、ネットワーク内の他のクライアントネットワークノードのクロックに同期させ
るために、ＳＩＳタイムサービス（ネットワークリソース）に対するインターフェースを
管理することの責任を負う。幾つかの実施形態において、該タイムサービスは、後述のよ
うに、プラグインによって実現される。
【０２８９】
　７．故障回復
　ネットワーク及びサーバの故障（又は失敗）が存在する中で、リアルタイムカーネル２
６０は、動作を継続するために、最大限の努力を試みることを行わせる。このプロセス内
において、リアルタイムカーネル２６０は、２段階の故障（又は失敗）回復アルゴリズム
を実現する。第１に、ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０及びメディアサービス２７１は
、故障（又は失敗）時に、接続を再確立することを独立に（又は自主的に）試みる。メデ
ィア回復によって、個別のオーディオチャンネルの故障（失敗）が存在する中で、会議が
、継続するか、或いは、ＮＡＴタイムアウトのケースにおいて回復するということが可能
になることとなる。第２に、もしもＳＯＤＡチャンネルサービス２７０及びメディアサー
ビス２７１が、接続を再確立することに失敗した場合には、それらは、それらのクライア
ントに対して失敗を信号で知らせることとなる。幾つかの実施形態において、回復の試み
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を同期させることが可能なエリア・ボールト（vault）サーバに、クライアントノードセ
ッションを登録することによって、複数の通信者が同時に回復を試みる行動（アクション
）が連係される。
【０２９０】
　幾つかの実施形態において、エリア／ゾーンマネージャ２６４はまた、サーバ故障（又
は失敗）のイベント内において回復を試みる。エリア／ゾーンマネージャ２６４は、スト
リーム失敗をうまく処理して、次いでそのセッションを解体して、異なるエリアサーバ上
においてそれを再ランチする。
【０２９１】
　８．プラグイン
　幾つかの実施形態において、リアルタイムカーネル２６０は、コンポーネント化された
、オープンな、及びプラットフォーム独立なアーキテクチャを有しており、該アーキテク
チャによって、開発者が、独立に開発することと、リアルタイムカーネル２６０の構成要
素をリモートに追加及び更新することとが、可能になる。
【０２９２】
　ａ．プラグイン設計
　プラグインは、プラグインサーバからダウンロードされるプラットフォーム指定バイナ
リイメージである。Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ベースのコンピュータシステム上におい
て、プラグインは、ＤＬＬｓ（例えば、ＮＥＴか又はＣＯＭスタイルのプラグイン）とし
て実現される。プラグインは、しかしながら、それらがロードされるというやり方におい
て、通常のダイナミックリンクライブラリとは異なる。特に、ロード中に、プラグインラ
イブラリにリンクする必要が無く、ソフトウェアコードの如何なる編集の必要性も無い。
その代りに、プラグインマネージャ２６６は、プラグインディレクトリ内に含まれるプラ
グインを単にロードする。このようにして、ステーションにおける任意の更なるコンフィ
ギュレーション（例えば、レジストリエントリ）も無しに、単に、実行可能なものをダウ
ンロードするか又は削除することによって、プラグインは、クライアントネットワークノ
ードに対して追加され得るか又は排除され得る。プラグインは、ある良好な画定（定義）
されたやり方で各プラグインホストに接続する。
【０２９３】
　図２５内に示されるように、プラグインのアクティブインスタンス（３９２）が、それ
ぞれのプラグインバリアントクラス３９４から導出され、それが更に、それぞれのプラグ
インベースクラス３９６から導出される。幾つかの実施形態において、ベースプラグイン
オブジェクトを作成して、及び、該ベースプラグインオブジェクトを、インヘリタンス（
継承）を通じて、識別されたバリアントにキャスティングすることによって、プラグイン
インスタンス３９２はインスタンス化される。各ベースクラス３９６及びバリアントクラ
ス３９４は、あるインターフェースをそれが実現することを宣言することによって、それ
が、あるサービスを提供するということを示す。
【０２９４】
　図２６は、プラグインベースクラス３９８、４００の、１つの例示的なセットを示す。
該プラグインベースクラス３９８、４００の各々は、１つか又は複数の導出されたバリア
ントクラス４０２、４０４、及び、４０６、４０８のそれぞれのセットに関連付けられて
いる。プラグインベースクラス３９８、４００の各々が、機能性の特定カテゴリを画定す
る一方で、各プラグインバリアントクラスは、対応するベースクラス（例えば、API=huma
n interface device, Variant=mouse）の機能性（又は機能）の振る舞いの特定の目的か
又はカテゴリを画定する。プラグインは、典型的には、インターフェースと、インターフ
ェース機能の機能プロパティと、該インターフェース機能を呼び出すためのマクロとを画
定するために、ヘッダファイルを使用する。
【０２９５】
　プラグインは、ＧＵＩＤによって、並びに、人間にとって読み取り可能な名称によって
、識別される。単一プラグインは、サポートされる複数のＡＰＩｓと、並びに、同じＡＰ
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Ｉに関する複数のバリアントとを有することができる。幾つかの実施形態において、プラ
グインＡＰＩは、インターフェースによって画定（定義）されるサービスを実現するプラ
グイン機能に対する関数ポインタを含むＣ言語データ構造である。
【０２９６】
　下記テーブルは、guidPhysicsSet1として識別される仮想物理プラグインの一例を示す
。
【表２２】

　この例では、「Joint」ＡＰＩにおける４つのバリアントと、「CollisionDetection」
ＡＰＩにおける２つのバリアントとが存在する。ファイル名称は、プラグインがファイル
システム内に格納される下での名称である。内部名称は、全体としてのプラグインを記述
することが意図されている。識別子は、プラグインバイナリイメージ全体を識別するもの
であり、プラグインマネージャ２６６によってのみ使用される。ＡＰＩは周知のＧＵＩＤ
であり、該ＧＵＩＤは、プラグインによってサポートされている、手続きの（プロシージ
ャの）ＡＰＩを指定する。バリアントは、ある特定の目的のためのプラグインを選択する
ために、クライアントアプリケーションが使用することが可能な、周知のＧＵＩＤである
。例えば、ＳＯＤＡチャンネルサービス２７０は、あるセッションにおいて使用するため
に、圧縮プラグインバリアントをネゴシエートすることができる。
【０２９７】
　図２７は、プラグイン４１０の、１つの例示的なアーキテクチャを示す。該プラグイン
４１０は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）のＣＯＭ（コンポーネント・オブジェクト・
モデル）アーキテクチャと互換性がある。プラグイン４１０は、エントリポイント機能４
１２のセットと、（第１のバリアント４１６と第２のバリアント４１８とを含む）第１の
ＡＰＩクラス４１４と、第２のＡＰＩクラス４２０とを含む。プラグイン４１０は、サポ
ートされる全ＡＰＩクラス４１４、４２０の中の、及び、各ＡＰＩクラス内における全バ
リアントの中の、全機能を実現する。各ＡＰＩクラスと、ＡＰＩクラス内における各バリ
アントとが、それぞれのエントリポイント機能（「ファクトリ」としても呼ばれる）に関
連付けられている。プラグイン４１０がロードされる時には、それぞれのエントリポイン
ト機能が、サポートされる各ＡＰＩクラスごとのプラグインホストに登録（又は記録）さ
れる。ＡＰＩクラスをインスタンス化するために、及び、そのIUnknownインターフェース
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に対するポインタを取得するために、ＡＰＩクラスに関連付けられているエントリポイン
ト機能をプラグインホストが使用する。プラグインホストは、IUnknownインターフェース
を使用して、ＡＰＩクラスによってサポートされたバリアントのエントリポイント機能の
検索を行う。プラグインホストは、バリアントをインスタンス化するために、及び、その
IUnknownインターフェースに対するポインタを取得するために、バリアントに関連付けら
れている該エントリポイント機能を使用する。プラグインホストは、IUnknownインターフ
ェースを使用して、そのインターフェース機能テーブルについて、バリアントをクエリー
（検索要求）する。該機能テーブルは、バリアントのＡＰＩ実現形態に対するアクセスを
、ホストに提供する。
【０２９８】
　各々の実行可能なプラグインは、プラグインマネージャ２６６にプラグインを管理する
ことを可能にさせるコアプラグインＡＰＩをサポートする。該コアプラグインＡＰＩは、
実行可能なプラグインを、自己記述的にさせる。具体的には、各プラグインは、プラグイ
ンマネージャ２６６によってコールされ得る機能をエクスポートして、該プラグインに部
ラグイン自体を登録することを可能にさせる。幾つかの実施形態において、実行可能な各
プラグインは、下記のコアプラグインＡＰＩをエクスポートする。
【０２９９】
【表２３】

　（ｉ）プラグインバリアント
　プラグインバリアントのアクティブインスタンスは、クラスPlugInVariantから導出さ
れる。それらは、常に、PlugInオブジェクトを用いて生成される。全ての有用なプラグイ
ンは、このクラスを、ＡＰＩ指定メソッドを含めるために拡張する。共通メソッドだけが
、ジェネリックなコンフィギュレーションメソッドである。
【０３００】

【表２４】

　（ｉｉ）プラグインマネージャ
　図２８は、プラグインマネージャ２６６と、（プラグインコンテナ４２４のセットを含
む）プラグインディレクトリ４２２と、プラグインデータベース４２６と、コーラー（ca
ller）４２８とを含むプラグインアーキテクチャの一実施形態を示す。プラグインマネー
ジャ２６６は、プラグインディレクトリ４２２内のプラグインコンテナ４２４をクエリー
（検索要求）して、プラグインをプラグインデータベース４２６内に登録して、コーラー
４２８からのＡＰＩリクエストに応答して、利用可能なプラグインについての情報を送り
、及び、指定されたプラグインバリアントをインスタンス化する。コーラー４２８は、典
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バミックスマネージャ２６２及びエリア／ゾーンマネージャ２６４のような）カーネルマ
ネージャ、及びカーネルサービス）である。しかしながら、幾つかの実施形態では、コー
ラー４２８は、クライアントノード上においてか又はリモートネットワークノード（例え
ば、サーバ）上において実行されているサービスか又はソフトウェアアプリケーションに
対応することが可能である。
　図２９は、クライアントネットワークノード上において利用可能なプラグインを登録す
るプロセス内においてプラグインマネージャ２６６によって実現される一方法の一実施形
態を示す。
【０３０１】
　図２９の方法に従って、プラグインマネージャ２６６は、クライアントネットワークノ
ード上において利用可能なプラグインを見つけ出す（図２９のブロック４３０）。幾つか
の実施形態において、クライアントネットワークノードのファイルシステム内に生成され
ている共有化されたプラグインディレクトリ内に全プラグインが格納される。これらの実
施形態において、プラグインマネージャ２６６は、該共有化されたプラグインディレクト
リをチェックすることによって、利用可能なプラグインを見つけ出す。他の実施形態にお
いて、プラグインマネージャ２６６は、利用可能なプラグインのために、他のファイル位
置をチェックするよう構成（又は設定）され得る。
【０３０２】
　プラグインマネージャ２６６は、その見つけ出したプラグインを、それらプラグインが
サポートする全てのＡＰＩｓについてクエリー（検索要求）する（図２９のブロック４３
２）。このプロセス内において、利用可能なプラグインに関連付けられたパラメータ値を
列挙するために、プラグインマネージャ２６６は、コアＡＰＩに対してコールを行う。例
えば、プラグインのＧＵＩＤｓと、サポートされるＡＰＩｓのＧＵＩＤｓと、所与のＡＰ
ＩについてのサポートされるバリアントのＧＵＩＤｓと、を返すコアＡＰＩコールによっ
て、プラグインマネージャ２６６は、プラグインをクエリー（検索要求）する。
【０３０３】
　クエリー（検索要求）を行った結果に基づいて、プラグインマネージャ２６６は、プラ
グインと、それらプラグインがそれぞれサポートするＡＰＩｓとの間の関連性を、プラグ
インデータベース４２６内に格納する（図２９のブロック４３４）。このプロセス内にお
いて、プラグインマネージャ２６６は、プラグインがサポートするＡＰＩｓごとに、ディ
レクトリ４２２内の全てのプラグインを分類する。プラグインマネージャ２６６は、全て
のサポートされるＡＰＩｓに従って、プラグインをプラグインデータベース４２６内へと
自動的に入力する。このようにして、プラグインデータベース４２６によって、同じＡＰ
Ｉによるプラグインが、バリアントについてクエリー（検索要求）されることが可能にな
る。追加的には、プラグインデータベース４２６内のプラグインは、ＡＰＩごとに、及び
バリアントごとに、及び仮想エリアアプリケーションによって参照された時に生成された
インスタンスごとに、列挙され得る。図３０は、プラグインデータベース４３６の例示的
な一実施形態を示す。
【０３０４】
　プラグインマネージャは、以下のＡＰＩをエクスポートする。
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【表２５】

　図３１は、コーラー４２８からのＡＰＩコールの受容に応答して、プラグインマネージ
ャ２６６によって実現される一方法の一実施形態を示す。この方法に従って、ＡＰＩｓの
うちの指定されたＡＰＩをサポートする全プラグインを列挙するためのコールの受容に応
答して（図３１のブロック４４０）、プラグインマネージャ２６６は、プラグインデータ
ベース内における該指定されたＡＰＩに関連付けられている全プラグインの識別子を含む
リストを返す（図３１のブロック４４２）。複数プラグインのうちの識別されたプラグイ
ンによってサポートされるＡＰＩｓのうちの識別されたＡＰＩのバリアントを列挙するた
めのコールの受容に応答して（図３１のブロック４４４）、プラグインマネージャ２６６
は、識別されたプラグインによってサポートされる所与のＡＰＩの全バリアントの識別子
を含むリストを返す（図３１のブロック４４６）。複数プラグインのうちの識別されたプ
ラグインによってサポートされるＡＰＩｓのうちの識別されたＡＰＩの複数バリアントの
うちの識別されたバリアントをインスタンス化するためのコールの受容に応答して（図３
１のブロック４４８）、プラグインマネージャ２６６は、識別されたプラグインをロード
して、識別されたバリアントのインスタンスに対するポインタを返す（図３１のブロック
４５０）。このプロセス内において、指定されたバリアントが探し出されて、その指定さ
れたバリアントが、コーラーのアドレス空間内へとロードされて、及び、ポインタの内部
テーブルが、ＡＰＩによって画定されるサービスを実現するバリアント機能の機能テーブ
ルアドレスにポピュレートされる。
【０３０５】
　（ｉｉｉ）プラグインサーバ
　サポートされる各プラットフォームごとに、適切なダウンロード可能形式において、サ
ーバ上にプラグインが存在する。サーバは、最小セットの暗号化、圧縮、及び認証プラグ
インを常にサポートするので、サーバ接続を試みる時にはクライアントネットワークノー
ドは常に成功する。
【０３０６】
　サードパーティ開発者によってサーバ上に最初に登録される時には、そのプラグインは
、ＡＰＩ仕様にそれが従うことを保証するために、自動化されたツールによって調査され
、及び、受け入れることができないクライアントステーションＡＰＩ参照についてチェッ
クされる。例えば、動的な結合（ビンディング）は、プラグイン環境内にまだ無いどのネ
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イティブなインターフェースでも許されない。従って、プラグインは、ウイルスがスキャ
ンされる。従って、サーバ上の全てのイメージは、ウイルスに対して安全である。
【０３０７】
　プラグインは、認証ユーザによってアクセス制御される。このようにして、アクセスに
対する料金を支払ったユーザは、任意の位置からプラグインを使用することができる。幾
つかの実施形態において、ユーザは、電子商取引エンジンを介したプラグインダウンロー
ドについて認証される。
【０３０８】
　ｂ．プラグインのクラス
　全てのプラグインは、プラグインＡＰＩに従う。幾つかのプラグインは、あるツール（
例えば、ＯｐｅｎＧＬ）に特有のものであり、それら自体の基準（スタンダード）がある
。プラグインの各クラスは、クラス特有のＡＰＩｓを有する。幾つかの実施形態において
、プラグインは、全てのクライアントステーションアクセスについて、ネイティブなアプ
リケーションランタイムに依存する。プラグインが使用される各構成要素において、ＧＵ
ＩＤ名称空間（ネームスペース）を用いて、プロトコルが、機能のネゴシエーションを可
能にする。例えば、幾つかのインスタンスにおいて、ネットワークストリームを接続する
時には、その提供するクライアントネットワークノードは、その暗号化プラグインＧＵＩ
Ｄリストを、好みの順序で提供し、及び、受け取るネットワークノードは、これらの提供
された中から選択して、選択によってか又は拒否によって応答する。
【０３０９】
　幾つかの例示的な実施形態において、プラグインの下記クラスが定義されて、仮想エリ
ア通信者環境を生成することにおいて使用されるためのプラグインを開発するために開発
者によって使用される。
　　　●暗号化アルゴリズム
　　　●圧縮アルゴリズム
　　　●認証アルゴリズム
　　　●認証情報（クレデンシャル）
　　　●グラフィックエフェクト
　　　●物理エクステンション
　　　●スクリプトエクステンション
　　　●入力デバイスホスティング
　　　●オーディオミックス
　　　●オーディオソース
　　　●オーディオインサート
　　　●ストリームトランスポート
　　　●タイムサービス
　これらのプラグインクラスは、以下のパラグラフ内において画定（定義）される。
【０３１０】
［暗号化アルゴリズム（Encryption algorithm）］
　暗号化は、ストリームトランスポート機能であり、ストリーム生成時にネゴシエートさ
れる。このセッション定義は、暗号化VariantＩＤを含むこととなる。例示的な暗号化バ
リアントは、ＡＥＳ及びＲＣ４ブロック暗号化を含む。
【０３１１】
［圧縮アルゴリズム（Compression algorithm）］
　圧縮は、オプションのチャンネルコンテンツ機能である。トランスポートがチャンネル
定義をネゴシエートする時に、チャンネルは圧縮を選択する。認可するステーションが、
利用可能な圧縮オプションを提供し、及び、公開（又は発行）するステーションは、該公
開されるもの（又は発行されるもの）が提供される時に、その選択を指示する。オーディ
オコーデックは、それらのコンテンツは既に圧縮されているので、圧縮をスキップするよ
う選択することができる。例示的なオーディオ圧縮プラグインバリアントは、チャンネル
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指定プライミングストリームによるＩＴＵ－Ｔ Ｖ．４４圧縮プロセスを実現する。
【０３１２】
［認証アルゴリズム（Authentication algorithm）］
　ネットワークインフラサービスは、接続を行うために、ある認証プロトコルを要求する
。サードパーティのサーバは、特定の認証要件を有することができる。認証プロトコルは
、時折、変更され得る。コアPluginＡＰＩに加えて、認証プラグインは、認証プロトコル
を実行するための、及び、ローカル認証情報（クレデンシャル）にアクセスするための、
ＡＰＩｓを有する。例示的な認証プラグインバリアントは、イニシャルサーバに対して、
ＳＳＬタイプの認証をサポートするプラグインバリアントと、トークンとして署名された
ＩＤを用いて、後続のサーバログインをサポートするプラグインバリアントと、を含む。
【０３１３】
［認証情報（クレデンシャル）（Credential）］
　認証情報（クレデンシャル）は、生成されることが可能であり、及び、記憶させるため
に及び認証アルゴリズムによって使用されるためにプラグイン内にカプセル化される必要
がある。例示的な認証情報（クレデンシャル）は、公開キーを含んだ証明書である。
【０３１４】
［グラフィカルエフェクト（Graphical effect）］
　ＯｐｅｎＧＬ及びＣｏｌｌａｄａは、スクリプトにすることが可能なシェーダー、サン
プラ、プロファイル、及び注釈（アノテーション）をサポートする。幾つかの実施形態は
、Collada cg_surface_typeと、シェーダーであるglsl_surface_typeと、サンプラである
gl_samplerX及びcg_samplerXと、をサポートする。
【０３１５】
［物理エクステンション（Physics Extension）］
　幾つかの実施形態において、動的な振る舞いのループ内へと特定のフック（hooks）が
含まれるようにするために、オープン・ダイナミック・エンジン（ＯＤＥ）が修正される
。シーングラフ内のエンティティに対して物理プロパティを提供することによって、仮想
エリアアプリケーションが、典型的には、物理特性を指定する。物理エクステンションプ
ラグインは、そのプラグインによって処理される関連付けられたプロパティＧＵＩＤ（複
数可）をクエリー（検索要求）するためのＡＰＩを有する。このようにして、物理プラグ
インは、関連オブジェクト及び仮想エリアだけが呼び出される。幾つかの実施形態は、モ
デル内のジョイントであるCollada rigid_constraintと、アバター及びアーチファクトの
ためのグローバルなモーションアルゴリズムであるＯｐｅｎＧＬコリジョン検出とをサポ
ートする。
【０３１６】
［スクリプトエクステンション（Script extension）］
　スクリプトエクステンションプラグインは、スクリプトするルーチン（例えば、Ｊａｖ
ａ及びＪａｖａスクリプト）のラッピングを可能にするための、及び、ネイティブなアプ
リケーションランタイムをそれに提供するための、追加的なＡＰＩを有する。スクリプト
は、スクリプトエクステンションプラグインのＧＵＩＤを含むＳＯＤＡ記録を通じて画定
される。
【０３１７】
［入力デバイスホスティング（Input device hosting）］
　入力デバイスプラグインは、アプリケーション論理によって処理される標準入力イベン
ト（例えば、コンピュータキーボード、コンピュータマウス、Ｘｂｏｘ（登録商標）コン
トローラ、及びＷｉｉ（登録商標）コントローラによって生成されるイベント）のための
ＳＯＤＡ記録を生成する。
【０３１８】
［オーディオミックス、オーディオソース、及びオーディオインサート（Audio Mix, Aud
io Source, and Audio Insert）］
　オーディオ処理（プロセッシング）は、発生源（例えば、マイクロホン）においてが望
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ましく、エフェクト及びミキシングは、送り先（例えば、スピーカ）においてが望ましい
。オーディオプラグインは、典型的には、オーディオネットワークルーティングを変更す
ることができない。何故ならば、それは、他のユーザの経験（体験）に影響を及ぼすから
である。Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）プラットフォーム上のオーディオプラグインは、Au
dioPluginＡＰＩに従うＤＬＬｓである。それらは、リアルタイムカーネル２６０に登録
され、ＳＯＤＡによる参照のために利用可能である。仮想エリア開発者は、仮想エリアア
プリケーションの一部として（例えば、拡張Colladaフィールドか又はＶＳＤＬ動作を用
いて）、オーディオプラグインをリクエストすることができる。
【０３１９】
　その上、アバタースクリプトが、オーディオプラグインをリクエストすることが可能で
ある。
【０３２０】
　ミックスバリアントは、エコー、エコーキャンセル、リバーブ、及びコンポーズを含む
。
【０３２１】
　ソースバリアントは、マイクロホン、クリップ、メディア、Ｓｋｙｐｅ、及びストリー
ミングファイルを含む。
【０３２２】
　インサートバリアントは、パンナー、ボリューム、ｉＬＢＣ、ＲＣＵ、ｉＰＣＭ－ｗｂ
、イコライザー、ＬＰＦ、ＨＰＦ、ＡＧＣ、ノイズキャンセル、エラー隠匿、ジッター制
御、ミュート、遅延（ディレイ）、サイレンス検出、快適雑音を含む。
【０３２３】
［ストリームトランスポート（Stream Transport）］
　ＳＴＲＡＷは、ネットワーク上のセッションをホストするためにストリームトランスポ
ートプラグインを使用する。ストリームは、パケットを伝送（トランスポート）し、及び
、信頼性、認証、及び暗号化を提供する。
【０３２４】
［タイムサービス（Time Service）］
　リアルタイムスケジューラ２６０は、クライアントネットワークノード間の時間を同期
させることに関与している。この目的のため、各クライアントネットワークノードは、Ｓ
ＩＳか、ＮＴＰ（ネットワークタイムプロトコル）か、又はＩＴＳ（インターネットタイ
ムサービス）などのインターネット時間基準に同期することとなる。
【０３２５】
　ｃ．プラグインクラスＡＰＩｓ
　全てのプラグインクラスオブジェクトは、PlugInVariantに基づく。
［暗号化アルゴリズム（Encryption algorithm）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、キーイング（keying）
を含むブロック暗号化アルゴリズムを実施する。このプラグインは、キー（鍵）を除いて
処理状態を維持しない（ステイトレスである）（すなわち、各暗号化が任意の他のものと
独立している）。
【０３２６】
　　　Encryption::Ctor(algorithm, key) 
　　　Encryption::Encrypt(data, size, target) 
　　　Encryption::Decrypt(data, size, target) 
　　　Encryption::Dtor() 
［圧縮アルゴリズム（Compression algorithm）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、１つか又は複数のロス
レス圧縮／解凍アルゴリズムを実施する。該プラグインの圧縮は、連続的なストリームで
あり、内部状態テーブルを維持することができる。該アルゴリズムは、各KeyFrameに関し
て再開され、該アルゴリズムには、エミットされてはいないが圧縮状態に寄与してる「プ
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ライミング」ブロックを処理することを含めることができる。
【０３２７】
　　　Compression::Ctor(algorithm)
　　　Compression::KeyFrame(preload)
　　　Compression::Compress(data, size, target)
　　　Compression::Decompress(data, size, target)
　　　Compression::Dtor()
［認証アルゴリズム（Authentication algorithm）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、ローカル認証情報（ク
レデンシャル）にアクセスして、１つか又は複数状態の、クライアント認証・状態マシン
を実現する。認証・状態マシンは、認証サーバに対する通信リンクの制御を行わない。認
証・状態マシンは、メッセージのみを処理して、後続のメッセージを生成する。
【０３２８】
　　　Authentication::Ctor(algorithm, credential）
　　　Authentication::InitialState()
　　　Authentication::State(state)
　　　Authentication::Advance(messageData, messageConsumer&)
　　　Authentication::SessionKey(key&)
　　　Authentication::Dtor()
［認証情報（クレデンシャル）（Credential）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、プラットフォーム特定
クレデンシャル記憶部にアクセスする。
【０３２９】
　　　Credential::Ctor()
　　　Credential::Select(index)
　　　Credential::Accept(data, size, index&)
　　　Credential::PrivateKey(key&)
　　　Credential::PublicKey(key&)
　　　Credential::Passphrase(passphrase&)
　　　Credential::Dtor()
［グラフィカルエフェクト（Graphical effects） － シェーダー（Shader）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、３Ｄレンダリングに影
響を及ぼす。
【０３３０】
　シェーダーＡＰＩは、シェーダー（スクリプト化された手続きの（プロシージャの）表
面生成器）をサポートする。
【０３３１】
　　　Shader::Ctor(gl&)
　　　Shader::Initialize(format, size, mip, type, code, technique)
　　　Shader::SetTextureParameters(texture)
　　　Shader::SetTextureSteam(idStream)
　　　Shader::Render(pass)
　　　Shader::Dtor()
［グラフィカルエフェクト（Graphical effects）  － サンプラ（Sampler）］
　サンプラＡＰＩは、PlugInVariantに基づく。該サンプラＡＰＩは、表面に対してテク
スチャをマッピングすることをサポートする。
【０３３２】
　　　Sampler::Ctor(gl&)
　　　Sampler::Initialize(type, wrap, minFilter, magFilter, mipFilter, color, mi
pmap_maxLevel, mipmap_bias)
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　　　Sampler::Dtor()
［物理エクステンション（Physics Extension） － ジョイント（Joint）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、動作（モーション）の
ダイナミクスを拡張（拡大）する。
【０３３３】
　ジョイントＡＰＩは、アバター及びアーチファクト・サブアセンブリに対するジョイン
ト制約及びダイナミクスをサポートする。
【０３３４】
　　Joint::Ctor(ode&, dimension, nUnbounded) 
　　Joint::Initialize(body1, anchor1, orientation1, body2, anchor2, orientation2
, axis, erp, cfm) 
　　Joint::Torque(torque) 
　　Joint::GetState(fps&, erp&, jLin1&, jAng1&, jLin2&, jAng2&, c&, cfm&, low&, 
high&) 
［物理エクステンション（Physics Extension） － コリジョン（Collision）］
　コリジョンＡＰＩは、PlugInVariantに基づく。該コリジョンＡＰＩは、コリジョン検
出を迅速に計算することをサポートする。幾つかの実施形態において、コリジョンプラグ
インバリアントは、オープン・ダイナミクス・エンジン（ＯＤＥ）内のクアッド・ツリー
クラスdxSpaceアルゴリズムを実現することができる。
【０３３５】
　　　Collision::Ctor(ode&, space) 
　　　Collision::Step() 
［スクリプトエクステンション（Script extension）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、仮想エリアアプリケー
ションによって提供されるコードの実行をサポートする。このコードは、バイナリ形式に
おけるものであり、その特定コード定義がサポートするＡＰＩと言葉とによってラベル付
けられる。該プラグインは、言葉によって異なる。該プラグインは、ある特定のコード定
義をロードし、及びそれをコールし、ＡＰＩにとって適切なネイティブアプリケーション
ランタイムオブジェクトを提供する。
【０３３６】
　　　ScriptExtension::Ctor(sonar&)
　　　ScriptExtension::Execute(code, api)
　　　ScriptExtension::Dtor() 
［入力デバイスホスティング（Input device hosting）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、ユーザイベントのキャ
プチャー（オーディオを除く）をサポートする。これは、マウスから、顔認識を有するビ
デオカメラまでのあらゆるものを含む。該プラグインは、ユーザイベントをキューに生成
する。
【０３３７】
　　　InputDevice::Ctor(arg, queue) 
　　　InputDevice::Configure(arg) 
［オーディオミックス（Audio Mix）］
　このプラグインは、AudioComponentに基づく。該プラグインは、２つのオーディオスト
リームを組み合わせる。
【０３３８】
　　　AudioMix::Ctor(audioSrc1, audioSrc2, param) 
　　　AudioMix::Configure(param) 
　　　AudioMix::Dtor() 
［オーディオソース（Audio Source）］
　このプラグインは、AudioComponentに基づく。該プラグインは、ポーリング可能なオー
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ディオストリームを提供する。
【０３３９】
　　　AudioSource::Ctor() 
　　　AudioSource::Configure(arg) 
　　　AudioSource::GetLatency(latency&) 
　　　AudioSource::Poll(data) 
［オーディオインサート（Audio Insert）］
　このプラグインは、AudioComponentに基づく。該プラグインは、オーディオストリーム
を変換する。該プラグインは、ストリームを、圧縮するか、解凍するか、又は単に修正す
ることができる。
【０３４０】
　　　AudioInsert::Ctor(AudioSource&) 
　　　AudioInsert::GetLatency(latency&) 
　　　AudioInsert::Process() 
［オーディオセンド（Audio Send）］
　このプラグインは、AudioComponentに基づく。該プラグインは、オーディオストリーム
を２つの等しいストリームに分割する（ストリームをコピーする）。任意のAudioSource
が、任意の他のオーディオ要素にルーティングされ得る。
【０３４１】
　　　AudioSend::Ctor(AudioSource&) 
　　　AudioSend::Dtor() 
　　　AudioSend::Copy(data&)
［ストリームトランスポート（Stream Transport）］ 
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。１つの例示的なストリームトランスポー
トプラグインバリアントは、設定可能な認証及び暗号化を有したＩＰ ＵＤＰトランスポ
ートをサポートする。
【０３４２】
　　　Transport::Ctor(port, station, session, encryption) 
　　　Transport::MTU() 
　　　Transport::Hello() 
　　　Transport::Challenge(credential) 
　　　Transport::Respond(challenge, encryption) 
　　　Transport::Response(response, encryption) 
　　　Transport::IdentifyingToken()
　　　Transport::IdentifyingToken(token) 
　　　Transport::Send(data, size, idChannel) 
　　　Transport::Receive(record) 
　　　Transport::Dtor() 
［タイムサービス（Time Service）］
　このプラグインは、PlugInVariantに基づく。該プラグインは、クライアントネットワ
ークノード時間を、インターネット基準に同期させる。
【０３４３】
　　　TimeSvc::Ctor() 
　　　TimeSvc::Sync() 
　　　TimeSvc::Dtor()
　ＶＩ．ＳＯＤＡ定義
　　　Session 
　　　　　IDStation1　　　　　GUID 
　　　　　IDStation2　　　　　GUID 
　　　　　IDSession　　　　　 GUID
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　　　SessionFailure
　　　　　IDSession　　　　　 GUID
　　　　　Reason　　　　　　　long
　　　　　Parameter　　　　　 long 

　　　Station 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID 
　　　　　STRAW_Address　　 IP, Port 
　　　　　STRAW_Transport　 [GUID] 

　　　Publish 
　　　　　IDClient　　　　　　GUID
　　　　　IDServer　　　　　　GUID
　　　　　IDChannel　　　　　GUID
　　　　　IDCompression　　　[GUID]
 
　　　Subscribe 
　　　　　IDClient　　　　　　GUID 
　　　　　IDServer　　　　　　GUID 
　　　　　IDChannel　　　　　GUID 
　　　　　IDChannelIndex　　 GUID
　　　　　Reliable 　　　　　　bit 
　　　　　Compressed　　　　  bit 
　　　　　KeyFrameUser　　　 bit 
　　　　　IDCompression　　　GUID 
　　　　　Preload　　　　　　 text 

　　　StreamKeepAlive 
　　　　　IDSession　　　　　 GUID
　　　　　Timeout　　　　　　 long
 
　　　StreamFailure 
　　　　　IDSession　　　　　 GUID
 
　　　ChannelFailure 
　　　　　IDChannelIndex　　　GUID
 
　　　CommunicantState 
　　　　　IDSelf　　　　　　　GUID 
　　　　　IDCommunicant　　 GUID 
　　　　　State　　　　　　　 short
 
　　　HID 
　　　　　IDDeviceClass　　　GUID
　　　　　IDDevice　　　　　 GUID 
　　　　　ID　　　　　　　　 GUID 

　　　AudioParameter 
　　　　　ID 　　　　　　　　GUID



(90) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

　　　　　IDParameter　　　 GUID 
　　　　　Value　　　　　　　short
 
　　　AudioDevice 
　　　　　IDDeviceClass　　　GUID
　　　　　IDDevice　　　　　 GUID 
　　　　　ID　　　　　　　　 GUID 

　　　AreaSession 
　　　　　IDArea 　　　　　　GUID 
　　　　　ID　　　　　　　　 GUID
 
　　　PhysicsCheckpoint 
　　　　　Location　　　　　　doubleX3
　　　　　Velocity　　　　　　doubleX3 
　　　　　Acceleration　　　　doubleX3
　　　　　Orientation　　　　 doubleX3 
　　　　　Center Of Gravity　doubleX4 
　　　　　Inertia Tensor　　　doubleX3 
　　　　　Mass　　　　　　　 double
 
　　　Zone 
　　　　　ID　　　　　　　　 GUID
　　　　　Shape　　　　　　　Mesh
　　　　　Origin　　　　　　　doubleX3
　　　　　Avatar　　　　　　 [GUID]
 
　　　AudioAperture 
　　　　　ID 　　　　　　　　GUID
　　　　　Radius　　　　　　 double
　　　　　Origin　　　　　　 doubleX3
　　　　　Orientation　　　　doubleX3
 
　　　AudioObstruction 
　　　　　ID 　　　　　　　　GUID
　　　　　Radius　　　　　　 double
　　　　　Origin　　　　　　 doubleX3
 
　　　AudioReverb 
　　　　　ID　　　　　　　　 GUID
　　　　　Shape　　　　　　　Mesh
　　　　　Origin　　　　　　　doubleX3
 
　　　AudioMix 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　Type　　　　　　　　GUID
　　　　　Variant　　　　　　 GUID 
　　　　　Avatar　　　　　　　GUID
　　　　　Source1　　　　　　 GUID
　　　　　Source2　　　　　　 GUID
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　　　AudioEffect
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　Type　　　　　　　　GUID
　　　　　Variant　　　　　　 GUID 
　　　　　Avatar　　　　　　　GUID
　　　　　Source1　　　　　　 GUID

　　　AudioStream 
　　　　　IDAudio　　　　　　 GUID
　　　　　Avatar　　　　　　　GUID
 
　　　AudioCalculation 
　　　　　IDSource　　　　　　GUID
　　　　　IDSink 　　　　　　 GUID
　　　　　IDComponent　　　　GUID
　　　　　IDOperation　　　　 GUID 
　　　　　Param1　　　　　　　long 
　　　　　Param2　　　　　　　long
 
　　　PlugIn 
　　　　　Type 　　　　　　　 GUID
　　　　　Name　　　　　　　 Text
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　API Supported　　　[GUID]
 
　　　UpgradeDependencyList
　　　　　Base Installation　　GUID 
　　　　　Description 　　　　 Text 
　　　　　Upgrade ID　　　　 [GUID]
 
　　　Upgrade 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　Offset　　　　　　　 long
　　　　　Data　　　　　　　　[]

　　　AudioRecord 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　IDAudio　　　　　　 GUID 
　　　　　IDStore　　　　　　 GUID
 
　　　AudioPlayback
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　IDAudio　　　　　　GUID 
　　　　　IDStore　　　　　　 GUID
 
　　　NetworkDNS 
　　　　　Address　　　　　　 String

　　　NetworkProxy 
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　　　　　Address　　　　　　 String
 
　　　Debuglnfo 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　Statistic　　　　　　GUID
　　　　　Reset　　　　　　　 Boolean
 
　　　DebugTrap 
　　　　　ID　　　　　　　　　GUID
　　　　　Trap　　　　　　　　GUID
　　　　　Rearm　　　　　　　Boolean
 
　　　HID 
　　　　　IDKvm　　　　　　　GUID
　　　　　HID　　　　　　　　 event 
　ＶＩＩ．結論
　本明細書内において記載されている実施形態は、それぞれのネットワークノード上にお
いて操作する通信者間のリアルタイム通信（又は伝達）をサポートするリアルタイムカー
ネルを提供する。通信者、仮想エリア、及び他のネットワークリソースに接続し、ユーザ
入力に応答してこれらの接続をスイッチングし、及び、リアルタイムデータストリームを
ミキシングする、という複雑なタスクを、該リアルタイムカーネルが処理する。該リアル
タイムカーネルによって、開発者は、低レベルな、コードの配管（plumbing）の代りに、
高レベルの通信機能を開発することに集中することが可能になる。広範囲の現在利用可能
なコンピューティングデバイス及びネットワーク接続を用いてリアルタイム通信性能が達
成され得ることとなるように、リアルタイムカーネルは、比較的低い計算リソース要件を
課す。
【０３４４】
　他の実施形態は、特許請求の範囲内にあるものである。
【０３４５】
　以下に、本発明の実施態様を列挙する。　
【０３４６】
１．リモート制御されたリアルタイムデータストリーム処理を、コンピュータにより実現
する方法であって、
　　ローカルネットワークノード（12）において、１つか又は複数のストリームハンドリ
ング命令を、リモートネットワークノード（16）から受け取り、ここで、該１つか又は複
数のストリームハンドリング命令は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを
処理するためのストリームハンドラ（22）の仕様を含み、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記仕様に従って、ストリームハ
ンドラ（22）を作成し、及び、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において結果データストリームを生成する
ことを含み、
　前記生成することが、前記作成したストリームハンドラ（22）を通じてリアルタイムデ
ータストリームを処理することを含むことからなる、方法。
【０３４７】
２．前記生成することが、
　　前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指定されたリアルタイ
ム状態情報からコンフィギュレーションパラメータ値を決定し、及び、
　　前記ストリームハンドラ（22）を、前記コンフィギュレーションパラメータ値によっ
て動的に構成する
ことを含むことからなる、前項１に記載の方法。
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【０３４８】
３．前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において
指定されるミキシング機能を有した前記ストリームハンドラ（22）を構築することを含み
、及び、前記生成することは、該ミキシング機能に従って、前記リアルタイムデータスト
リームを、少なくとも１つの他のリアルタイムデータストリームとミキシングして、ミッ
クスされたリアルタイムデータストリームを生成することを含むことからなる、前項１に
記載の方法。
【０３４９】
４．前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において
指定された処理オブジェクトをインスタンス化して、該インスタンス化された処理オブジ
ェクトを、前記ストリームハンドラ（22）における方向付けられたグラフ構成要素内へと
、前記仕様に従って組み立てることを含み、及び、
　前記生成することは、前記方向付けられたグラフを通じて前記リアルタイムデータスト
リームを処理することを含むことからなる、前項１に記載の方法。
【０３５０】
５．前記生成することが、
　　前記インスタンス化された処理オブジェクトのためのコンフィギュレーションパラメ
ータ値を、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指定されたリア
ルタイム状態情報から決定し、及び、
　　前記処理オブジェクトを、前記コンフィギュレーションパラメータ値により構成する
ことを含むことからなる、前項４に記載の方法。
【０３５１】
６．前記インスタンス化することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令
内において指定されたミキシングオブジェクトをインスタンス化することを含み、及び、
前記生成することは、該ミキシングオブジェクトを実行して、ミックスされたリアルタイ
ムデータストリームを、前記リアルタイムデータストリームと、少なくとも１つの他のリ
アルタイムデータストリームとの組み合わせから生成することを含むことからなる、前項
４に記載の方法。
【０３５２】
７．前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの少なくとも１つが、前記ローカ
ルネットワークノード（16）のハードウェア構成要素を制御するドライバモジュールに対
するぞれぞれのコールを、前記結果データストリームに少なくとも部分的に基づいて、カ
プセル化することからなる、前項４に記載の方法。
【０３５３】
８．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、それぞれの固有の識別子によ
り前記処理オブジェクトを指定し、及び、前記インスタンス化することは、該識別子のう
ちの幾つかのそれぞれを含んだアプリケーションプログラムインターフェースプロシージ
ャ（ＡＰＩ）コールを、処理オブジェクトに対して発行することを含むことからなる、前
項４に記載の方法。
【０３５４】
９．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、前記第１のリアルタイムデー
タストリームのデータタイプとは異なるデータタイプの少なくとも１つのリアルタイムデ
ータストリームを処理するための第２のストリームハンドラ（22）の第２の仕様を含み、
前記作成することは、該第２の仕様に従って第２のストリームハンドラ（22）を作成する
ことを含み、及び、前記生成することは、リアルタイムデータストリームを該第２のスト
リームハンドラ（22）を通じて生成することを含むことからなる、前項１に記載の方法。
【０３５５】
１０．ローカルネットワークノード（16）は、仮想エリア（28）内の第１のオブジェクト
に関連付けられおり、及び、前記仮想エリア（28）内の第２のオブジェクトに関連付けら
れている第２のリモートネットワークノードからのリアルタイムデータストリームを受け
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取ることを前記方法が更に含むことからなる、前項１に記載の方法。
【０３５６】
１１．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、前記仮想エリア（28）内の
前記第１及び第２のオブジェクトのそれぞれの位置を表すリアルタイム位置情報を含み、
及び、前記生成することは、該リアルタイム位置情報からコンフィギュレーションパラメ
ータ値を決定して、該コンフィギュレーションパラメータ値によって前記ストリームハン
ドラ（22）を構成することを含むことからなる、前項１０に記載の方法。
【０３５７】
１２．前記仮想エリア（28）内の第３のオブジェクトに関連付けられている第３のリモー
トネットワークノードから第２のリアルタイムデータストリームを受け取ることを更に含
み、
　前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指
定されるミキシング機能を有した前記ストリームハンドラ（22）を構築することを含み、
及び、生成することは、該ミキシング機能に従って第１のリアルタイムデータストリーム
と、前記第２のリアルタイムデータストリームとを組み合わせることを含むことからなる
、前項１１に記載の方法。
【０３５８】
１３．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、第１のリアルタイムデータ
ストリームとは異なるデータタイプにおける少なくとも１つのリアルタイムデータストリ
ームを処理するための第２のストリームハンドラ（22）の第２の仕様を含み、
　第３のリモートネットワークノードから第２のリアルタイムデータストリームを受け取
ることを前記方法が更に含み、及び、
　前記作成することは、前記第２の仕様に従って第２のストリームハンドラ（22）を作成
することを含み、及び、前記生成することは、１つか又は複数の前記コンフィギュレーシ
ョンパラメータ値に従って前記第２のストリームハンドラ（22）を構成して、該第２のス
トリームハンドラ（22）を通じて前記第１のリアルタイムデータストリームと前記第２の
リアルタイムデータストリームとを処理することを含むことからなる、前項１１に記載の
方法。
【０３５９】
１４．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、前記仮想エリア（28）内の
前記第１及び第２のオブジェクトのそれぞれの位置を表すリアルタイム位置情報を含み、
　前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内において指
定される１つか又は複数のオブジェクト属性処理機能を有した前記ストリームハンドラ（
22）を構築することを含み、
　前記生成することは、前記リアルタイム位置情報からオブジェクトコンフィギュレーシ
ョンパラメータ値を決定して、前記結果データストリームを生成する間に、該オブジェク
トコンフィギュレーションパラメータ値によって前記１つか又は複数のオブジェクト属性
処理機能を動的に構成することを含み、及び、
　前記発生させることは、前記仮想エリア（28）内の前記第１及び第２のオブジェクトの
ビジュアル表現を含む可視出力を、前記結果データストリームに少なくとも部分的に基づ
いてレンダリングすることを含むことからなる、前項１０に記載の方法。
【０３６０】
１５．前記仮想エリア（28）内の前記第１のオブジェクトの配向と、位置と、動作と、及
び、該位置に基づく姿勢とのうちの少なくとも１つに関して、前記第１のオブジェクトの
前記ビジュアル表現を動的に制御するよう前記１つか又は複数のオブジェクト属性処理機
能のうちの少なくとも１つが構成されることからなる、前項１４に記載の方法。
【０３６１】
１６．前記指定されるデータタイプは、オーディオであり、及び、前記発生させることは
、可聴の出力を発生させることを含むことからなる、前項１に記載の方法。
【０３６２】
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１７．前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内におい
て指定される１つか又は複数のオーディオプロセッシング機能を有した前記ストリームハ
ンドラ（22）を構築することを含むことからなる、前項１６に記載の方法。
【０３６３】
１８．前記ネットワークノードは、仮想エリア（28）内の第１のオブジェクトに関連付け
られており、前記方法は、該仮想エリア（28）内の第２のオブジェクトに関連付けられて
いる第２のネットワークノードからリアルタイムデータストリームを受け取ることを更に
含み、及び、
　前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令は、該仮想エリア（28）内の前記第
１及び第２のオブジェクトのそれぞれの位置を表すリアルタイム位置情報を含み、及び、
前記生成することは、該リアルタイム位置情報からオーディオプロセッシングコンフィギ
ュレーションパラメータ値を決定して、該オーディオプロセッシングコンフィギュレーシ
ョンパラメータ値によって前記ストリームハンドラ（22）を構成することを含むことから
なる、前項１７に記載の方法。
【０３６４】
１９．前記作成することは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令内におい
て指定されるミキシング機能を有した前記ストリームハンドラ（22）を構築することを含
み、及び、前記生成することは、該ミキシング機能に従って、前記リアルタイムデータス
トリームを、少なくとも１つの他のリアルタイムオーディオデータストリームと組み合わ
せることを含むことからなる、前項１６に記載の方法。
【０３６５】
２０．前記ローカルネットワークノード（16）において、
　　前記リモートネットワークノードから受け取ったリモート公開定義を格納し、ここで
、該定義は、１つか又は複数のリモートネットワークノードから利用可能なリアルタイム
データストリームが記載されたものであり、
　　前記ローカルネットワークノード（16）のローカルリアルタイムカーネル構成要素に
よりリクエストされたリアルタイムデータストリームのローカル認可定義を格納し、及び
、
　　一致するリモート公開定義を有した前記ローカル認可定義の各々ごとにそれぞれのリ
アルタイムデータストリームリクエストを、１つか又は複数の前記リモートネットワーク
ノードに送る
ことを更に含むことからなる、前項１に記載の方法。
【０３６６】
２１．前記ローカル認可定義に従って、前記ローカルリアルタイムカーネル構成要素のう
ちの幾つかの各々に対する前記リクエストに応答して前記１つか又は複数のリモートネッ
トワークノードから受け取ったリアルタイムデータストリームを、前記ローカルネットワ
ークノード（16）において導くことを更に含むことからなる、前項２０に記載の方法。
【０３６７】
２２．人間にとって知覚可能な出力を、前記結果データストリームに少なくとも部分的に
基づいて前記ローカルネットワークノード（16）において発生させることを更に含むこと
からなる、前項１に記載の方法。
【０３６８】
２３．コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　ローカルネットワークノード（16）において、１つか又は複数のストリームハンドリ
ング命令を、リモートネットワークノードから受け取り、ここで、該１つか又は複数のス
トリームハンドリング命令は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理す
るためのストリームハンドラ（22）の仕様を含み、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記仕様に従って、ストリームハ
ンドラ（22）を作成し、及び、
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　　前記ローカルネットワークノード（16）において結果データストリームを生成する
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備えた装置であって、
　前記生成することが、前記作成したストリームハンドラ（22）を通じてリアルタイムデ
ータストリームを処理することを含むことからなる、装置。
【０３６９】
２４．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に具
現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コン
ピュータ可読プログラムコードは、
　　ローカルネットワークノード（16）において、１つか又は複数のストリームハンドリ
ング命令を、リモートネットワークノードから受け取り、ここで、該１つか又は複数のス
トリームハンドリング命令は、少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理す
るためのストリームハンドラ（22）の仕様を含み、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記仕様に従って、ストリームハ
ンドラ（22）を作成し、及び、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において結果データストリームを生成する
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されており
、前記生成することが、前記作成したストリームハンドラ（22）を通じてリアルタイムデ
ータストリームを処理することを含むことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読
媒体。
【０３７０】
２５．リアルタイムデータストリーム処理を、コンピュータにより実現する方法であって
、
　　１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210）から、リアルタイムストリー
ムハンドラ（206）の仕様をパーズし、ここで、該パーズすることは、前記１つか又は複
数のストリームハンドリング命令（210）から、入力ソース識別子、出力シンク識別子、
及び、１つか又は複数のデータ処理オブジェクトの各々の識別子のそれぞれを、パーズす
ることを含んでおり、
　　前記識別子のうちの幾つかのそれぞれに対応するリアルタイムストリーム処理オブジ
ェクトをインスタンス化し、
　　前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェクトのうちの幾つか
を含む、方向付けられたグラフ（212）を、前記仕様に従って作成し、
　　前記入力ソース識別子に対応する入力ソースからリアルタイムデータストリームを受
け取り、及び、
　　前記出力シンク識別子に対応する出力シンクにおいて結果データストリームを生成す
る
ことを含み、
　前記生成することが、前記方向付けられたグラフ（212）を通じて前記リアルタイムデ
ータストリームを処理することを含むことからなる、方法。
【０３７１】
２６．前記パーズすることは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210
）から、データ処理オブジェクトの識別子を抽出することを含み、及び、前記作成するこ
とは、前記抽出された識別子に対応するリアルタイムストリーム処理オブジェクトをイン
スタンス化したものから、前記方向付けられたグラフ（212）を組み立てることを含むこ
とからなる、前項２５に記載の方法。
【０３７２】
２７．前記パーズすることは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210
）から、オーディオプロセッシングオブジェクトの識別子を抽出することを含み、及び、
前記生成することは、前記抽出された識別子のうちの幾つかのそれぞれに対応する１つか
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又は複数のインスタンス化されたオーディオプロセッシングオブジェクトを通じて、前記
リアルタイムデータストリームを処理することを含むことからなる、前項２５に記載の方
法。
【０３７３】
２８．前記インスタンス化することは、それぞれの識別子についてオブジェクトライブラ
リをクエリーして、該クエリーすることに応答して該オブジェクトライブラリからオブジ
ェクトを検索して、及び、該検索したオブジェクトをインスタンス化することを含むこと
からなる、前項２５に記載の方法。
【０３７４】
２９．前記インスタンス化することは、前記識別子のうちの幾つかのそれぞれを含んだア
プリケーションプログラムインターフェースプロシージャ（ＡＰＩ）コールを、処理オブ
ジェクトに対して発行することを含むことからなる、前項２８に記載の方法。
【０３７５】
３０．前記生成することが、
　　１つか又は複数の前記ストリームハンドリング命令（210）内において指定されたリ
アルタイム状態情報からコンフィギュレーションパラメータ値を決定し、及び、
　　前記方向付けられたグラフ（212）内の１つか又は複数の前記インスタンス化された
リアルタイムストリーム処理オブジェクトを、前記コンフィギュレーションパラメータ値
によって動的に構成する
ことを含むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３７６】
３１．前記受け取ることは、前記仕様内の第２の入力ソース識別子に対応する第２の入力
ソースからの第２のリアルタイムデータストリームを受け取ることを含み、及び、前記生
成することは、前記方向付けられたグラフ（212）を通じて該第２のリアルタイムデータ
ストリームを処理することを含むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３７７】
３２．前記インスタンス化することは、前記パーズした識別子のうちのそれぞれの１つに
対応するリアルタイムストリームミキシングオブジェクト（220）をインスタンス化する
ことを含み、前記作成することは、前記インスタンス化されたリアルタイムストリームミ
キシングオブジェクトを、前記方向付けられたグラフ（212）内へと組み込むことを含み
、及び、前記生成することは、前記インスタンス化されたリアルタイムストリームミキシ
ングオブジェクト（220）を実行して、前記第１のリアルタイムデータストリームと前記
第２のリアルタイムデータストリームとを組み合わせることを含むことからなる、前項３
１に記載の方法。
【０３７８】
３３．前記第１の入力ソースは、第１のリモートネットワークノードから到来するリアル
タイムデータストリーム（214）の定義に対応し、及び、前記第２の入力ソースは、第２
のリモートネットワークノードから到来するリアルタイムデータストリーム（214）の定
義に対応することからなる、前項３２に記載の方法。
【０３７９】
３４．前記パーズすることは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210
）から、第２のリアルタイムストリームハンドラ（22）の第２の仕様をパーズすることを
含み、該第２の仕様は、第２の入力ソース識別子、第２の出力シンク識別子、及び１つか
又は複数のデータ処理オブジェクトの各々のそれぞれの識別子を含み、
　前記作成することは、前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェ
クトのうちの幾つかから、第２の方向付けられたグラフを、前記第２の仕様に従って作成
することを含み、
　前記受け取ることが、前記第２の入力ソース識別子に対応する第２の入力ソースから第
２のリアルタイムデータストリームを受け取ることを含み、ここで、前記第１及び第２の
リアルタイムデータストリームは、データタイプに関して異なっており、及び、
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　前記生成することが、第２の方向付けられたグラフを通じて、前記第２の出力シンク識
別子に対応する第２の出力シンクへと、前記第２のリアルタイムデータストリームを処理
することを含むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３８０】
３５．前記第１のリアルタイムデータストリームと前記第２のリアルタイムデータストリ
ームとが、同時に処理されることからなる、前項３４に記載の方法。
【０３８１】
３６．前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェクトのうちの少な
くとも１つが、ローカルハードウェア構成要素を制御するドライバモジュールに対するそ
れぞれのコールをカプセル化することからなる、前項２５に記載の方法。
【０３８２】
３７．前記パーズすること、前記インスタンス化すること、前記作成すること、前記受け
取ること、前記生成すること、及び前記発生させることは、仮想エリア（28）内の第１の
オブジェクトに関連付けられたローカルネットワークノード（16）上において実施され、
及び、前記受け取ることは、該仮想エリア（28）内の第２のオブジェクトに関連付けられ
たリモートネットワークノードから前記リアルタイムデータストリームを受け取ることを
含むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３８３】
３８．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210）は、前記仮想エリア（2
8）内の前記第１及び第２のオブジェクトのそれぞれの位置を表すリアルタイム位置情報
を含み、及び、前記生成することは、該リアルタイム位置情報からコンフィギュレーショ
ンパラメータ値を決定して、前記方向付けられたグラフ内の、１つか又は複数の前記イン
スタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェクトを、該コンフィギュレーショ
ンパラメータ値によって動的に構成することを含むことからなる、前項３７に記載の方法
。
【０３８４】
３９．前記受け取ることは、前記仮想エリア（28）内の第３のオブジェクトに関連付けら
れている第２のリモートネットワークノードから第２のリアルタイムデータストリームを
受け取ることを含み、前記作成することは、前記パーズした識別子のうちのそれぞれの１
つに対応するインスタンス化されたミキシングオブジェクトを有した前記方向付けられた
グラフを構築することを含み、及び、前記生成することは、該インスタンス化されたミキ
シングオブジェクト（220）を実行して、前記第１のリアルタイムデータストリームと前
記第２のリアルタイムデータストリームとを組み合わせることを含むことからなる、前項
３８に記載の方法。
【０３８５】
４０．前記パーズすることは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210
）から、第２のリアルタイムストリームハンドラ（22）の第２の仕様をパーズすることを
含み、該第２の仕様は、第２の入力ソース識別子、第２の出力シンク識別子、及び１つか
又は複数のデータ処理オブジェクトの各々のそれぞれの識別子を含み、
　前記作成することは、前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェ
クトのうちの幾つかから、第２の方向付けられたグラフを、前記第２の仕様に従って作成
することを含み、
　前記受け取ることが、前記第２の入力ソース識別子に対応する第２の入力ソースから、
第２のリアルタイムデータストリームを受け取ることを含み、ここで、該第２の入力ソー
スは、第２のリモートネットワークノードから到来するリアルタイムデータストリームの
定義に対応しており、及び、前記第１及び第２のリアルタイムデータストリームは、デー
タタイプに関して異なっており、及び、
　前記生成することが、第２の方向付けられたグラフを通じて、前記第２の出力シンク識
別子に対応する第２の出力シンクへと、前記第２のリアルタイムデータストリームを処理
することを含むことからなる、前項３８に記載の方法。



(99) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

【０３８６】
４１．前記パーズすることは、前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210
）から、グラフィックオブジェクト外観処理オブジェクトの識別子を抽出することを含み
、及び、
　前記作成することは、前記抽出した識別子のうちの幾つかの各々に対応する１つか又は
複数のインスタンス化されたグラフィックオブジェクト外観処理オブジェクトを通じて前
記リアルタイムデータストリームを処理して、該インスタンス化されたグラフィックオブ
ジェクト外観処理オブジェクトを動的に構成して、前記仮想エリア（28）内の前記第１の
オブジェクトの配向と、位置と、動作と、該位置に少なくとも部分的に基づいた姿勢との
うちの少なくとも１つに関して、第１のオブジェクトのビジュアル表現を制御することを
含むことからなる、前項３８に記載の方法。
【０３８７】
４２．前記パーズすること、前記インスタンス化すること、前記作成すること、前記受け
取ること、前記生成すること、及び前記発生させることは、リモートネットワークノード
上において実施され、及び、
　ローカルネットワークノード（16）上において実行するユーザレベルアプリケーション
のインターフェース要素を、前記リアルタイムデータストリームに関連付けて、及び、該
ローカルネットワークノード（16）から前記リモートネットワークノードへと該リアルタ
イムデータストリームを伝達する、ことを前記方法が更に含むことからなる、前項２５に
記載の方法。
【０３８８】
４３．前記１つか又は複数のストリームハンドリング命令を、前記ローカルネットワーク
ノード（16）から前記リモートネットワークノードへと伝達することを更に含むことから
なる、前項４２に記載の方法。
【０３８９】
４４．前記ユーザレベルアプリケーションが、デスクトップアプリケーションプログラム
であることからなる、前項４３に記載の方法。
【０３９０】
４５．前記ユーザレベルアプリケーションが、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＯｆｆｉｃｅ（登録
商標）デスクトップアプリケーションプログラムであることからなる、前項４４に記載の
方法。
【０３９１】
４６．機能に対する参照を行うことなく、前記ストリームハンドリング命令（210）が、
前記リアルタイムストリームハンドラ（22）を指定することからなる、前項２５に記載の
方法。
【０３９２】
４７．ストリームタイプに対する参照を行うことなく、前記ストリームハンドリング命令
（210）が、前記リアルタイムストリームハンドラ（22）を指定することからなる、前項
２５に記載の方法。
【０３９３】
４８．連続する固定長インターバルの各々の間、前記出力シンクから前記入力ソースまで
の前記方向付けられたグラフ（212）を、トラバースすることを、前記生成することが含
むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３９４】
４９．前記パーズすることが、１つか又は複数の記録をパーズすることを含み、該１つか
又は複数の記録の各々は、それぞれの定義タイプと、それぞれの定義長と、定義タイプ特
定フィールド及びそれぞれの定義タイプ特定定義のうちの少なくとも１つと、を含むこと
からなる、前項２５に記載の方法。
【０３９５】
５０．前記結果データストリームに少なくとも部分的に基づいて、人間にとって知覚可能



(100) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

な出力を発生させることを更に含むことからなる、前項２５に記載の方法。
【０３９６】
５１．コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210）から、リアルタイムストリー
ムハンドラ（22）の仕様をパーズし、ここで、該パーズすることは、前記１つか又は複数
のストリームハンドリング命令から、入力ソース識別子、出力シンク識別子、及び、１つ
か又は複数のデータ処理オブジェクトの各々の識別子のそれぞれを、パーズすることを含
んでおり、
　　前記識別子のうちの幾つかのそれぞれに対応するリアルタイムストリーム処理オブジ
ェクトをインスタンス化し、
　　前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェクトのうちの幾つか
を含む、方向付けられたグラフ（212）を、前記仕様に従って作成し、
　　前記入力ソース識別子に対応する入力ソースからリアルタイムデータストリーム（21
4）を受け取り、及び、
　　前記出力シンク識別子に対応する出力シンクにおいて結果データストリームを生成す
る
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備えた装置であって、
　前記生成することが、前記方向付けられたグラフ（212）を通じてリアルタイムデータ
ストリームを処理することを含むことからなる、装置。
【０３９７】
５２．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に具
現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コン
ピュータ可読プログラムコードは、
　　１つか又は複数のストリームハンドリング命令（210）から、リアルタイムストリー
ムハンドラ（22）の仕様をパーズし、ここで、該パーズすることは、前記１つか又は複数
のストリームハンドリング命令から、入力ソース識別子、出力シンク識別子、及び、１つ
か又は複数のデータ処理オブジェクトの各々の識別子のそれぞれを、パーズすることを含
んでおり、
　　前記識別子のうちの幾つかのそれぞれに対応するリアルタイムストリーム処理オブジ
ェクトをインスタンス化し、
　　前記インスタンス化されたリアルタイムストリーム処理オブジェクトのうちの幾つか
を含む、方向付けられたグラフ（212）を、前記仕様に従って作成し、
　　前記入力ソース識別子に対応する入力ソースからリアルタイムデータストリーム（21
4）を受け取り、及び、
　　前記出力シンク識別子に対応する出力シンクにおいて結果データストリームを生成す
る
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されており
、前記生成することが、前記方向付けられたグラフ（212）を通じてリアルタイムデータ
ストリームを処理することを含むことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体
。
【０３９８】
５３．リアルタイムデータストリーム処理を、コンピュータにより実現する方法であって
、
　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノー
ドとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（230
）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノード
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により発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該処
理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも１
つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを含
み（232）、
　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアル
タイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
をことを含む、方法。
【０３９９】
５４．前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、前記リア
ルタイムデータストリームにおける１つか又は複数の部分の処理を省略することを、前記
変更すること（236）が含むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４００】
５５．前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、１つか又
は複数の前記リアルタイムデータ処理動作を省略することを、前記変更すること（236）
が含むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４０１】
５６．前記省略することは、前記性能目標の外側であるそれぞれの性能値によって特徴付
けられた１つか又は複数の前記データ処理動作を省略することを含むことからなる、請求
項５５に記載の方法。
【０４０２】
５７．前記データ処理動作のうちの幾つかは、それぞれの優先度値が割り当てられ、及び
、前記省略することは、該割り当てられた優先度値に基づいて１つか又は複数の前記デー
タ処理動作を優先的に省略することを含むことからなる、前項５５に記載の方法。
【０４０３】
５８．前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したという決定に応答して、前記リア
ルタイムデータ処理動作のうちの少なくとも１つを、異なるそれぞれのリアルタイムデー
タ処理動作に置き換えることを、前記変更すること（236）が含むことからなる、前項５
３に記載の方法。
【０４０４】
５９．１つか又は複数の前記リアルタイムデータ処理動作は、それぞれ優先度値が割り当
てられ、前記リアルタイム性能目標付けルーチンは、省略すべき前記データ処理動作のう
ちの幾つかを、前記割り当てられた優先度値に基づいて決定するヒューリスティックを含
み、及び、前記変更すること（236）は、該ヒューリスティックに従って実施されること
からなる、前項５３に記載の方法。
【０４０５】
６０．前記ヒューリスティックは、省略すべき前記データ処理動作のうちの幾つかを、時
間ベースの性能統計値によって、前記割り当てられた優先度値の重み付けを行うことに基
づいて、決定することからなる、前項５９に記載の方法。
【０４０６】
６１．前記変更すること（236）は、前記指定された性能目標内に前記処理がなるまで、
前記処理を反復的に変更することを含むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４０７】
６２．前記処理すること（232）が、
　　処理オブジェクトをインスタンス化し、ここで、該処理オブジェクトのうちの幾つか
は、前記データ処理動作のうちの幾つかのそれぞれを実施するよう動作可能なものであり
、
　　前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかから、方向付けられたグ
ラフを構築し、及び、
　　前記方向付けられたグラフを通じて前記リアルタイムデータストリームを処理する
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ことを含むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４０８】
６３．前記変更すること（236）は、前記方向付けられたグラフから、１つか又は複数の
前記インスタンス化された処理オブジェクトを、一部取り除くことを含むことからなる、
前項６２に記載の方法。
【０４０９】
６４．前記処理オブジェクトのうちの幾つかは、それぞれの優先度値が割り当てられ、及
び、前記一部取り除くことは、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つ
かを、前記方向付けられたグラフから、前記割り当てられた優先度値に基づいて排除する
ことを含むことからなる、前項６３に記載の方法。
【０４１０】
６５．前記一部取り除くことは、優先度閾値を満たすことに失敗した、それぞれの優先度
値が割り当てられた前記インスタンス化された処理オブジェクトのうちの幾つかを、前記
方向付けられたグラフから、排除することを含むことからなる、前項６４に記載の方法。
【０４１１】
６６．前記処理すること（232）が、
　　第２の方向付けられたグラフを、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうち
の幾つかから構築し、及び、
　　前記ローカルネットワークノード（16）と前記少なくとも１つのリモートネットワー
クノードとのうちの一方により発生した第２のリアルタイムデータストリームを、前記第
２の方向付けられたグラフを通じて処理する
ことを含むことからなる、前項６２に記載の方法。
【０４１２】
６７．前記第１及び第２の方向付けられたグラフは、それぞれの優先度値が割り当てられ
ており、及び、前記変更すること（236）は、前記第１及び第２の方向付けられたグラフ
のうちの一方を、前記割り当てられた優先度値に基づいて優先的に修正することを含むこ
とからなる、前項６６に記載の方法。
【０４１３】
６８．前記変更すること（236）は、最低の優先度値が割り当てられた前記第１及び第２
の方向付けられたグラフのうちの一方のそれぞれを通じて、前記第１及び第２のリアルタ
イムデータストリームのうちの一方の前記処理を省略することを含むことからなる、前項
６７に記載の方法。
【０４１４】
６９．前記処理すること（232）は、前記ローカルネットワークノード（16）と、前記少
なくとも１つのリモートネットワークノードとのうちの一方により発生した第２のリアル
タイムデータストリームを、前記方向付けられたグラフを通じて処理することを含むこと
からなる、前項６２に記載の方法。
【０４１５】
７０．前記第１及び第２のリアルタイムデータストリームは、それぞれの優先度値が割り
当てられており、及び、前記変更すること（236）は、前記割り当てられた優先度値に基
づいて、前記第１及び第２のリアルタイムデータストリームのうちの一方を処理すること
を優先的に変更することを含むことからなる、前項６９に記載の方法。
【０４１６】
７１．前記確立すること（230）は、前記ローカルネットワークノード（16）と複数のリ
モートネットワークノードとの間においてそれぞれのリアルタイムデータストリーム接続
を確立することを含み、及び、前記処理すること（232）は、前記リモートネットワーク
ノードのうちの幾つかのそれぞれにより発生したリアルタイムデータストリームを、前記
方向付けられたグラフを通じて処理することを含むことからなる、前項６２に記載の方法
。
【０４１７】
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７２．前記リアルタイムデータストリームは、それぞれの優先度値が割り当てられており
、及び、前記変更すること（236）は、１つか又は複数の前記リアルタイムデータストリ
ームの処理を、前記割り当てられた優先度値に基づいて優先的に変更することを含むこと
からなる、前項７１に記載の方法。
【０４１８】
７３．前記方向付けられたグラフは、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうち
の幾つかのそれぞれから成る複数の方向付けられたチェーンを含み、及び、前記処理する
こと（232）は、前記リアルタイムデータストリームのうちの１つのそれぞれを、前記方
向付けられたチェーンの各々を通じて処理することを含み、ここで、該リアルタイムデー
タストリームの各々は、前記ローカルネットワークノード（16）と、前記リモートネット
ワークノードとのうちの一方のそれぞれにより生じられることからなる、前項７１に記載
の方法。
【０４１９】
７４．前記変更すること（236）は、前記指定された性能目標内に前記処理がなるまで、
前記処理を反復的に変更することを含み、各反復の間、前記変更することは、（ｉ）前記
方向付けられたグラフから前記チェーンのうちの１つか又は複数を排除することと、（ｉ
ｉ）前記方向付けられたグラフから、前記インスタンス化された処理オブジェクトのうち
の１つか又は複数を一部取り除くことと、のうちの一方か又は両方を実施することを含む
ことからなる、前項７３に記載の方法。
【０４２０】
７５．前記性能目標は、前記結果データストリームの生成に関する時間ベースの閾値を含
むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４２１】
７６．前記ローカルネットワークノード（16）において、リモートネットワークノードか
ら、前記１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作に対するそれぞれの優先度値の割
り当てを含む１つか又は複数のストリームハンドリング命令を受け取ることを、前記方法
が更に含み、
　前記変更すること（236）は、前記割り当てられた優先度値に基づいて前記処理を変更
することを含むことからなる、前項５３に記載の方法。
【０４２２】
７７．前記変更すること（236）は、前記処理が前記性能目標を満たすことに失敗したと
いう決定に応答して、計算リソース負荷を、より低いレベルに低減することを含むことか
らなる、前項５３に記載の方法。
【０４２３】
７８．前記変更すること（236）は、前記処理が前記性能目標を満たしているという決定
に応答して、前記計算リソース負荷を、前記より低いレベルから増加させることを含むこ
とからなる、前項７７に記載の方法。
【０４２４】
７９．前記リアルタイムデータストリームは、複数フレーム内へとパケット化されており
、及び、前記監視することは、該フレームの各々に関して実施されることからなる、前項
５３に記載の方法。
【０４２５】
８０．前記処理すること（232）は、　ローカルクロックに従って設定される連続的な固
定長インターバルの各々の間、前記リアルタイムデータストリームの前記フレームを処理
することを含むことからなる、前項７９に記載の方法。
【０４２６】
８１．前記ローカルネットワークノード（16）において、前記ローカルクロックを、リモ
ートマスタークロックサービスに同期させることを更に含むことからなる、前項８０に記
載の方法。
【０４２７】
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８２．前記監視すること（234）が、前記ローカルネットワークノード（16）における少
なくとも１つのプロセッサの利用を監視することを含むことからなる、前項５３に記載の
方法。
【０４２８】
８３．前記監視すること（234）が、前記ローカルネットワークノード（16）における少
なくとも１つのネットワーキングリソースによる帯域幅の利用を監視することを含むこと
からなる、前項５３に記載の方法。
【０４２９】
８４．前記ローカルネットワークノード（16）において、前記結果データストリームに応
答して、人間にとって知覚可能な出力を発生させることを更に含むことからなる、前項５
３に記載の方法。
【０４３０】
８５．前記ローカルネットワークノード（16）と前記リモートネットワークノードとが、
仮想エリア（28）内のそれぞれのオブジェクトに関連付けられており、及び、人間にとっ
て知覚可能な出力は、該仮想エリア（28）内の該オブジェクトの、ディスプレイ上への視
覚化であることからなる、前項８４に記載の方法。
【０４３１】
８６．コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノー
ドとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（230
）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノード
により発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該処
理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも１
つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを含
み（232）、
　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアル
タイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備える、装置。
【０４３２】
８７．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に具
現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コン
ピュータ可読プログラムコードは、
　　ローカルネットワークノード（16）と、少なくとも１つのリモートネットワークノー
ドとの間において、少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を確立し（230
）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）において、前記リモートネットワークノード
により発生した少なくとも１つのリアルタイムデータストリームを処理し、ここで、該処
理することは、１つか又は複数のリアルタイムデータ処理動作を通じて前記少なくとも１
つのリアルタイムデータストリームを処理して結果データストリームを生成することを含
み（232）、
　　前記処理を監視し（234）、及び、
　　前記処理が性能目標から逸れることを監視することに基づく決定に応答して、リアル
タイム性能目標付けルーチンに従って前記処理を変更する（236）
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されている
ことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
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【０４３３】
８８．コンピュータによって実現される方法であって、
　　コネクションレス・トランスポート・プロトコルに従ってトランスポートストリーム
に関するリモートネットワークノードとの第１のセッションを、ローカルネットワークノ
ード（16）上において確立し（362）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）上における１つか又は複数のソフトウェアエ
ンティティのために、前記第１のセッション内において、前記ローカルネットワークノー
ド（16）と前記リモートネットワークノードとの間においてデータが伝達される１つか又
は複数のチャンネルを自動的にオープンし（364）、
　　前記第１のセッション内において、複数チャンネルのうちの幾つかのオープンチャン
ネルを識別するテーブルを維持して、それぞれの属性値をその識別されたチャンネルに関
連付け（366）、
　　前記第１のセッションが失敗したという決定に応答して、前記コネクションレス・ト
ランスポート・プロトコルに従って、第２のトランスポートストリームに関する前記リモ
ートネットワークノードとの第２のセッションを確立することを自動的に試み（368）、
及び、
　　前記第２のセッションの確立の成功に応答して、前記テーブル内の識別されたチャン
ネルの各々を、自動的にオープンする（370）
ことを含む、方法。
【０４３４】
８９．前記確立すること（362）は、前記リモートネットワークノードに割り当てられる
第１のステーション定義を決定することを含み、及び、前記維持することは、該第１のス
テーション定義を、前記オープンチャンネルの各々の属性として、前記テーブル内に格納
することを含むことからなる、前項８８に記載の方法。
【０４３５】
９０．前記第１のセッションの失敗を発見することを、前記方法が更に含み、
　前記発見することが、前記リモートネットワークノードに割り当てられる現在のステー
ション定義を決定し、及び、該現在のステーション定義が、前記第１のステーション定義
とは異なっているという決定に応答して、前記第１のセッションが失敗したということを
決定することを含むことからなる、前項８９に記載の方法。
【０４３６】
９１．前記決定することが、前記リモートネットワークノードから受け取ったステーショ
ン定義記録をパーズすることを含み、
　前記ステーション定義記録は、フィールドのセットを含み、該フィールドの各々は、そ
れぞれのフィールドタイプと、関連付けられたフィールド値とによって画定され、及び、
該フィールドタイプの各々は、それぞれのグローバル固有識別子（ＧＵＩＤ）によって識
別されることからなる、前項８９に記載の方法。
【０４３７】
９２．前記ローカルネットワークノード（16）から利用可能なローカル公開チャンネルと
、前記１つか又は複数のソフトウェアエンティティによってリクエストされたローカル認
可チャンネルと、前記リモートネットワークノードから利用可能なリモート公開チャンネ
ルと、前記リモートネットワークノードによってリクエストされたリモート認可チャンネ
ルと、の属性を記録することを更に含むことからなる、前項８８に記載の方法。
【０４３８】
９３．前記記録することは、前記ローカル公開チャンネル上にデータを公開するための容
量を示す前記複数ソフトウェアエンティティのうちの１つのソフトウェアエンティティの
識別子と、前記ローカル公開チャンネルを認可するリモートネットワークノードの識別子
と、前記ローカル公開チャンネルの識別子と、を含む記録を、前記ローカル公開チャンネ
ルの各々ごとに維持することを含むことからなる、前項９２に記載の方法。
【０４３９】
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９４．前記記録することは、前記ローカル認可チャンネルを認可する前記複数ソフトウェ
アエンティティのうちの１つのソフトウェアエンティティの識別子と、前記ローカル認可
チャンネル上にデータを公開するための容量を示すリモートネットワークノードの識別子
と、前記ローカル認可チャンネルの識別子と、前記ローカル認可チャンネルに関連付けら
れた１つか又は複数のネットワークトランスポートパラメータと、を含む記録を、前記ロ
ーカル認可チャンネルの各々ごとに維持することを含むことからなる、前項９２に記載の
方法。
【０４４０】
９５．前記記録することは、前記リモート公開チャンネル上においてデータを公開するた
めの容量を示すリモートネットワークノードの識別子と、前記リモート公開チャンネルの
識別子と、を含む記録を、前記リモート公開チャンネルの各々ごとに維持することを含む
ことからなる、前項９２に記載の方法。
【０４４１】
９６．前記オープンすることは、前記ローカル公開チャンネルを画定する記録を前記リモ
ートネットワークノードに送ることを含むことからなる、前項９２に記載の方法。
【０４４２】
９７．前記オープンすることは、前記リモート公開チャンネルのうちの１つのリモート公
開チャンネルの識別子に一致する識別子を有する前記ローカル認可チャンネルの各々の記
録を、前記リモートネットワークノードに送ることを含むことからなる、前項９２に記載
の方法。
【０４４３】
９８．前記確立すること（362）は、
　　インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ポートアドレスと、トランスポート
プロトコルのグローバル固有識別子とを含むセッションの定義を作成して、及び、
　　前記定義を前記リモートネットワークノードに送る
ことを含むことからなる、前項８８に記載の方法。
【０４４４】
９９．前記セッション内において、前記１つか又は複数のオープンチャンネル上で、前記
ローカルネットワークノード（16）と前記リモートネットワークノードとの間においてデ
ータを伝達することを更に含むことからなる、前項８８に記載の方法。
【０４４５】
１００．前記伝達することは、記録内の前記データを伝達することを含み、該記録の各々
は、フィールドのセットを含み、該フィールドの各々は、それぞれのフィールドタイプと
、関連付けられたフィールド値とによって画定され、及び、該フィールドタイプの各々は
、それぞれのＧＵＩＤによって識別されることからなる、前項９９に記載の方法。
【０４４６】
１０１．前記伝達することは、レンダリング可能なデータのパケットを含むメディアデー
タを含むメディア記録を伝達することと、コンフィギュレーション設定の定義を含むコン
フィギュレーションデータを含むコンフィギュレーション記録を伝達することとを含むこ
とからなる、前項９９に記載の方法。
【０４４７】
１０２．前記伝達することは、メディア記録とコンフィギュレーション記録とを、トラン
スポートストリーム上のトランスポート記録内にカプセル化することを含むことからなる
、前項１０１に記載の方法。
【０４４８】
１０３．前記カプセル化することは、第１のデータ圧縮サービスを用いて前記メディア記
録のうちの幾つかを圧縮することと、第２のデータ圧縮サービスを用いて前記コンフィギ
ュレーション記録のうちの幾つかを圧縮することとを含むことからなる、前項１０２に記
載の方法。
【０４４９】
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１０４．前記カプセル化することは、前記トランスポート記録を、それらが伝達される複
数チャンネルのうちの幾つかのチャンネルの各々の識別子に関連付け、該トランスポート
記録を暗号化し、及び、その暗号化されたトランスポート記録を順序付けることを含むこ
とからなる、前項１０２に記載の方法。
【０４５０】
１０５．前記リモートネットワークノードから伝達された前記トランスポート記録のうち
の幾つかを、前記ローカルネットワークノード（16）において受け取ることを、前記方法
が更に含み、
　前記受け取ることは、前記トランスポート記録を解読して、その解読したトランスポー
ト記録内に含まれる前記メディア記録と前記コンフィギュレーション記録とを、ソフトウ
ェアエンティティのうちの認可する幾つかのソフトウェアエンティティへと発送すること
を含むことからなる、前項１０２に記載の方法。
【０４５１】
１０６．コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　コネクションレス・トランスポート・プロトコルに従ってトランスポートストリーム
に関するリモートネットワークノードとの第１のセッションを、ローカルネットワークノ
ード（16）上において確立し（362）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）上における１つか又は複数のソフトウェアエ
ンティティのために、前記第１のセッション内において、前記ローカルネットワークノー
ド（16）と前記リモートネットワークノードとの間においてデータが伝達される１つか又
は複数のチャンネルを自動的にオープンし（364）、
　　前記第１のセッション内において、複数チャンネルのうちの幾つかのオープンチャン
ネルを識別するテーブルを維持して、それぞれの属性値をその識別されたチャンネルに関
連付け（366）、
　　前記第１のセッションが失敗したという決定に応答して、前記コネクションレス・ト
ランスポート・プロトコルに従って、第２のトランスポートストリームに関する前記リモ
ートネットワークノードとの第２のセッションを確立することを自動的に試み（368）、
及び、
　　前記第２のセッションの確立の成功に応答して、前記テーブル内の識別されたチャン
ネルの各々を、自動的にオープンする（370）
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備える、装置。
【０４５２】
１０７．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に
具現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コ
ンピュータ可読プログラムコードは、
　　コネクションレス・トランスポート・プロトコルに従ってトランスポートストリーム
に関するリモートネットワークノードとの第１のセッションを、ローカルネットワークノ
ード（16）上において確立し（362）、
　　前記ローカルネットワークノード（16）上における１つか又は複数のソフトウェアエ
ンティティのために、前記第１のセッション内において、前記ローカルネットワークノー
ド（16）と前記リモートネットワークノードとの間においてデータが伝達される１つか又
は複数のチャンネルを自動的にオープンし（364）、
　　前記第１のセッション内において、複数チャンネルのうちの幾つかのオープンチャン
ネルを識別するテーブルを維持して、それぞれの属性値をその識別されたチャンネルに関
連付け（366）、
　　前記第１のセッションが失敗したという決定に応答して、前記コネクションレス・ト
ランスポート・プロトコルに従って、第２のトランスポートストリームに関する前記リモ
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ートネットワークノードとの第２のセッションを確立することを自動的に試み（368）、
及び、
　　前記第２のセッションの確立の成功に応答して、前記テーブル内の識別されたチャン
ネルの各々を、自動的にオープンする（370）
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されている
ことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
【０４５３】
１０８．ローカルネットワークノード（16）上において実施される方法であって、
　　１つか又は複数のカーネルサービス構成要素を含むカーネル構成要素のリストをパー
ズし（320）、
　　前記パーズしたリスト内の全てのカーネル構成要素であって、ローカルな保存場所か
ら無くなっている、該全てのカーネル構成要素を決定し（322）、
　　無くなっていることが決定された前記カーネル構成要素の各々を回復させ（324）、
　　前記カーネルサービスカーネル構成要素のうちの幾つかから、カーネルサービスをイ
ンスタンス化し（326）、
　　前記インスタンス化されたカーネルサービスを、仮想エリア（28）に関して画定され
た通信環境内における１つか又は複数のリモートネットワークノードと伝達し合うために
実行する（328）
ことを含む、方法。　
【０４５４】
１０９．前記インスタンス化すること（326）は、ストリーム接続カーネルサービスをイ
ンスタンス化することを含み、及び、前記実行すること（328）は、前記ストリーム接続
カーネルサービスを実行して、信頼性機能、認証機能、及び暗号化機能のうちの少なくと
も１つを提供する少なくとも１つのストリームトランスポートプラグインを動的にロード
することを含むことからなる、前項１０８に記載の方法。
【０４５５】
１１０．前記実行すること（328）は、前記リモートネットワークノードのうちの１つか
ら受け取ったネットワーク接続定義に応答して、前記少なくとも１つのストリームトラン
スポートプラグインを動的にロードすることを含むことからなる、前項１０９に記載の方
法。
【０４５６】
１１１．前記インスタンス化すること（326）は、リアルタイムスケジューラカーネルサ
ービスをインスタンス化することを含み、及び、前記実行すること（328）は、前記リア
ルタイムスケジューラカーネルサービスを実行して、時間同期機能を提供するタイムサー
ビスプラグインを動的にロードすることを含むことからなる、前項１０８に記載の方法。
【０４５７】
１１２．前記実行すること（328）は、前記リモートネットワークノードのうちの１つか
ら受け取ったネットワーク接続定義に応答して、前記タイムサービスプラグインを動的に
ロードすることを含むことからなる、前項１１１に記載の方法。
【０４５８】
１１３．前記インスタンス化すること（326）は、１つか又は複数のストリームハンドリ
ングカーネルサービスをインスタンス化することを含み、及び、前記実行すること（328
）は、前記１つか又は複数のストリームハンドリングカーネルサービスを実行して、スト
リーム処理機能を提供する１つか又は複数のプラグインから、少なくとも１つのストリー
ムハンドラ（22）を動的に作成及び構成することを含むことからなる、前項１０８に記載
の方法。
【０４５９】
１１４．前記実行すること（328）は、前記リモートネットワークノードのうちの１つか
ら受け取ったストリームハンドラ仕様に応答して、前記ストリームハンドラ（22）を動的
に作成及び構成することを含むことからなる、前項１１３に記載の方法。
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【０４６０】
１１５．前記実行すること（328）は、前記プラグインのうちの複数プラグインを、方向
付けられたグラフ内へと、前記ストリームハンドラ仕様に従って組み立てることを含むこ
とからなる、前項１１４に記載の方法。
【０４６１】
１１６．前記実行すること（328）は、前記１つのリモートネットワークノードから受け
取った第２のストリームハンドラ仕様に従って、前記プラグインのうちの１つを、第２の
方向付けられたグラフ内へと組み立てることを含み、前記第１及び第２の方向付けられた
グラフは、異なるそれぞれのプラグイントポロジを有することからなる、前項１１５に記
載の方法。
【０４６２】
１１７．前記構成することが、前記ストリームハンドラ（22）を動的に構成すると共に、
該ストリームハンドラ（22）が、前記リモートネットワークノードのうちの１つから受け
取ったリアルタイムデータストリームを処理することを含むことからなる、前項１１４に
記載の方法。
【０４６３】
１１８．前記１つか又は複数のリモートネットワークノードは、前記仮想エリア（28）内
の各オブジェクトに関連付けられており、及び、前記構成することは、前記仮想エリア（
28）内のオブジェクトの位置に基づいてコンフィギュレーションパラメータ値を決定して
、前記ストリームハンドラ（22）内において前記プラグインのうちの幾つかを、該コンフ
ィギュレーションパラメータ値により構成することを含むことからなる、前項１１４に記
載の方法。
【０４６４】
１１９．前記ローカルネットワークノード（16）上において、
　　前記仮想エリア（28）に進入する意志を、ネットワークインフラサービスに宣言し、
及び、
　　前記仮想エリア（28）をレンダリングするために必要なプラグインの識別（ＩＤ）を
前記ネットワークインフラサービスから受け取る
ことを更に含むことからなる、前項１０８に記載の方法。
【０４６５】
１２０．前記ローカルネットワークノード（16）上において、
　　前記ローカルネットワークノード（16）から無くなっている前記プラグインのうちの
幾つかを、リモートネットワークノードから回復させる
ことを更に含むことからなる、前項１１９に記載の方法。
【０４６６】
１２１．前記プラグインのうちの少なくとも１つをロードし、及び、前記ローカルネット
ワークノード（16）上で前記仮想エリア（28）をレンダリングするプロセス内において、
該ロードしたプラグインにおける１つか又は複数の機能を呼び出すことを更に含むことか
らなる、前項１１９に記載の方法。
【０４６７】
１２２．前記ローカルネットワークノード（16）と、前記リモートネットワークノードの
うちの１つとの間におけるネットワークセッションを確立することを前記方法が更に含み
、
　前記確立することは、識別されたトランスポートアプリケーションプログラミングイン
ターフェース（ＡＰＩ）のバリアントのセットの識別（ＩＤ）を受け取って、該セットか
ら前記バリアントのうちの１つを選択して、及び、前記セッション時に前記ローカルネッ
トワークノード（16）と前記１つのリモートネットワークノードとの間においてリアルタ
イムデータストリームを転送するプロセス内において、該選択されたバリアントにおける
１つか又は複数の機能を呼び出すことを含むことからなる、前項１０８に記載の方法。
【０４６８】
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１２３．前記呼び出すことは、前記識別されたトランスポートＡＰＩをサポートするトラ
ンスポートプラグインをロードして、該トランスポートプラグインにおける１つか又は複
数の機能を呼び出すことを含むことからなる、前項１２２に記載の方法。
【０４６９】
１２４．コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　１つか又は複数のカーネルサービス構成要素を含むカーネル構成要素のリストをパー
ズし（320）、
　　前記パーズしたリスト内の全てのカーネル構成要素であって、ローカルな保存場所か
ら無くなっている、該全てのカーネル構成要素を決定し（322）、
　　無くなっていることが決定された前記カーネル構成要素の各々を回復させ（324）、
　　前記カーネルサービスカーネル構成要素のうちの幾つかから、カーネルサービスをイ
ンスタンス化し（326）、及び、
　　前記インスタンス化されたカーネルサービスを、仮想エリア（28）に関して画定され
た通信環境内における１つか又は複数のリモートネットワークノードと伝達し合うために
実行する（328）
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能なデータプロセッシングユニット
とを備える、装置。
【０４７０】
１２５．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に
具現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コ
ンピュータ可読プログラムコードは、
　　１つか又は複数のカーネルサービス構成要素を含むカーネル構成要素のリストをパー
ズし（320）、
　　前記パーズしたリスト内の全てのカーネル構成要素であって、ローカルな保存場所か
ら無くなっている、該全てのカーネル構成要素を決定し（322）、
　　無くなっていることが決定された前記カーネル構成要素の各々を回復させ（324）、
　　前記カーネルサービスカーネル構成要素のうちの幾つかから、カーネルサービスをイ
ンスタンス化し（326）、及び、
　　前記インスタンス化されたカーネルサービスを、仮想エリア（28）に関して画定され
た通信環境内における１つか又は複数のリモートネットワークノードと伝達し合うために
実行する（328）
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されている
ことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
【０４７１】
１２６．ローカルネットワークノード（16）上において実施される方法であって、
　　仮想エリア（28）によって画定されたコンテキスト内において少なくとも１つのリモ
ートネットワークノードとのリアルタイム通信をサポートするために前記ローカルネット
ワークノード（16）を構成し、ここで、該構成することが、
　　　指定されたアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）をサポートす
る全プラグインを列挙するためのコールに応答して、プラグインデータベース内における
該指定されたＡＰＩに関連付けられている全プラグインの識別子を含むリストを返し（44
2）、
　　　前記プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる所与のＡＰ
Ｉのバリアントを列挙するためのコールに応答して、該識別されたプラグインによってサ
ポートされる所与のＡＰＩの全バリアントの識別子を含むリストを配信し（446）、及び
、
　　　複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる識別された
ＡＰＩの複数バリアントのうちの識別されたバリアントをインスタンス化するためのコー



(111) JP 2013-65341 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

ルに応答して、該識別されたプラグインをロードして、該識別されたバリアントのインス
タンスに対するポインタを提供する（450）
ことを含んでおり、及び、
　　構成されたローカルネットワークノード（16）と、前記少なくとも１つのリモートネ
ットワークノードとの間において少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接続を
確立する
ことを含むことからなる、方法。
【０４７２】
１２７．前記ロードすること（450）は、ベースプラグインオブジェクトを作成すること
を含み、及び、返される前記ポインタは、前記ベースプラグインオブジェクトを指し示し
、及び、
　前記識別されたバリアントインスタンスを実行することを前記方法が更に含み、ここで
、該実行することは、前記ベースプラグインオブジェクトを、インヘリタンスを通じて、
前記識別されたバリアントにキャスティングすることを含むことからなる、前項１２６に
記載の方法。
【０４７３】
１２８．前記通信することは、
　　あるセット内の前記複数プラグインの識別子と、該セット内の該複数プラグインによ
ってそれぞれサポートされる複数ＡＰＩのうちの１つか又は複数のＡＰＩの識別子とを含
むコールに応答して、該セット内の前記複数プラグインのうちの幾つかをインスタンス化
し、及び、
　　前記インスタン化したプラグインを、方向付けられたグラフ内へと組み立てる
ことを含むことからなる、前項１２６に記載の方法。
【０４７４】
１２９．前記組み立てることが、リモートネットワークノードから受け取ったストリーム
ハンドリング仕様に従って実施されることからなる、前項１２８に記載の方法。
【０４７５】
１３０．前記返すこと、前記配信すること、及び前記ロードすることが、ＡＰＩタイプと
は無関係に実施されることからなる、前項１２６に記載の方法。
【０４７６】
１３１．前記複数プラグインのうちの少なくとも１つのプラグインが、複数の前記ＡＰＩ
のうちの多数ＡＰＩと、該プラグインがサポートする該多数ＡＰＩのうちの少なくとも１
つのＡＰＩの多数バリアントとをサポートすることからなる、前項１２６に記載の方法。
【０４７７】
１３２．仮想エリア（28）に関して画定された通信環境内において、１つか又は複数のリ
モートネットワークノードと通信することを前記方法が更に含み、
　前記通信することは、前記識別されたバリアントインスタンスを実行することを含むこ
とからなる、前項１２６に記載の方法。
【０４７８】
１３３．前記通信することは、ストリームトランスポート機能を提供する前記複数プラグ
インのうちの少なくとも１つをインスタンス化することを含むことからなる、前項１３２
に記載の方法。
【０４７９】
１３４．前記通信することは、オーディオストリームプロセッシング機能を提供する前記
複数プラグインのうちの少なくとも１つをインスタンス化することを含むことからなる、
前項１３２に記載の方法。
【０４８０】
１３５．前記通信することは、ビジュアルグラフィカルエフェクト機能を提供する前記複
数プラグインのうちの少なくとも１つをインスタンス化することを含むことからなる、前
項１３２に記載の方法。
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【０４８１】
１３６．前記通信することは、コリジョン検出機能を提供する前記複数プラグインのうち
の少なくとも１つをインスタンス化することを含むことからなる、前項１３２に記載の方
法。
【０４８２】
１３７．前記ローカルネットワークノード（16）上において利用可能なプラグインを見つ
け出して（430）、
　前記プラグインを、それらプラグインがサポートする全てのアプリケーションプログラ
ミングインターフェース（ＡＰＩｓ）について、クエリーし（432）、及び、
　前記クエリーすることに基づいて、前記プラグインと、それらプラグインがそれぞれサ
ポートする複数ＡＰＩとの間の関連性を、コンピュータ可読媒体上のプラグインデータベ
ース内に格納する（434）
ことを更に含むことからなる、前項１２６に記載の方法。
【０４８３】
１３８．装置であって、
　　コンピュータ可読命令を格納するコンピュータ可読媒体と、
　　メモリに結合されたデータプロセッシングユニットであって、
　　　仮想エリア（28）によって画定されたコンテキスト内において少なくとも１つのリ
モートネットワークノードとのリアルタイム通信をサポートするためにローカルネットワ
ークノード（16）を構成し、及び、
　　　前記構成されたローカルネットワークノード（16）と、前記少なくとも１つのリモ
ートネットワークノードとの間において少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム
接続を確立する
ことを含む動作を実施させるための動作可能な命令の実行に少なくとも部分的に基づいて
、前記コンピュータ可読命令を実行するよう動作可能な、データプロセッシングユニット
とを備え、
　前記構成することが、
　　指定されたアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）をサポートする
全プラグインを列挙するためのコールに応答して、プラグインデータベース内における該
指定されたＡＰＩに関連付けられている全プラグインの識別子を含むリストを返し（442
）、
　　複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる所与のＡＰＩ
のバリアントを列挙するためのコールに応答して、該識別されたプラグインによってサポ
ートされる所与のＡＰＩの全バリアントの識別子を含むリストを配信し（446）、及び、
　　複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる識別されたＡ
ＰＩの複数バリアントのバリアントのうちの識別されたバリアントをインスタンス化する
ためのコールに応答して、該識別されたプラグインをロードして、該識別されたバリアン
トのインスタンスに対するポインタを提供する（450）
ことを含むことからなる、装置。
【０４８４】
１３９．少なくとも１つのコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体内に
具現化されたコンピュータ可読プログラムコードを該コンピュータ可読媒体が有し、該コ
ンピュータ可読プログラムコードは、
　　仮想エリア（28）によって画定されたコンテキスト内において少なくとも１つのリモ
ートネットワークノードとのリアルタイム通信をサポートするためにローカルネットワー
クノード（16）を構成し、ここで、該構成することは、
　　　指定されたアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）をサポートす
る全プラグインを列挙するためのコールに応答して、プラグインデータベース内における
該指定されたＡＰＩに関連付けられている全プラグインの識別子を含むリストを返し（44
2）、
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　　　複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる所与のＡＰ
Ｉのバリアントを列挙するためのコールに応答して、該識別されたプラグインによってサ
ポートされる所与のＡＰＩの全バリアントの識別子を含むリストを配信し（446）、及び
、
　　　複数プラグインのうちの識別されたプラグインによってサポートされる識別された
ＡＰＩの複数バリアントのうちの識別されたバリアントをインスタンス化するためのコー
ルに応答して、該識別されたプラグインをロードして、該識別されたバリアントのインス
タンスに対するポインタを提供する（450）
ことを含んでおり、及び、
　　前記構成されたローカルネットワークノード（16）と、前記少なくとも１つのリモー
トネットワークノードとの間において少なくとも１つのリアルタイムデータストリーム接
続を確立する
ことを含む方法を実現するために、コンピュータによって実行されるよう構成されている
ことからなる、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
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