
JP 4884460 B2 2012.2.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介しメディア・オン・デマンドサービスを提供する方法であって、
　サーバが、発注元のボックスからライブラリのタイトルの注文を含むリクエストを受信
するステップと、
　前記サーバが、マッピング情報に基づいて、前記タイトルに係る複数の分散オブジェク
トを前記発注元のボックスに提供する１以上のボックスを特定するステップと、
　前記サーバが、前記特定された１以上のボックスを示すソース情報を前記発注元のボッ
クスに送信するステップと、
を有し、
　前記発注元のボックスは、前記ソース情報に基づいて、前記１以上のボックスから前記
複数の分散オブジェクトをダウンロードしながら、前記発注元のボックスに記憶されてい
る、前記タイトルに係る常駐オブジェクトを再生することによって前記タイトルの再生を
進行し、
　前記常駐オブジェクトの複数のデータブロックは時間的に連続的なものであり、前記複
数の分散オブジェクトの複数のデータブロックは時間的に不連続なものであり、前記タイ
トルの再生をサポートするため多重化されて受信される必要がある方法。
【請求項２】
　前記サーバが、前記リクエストを受信すると、該リクエストに含まれるユーザアカウン
ト情報に基づいて前記注文を認証するステップと、
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　前記サーバが、前記注文の認証後、前記複数の分散オブジェクトを前記発注元のボック
スに供給するよう指定された前記１以上のボックスを決定するステップと、
をさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記サーバは、前記１以上のボックスの地理的位置、時間帯および作業状態の１以上に
基づいて前記１以上のボックスを決定し、該決定は、前記１以上のボックスから前記発注
元のボックスへの前記複数の分散オブジェクトの少なくとも一部のそれぞれのダウンロー
ドを提供する、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記サーバが、前記マッピング情報に基づいて、前記１以上のボックスの少なくとも１
つが前記複数の分散オブジェクトの１つを十分に供給できない場合、前記少なくとも１つ
のボックスをサポートするよう指定された各バックアップボックスからなるバックアップ
ボックス群を特定するステップをさらに有する、請求項１乃至３何れか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記サーバが、前記発注元のボックスと前記１以上のボックスとの間のセキュアな通信
を実現するため、前記発注元のボックスに認証情報を提供するステップをさらに有する、
請求項１乃至３何れか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記認証情報はさらに、前記常駐オブジェクトと前記複数の分散オブジェクトをそれぞ
れ解読するためセキュリティ情報を有する、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記常駐オブジェクトはファイルのヘッダであり、
　前記複数の分散オブジェクトのそれぞれは、前記ファイルの残りの各間引きされた部分
である、請求項１乃至３何れか一項記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の分散オブジェクトは、前記発注元のボックスによって、前記１以上のボック
スから同時に受信される、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記発注元のボックスが、前記ファイルが、時間的に不連続な複数のデータブロックを
含む１以上の分散オブジェクトを含むかどうかを決定するステップと、
　前記発注元のボックスが、前記ファイルが１以上の分散オブジェクトを含むことの決定
に応じて、前記１以上のボックスから同時に受信される前記分散オブジェクトの前記複数
のデータブロックを前記常駐オブジェクトと多重化することにより、前記ファイルの残り
の部分を復元し、前記タイトルの再生を継続する、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記常駐オブジェクトのサイズは、前記複数の分散オブジェクトの再生と多重化される
と、前記常駐オブジェクトの再生が前記タイトル全体の連続的な再生を可能にするのに十
分長く続くように決定される、請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　ボックス内の前記ライブラリは、ユーザによる選択及び即座の再生のため利用可能な複
数のタイトルを有し、
　各ボックスは、前記タイトルのそれぞれの完全なファイルに満たないものを格納する、
請求項１乃至３何れか一項記載の方法。
【請求項１２】
　前記サーバが、リリースされる１以上のタイトルに係るファイルから、前記１以上のタ
イトルの前記常駐オブジェクトとなるヘッダと、前記複数の分散オブジェクトとなる複数
のセグメントとを表すデータチャンクのシーケンスを生成するステップと、
　前記サーバが、前記ボックスの一部に、前記データチャンクの一部を他のボックスに再
帰的に伝搬させることによって、前記データチャンクをすべてのボックスに拡散するステ
ップと、
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をさらに有する、請求項１乃至３何れか一項記載の方法。
【請求項１３】
　ネットワークを介しメディア・オン・デマンドサービスを受信する方法であって、該方
法は、ユーザ装置であるボックスの１以上のプロセッサによって実行され、
　ボックス内のタイトルのライブラリからタイトルを選択することを可能にするステップ
と、
　前記タイトルの１つが選択されると、タイトル情報を含むリクエストを生成するステッ
プと、
　前記発注されたタイトルに係る１以上の分散オブジェクトを提供する１以上のボックス
を特定するソース情報を含むレスポンスを形成するよう構成されるサーバにネットワーク
を介し前記リクエストを送信するステップと、
　ファイルのヘッダであり、前記発注されたタイトルに係る前記ボックスに記憶されてい
る常駐オブジェクトの、時間的に連続的な複数のデータブロックの再生を開始するステッ
プと、
　前記常駐オブジェクトの再生中に一部が受信される１以上のデータストリームとして、
前記１以上のボックスから前記１以上の分散オブジェクトを受信するステップと、
　時間的に不連続な複数のデータブロックが前記ファイルに含まれているかどうかを決定
するステップと、
　前記ファイルが時間的に不連続な複数のデータブロックを含むことの決定に応じて、前
記常駐オブジェクトに含まれる、時間的に連続的な前記複数のデータブロックの再生が終
了するとすぐに、前記時間的に不連続な複数のデータブロックと共に、前記１以上のデー
タストリームの再生を開始するステップと、
を有する方法。
【請求項１４】
　前記サーバからのソース情報に従って、前記１以上のボックスに各リクエストを発信す
るステップと、
　前記１以上のボックスのそれぞれが前記リクエストに応答する場合、前記１以上のボッ
クスから前記分散オブジェクトを同時に受信するステップと、
をさらに有する、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記分散オブジェクトを同時に受信するステップは、
　前記分散オブジェクトのそれぞれに対してダウンロードスピードを調べるステップと、
　前記分散オブジェクトの１つが所望のスピードにより到達できない場合、バックアップ
ボックスにスイッチするステップと、
を有する、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記ボックス内のライブラリは、選択及び即座の再生のため利用可能な複数のタイトル
を有し、
　各ボックスは、前記タイトルのそれぞれの完全なファイルに満たないものを格納する、
請求項１３乃至１５何れか一項記載の方法。
【請求項１７】
　前記ライブラリを更新するため、複数のタイトルのリリースに関する命令を受信するス
テップと、
　前記命令に従って、前記リリースにかかる複数のデータチャンクをサービス提供中の１
以上のボックスから受信しようとするステップと、
　前記リリースの一部を表し、前記リリースに含まれる各タイトルのヘッダを少なくとも
有するリリースパッケージを前記データチャンクから復元するステップと、
をさらに有する、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記受信したデータチャンクの少なくとも一部を他のボックス群に伝搬するステップを
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さらに有する、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　ネットワークを介しメディア・オン・デマンドサービスを提供するシステムであって、
　各ボックスがネットワークに接続され、ユーザに関連付けされ、タイトルのライブラリ
を提供し、複数の常駐セグメントを記憶する格納スペースを有し、タイトル選択情報を有
するリクエストを提供するよう構成される複数のボックスと、
　前記ネットワークに接続され、前記ボックスの１つである発注元のボックスからのリク
エストに対するレスポンスを提供するよう構成されるサーバと、
を有し、
　前記レスポンスは、前記タイトルに係る各分散セグメントを前記発注元のボックスに提
供するよう構成されるボックス群をマッピング情報に基づいて特定するソース情報を含み
、
　前記レスポンスに応答して、前記発注元のボックスは、前記ボックス群から１以上の分
散セグメントをダウンロードしながら、該発注元のボックスに記憶されている、前記選択
されたタイトルに係る常駐セグメントの再生を開始するシステム。
【請求項２０】
　前記レスポンスは、前記選択されたタイトルに係る完全なファイルも何れの前記分散セ
グメントも含まない、請求項１９記載のシステム。
【請求項２１】
　前記レスポンスは、バックアップボックス群を特定する識別子を有し、
　各バックアップボックスは、前記タイトルに係る各分散セグメントを前記発注元のボッ
クスに提供するよう指定される前記ボックスの少なくとも１つをバックアップする、請求
項２０記載のシステム。
【請求項２２】
　前記サーバは、前記ボックス群のそれぞれの地理的位置、時間帯及び作業状態の１以上
に基づいて前記ソース情報のボックス群を選択し、該選択は、前記ボックス群から前記発
注元のボックスへの前記複数の分散セグメントのそれぞれのダウンロードを提供する、請
求項１９乃至２１何れか一項記載のシステム。
【請求項２３】
　前記サーバは、各ボックス内のライブラリを更新するため、リリースを表すデータチャ
ンクのシーケンスを受信する提供ボックス群を割り当てるよう構成され、
　前記提供ボックスのそれぞれは、前記データチャンクの一部の提供を受けている間、受
信したデータチャンクのコピーの少なくとも一部を前記ボックスの１以上に伝搬するよう
構成され、
　前記１以上のボックスはそれぞれ、各ボックスが前記データチャンクの一部を受信完了
するまで、受信したデータチャンクのコピーの少なくとも一部を他のボックスに連続的に
伝搬するよう構成される、請求項１９乃至２１何れか一項記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［技術分野］
　本発明は、一般にインターネットを介したマルチメディア配信に関する。特に、本発明
は、適切に組み合わされるとき、サービスを含む瞬時のメディア・オン・デマンド（ＭＯ
Ｄ）を提供するための技術、システム及び方法に関する。さらに、本発明は、ユーザが選
択し、瞬時に再生可能な多数のタイトルのダイナミックライブラリを提供する技術に関す
る。
【０００２】
［関連技術の説明］
　年長者が火の近くで物語を話し、又は夕食時に家族がテレビの前に座ったりするが、人
間は生来的に物語を聞き、楽しむという欲求を有している。各家庭がどれほど多くのテレ
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ビ及び／又はラジオを有しているか信じることはできない。実際、すべての家庭は２．３
台のテレビを所有し、人々は１日に平均して５時間もテレビを視聴していると推定されて
いる。これらの統計や人々の傾向は、ケーブルプロバイダ、衛星プロバイダ、ビデオレン
タル企業、Ｂｌｏｃｋｂｕｓｔｅｒ　Ｉｎｃ．、ＮｅｔＦｌｉｘ．ｃｏｍなどが、映像、
テレビ及び映画配信、プレミアム映画チャンネル、ペイ・パー・ビューなどを顧客に提供
するため数百万ドルを投資する動機付けを提供する。
【０００３】
　従来、各テレビ視聴者は、いくつかの番組を提供する４つ又は５つのテレビチャンネル
を有し、よりエキサイティングな映画コンテンツを観るため映画館に行くことで満足して
いた。しかしながら、現在の視聴者は、より高い要求をするようになり、多様なより洗練
されたドラマ、コメディ、アドベンチャー、ホラーなどを含むより多くのものを自宅のテ
レビから期待するようになってきている。この要求を満足させるため、テレビ視聴者の大
多数はケーブル若しくは衛星サービスに加入している。この基本サービスは、通常のテレ
ビよりかなり多数のチャンネルとプレミアム放送を提供するだけである。
【０００４】
　依然として顧客は不満足なままである。このため、ケーブル及び衛星サービスは映画チ
ャンネル契約を提供している。各映画チャンネルは、予め選択された時間に限られた数の
比較的新しい映画配信のリリースを提供する。視聴者は、映画リストと映画スケジュール
とを確認し、それらが提供されるときに選択された映画を視聴することを計画することが
できる。視聴者がその時間にテレビをオンすると、視聴者は始めからその映画を視聴する
ことができる。そうでない場合、視聴者は途中から開始される映画を視聴しなければなら
ないかもしれない。あるいは、視聴者は自らに都合のよい時間に視聴するため映画を記録
することができる（ＴｉＶｏ　Ｉｎｃ．によって提供されるものや従来のＶＣＲなどのデ
ジタルビデオレコーダを利用して）。これらの映画チャンネルによって提供される映画の
本数は限られているため、より厳格な視聴者は現在提供されているすべての所望される映
画を記録するかもしれず、さらなるタイトルが利用可能になるまで待機しなければならい
かもしれない。映画チャンネルにより提供される映画数は限られており、これらの映画は
不定期的な時間に開始されるため、映画チャンネルは現在の顧客の要求を効果的に充足す
るものでない。
【０００５】
　“ビデオ・オン・デマンド”の顧客アピールは周知である。一般に、真のビデオ・オン
・デマンドは、利用可能な所望されるすべての映画のリストから選択可能な映画（又は他
のコンテンツ）の瞬時の視聴として特徴付けすることが可能である。理想的には、サーバ
若しくはサーバ群がすべての映画を格納し、顧客が映画を選択することを可能にし、顧客
がネットワークの中断なく映画を視聴する間に、映画を顧客にストリーミングする。しか
しながら、現在の技術及びネットワーク関連インフラストラクチャの多くの問題点によっ
て、真のビデオ・オン・デマンドは公衆には現在利用可能でない。衛星、ケーブル及びＤ
ＳＬネットワークにおける通信容量及び速度は、不十分なものであり、信頼性が低く、予
測不能で整合性を有していない。この不十分で不整合な通信容量及び速度のため、真のビ
デオ・オン・デマンドが利用可能になった場合、現在のシステムの視聴者は、所望しない
中断や他のエラー動作を解決する必要が生じるであろう。真のビデオ・オン・デマンドは
、おそらく数年間は公衆には利用可能とはならず、より高速ではるかに高い信頼性と予測
可能性を備えた通信チャネル（光ファイバなど）が使用され、より速い計算が確立された
後になって始めて利用可能となるであろう。
【０００６】
　限定的な環境では、真のＶＯＤは、大容量及び高速性を維持及び配信可能な特化した信
頼性の高いネットワークを利用して現在提供される。ケーブルの“オン・デマンド”は、
このようなサービスの１つである。ユーザが高速のデジタルネットワークに接続される場
合に限って、またサービスプロバイダがＶＯＤをサポート可能である場合に限って、オン
・デマンドは再生のため映画を瞬時にダウンロードすることが可能である。このサービス
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は、従来のブロードバンド接続を介しては利用可能でない。
【０００７】
　ここで図１を参照すると、ネットワークを介しビデオサービスを配信するのに利用され
るビデオ配信システム１００が示される。ビデオ配信システム１００は、ときどきヘッド
エンドと呼ばれるビデオサーバ１０２を有する。データネットワーク１０４を介し、ビデ
オサーバ１０２は、各クライアントマシーン１０６－１，１０６－２，．．．，１０６－
ｎ（すなわち、それの加入者）に連続するスケジューリングされたビデオ・オン・デマン
ド（ＶＯＤ）サービスを提供することができる。なお、システム１００は、１つのサーバ
１０２が複数のクライアントマシーン１０６－１，１０６－２，．．．，１０６－ｎにサ
ービスを提供するという典型的なクライアント・サーバアーキテクチャとなっている。サ
ーバ１０２はさらに、各種メディアファイル（映画やニュース映像など）を格納するよう
構成可能なメディアストレージ装置に接続される。メディアストレージ装置１１２は、オ
ンラインであることが求められ、クライアントマシーン１０６－１，１０６－２，．．．
，１０６－ｎの何れかへの配信がスケジューリング又は要求されるタイトルを格納及び供
給しなければならない。
【０００８】
　ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を保証するため、各クライアントマ
シーン１０６－１，１０６－２，．．．，１０６－ｎとのネットワークパス（１０８－１
，１０８－２，．．．，１０８－ｎなど）のバンド幅要求は十分なものでなければならな
い。しかしながら、加入者数が増加し続けるに従って、バックボーンネットワークパス１
１０のバンド幅に対する要求は線形に増大し、システム１００の全体的なコストもそれと
同時に大きく増大する。サーバが固定されたバンド幅制限を有し、システムが能力をサポ
ートする場合、ある閾値を超えた加入者数の増大は、クライアントへのデータ転送を低速
化する。すなわち、ネットワーク１０４上でのビデオデータのクライアントマシーン１０
６－１，１０６－２，．．．，１０６－ｎを介した加入者への送信は、もはや保証されな
い。ビデオデータが時間通りにクライアントマシーンに受信されないとき、ビデオデータ
の表示は不可となるか、少なくとも苛つかせるものとなるかもしれない。
【０００９】
　ビデオサーバ１０２へのこのようなロード問題を軽減するため、ビデオ配信システムは
しばしば、おそらく複数の場所にある複数のビデオサーバを利用する。各ビデオサーバは
、ビデオサーバ１０２と同様に、限定数の加入者をサポートするよう構成される。加入者
数がビデオサーバの容量又はそれのバンド幅を超えるとは常に、追加的なビデオサーバが
配備されるか、又は追加的なバンド幅が割り当てられる必要がある。このため、より多く
の加入者がビデオ配信システム１００にサインアップすると、全体的なコストは大きく増
大する。
【００１０】
　ビデオ・オン・デマンドの制約に対するシンプルな解決策として、ケーブル及び衛星プ
ロバイダは、ペイ・パー・ビュー、すなわち、ビデオレンタルの価格とほぼ同額で平均し
て３０分毎に開始される限定数のより新たなリリースを提供する。ペイ・パー・ビューに
よってでさえ、顧客は限定されたセットから映画を選択しなければならず、依然として配
信開始まで待機しなければならい。さらに、セットトップボックスがサービスプロバイダ
との双方向通信をサポートしていない場合には、顧客は選択された映画を発注するため、
不便なことにサービスを電話連絡しなければならい。ペイ・パー・ビューは、真のビデオ
・オン・デマンドに対するあまり効果的でない解決策である。
【００１１】
　いくつかのケーブル及びインターネット企業は、真のビデオ・オン・デマンドに対する
他の代替策を検討している。現在のより良い代替的なシステムの１つは、視聴者が映画を
選択、発注、ダウンロード及び視聴することを可能にする。しかしながら、低速のダウン
ロードスピードとかなりの映画サイズのため、視聴者は映画をダウンロードするため、例
えば、１～２時間などかなりの時間待機しなければならい。ペイ・パー・ビューより良好
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な多数の方法においてでさえ、この選択肢は理想とはほど遠いものである。この解決策は
、映画の受信前に長時間顧客を待機させ、顧客に即座の満足感を提供することができず、
多くの購入者の衝動性を利用することができない。
【００１２】
　衛星プロバイダは、特に真のビデオ・オン・デマンド若しくは現在の代替策を提供する
ことが困難であろう。なぜなら、衛星通信はリターンパスを提供せず、すなわち、衛星プ
ロバイダから顧客への一方向のみの通信しか提供しないため、また配信（すなわち、ポイ
ント・ツー・マルチポイント）に十分な衛星バンド幅はポイント・ツーポイント通信には
不十分であるためである。このとき、顧客は、ある双方向通信モードなしに映画の選択肢
を熟読し、映画をリクエスト等することができない。衛星ネットワークの限定的な能力の
ため、衛星プロバイダは、ケーブル、インターネットブロードバンド、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉ
ｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）及び他のネットワークサービスを提供することが可能なケーブル
プロバイダに対してかなり不利である。
【００１３】
　Ｂｌｏｃｋｂｕｓｔｅｒ　Ｉｎｃ．やＮｅｔｆｌｉｘ，Ｉｎｃ．などの各企業は、より
多くの映画選択肢を顧客に提供しようとするビジネスモデルを構築してきた。しかしなが
ら、Ｂｌｏｃｋｂｕｓｔｅｒは、顧客がソファから離れ、支度をし、望ましくは地域の事
業所に行き、映画（しばしば利用可能でない）を選択し、映画を開始することが可能にな
る前に自宅に戻ることを要求する。Ｎｅｔｆｌｉｘは、顧客が多くのリストから映画を発
注することを要求するが、要求された映画を従来のポストを用いて郵送する。顧客は、リ
クエストした映画を受け取るまで少なくとも数日待つ必要がある。これら２つのモデルは
、“オン・デマンド”を提供するものでない。
【００１４】
　従って、ユーザが大きなライブラリから所望のタイトルを選択し、発注したタイトルを
瞬時に視聴することを可能にする瞬時のＶＯＤシステムが要求される。
【００１５】
［概要］
　本セクションは、本発明の実施例のいくつかの特徴を要約し、好適な実施例を簡単に紹
介する。本セクション並びに本開示のタイトル及び要約の簡単化及び省略は、本セクショ
ン、タイトル及び要約の目的を不明りょうにすることを回避するため行われるかもしれな
い。このような簡単化又は省略は、本発の範囲を限定するものでない。
【００１６】
　概略すると、本発明の実施例は、データネットワークを介しメディアサービスを提供す
るための技術に関する。ここに記載される技術は、互いに関連するものであり、それぞれ
は当該技術において独立に新規なものであると思料する。開示された技術は、新規かつ非
自明なシステム若しくはシステムの一部を提供するため、単独で若しくは何れかの組み合
わせにより実行されるかもしれない。それらの最も広範な意味で組み合わされた場合でさ
え、すなわち、各技術が実践のため減縮された具体的方法未満によって、組み合わせた技
術が等しく独立な新規な組み合わせをもたらすことが理解されるべきである。
【００１７】
　本発明の実施例は、データネットワークを介しメディアサービスを提供するための各種
技術に関する。一特徴によると、適切に組み合わされると、当該技術の一部は瞬時のメデ
ィア・オン・デマンドシステム、それと等価なプロセス及びメソッドを提供することが可
能である。メディアサービスが中央サーバにおいてレンダリングされる従来のシステムと
は大きく異なって、本発明の実施例はネットワーク上の各装置を利用して、要求されるサ
ービスを提供するため、必要とされるサービスを細分化して互いに供給する。この結果、
サーバに対するロード要求が、ネットワークに分散化される。
【００１８】
　本発明の他の特徴によると、システムは、ユーザが所望するときは常にタイトルを選択
及び発注可能な多数のタイトルを有するライブラリを提供し、タイトルに係るファイルの
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始めの部分にアクセスすることによってタイトルをほぼ瞬時に再生する。データの始めの
部分はローカルにキャッシュされ、データの残りの部分は他の指定された装置によって供
給される。ライブラリは、リリース（新たな又は人気のあるタイトルなど）により動的に
更新される。
【００１９】
　本発明のさらなる他の特徴によると、タイトルに係るファイルが、ヘッダと複数のテー
ル若しくはセグメントに細分化される。ヘッダは、ファイルの連続部分であり、セグメン
トは、ファイルの残りの各部分である。ヘッダは、実質的にすべてのボックスに提供され
、セグメントは、サービス提供中の各ボックスにその少なくとも１つしか又は全く配信さ
れない。タイトルが発注されると、ヘッダが瞬時に再生され、その間にローカルに利用可
能でない場合には、セグメントがストリーミングされるか、若しくはセグメントを有する
他のボックスからそれぞれ連続的にフェッチされる。ファイルの残りの部分を復元し、タ
イトルの再生を継続するため、同時にフェッチされたセグメントからのデータが、存在す
る場合にはローカルにキャッシュされているセグメントからのデータと共に多重化される
。
【００２０】
　本発明のさらなる他の特徴によると、ネットワーク帯域幅を最大限活用し、ＱｏＳ（Ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を最大化するため、大きなファイルがインテリジ
ェントに細分化され、これらのセグメントが分散化される。ヘッダサイズとセグメント数
は、要求されるタイトルの転送レート、利用可能な最小のネットワークスピードなどに従
って定期的に計算又は決定される。
【００２１】
　本発明のさらなる他の特徴によると、サービス提供中の各ボックスのライブラリが、同
期的に又は非同期的に更新される。ライブラリを更新するためのリリースは、サービス提
供中のすべてのボックスにｇｏｓｓｉｐプロトコルによりデータチャンクを伝搬すること
によって実行される。その後、適切なリリースパッケージが、ライブラリを更新するため
、受信したデータチャンクから各ボックスにおいて復元される。サービスプロバイダに高
帯域幅ブロードキャスト若しくはマルチキャスト機能が備えられているケースでは、ヘッ
ダと複数のセグメントに細分化されるリリースは、ライブラリを更新するため適切なリリ
ースパッケージを受信するようそれぞれ構成されるすべてのボックスに送信される。
【００２２】
　本発明のさらなる他の特徴によると、新たにインストールされ、又はある期間後にネッ
トワークに戻されたボックスは、例えば、サービス提供を開始するため可能な最短時間な
どにより効率的に更新される。このようなボックスのもとのライブラリは、最も需要のあ
るタイトルによって、最初の若しくは可能な少なくともデータ量により更新され、これに
より、ボックスは、最も需要のあるタイトルに対する注文を実現するためだけでなく、必
要なデータを他のボックスに提供するための状態にすぐになるかもしれない。実現形態に
応じて、ボックスのもとのライブラリの更新は、最新のタイトルをまとめて有する他のボ
ックスからｇｏｓｓｉｐプロトコルによってデータチャンクを受信することによって、又
はブロードキャスト若しくはマルチキャストインフラストラクチャを介しサービスプロバ
イダから適切なリリースパッケージを受信することによって実行されてもよい。
【００２３】
　本発明のさらなる他の特徴によると、ボックス間に転送されるすべてのデータが遅延若
しくは中断しないように、データを発注元のボックスに提供するよう指定されたボックス
をサポートするため、バックアップボックスが設けられる。ボックスの１つが低パフォー
マンスによりデータを発注元のボックスに提供する場合（例えば、ボックスの動作上の問
題又は所望されないネットワークパフォーマンスにより）、低パフォーマンスのボックス
を置換若しくは支援し、発注元のボックスへのデータの供給を継続するため、バックアッ
プボックスが起動されるかもしれない。本発明の他の特徴は、ここでの詳細な説明から当
業者により理解されるであろう。
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【００２４】
　本発明の実施例は、方法、システム、装置若しくはコンピュータ可読媒体を含む各種方
法により実現されるかもしれない。本発明のいくつかの実施例が以下に説明される。一実
施例では、本発明は、ネットワークを介しメディア・オン・デマンドサービスを提供する
方法であって、発注元のボックスからライブラリのタイトルの注文を含むリクエストを受
信するステップと、前記タイトルに係る分散オブジェクトを前記発注元のボックスに提供
する１以上のボックスを特定するステップとを有し、前記発注元のボックスは、前記１以
上のボックスから前記タイトルに係る分散オブジェクトをダウンロードしながら、前記タ
イトルに係る常駐オブジェクトを再生することによって前記タイトルの再生を進行する方
法を提供する。
【００２５】
　他の実施例では、本発明は、ボックスのライブラリのすべてのタイトルの視聴機構を提
供する方法を提供する。本方法は、ボックスのタイトルのライブラリからタイトルの選択
を可能にするステップと、前記タイトルの１つが選択されると、タイトル情報を含むリク
エストを生成するステップと、前記発注されたタイトルに係る１以上の分散オブジェクト
を提供する１以上のボックスを特定するソース情報を含むレスポンスを形成するよう構成
されるサーバにネットワークを介し前記リクエストを送信するステップと、前記発注され
たタイトルに係る前記ボックス内の常駐オブジェクトの再生を開始するステップと、前記
常駐オブジェクトの再生中に一部が受信される１以上のデータストリームとして、前記１
以上のボックスから前記１以上の分散オブジェクトを受信するステップと、前記常駐オブ
ジェクトの再生が終了するとすぐに、存在する場合には、前記発注されたタイトルに係る
常駐オブジェクトと共に前記１以上のデータストリームの再生を開始するステップとを有
する。
【００２６】
　さらなる他の実施例では、本発明は、ネットワークを介しメディア・オン・デマンドサ
ービスを提供するシステムを提供する。本システムは、各ボックスがネットワークに接続
され、ユーザに関連付けされ、タイトルのライブラリを提供し、複数のヘッダと複数のセ
グメントが常駐することを可能にする格納スペースを有し、タイトル選択情報を有するリ
クエストを提供するよう構成される複数のボックスと、前記ネットワークに接続され、前
記ボックスの１つである発注元のボックスからのリクエストに対するレスポンスを提供す
るよう構成されるサーバとを有し、前記レスポンスは、前記タイトルに係る各分散セグメ
ントを前記発注元のボックスに提供するよう構成されるボックス群を特定するソース情報
を含み、前記レスポンスに応答して、前記発注元のボックスは、前記ボックス群から１以
上の分散セグメントをダウンロードしながら、前記選択されたタイトルに係るヘッダの再
生を開始する。
【００２７】
　さらなる他の実施例では、本発明は、ネットワークに分散されるオブジェクトを管理す
るシステムを提供する。本システムは、各ボックスが、ネットワークに接続され、ユーザ
に関連付けされ、それぞれがヘッダといくつかのセグメントとにより表されるタイトルの
ライブラリを提供し、各タイトルについてヘッダと０以上のセグメントとをローカルにキ
ャッシュするための格納スペースを有する複数のボックスと、タイトルの１つの注文を含
むリクエストをボックスの１つ（発注元のボックス）から受信した後、レスポンスを提供
するよう構成される計算装置とを有し、当該レスポンスは、セグメントのすべてが発注元
のボックスにローカルにキャッシュされていない場合、タイトルに係る欠落しているセグ
メントを提供するよう指定された供給元のボックス群を特定するソース情報を有する。一
般に、ライブラリは、いくつかのグループ若しくはバンドに分割され、バンドの１つ（上
位バンド）は、最も需要のなるタイトルのいくつかを有し、他のバンド（低バンド）は、
最も需要の低いタイトルのいくつかを有する、１つのケースでは、上位バンドのタイトル
のセグメント数は、低バンドのタイトルのセグメント数より多く、これは、上位バンドの
各タイトルに対して低バンドのタイトルに対するよりも多くの分散コピーをもたらす。
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【００２８】
　さらなる他の実施例では、本発明は、タイトルに係るファイルを細分化する方法であっ
て、ファイルを第１部分と第２部分に分割されたデータブロックシーケンスに分割するス
テップと、ヘッダのデータブロックが連続的なものとなるように、第１部分のデータブロ
ックからヘッダを形成するステップと、各セグメントのデータブロックが不連続なものと
なるように、各セグメントが第２部分のデータブロックの一部を有するＮ個のセグメント
を形成するステップとを有する（ただし、Ｎは１より大きな有限の整数である）。ファイ
ルは、存在する場合には、補助データを伴うデータのコレクションである。ヘッダは、常
駐オブジェクトとしてサービス提供中の各ボックスにローカルにキャッシュされ、Ｎ個の
セグメントのうちのＭ個のセグメントがボックスに格納される。ここで、Ｍの値は、タイ
トル毎及びボックス毎に異なり、０≦Ｍ≦Ｎである。
【００２９】
　さらなる他の実施例では、本発明は、ライブラリを動的に更新し続ける方法を提供する
。本方法は、サービス提供中の各ボックスのライブラリを更新するためリリースに含まれ
るタイトルに係るファイルをデータチャンクシーケンスに分割するステップと、各提供ボ
ックスがデータチャンクの少なくとも一部を受信し、データチャンクをまとめて受信する
初期的な提供ボックス群を指定するステップと、各提供ボックスに受信したデータチャン
クの少なくとも一部若しくはすべてをボックス群に伝搬させるステップとを有し、ボック
ス群の各ボックスは、サービス提供中の各ボックスがデータチャンクの指定された部分を
受信するまで、ボックス間に受信したデータチャンクの一部若しくはすべての拡散を継続
するよう選択された他のボックスに受信したデータチャンクを再帰的に伝搬する。実質的
に、各ボックスは、受信指定されたものを受信する。本方法はさらに、受信したデータチ
ャンクの一部若しくはすべてからヘッダと０以上のセグメントとを各ボックスに復元させ
、その後、それのライブラリを更新する。
【００３０】
　さらなる他の実施例では、本発明は、新たにインストールされた装置においてコンテン
ツを更新する方法であって、メディアサービスを提供するシステムに新たなボックスが検
出されると、ライブラリのいくつかの古いタイトルを決定するステップと、ライブラリに
追加し、ライブラリから古いタイトルを排除するため、対応する見逃したタイトルを決定
するステップと、ボックスが相対的に新たらしいタイトルの１つの注文に対してサービス
を提供する準備ができるように、ボックスに見逃したタイトル群の中の相対的に新しいタ
イトルに係るデータをまず抽出させるステップと、ボックスが完全に更新されるまで、残
りの見逃したタイトルに係るデータをボックスに抽出させ続けるステップとを有する方法
を提供する。１つのケースでは、ボックスは、相対的に新しい各タイトルのヘッダを抽出
し、その後、それぞれに対する複数のセグメントの１つを抽出する。他のケースでは、ボ
ックスは、タイトルの人気の降順により相対的に新しい各タイトルのヘッダと複数のセグ
メントの１つを抽出する。
【００３１】
　さらなる他の実施例では、本発明は、分散環境においてデータを転送する方法を提供す
る。本方法は、ネットワーク上の計算装置によって提供されるソース情報に従って、要求
されるデータセグメントを供給するよう指定された各ボックスとの通信セッションが確立
されているか判断するステップと、通信セッションが指定された各ボックスと良好に確立
された後に限って、指定されたボックスから必要とされるデータセグメントを同時にダウ
ンロードするステップとを有し、必要とされる各データセグメントは、ファイルを表すデ
ータブロックシーケンスからサンプリングされた複数のデータブロックを有する方法を提
供する。
【００３２】
　さらなる他の実施例では、本発明は、ライブラリを動的に更新し続ける方法であって、
ライブラリを更新するための少なくとも１つのタイトルを含むリリースをデータパッケー
ジにより準備するステップと、サービス提供中のボックスに送信インフラストラクチャを
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介しデータパッケージを送信するステップとを有し、各ボックスはデータパッケージの少
なくとも一部をローカルにキャッシュするよう構成され、ボックスのすべてがデータパッ
ケージの同一部分をキャッシュしていない方法を提供する。実現形態に応じて、送信イン
フラストラクチャは、ブロードキャスト若しくはマルチキャスト可能であってもよい。デ
ータパッケージは、タイトルのヘッダと複数のセグメントを有する。各ボックスにローカ
ルにキャッシュされるデータパッケージの一部は、ヘッダと０以上のセグメントとを有す
る。あるいは、データパッケージは、各リリースパッケージがヘッダと０以上のセグメン
トを含む複数のリリースパッケージを有する。
【００３３】
　本発明の１つの課題は、適切に組み合わされたとき、瞬時のメディア・オン・デマンド
システムを提供するのに効果的に利用可能な技術を提供することである。
【００３４】
　本発明の他の課題、特徴及び効果は、添付した図面と共にそれの実施例の以下の詳細な
説明を参照することにより明らかとなるであろう。
【００３５】
［発明の詳細な説明］
　本発明の実施例は、データネットワークを介しメディアサービスを提供するための各種
技術に関する。これらの技術の一部は、適切に組み合わされるとき、瞬時のメディア・オ
ン・デマンドを提供することが可能である。一実施例は、ユーザがほとんど瞬時に再生の
ため選択及び発注可能な多数のタイトルを備えたダイナミックライブラリを提供するかも
しれない。瞬時の再生を実現するため、タイトルに係るファイルがヘッダと複数のセグメ
ント（又はテール）に細分化されるかもしれない。一実施例では、ヘッダはすべてのボッ
クスに設けられ、各セグメントは、ある方式に従ってネットワーク内でこれらのボックス
に配信される。タイトルが発注されると、ヘッダは即座に再生可能となり、セグメントは
、それがローカルに利用可能でない場合には、サポートするボックスからストリーミング
することが可能である。同時にフェッチされる各セグメントからのデータは、必要に応じ
て、ファイルの残りの部分を復元し、発注されたタイトルの再生を継続するため、ローカ
ルにキャッシュされたセグメントに多重化することが可能である。
【００３６】
　さらに一実施例では、サービスを提供する各ボックスのライブラリは、例えば、ｇｏｓ
ｓｉｐプロトコルなどを利用して、データチャンクをサービス提供中のすべてのボックス
に伝搬することによって、同期的に若しくは非同期的に更新されるようにしてもよい。シ
ステムに新たにインストールされた若しくは一定期間後に戻されたボックスは、サービス
の提供を開始するためすぐに更新することが可能である。本発明の他の可能な特徴及び効
果は、実施例により本発明の原理を示す添付した図面と共になされる以下の詳細な説明か
ら明らかになるであろう。
【００３７】
　以下の説明では、本発明の完全なる理解を提供するため、多くの具体的詳細が提供され
る。本発明は、これらの具体的詳細なしに実現可能である。ここでの記載及び表示は、研
究の本質を他の当業者に効果的に伝えるため、当業者によって使用される手段である。他
の例では、周知の方法、手順、コンポーネント及び回路は、それらがすでに十分に理解さ
れているため、また本発明の特徴を不要に不明りょうにすることを回避するため、詳細に
は説明されていない。
【００３８】
　ここでの“一実施例”若しくは“ある実施例”という表現は、当該実施例に関して説明
される特定の機能、構成若しくは特徴が本発明の少なくとも１つの実現形態に含めること
が可能であることを意味する。明細書中の各箇所における“一実施例”という表現は、必
ずしもすべてが同一の実施例を参照しているとは限らず、他の実施例の相互に排他的な別
個の若しくは他の実施例でもない。さらに、１以上の実施例を表すプロセス、フローチャ
ート若しくは機能図における各ブロックの順序は、本来的に特定の順序を示すものでなく
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、また本発明の各限定を意味するものでもない。
【００３９】
　便宜上、いくつかの用語の定義が以下に与えられる。これらの定義は一実施例による本
発明の理解及び記載を容易にするためのものであることに留意すべきである。これらの定
義は、実施例に関する各限定を含むように見えるかもしれない。しかしながら、これらの
用語の実際の意味は、このような実施例を超えた適用性を有するかもしれない。
【００４０】
　メディア又はビデオは、ここでは互換的に使用され、マルチメディアデータを示すもの
であり、その集合体は、他の可能性のある補助データと一緒になってファイルとして呼ば
れる。このようなファイルは典型的にはサイズの大きなものであるため、それはしばしば
、一般的に使用される規格（Ｈ．２６４、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２若しくはＭＰＥＧ
－４など）に従って格納若しくは送信のため圧縮される。ビデオの具体例として、以下に
限定されるものではないが、映画、ゲーム、映像場面、ドキュメンタリ若しくはマルチメ
ディアデータコレクションがあげられる。
【００４１】
　ローカル装置、コンピュータ、マシーン又は単にボックスは、ここでは互換的に使用さ
れ、典型的にはメディアファイルにアクセスするためユーザにより使用される計算装置で
ある。このようなクライアントマシーンは、他の装置とは独立して若しくはそれと共に動
作するかもしれない。クライアントマシーンの具体例として、セットトップボックス、計
算装置（デスクトップ、ラップトップ、ＰＤＡ、電話、タブレットＰＣなど）、ネットワ
ーク機能を備えたテレビ及びネットワークストレージ装置があげられる。
【００４２】
　常駐オブジェクト及び分散オブジェクトは、相対語である。ファイルが複数の部分若し
くはセグメントに分割されると、これらのセグメントの一部は他のボックスにリモートに
分散されるかもしれない。これら分散されたセグメントは、“分散オブジェクト”と呼ば
れる。ローカルにキャッシュされたヘッダ及び他のセグメントは、“常駐オブジェクト”
若しくは“レジデンスオブジェクト”と呼ばれる。
【００４３】
　サーバ、サーバ装置、サーバコンピュータ又はサーバマシーンは、ここでは互換的に使
用され、典型的には、ローカルボックスからリモート配置された計算装置である。実現形
態に応じて、ここでのサーバは、ここに記載されるサーバ処理を送出するよう構成された
スタンドアローンコンピュータ若しくは２以上のコンピュータのクラスタを意味するかも
しれない。
【００４４】
　本発明の実施例が、図２Ａ～８を参照して説明される。しかしながら、当業者は、本発
明はこれらの限定的な実施例の範囲を超えるため、これらの図面に関してここで与えられ
る詳細な説明が単なる説明のためのものであることを容易に理解するであろう。
【００４５】
　本発明の一実施例は、増大するユーザ数によって悪影響を受けないデータネットワーク
を介しビデオサービスを配信するための技術に関するものである。一実施例では、ユーザ
が多くなるに従って、システムもしくはプロセスによって提供されるパフォーマンスはよ
り良好となる。
【００４６】
　図２Ａは、本発明の実施例による分散ネットワークシステム１００の一例となる構成２
００を示す。ネットワーク全体は、例えば、特定のタイプ、サイズ、コンテンツなどの各
ボックスに対して１つのこのようなネットワークシステム１００を複数有してもよいとい
うことは理解されるであろう。
【００４７】
　サービスプロバイダによっておそらく管理及び／又は占有されるサーバ２０２は、ロー
カルマシーン若しくはボックス２０６－１，２０６－２，．．．，２０６－ｎを介したユ
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ーザへのビデオ（若しくはマルチメディア）サービスの配信を処理するよう構成される。
加入者からのリクエストにより加入者にビデオデータを配信する図１のビデオサーバ１０
２とは異なり、サーバ２０２は、ユーザからのリクエストに応答してコンテンツを配信す
るものでなく、その代わりに他のボックスからコンテンツの少なくとも一部を抽出すべき
場所及びその方法に関するソース情報を提供するよう構成される。すなわち、図１のサー
バ１０２は、メディアストレージ装置１１２がクライアントマシーン１０６－１，１０６
－２，．．．，１０６－ｎの何れかへのサービス提供時にコンテンツを提供することを要
求し、サーバ２０２は、メディアストレージ装置がコンテンツを提供することを要求しな
い。その代わりに、ボックス２０６－１，２０６－２，．．．，２０６－ｎの一部が、コ
ンテンツの一部若しくはすべてを互いに供給するようそれぞれ構成される。
【００４８】
　一実施例によると、ローカルマシーン若しくはボックス（２０６－１など）からのリク
エストを実現するとき、サーバ２０２とボックス２０６－１との間のネットワークパス２
０８－１及び２１０を介した通信は、小さなスケールのリクエストとレスポンス（小さな
サイズ及び大変短いものなど）に限定されるかもしれない。ボックスからのリクエストに
対するサーバレスポンスは、ソース情報（識別子など）、認証情報及びセキュリティ情報
を含むかもしれない。サーバ２０２からのレスポンスを利用して、ボックスはタイトル（
２０７－１など）の再生を開始するよう起動されるかもしれない。実質的に同時に、ボッ
クスは、当該タイトルの移行の部分（２０７－２、２０７－ｎなど）をリクエストするた
め、ソース識別子に従って他のボックス（２０６－２、２０６－ｎなど）に対する１以上
のリクエストを開始するかもしれない。適切な認証を仮定すると、要求元のボックスは、
その他のボックスから同時に当該データの以降の部分を受信する。コンテンツのボックス
間の通信のため、ネットワークパス２０８－１及び２１０を介したボックスとサーバ間の
通信に対するバンド幅要求は低く、典型的には短時間に維持される。実質的に同時に多数
のユーザボックスが再生リクエストを発行する場合、バックボーンパス２１０のバンド幅
は顕著な又は厄介な遅延を回避するのに十分なものであるべきである。
【００４９】
　ボックス２０６－１，２０６－２，．．．，２０６－ｎの何れかにおいて提供されるラ
イブラリにおいて利用可能なコンテンツは、１以上のコンテンツプロバイダによってもと
もと提供される。コンテンツプロバイダの具体例として、衛星受信機、テレビ中継ステー
ション、アナログ若しくはデジタル放送ステーション、映画スタジオ及びインターネット
サイトがあげられる。実現形態に応じて、コンテンツはまずサーバ２０２において受信若
しくは発信されるかもしれない。大規模なストレージ装置にコンテンツを維持及び管理す
る代わりに、サーバ２０２は、サーバ２０２により登録されている複数のローカルマシー
ンにコンテンツ若しくはファイルを分散するよう構成される。図２Ａに示されるボックス
２０６－１，２０６－１，２０６－２，．．．，２０６－ｎは、サービスを提供するロー
カルマシーンの具体例である。バックアップコピーが不要である場合、サーバ２０２は、
何れの時点においてもコンテンツのコピーを保持する必要はない。他方、極めて要求の高
いタイトルの完全なコピーをボックスに保持する特別な要求がなければ、サービスを提供
するボックスの何れも発注までタイトルの完全なコピーを有しない。この結果、分散オブ
ジェクトに埋め込まれたセキュリティによって、本発明の一部の実施例は、電子的な著作
権侵害及び広範な配布（ハッキング若しくは不法な複製などによる）の懸念を軽減するか
もしれない。
【００５０】
　便宜上、ここではタイトルに係るファイルが、当該タイトルがユーザにより選択及び発
注されると再生されることが仮定される。タイトルが発注されると、対応するファイルが
再生のため利用可能でなければならない。実施例は、それのサイズに関係なくファイル又
は少なくともその一部に瞬時にアクセスすることを可能にするかもしれない。他の実施例
によると、ファイルが平均して８４０メガバイトであり、ボックスが３００ギガバイトの
格納容量を有する場合、システムは任意の時点でのアクセスのため、タイトルの大きなラ
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イブラリに瞬時に提供するかもしれない。従来、タイトルのファイルが瞬時の再生を提供
するため予め格納される必要がある場合、ボックスのローカルストレージは、４０００ギ
ガバイトの容量を有する必要があり、この結果、瞬時のＶＯＳを経済的に非実現的なもの
にする。
【００５１】
　本発明の一実施例によると、ファイルの開始部分（“ヘッダ”と呼ばれる）とおそらく
１以上のテールセグメントのみがボックスにローカルにキャッシュされる。このようなロ
ーカルにキャッシュされたセグメントは常駐オブジェクト（ｒｅｓｉｄｉｎｇ　ｏｂｊｅ
ｃｔ）と呼ばれ、ローカルに常駐しないセグメントは分散オブジェクト（ｄｉｓｔｒｉｂ
ｕｔｅｄ　ｏｂｊｅｃｔ）と呼ばれる。あるタイトルが選択されると、対応するファイル
のヘッダが即座に再生される。ヘッダ再生中、当該タイトルに対応する分散オブジェクト
が他のボックスから同時に抽出される。ヘッダが終了すると、他のボックスからストリー
ミングされる分散オブジェクトの受信部分が、連続再生を可能にするため、存在する場合
にはタイトルの常駐オブジェクトと合成される。あるタイトルの人気と同時になされる要
求とに応じて、常駐オブジェクトの個数は、再生のための他のボックスに対する各ボック
スの依存性を制御するよう増減されるかもしれない。典型的には、ボックスがタイトルの
常駐オブジェクトを多く有するに従って、システム全体における当該タイトルの分散コピ
ーは増加し、これにより、他のボックスに対する発注元のボックスの依存性を低下させる
。
【００５２】
　一実施例では、ヘッダは瞬時の再生を保証するため常に最初に再生される。しかしなが
ら、ボックスがファイルに対して複数の常駐オブジェクトを有するとき、ヘッダ以外の常
駐オブジェクト（すなわち、常駐セグメント）が、他のボックスからダウンロード若しく
はフェッチされた分散オブジェクト（すなわち、分散セグメント）と共に再生される。こ
れらの常駐及び分散セグメントは、まとめてファイルの“セグメント”と呼ばれる。
【００５３】
　例えば、図２Ａでは、ユーザがボックス２０６－１から再生用のタイトルを選択すると
、ボックス２０６－１に常駐する対応するファイルのヘッダ２０７－１が即座にアクセス
される（ユーザが認証されており、及び／又は支払が決済されている場合）。この例では
、ビデオファイルには４つのセグメントが存在するかもしれず、そのうちの２つは他のボ
ックス（２０６－２、２０６－ｎなど）に分散されている。ヘッダの再生中、２つの分散
セグメントが他方の２つのボックスからダウンロードされ、連続するコンテンツとして常
駐セグメントと共にローカルにバッファリングされる。ヘッダが実行されると、連続する
コンテンツが再生される。この結果、瞬時のＶＯＤが実現可能となる。
【００５４】
　図２Ｂの実施例を参照すると、ファイル２２０は、ヘッダ部分２２２と、４つのセグメ
ント２２４から構成されるテール部分とに関して構成又は細分化されている。一般に、フ
ァイル２２０は、要求される転送レート（良好な再生のための符号化及び復号化レートな
どに関する）と、ネットワークの最小アップロード及びダウンロード能力とを考慮して、
任意数のヘッダとセグメント部分に分割されるかもしれない。一実施例によると、要求さ
れる転送レート（毎秒１メガビット、すなわち、１Ｍｂｐｓなど）が与えられると、ネッ
トワークの最小のアップロード及びダウンロードスピードが、セグメントを規定する数と
、特定のタイトルの同時になされる要求に対するサポート及び他のボックスへの依存性と
を決定するよう考慮される。最小のアップロードスピードはＵであり、要求される転送レ
ートがＤであり、Ｄ／Ｕ＝Ｋ＜ｋ（ただし、ｋはＫより大きな最小の整数である。）とな
ることが仮定される。一実施例では、ダウンロードスピードがアップロードスピードの少
なくともｋ倍の速さであると仮定すると、ファイルは好ましくは、Ｕのアップロードスピ
ードを最適に利用するため、ヘッダとｋ個のセグメントに分割される。例えば、常駐エリ
アのためのＰＯＴＳベースＤＳＬネットワークでは、要求される転送は約１．０Ｍｂｐｓ
であり、アップロードスピードは約３２０ｋｂｐｓである。従って、ｋ＝４となる。
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【００５５】
　図２Ｃに示されるように、ファイル２３０は、１つのヘッダ２３２と４つのセグメント
２３４～２３７から構成される。図２Ｃは、ローカルボックスがヘッダ２３２のみを格納
し、４つのセグメント２３４～２３７を供給するため他の４つのボックスに依存する状況
を仮定している。ローカルボックス２３９は、ヘッダ２３２の再生中、その他のボックス
のアップロードスピードの４倍のダウンロードスピードを有すると仮定すると、これら４
つのセグメントは、ローカルボックス２３９へのストリーミングとほぼ同時にネットワー
ク２３８を介し同時にダウンロードすることが可能である。
【００５６】
　図２Ｂに示されるように、ヘッダ２３２はファイルの開始部分であり、各セグメントは
ファイルの残りの間引かれた部分である。本実施例では、ヘッダのデータは連続的なもの
であり、それはヘッダ自体が再生可能であること意味し（例えば、当該タイトルの最初の
１５分間など）、セグメント部分２３４～２３７は、ファイルのテール部分が再生可能と
なる前に一緒に提供されねばならない。図２Ｄは、ファイルを表すデータストリーム２４
０を示す。ファイル２４０の開始部分はヘッダ２４２として割り当てられ、残りの部分は
４つの“垂直の（ｖｅｒｔｉｃａｌ）”セグメント２４７～２５０に分割される。これら
のセグメント２４７～２５０は、ファイルの残りの部分を間引くことによりそれぞれサン
プリングすることによって生成又は形成される。
【００５７】
　残りの部分の正確なデータ長に応じて、各セグメント２４７～２５０のｎ番目のデータ
ブロックはファイルの残りの部分の連続する４つのデータブロックとなる。一実施例では
、データブロックは、２５６キロバイト若しくは１メガバイトなどのデータのチャンクか
ら構成される。図２Ｄに示されるように、データストリーム２４０の残りの部分は、ｂ１
１，ｂ２１，ｂ３１，ｂ４１，ｂ１２，ｂ２２，ｂ３２，ｂ４２，ｂ１３，ｂ２３，ｂ３
３，ｂ４３，．．．，ｂ１ｎ，ｂ２ｎ，ｂ３ｎ，ｂ４ｎのようなデータブロックにより表
現される。間引きサンプリングによって、残りの部分から取得される４つのセグメント２
４７～２５０は、それぞれ以下のように表現可能である。
【００５８】
　セグメント１＝｛ｂ１１，ｂ１２，ｂ１３，ｂ１４，．．．｝
　セグメント２＝｛ｂ２１，ｂ２２，ｂ２３，ｂ２４，．．．｝
　セグメント３＝｛ｂ３１，ｂ３２，ｂ３３，ｂ３４，．．．｝
　セグメント４＝｛ｂ４１，ｂ４２，ｂ４３，ｂ４４，．．．｝
　図２Ｄは、ファイルをヘッダ２４２と４つのセグメント２４７～２５０に細分化する一
例となる実施例を示す。ファイルの細分化方法は他にもある。例えば、ファイルをファイ
ルのテール部分を表す複数の“垂直”セグメントに細分化する代わりに、１以上のセグメ
ントが当該ファイルの音声部分を表すよう割り当てられてもよい。典型的には、映画は、
その各々がある言語（英語、仏語、スペイン語など）のための複数の音声トラックを含む
。この結果、すべてのセグメントは、必ずしも等しい長さとならず、再生をサポートする
ため同時に利用可能とならなければならない。この具体例は、タイトルのすべてのセグメ
ントが当該タイトルを再生するために必ずしもフェッチされる必要がないことを示してい
る（例えば、ビデオデータのためのすべてのセグメントと、１つの選択された音声トラッ
クのための１つのみのセグメントなど）。他の例では、ファイル２２０は赤色、緑色、青
色及び輝度の各値に関してセグメント化することが可能である。このため、セグメントの
１つが欠落しても、画像は生成することが可能である。もちろん、赤色、緑色及び輝度の
みから画像を形成することは、画質に影響を与えるかもしれない。このような場合、各色
は、おそらく以前のフレーム若しくは他の基準に基づき推定される必要があるかもしれな
い。一般に、各ファイルは異なる個数のセグメントに細分化されるかもしれない。
【００５９】
　図２Ｅは、複数のボックスに分散化するためファイルを細分化するためのフローチャー
ト若しくはプロセス２６０を示す。当該プロセス２６０は、メソッド、プロセス及び／若
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しくはシステムとして、又はソフトウェア、ハードウェア若しくはその両方により実現さ
れてもよい。２６１において、プロセス２６０は、ボックスに分散するためファイルが細
分化されるのを待機する。このようなファイルが利用可能になると、２６２において、ネ
ットワークの最小アップロード及びダウンロードスピードと共に、要求される転送レート
が取得される。一般に、異なるネットワークは異なるスピードを有する可能性がある。フ
ァイルの細分化数を決定するため、ネットワークアップロード及びダウンロードスピード
を有することは要求されていないが、ファイルの要求される転送レートの観点から、この
ようなスピードを知ることは、ネットワークスピード（又はバンド幅）を効率的利用する
ため、ファイルを細分化することを可能にする。
【００６０】
　２６４において、ファイルに対するセグメント数ｋが、２６２から取得された最小アッ
プロード及びダウンロードスピードを含むいくつかのファクタと、適切な表示のための要
求されるデータ転送レート（毎秒１メガビットなど）とを参照して決定される。一実施例
では、実際のセグメント数は、ダウンロードバンド幅が十分である場合（要求される転送
データレートより高い場合）、ｋ＋１などｋより若干大きなものが選択される。後述され
るように、エクストラセグメントがネットワーク若しくはボックスの不安定性を解消若し
くは安定化させるための追加的な時間を提供するかもしれない。
【００６１】
　ファイルヘッダのサイズが、２６６において決定される。一般に、ヘッダサイズが大き
くなると、ライブラリにおける利用可能なタイトルが少なくなる。一実施例では、ヘッダ
サイズは、連続的に残りの部分（分散オブジェクトにおける）の受信及び再生を保証する
のに十分な長さになるよう決定され、あるいはおそらく、各オブジェクトがフェッチされ
るのを同期させ、不安定性を管理するための追加的な時間を含むようにしてもよい。他の
実施例では、ヘッダサイズはサービス提供されるエリアの最小ネットワークスピードや、
より高い転送レートに変換可能なシーンなどのいくつかのパラメータの関数として自動的
に計算される。さらなる他の実施例では、ヘッダは、セキュリティ情報やコマーシャル情
報の短い場面などの他の情報をボックスに転送するためのキャリアとして使用される。
【００６２】
　図２Ｅには、ファイルをセキュアにするための選択肢は示されていない。一実施例では
、ファイルはコンテンツをプロテクトするための暗号によって、若しくは暗号化方式に従
ってスクランブル化される。そこでは、ヘッダは、再生前に独立に解読されるかもしれな
い。ファイルが暗号化されているか、若しくは平文であるかに関係なく、それは同様に細
分化することが可能である。ヘッダサイズが２６６において決定されると、ヘッダ部分が
容易に生成される。それと同時に、ファイルの残りの部分はｋ個のセグメントに間引きさ
れる。他の実施例では、ヘッダとこれらｋ個のセグメントの０以上とがサービスを提供す
る各ボックスに分散される。何れのボックスがセグメントを受信するか決定するための詳
細が以下で説明される。何れのケースでも、ヘッダとセグメントは分散前にセキュア化さ
れてもよい。２７０において、あるタイプのセキュリティがヘッダとセグメントに埋め込
まれるようにしてもよい。実現形態に応じて、ヘッダとセグメントはそれぞれ、暗号化方
式若しくは暗号（Ｄａｔａ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＤＥＳ）アルゴ
リズム、Ｂｌｏｗｆｉｓｈブロック暗号、Ｔｗｏｆｉｓｈ暗号、ＲＣ－４など）に従って
それぞれ暗号化されてもよく、及び／又はデジタル著作権管理（ＤＲＭ）によりプロテク
トされるようにしてもよい。
【００６３】
　２７４において、ヘッダとセグメント（すなわち、各パッケージ）とが、サービスを提
供する各ボックスに分散される。本発明の一実施例によると、この分散化は、ボックスか
らボックスにデータのチャンクとして各パッケージを伝搬させることによって同期的若し
くは非同期的に実行される。その詳細が以下に説明される。ボックスは、セグメントの１
つ、複数若しくはおそらくすべてを受信するよう選択されてもよい。２７４の後、プロセ
ス２６０は他のファイルに対して２６１に戻る。
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【００６４】
　一実施例は、ユーザに提供される多数のタイトルを有する動的に更新されるライブラリ
を可能にする。各タイトルは、瞬時の再生のため選択及び順序付けされるかもしれない。
定期的に更新され（毎日など）、任意の時点に瞬時にアクセス可能な５０００タイトルな
どを有する大きなライブラリが与えられると、そのうちの一部のタイトルは他のものより
人気があり、より多くのユーザによってより頻繁に要求されるかもしれない。人気のある
タイトルを調達するためボックスの可能なバンド幅の問題若しくは利用不可を最小限にす
るため、常駐オブジェクト及び分散オブジェクトの提供は、例えば、人気、地理、人口及
び／又は同様の基準などに従ってインテリジェントに実行されるべきである。
【００６５】
　図３Ａは、ボックスの限られた格納スペースへのライブラリのタイトルの一例となる人
気による分類を示す。便宜上、格納スペース３００は３００ギガバイトの容量を有し、瞬
時の再生のため５０００タイトルが利用可能であることが仮定される。５０００タイトル
のうちの何れかは、再生のため選択され、瞬時にアクセスされるかもしれない。ＶＯＤア
プリケーションのため、各映画は平均的には約２時間であることが仮定される。大部分の
ユーザに受入可能な表示品質のためには、２時間の映画のファイルは約８４０メガバイト
のサイズとなる。約３０メガバイトのヘッダに対して、４つのセグメントのそれぞれは、
各ファイルのサイズが平均に近いものであると仮定すると、約２０３メガバイトとなると
推定される（すなわち、（８４０メガバイト－３０メガバイト）×１／４）。従って、格
納スペース３００は、図３Ａに示されるような分散化のため５０００タイトルを収容する
ため、約２４０ギガバイトとなることが推定される（すなわち、５０００タイトル×３０
メガバイト＋５０タイトル×２セグメント×２０３メガバイト＋５０タイトル×２セグメ
ント×２０３メガバイト＋４９００タイトル×セグメントの５％×２０３メガバイト＝２
４０ギガバイト）。
【００６６】
　図３Ａの実施例によると、これら５０００タイトルは２つのバンドに分割され、上位バ
ンド３０２は、新たにリリースされた若しくは人気のあるタイトルのためのものであり、
下位（Ｌ）バンド３０４は、比較的に人気がないが、ときどき要求されるタイトルのため
のものである（例えば、００７のＪａｍｅｓ　Ｂｏｎｄやマイナーなディズニー映画など
）。ライブラリが５０００タイトルを有する場合、上位バンド３０２は１００タイトルを
収容するよう割り当てられ、低バンド３０４は残りの４９００タイトルを収容するよう割
り当てられるようにしてもよい。新たなタイトルがリリースされ、上位バンドに追加され
る毎に、上位バンド３０２にすでにあるタイトルは破棄若しくは低バンド３０４に移され
る。他の実施例では、上位バンドはさらに２つのバンドに分割されてもよく、高バンド（
Ｈ）は最新の５０タイトルなどのため、中バンド（Ｍ）はやや古い次の５０タイトルのた
めのものである。
【００６７】
　中バンド（Ｍ）の割当ては、上位バンドにおけるタイトルのフレキシブルな管理を実現
する。映画レンタルビジネスにおける収入の７０％以上が上位バンドのタイトルからのも
のであり、その収入の４０％以上が高バンド（Ｈ）のタイトルからのものであることが推
定される。さらに後述されるように、より多くのリソースを高バンドのタイトルを迅速に
更新するよう割当てるため、又は他のボックスの高バンドのタイトルの依存性を低減する
ため、中バンド（Ｍ）のタイトルのセグメント数は減少するか、又は中バンド（Ｍ）のタ
イトルのあるパーセンテージのみが１以上のセグメントによりキャッシュされるかもしれ
ない。
【００６８】
　本実施例では、Ｈ、Ｍ及びＬバンドにそれぞれ５０、５０及び４９００タイトルが存在
する。一般に、ボックスが十分長い期間サービス提供していたとき、上位バンド３０２の
各タイトルは、ヘッダと１つ若しくは２つの対応するセグメントにより提供され、Ｌバン
ドの各タイトルは、ヘッダとセグメントの一部により提供される。Ｌバンドのタイトル毎
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のセグメント数に関する限り、そこにおけるタイトルのあるパーセンテージのみが各タイ
トル毎に１つのセグメントにより提供され、これらのタイトルは、典型的には、ボックス
毎に異なっている。上位バンド３０２のタイトルに対する要求がＬバンド３０４のタイト
ルよりはるかに大きいため、Ｌバンドのタイトルに対するボックスにおけるセグメントの
パーセンテージは、５％などの比較的小さな値に設定されてもよい。Ｌバンドのタイトル
のセグメントの分散化は、常にシステムにこれらのタイトルの少なくとも１つの分散コピ
ーと、上位バンドのタイトルのより多くの分散セグメントがあるように行われる。他の観
点から、上位バンド３０２のタイトルが選択されると、発注元のボックスのタイトルの再
生をサポートするため、分散セグメントを供給するよう指定されるより多くのボックスが
あり、これにより、他のボックスが欠落したセグメントを供給するのに利用不可となる可
能性を低減することができる。低バンドタイトルが選択された場合、相対的に低い人気の
ため、ネットワークにおいて利用可能な十分な分散コピーが存在する可能性が高く、これ
により、他のボックスが再生のための各セグメントを供給するよう指定することが可能で
ある。
【００６９】
　動作について、Ｈバンドのタイトルがボックスにおいて選択された場合、そのセグメン
トの２つが当該ボックスにすでに常駐している。従って、これら２つの欠落したセグメン
トを供給するため、他に２つのボックスしか必要でない（すなわち、依存性＝２）。Ｌバ
ンドのタイトルが選択されると、多くの場合、４つのセグメントを供給するため、他に４
つのボックスが必要とされる（すなわち、依存性＝４）。すなわち、タイトルの人気は、
発注元のボックスの他のボックスへの依存性を決定する。あるタイトルの人気が高いほど
、発注元のボックスの他のボックスへの依存性は低くなる。
【００７０】
　上述されるように、ライブラリは定期的に（毎日、毎週など）更新される。新たなタイ
トルが受け付けされる毎に、この新たなタイトルは、典型的には、Ｈバンドに追加される
。一実施例では、Ｈ、Ｍ及びＬバンドに相対的に固定された個数のタイトルを維持するこ
とが所望され、Ｈバンドの相対的に人気の低いタイトルがＭバンドに移され、Ｍバンドの
最も古いタイトル若しくは相対的に人気の最も低いタイトルがＬバンドに移される。他方
、まれにではあるが、Ｌバンド若しくはＭバンドのタイトルがより上位のバンドに昇格す
ることも可能である。あるタイトルがＭバンドからＬバンドに移されるときは常に、Ｌバ
ンドの最も古い若しくは相対的に最も人気の低いタイトルが破棄されるかもしれない。図
３Ａによると、あるタイトルが上位バンド３０２からＬバンド３０４に移されるときは常
に、上位バンド３０２の１つ又は両方のセグメントが、当該タイトルが１つのセグメント
を維持するため指定されるパーセンテージの範囲内であるか否かに応じて欠落される。
【００７１】
　一般に、ライブラリを更新するため、１日に複数のタイトルがリリースされる。しかし
ながら、これらのタイトルのすべてが必ずしも新たなタイトルではなく（すなわち、上位
バンドのための）、その一部は大変人気が高く、他のものはあまり人気がない。例えば、
ライブラリが１日に１０タイトルにより更新され、そのうちの１つは、上位バンドにおい
て新たにリリースされたタイトルであり、９つはＬバンドにおいて人気の低いタイトルで
ある。当該タイトルが上位バンドに追加されると、対応する２つのセグメントがまた追加
され、それと同時に、上位バンド（おそらくＭバンド）の比較的古いタイトルが破棄若し
くはＬバンドに移されるかもしれない。Ｍバンドからの比較的古いタイトルは、上記９つ
のタイトルと組み合わされてもよく、これら１０個のタイトルの何れが、それの１つのセ
グメントがあるボックスに対してローカルにキャッシュされると仮定されるパーセンテー
ジ（５％など）に属するか決定される。
【００７２】
　当該実施例では、各ボックスは、利用可能なタイトル毎に１つである５０００個のヘッ
ダをキャッシュしている（おそらく、サイズについては同じ若しくは異なり、フォーマッ
トについてはおそらく異なり、利用されるセキュリティについてはおそらく異なるなど）
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。これらの常駐オブジェクトは、ユーザがタイトル発注時に瞬時に再生を開始し、他のボ
ックスからの分散オブジェクトの受信を開始するのに十分な長さの再生を続けることがで
きることを保証する。セグメントの分散化の説明を容易にするため、４つのセグメントは
それぞれ１、２、３及び４とラベル付けされる。上位バンド３０２のタイトルについては
、２つのセグメントがローカルに分散され、他のボックスに２つのセグメントが分散され
ている。この結果、ローカルに格納されているセグメントについて、（セグメント１，セ
グメント２）、（セグメント１，セグメント３）、（セグメント１，セグメント４）、（
セグメント２，セグメント３）、（セグメント２，セグメント４）、（セグメント３，セ
グメント４）の６つの可能な組み合わせが存在する。これらの組み合わせは、サービスを
提供するボックス間に等しく分散されている。発注元のボックスがセグメント１とセグメ
ント２を有する場合、第１の他のボックスと第２の他のボックスが、セグメント３及びセ
グメント４をそれぞれ発注元のボックスに提供するため呼び出される必要がある。セグメ
ント３又はセグメント４を有するボックスが、第１の他のボックス若しくは第２の他のボ
ックスであるかもしれない。例えば、（セグメント１，セグメント３）を有するボックス
と、（セグメント１，セグメント４）を有する他のボックスとが、それぞれ第１の他のボ
ックスと第２の他のボックスであるかもしれない。
【００７３】
　一実施例では、各ボックスはいくつかのタイプに分類される。例えば、６つのタイプの
ボックスが存在し、各タイプは上述した６つの組み合わせの１つを格納するため指定され
ている。各ボックスの対応するヘッダに加えて、Ｈバンドに５０タイトルがある場合、こ
れら５０タイトルのそれぞれのセグメントは、６つの組み合わせの１つに従って分散され
る。
【００７４】
　Ｌバンドのタイトルに対して、各ボックスは当該タイトルの５％の１つのセグメントを
格納する。Ｌバンドのタイトルの１つが発注されると、当該ボックスはローカルにキャッ
シュされたセグメントを有しているかもしれないし、そうでないかもしれない。従って、
Ｌバンドのタイトルのセグメントの分散化は、サービスを提供しているボックスが一緒に
なってすべてのタイトルのすべてのセグメントを有することを保証する必要がある。すな
わち、Ｌバンドの各タイトルの少なくもと１つのコピーがネットワークに存在している必
要がある。
【００７５】
　サービスを提供しているボックスの間にＬバンドのタイトルのセグメントを分散させる
方法がいくつかある。一実施例によると、Ｌバンドのタイトルのセグメントの分散化を管
理するため、Ｈバンドのタイトルのセグメントの分散化が参照される。例えば、Ｈバンド
のタイトルのセグメント１とセグメント２がローカルに格納されているとき、Ｌバンドの
タイトルのセグメント１又はセグメント２がローカルに格納される。（上位バンドから低
バンドへのタイトルの移行時に、ボックスはセグメントの１つを破棄すればよいためであ
る。）従って、分散化の以下の管理が成り立つ。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　Ｌバンドの何れのタイトルが特定のボックスの選択されたパーセンテージの範囲内に属
するかの判断は、いくつかのファクタに基づき決定されるかもしれない。一実施例では、
このパーセンテージは、タイトルの経過時間若しくは人気の潜在的にランダム化された関
数として決定される。他の実施例では、このパーセンテージは、あるエリアにおける所望
される言語及び視聴行動の統計と、他のボックスからの分散オブジェクトの抽出をより効
率的に実現することを可能にする他の指標とに基づき決定される。さらなる他の実施例で
は、当該パーセンテージは、
１．ユーザがボックスからこれまで視聴したプログラム（映画など）のセット
２．ユーザがボックスについて評価した（１～１０のスケールなどにより）プログラム
３．以降の視聴のためユーザにより作成された選好リストに関するプログラム
４．ブラウジング動作（例えば、ユーザが視聴した予告、タイトルの簡単な紹介を読むの
にユーザが費やした時間など）
の一例となるリストの一部若しくはすべてを動的に記録したボックスに埋め込み可能な学
習エンジンから決定される。
【００７８】
　この学習エンジンは、映画などの何れのプログラムがユーザが視聴したものと類似して
いるか示すための統計を提供するよう起動されるかもしれない（例えば、俳優、監督、ジ
ャンルなどに関して）。これにより、これらの映画は、対応するセグメントを有するタイ
トルのパーセンテージの範囲内となるよう選択される。さらに、何れの映画のペアが類似
しているかについての判断は、“協調フィルタリング”と呼ばれるものに基づき行われ、
すなわち、多数のユーザがある映画ペアを視聴することを好む場合、これら２つの映画は
類似しているとみなされるかもしれない。従って、ボックスにおいておそらく選択及び発
注されるものと類似したさらなる映画が、当該パーセンテージのタイトルに追加されるか
もしれない。何れの場合にも、ボックスは、当該ボックスを介しユーザにより選択及び発
注される可能性が高いタイトルに係るセグメントをキャッシュするかもしれない。他の実
施例では、各映画は、特定の属性によって規定されるかもしれない。ユーザ行動は、特定
の属性のユーザの嗜好を示すかもしれない。選好される属性と映画属性とをマッチングす
ることによって、学習エンジンは、１つのバンドのタイトルの何れのセグメントが各ボッ
クスに格納すべきか判断するかもしれない。また、類似するが異なるユーザの間で比較を
することが可能である。例えば、第１ユーザがアクションベースの映画を選好し、以前に
映画Ｘ、Ｙ及びＺを発注しており、第２ユーザがアクションベースの映画を選好する場合
、学習エンジンは、第２ユーザのボックスに映画Ｘ、Ｙ及びＺＸのセグメントを格納しよ
うとするかもしれない。
【００７９】
　図３Ｂは、ボックスの限られた格納スペース内のライブラリのタイトルの他の一例とな
る人気による分類を示す。図３Ａと図３Ｂとの間の主要な相違点の１つは、図３Ａの上位
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バンド３０２が各タイトルの１つのヘッダと２つのセグメントを保持し、図３Ｂの上位バ
ンド３１０が各タイトルの１つのヘッダと１つのセグメントを保持していることである。
【００８０】
　図３Ａ若しくは図３Ｂとは反対に、一実施例によると、サービスを提供するすべてのボ
ックスは、Ｈバンドに１以上のタイトルのための２より多くのセグメントを有するよう構
成されるかもしれず、これにより、これらの強く要求されるタイトルの分散コピーの個数
を実質的に増加させる。あるタイトルが新たにリリースされ、若しくは統計的に人気があ
ると判断されると、サービスを提供しているボックスは、発注元のボックスの他のボック
スへの依存性が大きく低減するように、これらのタイトルのセグメントの個数を増加させ
るよう動作可能である。
【００８１】
　図３Ｃは、ライブラリのタイトルの人気に従う他の一例となるバンド化方式を示す。こ
のバンド化方式は、ライブラリのタイトルを複数のバンド（５バンドなど）に分割する。
曲線３２０は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥの各バンドを示し、Ａバンドは最も人気の高いタイ
トルを示し、Ｅバンドはライブラリにおいて相対的に最も人気の低いタイトルを表す。各
バンドにおいて利用可能なタイトルは、例えば、要求統計、地理的位置、所望される言語
、タイトルの古さ、人口統計情報などからの１以上の指標に従って定期的に更新されても
よい。各ボックスは、Ａバンドのタイトル（例えば、１つ又は２つの新たにリリースされ
たタイトルなど）のヘッダと対応するセグメントのすべてを格納する。各ボックスは、Ｂ
バンドのタイトルのヘッダと３つのセグメントをローカルに格納する。各ボックスは、Ｃ
バンドのタイトルのヘッダと２つのセグメントをローカルに格納する。各ボックスは、Ｄ
バンドのタイトルのヘッダと１つのセグメントとをローカルに格納する。さらに、各ボッ
クスは、Ｅバンドのタイトルのうちの５％などの小さなパーセンテージのヘッダと１つの
セグメントとを格納する。この結果、図３Ｄに示されるテーブル３２６にリストされるよ
うな連続再生のためのバンドの各タイトルの依存性は、それぞれ０、１、２、３及びおそ
らく４となる。
【００８２】
　完全性のため、テーブル３２６はまた、各バンドのタイトルに対する要求の一例となる
統計を示すカラム３２８を有し、すなわち、バンドＡのタイトルに対する要求は、ライブ
ラリに対するリクエスト全体の約６０％となると予想される。バンドＢ、Ｃ、Ｄ及びＥの
タイトルに対する逓減する要求は、２０％、１０％、８％及び２％として示される。バン
ドＡのタイトルに対する要求が大きいかもしれないが、バンドＡのタイトルに対する他の
ボックスへの発注元のボックスの依存性はゼロとなる。従って、バンドＡのタイトルに対
する注文は、ローカルに実現することが可能となる。他方、バンドＢ、Ｃ、Ｄ及びＥのタ
イトルに対する要求は徐々に低下する。従って、バンドＢ、Ｃ、Ｄ及びＥにおける発注元
のボックスの依存性は徐々に増加する。バンドＢ、Ｃ、Ｄ及びＥのタイトルの分散コピー
は徐々に減少する。
【００８３】
　図３Ｃ及び３Ｄを参照して上述したバンド化方式は、タイトルの人気に従って規定され
た個数のセグメントに対して任意数のバンドに論理的に拡張されるかもしれない。例えば
、各ボックスがバンドのタイトル毎に平均して２．５セグメントを格納する上述の具体例
において、バンドＢとバンドＣとの間にあるバンドＢ’を導入してもよい。このような平
均セグメント数を生成及び制御する１つの方法は、半数のボックスに２つのセグメントを
格納し、半数のノードに３つのセグメントを格納するものである。極端な例では、各タイ
トルは、異なる個数のセグメントを有するだけでなく、各ボックスはまた、各タイトルに
対していくつのセグメントをローカルにキャッシュするか独立に決定するかもしれない。
一般に、あるタイトルの人気が高くなるに従って、より多くのセグメントがローカルにキ
ャッシュされ、より多くの分散コピーがネットワークにおいて利用可能になる。何れの場
合でも、ライブラリのタイトルが何れのセグメントもローカルにキャッシュされないとき
、ネットワークに対応するすべてのセグメントの少なくとも１つのコピーが存在していな
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ければならない。そうでない場合、このようなタイトルに対する注文は提供できなくなる
。
【００８４】
　図３Ｅは、瞬時のアクセスのためタイトルのライブラリを分類するフローチャート又は
プロセス３６０を示す。当該プロセス３６０は、ソフトウェア、ハードウェア若しくはそ
の両方の組み合わせによりメソッド、プロセス及び／若しくはシステムとして実現される
かもしれない。当該プロセス３６０がＶＯＤシステムにおいて使用されるとき、タイトル
に係るファイルは、図２Ｅのプロセス２６０に従ってヘッダと１以上のセグメントに細分
化されるかもしれない。３６２において、これらのタイトルに係るファイルがいくつ分散
化されるべきか決定する必要があり、これにより、各ライブラリに格納されるタイトル数
を規定することが可能となる。一般に、ライブラリにおいて利用可能なタイトル数は、ボ
ックス内の格納スペースの容量、ヘッダサイズ、ネットワークスピード、要求、ファイル
サイズ、要求されるデータ転送スピード、同時サポートなどを含むいくつかのファクタの
関数である。一実施例では、５０００個のタイトルがライブラリにおいて提供可能である
と判断され、各タイトルは、平均して２時間であり、８４０メガバイトから１ギガバイト
のサイズを有する。図２Ｅのプロセス２６０は、ファイルの細分化を決定するのに利用可
能である。バンド数が決定されると、プロセス３６０は３６４に移行する。
【００８５】
　３６４において、これらのタイトルが各バンドに分類される。少なくとも２つのバンド
が利用され、上位バンドは最も人気のあるタイトル（新たなリリースなど）のためのもの
であり、低バンドは相対的に人気の低いタイトルのためのものである。実現形態に応じて
、上位バンドにも低バンドにも適合しないタイトルを格納し、ライブラリの更新を実現す
るため、１以上の中間バンドが導入されてもよい。上述されたように、同時発注に適応す
るため、他のバンドのものより上位バンドのタイトルの分散コピーがより多くされる。動
作について、上位バンドのタイトル数は、好ましくは、ボックスの格納スペースの利用を
最適化するよう小さく維持される。
【００８６】
　３６６において、各バンドのセグメント数が決定される。一実施例によると、上位バン
ドのタイトルのセグメントがより多くローカルにキャッシュされ、より多くの分散コピー
をネットワークにおいて利用可能にする。この結果、より人気のあるタイトルに対して、
発注元のボックスは、当該タイトルの連続的な再生に必要とされるセグメントを供給する
ため、他のボックスにあまり依存しなくなる。他方、低バンドのタイトルのあるパーセン
テージのみがローカルにキャッシュされ、ネットワークにおいて利用可能な分散コピーが
より少なくされる。システムが中間バンドを有するよう構成される場合、ローカルにキャ
ッシュされるセグメント数は、上位バンドから徐々に減少するかもしれない。
【００８７】
　３６８において、プロセス３６０は、セグメントをキャッシュするボックスを決定する
。実現形態に応じて、セグメント分散方式は、タイトルの効率的な格納と効果的な調達の
ためにセグメントキャッシュ処理を最適化するため、異なるファクタに基づくかもしれな
い。一実施例では、セグメントの分散化は、視聴行動に基づき決定される。ユーザの視聴
行動を調べることによって、何れのボックスがあるタイトルを発注する可能性が高いか統
計的に決定されるかもしれない。例えば、アクション映画を頻繁に発注するユーザは、他
のアクション映画を発注する可能性が高い。アクション映画のタイトルに係るセグメント
を分散させるとき、当該分散化は、これらのセグメントがアクション映画を発注する可能
性が統計的に高いボックスになされることを保証するよう調整されるかもしれない。他の
実施例では、分散化は、所望される言語に基づくかもしれない。スペイン語など所望され
る言語によるタイトルに係るセグメントの分散化は、このようなセグメントが所望される
言語により映画を発注する可能性が統計的に高いボックスになされるように行われるかも
もしれない。
【００８８】
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　図３Ｆは、ボックスのライブラリを更新するフローチャート又はプロセス３８０を示す
。プロセス３８０は、ソフトウェア、ハードウェア若しくはその両方の組み合わせにより
メソッド、プロセス及び／又はシステムとして実現されるかもしれない。プロセス３８０
がＶＯＤシステムに使用されるとき、タイトルに係る大きなファイルが、図２Ｅのプロセ
ス２６０に従ってヘッダと複数のセグメントに細分化されるかもしれない。各ボックスの
ライブラリは、定期的に又は所定の時間に更新される。プロセス３８０は、サービスを提
供するすべてのボックスが利用可能なタイトルに関して同期されるように、ライブラリを
動的に更新するのに利用されるかもしれない。
【００８９】
　３８２において、プロセス３８０は、リリースを待機する。後述されるように、リリー
ス（１以上のタイトルから構成される）は、サーバ（図２Ａのサーバ２０２など）から直
接的に提供されてもよく、又は他のボックスから伝搬されてもよい。リリースの各タイト
ルは、ヘッダといくつかのセグメントに細分化される（例えば、図２Ｅのプロセス２６０
などによって）。ヘッダと４つのセグメントとに細分化されたタイトルについて、（ヘッ
ダ，セグメント１，セグメント２）、（ヘッダ，セグメント１，セグメント３）、（ヘッ
ダ，セグメント１，セグメント４）、（ヘッダ，セグメント２，セグメント３）、（ヘッ
ダ，セグメント２，セグメント４）、（ヘッダ，セグメント３，セグメント４）のボック
スが所望する（ヘッダと２つのセグメントを要求するタイトルに対して）可能性のある６
つのリリースパッケージが存在する。これらのリリースパッケージの少なくとも１つが、
ボックスにおいて受信される。
【００９０】
　一実施例では、リリースが利用可能であるというメッセージ若しくはデータセットをサ
ーバ若しくはボックスから受信すると、プロセス３８０が開始される。３８４において、
リリースパッケージに従って、リリースの各タイトルに適したバンドが決定される。上述
されるように、当該タイトルは何れかのタイプに係るものであるかもしれない（高バンド
若しくは低バンドなど）。従って、タイトルを収容するのに適したバンドが決定される。
バンドに所定数以上のタイトルが収容されることを回避するため、好ましくは、バンド内
の既存の相対的に人気の最も低いタイトルがバンドから排除される。３８６において、こ
のようなバンド内の相対的に最も人気の低いタイトルが決定される。一実施例では、リリ
ースに関する受信メッセージは、何れのバンドの何れの既存のタイトルが破棄若しくは低
バンドに移されるべきか示す。３８８において、当該タイトルが、それに係るヘッダと対
応するセグメント（それはないかもしれない）とをボックスにおいて受信することによっ
て、割り当てられたバンドに追加される。
【００９１】
　３９０において、ボックスのライブラリリストが更新される。実現形態に応じて、ライ
ブラリリストは、排除されたタイトルを削除し、新たなタイトルを追加することによって
ローカルに更新されるかもしれず、又は更新されたライブラリリストが受信されるかもし
れない。この結果、排除されたタイトルは、もはや利用可能でなく、新たなタイトルが注
文可能となる。
【００９２】
　図４Ａを参照すると、サービスを提供するすべてのボックスのライブラリを更新する図
４００が示される。サーバ（図２Ａのサーバ２０２など）がライブラリを更新すると、す
べてのボックスのライブラリがこれに呼応して更新される。一実施例によると、更新プロ
セスは同期的に及び／又は非同期的に実行される。
【００９３】
　サーバ４０２は、ヘッダとセグメントによりタイトルのリリースに係るファイルを準備
するよう構成される。ファイルを準備する一例となる方法は、図２Ｅのプロセス２６０で
ある。便宜上、ヘッダと４つのセグメントが存在することが仮定される。従って、上述さ
れるように、何れのバンドにリリースが配備されるかに応じて、複数のリリースパッケー
ジが存在するかもしれない。動作について、サービスを提供する各ボックスは１つのリリ
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ースパッケージを受信するよう構成される。
【００９４】
　まず、サーバは、リリースに関するメタデータ、ライブラリから破棄されるべき最も人
気の低いタイトル及び／又はタイトル移転を含むリリース命令を準備する。当該命令は、
何れのボックスが何れのリリースパッケージを取得し、パッケージが何れの方法により受
信されるべきか（すなわち、他の何れのボックスから）を記述するかもしれない。例えば
、この命令は、特定の特性を示す識別子によって特定されるボックスがリリースパッケー
ジＸを受信すべきか指定することが可能である。一般にすべてのリリースに適用されるデ
フォルト命令があり、また特定のリリースに適合された命令があるかもしれない。リリー
スパッケージをボックスに割り当てる目的の１つは、同一若しくは異なるセグメントを保
証するため、サービスを提供するすべてのボックスに等しくパッケージを分散することで
あるかもしれない。
【００９５】
　リリース命令は、サーバによって準備されると、サーバとボックスとの間の直接的な通
信を介して、又は後述されるｇｏｓｓｉｐプロトコルを介した命令のボックスからボック
スへの伝搬によってサービスを提供するボックスに伝搬される。何れの場合にも、各ボッ
クスが、それがあるリリースパッケージを受信する必要性を認識していることが仮定され
る。
【００９６】
　リリースは、当該リリースに対するヘッダとセグメントとを表すデータチャンク４０３
のシーケンスに変換される。データチャンクは、サーバからボックスへの若しくは２つの
ボックス間のデータ転送の最小単位である。例えば、各データチャンクは、１メガバイト
のサイズを有し、一意的に特定されるかもしれない。データチャンク４０３のシーケンス
は、ライブラリを更新するためボックスに伝搬される２つの別個のタイトルを表すかもし
れない。一般に、各ボックスは、当該ボックスに対応する適切なリリースパッケージを構
成するデータチャンクの特定のサブセットを所望する。さらに、リリース命令自体は、す
べてのボックスに伝搬される１以上のデータチャンクとして表されてもよい。
【００９７】
　動作について、サーバ４０２は、ボックス群４０４－１，４０４－２，．．．，４０４
－ｎとの各通信を開始し、各ボックスに当該ボックスによって要求されるデータチャンク
のいくつかを提供する。好ましくは、各データチャンクは、サーバ４０２により少なくと
も１つのボックスに提供される。データチャンクを最初に受信するボックス４０４－１，
４０４－２，．．．，４０４－ｎの正確な個数は、分散化を制限しない。一実施例では、
ボックス４０４－１，４０４－２，．．．，４０４－ｎの指定は完全にランダムである。
他の実施例では、ボックス４０４－１，４０４－２，．．．，４０４－ｎの指定は、時間
帯、地理的位置、利用可能なネットワーク帯域幅及びその遅延、ボックスのインターネッ
トサービスプロバイダなどの１以上に基づく。何れの場合も、サーバがアイドル状態であ
るときは常に、サーバ４０２は常時データチャンクを受信する異なるボックスを指定する
ことが可能である。
【００９８】
　各ボックス４０４－１，４０４－２，．．．，４０４－ｎは、“ｇｏｓｓｉｐプロトコ
ル”と通常呼ばれている、アプリケーションレイヤマルチキャスト形式のプロトコルに基
づき、サービスを提供する他のボックスにデータチャンクを拡散するよう構成される。ボ
ックス４０４－１，４０４－２，．．．，４０４－ｎの全てが同一のデータチャンクを受
信している必要がないことに留意すべきである。ボックス４０４－１，４０４－２，．．
．，４０４－ｎの何れも、それがデータチャンク全体を受信するとすぐに、データチャン
クを他のボックスに拡散することを開始するようにしてもよい。動作について、ボックス
４０４－１は、それの受信したデータチャンクの少なくとも一部を、同時に互いの通信す
るボックス４０６－１，４０６－２及び４０６－３に伝搬するよう割り当てられる。ボッ
クス４０４－２は、それの受信したデータチャンクの少なくとも一部をボックス４０６－
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２及び４０６－３に伝搬するよう割り当てられる。ボックス４０６－２は、データチャン
クを自らに供給するよう構成されるボックス４０４－１、４０４－２及び他の何れかのボ
ックスから何れのデータチャンクを取得するかについて正確に知っているよう構成される
。さらに、ボックス４０６－２は、それが受信したデータチャンクの少なくとも一部をボ
ックス４０８－１、４０８－２及び４０８－３に伝搬するよう割り当てられる。データの
伝搬は必ずしも階層的である必要はないことに留意されたい。例えば、ボックス４０８－
１は、図示されるように、データチャンクを後方の４０６－１に送信するようにしてもよ
い。
【００９９】
　一実施例では、データチャンクは、無駄なデータ転送を回避するため、特定のチャンク
を実際に所望するボックスのみに伝搬される。さらに、ボックスがすでにデータチャンク
を有しておらず、何れかから当該チャンクをダウンロードするプロセスにいない場合に限
って、データチャンクがボックスに伝搬されることを保証することによって、無駄なデー
タ転送が回避されるかもしれない。チャンクの伝搬は、すべてのボックスが協調的に同時
に参加する同期プロトコルを通じたものであってもよく、又は各ボックスが参加すべき時
とどのくらいの期間参加するかフレキシブルに選択可能な非同期プロトコルを通じたもの
であってもよい。例えば、ボックスは、それが発注元のボックスに対する映画のサービス
提供に忙しいときは常に、又はネットワークがその使用量が大きいと検出されたとき、チ
ャンクのダウンロード及び伝搬への参加を中止するようにすることができる。ボックスは
、ネットワーク状態を連続的に監視し、十分な帯域幅が利用可能であるときは、適応的に
ｇｏｓｓｉｐ伝搬に再参加するようにしてもよい。
【０１００】
　動作について、何れかの理由によりボックスの何れか１つがデータチャンクの受入に失
敗した場合、供給元若しくは代替ボックスがデータチャンクを送受信するよう構成可能で
あるときは当該ボックスを外すことができる。リリースを欠いたボックスは、１以上の更
新されたボックスから以降に当該データをフェッチするようにしてもよい。ボックス・ア
フター・ボックス（ｂｏｘｅｓ　ａｆｔｅｒ　ｂｏｘｅｓ）を介しデータチャンクを繰り
返しかつ再帰的に伝搬することによって（すなわち、同期的及び／又は非同期的にプル若
しくはプッシュすることによって）、最終的には、サービスを提供するすべてのボックス
に各リリースが存在することとなる（追加されるべきすべてのタイトルのヘッダ及び指定
されたセグメントと、削除されるべきタイトルの識別）。
【０１０１】
　更新終了後、何れのボックスが何れのセグメントを有するか示すマップ４０９を構築す
ることができる。マップ４０９によって、発注元のボックスから注文が受信される毎に、
サーバは、ローカルにキャッシュされていないセグメントを発注元のボックスに供給する
ため、適切なボックスを指定することができる。あるいは、マップ４０９は、ボックスが
注文を実現するため、必要とされるセグメントをフェッチするためのソース情報を取得す
ることを可能にする。
【０１０２】
　リリースが上位バンドに対するものでないとき、何れのボックスが何れのセグメントを
保持すべきかの判断は、必要に応じてボックス間のセグメントを転送効率を最大化するた
め、地理的位置、時間帯、視聴行動若しくは選好される言語などの複数のファクタに基づ
くものであってもよい。
【０１０３】
　利用可能なタイトルのリストからのタイトルの削除は最初にボックスに配布されるかも
しれないということが理解されるべきである。このようにして、何れのボックスももはや
利用可能でないタイトルを発注しないようになる。タイトル削除命令の配信は、上述した
ｇｏｓｓｉｐプロトコルを用いて実現されてもよく、又は直接的なボックスからサーバへ
の通信によって提供されてもよい。
【０１０４】
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　図４Ｂを参照すると、サービスを提供するボックスにリリースを提供するフローチャー
ト又はプロセス４１０が示される。当該プロセス４１０は、中央サーバを使用することな
く複数の一に維持されているディレクトリを更新するのに特に有用である。プロセス４１
０の可能な特徴及び効果の１つは、複数の位置におけるディレクトリが、アプリケーショ
ンレイヤマルチキャスト系のｇｏｓｓｉｐプロトコルによって、場所から場所を介しデー
タチャンクの更新を伝搬することによって、同期的に及び／又は非同期的に更新されると
いうことである。プロセス４１０がＶＯＤシステムに使用されるとき、多数のタイトルを
有するライブラリが、同時更新をサポートするのに高帯域幅を要求することなく、動的に
又は効率的に更新されるかもしれない。
【０１０５】
　４１２において、プロセスは、データネットワーク上の装置（サーバプロバイダによる
サーバなど）において利用可能なるリリースを待機する。リリースが利用可能になると、
リリースに係るファイルが、ボックスへの配信のため４１４においてサーバに準備される
。図２Ｅのプロセス２６０は、各ファイルに対してヘッダと対応するセグメントへの細分
化のための一例となるプロセスであってもよい。
【０１０６】
　４１６において、ヘッダ及びセグメントはデータチャンクに分割される。４１８におい
て、サーバは、データチャンクの少なくとも一部を受信する初期ボックス群を指定する。
一実施例では、これらのボックスは、同一のデータチャンクを受信しなくてもよい。実現
形態に応じて、サーバは、各データチャンク群を初期ボックスにプッシュし、又は初期ボ
ックスがサーバから各データチャンク群をプルするようにしてもよい。いくつかの実施例
では、すべてのデータチャンクのコピーが初期ボックスに配信され、これにより、初期ボ
ックスはサーバとのさらなるやりとりなくシステムのその他のボックスに提供することが
可能となる。
【０１０７】
　４２０において、プロセス４１０は、何れのボックスが何れかのデータチャンクを受信
することができなかったか判断する。データチャンクを受信しないボックスがある場合、
プロセスは４２２に移行し、初期ボックス群に属しないボックスが失敗したボックスに置
換される。この結果、少なくとも１つの完全なデータチャンク群が、提供するボックス群
に同期的又は非同期的に配信されるかもしれない。
【０１０８】
　その後、プロセス４１０は４２４に移行し、提供する各ボックスは、受信したデータチ
ャンクの少なくとも一部を１以上の他のボックス（物理的に近い他のボックス群など）に
拡散するよう構成され、他の各ボックスは、それが受信したデータチャンクの少なくとも
一部を他のボックスにさらに拡散するよう構成される。データチャンクをまとめてフェッ
チするため、何れのボックスも同時に複数のボックスと通信するようにしてもよいという
ことが留意されるべきである。プロセス４１０は、その後に他のリリースを待機する４１
２に戻る。
【０１０９】
　動作について、プロセス４１０は、１回に１つのタイトルによりライブラリを更新する
ことに限定されるものでない。タイトルをデータチャンクに変換することによって、複数
のタイトルが、ボックス間でデータチャンクを非同期的に伝搬することによってシステム
に拡散されるようにしてもよい。また、プロセス４１０は、他のタイトルが配信可能にな
るまでに終了している必要はない。１つのリリースがサービスを提供するボックスに完全
に提供されるまで、他のリリースが配信可能とされてもよい。動作について、プロセス４
１０は、好ましくは、真夜中などのネットワークトラフィックが低いときに開始される。
典型的には、プロセス４１０は、終了するのに数時間かかるかもしれない。
【０１１０】
　図４Ｄは、ブロードキャスト又はマルチキャストのためサービスプロバイダに１以上の
高帯域幅チャネルが提供される構成に対してサービスを提供するボックスにリリースを提
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供するフローチャート又はプロセス４４０を示す。このような構成は、超高速ブロードキ
ャスト又はマルチキャスト能力を享受するケーブル又は衛星インフラストラクチャにおい
て、又はマルチキャストサポートを有するデータネットワークにおいて見出されるかもし
れない。プロセス４１０は、好ましくは図４Ｃに関して理解され、ボックスには受信機能
（チューナなど）が備えられ、放送を受信するための適切なチャネルにチューニングされ
ることが仮定されるボックスのライブラリを１以上のタイトルにより更新するためのイン
フラストラクチャを利用する。このようなボックスの具体例として、衛星受信ボックスや
ケーブルセットトップボックスがあげられる。
【０１１１】
　図４Ｃに示されるように、サーバ４３２が、ケーブルネットワーク（すなわち、媒体と
しての同軸ケーブルやファイバ）又は衛星ネットワーク（すなわち、伝送媒体としての大
気）であるかもしれないネットワークに接続される。図４Ａのサーバ４０２と同様に、サ
ーバ４３２はリリースを配信するためのものである。４４２において、プロセス４４０は
リリースを待機する。プロセス４４０は、リリースが利用可能になると開始される。４４
２において、リリースに係るタイトルがボックスへの配信のためサーバ４３２において準
備される。図２Ｅのプロセス２６０は、各タイトルのヘッダ及び対応するセグメントへの
細分化のための一例となるプロセスである。
【０１１２】
　４４６において、すべてのタイトルに対するヘッダとすべてのセグメントを含むリリー
スパッケージが、所定の時間に又は定期的にネットワーク４３６にブロードキャストされ
る。４４８において、サーバ４３２から受信可能な、又はローカルに構成可能な命令に従
って、各ボックスは、リリースからのそれの構成に従ってデータをキャプチャ及びキャッ
シュする。例えば、ヘッダを受信し、セグメントを受信しないと仮定されるボックスは、
ヘッダのみをキャプチャ及びキャッシュする。ボックスがヘッダと２つのセグメントを受
信すると仮定される場合、当該ボックスは、ヘッダと２つのセグメントのみをキャプチャ
及びキャッシュする。
【０１１３】
　サービスを提供する各ボックスが統合された１つのリリースパッケージから適切なデー
タを選択するため、各ボックスのライブラリは同期的に更新される。一部のボックスがブ
ロードキャストの際に更新することができなかった場合、これらのボックスは次の簿ロー
ドキャストにおいて更新されるか、又は上述したような図４Ｂのプロセスを利用して他の
更新されたボックスにより非同期的に更新することができる。一実施例では、ケーブル又
は衛星インフラストラクチャにおける複数のチャネルが、例えば、指定されたチャネルに
おける各リリースパッケージなどをブロードキャスト又はマルチキャストすることによっ
て、更新プロセスを円滑化するのに利用されてもよい。上述されるように、１つのシナリ
オでは、それぞれが１つのタイプのボックスに相当する６つのリリースパッケージが存在
するかもしれない。また、ボックスは、それのリリース用の特定のチャネルにチューニン
グされるように構成されてもよい。
【０１１４】
　最近サービスを開始した、又は長い期間の後にネットワークに最近再接続された新たな
ボックスは、ここではまとめて新規ボックスと呼ばれる。これらの新規ボックスは、エン
プティであってもよいし、又は出荷のためパッケージ化され、又はネットワークから切断
された時点では利用可能であり、さらに一部は現在も利用可能であり、一部は現在は利用
不可であるタイトルのヘッダ及びセグメントを含むものであってもよい。これら新規のボ
ックスがネットワークから切断されている間、アクティブなボックスのライブラリは何回
も更新されているであろう。この結果、もとのライブラリは古いものとなっている。
【０１１５】
　サービスプロバイダは毎日１０個のリリースによりライブラリを更新し、ライブラリの
合計タイトル数は５０００であることが仮定されている。アイドル時間が１０日間である
場合、もとのライブラリは１００個のリリースを欠落している。アイドル時間が約６ヶ月
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である場合、ボックスのもとのライブラリは約１８００個のリリース分だけ古いものとな
っている。図５Ａは、一実施例によるライブラリ５００に対する段階的な更新を示す。新
規ボックス（切断又は単に出荷前にライブラリによりコピーされた）になった時点で、ボ
ックスは、上位バンド５０４に１００個のタイトルと、低バンド５０６に４９００個のタ
イトルを有する。１８０日間サービスを提供していなかったボックスについて、ライブラ
リ状態５１０は、当該ボックスがどの程度古いものになったか、すなわち、ライブラリ５
００が１８００個のリリースを見逃し、そのうちの１００個が上位バンド５０４のリリー
スであり、１７００個が低バンド５０６のリリースであることを示している。これらのボ
ックスを購入するため店頭に置かれた場合、更新すべき多数のタイトルがないことになる
。同様に、これらのボックスを購入するため店頭にない場合、新規ボックスのタイトルは
古いものであるかもしれないが、更新すべきボックスは多くはない。
【０１１６】
　リリースが時間の経過と共に要求又は人気が低下し、最終的に低バンド５０６に置かれ
ることは通常理解される。従って、１８０日後、もとのライブラリ５００には排除される
べき約１８００個のタイトルがあり、もとのライブラリ５００の３２００個のみがライブ
ラリ５１０に維持されるかもしれない。一実施例では、１８００個のタイトルが、ネット
ワークがもはやそれらをサポートしなくなってからボックスがサービス提供する時点で即
座に排除される。
【０１１７】
　ライブラリ５１０を更新するため、ボックスは、ボックスタイプとバンド情報に対応す
る１８００個の見逃したヘッダとセグメントを受信しなければならない。１８００個のリ
リースのヘッダと対応するセグメントのそれぞれをダウンロードするため、ネットワーク
の帯域幅の制約の下、ボックスがタイトルを注文するのに利用可能となるまでに数日間、
数週間又は数ヶ月かかる可能性があり、運用上は所望されるものでない。
【０１１８】
　一実施例では、ボックスの更新を迅速化するプロセスは、上位バンドをさらなるバンド
に分割することによって実現される。例えば、高（Ｈ）バンドと中（Ｍ）バンドとそれぞ
れ呼ばれる２つのバンドがあるかもしれない。各バンドは、例えば、Ｈバンドには５０タ
イトルとＭバンドには５０タイトルなどのいくつかのタイトルが割り当てられるかもしれ
ない。便宜上、図３Ａは、Ｈバンド、Ｍバンド及びＬバンドによるタイトルの一例となる
人気による分類として使用されるかもしれない。ボックスがライブラリを更新するのに必
要な時間を短縮するため、Ｍバンドのための多数のセグメントのフェッチが回避されるか
もしれない。このアイデアの背後にある合理性は、Ｍバンドのタイトルは人気が低下しつ
つあり、同時要求をサポートするため、ネットワークにおいて多くの分散セグメントがま
もなく不要になるというものである。従って、例えば、新規ボックスはＬバンドと同様に
Ｍバンドのタイトルを扱い、これらのタイトルの僅かなパーセンテージのみに対して１つ
のセグメントのみを格納することを選択するかもしれない。
【０１１９】
　同じ又は他の実施例では、ボックスは、ユーザがライブラリの人気のあるタイトルに迅
速にアクセスすることを可能にし、セグメントのフェッチ前に見逃したタイトルのヘッダ
をフェッチすることによってライブラリ全体にアクセスすることを可能にする。ぼっくに
ヘッダがローカルに存在する限り、ユーザはタイトルを発注及び再生することが可能であ
り、ネットワークから分散セグメントをフェッチすることが可能となるため、当該タイト
ルがＨバンドにたまたま存在したとしても、何れのセグメントも再生を可能にするためロ
ーカルにキャッシュされる必要はない。従って、ボックスを更新するための良い戦略は、
テールの前にヘッダをフェッチし、タイトルの人気に従ってヘッダがフェッチされるシー
ケンスを発注することを優先させることである。これにより、大部分の人気のあるタイト
ルが即座に利用可能となる。
【０１２０】
　同じ又は他の実施例では、いくつかのテールセグメントは、一部のヘッダより優先され
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、これにより、一部のセグメントはボックスにより迅速に受信され、セグメントの有用な
供給者として機能を開始し、他のボックスからの要求にサービス提供することが可能とな
る。ライブラリ全体へのアクセスをどの程度の迅速さによりユーザに提供する必要がある
かと、ユーザのボックスがシステムのロードの一部を負担する有用な供給者になることが
どの程度重要であるとの間の解決される必要があるトレードオフに応じて、何れのセグメ
ントが何れのヘッダに対して優先するか決定するための多数の方法が存在することは理解
されるかもしれない。以下において、ヘッダとセグメントに関する優先度の選択の一実施
例が説明される。
【０１２１】
　一実施例によると、新規ボックスは、Ｈバンドの５０タイトルのそれぞれのヘッダと１
つの対応するセグメントとをダウンロードすることによって開始する。このデータは、５
０タイトルの対応するヘッダと各セグメントを有する他のボックスからフェッチされても
よい。ライブラリ状態５１２は、Ｈバンドの所望の状態が第１日に更新されることを示し
ている（Ｈバンドの更新全体が１日で終了すると仮定する）。Ｈバンドのタイトルを更新
する方法はいくつかあるかもしれないということは理解されるかもしれない。一実施例で
は、最も要求されるタイトルからスタートしてＨバンドの各ヘッダがまず段階的にフェッ
チされ、その後、Ｈバンドの各タイトルのセグメントがフェッチされる。他の実施例では
、最も要求されるタイトルから始めて、Ｈバンドの各タイトルのヘッダと対応するセグメ
ントがまず段階的にフェッチされる。
【０１２２】
　Ｈバンドの５０タイトルがほぼ更新された後（各Ｈバンドタイトルが２つのローカルセ
グメントを要求する場合、各タイトルはこの段階で１つの見逃したセグメントを依然とし
て有する）、Ｍバンドの５０タイトルが次に更新される。しかしながら、Ｈバンドの５０
タイトルの更新中、他のタイトルが、動的な更新によってライブラリに追加されている。
この結果、Ｍバンドには更新すべき５０未満のタイトルが存在するかもしれない。なぜな
ら、１以上のタイトルがＨバンドからＭバンドに排除されるかもしれないためである（図
の矢印により示される）。一実施例では、Ｍバンドの各タイトルのヘッダがサービスを提
供する他のボックスからフェッチされ、Ｍバンドのタイトルの５％のみに対する１つのセ
グメントがフェッチされる。他の実施例では、Ｍバンドタイトルのヘッダのみがフェッチ
され、セグメントは以降にフェッチされる。Ｍバンドの中間状態は、Ｍバンドのタイトル
に対して０、１及び２セグメントが存在する理由を説明するため、図３Ａにより良好に理
解することが可能である。
【０１２３】
　（１＋Ｘ）日後（ただし、Ｘは、ＨバンドとＭバンドとを更新するのに要する時間を示
す）（ライブラリ状態５１４を参照）、ネットワークスピードに応じて、Ｈバンドからあ
る個数のタイトルがＭバンドに排除され、それと同時に、Ｍバンドの対応する個数のタイ
トルがＬバンドに排除されるかもしれない。ライブラリがその中のタイトルの古さに関し
て段階的に構成されている場合、ライブラリ状態５０２のもとの１００タイトルはシフト
されたものであり、更新されるべきであったＬバンドの１７００タイトルが存在するが、
上位バンド５０４からの排除は、実際に更新すべきタイトルの実際の個数を減少させたこ
とは理解されるかもしれない。このとき、すべての見逃したタイトルのヘッダが受信され
るまで、Ｌバンドのタイトルのヘッダが継続的にフェッチされる。最後に、Ｈ、Ｍ及びＬ
バンドのタイトルに対して、すべての見逃したセグメントもまたフェッチされる。ライブ
ラリ状態５１６は、更新プロセスの完了後にライブラリの最終的な状態を示す。
【０１２４】
　図５Ｂは、３つのボックス５３２～５３４がシステムに追加された状況５３０を示す。
これら３つのボックス５３２～５３４は各自の識別子及び／又はＩＰアドレス及びライブ
ラリ状態と共にサーバ５３６に登録された後、サーバ５３６は、これらのボックスが以前
に見逃したものと、見逃したタイトルをフェッチする場所などの更新方法に関する情報を
返す。この状況５３０は、ボックス５３２がまずボックス群５３７～５４０から見逃した
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タイトル（ヘッダ又はおそらく対応するセグメントなど）をフェッチし、ボックス５３３
及び５３４がまずボックス５４３と５４４のグループから見逃したヘッダをそれぞれフェ
ッチすることを示している。動作について、ボックス（すなわち、５３２）は対応するヘ
ッダ及び／又はセグメントをフェッチするためボックス間を動的にスイッチするよう構成
されることに留意される。
【０１２５】
　これら３つのボックス５３２～５３４はまず上位バンド（すなわち、Ｈバンド）の各タ
イトルに対して１つのヘッダと１つのセグメントにより更新される。動作について、これ
ら３つのボックス５３２～５３４は他のボックスへのサービスの提供を開始する候補とす
ることが可能である（例えば、Ｈバンドのタイトルなどに対して）。図５Ｂにおいて、発
注元のボックス５４２は、上位バンドのタイトルに対する注文を発注している。また、当
該タイトルはヘッダと４つのセグメントとを有するファイルに係るものであり、４つのセ
グメントのうちの２つは発注元のボックス５４２にあることが仮定される。従って、発注
元のボックス５４２は、その他の２つの欠落しているセグメントをフェッチする必要があ
る。当該タイトルのヘッダが再生されている間に、発注元のボックス５４２は、ボックス
５３２～５３４のそれぞれがこれら欠落しているセグメントの１つを有し、それらのすべ
てが２つの欠落しているセグメントの同じものを有しているとは限らない場合、ボックス
５３２～５３４の何れか２つから欠落しているセグメントを取得するようにしてもよい。
ボックス群５３７～５４０、５４３及び５４４はボックス５３２～５３４を更新するのに
ビジー状態であるため、ボックス５３２～５３４は、Ｈバンドのリリースのセグメントが
利用可能になると即座に、他のものにサービスを提供することを開始する。このため、Ｈ
バンドのタイトルに対する最大の持続可能な同時性は変わらないままとされることが理解
されるかもしれない。さらに、新たにリリースされたタイトルに対する再生サポートは、
新規ボックスが新たなリリースの再生しかサポートできないため、新規ボックスに転送さ
れるかもしれないことは理解されるであろう。これは、トラフィック問題を大きく抑制し
、任意のバンドのタイトルに対して最大の持続可能な同時性を向上させる。
【０１２６】
　図５Ｃを参照すると、おそらく製造後に長期間店舗の棚に置かれていたため、ある期間
オンライン状態でなかったライブラリを更新するためのフローチャート又はプロセス５５
０を示す。プロセス５５０は、ハードウェア、ソフトウェア若しくはその両方の組み合わ
せによりメソッド、プロセス及び／又はシステムとして実現されるかもしれない。プロセ
ス５５０は、５５２においてネットワーク接続される何れかの新規ボックスを待機する。
プロセス５５０は、新規ボックスがネットワークにおいて検出され、又はサーバが新規ボ
ックスの存在を通知されると開始される。一実施例では、新規ボックスは、電源オンされ
、ネットワークに接続されると、サーバプロバイダに係るサーバに自動的に通知及び／又
は登録するよう構成される。当該ボックスは、それの識別子とＩＰアドレスとを含む通知
と、おそらくボックスが直近に更新された日時とを送信してもよい。
【０１２７】
　５５３において、プロセス５５０は、ボックスのライブラリがレコードに従って更新さ
れる必要があるか検出する。ボックスのライブラリが更新される必要のないケースがある
。例えば、ボックスが短時間の間電源オフされていた場合、それは新たなコンテンツを見
逃していないかもしれない。一実施例では、サーバは、ライブラリがボックスの状態に従
って更新される必要があるか判断する。ライブラリを更新する必要がない場合、プロセス
５５０は５５２に戻り、他の新規ボックスを待機する。ライブラリが更新される必要があ
ると判断された場合、プロセスは５５４に移行する。
【０１２８】
　５５４において、ボックスがオフラインであったため、又はストレージのエラーのため
、ライブラリ内の時間の経過したタイトル群と、過去に見逃したリリース群又はボックス
から現在欠落しているリリース群とが、決定される必要がある。他のボックスの更新され
たライブラリと同期するため、時間の経過したタイトルはもはやアクセス付加としてフラ
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グ付けされる（当該データがボックスにおいて依然として利用可能であったとしても）。
プロセス５５０は、その後に５５６においてライブラリの更新に移行する。上述されるよ
うに、ライブラリはまず、Ｈバンドのタイトルのヘッダによって更新され、これにより、
ボックスはこれらのタイトルの注文を受け付け、これらのタイトルの他のボックスの注文
をサポートするようになるかもしれない。動作について、ヘッダがローカルにキャッシュ
されると即座に、ボックスは、当該ヘッダに係るタイトルに対する発注を実現する状態に
ある。Ｈバンドタイトルに対して、ボックスは５５６において、他のボックスからのこれ
らのタイトルのそれぞれに対して、ヘッダ又はヘッダ及び対応するセグメントをフェッチ
するよう構成される。ヘッダ又はセグメントをフェッチするための一例となる機構の１つ
は、上述されるようなアプリケーションレイヤマルチキャストｇｏｓｓｉｐプロトコルに
よるものである。
【０１２９】
　システムは、各ボックスがＨバンドタイトルのヘッダと１つのセグメントのみを格納し
ていることを要求するよう構成されるかもしれない。あるいは、システムは、各ボックス
がＨバンドタイトルのヘッダと複数のセグメントを格納していることを要求するよう構成
されるかもしれない。何れの場合も、ボックスは、注文の実現又はライブラリの更新のた
め、他のボックスに対してサービスを提供する準備ができている。さらに、新たなタイト
ルによって新規ボックスを更新するための責任は、より新規なボックスのみが新たなタイ
トルを更新することを支援することが可能であるため、新規ボックスに転換される可能性
があることは理解されるであろう。
【０１３０】
　上位バンドのタイトルが更新されている間、プロセス５５０はサーバからのリリースが
あるかチェックする。５５８においてリリースがある場合、当該リリースがライブラリに
適しているかに応じて、ライブラリの適切なタイトルに影響を与える。一実施例では、ラ
イブラリはいくつかの高、中及び低バンドに実質的に分割される。リリースのタイトルが
Ｈバンドに備えられるべきであるとされる場合、Ｈバンドの相対的に人気の低いタイトル
が次の下位のバンドに排除され、５５４において当初決定された実際のタイトル数を実質
的に減少させる。リリースがない場合、又はリリースが最も要求されているタイトルを含
んでいない場合、プロセス５５０はＨバンドのタイトルが更新されるまで５５６～５６２
を継続する。動作について、各バンドのタイトルが、人気及び／又は経過期間に関してあ
るバンドから下位のバンドに継続的及び段階的に排除される。便宜上、３つのバンド、す
なわち、Ｈ、Ｍ及びＬバンドが使用されると仮定される。
【０１３１】
　プロセス５５０は、ＭバンドとＬバンドのすべてのタイトルのヘッダと、ＭバンドとＬ
バンドのタイトルの僅かなパーセンテージの対応するセグメントをさらにフェッチするた
め５６４に移行する。一実施例では、Ｍバンドのタイトルの５％がセグメントを有し、Ｌ
バンドのタイトルの５％がセグメントを有している。この結果、ライブラリの更新は、ボ
ックスがサービスを提供することを注視することを回避する。何れの場合も、タイトルが
ＨバンドからＭバンドに排除される毎に、それの対応するセグメントが単にＭバンドに移
される。他の何れのセグメントもシステム構成に従って破棄されるかもしれない。また、
タイトルがＬバンドに移されると、当該タイトルのセグメントはＬバンドに保持されてい
るかもしれず、又は当該タイトルが当該ボックスに対して指定されたタイトルのパーセン
テージの範囲内に属するか否かに応じて破棄されるようにしてもよい。固定数のタイトル
を制御し、ローカルストレージを維持する場合、Ｌバンドの対応するタイトル、典型的に
は最も人気のないタイトルが、破棄又は上書きされる。セグメントの破棄は、ボックスが
格納スペースを使い果たし始めると実行され、より多くの利用可能な格納スペースが存在
する場合には回避することが可能である。
【０１３２】
　５６６において、プロセス５５０は、ボックスがユーザ又は他のボックスにサービスを
提供することに影響を与えることなく、Ｈバンド及び／又はＭバンドのタイトルのセグメ
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ントをフェッチすることを継続する。Ｈバンドのタイトルに２つのセグメントが存在する
ケースがあることが説明される。５５６において、ボックスがユーザ又は他のボックスに
サービス提供できる準備ができるための時間を最小化するため、セグメントの１つのみが
フェッチされたことが思い起こされる。これにより、５６６において他のセグメントがフ
ェッチされるかもしれない。同様に、Ｍバンドのすべてのタイトルが少なくとも１つのセ
グメントを有すると仮定されるが、そこでのタイトルの５％しかセグメントを有していな
い。このため、対応する各セグメントは、ボックスがユーザ又は他のボックスにサービス
を提供することを禁止することなく、他のボックスからフェッチされてもよい。
【０１３３】
　図５Ｃには直接的には示されていないが、５５９と同様の処理がそれぞれ５６４と５６
６に本来的に含まれている。さらに、プロセス５５０の一部は、好ましくはネットワーク
のトラフィックが低いとき、１日の任意の時点で実行することが可能である。ライブラリ
を更新するのに必要なデータを供給するボックスを選択する際、これらのボックスは、ネ
ットワークの状態、地理的局所性、供給元と受信者との間で実現される持続可能な帯域幅
などと共に、ボックス自体の状態を利用するため、時間と共に決定又はスイッチされるか
もしれない。
【０１３４】
　また、ケーブル若しくは衛星ネットワークを介し、又はＩＰマルチキャストを介し利用
可能なものなど、高帯域幅ブロードキャスト若しくはマルチキャストチャネルの利用性が
、新たな映画の提供に関して上述されたように、ボックスを更新するプロセスを迅速化す
るのに利用可能であることが理解されるかもしれない。ブロードキャストチャネルは、お
そらく最も要求の高いタイトルを優先させて、最新のリリースの伝送に利用されてもよい
。その後、新規ボックスは、それらが見逃したヘッダとセグメントを迅速に受信するため
、適切なチャネルにチューニングするようにしてもよい。
【０１３５】
　図６Ａを参照すると、サーバ６００の一例となる実現形態が示される。サーバ６００は
、図１Ａのサーバ１０２に対応するかもしれないが、単一の計算装置又はコンピュータク
ラスタであるかもしれない。サーバ６００は、サーバモジュール６０２とインタフェース
６０４とを有する。一般に、サーバモジュール６０２は、メモリにロードされ、それの処
理を実行するため１以上のプロセッサ（図示せず）により実行される。アプリケーション
では、サーバ６００は、メディアサービスをユーザに提供するため、サービスプロバイダ
又は企業によって運用されているかもしれない。
【０１３６】
　サーバ６００はまた、コンテンツ若しくはソースプロバイダ６０８とサーバ６００との
間の通信を実現する配信エージェント６０６を有する。実現形態に応じて、ソースプロバ
イダ６０８は、以下に限定されるものではないが、コンテンツ受信機、コンテンツ作成者
及び映画配給者を含むかもしれない。配信エージェント６０６は、コンテンツがソースプ
ロバイダ６０８から適切に受信されることを保証するため設けられる。コンテンツの受信
方法に応じて、配信エージェント６０６は、各種形式により実現されるかもしれない。例
えば、映画配給者は、サーバ６００を運用するサービスプロバイダに映画をリリースする
。映画はサーバ６００にセキュアに転送され、この場合、配信エージェント６０６はセキ
ュア伝送媒体となる。他の例では、コンテンツは衛星によって転送され、この場合、配信
エージェント６０６は衛星受信機であるかもしれない。企業がそれの製品やサービスを複
数のユーザにサーバ６００を介し宣伝することを所望するさらなる他の例では、当該企業
はインターネットを介しサーバ６００にコマーシャルビデオを配信するかもしれない。従
って、配信エージェント６０６は、インターネット若しくはローカルネットワークの一部
であり、サーバ６００とインターネットとの間のデータ通信を実現するため、必要なイン
タフェース（ＴＣＰ／ＩＰなど）を提供する。
【０１３７】
　効率化のため、サーバ６００は、各種フォーマットによるソースファイルをクライアン
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トボックスにより理解される受付可能なフォーマットに変換するため設けられるトランス
デューサ６０９を有するか、又は接続されるようにしてもよい。典型的には、コンテンツ
プロバイダによって提供されるビデオソースは、高品位映像信号、ＤＶＤ、フィルムなど
である可能性がある。当該フォーマットがサーバ６００に所望されるフォーマットでない
場合、トランスデューサ６０９は、このようなソースを受付可能なフォーマット（ＭＰＥ
Ｇ－２、ＭＰＥＧ－４など）に変換するよう起動される。上述されるように、ソースプロ
バイダ６０８は、多数のタイプのソースを提供可能である。トランスデューサ６０９又は
類似する機能を有する適切な装置によって、サーバ６００は、任意のタイプのソースを受
信し、それらをユーザに費用又は情報のため配信することが可能である。
【０１３８】
　サーバ６００は、データネットワークを介しサービスを提供する複数のボックスとサー
バ６００との間のデータ通信を実現する他のインタフェース６０４を有し、そこでは、サ
ーバ６００は、これらのボックスに関してリモートに配置されてもよい。ネットワーク６
１１は、インターネット、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、プライベートネットワーク、又は無線ネットワークを含む大規模ネ
ットワークの一部とすることが可能である。ネットワーク６１１は、電話線、ケーブル、
ファイバ又は大気（無線）などの１以上の伝蔵媒体を利用するかもしれない。サーバ６０
０とボックスとの間の通信に使用される一例となる通信プロトコルはＴＣＰ／ＩＰである
。
【０１３９】
　図６Ａに示されるように、サーバモジュール６０２は、互いに協調的に動作するよう構
成される複数の機能エンジン又はモジュールを有する。図６Ａのサーバモジュール６０２
にリストされるすべてのモジュールが、実際に使用される必要があるとは限らない。実際
の実現形態又は要求に応じて、これらのモジュールは選択的に配備されるようにしてもよ
い。
【０１４０】
　ユーザ管理モジュール６１０は、加入者又はユーザを管理するよう構成される。それは
、サービスプロバイダからメディアサービスを受信する契約をしている又は所望している
すべてのユーザに係るアカウントの追加、削除又は更新を実現する。ユーザ管理モジュー
ル６１０はまた、すべてのアカウントに対する支払の決済を管理する。一実施例では、各
アカウントは、メディアサービスへの無制限なアクセスを許可する固定の月単位の料金が
課金される。他の実施例では、各アカウントは、サービスプロバイダによって提供される
ライブラリのタイトルに対する注文が発注される毎に、更新又は課金される。
【０１４１】
　コンテンツ管理モジュール６１２は、ユーザに提供可能なすべてのコンテンツを管理す
る。上述されるように、これらのコンテンツは、ヘッダとセグメントの形式により構成さ
れる。これらのオブジェクトは、サービスを提供するボックス間に分散される。コンテン
ツ管理モジュール６１２は、これらのオブジェクトの分散を管理するよう構成される。コ
ンテンツ管理モジュール６１２にアクセスすることによって、オペレータは、ライブラリ
のタイトルに関するオブジェクトの分散方法を直接的に制御し、利用可能なものと、これ
らのオブジェクトの分散方法及び場所に関するマッピング情報を取得するようにしてもよ
い。図６Ｂは、５０００タイトルのライブラリがＮ個のボックスにどのように分散されて
いるか示す一例となるマップ６３０を示す。カラム６３２は、サービスを提供するすべて
のボックスをリストしている。各ボックスには、識別用の一意的な識別子が割り当てられ
ている。カラム６３２の情報は、サービスを提供するボックスの識別子としてみなされる
かもしれない。例えば、ボックス１には、“ボックス１”の一意的な識別子又は英数字の
シーケンスが割り当てられる。
【０１４２】
　カラム６３４は、カラム６３２にリストされる各ボックスの対応するＩＰアドレスをリ
ストしている。カラム６３６は、ライブラリのすべてのタイトルのヘッダをリストしてい
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る。カラム６３８は、タイトル１が２つのセグメントを各ボックスにキャッシュされるこ
とが要求されていると仮定すると、タイトル１の何れのセグメントが欠くボックスに常駐
しているかリストしている。カラム６４０は、タイトル２が１つのセグメントを各ボック
スにキャッシュされることを要求されていると仮定すると、タイトル２の何れのセグメン
トが欠くボックスに常駐しているかリストする。カラム６４２は、タイトル５０００が選
択されたボックスに１つのセグメントを有することが要求されていると仮定すると、タイ
トル５０００の何れのセグメントが選択されたボックス群にあるかリストしている。この
結果、ボックスのすべてのオブジェクト（すなわち、ヘッダ又はセグメント）が、発注さ
れたタイトルのローカルな再生又は他のボックスへのアップロードのため一意的にアドレ
ス指定されるかもしれない。
【０１４３】
　配信管理モジュール６１４は、発注元のボックスから受信した注文に応答するよう構成
される。コンテンツ管理モジュールと共に動作して、配信管理モジュール６１４は、この
注文に応答して、ソース情報、認証情報及びセキュリティ情報を含むレスポンスを生成す
る。ソース情報の一例が、図６Ｃのテーブル６５０又は図６Ｄのテーブル６５２のテーブ
ルとして図示される。テーブル６５０は、注文されたタイトルのセグメントを供給するよ
う指定された４つのボックスのそれぞれのＩＰアドレス（ＩＰＡ１など）を含む。認証情
報は、他のボックスとのセキュア通信のため発注元のボックスを認証する。セキュリティ
情報は、タイトルの再生のためのデータの解読を実現する。レスポンスはさらに、他のボ
ックスから抽出されるべきセグメントに関する命令と、発注元のボックスを特定するＩＰ
アドレスとを有するようにしてもよい。レスポンスを受信すると、発注元のボックスは、
選択されたタイトル（Ｌバンドにあると仮定される）に対応するヘッダが再生されること
を可能にし、それと同時に若しくはその後まもなくして、発注元のボックスは、サーバか
ら受信したレスポンスに従って４つの各リクエストを発行する。各リクエストがこれら４
つのボックスの１つのＩＰアドレスを有していることは理解される。各ボックスがリクエ
ストの１つを受信すると、要求されたセグメントが発注元のボックスにリリース又はアッ
プロードされる。
【０１４４】
　ネットワーク管理モジュール６１６は、サービスを提供する各ボックスの状態をモニタ
するため設けられる。１つのアプリケーションでは、ネットワーク管理モジュール６１６
は、ボックスのアドレスを受信するよう構成される。多くのケースにおいて、ボックスに
は経時的に変動する可能性のある動的アドレスがインターネットサービスプロバイダによ
って割り当てられている。サービスを提供するすべての各ボックスがサーバ６００に接続
されることを保証するため、ボックスのＩＰアドレスが何れかの理由により変更されると
きは常に、それの新たなＩＰアドレスは時間内にサーバに通知される必要がある。一実施
例では、各ボックスは、ネットワーク管理モジュール６１６が必要に応じてそれのＩＰア
ドレスを変更したボックスのＩＰアドレスを更新するように、サーバとの間でイベントト
リガーに若しくは定期的にショートメッセージを送受信するよう構成される。他方、ネッ
トワーク管理モジュール６１６は、ショートレスポンスのため各ボックスにショートメッ
セージを送信するよう構成される。ボックスが動作していない場合（電源オフ又は不具合
など）、ネットワーク管理モジュール６１６は、即座に通知され、発注元のボックスに対
してセグメントを提供するための指定から当該ボックスを排除する配信管理モジュール６
１４を更新する。同様に、ボックスが映画の注文に対してセグメントをすでに供給してい
る場合、ネットワーク管理モジュールは、配信管理モジュールに他の注文に対するセグメ
ントを供給するためボックスの利用可能性状態が通知され続けるようにしてもよい。
【０１４５】
　提供管理モジュール６１８は、ライブラリ管理モジュールとも呼ばれるかもしれない。
提供管理モジュール６１８は、各ボックスのライブラリを更新するためのものである。リ
リースがあるときは常に、提供管理モジュール６１８は、ボックスへのリリースの適切な
提供を保証する。リリースが新たにリリースされた映画であり、おそらく需要が高い状況
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では、提供管理モジュール６１８は、当該リリースに係るファイルのヘッダと少なくとも
１つのセグメントを各ボックスに常駐させる。リリースが新たにリリースされた映画では
ないが、需要が高いような他の状況では、提供管理モジュール６１８は、当該リリースに
係るファイルのヘッダとおそらく１つのセグメントを各ボックスに常駐させる。リリース
が古典的なタイトルであり、相対的に需要が低いさらなる他の状況では、提供管理モジュ
ール６１８は、ヘッダを各ボックスに常駐させ、セグメントをネットワークの選択された
ボックス群に常駐させる。新規ボックスがネットワークに接続されたさらなる他の状況で
は、ネットワークモニタリング管理６１６が、ボックスの状態を提供管理モジュール６１
８に通知するよう構成される。ボックスの既存のライブラリの状態に応じて、提供管理モ
ジュール６１８は、何れがライブラリにおいて欠落しているか判断し、他のボックスから
ライブラリを更新する方法についての命令をボックスに提供する。
【０１４６】
　セキュリティ管理モジュール６２０は、サービスを提供するボックスに分散されるオブ
ジェクトをセキュア化するため設けられる。一実施例では、セキュリティ管理モジュール
６２０は、発注元のボックスに係るユーザを認証し、ユーザの認証後及び／又は注文に対
する支払の決済後、発注元のボックスに１以上のセキュリティキーと認証情報を提供する
よう構成される。セキュリティキーは、発注元のボックスにおいてヘッダ及び／又はセグ
メントの解読を実現するかもしれない。認証情報は、発注元のボックスがタイトルの再生
のため必要とされるセグメントをフェッチするため、発注元のボックスが指定されたボッ
クスと通信することを可能にする。他の実施例では、セキュリティ管理モジュール６２０
は、サービスを提供するボックスに分散される前に、すべてのオブジェクト（ヘッダ及び
／又はセグメント）を暗号化するため、コンテンツ管理モジュール６１２又は提供管理モ
ジュール６１８と共に動作する。さらなる他の実施例では、セキュリティ管理モジュール
６２０は、サービスを提供するすべてのボックスにオブジェクトとして分散されるすべて
のコンテンツのデジタル著作権管理（ＤＲＭ）を提供する。さらなる他の実施例では、セ
キュリティ管理モジュール６２０は、それがセグメントに分割され、ボックスに分散され
る前に、タイトルのファイルから小さな部分を取り除くようにしてもよい。ボックスがタ
イトルを発注すると、ファイルのこれらの部分が、おそらくサーバレスポンスの一部とし
て、サーバにより直接的に供給され、これにより、タイトルがサーバのアクティブな参加
などに完全に構成することができないことを保証することによってセキュリティを向上さ
せる。
【０１４７】
　コマーシャル情報管理モジュール６２２は、必要に応じてユーザに表示することが意図
されるコマーシャル情報を管理するため設けられる。このような情報の具体例として、以
下に限定されるものではないが、宣伝、特別提供、映画予告編及び公共放送などがあげら
れる。このような情報は、映画を表示する画面の一部に重ねられ、２つの映画の間のイン
ターバルの間に若しくは映画の表示開始に表示され、又は単にユーザにより要求されるか
もしれない。情報に応じて、このような情報は、ボックスの地理的位置、視聴行動又はユ
ーザの所望する言語を含む１以上のファクタに従って、独立にリリースされるか若しくは
リリースに係るヘッダに添付されてもよい。
【０１４８】
　ソースプロバイダ管理モジュール６２４は、プロバイダからの配信されたコンテンツを
利用するため、ユーザにより支払われた料金の配布を管理するため設けられる。実現形態
に応じて、ソースプロバイダ管理モジュール６２４は、配信エージェント６０６を介し毎
日、毎週又は毎月、各コンテンツプロバイダと支払を共有し、又は提供されるライブラリ
のタイトルの財務予想又は統計を提供するよう構成されるかもしれない。
【０１４９】
　図６Ａの配信管理モジュール６１４をさらに参照して、一実施例によると、配信管理モ
ジュール６１４は、指定されたボックスの１以上が突然利用不可となり、又は発注元のボ
ックスへの要求されたセグメントの供給を継続することがスローダウンする状況を回避す
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るよう構成される。発注元のボックスに応答したソース情報は、指定されたボックスのそ
れぞれに対するバックアップ情報を含む。図６Ｄは、指定された各ボックスのバックアッ
プ識別子（ＩＰアドレスとして示される）を含むテーブルのバックアップボックスによる
一例となるソース情報を示す。ボックスの１つが発注元のボックスからのセグメントに対
するリクエストに応答しない場合、又はセグメントが正確に受信できない場合、バックア
ップＩＰアドレスが、当初指定されたボックスが提供できないセグメントを提供するため
利用可能な、又は提供し続けるのに利用可能な対応するバックアップボックスにスイッチ
するため即座に呼び出される。
【０１５０】
　完全にするため、図６Ｅは、発注元のボックス６５４がボックス６５４において発注さ
れたタイトルに係る３つの各セグメントを受信するため指定された３つのボックス６５５
～６５７によりサポートされている一実施例を示す。各ボックス６５５～６５７には、対
応する同一のセグメントを有するバックアップボックスが設けられる。具体的には、ボッ
クス６５５はバックアップボックス６５８によりサポートされ、ボックス６５６はバック
アップボックス６５９によりサポートされ、ボックス６５７がバックアップボックス６６
０によりサポートされる。注文されたタイトルのヘッダが発注元のボックスにおいて再生
されている間、これら３つの分散されたオブジェクトは、ボックス６５５～６５７からフ
ェッチされる。ある理由のため、ボックス６５６がセグメントの提供を継続することを拒
絶した場合、バックアップボックス６５９は、セグメントの提供を継続するようボックス
６５６を置換するため起動される。一実施例では、バックアップボックス６５９は、ボッ
クス６５４にセグメントを共同して供給するためボックス６５６に加わるよう構成される
（例えば、それぞれは、同一のセグメントの異なる部分を供給するなど）。
【０１５１】
　図６Ｆは、発注元のボックス６７０がボックス６７０の発注されたタイトルに係る３つ
の各セグメントを受信するため、指定された３つのボックス６７１～６７３によりサポー
トされている他の実施例を示す。動作について、何れかの理由による発注元のボックスの
故障はまれであり、全く同時に複数のボックスが故障することはさらにまれである。従っ
て、指定された３つのボックス６７１～６７３に対する３つのバックアップボックス６７
４～６７６は、セグメントを供給する他の指定されたボックスに対するバックアップボッ
クスとして構成されるかもしれない。図６Ｆは、発注元のボックス６７８が３つの指定さ
れたボックス６８２～６８４により供給を受けながら、２つの指定されたボックス６７９
及び６８０により供給を受けている発注元のボックス６７７を示す。各フェッチプロセス
が良好に実行されることを保証するため、指定された各ボックスはバックアップボックス
によりサポートされ、この場合、指定された２つのボックス６７９と６８０がボックス６
７４と６７５によりバックアップされ、指定された３つのボックス６８２～６８４がボッ
クス６７４～６７６によりバックアップされる。バックアップボックス６７４～６７６の
１つがアクティブボックスとなると、サーバ６００は、フィールドの他のボックスをバッ
クアップボックスとして即座に指定するようにしてもよい。
【０１５２】
　図６Ｇを参照すると、ライブラリのあるセレクション（すなわち、タイトル）の瞬時の
再生を開始するためのフローチャート又はプロセス６８６が示される。プロセス６８６は
、ソフトウェア、ハードウェア若しくはその両方の組み合わせによりメソッド、プロセス
及び／又はシステムとして実現されてもよい。好ましくは、プロセス６８６は、ユーザに
係るボックスからの選択されたタイトルの瞬時の再生を実現するサーバとして指定された
計算装置において実行される。一実施例では、プロセス６８６は、メディア・オン・デマ
ンドシステムにおいて利用される。６８８において、プロセス６８６は、ユーザに係る発
注元のボックスからのリクエストを待機している。典型的には、ユーザはタイトルを選択
し、その後に注文を発注する。さらに後述されるように、発注元のボックスはサーバに転
送されるリクエストを生成する。プロセス６８６は、注文を含むこのようなリクエストが
発注元のボックスから受信されると起動される。一般に、リクエストは、発注元のボック
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スの識別子及びＩＰアドレス、ユーザアカウント情報（ユーザ名など）、並びに注文情報
を含む。発注元のボックスにおいて何かが行われる前に、プロセス６８６は、ユーザの認
証に移行する。ユーザが登録されていない場合、プロセス６８６は６９１に移行し、エラ
ーメッセージを含むレスポンスが生成され、発注元のボックスに返される。実現形態に応
じて、エラーメッセージは、エラーメッセージを表示するため、又はユーザをシステムに
登録するよう求めるため、発注元のボックスのローカルモジュールを起動するかもしれな
い。
【０１５３】
　ユーザが認証された後、プロセス６８６は６９２に移行し、当該注文に対する支払が決
済されているか判断する。一実施例では、登録プロセスにおいて、ユーザは、システムを
用いてユーザが発注した注文に関する課金のためのクレジットカード情報を提供するよう
にしてもよい。他の実施例では、ユーザは、各課金に対する包括的な決済のための月毎の
請求書を受信するようにしてもよい。支払が決済されていない場合（例えば、ユーザが自
らの口座に大きな未払いがある）、プロセス６８６は６９３に移行し、エラーメッセージ
を含むレスポンスが生成され、発注元のボックスに返される。エラーメッセージは、支払
のためユーザにローカルに表示されてもよい。
【０１５４】
　支払決済後、プロセス６８６は６９４に移行し、発注元のボックスにセグメントを供給
するのに指定されるいくつかのボックスを決定する。ボックスの正確な個数は、選択され
たタイトルの再生を継続するため発注元のボックスが必要とするセグメント数に依存する
。６９６において、受信したリクエストに従ってレスポンスが生成される。一般に、レス
ポンスは、ソース情報、認証情報及びセキュリティ情報を含む。ソース情報は、発注元の
ボックスが選択されたタイトルの再生を継続するため必要とされるセグメントをどのよう
にかつどこで取得できるか指示する。認証情報は、発注元のボックスが必要とされるセグ
メントを供給するため指定されたボックスとの各自のセキュア化された通信を行うことを
可能にする。セキュリティ情報は、発注されたタイトルの再生のためのデータの解読を実
現する。他のボックスから必要とされるセグメントを供給するための１以上のボックスを
決定する際、１以上のファクタが実現形態に応じて考慮されてもよい。これらのファクタ
は、以下に限定されるものではないが、各自の利用可能な帯域幅、地理的位置、供給元の
ボックスの利用可能性の履歴、及び各ボックスのインターネットサービスプロバイダを含
む。さらに、発注されたタイトルが人気があるか否か、供給元のボックスが新規であるか
否か、及び供給元のボックスがビジー状態であるか否かが考慮されてもよい。何れの場合
も、レスポンスは、発注元のボックスに戻されるか、又は発注元のボックスに必要とされ
るセグメントを受信しながら再生を開始させる。その後、プロセス６８６は、他のリクエ
ストを待機するため６８８に戻る。
【０１５５】
　プロセス６８６は、一実施例では、サーバが発注プロセスのみを取り扱い、実質的に同
時に異なるタイトルに対する多数のリクエストを容易に管理することが可能となることを
示す。本発明のいくつかの実施例の可能な特徴及び効果の１つは、まとめて利用されてい
ない帯域幅と計算パワーを利用するため、ユーザにデータ供給負担をシフトすることであ
る。
【０１５６】
　図７Ａを参照すると、図２Ａのボックス（２０７－１、２０７－２及び２０７－ｎなど
）の何れか１つに対応するボックス７００の一例となる実現形態が示される。ボックス７
００は、ローカルモジュール７０２、インタフェース７０４及び格納スペース７０６を有
する。ローカルモジュール７０２は、メモリ７０８にロードされ、それの処理を実行する
ためプロセッサ７１０により実行される。動作について、ボックス７００は、サービスプ
ロバイダ若しくはメディアサービスをユーザに提供する企業によって加入者若しくはユー
ザに提供されるかもしれない。ネットワーク７１２を介して、ボックス７００はサーバ（
図６Ａのサーバ６００など）によって提供されるメディアサービスを受信することが可能
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である。上述されるように、ボックス７００の具体例として、以下に限定されるものでは
ないが、デスクトップコンピュータ、ラップトップ若しくはノートブックコンピュータ、
セットトップボックス、電話、タブレットＰＣ若しくはＰＤＡなどの携帯装置などがあげ
られる。ネットワーク７１２は、好ましくは、ｘＤＳＬ、ＡＴＭ、ＳＯＮＥＴ、光ファイ
バ線、プライベート／パブリック電話網、無線接続、又はＣＡＴ－５の１以上を利用する
ブロードバンドローカルループである。ボックス７００は、回線交換若しくはパケット交
換接続によりネットワーク７１２に接続される。
【０１５７】
　図７Ａに示されるように、互いに協調して動作するよう構成される複数のモジュールが
存在する。図７Ａのローカルモジュール７０２にリストされるすべてのモジュールが必ず
しも利用される必要があるとは限らないことは、当業者に理解されるであろう。実際の実
現形態若しくは要求に応じて、モジュールは選択的に配置されてもよい。
【０１５８】
　状態通知モジュール７１４は、ボックス７００に影響を与える各種状態をモニタするた
め設けられる。１つの状況では、ボックス７００のＩＰアドレスが変更されるときは常に
、状態通知モジュール７１４はこの新たなＩＰアドレスをサーバに即座に通知する。他の
状況では、状態通知モジュール７１４は、ボックスのライブラリがタイムリーに適切に更
新可能となるように、ボックスがネットワークからどのくらいの期間切断されていたか検
出するよう構成される。さらなる他の状況では、状態通知モジュール７１４は、利用可能
なアップロード帯域幅を検出する。アップロード帯域幅がある数値未満である場合、状態
通知モジュール７１４は、ボックスがセグメントを他のボックスに供給するよう指定され
ないように、タイムリーにサーバに通知する。さらなる他の状況では、状態通知モジュー
ル７１４は、供給元のボックスからフェッチされたセグメントがもはや所望されるスピー
ドでないか検出し、当該供給元のボックスとの通信セッションを終了させ、他の供給元の
ボックスとの通信セッションを起動する。状態通知モジュール７１４により実行される他
の機能は、ここでの詳細な説明により理解されるであろう。
【０１５９】
　ライブラリ管理モジュール７１６は、格納スペース７０６の多数のタイトルのヘッダ及
びセグメントを管理するため設けられる。ライブラリ管理モジュール７１６を介して、サ
ーバは、ボックスが何れのオブジェクトを有しているか知る。ライブラリ管理モジュール
７１６はまた、発注されたタイトルを参照して何れの分散オブジェクト（すなわち、欠落
したセグメント）がフェッチされるべきか指示する。当該ボックスが新たなタイトルと変
更したタイトルのヘッダとセグメントをフェッチ及び受信すると、ライブラリ管理モジュ
ール７１６がこれらを管理する。ライブラリ管理モジュール７１６はサーバに発注元のボ
ックスへの供給のための利用可能なセグメントを最新のものに維持させるため、サーバと
通信するようにしてもよいことが理解されるであろう。このような通信は、各イベントの
後（新たなセグメントの受信など）、所定のインターバルなどにより行われるようにして
もよい。
【０１６０】
　メタデータモジュール７１８は、ボックス７００とそれのユーザとの間の各種のやりと
りを実現するため設けられる。メタデータモジュール７１８は、ユーザがボックス７００
のライブラリに関するメタデータをブラウズすることを可能にするための各種グラフィッ
クインタフェースを提供するよう実現されてもよい。このメタデータは、以下に限定され
るものではないが、ライブラリのタイトルに関する俳優、監督、批評家、推薦広告、評価
などに関する関連する情報を含むものであってもよい。一実施例では、メタデータモジュ
ール７１８は、ユーザからエントリを受け付け、エントリに従って所望の情報を表示する
。一例となるアプリケーションでは、ユーザは、１以上のキャラクタを入力する。メタデ
ータモジュール７１８は、メタデータを検索し、入力されたキャラクタに従ってタイトル
のリストを提供する。より多くのキャラクタが入力されると、タイトルの選択がより容易
になされるように、リストは段階的に狭められる。他の一例となるアプリケーションでは



(39) JP 4884460 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

、メタデータモジュール７１８は、ユーザがタイトルのタイプ（アクション、ロマンスな
ど）を指定することを可能にし、当該タイプに関するタイトルのリストが、タイトルの選
択が可能となるように表示される。
【０１６１】
　セキュリティモジュール７２０は、サーバだけでなく他のボックスとのセキュア通信を
実現するため設けられる。一実施例では、指定されたボックスの１つがセグメントを供給
するため発注元のボックスからのリクエストを受け付けるとすぐに、発注元のボックスと
供給元のボックスとの間のセキュアなセッションが確立される。このため、それらの間で
伝送されるすべてのデータはセキュア化される。セキュリティモジュール７２０はまた、
発注されたタイトルの再生のためのデータのＤＲＭ及びセキュリティを取り扱うため設け
られる。
【０１６２】
　学習エンジン７２２は、ユーザの視聴行動及び／又はユーザに係るボックスのネットワ
ーク動作から、ユーザに最良のサービスを提供するため設けられる。ユーザがブラウズ、
選択又は発注したものから、推薦されるタイトルのリストがユーザに対して自動的に生成
されるかもしれない。また視聴行動から、学習エンジン７２２は、何れのセグメントがロ
ーカルにキャッシュされるか決定するようボックスを構成することが可能である。ボック
スがある期間オフライである状況では、ボックスがオンラインに戻ると、学習エンジン７
２２はフェッチ対象となるタイトルを優先順位付けすることによって、ライブラリを更新
するようボックスを構成することができる。ボックスのネットワーク動作を取得すること
によって、学習エンジン７２２は、何れの帯域幅が１日の異なる時間において利用可能で
あるか知っており、他のボックスにセグメントを供給するボックスの指定又はサーバから
のリリースのボックスの提供を実現するかもしれない。
【０１６３】
　登録モジュール７２４は、新たなユーザがシステムに登録することを可能にする。典型
的には、ユーザが良好に登録された後、登録モジュール７２４は、集中管理のため登録情
報をサーバに転送するよう構成される。動作について、登録モジュール７２４は、ユーザ
名やパスワードなどを要求するシステムを保護するためのフロントラインとして機能する
。ユーザは、注文が受付可能となる前に、登録モジュール７２４により認証される必要が
ある。
【０１６４】
　図７Ｂ及び７Ｃを参照すると、２つの図面は一緒になって、あるセレクション（すなわ
ち、タイトル）の瞬時の再生を開始するためのフローチャート又はプロセス７３０を示す
。当該プロセス７３０は、ソフトウェア、ハードウェア若しくはその両方の組み合わせに
よりメソッド、プロセス及び／又はシステムとして実現されるかもしれない。好ましくは
、プロセス７３０は、ここで使用されるようなボックスに対応する計算装置において実行
される。図６Ｇのプロセス６８６と共に動作することによって、プロセス７３０は、再生
時にはファイルが完全には利用可能でないボックスからの選択されたタイトルに係るファ
イルの瞬時の再生を可能にする。
【０１６５】
　７３２において、プロセス７３０は、ユーザからの選択を待機する。１つのケースでは
、ユーザはキー（リモコン、キーボードなどにより）を起動してタイトルの１つを選択可
能な複数のタイトルを有するディスプレイを視聴している。プロセス７３０は、ユーザに
より選択がなされると起動する。プロセス７３０は７３４に移行し、ユーザ及び／又はボ
ックスが適切に認証されているか判断する。一実施例では、登録されたユーザは、認証の
ためユーザ名とパスワードを入力するよう要求される。他の実施例では、登録されたユー
ザは、認証のためコードを入力することを要求される。ユーザを認証する方法は他にもあ
るかもしれない。何れの場合も、プロセス７３０は、ユーザ及びボックスが正当なもので
あることを保証する必要がある。そうでない場合、７３６において、ユーザがシステムに
登録することを推奨するエラーメッセージがユーザに送信される。
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【０１６６】
　登録されたユーザが７３４において認証された後、７３８において、ボックスはその選
択に従ってリクエストを送信する。当該リクエストは、注文及びユーザに関する情報を含
む。リクエストは、サービスプロバイダによってサーバに転送される。リクエストを受信
すると、サーバは図６Ｇのプロセス６８６に移行する。他方、７４０において、ボックス
はサーバからのレスポンスを待機する。レスポンスが所定の時間内（５秒など）に受信さ
れない場合、リクエストが再送信されてもよい。しかしながら、レスポンスがある時間を
超えても受信されなかった場合（ネットワークがダウンしているなど）、７３９において
、エラーメッセージが表示される。
【０１６７】
　７４２において、レスポンスがサーバから受信される。適切な理由のため、レスポンス
はユーザがシステムを利用することを制限するかもしれない。ユーザが制限される場合、
プロセス７３０は７４３に移行し、ユーザにエラーメッセージを表示する。認証されると
、プロセス７３０は７４４に移行し、選択されたタイトルに係るファイルのヘッダが再生
され、表示装置を介し表示されるかもしれない。
【０１６８】
　７４６において、サーバからのレスポンスに従って、ボックスは欠落しているセグメン
トに対する各リクエストを他のボックスに行う。上述されるように、当該レスポンスは、
ボックスがこれらの欠落しているセグメントをどこからフェッチすることが可能であるか
示すソース情報を含む。例えば、あるファイルに対して４つのセグメントが存在し、ボッ
クスはそのうちの２つしかローカルに格納していない場合、２つのセグメントが他のボッ
クスからフェッチされる必要がある。７４８において、ボックスは、欠落しているセグメ
ントを供給するため要求されるボックスからのレスポンスを待機する。ボックスの１つが
当該リクエストに応答することができない場合、バックアップボックスが当該セグメント
を供給するため呼び出されるかもしれない。バックアップボックスがまた当該リクエスト
に応答することができない場合、ボックスは、さらなるバックアップボックスに対するリ
クエストをサーバに送信する。何れの場合も、指定されたボックスが発注元のボックスか
らのリクエストに応答した後、７５０において、発注元のボックスは指定されたボックス
と応答したボックスから欠落しているセグメントのフェッチを開始する。
【０１６９】
　上述されるように、欠落しているセグメントは、所定のスピードで到着することが期待
される。ある理由により、ネットワークの一部が混雑し、又はボックス自体が不具合であ
り、フェッチされるセグメントの大きな遅延が生じる場合、プロセス７３０は７５４に移
行し、バックアップボックスが中断されたセグメントの供給を継続するよう呼び出される
。図７Ｅにおいて、７５２及び７５４の詳細がさらに説明される。
【０１７０】
　所定の最小スピードによりすべてのセグメントがストリーミングされる場合、７５６に
おいて、ローカルに格納されているセグメントの一部及びストリーミングされるセグメン
トの一部が、図７Ｄに示されるようなバッファに多重化される。バッファ７７０、好まし
くは、図７Ａのメモリ７０８の一部が、ヘッダ７７２のデータと共にロードされる。図７
Ｄに示されるようにヘッダ７７２の一部７７４がバッファ７７０ｋぁら再生された。ヘッ
ダ７７２の残りの部分７７６はまだ生成される。それと同時、セグメント７７８及び７８
０のストリーミングがバッファ７７０に供給されている。セグメント７７８～７８１（ロ
ーカルに格納されているセグメントとストリーミングされるセグメントとを含む）が、バ
ッファ７７０に多重化される。より詳細には、セグメント１からのデータブロック、セグ
メント２からのデータブロック、セグメント３からのデータブロック及びセグメント４か
らのデータブロックが、多重化され、バッファ７７０に連続的に供給される。この結果、
データのもとの順序が復元され、当該タイトルに係るファイルの残りの部分が再構成され
る。
【０１７１】
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　図７Ｃを参照すると、プロセス７３０は７５８に移行し、発注されたタイトルに対する
ファイル全体が再生されるまで、バッファの再構成されたデータの再生を継続する。その
後、プロセス７３０は７３２に戻り、ユーザからの他の注文を待機する。
【０１７２】
　図７Ｄを参照すると、２つのポインタ７８２と７８４が示される。各ポインタ７８２と
７８４は、セグメントのデータブロックがバッファ７７０に供給されており、又は供給さ
れようとしている場所を記憶するのに利用される。ボックスからフェッチされるセグメン
トが中断され、バックアップボックスが介入する場合、発注元のボックスは、ポインタに
従ってそれが中断された場所からセグメントのフェッチを開始すべき正確な場所を知るこ
とができる。同様に、類似したポインタ（図示せず）が、ローカルにキャッシュされたセ
グメントのデータブロックがバッファ７７０に供給されている、又は供給されようとする
場所を記憶するため設けられてもよい。発注元のボックスがリセットされる必要がある場
合、又は突然に電源オフされ、バックオンされる場合、これらのポインタは注文されたタ
イトルの再生の連続性を実現することを可能にする。
【０１７３】
　ボックスが、ライブラリのすべてのタイトルからの所望のタイトルの検索の実現、ユー
ザからの注文の実現、１以上のセグメントの他のボックスへの供給、リリースに応答した
ライブラリの更新、及びそれの状態若しくはネットワーク状態のサーバへの通知などのい
くつかのタスクを実行可能であることが説明された。すべてのタスクは等しく重要である
が、一部は他のものより優先されてもよい。
【０１７４】
　図７Ｅを参照すると、一実施例によるボックスにおけるタスクの優先順位付けを行うフ
ローチャート又はプロセス７８４が示される。当該プロセス７８４はシステムをより効率
的にするかもしれないことに留意すべきである。インストール持には、ボックスはセグメ
ントを他のボックスに供給又はアップロードすることを要求されない。ボックスは、７８
６において、それの状態をサーバ（図２Ａの２０２など）に定期的に若しくは所定の時間
に通知し、それのライブラリへのリリースの更新のため相手のボックスと同期し、又はボ
ックスの全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性のある他の処理を実行するよう構
成される。サーバへの通知時、ボックスはそれの動作状態を示す状態を送出する。一実施
例では、ボックスは公衆ネットワークに接続され、動的なＩＰアドレスが割り当てられる
。ボックスがサーバと他のボックスと通信中であることを保証するため、ボックスは、Ｉ
Ｐアドレスの変更をサーバに通知するよう構成される。
【０１７５】
　ボックスは、待機モードに入るか、又は７８６において他の処理を実行する。ボックス
が７８８において１以上のセグメントを発注元のボックスに供給するための候補である可
能性がるため、プロセス７８４は、ボックスが何れかのセグメントを他のボックスに供給
するよう要求されたかチェックする。このようなリクエストが受信されていない場合、ボ
ックスは７８６に戻り、それが実行していたものを実行し続ける。しかしながら、７８８
において発注元のボックスからリクエストを受信すると、プロセス７８４は７９０に移行
し、ボックスに常駐する多数のセグメントから要求されたセグメントを特定する。７９２
において、ボックスは、アップロード帯域幅が十分なものであるかチェックする。リクエ
スト時に利用可能なアップロード帯域幅はＷであり、セグメントをアップロードするのに
要求される帯域幅はＲであると仮定される。Ｗ＞Ｒである場合、プロセス７８４は７９６
に移行し、それは存在する場合には、アップロード帯域幅を使用している処理に関係しな
いことを意味する。Ｗ＜Ｒである場合、プロセス７８４は７９４に移行し、存在する場合
には、アップロード帯域幅を利用している他の何れかの処理が即座に中止される。アップ
ロード帯域幅を利用する処理の具体例として、相手のボックスによって要求されたリリー
スパッケージのアップロード又は新規ボックスの提供などがあげられる。
【０１７６】
　このような処理が中断された後、プロセス７８４は７９６に移行し、要求されたセグメ
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ントを発注元のボックスにアップロードする。７９８において、要求されたセグメントの
アップロードが終了したか判断される。終了していない場合、アップロードが継続される
。要求されたセグメントがアップロード終了した場合、プロセス７８４は７８６に移行し
、当該ボックスが実行していたこと又は実行が中断されているものを復元又は継続する。
【０１７７】
　プロセス７８４は１つのセグメントをアップロードするため説明されることに留意すべ
きである。当業者は、プロセス７８４がアップロード帯域幅が許す場合、複数のセグメン
トのアップロードに適用可能であることを理解するであろう。上位バンドの複数のセグメ
ントが典型的にはボックスに常駐していることが上述された。発注元のボックスへのボッ
クスのアップロード帯域幅が複数のセグメントをアップロードするのに十分であるとき、
一実施例では、選択されたタイトルの再生が他のボックスにあまり依存しなくなるように
、このようなボックスは複数のセグメントをアップロードするよう指定されるかもしれな
い。
【０１７８】
　図８は、本発明の多数の特徴が等しく適用されるアーキテクチャ８００を示す。アーキ
テクチャ８００は、図２Ａのアーキテクチャのすべての機能を含むかもしれない。図２Ａ
のアーキテクチャのエンハンスメントとして、アーキテクチャ８００は、すべての分散オ
ブジェクトを格納するサーバデータベースを有する。分散オブジェクトを格納することに
よって、サーバは、バックアップボックスの故障時、初期的なバックアップボックスとし
て、帯域幅が利用可能なときは発注元のボックスをサポートするかもしれない。
【０１７９】
　発注元のボックスによるタイトルに対するリクエストに応答して、サーバは発注元のボ
ックスに直接的に応答する必要がないことが理解されるべきである。サーバ２０２は、分
散オブジェクトを発注元のボックスに提供する命令を分散したボックスに提供することに
よって応答してもよい。サーバ２０２は、分散したボックスに自らのサービスを自発的に
申し出るよう要求することによって応答してもよい。サーバによる他の多くのレスポンス
がまた可能である。発注元のボックスによるリクエストがサーバに送られる必要がないこ
とがさらに理解されるべきである。例えば、ボックスにはネットワーク構成マップが与え
られ、これにより、ボックスは他のボックスに直接リクエストすることが可能となり、再
生リクエストのためのサーバ帯域幅の利用を回避することができる。
【０１８０】
　当業者は、システムの各要素がソフトウェアにより実現されてもよいが、ハードウェア
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現可能であることを認識するで
あろう。本発明はまた、コンピュータ可読媒体上のコンピュータ可読コードとして実現可
能である。コンピュータ可読媒体は、以降においてコンピュータシステムにより読み取り
可能なデータを格納することが可能な任意のデータストレージ装置とすることが可能であ
る。コンピュータ可読媒体の具体例として、以下に限定するものではないが、ＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、磁気テープ、ハードディスク、光データストレージ装置又
は搬送波を含むかもしれない。コンピュータ可読媒体はまた、コンピュータ可読コードが
格納され、分散形式により実行されるように、ネットワークに接続されたコンピュータシ
ステムに分散化することも可能である。
【０１８１】
　本発明の可能な効果は多数ある。異なる実施例又は実現形態は、以下の特徴及び効果の
１以上をもたらすかもしれない。それらの１つは、メディア・オン・デマンドシステムに
おける瞬時の特徴である。ローカルにキャッシュされたタイトルに係るファイルの小さな
部分によって、ファイルの残りの部分が１以上のボックスにセグメントにより分散される
。あるタイトルが発注されると、ユーザが認証され、支払が適切に決済されている場合、
ローカルにキャッシュされた部分が即座に再生され、このローカルにキャッシュされた部
分の再生中に、残りの部分がタイトルの再生を継続させるためにストリームとしてボック
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スからフェッチされる。それらのうちの他の１つは、ファイルの細分化方法である。タイ
トルに係るファイルが与えられると、ファイルはヘッダと複数のセグメントに細分化され
る。ヘッダはファイルの連続的な部分であり、各セグメントは、ファイルの残りの部分の
間引きされた部分である。セグメントがフェッチされているとき、セグメントは再生のた
めもとのデータの順序を復元するため多重化される。さらなる他の可能な特徴及び効果は
、ボックスが他のボックスにサービスを提供することを禁止することなく、ボックスのラ
イブラリを同期的に又は非同期的に更新するための基礎となるメカニズムである。リリー
スが利用可能になると、ローカルにキャッシュされるべきリリースパッケージが、中央サ
ーバから送信される代わりに、他のボックスから当該ボックスに非同期的に伝搬される。
他の特徴及び効果もまた可能である。
【０１８２】
　上記実施例の説明は、本発明の各種特徴／実施例の例示である。添付された請求項によ
って規定されるような本発明の真の趣旨及び範囲から逸脱することなく、本発明に対する
様々な変更が当業者により好適な実施例に対して可能である。例えば、一実施例では、フ
ァイルのヘッダのサイズはゼロまで減少してもよく、すなわち、ファイルはボックスに分
散可能な複数のセグメントに細分化される。また、タイトルが発注されると、サーバは、
当該注文のためのデータを供給するソースを特定し、その後、発注元のボックスがソース
との通信を開始することを要求する代わりに、これらの供給元自体にデータ転送を開始す
るよう接続する。実際、発注元のボックスは、サーバが供給元のボックスを特定すること
を要求する代わりに、タイトルの各セグメントをキャッシュするボックスからソース情報
を動的に取得することも可能である。従って、本発明の範囲は、上記実施例の説明でなく
添付した請求項によって規定される。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】図１は、サーバ・アンド・クライアントアーキテクチャとも呼ばれるネットワー
クを介しビデオサービスを配信するのに通常利用されるビデオ配信システムを示す。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施例による分散ネットワークシステムを示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、一実施例によるヘッダと４つのセグメントに細分化又は構成された
ファイルを示す。
【図２Ｃ】図２Ｃは、タイトルの再生を継続するため、ボックスがローカルにヘッダを格
納し、他の４つのボックスから４つのセグメントを受信する状況を仮定する場合に、１つ
のヘッダと４つのセグメントを有するタイトルに係るファイルを示す。
【図２Ｄ】図２Ｄは、ヘッダとして割り当てられた始めの部分と、４つのセグメントに間
引きされる残りの部分とによるファイルを表すデータストリームを示す。
【図２Ｅ】図２Ｅは、一実施例による複数のボックスに分散させるためファイルを細分化
するフローチャート又はプロセスを示す。
【図３Ａ】図３Ａは、ボックスの限られた格納スペース内のライブラリのタイトルの一例
となる人気による分類を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ボックスの限られた格納スペース内のライブラリのタイトルの他の
例となる人気による分類を示す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、ライブラリのタイトルの人気に従う一例となるバンド化方式を示す
。
【図３Ｄ】図３Ｄは、図３Ｃに示されるバンド化に従う連続再生のためのバンドの各タイ
トルの対応する依存性を示す。
【図３Ｅ】図３Ｅは、一実施例による瞬時のアクセスのための多数のタイトルのライブラ
リを分類するフローチャート又はプロセスを示す。
【図３Ｆ】図３Ｆは、一実施例によるボックスのライブラリを更新するフローチャート又
はプロセスを示す。
【図４Ａ】図４Ａは、一実施例によるサービス提供中のすべてのボックスのライブラリを
同期的に又は非同期的に更新する図を示す。
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【図４Ｂ】図４Ｂは、一実施例によるサービス提供中のボックスにおいてリリースを提供
するフローチャート又はプロセスを示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、サービスプロバイダに高帯域幅ブロードキャスト機能のインフラス
トラクチャが設けられた一例となる状況を示す。
【図４Ｄ】図４Ｄは、ブロードキャスト若しくはマルチキャストのための帯域幅が十分な
構成の対するサービス提供中のボックスにおいてリリースを提供する一例となるフローチ
ャート又はプロセスを示す。
【図５Ａ】図５Ａは、一実施例による新規ボックスのライブラリに対する段階的な変更を
示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、３つの新規ボックスがシステムに追加される一例となる状況を示す
。
【図５Ｃ】図５Ｃは、ある期間オンラインでなく、このため古いライブラリを有すること
となったボックスのライブラリを更新するフローチャート又はプロセスを示す。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明によるサーバの一実現形態を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、５０００タイトルのライブラリがＮ個のボックスにどのように分散
されるか示す一例となるマップを示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、発注されたタイトルのセグメントを供給するよう指定された４つの
ボックスのそれぞれに対するＩＰアドレス（ＩＰＡ１など）を含むテーブルとして一例と
なるソース情報を示す。
【図６Ｄ】図６Ｄは、指定された各ボックスのバックアップ識別子（ＩＰアドレスとして
示される）を有するテーブルのバックアップボックスによる一例となるソース情報を示す
。
【図６Ｅ】図６Ｅは、指定された３つのボックスが他の３つのボックスによりそれぞれバ
ックアップされ、発注元のタイトルに係る３つのセグメントがそれぞれ発注元のボックス
に提供される３つの指定されたボックスにより発注元のボックスがサポートされている一
実施例を示す。
【図６Ｆ】図６Ｆは、指定された３つのボックスが他の発注元のボックスをサポートする
他の指定されたボックスを同時にバックアップする他の３つのボックスによってそれぞれ
バックアップされる発注元のボックスが３つの指定されたボックスによりサポートされて
いる他の実施例を示す。
【図６Ｇ】図６Ｇは、ライブラリのセレクション（すなわち、タイトル）の瞬時の再生を
開始するフローチャート又はプロセスを示す。
【図７Ａ】図７Ａは、図２Ａの何れのボックスに対応するボックスの一実現形態を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の一実施例によるセレクション（すなわち、タイトル）の瞬
時の再生を開始するフローチャート又はプロセスを示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の一実施例によるセレクション（すなわち、タイトル）の瞬
時の再生を開始するフローチャート又はプロセスを示す。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本発明の一実施例による再生されている第１部分が終了するとすぐ
に、再生用のデータストリームを生成するため４つのセグメントのストリームの多重化を
示す。
【図７Ｅ】図７Ｅは、本発明の一実施例によるボックスにおけるタスクを優先順位付けす
るフローチャート又はプロセスを示す。
【図８】図８は、本発明の多くの特徴が等しく適用されるアーキテクチャを示す。
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