
JP 4920863 B2 2012.4.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各電子装置がヘッドエンドによりアクセス可能な部分に格納されているコンテンツを各
エンドユーザが移動、削除又は変更することを防ぐよう構成される上記ヘッドエンドによ
りアクセス可能な部分を有し、各エンドユーザが有する電子装置を含むピア・ツー・ピア
データネットワークに接続される電子ヘッドエンド制御システムを有するデータ処理シス
テムを使用して、複数のエンドユーザがコンテンツを受信することを可能にする方法であ
って、
　上記コンテンツを上記電子ヘッドエンド制御システムに供給する段階と、
　上記電子ヘッドエンド制御システムの制御下で上記電子装置の上記ヘッドエンドにより
アクセス可能な部分上で上記コンテンツを分散格納するため、上記ピア・ツー・ピアデー
タネットワークを使用する段階と、
　上記コンテンツを分散格納するためアクセスデータを格納する段階と、
　特定のエンドユーザによる上記電子ヘッドエンド制御システムへの上記コンテンツに対
するリクエストに応答して、上記分散格納されたコンテンツのアクセスデータを上記特定
のエンドユーザが有する電子装置に供給する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　上記データ処理システムは、上記ピア・ツー・ピアデータネットワークにルックアップ
サービスを提供するよう構成されるアクセスデータのための電子レジスタを有し、
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当該方法はさらに、
　上記電子ヘッドエンド制御システムに上記コンテンツの分散格納のため、上記アクセス
データを上記電子レジスタに格納させる段階と、
　上記電子ヘッドエンド制御システムに、該電子ヘッドエンド制御システムが上記特定の
エンドユーザから上記コンテンツに対するリクエストを受け付けると、上記電子レジスタ
から上記特定のエンドユーザの電子装置にアクセスデータを提供させる段階と、
を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　上記ネットワーク上にて利用可能なコンテンツを提示する電子コンテンツガイドとして
上記ルックアップサービスを供給するサービスを含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　複数の電子ヘッドエンド制御システムを用い、各電子ヘッドエンド制御システムは、多
数のピア・ツー・ピアデータネットワークのうちの各ピア・ツー・ピアデータネットワー
クに接続される請求項１記載の方法。
【請求項５】
　上記格納されたコンテンツを上記アクセスデータに係る電子装置から上記特定のエンド
ユーザの電子装置に供給する段階を含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　上記コンテンツを選択するために、上記エンドユーザにユーザインタフェース（ＵＩ）
を供給する段階を含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　各エンドユーザが有する電子装置を含むピア・ツー・ピアデータネットワークに接続さ
れる電子ヘッドエンド制御システムを有するデータ処理システムにおいて用いるエンドユ
ーザ電子装置であって、
　上記電子装置は、上記電子ヘッドエンド制御システムの制御の下でコンテンツを分散格
納するよう構成され、
　上記エンドユーザ電子装置は、
　上記電子ヘッドエンド制御システムによるリクエストに応答して、分散されたコンテン
ツの少なくとも一部を格納するよう構成されるヘッドエンドによりアクセス可能な記憶部
であって、上記ヘッドエンドによりアクセス可能な記憶部に格納されるコンテンツを上記
各エンドユーザが移動、削除又は変更することを防ぐよう構成される上記ヘッドエンドに
よりアクセス可能な記憶部と、
　上記ピア・ツー・ピアデータネットワーク内の他の電子装置に上記ヘッドエンドにより
アクセス可能な記憶部に格納されたコンテンツを、上記他の電子装置によるリクエストに
応答して、供給するよう構成される制御器と、を含むエンドユーザ電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）といったブロードバンドサービ
スを、インターネットといったデータネットワークを介して可能にするシステム及び方法
に係る。
【背景技術】
【０００２】
　ピア・ツー・ピアネットワークを介して高品質のＶＯＤを供給することは、潜在的なサ
ービスプロバイダに大変な技術的及び組織的課題を課す。デジタルビデオファイルは、圧
縮されていても、この目的には大きいと考えられている。例えば、ＭＰＥＧ２形式でのフ
ルフィーチャ映画のサイズは、４ギガバイトより大きくなってしまうことがある。このデ
ータ量を、ＤＳＬ、ケーブル、又は、Ｔ１接続を介して転送するには時間がかかってしま
う場合がある。
【０００３】
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　［発明の概要］
　ダウンロード時間が長くなると、例えば、ネットワーク輻輳、発信元及び宛先のハード
ウェア及び／又はソフトウェアの機能不良等といった様々な理由からデータ転送が失敗す
る確率が増加する。インターネットを介するデータ転送には、最終宛先に到達する前に幾
つかのルータを経由する必要のあるデータパケットの伝送が関連する。パケットが次のル
ータに転送されるたびに、ホップが発生する。インターネットを介するビデオのダウンロ
ード及びストリーミングは、データパケット当りのホップ数が増加するに従いより頻繁に
発生する失敗により妨げられる。例えば、一部のデータが供給されなかったり、受信機械
がフリーズしてしまったりする。
【０００４】
　従って、発明者は、とりわけ、ビデオ・オン・デマンドサービスといったブロードバン
ドサービスを、ピア・ツー・ピアネットワーク環境において、ケーブルオペレータが可能
にするネットワークアーキテクチャを提案する。このネットワークは、例えば、ケーブル
オペレータローカル局であるサービスプロバイダハブ又はプロキシ間の高速で信頼度の高
いデータネットワーク接続を利用する。エンドユーザは、各ハブの周りにピア・ツー・ピ
アネットワークコミュニティを形成する。ピア・ツー・ピアネットワークは、数個のホッ
プ分しか離れていないハブからダウンロードされるコンテンツの分散格納を提供する。コ
ンテンツは、コミュニティリソースを用いてローカルで格納され、また、バーチャル・プ
ライベート・ウェブ・サービスを介してコミュニティに対し利用可能にされる。このサー
ビスは、コンテンツ・ルックアップ、コンテンツ配給、接続設定、著作権保護、及び、他
の機能を可能にする。
【０００５】
　現行のピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）ソリューションは、低い又は不確定の（ビデオ）品
質を有するコンテンツを供給し、タイムリーなコンテンツデリバリを保証することができ
ず、また、コンテンツのための適切な著作権保護を有さない。本発明の１つの面は、例え
ば、ＶＯＤに対し、上述の欠点を解決する拡張性のあるサービスを提供する。本発明は更
に、ＶＯＤサービスを、安価に且つ高品質で提供可能にするビジネスモデルを可能にする
。低価格のサービスは、更に、ピア・ツー・ピアネットワーキングに一般的に関連付けら
れるコンテンツの著作権侵害を抑止し得る。
【０００６】
　発明者は、今日のメディアサービスオペレータ（例えば、ケーブルオペレータ、衛星オ
ペレータ）は、ブロードキャスト及び高帯域幅ネットワークを介してオーディオ／ビデオ
コンテンツへのアクセスを消費者に与えることを認識している。メディアサービスプロバ
イダは、ローカル記憶装置（例えば、ＨＤＤ）、高い処理能力、及び、ＩＰ通信機能を含
む消費者セットトップボックス（ＳＴＢ）の特徴及びソフトウェアを決める。従って、拡
張可能で且つ効率のよいコンテンツ格納及びルーティングを有するハイブリッドのパブリ
ック／プライベートの高帯域幅ローカルネットワークを形成するには条件が存在する。本
発明の１つの面によると、例えば、デジタルビデオであるコンテンツは、好適には安全な
デリバリ機構を介してローカルネットワークオペレータ（ヘッド－エンド）によって受信
される。次に、コンテンツ及び／又はその一部は、ローカルネットワーク内の複数のＳＴ
Ｂ、又は、格納能力を有する他のネットワークイネーブルされた装置に分配される。コン
テンツは、ＳＴＢに格納され、且つ、ＶＯＤプロバイダによってホストされるルックアッ
プサービスと共に登録される。コンテンツの格納は、サービスプロバイダによって制御さ
れる。コンテンツには、コンテンツプロバイダによる効果的な著作権管理を確実にする為
に未承認のアクセスを阻止するよう暗号化するか又は電子透かしを入れることが可能であ
る。ＶＯＤサービスのユーザは、プロバイダによりホストされるルックアップサービスか
ら、コンテンツアイテム（例えば、映画）を選択することができる。ルックアップは、例
えば、なじみのある電子番組ガイド（ＥＰＧ）形式で提示することが可能である。ユーザ
が視聴するためのコンテンツを選択した後、サービスは、コンテンツの場所に基づいて、
ストリームオプションか又はダウンロードオプションを決定する。コンテンツ及び／又は
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その一部は、様々なＳＴＢにあるので、サービスは、現在のネットワークトラフィック負
荷及び／又はルーティングパターンに基づいてコンテンツデリバリを最適化し得る。例え
ば、異なる章を、異なるＳＴＢから特定のＳＴＢにダウンロードし、それにより、例えば
、ケーブルモデム、衛星リンク等といったネットワークアクセスの非対称（アップロード
速度より高いダウンロード速度）の性質という問題を解決することができる。例えば、ケ
ーブルは、そのアップロード帯域幅がダウンロード帯域幅より低いので、非対称ＩＰ環境
である。ダウンロード（サーバからクライアント）速度は、一般的に、毎秒１００キロバ
イトであり、アップロード（クライアントからルータ又はサーバ）速度は、約毎秒１０キ
ロバイトである。
【０００７】
　章毎のダウンロードに関し、ユージン・シュテイン（Ｅｕｇｅｎｅ　Ｓｈｔｅｙｎ）に
対し１９９９年１１月４日に出願された「ＰＡＲＴＩＴＩＯＮＩＮＧ　ＯＦ　ＭＰ３　Ｃ
ＯＮＴＥＮＴ　ＦＩＬＥ　ＦＯＲ　ＥＭＵＬＡＴＩＮＧ　ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ」なる名称
の米国特許出願番号０９／４３３，２５７（代理人整理番号ＰＨＡ２３，７８２）を参照
されたい。この文書は、サーバ側でセグメントのシーケンスに分割される電子ファイルに
関する。第１のセグメントは、ダウンロードされると再生される。第１のセグメントが再
生される間に、第２のセグメントがダウンロード、且つ、バッファリングされ、それによ
り、第１のセグメントの再生が完了したときには第２のセグメントが利用可能となる。複
数のセグメントのうち、現在のセグメントを再生する間に、次のセグメントがダウンロー
ド且つバッファリングされる。この分割及び連続再生は、ファイルのストリーミングをエ
ミュレートし、電子ファイルをダウンロードする際の待ち時間を最小限にすることが可能
となる。
【０００８】
　本発明の１つの面によると、エンドユーザの機器は、コンテンツデリバリ及び配給シス
テムの一部にされる。サービス又はコンテンツプロバイダの制御下において、コンテンツ
は、ルックアップサービスを介してアクセス可能にされる。ユーザは、ストリーミングさ
れるコンテンツのソース場所（ハブ、他のエンドユーザ）を知らない、また、知る必要が
ないことが好適である。本発明の利点は、とりわけ、ローカル入手可能性によってダウン
ロード距離が短く、データトラフィックがローカルネットワークに限定される点である。
従って、本発明は、複数のエンドユーザが、コンテンツ情報を受信することを可能にする
方法に係る。コンテンツ情報は、ハブに供給され、そして、各エンドユーザにある各装置
のピア・ツー・ピアネットワークが用いられる。周知のように、ハブは、装置のクラスタ
の共通接続点であり、従って、ネットワークが形成される。これらの装置は、ハブの制御
下における、コンテンツ情報のネットワークでの分散格納の為にハブに接続される。「可
能にする」という表現は、特定のエンドユーザの上流にある関係者、コンテンツ情報をエ
ンドユーザに渡すことに関する関係者を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明を以下に例示的に、且つ、添付図面を参照しながら説明する。
【００１０】
　全図を通し、同一の参照番号は、同一の又は対応する特徴を示す。
【００１１】
　図１は、コンテンツアイテム１０１が入力されるときの本発明のデータ処理システム１
００を示す図である。コンテンツアイテム１０１は、外部コンテンツデータベース１０２
から、例えば、衛星、インターネット、ケーブル、又は物理的デリバリサービス（図示せ
ず）といったネットワーク接続１０５を介して、サービスエリアネットワーク（ＳＡＮ）
１１０又は１１１により受信される。ＳＡＮ１１０のヘッドエンド制御システム１２０は
、少なくとも１つのエンドユーザシステム１３０を選択し、接続１２５を試験し、そして
、コンテンツアイテム１０１又はその一部を、ユーザエンドシステム１３０にルータ１１
５を介してダウンロードする。この処理には、ホスト－インテリジェント・ダイナミック
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・ルーティング・アルゴリズムが用いられることが好適である。更なる詳細は、例えば、
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｓｃｏ．ｃｏｍ／ｕｎｉｖｅｒｃｄ／ｃｃ／ｔｄ／ｄｏｃ／
ｃｉｓｉｎｔｗｋ／ｉｔｏ＿ｄｏｃ／ｒｏｕｔｉｎｇ．ｈｔｍおけるルーティング・ベイ
シックスを参照されたい。デリバリされたコンテンツは、例えば、ＨＤＤといったローカ
ル記憶装置１３５を用いてユーザエンドシステム１３０に格納される。コンテンツのダウ
ンロードとコンテンツの確認が完了すると、制御システム１２０は、このエンドユーザ又
は別のエンドユーザ１３８によるローカル記憶装置１３５内のコンテンツのアクセスに関
するデータを、ルックアップサービス１５０を用いて登録する。或いは、コンテンツ１０
１は、例えば、ＤＶＤプレイヤ１８０といったエンドユーザシステムにおけるソースを介
してＳＡＮ１１０によって要求される。その場合、ソフトウェアコンポーネント１３１が
デジタル所有権管理（ＤＲＭ）サービス１６０と通信して、適切な保護を確実にする。コ
ンテンツに、配給の許可が与えられていると、ソフトウェアコンポーネント１３１は、Ｄ
ＶＤのコンテンツをローカルの記憶装置１３５に格納し、ルックアップサービス１５０を
更新する。必要である場合には、ＤＲＭサービス１６０は、外部ソース（図示せず）から
適切な配給許可を獲得する場合もある。同様の方法で、ＤＶＤのコンテンツは、ＳＡＮ１
１０内において、例えば、システム１３８といった他のエンドユーザシステムにも配給で
きるよう利用可能にすることができる。
【００１２】
　本発明と、ナップスター（Ｎａｐｓｔｅｒ）サービスといった周知のコンテンツ情報処
理システムとの大きな違いは、ユーザは、ローカルの記憶装置１３５に格納される、且つ
、例えば、データベース１０２から受信されたコンテンツを制御しない点である。ユーザ
は、システム１３０の保全性を妨害することなくローカル記憶装置１３５のコンテンツを
動かす、削除する、又は、修正することができない。この例では、ローカル記憶装置１３
５は、ＳＡＮ１１０上で分散された格納を介するコンテンツデリバリサービスを可能にす
るための、ＳＡＮ１１０のローカルコンテンツ配信システムに内在する部分である。別の
面では、ローカル記憶装置１３５に格納されるコンテンツの品質は、システム１００によ
り保証される。何故なら、システム１００は、データベース１０２といった承認されてい
るソースを利用し、且つ、転送時及び転送後にコンテンツを確認するからである。
【００１３】
　図２は、エンドユーザが再生のためのコンテンツを見つけ且つ選択した際に関連する幾
つかの機能性を説明する本発明の図である。ユーザインタフェースソフトウェアコンポー
ネント２３７は、ユーザがルックアップサービス１５０にアクセスすることを可能にする
。ルックアップサービスのコンテンツは、検索、ブラウズ、クエリー、ＥＰＧ（電子番組
ガイド）、又は、例えば、システム１３０の表示モニタ２３９を用いる他のタイプのイン
タラクションを介して、提示することが可能である。システム１００は、例えば、プロフ
ァイル２６１といったユーザアクセス履歴を用いて、ＳＡＮ１１０上で利用可能なコンテ
ンツを予め選択するか又は推薦することが好適である。プロファイル又はその一部は、例
えば、ユーザエンド装置１３０及び／又はユーザプロファイルデータベース２６０に格納
することが可能である。ヘッド－エンド制御システム１２０は、現在の及び／又は予測さ
れるＳＡＮ１１０上のネットワークトラフィックに基づいて、ＳＡＮ１１０上の特定のコ
ンテンツが利用可能となる時間枠も決定し得る。最短の予測デリバリ経路を有するコンテ
ンツアイテムが、最初に提供／推奨されることが好適である。例えば、ローカル記憶装置
１３５又は隣接するシステム１３８に、全体又はその一部が既に格納されている映画を、
最初に提供することができる。
【００１４】
　図３は、システム１３０のエンドユーザが、直ぐに再生する、又は、予定して再生する
ためのコンテンツアイテムを選択すると始動するシステム１００の更なる機能性を説明す
る図である。ソフトウェアコンポーネント３３８は、ルックアップサービス１５０とイン
タラクトして、選択されたコンテンツアイテム又はその一部のネットワーク上の場所に関
する情報を入手する。このコンテンツアイテムの一部が、ＳＡＮ１１０内のエンドユーザ
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システム３３０のローカル記憶装置３３４にあると仮定する。ルックアップサービス１５
０は、この情報をソフトウェアコンポーネント３３８に供給し、そして、ソフトウェアコ
ンポーネント３３８は、スイッチ／ルータ１１５を介するエンドユーザシステム３３０か
らの、このコンテンツ一部のダウンロードを開始する。この処理には、ルータ－インテリ
ジェント・ダイナミック・ルーティング・アルゴリズムが用いられることが好適である。
コンテンツアップロード／ダウンロード率が、再生に十分ではない場合、制御システム１
２０は、ソフトウェア３３８に、ここではエンドユーザシステム３９０のローカル記憶装
置３９３である少なくとも１つの別のソースから、要求されるコンテンツの一部を得るよ
う命令することが可能である。ソフトウェア３３８は、ローカル記憶装置１３５上に既に
利用可能なコンテンツによってコンテンツダウンロード待ち時間があたかもないようにす
ることができることが好適である。この文脈において、上述した米国特許出願番号０９／
４３３，２５７（代理人整理番号ＰＨＡ２３，７８２）を参照されたい。制御システム１
２０は更に、例えば、ルータ３１５であるシステム３３０に最も近いネットワーク上の場
所において、アップロード／ダウンロード帯域幅率を修正することも可能にされる。ロー
カル記憶装置にダウンロードされるコンテンツは、ＳＡＮ１１０内の他のエンドユーザへ
の将来の分散のためにルックアップサービス１５０と共に登録され得る。
【００１５】
　図４は、ローカル記憶装置１３５のハイブリッド構成を示す図である。ローカル記憶装
置１３５は、例えば、上述したようにエンドユーザの機器を用いて、分散コンテンツ格納
を確立するためにサービスプロバイダ又はコンテンツプロバイダの制御下にある部分４３
６を含む。ローカル記憶装置１３５を収容する機器のユーザは、部分４３６にローカル格
納されるコンテンツについて知らないことが好適である。ローカル記憶装置は更に、ユー
ザの制御下にあり、且つ、必ずしもサービスに露出される必要がない部分４３８も含む。
部分４３６及び部分４３８は、ユーザが両方の部分におけるコンテンツへのアクセスを有
する場合は、一体化されたユーザインタフェース４４０に表示されることが好適である。
この文脈に関し、本願に参照として組込むユージン・シュテイン（Ｅｕｇｅｎｅ　Ｓｈｔ
ｅｙｎ）及びルービィ・ロス（Ｒｕｂｙ　Ｒｏｔｈ）のために２０００年５月１１日に出
願された「ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＧＵＩＤＥ　ＲＥＮＤＥＲＳ　ＣＯ
ＮＴＥＮＴ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＴＲＡＮＳＰＡＲＥＮＴ」なる名称の米国特許出願番
号０９／５６８，９３２（代理人整理番号０００１０６）を参照されたい。この文書は、
家庭用ネットワーク上のデータ管理システムに関する。このシステムは、電子番組ガイド
（ＥＰＧ）を含むネットワーク上の様々なリソースにおいて利用可能なコンテンツ情報を
記述するデータを収集する。データは、１つのメニュにまとめられ、それにより、ユーザ
が、コンテンツを、リソースに関係なく選択することを可能にする。
【００１６】
　以下の文書も本願に参照として組込む。
【００１７】
　－ユージン・シュテインの為に１９９９年４月１日に出願された「ＴＩＭＥ－　ＡＮＤ
　ＬＯＣＡＴＩＯＮ－ＤＲＩＶＥＮ　ＰＥＲＳＯＮＡＬＩＺＥＤ　ＴＶ」なる名称の米国
特許出願番号０９／２８３，５４５（代理人整理番号ＰＨＡ２３，６３３）。この文書は
、ユーザがコンテンツ情報（例えば、ビデオ、オーディオ）にアクセスすることを可能に
する方法に関する。この方法は、ユーザが、例えば、ブロードキャスト又はマルチキャス
トサービスに関する電子番組ガイドから、コンテンツ情報を選択することを可能にする。
選択されたコンテンツ情報は、それがブロードキャスト又はマルチキャストされるときに
記録される。この方法は、ユーザが、記録された、選択されたコンテンツ情報が、再生の
為に利用可能となる複数の地理的に異なる場所から少なくとも特定の１つを予め選択する
ことを可能にする。ユーザは更に、記録コンテンツ情報を、その特定の場所において再生
するために利用可能にするために、時間フレームを特定することも可能にされることが好
適である。コンテンツ情報は、例えば、サーバといった第１の記録システムにおいて記録
されることが可能であり、その後に、記録された選択コンテンツ情報は、例えば、インタ
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ーネット又はＡＯＬのようなプライベートネットワークといったネットワークを介して、
第１の記録システムから、ユーザによって特定される場所にストリーミングされる。その
特定された場所が、第２の記録システムを有する場合、第２の記録システムに記録してい
る間はインターネット帯域幅利用率を低く維持するために、ストリーミングは、低帯域幅
プロトコルを用いる。ユーザは、ユーザの選択に応答して予め記録された特定のブロード
キャスト又はマルチキャスト番組の再生のための場所を予め指定する。ユーザは、その場
所においてそのコンテンツが利用可能となる。例えば、ユーザは、特定の時間帯において
、親戚の家にいる、特定のホテルにいる、特定の航空会社の特定のフライト中である、特
定のバーにいる、特定のレストランにいる等ことを指定して、コンテンツがその場所で記
録されることを要求することが可能である。このことは、これらの場所が上述のサービス
のインフラストラクチャに組込まれることが必要となる。
【００１８】
　－ラウル・マラート（Ｒａｏｕｌ　Ｍａｌｌａｒｔ）のために１９９９年９月２７日に
出願された「ＳＣＡＬＡＢＬＥ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＶＩＤＥＯ－ＯＮ－ＤＥＭＡＮ
Ｄ」なる名称の米国特許出願番号０９／４０６，６４２（代理人整理番号ＰＨＡ２３，７
６８）。この文書は、ＮＶＯＤ（ニア・ビデオ・オン・デマンド）アーキテクチャにエミ
ュレートされるＶＯＤサービスに関する。コンテンツ情報は、ＮＶＯＤアーキテクチャに
おいてエンドユーザに対し利用可能にされる。コンテンツ情報の導入部分が、例えば、一
晩ダウンロードすることにより、エンドユーザの機器に格納される。エンドユーザにおい
て導入部分を再生する間に、ＮＶＯＤアーキテクチャで供給されるコンテンツ情報がエン
ドユーザの機器においてバッファリングされることが可能となる。この機器は、格納され
た導入部分の再生から、バッファリングされたコンテンツ情報の再生に切替わるよう制御
される。
【００１９】
　－グリート・ブルインスティーン（Ｇｒｅｅｔ　Ｂｒｕｙｎｓｔｅｅｎ）に対し２００
０年３月８日に出願された「ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＭＯＤＥＬ　ＦＯＲ　ＬＥＡＳＩＮＧ　
ＳＴＯＲＡＧＥ　ＳＰＡＣＥ　ＯＮ　Ａ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＲＥＣＯＲＤＥＲ」なる名称
の米国特許出願番号０９／５２１，０５１（代理人整理番号ＵＳ００００５２）。この文
書は、ＣＥ装置上の固定ＨＤＤの格納空間の利用可能な容量を、データネットワークを介
して調節することに関する。消費者は、ＨＤＤの設定を遠隔制御する第三者サービスを介
して、装置を更新することができる。
【００２０】
　－本願に参考として組込む、チャンダ・ダラップ（Ｃｈａｎｄａ　Ｄｈａｒａｐ）に対
し１９９９年８月１６日に出願された「ＳＥＭＡＮＴＩＣ　ＣＡＣＨＩＮＧ」なる名称の
米国特許出願番号０９／３７４，６９４（代理人整理番号ＰＨＡ２３，７３７）。この文
書は、電子コンテンツ情報の意味タイプに基づいて電子コンテンツ情報をキャッシュに入
れることに関する。キャッシュ管理ストラテジは、異なる意味タイプに対し異なるキャッ
シングポリシーを用いることにより、各意味タイプに対しカスタマイズされる。ニュース
及び天候といった動的情報を含むものと予期され得る意味タイプは、能動キャッシングポ
リシーを用いる。能動キャッシングポリシーでは、キャッシュメモリ内のコンテンツ情報
は、キャッシュメモリ内にその情報があった時間に基づいて置換のために選択される。逆
に、百科事典的な情報といった静的コンテンツ情報を含むものと予期され得る意味タイプ
は、例えば、ＬＲＵ（最長時間未使用）及びＬＦＵ（最低使用頻度）といった、キャッシ
ュメモリ内に情報があった継続時間に略関係のない、より保守的なキャッシングストラテ
ジを用いる。更に、通信された電子メールメッセージ、ニュースグループメッセージ等と
いった一部の意味タイプは、多数のストラテジの組合せであるキャッシングポリシーを用
い、そのポリシーでは、コンテンツ情報は、動的キャッシングポリシーを有する能動キャ
ッシュから、それほど動的ではないキャッシングポリシーを有するより静的なキャッシュ
へ進む。意味コンテンツタイプとそのタイプに関連付けられるキャッシングポリシーとの
関係は、予め決定されるか、又は、ユーザによって直接決められるか、又は、少なくとも
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部分的に、コンテンツ情報とのユーザのインタラクションのユーザ履歴及びプロファイル
に基づくことが可能である。
【００２１】
　－ユージン・シュテインのために２００１年３月８日に出願された「ＡＣＴＩＶＩＴＹ
　ＳＣＨＥＤＵＬＥ　ＣＯＮＴＲＯＬＳ　ＰＥＲＳＯＮＡＬＩＺＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ
ＩＣ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＧＵＩＤＥ」なる名称の米国特許出願番号０９／８０２，６１８
（代理人整理番号ＵＳ０１８０２８）。この文書は、ユーザの電子カレンダ内の予定され
る活動及びユーザのプロファイルと宣言された関心に基づいて再生される電子コンテンツ
情報及び時間枠を決定することに関する。こうすることにより、コンテンツの記録及びダ
ウンロードが、ユーザのライフスタイルに基づいて自動的にされる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のサービスエリアネットワークを示すブロック図である。
【図２】本発明のサービスエリアネットワークにおける機能性を説明するブロック図であ
る。
【図３】本発明のサービスエリアネットワークにおける機能性を説明するブロック図であ
る。
【図４】エンドユーザのローカル記憶装置のハイブリッド構成を示すブロック図である。

【図１】 【図２】
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