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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のモバイルデバイスの一部としてキャリアのネットワークデバイスと共に使用する
ためのモバイルデバイスであって、
　一つ以上のメディアリソースを記憶するためのメモリと、
　前記メモリに記憶された前記一つ以上のメディアリソースを、前記ネットワークデバイ
スのリソースコーディネーターと協働することによって制御し、メディアリソース又は当
該メディアリソースへのリンクを前記リソースコーディネーターに提供すべきか否かを動
的に決定し、前記複数のモバイルデバイスのうち所定のグループをなす複数のモバイルデ
バイスへ前記一つ以上のメディアリソースを配布可能にするためのリソースマネージャー
と、
　前記ネットワークデバイスの通知ディストリビューターから、リソースと前記所定のグ
ループをなす複数のモバイルデバイスに対しての当該リソースの利用可能性とに関する通
知を受信し、当該通知を前記リソースマネージャー又は別の処理用内部ロケーションのい
ずれかに転送する通知マネージャーと、
を備えるモバイルデバイス。
【請求項２】
　前記リソースマネージャーと前記ネットワークデバイスのリソースコーディネーターと
が協働し、前記モバイルデバイスがリソースへのリンク又はリソースのいずれかを当該モ
バイルデバイスの状態に基づいて前記リソースコーディネーターに送信することを含むプ
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ロトコルを使用して、リソースを動的且つ適応的にハンドオーバーする、請求項１に記載
のモバイルデバイス。
【請求項３】
　前記リソースマネージャーは、前記ネットワークデバイスの前記リソースコーディネー
ターヘリンクを送信し、更に、前記リソースコーディネーターは、前記リンクを記憶し、
　当該リンクを前記複数のモバイルデバイスのメンバーのグループへ送信させる、請求項
２に記載のモバイルデバイス。
【請求項４】
　前記複数のモバイルデバイスは、前記ネットワークデバイスと通信するモバイルデバイ
スのサブセットである、請求項３に記載のモバイルデバイス。
【請求項５】
　前記リソースマネージャーは、前記メディアリソースを前記ネットワークデバイスへ送
信し、更に、前記リソースコーディネーターは、前記メディアリソースを記憶して前記メ
ディアリソースへのリンクを前記複数のモバイルデバイスへ送信させ、前記リンクは、前
記ネットワークデバイスがアクセス可能なメモリにおける前記メディアリソースの位置を
特定する、請求項２に記載のモバイルデバイス。
【請求項６】
　前記リソースマネージャーは、前記モバイルデバイスにおけるコンテンツストレージへ
のリンクを前記リソースコーディネーターへ送信し、それに応答して、前記リソースコー
ディネーターは、前記モバイルデバイスからコンテンツを検索して当該コンテンツをロー
カルに記憶し、前記リソースコーディネーターは、前記コンテンツが前記複数のモバイル
デバイスへ送信されるようにする、請求項２に記載のモバイルデバイス。
【請求項７】
　前記リソースマネージャーは、前記コンテンツを前記リソースコーディネーターへ送信
し、前記リソースコーディネーターは、前記コンテンツをローカルに記憶するとともに、
通知コーディネーターに前記コンテンツを前記複数のモバイルデバイスへ送信させる、請
求項６に記載のモバイルデバイス。
【請求項８】
　前記リソースマネージャーは、ローカルストレージにコンテンツがあるかを調べ、当該
コンテンツがローカルストレージにないときは、前記ネットワークデバイスのリソースコ
ーディネーターに要求を送信し、当該リソースコーディネーターは、リソースを取得して
、当該リソースをホスティングする前記モバイルデバイスのリソースマネージャーに当該
リソースを転送する、請求項７に記載のモバイルデバイス。
【請求項９】
　前記リソースマネージャーは、前記コンテンツを受信すると、当該コンテンツをローカ
ルに記憶する、請求項８に記載のモバイルデバイス。
【請求項１０】
　前記リソースマネージャーは、ローカルストレージにコンテンツがあるかを調べた後、
当該コンテンツへのリンクを前記ネットワークデバイスのリソースコーディネーターに送
信し、前記ネットワークデバイスは、前記リンクを受信すると、ローカルストレージを調
べ、前記コンテンツがローカルストレージに記憶されていないときには、前記コンテンツ
の取得要求を別のモバイルデバイスのリソースマネージャーに送信して当該別のモバイル
デバイスから前記コンテンツを取得し、その取得したコンテンツを前記モバイルデバイス
のリソースマネージャーに転送する、請求項９に記載のモバイルデバイス。
【請求項１１】
　前記ネットワークデバイスのリソースコーディネーター及び前記モバイルデバイスのリ
ソースマネージャーは、前記コンテンツの複製をローカルストレージに記憶する、請求項
１０に記載のモバイルデバイス。
【請求項１２】
前記リソースマネージャーは、リンク又はコンテンツの投稿、及びリンク又はコンテンツ
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の配布を含む適応リソース配布プロトコルを使用し、前記リンク又はコンテンツを投稿し
且つリンク又はコンテンツを配布するための判断が基準に基づいている、請求項１に記載
のモバイルデバイス。
【請求項１３】
　前記配布プロトコルの変更が、リソースの人気に基づく、請求項１２に記載のモバイル
デバイス。
【請求項１４】
　前記配布プロトコルの変更が、帯域幅の消費量に基づく、請求項１２に記載のモバイル
デバイス。
【請求項１５】
　前記リソースマネージャーと対話してリソースを追加し且つリソースを検索するための
ブラウザを更に備える、請求項１に記載のモバイルデバイス。
【請求項１６】
　通知マネージャーを更に備える、請求項１に記載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　モバイルデバイスが一つ以上のメディアリソースを記憶するステップと、
　前記モバイルデバイスが、メモリに記憶された前記一つ以上のメディアリソースを、ネ
ットワークデバイスのリソースコーディネーターと協働することによって制御し、メディ
アリソース又は当該メディアリソースへのリンクを前記リソースコーディネーターに提供
すべきか否かを動的に決定し、ネットワークにおける複数のモバイルデバイスのうち所定
のグループをなす複数のモバイルデバイスへ前記一つ以上のメディアリソースを配布可能
にするステップと、
　前記モバイルデバイス内の通知マネージャーを用いて、前記ネットワークデバイスの通
知ディストリビューターから、リソースと前記所定のグループをなす複数のモバイルデバ
イスに対しての当該リソースの利用可能性とに関する通知を受信し、当該通知を前記リソ
ースマネージャー又は前記モバイルデバイス内の別の処理用内部ロケーションのいずれか
に転送するステップと、
を含む方法。
【請求項１８】
　前記モバイルデバイスがリソースへのリンク又はリソースのいずれかを当該モバイルデ
バイスの状態に基づいて前記リソースコーディネーターに送信することを含むプロトコル
を使用して、リソースを動的且つ適応的にハンドオーバーするステップを更に含む、請求
項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ネットワークデバイスの前記リソースコーディネーターヘリンクを送信するステッ
プであって、更に前記リソースコーディネーターが前記リンクを記憶するステップと、
　前記リンクを前記複数のモバイルデバイスのメンバーのグループへ送信させるステップ
と、
を更に含む請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のモバイルデバイスは、前記ネットワークデバイスと通信するモバイルデバイ
スのサブセットである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記メディアリソースを前記ネットワークデバイスへ送信するステップと、
前記ネットワークデバイスが前記メディアリソースを記憶し、前記メディアリソースへの
リンクを前記複数のモバイルデバイスへ送信させるステップであって、前記リンクが、前
記ネットワークデバイスがアクセス可能なメモリにおける前記メディアリソースの位置を
特定するステップと、
を更に含む請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
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　前記モバイルデバイスにおけるコンテンツストレージへのリンクを前記ネットワークデ
バイスの前記リソースコーディネーターへ送信するステップと、
　それに応答して、前記ネットワークデバイスの前記リソースコーディネーターが、前記
モバイルデバイスからコンテンツを検索し、当該コンテンツをローカルに記憶し、更に、
当該コンテンツを前記複数のモバイルデバイスへ送信させるステップと、
を更に含む請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記コンテンツを前記リソースコーディネーターへ送信し、前記リソースコーディネー
ターが前記コンテンツをローカルに記憶するステップと、
　前記ネットワークデバイスの通知コーディネーターに、前記コンテンツを前記複数のモ
バイルデバイスへ送信させるステップと、
を更に含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ネットワークデバイスのリソースマネージャーがローカルストレージにコンテンツ
があるかを調べるステップと、
　前記コンテンツがローカルストレージにないときに、前記リソースマネージャーが前記
ネットワークデバイスのリソースコーディネーターにリソースの取得要求を送信するステ
ップと、
　前記リソースをホスティングする前記モバイルデバイスのリソースマネージャーに前記
取得要求を転送するステップと、
を更に含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記リソースマネージャーが、前記コンテンツを受信すると、当該コンテンツをローカ
ルに記憶するステップを更に含む請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記リソースマネージャーが、ローカルストレージにコンテンツがあるかを調べた後、
当該コンテンへのリンクを前記ネットワークデバイスのリソースコーディネーターに送信
するステップと、
　前記ネットワークデバイスが、前記リンクを受信すると、ローカルストレージを調べ、
前記コンテンツがローカルストレージに記憶されていないときには、前記コンテンツの取
得要求を別のモバイルデバイスのリソースマネージャーに送信して当該別のモバイルデバ
イスから前記コンテンツを取得し、その取得したコンテンツを前記モバイルデバイスのリ
ソースマネージャーに転送するステップと、
を更に含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ネットワークデバイスのリソースコーディネーター及び前記モバイルデバイスのリ
ソースマネージャーが前記コンテンツの複製をローカルストレージに記憶するステップを
更に含む請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記リソースマネージャーが、リンク又はコンテンツの投稿、及びリンク又はコンテン
ツの配布を含む適応リソース配布プロトコルを使用するステップを更に含み、
　当該ステップにおいて、前記リンク又はコンテンツを投稿し且つリンク又はコンテンツ
を配布するための判断が基準に基づいている、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記配布プロトコルの変更が、リソース人気に基づく、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記配布プロトコルの変更が、帯域幅の消費量に基づく、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　複数のモバイルデバイスと、
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　前記複数のモバイルデバイスに通信可能に結合されたネットワークデバイスと、
を備え、
　前記ネットワークデバイスは、
　前記複数のモバイルデバイスを調整するためのグループコーディネーターと、
　前記複数のモバイルデバイスに対するメディアリソースを取得するためのリソースコー
ディネーターと、
　前記複数のモバイルデバイスのうちのモバイルデバイスが使用可能なメディアリソース
を通知するための通知コーディネーターと
を有しており、
　前記複数のモバイルデバイスの各々は、一つ以上のメディアリソースをホスティングし
、且つ個々のモバイルデバイスがある状態にあるときに当該個々のモバイルデバイスが前
記ネットワークヘリソースをハンドオーバーすべきか否かを、前記ネットワークデバイス
と協働して動的に決定する、
システム。
【請求項３２】
　前記個々のモバイルデバイスのリソースマネージャーと、前記ネットワークデバイスの
リソースコーディネーターとが協働し、前記モバイルデバイスがリソースへのリンク又は
リソースのいずれかを当該モバイルデバイスの状態に基づいて前記リソースコーディネー
ターに送信することを含むプロトコルを使用して、リソースを動的に且つ適応的にハンド
オーバーする、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記状態は、過剰帯域幅消費状態、低バッテリ電力状態、及びストレージ割当状態から
成るグループから選択されたものである、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記リソースマネージャーは、前記ネットワークデバイスの前記リソースコーディネー
ターヘリンクを送信し、更に、前記リソースコーディネーターは、当該リンクを記憶して
、前記通知コーディネーターに前記リンクを前記複数のモバイルデバイスのメンバーのグ
ループへ送信させる、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記複数のモバイルデバイスは、一つのネットワークと通信する複数のモバイルデバイ
スのサブセットである、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記リソースマネージャーは、前記メディアリソースを前記ネットワークデバイスへ送
信し、更に、前記リソースコーディネーターは、前記メディアリソースを記憶して、前記
通知コーディネーターに前記メディアリソースへのリンクを他のモバイルデバイスへ送信
させ、前記リンクは、前記ネットワークデバイスがアクセス可能なメモリにおける前記メ
ディアリソースを特定する、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３７】
前記リソースマネージャーは、前記モバイルデバイスにおけるコンテンツストレージへの
リンクを前記リソースコーディネーターへ送信し、更に、それに応答して、前記リソース
コーディネーターが、前記個々のモバイルデバイスからコンテンツを検索して当該コンテ
ンツをローカル記憶し、更に、前記リソースコーディネーターは、前記通知コーディネー
ターに前記コンテンツを他のモバイルデバイスへ送信させる、請求項３６に記載のシステ
ム。
【請求項３８】
前記リソースマネージャーは、前記コンテンツを前記リソースコーディネーターへ送信し
、前記リソースコーディネーターは、前記コンテンツをローカルに記憶して、前記通知コ
ーディネーターに前記コンテンツを前記複数のモバイルデバイスへ送信させる、請求項３
７に記載のシステム。
【請求項３９】
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　個々のモバイルデバイスの前記リソースマネージャーは、ローカルストレージにコンテ
ンツがあるか調べ、当該コンテンツがローカルストレージにないときは、前記キャリアの
リソースコーディネーターに要求を送信し、当該リソースコーディネーターは、リソース
を取得して、前記個々のモバイルデバイスのリソースマネージャーに当該リソースを転送
する、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記リソースマネージャーは、前記コンテンツを受信すると、当該コンテンツをローカ
ルに記憶する、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記リソースマネージャーは、ローカルストレージにコンテンツがあるかを調べた後、
当該コンテンへのリンクを前記キャリアのリソースコーディネーターに送信し、前記キャ
リアは、前記リンクを受信すると、ローカルストレージを調べ、前記コンテンツがローカ
ルストレージに記憶されていないときには、前記コンテンツの取得要求を別のモバイルデ
バイスのリソースマネージャーに送信して当該別のモバイルデバイスから前記コンテンツ
を取得し、その取得したコンテンツを前記モバイルデバイスのリソースマネージャーに転
送する、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記キャリアのリソースコーディネーター及び前記モバイルデバイスのリソースマネー
ジャーは、前記コンテンツの複製をローカルストレージに記憶する、請求項４１に記載の
システム。
【請求項４３】
　前記リソースコーディネーターは、リンク又はコンテンツの投稿、及びリンク又はコン
テンツの配布を含む適応リソース配布プロトコルを使用し、リンク又はコンテンツを投稿
し且つリンク又はコンテンツを配布するための判断が基準に基づいている、請求項３１に
記載のシステム。
【請求項４４】
　前記基準は、リソースの人気を含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記配布プロトコルの変更は、帯域幅の消費量に基づく、請求項４３に記載のシステム
。
【請求項４６】
　グループコーディネーターと、
　複数のモバイルデバイスに対するメディアを取得するためのリソースコーディネーター
と、
　前記複数のモバイルデバイスのうちのモバイルデバイスに、受信されたメディアリソー
スを通知するための通知ディストリビューターと、
を備え、
　前記リソースコーディネーターと前記通知ディストリビューターとが、前記複数のモバ
イルデバイスと協働して、前記モバイルデバイスがリソースへのリンク又はリソースのい
ずれかを当該モバイルデバイスの状態に基づいて前記リソースコーディネーターに送信す
ることを含むプロトコルを使用して、リソースへの動的且つ適応的なアクセスを可能にす
る、
サーバ。
【発明の詳細な説明】
【優先権】
【０００１】
　[0001]　本特許出願は、２００３年６月２５日に出願された「Method and Apparatus f
or Media Sharing Over Handset Terminals」と題する対応の仮出願第６０/４８２，６６
９号の優先権を請求する。
【発明の分野】
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【０００２】
　[0002]　本発明は、移動通信の分野に関するものである。より詳細には、本発明は、モ
バイルデバイスを介したリソースの共有に関する。
【発明の背景】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレスウェブの将来の成功は、パーソナルコンテンツの配信に左右される
であろう。パーソナルコンテンツとは、本明細書では、個人によってリアルタイムに作成
されるコンテンツを指すものであって、個人的性質のものである。パーソナルコンテンツ
の作成及び配信の原始的な形態は、カメラを搭載した携帯電話と、マルチメディアメッセ
ージ、即ちＭＭＳをサポートするキャリアとをベースにして、今日存在している。この形
式のコンテンツの配信が原始的であるのは、ポイント・ツー・ポイントのメディアの配信
のみ、即ちユーザは、画像を撮影してそれを別のユーザに直接送信することだけが可能で
あるからである。しかしながら、有線ウェブ(wired web)は、コンテンツの作成及び配信
のための非常に精巧なエコシステムを生み出している。但し、有線ウェブは主に会社や企
業をターゲットにしている。無線ウェブ(wireless web)は、パーソナルコンテンツ作成の
ための同様のエコシステムを可能にすべく進化するであろう。しかしながら、この将来展
望は、グループマネージメント、メディア配信、及び異種デバイスのための動的なグラフ
ィックユーザインターフェイスマッピングを含む、関連の課題に対処することのできるサ
ポートインフラストラクチャーを必要とする。
【０００４】
　[0004]　インターネットは、歴史的にラジオやテレビにすら先行して最も早く採用され
たマスメディアのメカニズムになっている。この成功に対する一つの鍵は、世界的規模で
アクセスが可能な情報の公開を、いかなるユーザにも認める共有モデルにある。更に、デ
ータのページへのグループ化、及びデータ連結グラフを定義するハイパーリンクの使用に
よって、データの配布セットを関連付ける簡潔且つ単純なメカニズムが提供されている。
インターネットの共有モデルは、四つのプロセス、即ちメディア生成、メディア編成、メ
ディア可視化、及びメディアアクセス、に分割することができる。最初の三つのプロセス
は、メディアの公開者に関するものである。一方、最後の一つのプロセスは、エンドユー
ザ又はメディアビューアに関するものである。メディア生成は、公開者がエクスポートす
ることを望むデータの収集に関するものである。このデータは、オーディオ、ビデオ及び
ピクチャーのような取り込まれたメディアと、ドキュメント、アノテーション、及びデー
タベースからのレコード等の生成されたメディアと、を含んでいる。メディア編成は、メ
ディアの論理的構造化、及び、メディアをいかにユーザに提供するかに関するものである
。メディア可視化は、異なるユーザがアクセス可能なデータを管理するためのポリシーを
定義する。最後に、メディアアクセスは、ユーザ（メディアビューア）が公開されたデー
タにアクセスするプロセスである。
【０００５】
　[0005]　上述した四つのプロセスは、汎用的なものであり、異なるドメインに対応づけ
ることができる。有線ウェブの場合、伝統的なワールドワイドウェブモデルは、有線通信
手段を介してインターネットに接続され、且つ、商業的及び個人的なウェブサイトをホス
ティングするサーバーによって特徴付けられる。無線ウェブは、パーソナル化グループワ
イドウェブ(Personalized Group Wide Web)と称される共有モデルであり、このウェブは
、無線接続されるパーソナルハンドデバイスであって個人情報をホスティングするパーソ
ナルハンドヘルドデバイスの集合を仮定している。この個人情報は、上記デバイスから直
接的に、ユーザのグループによって共有されるものである。両モデルは、メディア生成、
編成、可視化、及びアクセスに関する相違を有している。本明細書では、この相違を明確
にし、無線ウェブモデルに関連した課題を説明し、これらの課題に対応するソフトウェア
インフラストラクチャーを提供する。
【０００６】
　[0006]　ヤフーグループは、メッセージ、ピクチャー、及びカレンダーの交換、並びに
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データベースへのエントリーを可能にしている。なお、ヤフーグループｈｔｔｐ：／／ｇ
ｒｏｕｐｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍを参照されたい。しかしながら、このモデルは、全ての
メディアをハンドセットから中央サーバーへアップロードすることが要求されているハン
ドヘルドユーザ用にカスタマイズされていない。代わりに、ＰＧＷＷモデルは、メディア
がハンドセットから直接エクスポートされており、当該メディアが多数のプロパティに基
づいて自動的に移動され得るという仮定に基づいている。
【０００７】
　[0007]　ブロギング(Blogging)は、ダイアリー及びガイドサイトの組合せであり、人々
がメディアを公開し、リアルタイムにウェブサイトへリンクすることを可能にしている。
なお、ブロッガー・コム（Blogger.com)のｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｌｏｇｇｅｒ．ｃｏ
ｍを参照されたい。しかしながら、ブロギングは、グループの概念を有しておらず、個人
がウェブサイトにログインすると、その個人が生成したメディアは誰にでも閲覧可能にな
る。更に、ブロギングは、ブログをホスティングする中央サーバーへの接続を仮定してい
る。ハンドセットユーザは、データを前処理することによって自分のデバイスを強化する
ことを可能にするツールをもっていない。更に、ブログに投稿された新たなメディアに関
してユーザに通知するメカニズムがない。その結果、ユーザは、新規の追加を定期的にチ
ェックしなければならない。
【０００８】
　[0008]　インスタントメッセージ（Instant messaging）は、ユーザがメッセージをリ
アルタイムに交換することを可能にしており、世界的規模で広く使用されている。詳細な
情報については、ＡＯＬインスタントメッセンジャーｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｉｍ．ｃ
ｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ａｄｐ、及びマイクロソフトメッセンジャーｈｔｔｐ：／／ｍｅｓｓ
ｅｎｇｅｒ．ｍｓｎ．ｃｏｍ／を参照されたい。スマートフォンの登場に伴い、インスタ
ントメッセージングプログラムがこれらデバイスへ移植されており、その結果、ユーザは
メッセージをいつでも交換することが可能になっている。パーソナル化グループワイドウ
ェブ用の（即ち、パーソナルコンテンツをグループで共有するための）ミドルウェアイン
フラストラクチャーは、インスタントメッセージをサポートするように拡張できるが、そ
の元来のアプローチは、関係者がアクセス可能なメディアをユーザが投稿することを可能
にすることを目的としている。
【０００９】
　[0009]　モバイル端末間でリソースを共有するメカニズムには、二つの標準的なメカニ
ズムがある。その一つは、全ての機能及びリソースがサーバー側にあるというクライアン
ト－サーバーアプローチを仮定している。クライアントは、サーバーにリソースをプッシ
ュし、また、サーバーからリソースを取得する。二つ目のアプローチは、サーバーインフ
ラストラクチャーがないことを仮定している。その結果、共有インフラストラクチャーは
、ピア・ツー・ピアのアプローチに準拠するハンドセット間で分割されている。
【発明の概要】
【００１０】
　[0010]　本明細書には、ユーザのグループ間でモバイル端末を介してリソースを共有可
能にする方法、及び装置が開示されている。一実施形態においては、この装置は、多数の
モバイルデバイスの一つとしてキャリアのネットワークデバイスと共に使用するためのモ
バイルデバイスを備えている。このモバイルデバイスは、一つ以上のメディアリソースを
記憶するためのメモリと、リソースマネージャーとを備えている。このリソースマネージ
ャーは、メモリに記憶された一つ以上のメディアリソースを、キャリアのリソースコーデ
ィネーターとの協働によって制御して、メディアリソース又は当該メディアリソースへの
リンクをリソースコーディネーターに提供すべきかどうかを動的に決定し、モバイルデバ
イスのグループのうちの他のモバイルデバイスへ一つ以上のメディアリソースを配信可能
にする。
【００１１】
　[0011]　本発明は、種々の実施形態の以下の詳細な説明及び添付の図面から充分に理解
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されるであろう。しかしながら、これらは、本発明を特定の実施形態に限定するものでは
なく、本発明の説明及び理解のためのものに過ぎない。
【本発明の詳細な説明】
【００１２】
　[0024]　本明細書に説明する技術は、上記の二つの標準的なメカニズムの中間的なアプ
ローチをベースにして、モバイルデバイス（例えば、ハンドセット、端末等）間でリソー
スを共有しようとするものである。より詳細には、サーバーインフラストラクチャーは、
グループを調整(coordinate)しており、また、モバイルデバイスがグループマネージメン
トプロトコルに参加すること、そして、リソースがモバイルデバイスから直接共有される
ことを仮定している。このアプローチによれば、サーバーが、グループマネージメント要
求を調整し、また、双方向プロトコルを実行してモバイルデバイスを最新の状態に維持す
る。これによって、クライアント－サーバーモデルが強化される。一実施形態においては
、モバイル端末がプロトコルに参加する。その結果、モバイル端末は、単一要求ごとにサ
ーバー側のインフラストラクチャーに接続する必要がなくなる。即ち、このプロトコルは
、モバイル端末が自身のメモリに最新の情報を保持することを可能にする。純粋なクライ
アント－サーバーアプローチとは異なり、このモデルは、モバイルデバイスから直接的に
リソースを共有している。結果として、モバイル端末が、ローカルリソースをエクスポー
トし、リモートデバイスからの要求を受け入れるサービスを提供する。
【００１３】
　[0025]　本明細書に記載されたハイブリッドモデルは、モバイル端末側の切断及び故障
に、容易に対処することができる。モバイルデバイスは、自身が切断していること、又は
クラッシュしたことを検出すると、サーバーのグループコーディネーター（以下に述べる
）に接続して最新のグループ情報を取得することができる。この情報によって、モバイル
デバイスは、グループの他のメンバーと同期することが可能になる。
【００１４】
　[0026]　以下、ハンドセットのグループにおいて動的なメディアの共有を可能にするメ
カニズム、及びサポート装置について説明する。本明細書に説明する技術は、動的且つ適
応的なリソースの投稿及び配布をも実現しており、効率的なハンドセットリソースホステ
ィングのためのメカニズムを含んでいる。一実施形態においては、実行されるハンドセッ
トリソースホスティングが、動的プロトコルに従っており、当該プロトコルによれば、あ
る状態、即ちスレッシュホールドに到達したときに、ハンドセットがリソースをキャリア
のネットワークサーバーへハンドオーバーする。かかるハンドセットの状態は、例えば、
過剰帯域幅消費状態、低バッテリ状態、又はストレージ割当状態を含んでいる。過剰帯域
幅消費状態にあるときには、多量の帯域幅の使用を回避するために、ハンドセットがメデ
ィアリソースを他のハンドセットに提供することを望まないことがある。低バッテリ状態
とは、リソースをホスティングしているハンドセットが、望んで低電力状態になってバッ
テリの電力を節約しており、当該ハンドセットがホスティングしているリソースに対する
リソース要求に応答し続けるための電力を維持しなくてもよい状態である。ストレージ割
当状態とは、ハンドセットが制限容量（数又はサイズ）を有してリソースをホスティング
しており、その制限に達したときに、ハンドセットがそれに代わってホスティングするネ
ットワークにリソースを提供する状態である。
【００１５】
　[0027]　以下、多くの細部を説明し、本発明をより完全に説明する。しかしながら、当
業者であれば、これら特定の細部が無くとも、本発明を実施することができることは明ら
かであろう。他の例では、本発明を不明瞭にしないために、公知の構造及び装置は、詳細
に示さずに、ブロック図で示す。
【００１６】
　[0028]　以下の詳細な説明の幾つかの部分は、コンピュータメモリ内のデータビットに
対するオペレーションのアルゴリズム及び記号表示で表わされている。これらアルゴリズ
ムの記述及び表示は、データ処理技術の当業者がその仕事の実体を他の当業者に最も効率
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的に伝えるために使用される手段である。アルゴリズムは、本明細書においても、及び一
般的にも、希望の結果を導くステップの首尾一貫したシーケンスであると考えられる。こ
れらのステップは、物理量の物理的な操作を要求するものである。必ずしもそうではない
が、通常、これらの量は、記憶、転送、合成、比較、及びその他操作することのできる電
気的又は磁気的信号の形態をとる。時には、主として共通に使用する理由で、これら信号
をビット、値、エレメント、記号、キャラクタ、用語、番号等として参照するのが便利で
あると分かっている。
【００１７】
　[0029]　しかしながら、これら及び同様の用語は、全て、適当な物理量に関連付けられ
ると共に、これらの量に適用される単なる便利な標号に過ぎないことに注意されたい。以
下の説明から明らかなように特に指示のない限り、この説明全体にわたり、「処理」又は
「計算」又は「算出」又は「決定」又は「表示」等の用語を使用した議論は、コンピュー
タシステムのレジスタ及びメモリ内の物理的（電子的）量として表わされたデータを、コ
ンピュータシステムメモリ又はレジスタ或いは他のこのような情報記憶、送信又はディス
プレイデバイス内の物理的量として同様に表わされる他のデータへ操作及び変換するコン
ピュータシステム又は同様の電子計算デバイスのアクション及びプロセスを指すことが明
らかであろう。
【００１８】
　[0030]　また、本発明は、これらオペレーションを遂行するための装置にも係る。この
装置は、要求された目的に対して特別に構成されてもよいし、或いは記憶されたコンピュ
ータプログラムにより選択的に起動され、又は再構成される汎用コンピュータを備えても
よい。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶メディア
に記憶されてもよく、この記憶メディアは、フロッピーディスク、光学ディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、及び磁気－光学ディスクを含む任意の形式のディスク、リードオンリメモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気又は光学
カード、或いはコンピュータシステムバスに各々接続されて電子的命令を記憶するのに適
した任意の形式のメディアであるが、これらに限定されない。
【００１９】
　[0031]　また、本明細書に示すアルゴリズム及びディスプレイは、特定のコンピュータ
や他の装置に固有に関係したものではない。種々の汎用システムを、本明細書の教示に基
づくプログラムと共に使用してもよいし、必要な方法ステップを遂行する更に特殊な装置
を構成することが便利であることがわかるであろう。これらの種々のシステムに必要な構
造は、以下の説明から明らかとなろう。更に、本発明は、特定のプログラミング言語を参
照して説明するものではない。ここに述べる本発明の教示を実施するのに種々のプログラ
ミング言語を使用してもよいことが明らかであろう。
【００２０】
　[0032]　マシン読み取り可能なメディアは、マシン（例えば、コンピュータ）により読
み取りできる形態で情報を記憶又は送信するためのメカニズムを含む。例えば、マシン読
み取り可能なメディアは、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、磁気ディスク記憶メディア、光学記憶メディア、フラッシュメモリデバイス、電
気、光学、音響又は他の形態の伝播信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号等
）、等を含んでもよい。
【００２１】
　[0033]　図１Ａは、本明細書に説明する効率的なリソース共有を実行するためのシステ
ムコンポーネントを示している。図１Ａを参照すれば、ハンドセット１００は、キャリア
のネットワークサーバー１１０に通信可能に結合されて示されている。ハンドセット１０
０は、キャリアによって取り扱われるハンドセットのグループの一部である。ハンドセッ
ト１００は、如何なるモバイルデバイス（例えば、携帯電話、コンピュータシステム等）
であってもよい。キャリアのネットワークサーバー１１０は、一つ以上のサーバーを含ん
でもよく、グループ内のハンドセット（及びハンドセットの他のグループ）と協働してキ
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ャリアによって実行されるリソース共有を調整する。ネットワークサーバー１１０は、ハ
ンドセットの多数のグループに対してリソースを調整してもよいことに注意されたい。一
つのグループは、一つ以上のメンバー、及び、これらメンバーによって提供される０以上
のリソースから構成されている。一実施形態においては、一つのグループが、少なくとも
一つのメンバーを有している。但し、グループは、リソースを有していなくてもよい。各
リソースは、厳密には一つのメンバーに属しており、各メンバーは、０以上のリソースを
グループにエクスポートすることができる。リソースは、本明細書では、基本クラスとし
て定義されており、そのサブクラスが本明細書ではメディアと称されている。メンバーは
、基本クラスである。個人は当該基本クラスからのサブクラスであってもよい。リソース
及びメンバーに対する新たなサブクラスは、新たな形式のリソース（例えば、サーバー）
及びメンバー（例えば、偏在する計算環境）の組込みといった拡張を可能にする。
【００２２】
　[0034]　一実施形態において、ハンドセット１００は、ブラウザ１０１と、リソースマ
ネージャー１０２と、ローカルキャッシュ１０３と、通知マネージャー１０４とを備えて
いる。リソースマネージャー１０２は、リソースを他のハンドセットに供給し、他のグル
ープメンバーのハンドセットによって追加されたリソースを追跡する。通知マネージャー
１０４は、リソースに関する外部からの通知を受信し、それらを処理のために適切な記憶
位置へ転送する。ブラウザ１０１は、ハンドセットのグループが使用可能なリソースのセ
ットにリソースを追加し、リソースを検索し、リソースマネージャー１０２によって提供
されたリソースのリストを得るための要求を指示する。
【００２３】
　[0035]　ネットワークサーバー１１０は、グループコーディネーター１１１と、リソー
スコーディネーター１１２と、グループキャッシュメモリ１１３と、通知ディストリビュ
ーター１１４とを備えている。グループコーディネーター１１１は、ハンドセットグルー
プの調整を取り扱う。この調整はハンドセットグループメンバーシップを管理することを
含んでいる。リソースコーディネーター１０２は、ハンドセットグループに対するリソー
スの配布及び管理を調整する。通知ディストリビューター１１４は、リソース並びに当該
リソースの配布及び利用可能性に関する通知を伝達可能にする。
【００２４】
　[0036]　以下、図１Ａを参照する。ブラウザ１０１、又はハンドセット１００の別のア
プリケーションプログラムは、要求をリソースマネージャー１０２へ送信する。リソース
マネージャーはその要求に対するサービスを実行する。これらの要求は、リソース追加要
求、リソース検索要求、及びリソースリスト要求を含んでもよい。リソース追加要求に応
答して、リソースマネージャー１０２は、ハンドセットグループ番号が使用可能なリソー
スのグループに追加されるべくハンドセット１００がホスティングしているリソースを要
求する。この要求は、リソースコーディネーター１１２に対してなされ、リソースコーデ
ィネーターは、リソースをキャッシュメモリ１１３に記憶し及び／又はリソースをグルー
プ内の他のハンドセットへ送信する。リソース検索要求に応答して、リソースマネージャ
ー１０２は、グループキャッシュメモリ１１３からリソースを提供するリソースコーディ
ネーター１１２にリソースを要求するか、又は他のハンドセットがリソースをホスティン
グしている場合にグループ内の別のハンドセットにリソースを要求する。リソースが得ら
れると、リソースマネージャー１０２は、リソースをローカルキャッシュメモリ１０３に
記憶させる。リソースリスト要求に応答して、リソースマネージャー１０２は、ブラウザ
１０１又は別のアプリケーションプロセスに、ローカルキャッシュメモリ１０３に記憶さ
れたリソースのリストを提供する。
【００２５】
　全般的プロトコル
【００２６】
　[0037]　一実施形態においては、動的且つ適応的なメディア処理及び配布によって、ハ
ンドセットとキャリアとの間におけるリソースの動的な取り扱いが実現されている。一実
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施形態においては、動的且つ適応的なメディアホスティング及び配布によって、四つのメ
ディアホスティング及び配布技術を一組の基準に基づいて切り替えるプロトコルが使用さ
れている。一実施形態においては、この基準には、メディアの人気、及び、メディアによ
って消費される帯域幅の量が含まれている。一実施形態においては、コンポーネントが、
ネットワークの使用状態と、メディアに対する要求の数とを監視する。このコンポーネン
トは、適応的なスレッシュホールドを使用して、人気のレベルを決定してもよい。
【００２７】
　[0038]　一実施形態においては、四つのメディアホスティング及び配布形式がある。こ
れらは、リンク投稿／リンク配布、リンク投稿／コンテンツ配布、コンテンツ投稿／リン
ク配布、コンテンツ投稿／コンテンツ配布と称される。一実施形態においては、メディア
の人気が高く且つ使用可能な帯域幅が広い場合には、動的且つ適応的メディア投稿配布モ
デルのユーザコンテンツ配布／コンテンツ配信がなされる。人気が中程度であり且つ使用
可能な帯域幅が中程度である場合には、動的且つ適応的なメディア投稿配布モデルがコン
テンツ投稿及びリンク配布のモードに切り換わる。メディアの人気が低く且つ使用可能な
帯域幅が狭い場合には、動的且つ適応的メディア投稿及び配布モデルがリンク投稿及びリ
ンク配布モードに切り換えられる。最後に、メディア人気は低いが、使用可能な帯域幅が
広い場合には、動的且つ適応メディア投稿及び配布モデルがリンク投稿及びコンテンツ配
布モードに切り換えられる。なお、高い（広い）及び低い（狭い）の程度は、互いに相対
的なものでよいことに注意されたい。各モデルについて、以下に詳細に説明する。
【００２８】
　[0039]　上述したインフラストラクチャーは、キャリアのネットワークとハンドセット
との間においてミドルウェアインフラストラクチャーを分割することによって、ハンドセ
ット間でのメディア共有を可能にする。このインフラストラクチャーは、グループ生成及
び削除、メンバーシップ管理、並びに通知のための多数のプロトコルを有しており、これ
らはリソースの共有をサポートするために使用される。一実施形態においては、ハンドセ
ットとキャリアとの間でリソースを動的に取り扱うためのプロトコルが、主として、ハン
ドセットのリソースマネージャー及びキャリアのサーバー装置のリソースコーディネータ
ーによって調整される。
【００２９】
　リソース追加プロトコル
【００３０】
　[0040]　このプロトコルによって、ハンドセットユーザは、ローカルリソースを選択し
て当該ローカルリソースを残りのハンドセットグループに対して使用可能にすることがで
きる。エクスポートされたリソースは、中央サーバーへ転送されるのではなく、ハンドセ
ットに保持される。結果として、ハンドセットは、共有メディアに対する要求にサービス
する役割も果たす。
【００３１】
　[0041]　一実施形態においては、自分のハンドセットのメディアを共有しようとするハ
ンドセットのユーザによってプロトコルが開始される。ユーザは、ハンドセットで作動し
ているアプリケーションを使用して、リソースを選択し、要求を送信して当該リソースを
グループで共有する。ハンドセットで作動しているリソースマネージャーは、キャリアに
おいてホスティングされているグループオブジェクトへ要求を送信し、共有されているリ
ソースのＵＲＬを提供する。グループオブジェクトは、前もって生成された通知チャンネ
ルを使用して、登録された全てのハンドセットへ通知を送信する。一実施形態においては
、この通知は、メッセージ形式「ResourceAdded」と、リソースのＵＲＬとを含む。通知
チャンネルは、この通知を、登録されているハンドセットの通知マネージャーへ転送する
。この通知は、グループにより与えられるオリジナルパラメータと、二つの新たなフィー
ルド、即ちチャンネルの形式及び名前とを含む。通知マネージャーは、この通知を受信し
て、当該通知を、特定チャンネルに登録されておりハンドセットで実行されている全ての
リスナーへ転送する。
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【００３２】
　[0042]　図２は、ハンドセットとキャリアのネットワークとの間におけるリンク投稿及
びリンク配布モードを示すデータフロー図である。各々のオペレーションは、ハードウェ
ア（例えば、回路、専用ロジック等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専
用マシンで実行されるような）或いはその両方の組合せで構成されるネットワークサーバ
ー及びハンドセットの処理ロジックによって実行されるものとして説明する。
【００３３】
　[0043]　以下、図２を参照する。まず、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが
、要求を受信して、キャリアによって調整されるグループ内のハンドセットが使用可能な
リソースのプールにリソースを追加する。この要求は、ハンドセット１００のブラウザ１
０１又は別のアプリケーションから到来してもよい。次に、このリソース追加要求に応答
して、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが、ネットワークサーバー１１０のリ
ソースコーディネーター１１２へリンクを送信する。次に、リソースハンドラー１１２の
処理ロジックが、このリンクを受信して、グループキャッシュメモリ１１３に記憶する。
また、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、通知コーディネーター１１４へも通
知を送信する。次に、受信した通知に応答して、通知コーディネーター１１４の処理ロジ
ックは、グループのメンバーである他のハンドセットへリンクを送信する。通知マネージ
ャー１０４といったハンドセットの通知マネージャーの処理ロジックは、リンクを受信し
て記憶する。
【００３４】
　[0044]　図３は、グループ内のハンドセットが使用可能なリソースへリソースを追加す
るためのコンテンツ投稿及びリンク配布モードを示すデータフロー図である。オペレーシ
ョンは、ハードウェア（例えば、回路、専用ロジック等）、ソフトウェア（汎用コンピュ
ータシステム又は専用マシンで実行されるような）或いはその両方の組合せから構成され
得るネットワークサーバー及びハンドセットの処理ロジックによって実行される。
【００３５】
　[0045]　以下、図３を参照する。まず、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが
、リソース追加要求を受信する。このリソース追加要求は、ハンドセット１００のブラウ
ザ１０１又は別のアプリケーションから到来してもよい。次に、これに応答して、リソー
スマネージャー１０２の処理ロジックが、リソースハンドラー１１２へコンテンツを送信
する。次に、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、このコンテンツをハンドセッ
ト１００から受信し、当該コンテンツをグループキャッシュメモリ１１３に記憶する。ま
た、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、通知コーディネーター１１４へも通知
を送信する。次に、通知コーディネーター１１４の処理ロジックが、この通知を受信し、
グループのハンドセットへリンクを送信する。通知マネージャー１０４といったハンドセ
ットの通知マネージャーの処理ロジックは、通知コーディネーター１１４からリンクを受
信する。
【００３６】
　[0046]　図４は、グループ内のハンドセットが使用可能なリソースへリソースを追加す
るためのリンク投稿及びコンテンツ配布モードの一実施形態を示すデータフロー図である
。このリンク投稿及びコンテンツ配布のオペレーションはキャリアのネットワークサーバ
ー及びハンドセットの処理ロジックによって実行され、ハードウェア（例えば、回路、専
用ロジック等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専用マシンで実行される
ような）或いはその両方の組合せから構成される。
【００３７】
　[0047]　以下、図４を参照する。まず、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが
、リソース追加要求を受信する。このリソース追加要求は、ハンドセット１００のブラウ
ザ１０１又は別のアプリケーションから受信されてもよい。次に、このリソース追加要求
に応答して、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが、リソースハンドラー１１２
へリソースに対するリンクを送信する。次に、リソースハンドラー１１２の処理ロジック
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が、このリンクを受信して、コンテンツをリソースマネージャー１０２から検索する。コ
ンテンツを受け取った後に、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、コンテンツを
グループキャッシュメモリ１１３に記憶する。また、リソースハンドラー１１２の処理ロ
ジックは、リソースが、ハンドセットのグループが使用可能なリソースに追加されたこと
を示す通知を通知コーディネーター１１４へも送信する。次に、この通知に応答して、通
知コーディネーター１１４の処理ロジックが、これらの通知を受信し、グループのハンド
セットへコンテンツを送信する。そして、通知マネージャー１０４といったハンドセット
の通知マネージャーの処理ロジックは、コンテンツを受信し、当該コンテンツをキャッシ
ュメモリ１０３といったハンドセットのキャッシュメモリに記憶する。
【００３８】
　[0048]　図５は、ハンドセットのグループが使用可能なリソースのセットにリソースを
追加するためのコンテンツ投稿及びコンテンツ配布モードを示すプロセスの一実施形態の
フロー図である。図５のオペレーションは、キャリアのネットワークサーバー１１０及び
ハンドセット１００の処理ロジックにより実行され、ハードウェア（例えば、回路、専用
ロジック等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専用マシンで実行されるよ
うな）或いはその両方の組合せから構成される。
【００３９】
　[0049]　以下、図５を参照する。まず、このプロセスは、リソースマネージャー１０２
の処理ロジックがリソース追加要求を受信することによって開始される。このリソース追
加要求は、ハンドセット１００のブラウザ１０１又は別のアプリケーションから到来して
もよい。次に、このリソース追加要求に応答して、リソースマネージャー１０２の処理ロ
ジックが、ネットワークサーバー１１０へコンテンツを送信する。次に、ネットワークサ
ーバー１１０のリソースハンドラー１１２の処理ロジックが、そのコンテンツを受け取り
、グループキャッシュ１１３に記憶する。また、リソースハンドラー１１２の処理ロジッ
クは、通知コーディネーター１１４にも通知を送信する。次に、通知コーディネーター１
１４の処理ロジックが、この通知を受信して、グループのハンドセットへコンテンツを送
信する。そして、通知マネージャー１０４といったハンドセットのグループの通知マネー
ジャーの処理ロジックが、コンテンツを受信して、当該コンテンツをキャッシュメモリ１
０３といったメモリに記憶する。
【００４０】
　リソースを取得するためのリソースプロトコル
【００４１】
　[0050]　リソース検索プロトコルは、効率的なハンドセットリソースホスティングを実
行すると共に、ハンドセットユーザがグループに追加されたリソースを取得することを可
能にする。グループにより送信されるメッセージのタイプと、リスナーアダプタにより呼
び出されるメソッドについては相違している。グループオブジェクトは、リソース追加(r
esource added)ではなく検索リソース(retrieve resource)の形式のメッセージを送信し
、リスナーアダプタは、以下に詳細に述べるように、ResourceAddedではなく、ResourceR
emovedを呼び出す。
【００４２】
　[0051]　図６及び７は、リソース検索プロトコルの二つの実施形態のデータフロー図で
ある。図６は、リソースがコンテンツとして配布される場合におけるコンテンツからのリ
ソース検索プロトコルを示し、一方、図７は、リソースがリンクとして配布される場合に
おけるリソース検索プロトコルを示す。
【００４３】
　[0052]　 以下、図６を参照する。リソースを検索するオペレーションは、ハンドアウ
ト及びネットワークサーバーの処理ロジックにより実行され、ハードウェア（例えば、回
路、専用ロジック等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専用マシンで実行
されるような）或いはその両方の組合せで構成されてもよい。
【００４４】
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　[0053]　図６を参照すると、まず、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが、ハ
ンドセット１００のブラウザ１０１又は別のアプリケーションからリソース検索要求を受
信する。次に、この要求に応答して、リソースマネージャー１０２が、キャッシュメモリ
１０３をチェックして、ハンドセット１００がローカルキャッシュに記憶したリソースを
有するかどうかを決定する。もしそうであれば、リソースマネージャー１０２の処理ロジ
ックは、要求されたリソースを供給する。もしそうでなければ、リソースマネージャー１
０２の処理ロジックは、キャリアのネットワークサーバー１１０へリソース検索要求を送
信する。そして、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、リソース検索要求を受信
し、キャッシュメモリ１１３にアクセスしてリソースを検索する。次に、それに応答して
、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、リソースを受信して、ハンドセット１０
０へ送信する。次に、リソースマネージャー１０２の処理ロジックが、リソースハンドラ
ー１１２からコンテンツを受信して、当該コンテンツをキャッシュメモリ１０３に記憶す
る。また、リソースマネージャー１０２の処理ロジックは、要求を発しているアプリケー
ションへもリソースを提供する。
【００４５】
　[0054]　図７によれば、図６を参照して説明したものと同様のリソース検索が実行され
る。しかしながら、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが、検索要求を受け取って
、ローカルキャッシュメモリ１１３がリソースを有していないと決定すると、リソースハ
ンドラー１１２の処理ロジックは、リソースを投稿するハンドセット、この場合にはハン
ドセット２００に、リソース検索要求を送信する。次に、リソースマネージャー２０２の
処理ロジックが、この要求を受け取って、キャッシュメモリ２０３にアクセスする。次に
、リソースマネージャーの処理ロジックが、コンテンツを受信して、当該コンテンツをリ
ソースハンドラー１１２へ送信する。次に、リソースハンドラー１１２の処理ロジックが
、コンテンツを受信して、リソースのコピーをキャッシュメモリ１１３に記憶すると共に
、コンテンツをハンドセット１１０へ転送する。そして、リソースマネージャー１０２の
処理ロジックが、コンテンツを受信して、キャッシュメモリ１０３に記憶する。また、リ
ソースマネージャー１０２の処理ロジックが、リソースを最初に要求したアプリケーショ
ン、例えば、ハンドセット１１０のブラウザ１０１にもコンテンツを提供する。
【００４６】
　実装例
【００４７】
　[0055]　図１Ｂは、システムアーキテクチャーの全体図である。このアプローチは、ネ
ットワークとハンドセットとの間で分割された非対称的なクライアント－サーバーミドル
ウェアインフラストラクチャーに基づいて、グループのメディア共有を可能にしている。
ネットワークにおけるミドルウェアは、グループ調整(coordination)、メンバーシップ調
整、メディア調整、通知調整、及び動的ユーザインターフェイス（ＵＩ）バインディング
調整のための機能を提供する。ハンドセットにおけるミドルウェアインフラストラクチャ
ーは、グループにメディアを追加しグループからメディアを除去する機能、通知を受け取
ってそれをハンドセットに登録された適当なサービスへルーティングする機能、及びデバ
イスに対してカスタマイズされたユーザインターフェイスを生成する機能を提供する。通
知によって、ハンドセットに、グループ、メンバーシップ、及びグループ内のメディア変
更が知らされる。
【００４８】
　[0056]　一実施形態においては、グループコーディネーターは、リモートアクセス可能
なオブジェクトであり、グループ生成、削除、保留及び再開を含む全体的なグループ調整
の役割を果たす。また、グループコーディネーターは、グループメンバーシップの管理も
行なうが、クラス・グループ(Group)のリモートアクセス可能なオブジェクトに機能を委
譲する。図８は、両オブジェクトに対するインターフェイスを含むグループコーディネー
ターの一実施形態のＵＭＬ図である。
【００４９】
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　[0057]　一実施形態において、各グループは、誰がメディアを公開することができ誰が
メディアにアクセスできるかを暗示的に特定するセキュリティドメインを定義する。各グ
ループのセキュリティの振る舞い(behavior)に特有のものが、ポリシー（アクセスポリシ
ー）にカプセル化される。これは、異なるグループ及びコンテクストに対してカスタマイ
ズすることができる。また、グループは、リモートオブジェクトでもあり、グループコー
ディネーター(group coordinator)によってインスタンス化されたグループサーバー（(gr
oup server)に登録される。一実施形態においては、各グループは、ピア（ハンドセット
）がこれと通信することを可能にする関連リモートリファレンスを有する。グループオブ
ジェクトは、メンバー及びリソースを追加し、除去し、列挙し、獲得するための基本的機
能を提供する。更に、一実施形態においては、グループオブジェクトは、他の二つの特定
のオブジェクト、即ち通知チャンネル及びリソースハンドラーと対話する。メディア共有
モデルは、クライアントに通知を送信し、これらクライアントのグループの状態が変化す
るときに当該クライアントを最新の状態に保持する。グループオブジェクトのメソッドが
呼び出されるたびに、このオブジェクトは、自動的に通知チャンネルを使用して全メンバ
ーに通知する。第２のオブジェクトであるリソースハンドラーは、グループオブジェクト
に登録されていて、メンバー及びリソースがグループに追加されたりグループから除去さ
れたりする度に通知を受信する。リソースハンドラーは、全グループのアクティビティへ
のアクセスを伴う信頼性の高い集中サービスを提供することを目的にしている。リソース
ハンドラーは、グループ内で送信された通知を記憶することができ、これをクライアント
（ハンドセット）が使用して、切断周期後にそれらの状態を同期させることができる。リ
ソースハンドラーは、多数のグループに特有のタスクに使用できるので、特定の機能を提
供するためにサブクラス化することができる抽象クラスが提供されている。例えば、ＷＥ
Ｂ／ＷＡＰ／ｃＨＴＭＬ／ＸＭＬページの形態でグループにエクスポートされる全メディ
アの概要を生成するDigestMediaHandlerを生成することができる。このページは、グルー
プに追加されておりクライアントデバイスに記憶されているメディアへのリンクを含んで
いる。このDigestMediaHandlerは、通知メカニズムに参加しようとしないクライアントが
、グループにエクスポートされた全メディアに容易にアクセスすることを可能にする。更
に、異なる会社が、既存の会社のテンプレート及びオーサリングツールを用いてダイジェ
ストのレイアウトをカスタマイズし、カスタマイズされた視覚アスペクトをグループに提
供することができる。別のリソースハンドラーの例は、自動的にメディアをネットワーク
においてローカルにキャッシュすることができ、それ故、メディアをエクスポートするハ
ンドセットが使用できなくても、そのメディアにアクセスすることを可能にする。グルー
プ共有のデフォールトの振る舞い(behavior)は、ハンドセットにメディアを残すことであ
る。リソースハンドラーの汎用性は、グループの全状態へのアクセスを伴う処理要素を提
供する。これは、伝統的なワールドワイドウェブモデルにおけるＣＧＩに匹敵する。
【００５０】
　[0058]　通知コーディネーター（ＮＣ）は、配布されたオブジェクト間に通知を伝達可
能にする機能を提供する。一実施形態においては、ＮＣは、通知チャンネル(Notificatio
n Channel)と本明細書で称されているオブジェクトに伝達機能を委譲し、通知チャンネル
を形成、削除、リスト、及び取得するためのインターフェイスを提供する。一実施形態に
おいては、異なるネットワーク接続、ひいては、異なる通信特性をもつメンバーからグル
ープが構成される。通知チャンネルクラスをサブクラス化して、クライアントが使用して
いるリンクの形式に関わらず整合性を確保するために、異なる伝達セマンティックスの提
供が可能な実装部を提供する。一実施形態においては、各通知チャンネルは、形式（type
)及び名前(name)で特徴付けられており、リスナーのリストを有している。更に、通知チ
ャンネルは、リモートオブジェクトとして実装されている。一実施形態においては、三つ
の基本メソッドであるリスナー追加(add listener)、リスナー除去(remove listener)、
及び通知送信（send notification)が通知チャンネルに実装されている。通知送信(SendN
otification)のデフォールトの実装部は、チャンネルの形式及び名前と、メソッドの呼出
元によって指定されたパラメータとを含む非同期メッセージを、リスナーのリストに対し
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て繰り返して、各リスナーへ送信する。一実施形態では、全てのリスナーが図９に示すイ
ンターフェイスを実装しており、このインターフェイスはNotifyと称されるメソッドを定
義しており、このNotifyは通知チャンネルによって呼び出される。また、リスナーは、通
知チャンネルがリモート呼出しできるようにリモートオブジェクトとして実装されている
。
【００５１】
　[0059]　動的ＵＩバインディングコーディネーター（ＤＵＩＢＣ）は、ユーザインター
フェイスの生成の間にモバイルデバイスをアシストすることを目的としている。このＤＵ
ＩＢＣは、特定のＵＩライブラリーの実装部を登録する機能と、デバイスの能力に基づい
てＵＩライブラリーの実装部を問合せする機能と、ライブラリーの実装部をターゲットデ
バイスの動的ＵＩバインディングマネージャーにアップロードする機能とを提供する。更
に、限定されたリソースをもつデバイス用に、ＤＵＩＢＣは、ＵＩバインディングプロセ
スを実装して、カスタマイズされたインターフェイスをモバイルデバイスへ送信すること
ができる。なお、非リソース限定デバイスについては、実際のバインディングがデバイス
において発生する。
【００５２】
　[0060]　通知マネージャー(Notification Manager)は、外部通知を受信し、それらを、
ローカルデバイスで作動している適切なオブジェクトへリダイレクトする役割を果たす。
一実施形態において、通知マネージャーの一つの目的は、二つの面を有しており、（ｉ）
イベント配布に対する帯域幅の利用を減少して潜在的には最小にすること、（ii）通知を
、登録されているオブジェクトに対して意味のある高レベルのメソッドの呼出しへと変換
することである。
【００５３】
　[0061]　帯域幅を最小化することで、無線（又は無線通信）装置がアクティブである時
間を短縮することによって、モバイルデバイスのバッテリ寿命を保持する。通知を取り扱
う場合に、一つの実装部は、モバイルデバイスの異なるオブジェクトをリモートチャンネ
ルに登録する。しかしながら、二つ以上のローカルオブジェクトが同じチャンネルに登録
される場合には、リモートチャンネルが情報を何回もデバイスへ送信する。代わりに、通
知マネージャーは、リモートチャンネルから通知を一度受信し、その通知を、ローカルの
プロセス間通信メカニズムを使用してモバイルデバイスにおいてローカルに再配布する。
それ故、デバイスによって受信されるデータの量が効果的に削減される。通知マネージャ
ーの第２の目的である通知変換は、高レベルのオブジェクトが、通知に含まれている生の
データを取り扱わねばならないことを回避する。通知マネージャーは、通知を標準的なメ
ソッド呼出しへ変換するアダプタ（リスナーアダプタ）を使用する。それ故、既存のオブ
ジェクトを、実装部に変更を伴わずに、通知マネージャーに登録することが可能になる。
【００５４】
　[0062]　通知マネージャーは、通知を受信して、当該通知を、特定のチャンネルに登録
されておりハンドセットで作動している全てのリスナーへ転送する。リスナーには、リス
ナーアダプタ及び汎用リスナーの二つの形式がある。リスナーアダプタは、通知を受信し
て、当該通知をメソッドの要求へと変換する。リソースマネージャーは、リスナーアダプ
タに登録されている。それ故、通知を受信すると、リスナーアダプタは、三つのパラメー
タ、チャンネル形式(channel type)、チャンネル名(channel name)及びリソースのＵＲＬ
を用いて、リソースマナージャーの「ResourceAdded」メソッドを呼び出す。リスナーア
ダプタに登録されていないリスナーは、オリジナル要求を処理する役割を果たす。
【００５５】
　[0063]　一実施形態においては、通知マネージャーが、リスナーを追加及び除去し、リ
スナーアダプタを追加及び除去するインターフェイスを提供しており、通知リスナー(Not
ification Listener)クラスから「notify」メソッドを継承している。リスナーアダプタ
は、「notify」要求を受信して、その通知の内容に基づいてそれを特定のメソッド要求に
変換する。一実施形態において、各リスナーアダプタは、オブジェクトのクラスに割当て



(18) JP 4560513 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

られており、自身を通知マネージャーに登録している。通知マネージャーは、リスナーを
追加する要求を受信すると、そのクラスを得て、適切なリスナーアダプタを探し、それに
リスナーを登録する。リスナーアダプタが見つからない場合には、通知マネージャーは、
自身のリスナーリストにオブジェクトを記憶し、チャンネルの形式及び名前が一致すると
きにオブジェクトの通知メソッドを呼び出す。リスナーアダプタに登録されたオブジェク
トに対して、リスナーアダプタは、「notify」の呼出しを獲得して、通知を分析し、登録
されたリスナーにおける適切なメソッドを呼び出す。図１０は、通知マネージャー及びリ
スナーアダプタの一実施形態のブロック図である。
【００５６】
　[0064]　リソースマネージャーは、ローカルリソースをグループへエクスポートする機
能を提供しており、他のメンバーによってグループに追加されたリソースに関するグロー
バル情報も保持している。一実施形態において、リソースマネージャーは、通知マネージ
ャーに登録され、通知マネージャーは、リソースがグループに追加されたり除去されたり
するときにリソース追加(AddResource)及びリソース除去(RemoveResource)を呼び出す。
全グループのリソースに関する情報を維持することは任意であるが、ネットワーク側で作
動しているグループコーディネーターへの頻繁な要求を回避することが有用である。
【００５７】
　[0065]　リソースマネージャーは、リソースをリモートピアに供給する役割を果たして
おり、かかる機能をリソースサーバー(ResourceServer)クラスのオブジェクトへ委譲して
いる。リソースマネージャーは、任意であるが、グループの状態に関するローカル情報を
維持するために同期機能を提供することができる。異なる形式のモバイルデバイス及びネ
ットワーク接続は、異なる同期メカニズムを必要とする。このような機能は、同期ポリシ
ーインターフェイスに合致しなければならない外部オブジェクトにカプセル化されている
。最終的に、リソースマネージャーは、グループコーディネーターのリソースハンドラー
と調整してキャッシュ機構を実装することもできる。キャッシングによって、モバイルデ
バイスは、リソースをネットワークサイズにプッシュし、到来する全てのトラフィックを
リソースハンドラーにリダイレクトすることが可能になる。それ故、到来する要求の数を
削減することができる。また、キャッシングは、キャッシングポリシーインターフェイス
を実装する外部オブジェクトにより実装されてもよい。
【００５８】
　[0066]　リソースは、グループ及びアプリケーションの形式によって要求されたときに
特化することができる基本クラスである。メディアは、リソースのサブクラスとして定義
されるが、現在システムの将来例におけるサービスのような他の形式のリソースも考えら
れる。リソースマネージャーは、異なる形式のリソースの特定の要求に対処するように特
化することができる。図１１は、リソースマネージャー、同期ポリシー及びキャッシング
ポリシーに対するＵＭＬクラスダイアグラムである。
【００５９】
　動的ＵＩバインディングマネージャー（ＤＵＩＢＭ）
【００６０】
　[0067]　ＤＵＩＢＭは、特定のデバイスに対して動的にカスタマイズされるユーザイン
ターフェイスを生成するための機能を提供する。一実施形態において、ＤＵＩＢＭは、Ｊ
ＳＰカスタムタグと同様のメカニズムを使用するが、インターフェイスと共にタグのコー
ドを埋め込むのではなく、ＤＵＩＢＣから適切なコードを動的に得る。一実施形態におい
て、ＤＵＩＢＭは、二つの重要なコンポーネント、即ち、ＵＩライブラリーインターフェ
イス、及びＵＩライブラリーの実装部を定義する。
【００６１】
　[0068]　ＵＩライブラリーインターフェイスは、例えば、デバイスに関するリストを提
供するコンポーネントといった特定のＵＩコンポーネント（例えば、小型装置）に対する
ＵＩレンダリング又は操作のセマンティックスを定義する。ＵＩライブラリーインターフ
ェイスは、関連のＵＩインターフェイスコンポーネントの集合である。ＵＩライブラリー
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インターフェイスは、ライフサイクルコールバックを定義するＪａｖａインターフェイス
と、コンポーネント及びその属性を定義するインターフェイス指定子とを用いて定義され
る。Ｊａｖａインターフェイスは、ＪＳＰカスタムタグインターフェイスと厳密に同じで
あり、インターフェイス指定子は、ＪＳＰカスタムタグを指定するのに使用されるＴＬＤ
（タグライブラリー指定子）と同様であるが、クラス名のような具体的な実装の細部をも
たない。
【００６２】
　[0069]　ＵＩライブラリー実装部は、ライブラリーインターフェイスを実装している。
典型的なＵＩライブラリーパッケージは、インターフェイス指定子、インターフェイスの
実装部、及び能力指定子を含むＵＩライブラリーインターフェイスを備えている。ライブ
ラリーインターフェイス定義部は、そのＴＬＤファイルに指定された実装クラスを有する
。能力指定子は、ネームとバリューの対を使用して能力を列挙する。ＤＵＩＢＭは、ＤＵ
ＩＢＣと対話して、適切なＵＩライブラリー実装部を取得し、更なる参照のためにローカ
ルにキャッシュする。
【００６３】
　[0070]　開発段階において、ＵＩインターフェイスの開発者は、ＵＩライブラリーイン
ターフェイスについて合意し、これらのインターフェイスをアプリケーションの開発者及
びＵＩライブラリーの実装者に提供する。アプリケーションの開発者は、これらのインタ
ーフェイスに対してユーザインターフェイスをコード化し、ＵＩライブラリーの実装者は
、具体的な実装部を提供する。開発段階において、ＪＳＰ及びカスタムタグと同様に、Ｍ
ＳＰは、開発段階中に潜在的に予めコンパイルされなければならない。しかしながら、Ｊ
ＳＰとは異なり、生成されたコードは、具体的なＵＩライブラリー実装部に結び付けられ
ず、代わりに、プロキシ実装部（ＤＵＩＢＣ）に結び付けられる。最終的に、ランタイム
では、生成されたインターフェイスが、ＵＩコンポーネントを呼び出す必要があるときに
、ＵＩライブラリーインターフェイス名、ＵＩコンポーネント、及びデバイスの能力を用
いてＤＵＩＢＣを呼び出す。ＤＵＩＢＣは、デバイスの能力に適した指定のライブラリー
インターフェイス用の実装部を提供するために、ＵＩコントローラのディスカバリーサー
ビスを求める。
【００６４】
　動的なオンデバイスＵＩバインディング
【００６５】
　[0071]　このプロトコルは、モバイルデバイスにおいてＵＩを動的に生成するのに必要
なステップを記述している。このプロトコルは、図１３に示されている。ハンドセットで
作動しているアプリケーションは、ＵＩを要求するときに、ハンドセットで作動している
動的ＵＩバインディングマネージャー（ＤＵＩＢＭ）に要求を送信し、ＵＩライブラリー
インターフェイスの集合を使用するＵＩテンプレートをそれに提供する。ＤＵＩＢＭは、
このＵＩテンプレートを分析し、ＵＩライブラリーインターフェイスに基づいて、現在の
デバイスに適したＵＩライブラリー実装部を探す。ＤＵＩＢＭは、その内部キャッシュに
おいて探索を開始し、適合するものが見つからない場合には、動的ＵＩバインディングコ
ーディネーター（ＤＵＩＢＣ）に接続し、モバイルデバイス及び特定のＵＩライブラリー
インターフェイスのプロパティの説明を提供する。ＤＵＩＢＣは、与えられたパラメータ
を使用して、適切なＵＩライブラリー実装部を探索し、それをＤＵＩＢＭへ返送する。全
てのＵＩライブラリー実装部を用いて、ＤＵＩＢＭはＵＩを生成してそれをアプリケーシ
ョンへ返送する。
【００６６】
　[0072]　以上の説明を読めば、本発明の多数の変更や修正が疑いなく当業者に明らかで
あろうから、一例として図示して説明した特定の実施形態は、本発明を何らこれに限定す
るものではないことを理解されたい。それ故、種々の実施形態の細部は、本発明の本質と
みなされる特徴のみを記載した特許請求の範囲を何ら限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００６７】
【図１Ａ】効率的なリソース共有を実行するためのシステムコンポーネントを示す図であ
る。
【図１Ｂ】システムアーキテクチャーの全体的概要を示す図である。
【図２】ハンドセットとキャリアのネットワークサーバーとの間のリンク投稿及びリンク
配布モードを示すデータフロー図である。
【図３】グループ内のハンドセットが使用可能なリソースにリソースを追加するためのコ
ンテンツ投稿及びリンク配布モードを示すデータフロー構成図である。
【図４】グループ内のハンドセットが使用可能なリソースにリソースを追加するためのリ
ンク投稿及びリンク配布モードの一実施形態を示すフロー図である。
【図５】ハンドセットのグループが使用可能なリソースのセットにリソースを追加するた
めのコンテンツ投稿及びコンテンツ配布モードを示すプロセスの一実施形態のフロー構成
図である。
【図６】リソースがコンテンツとして配布されるときにコンテンツからのリソース検索プ
ロトコルを示す図である。
【図７】リンクとして配布されるリソースに対するリソース検索プロトコルを示す図であ
る。
【図８】両オブジェクトに対するインターフェイスを含むグループコーディネーターの一
実施形態のＵＭＬダイアグラムである。
【図９】通知コーディネーター、通知チャンネル及び通知リスナーの一実施形態のＵＭＬ
クラスダイアグラムである。
【図１０】通知マネージャー及びリスナーアダプタの一実施形態のＵＭＬクラスダイアグ
ラムである。
【図１１】リソースマネージャー、同期ポリシー及びキャッシングポリシーのＵＭＬクラ
スダイアグラムである。
【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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