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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グローバルに分散配置された仮想データセンターにおいて、フォーカスされた仮想マシ
ンを構成するためのデータを安全に記憶するためのシステムであって、
　前記グローバルに分散配置された仮想データセンターとして一緒に動作するように構成
された複数の個別のデータセンターと、
　前記複数の個別のデータセンターに接続されるコンピューティング装置と、
　前記複数の個別のデータセンターに接続された通信ネットワークと、
を含み、
　前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、前記データの１つ以上のビットストリ
ームの少なくとも一部を分節し、ここで、前記１つ以上のビットストリームは、前記フォ
ーカスされた仮想マシンに対応し、
　　　ｔ個のボリュームの内のｍ個が、前記複数の第１のデータの組を再組み立てするた
めに必要とされるように、複数の第２のビットストリームの部分として前記ｔ個のボリュ
ームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散し、
ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　個別のデータセンターの各々が、ｍ個より少ない数である、分散された前記ｔ個の
ボリュームの内の１つまたは複数のボリュームを記憶することで、前記フォーカスされた
仮想マシンが、分散された前記ｔ個のボリュームとして存在するように、前記複数の個別
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のデータセンターに前記ｔ個のボリュームを出力し、
　　　前記フォーカスされた仮想マシンが機能しなくなった場合に、機能している個別の
データセンターにおいて、前記フォーカスされた仮想マシンと同じ仮想マシンを、機能し
ている複数の個別のデータセンターに記憶された前記ｔ個のボリュームの内のｍ個のボリ
ュームから再作成する
ように構成される、システム。
【請求項２】
　前記複数の個別のデータセンターは、お互いに地理的に分散される、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記コンピューティング装置は、前記ｔ個のボリュームについて、保管場所の参照、ロ
ーカルまたは遠隔経路の参照、ファイル名、ファイルサイズ、ファイルメタデータまたは
ファイル属性、または、それらの任意の組み合わせを難読化する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項４】
　グローバルに分散配置された仮想データセンターにおいて、フォーカスされた仮想マシ
ンを構成するためのデータを安全に記憶するためのコンピューティング装置であって、　
前記コンピューティング装置は、ネットワークを介して、複数のデータセンターと一緒に
、前記グローバルに分散された仮想データセンターとして動作するように構成され、　　
　複数の第１のデータの組を形成するために、前記データの１つ以上のビットストリーム
の少なくとも一部を分節し、ここで、前記１つ以上のビットストリームは、前記フォーカ
スされた仮想マシンに対応し、
　　　ｔ個のボリュームの内のｍ個のボリュームが、前記複数の第１のデータの組を再組
み立てするために必要とされるように、複数の第２のビットストリームの部分として前記
ｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロッ
クに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　前記複数のデータセンターの各々が、ｍ個より少ない数である、分散された前記ｔ
個のボリュームの内の１つまたは複数のボリュームを記憶することで、前記フォーカスさ
れた仮想マシンが、分散された前記ｔ個のボリュームとして存在するように、前記ネット
ワークを介して、前記複数のデータセンターに前記ｔ個のボリュームを出力し、
　　　前記フォーカスされた仮想マシンが機能しなくなった場合に、機能しているデータ
センターにおいて、前記フォーカスされた仮想マシンと同じ仮想マシンを、機能している
複数の個別のデータセンターに記憶された前記ｔ個のボリュームの内のｍ個のボリューム
から再作成する
よう構成される、
コンピューティング装置。
【請求項５】
　前記コンピューティング装置は、前記ｔ個のボリュームについて、保管場所の参照、ロ
ーカルまたは遠隔経路の参照、ファイル名、ファイルサイズ、ファイルメタデータまたは
ファイル属性、または、それらの任意の組み合わせを難読化する、請求項４に記載のコン
ピューティング装置。
【請求項６】
　グローバルに分散配置された仮想データセンターにおいて、フォーカスされた仮想マシ
ンを構成するためのデータを安全に記憶するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、複数のデータセンターに接続されるコンピ
ューティング装置の分節モジュールでもって、前記データの１つ以上のビットストリーム
の少なくとも一部を分節することと、ここで、前記１つ以上のビットストリームは、前記
フォーカスされた仮想マシンに対応し、
　ｔ個のボリュームの内のｍ個のボリュームが、前記複数の第１のデータの組を再組み立
てするために必要とされるように、複数の第２のビットストリームの部分として前記ｔ個
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のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モジュールでもって
、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散することと、ここで、ｍ＜
ｔであり、
　個別のデータセンターの各々が、ｍ個より少ない数である、分散された前記ｔ個のボリ
ュームの内の１つ以上のボリュームを記憶して、前記フォーカスされた仮想マシンが、分
散されたボリュームとして存在するように、前記分散モジュールでもって、複数の個別の
データセンターに、前記ｔ個のボリュームを出力することと、ここで、前記複数の個別の
データセンターは、前記グローバルに分散配置された仮想データセンターとして、一緒に
動作し、
　前記フォーカスされた仮想マシンが動作しなくなった場合、機能している個別のデータ
センターにおいて、機能している個別のデータセンターに記憶された前記ｔ個のボリュー
ムの内のｍ個のボリュームから、前記フォーカスされた仮想マシンと同じ仮想マシンを再
生成することと、
を備える方法。
【請求項７】
　前記複数の個別のデータセンターは、お互いに対して地理的に分散される、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記コンピューティング装置は、前記ｔ個のボリュームについて、保管場所の参照、ロ
ーカルまたは遠隔経路の参照、ファイル名、ファイルサイズ、ファイルメタデータまたは
ファイル属性、または、それらの任意の組み合わせを難読化する、請求項６に記載の方法
。
【請求項９】
　データセンターにおいて、フォーカスされた仮想マシンを構成するためのデータを安全
に記憶する方法であって、前記データセンターは、伝送経路を介して、グローバルに分散
配置された仮想データセンターとして、他のデータセンターと一緒に動作するように構成
され、
　前記方法は、
　　　前記他のデータセンターから、前記伝送経路を介して、前記フォーカスされた仮想
マシンを構成するための前記データから得られるｔ個のボリュームの内の少なくとも１つ
のボリュームを受け取ることと、
　　　受け取られた前記少なくとも１つのボリュームを記憶することと
を備え、
　前記ｔ個のボリュームは、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、前記データの１つ以上のビットストリ
ームの少なくとも一部を分節することと、ここで、前記１つ以上のビットストリームは、
前記フォーカスされた仮想マシンに対応し、
　　　前記ｔ個のボリュームの内のｍ個のボリュームが、前記複数の第１のデータの組を
再組み立てするために必要とされるよう、複数の第２のビットストリームの部分として前
記ｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を、複数のデータブ
ロックに分散すること
によって、コンピューティング装置により生成され、ここで、ｍ　＜　ｔであり、受け取
られ、記憶される前記少なくとも１つのボリュームの数はｍより少なく、
　前記フォーカスされた仮想マシンが機能しなくなった場合に、前記フォーカスされた仮
想マシンを再生成するために、前記伝送経路を介して、前記データセンターの内の機能し
ているデータセンターから、前記少なくとも１つのボリュームを受け取ることをさらに備
える、
方法。
【請求項１０】
　前記コンピューティング装置は、前記ｔ個のボリュームについて、保管場所の参照、ロ
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ーカルまたは遠隔経路の参照、ファイル名、ファイルサイズ、ファイルメタデータまたは
ファイル属性、または、それらの任意の組み合わせを難読化する、請求項９に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001] 本出願は、２０１４年４月９日に出願された米国特許出願第１４／２４９，２
６８号の出願日の利益に基づき、利益を得る。この出願の全体の内容が、その全体への参
照によって本明細書中に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002] 本開示は、ネットワーク上の情報の保管と伝送の分野に向けられ、より具体的
には、通信ネットワーク上で、情報を難読化すること、情報を安全に記憶すること、情報
の伝送レートを加速すること、のためのシステムおよび方法に向けられる。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】[0003] 図１は、開示された実施形態に係る通信ネットワークにおいて、情報を
安全に伝送し、記憶するためのシステム１００の概略図表現である。
【図２】[0004] 図２は、開示された実施形態に係る通信ネットワークにおいて、情報を
安全に伝送し、記憶するためのクラウドコンピューティングシステム２００の概略表現で
ある。
【図３】[0005] 図３は、開示された実施形態に係る通信ネットワークにおいて、デジタ
ル情報を安全に伝送し、記憶するための方法３００のフローチャート表現である。
【図４】[0006] 図４は、通信ネットワークにおけるデータを難読化し、開示された実施
形態に係る複数のネットワーク装置の間のデータ伝送中の帯域幅を維持するための方法４
００のフローチャート表現である。
【図５】[0007] 図５は、開示された実施形態に係り、情報を安全に伝送し、記憶するた
めにグローバルに分散配置された仮想データセンターを作成し、運用するためのシステム
５００と仮想マシンの概略図表現である。
【図６】[0008] 図６は、開示された実施形態に係り、データの分散と再組み立てを自動
化し、データとのユーザ相互作用をオペレーティングシステムのユーザ空間にプログラム
的に抑制し、データをオペレーティングシステムのカーネル空間に抑制することによって
通信ネットワーク内のデータ安全性を高めるためのシステム６００の概略図表現である。
【図７】[0009] 図７は、開示された実施形態に係り、電気事業電力グリッド上を伝送さ
れる通信ネットワークの安全性、持続性、および、可用性を高めるために情報を分散させ
るためのシステム７００の概略図表現である。
【図８ａ】[0010] 図８ａは、開示された実施形態に係り、海賊行為を減らすためにコン
テンツを分散し、通信ネットワーク上でオーディオおよび／またはビデオ資産の安全性、
持続性、および、可用性を高めるためのシステム８００の概略図表現である。
【図８ｂ】図８ｂは、開示された実施形態に係り、海賊行為を減らすためにコンテンツを
分散し、通信ネットワーク上でオーディオおよび／またはビデオ資産の安全性、持続性、
および、可用性を高めるためのシステム８００のフローチャート表現である。
【図９】[0011] 図９は、開示された実施形態に係り、通信ネットワーク上で、分散され
た電子メールやインスタントメッセージを安全に送受信するためのシステム９００の概略
図である。
【詳細な説明】
【０００４】
　[0012] 総体的に、本開示は、デジタル情報を、安全に難読化し、伝送し、記憶し、伝
送レートを高めるためのシステムと方法に向けられる。デジタル情報は、任意のネットワ
ークを渡って伝送される情報を含む。通信ネットワークは、例えば、ＬＡＮ（Local Area
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 Network）、ＭＡＮ（Metropolitan Area Network）、ＰＡＮ（Personal Area Network）
、セルラネットワーク、電力線ネットワーク、サテライトリンクネットワーク、または、
それらの任意の組み合わせ等のデータネットワークを含む。更に、そのようなネットワー
クのための伝送媒体は、有線、または、無線であってよい。情報自身は、音声情報、デー
タ情報、マルチメディア情報、または、通信ネットワークを渡って伝送され得る任意の他
のそのような情報を表し得る。以下で検討されるように、本開示は、プロセッサ、ハード
ウェア装置、または、それらの任意の組み合わせ上で動作するソフトウェアプログラムと
して実装され得る。
【０００５】
　[0013] ハイレベルにおいて、本開示は、１つまたはそれより多くのコンピューティン
グ装置上で動作する少なくとも１つのソフトウェアプログラムに向けられる。
ソフトウェアプログラムは、情報を複数のデータの組に分析し、オプションとしてデータ
の組を圧縮し、データの組を不正な使用に対して判読不能にすることによって、デジタル
情報に応じて動作する、端末相互間情報記憶および伝送ソリューションを提供するアルゴ
リズムを実装する。加えて、プログラムは、データの組を、１つまたはそれより多くの変
更されたデータストリーム、または、データの組を生成するために決定論的な、または、
非決定論的な方法で分散されるデータブロックに分け得る。これらのデータの組は、揮発
性または不揮発性の記憶媒体上の複数のローカルおよび／または遠隔の記憶場所に記憶さ
れ、または、有線または無線ネットワーク上を伝送される。１つまたはそれより多くの変
更されたデータストリームまたはデータの組は、常に、不正な使用に対して判読不能であ
る、分散されて、高度に圧縮された状態に維持される。
【０００６】
　[0014] この中で用いられる「分節する（parse)」または「分節すること（parsing）」
の用語は、文字列、バイト配列、データストリーム、等々を、データの基本的な構成要素
に分割するための、コンピュータによるデータの形式的分析をいう。
【０００７】
　[0015] この中で用いられる「決定論的（deterministic）」の用語は、データを分解お
よび／または分散させるための特性を、体系的に予め決定することをいう。例えば、情報
は、例えば、ＡＳＣＩＩテキストまたはビデオストリーム、または、装置制御情報、また
は、コードブロック等のプログラムまたはプログラムセグメントのようなデータタイプに
応じて、ビット、ニブル、バイト、または、より大きなサイズのデータブロックに分解さ
れ得る。また、本開示の他の箇所に記載のように、分解は、圧縮技術を強化したり、また
は、暗号化技術を強化したり、等々のために行われてもよい。代替的に、情報は、ネット
ワーク伝送様式、伝送レートを向上させるような、または、異なる記憶状態に適合するよ
うな方法で、分解され、分散させてもよい。例えば、データは、スマートフォン等にスタ
ンドアロン装置に記憶されることとは対照的に、ＳＡＮ（Storage Attached Networks）
やＮＡＳ（Network Attached Storage）に記憶されてもよい。他の実施形態では、情報は
、例えば、電力線ネットワーク上の広帯域での電気的干渉を、または、無線ネットワーク
における大気の乱れを減衰するもの、または、全ての通信機器が同時にオンラインになる
ことが期待されてはいない、軍事や警察アドホック無線や他のそのようなデータ伝送に影
響を与えるもの等の、技術的な困難さまたは様々な制約を解消するような方法において分
解され、分散され得る。代替の実施形態では、他のそのような不測の事態は、データブロ
ックの決定論的な分散を必要とすることが時々生じ得る。
【０００８】
　[0016] この中で使用される「非決定論的（non-deterministic）」の用語は、例えば、
ランダム数を生成し、分解されたデータにランダム数の英数字シーケンスを関連付けるこ
とによって、等の擬似ランダムな方法で、ビット、バイト、ニブル、または、様々なサイ
ズのデータブロックのようなデータを分解し、および／または、分散するための手順をい
う。非決定論的分解および分散は、また、乱数の使用なく、データの分解および／または
分散のタスクを達成することができるいくつかのメカニズムまたはアルゴリズムの自然な
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結果として、決定論的に適用され得る。処理または手順を使用するという決定は、真に非
決定的（ランダム）であってもよいが、処理または手順によって元のデータを変更する全
ての演算は、それら処理が留保されるときに保持されるべき元データの構造的完全性のた
めに、本来は決定論的であり得る。
【０００９】
　[0017] この中で用いられる「ブロック（block）」の用語は、例えば、各々１６バイト
等の均一なサイズであり得る、または、非均一サイズであり得る、ビット、ニブル、およ
び／または、バイトのグループをいう。
【００１０】
　[0018] 開示された技術によって処理される情報が圧縮状態に維持され得るので、この
圧縮された情報は、常に不正な使用に対して判読不能のままであるが、所与のネットワー
クまたはネットワークセグメントについて、例えば、Ｓｈａｎｎｏｎ－Ｈａｒｔｌｅｙ理
論等の理論によって通常予測される最大データ伝送レートよりも実質的に大きいデータ伝
送レートで、双方向に伝送され得る。
【００１１】
　[0019] 開示された技術によって処理される情報は、より小さな情報サブセットに分散
され得るので、これらのサブセットは、常に不正な使用に対して判読不能のままであるが
、所与のネットワークまたはネットワークセグメントについて、例えば、Ｓｈａｎｎｏｎ
－Ｈａｒｔｌｅｙ理論等の理論によって通常予測される最大データ伝送レートよりも実質
的に大きいデータ伝送レートで、同時または同時に近い方法で、複数のネットワーク経路
上を双方向に伝送され得る。
【００１２】
　[0020] 本開示は、プロセッサ、他のハードウェア、または、両方の上で動作するソフ
トウェアに実施されることができる。実施形態では、実装は、本開示に一致するアルゴリ
ズムを具現化するソフトウェアを含み得る。更に、アルゴリズムは、例えば、同軸ケーブ
ル、光ファイバケーブル、電力線、等の異なる伝送媒体を用いた全てのタイプの有線ネッ
トワーク、および、用いられる伝送規格のタイプに基づいて異なる周波数で動作する全て
のタイプの無線ネットワーク上で機能するように構成され得る。上述のような伝送媒体に
依存しないことに加えて、アルゴリズムは、また、通信プロトコルに依存せず、それが、
例えば、ＩＰ、Ｄｅｃｅｎｔ、ＡｐｐｌｅＴａｌｋ、データネットワーク上のＥｔｈｅｒ
ｎｅｔ（登録商標）、セルラネットワーク上のＧＳＭ（登録商標）またはＣＤＭＡ、また
は、任意の他のそのようなプロトコルまたは規格等の任意の通信プロトコルまたは規格を
用いた通信ネットワーク上に実装され得ることを意味する。
【００１３】
　[0021] 図１は、開示された実施形態に係り、情報を安全に伝送し、記憶するためのシ
ステム１００の概略表現を提供する。システム１００は、入力装置１１０、表示装置１２
０、コンピューティング装置１３０、ローカルデータコンピューティング装置１４０、１
４２、１４４、および、１４６、ローカルネットワーク１５０、通信ネットワーク１６０
、および、遠隔データコンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８
を含む。
【００１４】
　[0022] 一般に、コンピューティング装置１３０は、入力装置１１０から、または、ロ
ーカルネットワーク１５０からデータを受け取るよう構成される。このデータは、１つま
たはそれより多くのビットストリームの形式で受け取られ得る。コンピューティング装置
１３０は、また、受け取られたデータを、１つ以上の第１のデータの組に分節し、１つ以
上の第２のデータの組を形成するために、１つ以上の第１のデータの組を圧縮するように
構成され得る。加えて、コンピューティング装置１３０は、また、１つまたはそれより多
くの第３のデータの組を形成するために、１つまたはそれより多くの第２のデータの組を
暗号化し得る。更に、コンピューティング装置１３０は、また、少なくとも１つの第２の
ビットストリームを形成するために、１つ以上の第３のデータの組を組み立て得る。この
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第２のビットストリームは、ローカルネットワーク１５０および／または通信ネットワー
ク１６０を介して、ローカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、
１４６の１つ以上、および／または、遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７
６、および、１７８の１つ以上に出力され得る。加えて、または、代替的に、コンピュー
ティング装置１１０は、"ｔ"個のボリュームを形成するように、１つまたはそれより多く
の第３のデータの組を複数のデータブロックに分解し得る。特に、１つまたはそれより多
くのブロックが、ボリュームの部分であってもよい。
【００１５】
　[0023] 更に、"ｔ"個のボリュームの形成は、"ｔ"個のボリュームの内の”ｍ”個で１
つの完全なデータの組を含む、ここで”ｍ”＜"ｔ"、ような方法で生じる。また、"ｔ"個
のボリュームがローカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４
６、および／または、遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１
７８の１つ以上の任意の組み合わせにわたって記憶され、最終結果が、どの単一のコンピ
ューティング装置も完全なデータの組を記憶しないように、コンピューティング装置１１
０は、ローカルネットワーク１５０および／または通信ネットワーク１６０を介して"ｔ"
個のボリュームを分節するよう構成され得る。"ｔ"と”ｍ”の用語は、単に、本開示の特
徴を記述するために使用され、いかなる方法でも限定するものと考えられるべきではない
。
【００１６】
　[0024] 入力装置１１０は、ユーザがデータをコンピューティング装置１３０に入力す
ることを可能にする任意の装置であってよい。これは、例えば、ワークステーションのキ
ーボード、ラップトップパソコンのキーボード、スマートフォンのためのキーボード、マ
ウス、または、音声コマンドを認識し、該コマンドをコンピューティング装置１３０によ
って読み取り可能な形式に変換するソフトウェアを含み得る。表示装置１２０は、例えば
、ワークステーションのモニタ、ラップトップパソコンのモニタ、または、例えば、スマ
ートフォンまたはラップトップパソコンのモニタ等のキーボードに物理的に一体化された
モニタを含み得る。入力装置１１０は、複数の方法で、表示装置１３０に接続され得る。
例えば、ワークステーションの入力装置１１０等の実施形態では、有線または無線接続を
通して、コンピューティング装置１３０を介して通信することができる。他方、入力装置
１１０、表示装置１２０、および、コンピューティング装置１３０は、ラップトップパソ
コン、スマートフォン、または、任意の他のそのような装置を形成するために、１つの筐
体上に、物理的に一体化され得る。
【００１７】
　[0025] コンピューティング装置１３０は、データを処理し、該データを記憶および／
または伝送する任意の装置を含み得る。例えば、コンピューティング装置は、ワークステ
ーション、ラップトップパソコン、サーバ、スマートフォン、または、開示された実施形
態に従って情報を処理し、記憶し、および／または、伝送するソフトウェアプログラムを
実行することができる任意の他のそのような装置を含み得る。コンピューティング装置１
３０は、入力装置１１０から処理のためのデータを受け取るポートと、ローカルネットワ
ーク１５０から処理のためのデータを受け取るポートを含み得る。これらのポートは、Ｕ
ＳＢポート、ｃａｔ５ポート、同軸のポート、光ファイバポート、または、デジタルデー
タを受け取ることができる任意の他のそのようなポートであってよい。
【００１８】
　[0026] コンピューティング装置１３０は、ローカルネットワーク１５０を介して、ロ
ーカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６に接続する。ロ
ーカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６は、それらがデ
ータを処理し、記憶および／または伝送する能力を有していることにおいて、コンピュー
ティング装置１３０と同様であってよい。最低でも、ローカルコンピューティング装置１
４０、１４２、１４４、および、１４６は、安全にデータを記憶するよう構成される。ロ
ーカルネットワーク１５０は、例えば、ハブ、交換器、ルータ、および、ＬＡＮを動作さ
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せるために使用され得る他の機器、等のネットワーク装置を含む、有線または無線のロー
カルエリアネットワーク（local area network：ＬＡＮ）であってよい。実施形態では、
ローカルネットワークは、ホームネットワーク、オフィスネットワーク、または、ホーム
オフィスネットワーク、または、コンピューティング装置をローカルに接続する任意の他
のネットワークであり得る。
【００１９】
　[0027] 更に、ローカルネットワーク１５０を介して情報を伝送する物理媒体は、光フ
ァイバケーブル、同軸ケーブル、ｃａｔ５／６ケーブル、電力線技術を上のブロードバン
ドを使用する電力線、あるいは、データを伝送することのできる任意の他の有線の媒体で
あってよい。代替の実施形態では、ローカルネットワーク１５０は、データを伝送するこ
とができるワイヤレスデータネットワークまたはセルラネットワークであってよい。ロー
カルネットワーク１５０はローカルエリアネットワークであってよいが、当技術に技量を
有する者は、代わりの実施形態では、ローカルネットワーク１５０は、また、メトロポリ
タンエリアネットワーク（Metropolitan Area Network：ＭＡＮ）であってもよく、また
、この開示の範囲と一致するであろうことを理解するであろう。
【００２０】
　[0028] 遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８は、そ
れらもデータを記憶し、伝送する能力を有し、最低でも、安全にデータを記憶するように
構成されるということにおいて、コンピューティング装置１３０やローカルコンピューテ
ィング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６と同様である。上述のコンピューテ
ィング装置の各々は、中央処理装置（central processing unit：ＣＰＵ）（図示されず
）、ランダムアクセスメモリ（Random Access Memory：ＲＡＭ）（図示されず）、読出し
専用メモリ（Read Only Memory：ＲＯＭ）（図示されず）、不揮発性メモリ（図示されず
）、揮発性メモリ（図示されず）を含み得る。更に、これらのコンポーネントの各々は、
この開示の範囲から逸脱することなく、同じ物理的な筐体上に搭載されるか、または、複
数の筐体にわたって分散され得る。
【００２１】
　[0029] ローカルネットワーク１５０は、有線または無線接続を介して、通信ネットワ
ーク１６０に接続することができる。実施形態では、通信ネットワーク１６０は、インタ
ーネット、または、例えば、国防情報システム局（Defense Information Systems Agency
：ＤＩＳＡ）が所有するもの等の私設イントラネット、スマートリンクと呼ばれる米国海
軍のＷＡＮ、または、任意の他の同様なネットワーク等の任意の他の広域ネットワークで
あってよい。
【００２２】
　[0030] 実施形態では、コンピューティング装置１３０は、データ圧縮、暗号化、およ
び、分散を実行するように構成可能なコントローラを含み得る。コントローラは、上述の
態様を実行するために必要なコンポーネントを含むことができる。これらは、例えば、こ
れらの態様を実行することができるソフトウェアの命令を実行するように構成されたコン
トロール処理部の少なくとも一部と、これらのソフトウェア命令を記憶する１つ以上のメ
モリユニットの少なくとも一部と、上述の態様を実行するために必要な任意の他のコンポ
ーネントを含み得る。開示された実施形態は、プロセッサ単独上で実行されるソフトウェ
アにおいて達成されるデータ圧縮、暗号化、および、分散の態様を議論するが、この技術
において技量を有する者は、代わりの実施形態では、上述の態様が、本開示の範囲から逸
脱することなく、１つ以上の特定用途向け集積回路（Application Specific Integrated 
Circuits：ＡＳＩＣ）、または、既製のハードウェア等の専用のハードウェアによっての
みハードウェアで実現されてもよいことを理解するであろう。更に別の実施形態では、上
述の機能は、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実行され得る。
【００２３】
　[0031] 実施形態では、コンピューティング装置１３０上のコントローラは、入力装置
１１０からデータを受け取るよう構成される。このデータは、１つまたはそれより多くの
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デジタルファイルまたはビットストリームの形態であってよい。コントローラは、また、
受け取られたデータをバッファするように構成され得る。加えて、コントローラは、また
、受け取られ、バッファされた１つ以上のファイルまたはビットストリームを、１つまた
はそれより多くのデータの組に分節するよう構成され得る。実施形態では、この分節機能
を実行するコントローラの一部は、上述のように、分節を実行するソフトウェア命令、分
節を実行する１つまたはそれより多くのハードウェアコンポーネント、または、両者の組
み合わせであってよい分節モジュールであり得る。データの組は、本開示で使用されるよ
うに、固定サイズ、即ち、固定数のビットを含んでもよく、または、可変サイズ、即ち、
ビットの最大数まで可変数のビットを含んでもよい。実施形態では、分節モジュールは、
データが動いている場合にビットストリームとしてデジタル情報を受け取り、代替的に、
データが静止している場合にデジタル情報をビットストリームに変換する、プロセッサ、
ハードウェアコンポーネント、または、それらの組み合わせ上で実行されるソフトウェア
コンポーネントであってよい。分節モジュールによって行われる分節のタイプは、コンピ
ューティング装置１３０によって考慮される、デジタル情報の下流の処理に依存し得る。
例えば、分節は、分散される必要のないデータとは対照的に、分散される必要のあるデー
タについて異なって行われ得る。代替的に、決定論的に分散されるデータは、非決定論的
に分散されるデータとは異なって分節され得る。実施形態において、ビットストリームは
、ビット、ニブル、バイト、または、一様な、または、様々なサイズのバイトのブロック
に、数学的方式に応じて分離され得る。これらの結果としての分節されたデータの組は、
アディ・シャミア（Adi Shamir）の秘密分散法（Secret Sharing Scheme）のマイケル・
ラビン（Michael O'Rabin）のアルゴリズムの実装等の様々な情報分散アルゴリズムによ
ってブロックを構築することとして使用され得る。加えて、ビットストリームが１つまた
はそれより多くの第１のデータの組に分節された後、メモリバッファに、または、必要な
らば、仮想メモリが有効化されている場合にディスクスワップファイルに書き込まれ得る
。
【００２４】
　[0032] 分節に加えて、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、また
、１つ以上の元のビットストリームを保持する１つ以上のメモリ場所を、ランダムまたは
非ランダムなデータパターンで上書きし得る。この上書きは、誰も元のビットストリーム
へのアクセスをしないことを確実にするためになされ、それによって、システム１００内
のデータのセキュリティを強化する。実施形態において、分節モジュールがビットストリ
ームを１つまたはそれより多くの第１のデータの組へ処理した後、別のスレッドで実行さ
れる補足方法が、ビットストリームによって占有されたメモリ空間またはスワップファイ
ル空間を念入りにクリーニングするために、各メモリ場所にランダムまたは非ランダムデ
ータパターンを繰り返し書き込む洗い落とし（scrub）アルゴリズムを使用して、ビット
ストリームによって占有された任意のファイル空間を上書きし得る。
【００２５】
　[0033] コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、また、１つ以上の第
２のデータの組を形成するために、１つ以上の第１のデータの組を圧縮するように構成さ
れ得る。実施形態では、この圧縮機能を実行するコントローラの一部は、上述したように
、圧縮を実行するソフトウェア命令、圧縮を実行する１つ以上のハードウェアコンポーネ
ント、または、両者の組み合わせであってよい圧縮モジュールであり得る。実施形態では
、圧縮モジュールは、データ圧縮ユーティリティのプールを含む、プロセッサ、ハードウ
ェアコンポーネント、または、それらの任意の組み合わせ上で実行されるソフトウェアコ
ンポーネントであってよい。圧縮モジュールは、個々のデータの必要性に対応するために
、単一のアルゴリズム内に含まれるアルゴリズムや、さまざまな態様を選択することがで
きる。圧縮モジュールによって使用され得る圧縮アルゴリズムのいくつかは、ＬＺ７７、
ＰＡＱ８ＰＸ、ＬＺＭＡ、Ｇｚｉｐ、等を含む。更に、異なる圧縮アルゴリズムが、異な
るタイプのデータのための圧縮態様を提供するために選択され得る。例えば、処理される
べきデータがテキストおよび／またはＰＤＦファイルの形式である場合、圧縮モジュール
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は、当該データを圧縮するためにＬＺ７７アルゴリズムを選択し得る。他方、圧縮モジュ
ールは、ワード文書、エクセルファイル、または、ビットマップファイルの形式のデータ
を圧縮するためにＰＡＱ８ＰＸアルゴリズムを選択することができる。加えて、ＬＺＭＡ
（ｌ）アルゴリズムは、イメージファイルまたはｘｉｓファイルの形式のデータを圧縮す
るように選択され得る。
【００２６】
　[0034] 情報がファイルとして処理されている実施形態では、選択は、ファイル名から
ファイルタイプを抽出することにより、または、ファイルを開いて、ファイルに含まれる
データのタイプを記述した、ファイルヘッダにおけるメタデータを抽出することによって
達成され得る。そして、圧縮モジュールは、当該データを圧縮するための有用性を有する
ことが知られている適切なアルゴリズムを適用することができる。コンピューティング装
置１３０におけるコントローラは、また、ファイルタイプやヘッダメタデータを抽出する
ことから、ファイルが既に圧縮されている、または、圧縮可能とはみなされないことを決
定することができ、従って、圧縮ステップを省略し得る。
【００２７】
　[0035] 実施形態において、分節されたデータの組が十分に小さい場合、分節されたデ
ータの組は単一のデータの組として圧縮され得る。代替的に、分節されたデータの組がよ
り大きい場合には、分節されたデータの組は、個別に圧縮され得るより小さいデータサブ
セットに分離することができる。
【００２８】
　[0036] コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、また、１つ以上の第
３のデータの組を形成するために、１つ以上の第２のデータの組を暗号によって変更する
ように構成されてもよい。実施形態では、この暗号化機能を実行するコントローラの一部
は、上述のように、プロセッサに暗号化を実行させるソフトウェア命令、暗号化を実行す
る１つまたはそれより多くのハードウェアコンポーネント、または、両者の組み合わせで
あってもよい、暗号化モジュールであり得る。実施形態では、暗号化モジュールは、例え
ば、ＡＥＳ－２５６、３ＤＥＳ、または、Ｔｗｏ Ｆｉｓｈ等の既知の暗号化アルゴリズ
ムのいずれか、または、これらの組み合わせを使用してデータを暗号化し得る。更に、デ
ータは、都度、異なる暗号化アルゴリズムを使用して、複数回暗号化されてもよい。例え
ば、データは、最初にＡＥＳ－２５６で暗号化され、次いで、３ＤＥＳまたは任意の他の
暗号化アルゴリズムを用いて再暗号化され得る。暗号化モジュールによって使用される暗
号化アルゴリズムの各々は、データの組に含まれた情報を不正使用に対して判読不能にす
るような方法で、１つまたはそれより多くのデータの組を変更し得る。この技術に技量を
有する者は、実施形態において、分節、圧縮、暗号化、および、分散モジュールが、これ
らの機能性の全てを組み込んだ単一のアルゴリズムの一部であってもよいことを理解する
であろう。
【００２９】
　[0037] 加えて、本開示に一致した実施形態では、コンピューティング装置１３０にお
けるコントローラは、少なくとも１つの第２のビットストリームを形成するために、１つ
以上の第３のデータの組を組み立て得る。この第２のビットストリームは、本質的に、入
力装置１１０から受け取られた元の第１のビットストリームの情報と同じであるが、ここ
では、分節され、圧縮され、および、暗号化され、それによって不正使用に対して判読不
能になっている情報を含む。コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、こ
の第２のビットストリームを、ローカルネットワーク１５０および／または通信ネットワ
ーク１６０を介して、ローカル装置１４０、１４２、１４４、および、１４６、並びに、
遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８の任意の組み合わ
せに出力するよう構成され得る。
【００３０】
　[0038] 第２のビットストリームを出力するためにコンピューティング装置１３０によ
って使用される伝送機構は、コンピューティング装置１３０と、ローカル装置１４０、１
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４２、１４４、および、１４６と遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、
および、１７８との間の接続の種類に依存し得る。例えば、実施形態において、コンピュ
ーティング装置１３０が、Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークであるローカルネットワーク１
５０を介してローカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６
に接続する場合、コンピューティング装置１３０は、データリンク層において、Ｅｔｈｅ
ｒｎｅｔフレームとして第２のビットストリームを出力し得る。加えて、実施形態におい
て、コンピューティング装置１３０が、通信ネットワーク１６０がＴＣＰ／ＩＰネットワ
ークである、ローカルネットワーク１５０に追加された通信ネットワーク１６０を介して
遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８に接続する場合、
コンピューティング装置１３０は、ネットワーク・トランスポート層においてＴＣＰ／Ｉ
Ｐフレームとして第２のビットストリームを出力し得る。更に、ローカルコンピューティ
ング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６、および／または、遠隔コンピューテ
ィング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８は、当該データを保持するように構
成可能な任意の記憶部に第２のビットストリームを記憶し得る。更に、コンピューティン
グ装置１３０、ローカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、遠隔
コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８は、各々、例えば、Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔカード等の、ローカルネットワーク１５０または通信ネットワーク１６０
にコンピューティング装置を接続するネットワークコンポーネント（図示されず）を含み
得る。
【００３１】
　[0039] 代替の実施形態では、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは
、少なくとも１つの第２のビットストリームの一部として"ｔ"個のボリュームまたは"ｔ"
個のデータストリームを形成するように、１つ以上の第３のデータの組を複数のデータブ
ロックに分解し得る。特に、１つ以上のブロックが、ボリュームの部分であり得る。デー
タの組と同様に、データブロックは、固定サイズ、即ち、固定数のビットを保持してもよ
く、または、可変サイズであってもよく、従って、本開示の範囲から逸脱することなく、
この分野に技量を有する者に適切な任意の方法で構成され得る。ボリュームは、また、１
つ以上のデータブロックを保持するよう構成され得、従って、そのサイズは、また、本開
示の範囲から逸脱することなく、この分野に技量を有する者によって構成可能である。加
えて、"ｔ"個のボリュームの形成は、"ｔ"個のボリュームの内の”ｍ”個で１つの完全な
データの組を含むような方法、ここで、”ｍ”＜"ｔ"、で生じる。”ｍ”個と"ｔ"個のボ
リュームは、本開示と一致する技術のユーザによって選択可能である。
【００３２】
　[0040] 従って、例えば、ユーザは、元のビットストリームを、８つのボリュームを有
し、それら８つのボリュームの内の２つで完全なデータの組を含むように、少なくとも１
つの第２のビットストリームに変更するために、本開示に一致する技術を使用することを
決定し得る。他方、ユーザは、元のビットストリームを、４つのボリュームを有し、それ
ら４つのボリュームの内の２つで完全なデータの組を含むように、少なくとも１つの第２
のビットストリームに変更するために、本開示に一致する技術を使用することを決定して
もよい。
【００３３】
　[0041] 加えて、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、また、"ｔ"
個のボリュームがローカルコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１
４６、および／または、遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、
１７８の１つ以上の任意の組み合わせにわたって記憶され、最終結果がどの単一のコンピ
ューティング装置も完全なデータの組を記憶しないように、ローカルネットワーク１５０
および／または通信ネットワーク１６０を介して"ｔ"個のボリュームを分散するよう構成
され得る。従って、例えば、ユーザが、元のビットストリームを、８つのボリューム（"
ｔ"＝８）を有し、それら８つのボリュームの内の２つで１つの完全なデータの組（”ｍ
”＝２）を含むように、少なくとも１つの第２のビットストリームに変更することを決定
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した場合、８つのボリュームは、ランダムまたは擬似ランダムな方法で、ローカルコンピ
ューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４０と遠隔コンピューティング装
置１７２、１７４、１７６、および、１７８にわたって分散され得る。更に、システム１
００において、ｔ＝８、および、ｍ＝２であるから、任意の６つのボリューム（また、６
秒のデータストリームと見なし得る）は壊されることができ、残りの２つボリューム（ま
たは、残りの２つのデータストリーム）で、完全なデータの組を含む。残りの６つボリュ
ームは、その後、情報の完全性を損なうことなく、別の場所で再構築されることができる
。これは、どの完全なデータの組も、これまでに単一のコンピューティング装置に記憶さ
れていないので、更に情報の安全性を増大させる。このような方法で伝送され、記憶され
たデータは、任意のサイズのネットワークを通じて、高い可用性の状態で存続し得る。上
述したように、上記で用いられた数の８や２は例示の目的のみのためであり、本開示の範
囲を限定しない。
【００３４】
　[0042] 実施形態では、第３のデータの組を複数のデータブロックに分解し、上記の方
法でデータブロックを分散する態様は、コンピューティング装置１３０における分散モジ
ュールによって実行され得る。分散モジュールは、コンピューティング装置１３０におけ
るプロセッサ、ハードウェアコンポーネント、または、それらの任意の組み合わせ上で実
行されるソフトウェアコンポーネントであってよい。実施形態では、分散モジュールは、
例えば、アディ・シャミア（Adi Shamir）の秘密分散法（Secret Sharing Scheme）等の
既知の処理に従った情報分散アルゴリズムを使用し得る。
【００３５】
　[0043] この技術に技量を有する者は、図1に示された記憶場所として使用されるローカ
ルおよび遠隔コンピューティング装置の数は、例示のみを目的としていることを理解する
であろう。即ち、記憶場所として使用されるコンピューティング装置の任意の数が、本開
示に一致する技術を利用してシステム内に存在することができ、ボリュームが送られる場
所の位置は、常に変化し得る。例えば、８の"ｔ"ボリュームを記憶するよう構成され、そ
れによって、８個のボリュームの内のｍ＝４で、コンピューティング装置１３０によって
作成された１つの完全なデータの組を保持する、例えば、連邦郵便局に配置された１００
０個のコンピューティング装置がある場合、システム１００の権限を有するユーザでさえ
も、誰も、１０００個のコンピューティング装置のどれが８個のボリュームを記憶するか
を知らないようにランダムまたは疑似ランダムな方法で、当該８個のボリュームを記憶す
るために、コントローラは、１０００のコンピューティング装置から任意の８つを選択し
得る。
【００３６】
　[0044] 更に、本実施の形態では、データの組を編集した後、等のユーザがデータの組
を保存する度毎に、コンピューティング装置は記憶場所の割り当てをライダム化し得、全
ての可能性において、どの個々のボリュームも、データの組が取り出された同じ記憶場所
に戻されることはない。加えて、コンピューティング装置は、保存する前に、データの組
が保存される度毎に、８個のボリュームの各々に、長く、一意である英数字の文字列をラ
ンダムに生成することにより得られる新しいファイル名をデータの組に再割り当てするこ
とができ、更に、データの組を再組み立てする可能性を持つことに必要とされる"ｍ"個の
ボリュームを位置決めするための敵対者の能力を混乱させる。また、１つ以上のコンピュ
ーティング装置は、グローバルに分散されたボリュームの記憶ネットワークにおいて、ラ
ンダムに、または、決定論的に決定され得る間隔で、８個のボリュームを、他のボリュー
ムの全てと共に再配置および／または再名前付けするようにプログラムされ得る。従って
、開示された技術は、常に変化する数の記憶装置において、経時的に、データの配置に関
するデータシェルゲーム（data shell game）を継続的に実行することにより、データの
セキュリティを高めることができる。
【００３７】
　[0045] この中で使用される「データシェルゲーム」の用語は、以下によって、通信ネ
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ットワークにおいて、例えば、データの組等の情報を安全にするためのシステムを作成し
得る本開示と一致した技術の組を言う：
データの組をデータの組のｔ個のサブセットに分散させるために情報分散アルゴリズムを
使用すること；
データの組を再構築するために必要とされるｍの数のサブセットが単一の伝送経路上を移
動したり、単一の記憶場所に記憶されたりしないような方法で、ｔ個の個別の場所にｔ個
のサブセットを伝送および記憶すること；
例えば、保管場所の参照、ローカルおよび遠隔経路の参照、ファイル名、ファイルサイズ
、ファイルメタデータ（ファイルが作成され、アクセスされ、または、変更された日付と
時刻）等のサブセットに関する記述的な参照を難読化し、それによって、権限のないユー
ザが、多数の潜在的な記憶場所に存在する多数の潜在的なサブセットからｍ個のサブセッ
トをソートすることができるような信頼性のある記述的な参照がないので、権限のないユ
ーザが、多数の潜在的な記憶場所の内のｍ個の個別の場所に記憶されたｍ個のサブセット
を突き止め、当該多数の潜在的な記憶場所に存在する多数の潜在的なデータの組から、ど
のデータの組が完全なデータの組を再組み立てするために使用され得るかを特定すること
をほぼ不可能にすること；
潜在的に識別できるデータとの全てのユーザ相互作用をオペレーティングシステムメモリ
のユーザ空間９０９に制限し、全ての潜在的に識別できるデータをオペレーティングシス
テムメモリのカーネル空間６１０に制限することによって、潜在的に識別できるデータが
記憶され得る実際の場所を難読化すること；
それらの全てが、途方もない大きさのデータシェルゲームを含むこと。
【００３８】
　[0046] 例えば、コンピューティング装置１３０は、８個のボリュームのどれもがこれ
までにコンピューティング装置１３０に存在しないように、８の"ｔ"ボリュームを分散し
得る。更に、８個のボリュームが１０００個のコンピューティング装置のうち８つの上に
記憶された後でも、コンピューティング装置は。当該８ボリュームの任意のものを以前に
記憶していない、１０００個のコンピューティング装置の他の中から８つのボリュームを
再配置するよう構成され得る。この再配置が起こり得る間隔は、ランダム数を生成し、時
間間隔を当該ランダム数の英数字シーケンスに関連付けることによって、疑似ランダム的
に決定され得る。代替的に、この再配置のための間隔は、ｔ個のボリュームの基礎となる
データに関連する特性に応じて決定されることができる。例えば、基礎となるデータを伴
うメタデータが、基礎となるデータは非常に機密性が高いことを示す場合、この再配置の
ための間隔は、それ程の機密性がないデータの間隔よりも短く設定され得る。従って、基
礎となるデータの機密性のレベルは、ｔ個のボリュームの再配置の頻度に影響を与え得る
。
【００３９】
　[0047] 本開示に一致する代替の実施形態では、コンピューティング装置１３０におけ
るコントローラは、多数の要因に応じて分散されたデータ記憶場所を選択するように構成
され得る。これらは、例えば、記憶空間割り当ての問題、トラフィックフローの問題、ネ
ットワーク輻輳の問題、ネットワークルーティングの問題、ファイルの特性の問題、パケ
ットタイプの問題、通信プロトコルの問題、または、それらの任意の組み合わせを含み得
る。例えば、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、遠隔コンピューテ
ィング装置１７４上に、本開示に従って処理されるデータを記憶しないことを選択し得る
。これは、遠隔コンピューティング装置が十分な記憶容量を有しないか、または、ローカ
ルコンピューティング装置１３０と遠隔コンピューティング装置１７４との間のネットワ
ーク経路が輻輳されていると、コントローラが決定し得るからである。代替的に、遠隔コ
ンピューティング装置１７４は、装置１３０を計算することによって生成されたタイプの
データパケットを処理できず、従って、コンピューティング装置１３０上でコントローラ
によって処理されたデータを記憶することができない。更に他の実施形態において、遠隔
コンピューティング装置１７４は、通信プロトコル不一致故に、コンピューティング装置
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１３０と通信できない可能性がある。例えば、コンピューティング装置１３０は、ＴＣＰ
／ＩＰを使用してデータを伝送するように構成され得るが、遠隔コンピューティング装置
１７４は、ＡｐｐｌｅＴａｌｋパケットを受け取るよう構成されているだけであり得る。
代替的に、コンピューティング装置１３０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークを介して通
信するように構成され得るが、遠隔コンピューティング装置は、Ｔｏｋｅｎ Ｒｉｎｇの
ためのみに構成され、それらの間に何のプロトコル変換装置も存在しないこともあり得る
。そのような条件下では、遠隔コンピューティング装置１７４は、本開示に従ってコンピ
ューティング装置１３０によって処理されたデータを記憶することができないこともあり
得る。従って、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、処理されたデー
タの受け手として遠隔コンピューティング装置１７４を含めないことを選択できる。代わ
りに、コントローラは、データを、ボリューム１７６、または、互換性があり、利用可能
であり得るような他の装置に記憶し得る。
【００４０】
　[0048] 本開示に一致する代替の実施形態では、コンピューティング装置１３０におけ
るコントローラは、データシェルゲームによって課された安全性の強さを高める目的で、
記憶されたデータファイルのメタデータを難読化するように構成され得る。例えば、記憶
されたデータファイルが作成され、および／または、変更され、および／または、アクセ
スされた日付および／または時刻は、ランダムな日や時刻に設定され得、または、記憶さ
れたデータファイルは、１７７６年７月４日等の単一の日に設定され得、または、それら
の組み合わせであってよい。
【００４１】
　[0049] 当技術に技量を有する者は、コンピューティング装置１３０が、上述の態様を
実行し得るコントローラ以外のコンポーネントを含んでよいことを理解するであろう。即
ち、コンピューティング装置１３０にこの中で検討された態様を提供させる、任意のハー
ドウェアコンポーネント、プロセッサ上で実行されるソフトウェアコンポーネント、また
は、それらの組み合わせは、本開示の範囲から逸脱することなく使用され得る。
【００４２】
　[0050] 更に、代替の実施形態において、コンピューティング装置１３０は、まず、"ｔ
"個のボリュームまたは"ｔ"個のデータストリームを形成するように、１つ以上の第３の
データの組を複数のデータブロックに分解し、そして、"ｔ"個のボリュームまたは"ｔ"個
のデータストリームを暗号によって変更し得る。上述したように、暗号化は、暗号化モジ
ュールを使用して行われ得る。更に、追加の安全性が、異なる鍵で各ボリュームまたはデ
ータストリームを暗号化することによって提供され得る。更に他の実施形態では、各ボリ
ュームまたはデータストリームが、潜在の暗号化アルゴリズムのプールからランダムにま
たは決定論的に選択された異なるアルゴリズムを用いて暗号化されてもよい。決定論的選
択は、データの所有者が、それによって、ＡＥＳ－２５６（政府使用のためのＮＩＳＴ規
格）、または、Ｓｅｒｐｅｎｔ、または、Ｔｗｏ Ｆｉｓｈ等の使用されるアルゴリズム
の小さなグループのみを欲する当該所有者によって課せられる制約の結果として使用され
得る。いくつかの他のデータ所有者は、ＲＳＡ、または、ＰＳｑｕａｒｅｄ等の専有の暗
号化アルゴリズムのみを使用するよう欲してもよく、他方、更に他の者は、それらがロイ
ヤリティを課せられないので、オープンソースアルゴリズムのみを使用するよう欲しても
よい。そして、個別に暗号化されたボリュームは、複数のネットワークノード上を伝送さ
れ、または、複数のローカルおよびグローバルに分散された場所に記憶され得る。
【００４３】
　[0051] 代替の実施形態では、開示された技術は、更に、分散されたデータを、決定論
的または非決定的な方法で複数の導管（conduits）、チャネル、周波数、または、サブ周
波数上を並列に伝送するように、無線伝送のための、および／または、電力線ブロードバ
ンド伝送のための複数の中間電圧電力線を介して、および／または、ローカルネットワー
ク１５０および／または通信ネットワーク１６０を通して複数のネットワークノード上で
、複数のチャネル、周波数、または、サブ周波数を用いることによりデータ伝送速度を加
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速することができる。上で検討されたように、ローカルネットワーク１５０と通信ネット
ワーク１６０は、有線または無線ネットワークであってよい。情報は電力線ネットワーク
を介して伝送される実施形態では、ソフトウェア／機器を安定化する信号が、利用され得
るきれいな周波数（clean frequencies）の数を増加させるために使用され得る。これら
のネットワークが無線ネットワークである場合、それらは、例えば、無線アクセスポイン
ト、または、無線ルータ等の無線ネットワークノードを含み得る。同様に、これらのネッ
トワークが有線ネットワークである場合、それらは、また、例えば、様々なインターネッ
トサービスプロバイダ（Internet Service Provider：ＩＰＳ）のインターネットワーキ
ング機器の並配置を提供するテレコムハブ（telecom hub）等の有線ネットワークノード
を含み得る。
【００４４】
　[0052] 実施形態では、通信ネットワーク１６０は光ファイバネットワークを含み得る
。この場合、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、単一のファイバ素
線の複数のラムダ（周波数）上で、複数のファイバ素線上で、または、両方の方法によっ
て、"ｔ"個のボリュームを分散することによって、元のストリームから作成された"ｔ"個
のボリュームを分散させるように構成され得る。光ファイバケーブルにおいて上述のよう
な分散されたデータボリュームを伝送することは、高められた合計のデータ伝送速度をも
たらし得る、開示された実施形態に従った決定論的または非決定論的な方法で行われ得る
。
【００４５】
　[0053] 他の実施形態では、通信ネットワーク１６０は、無線ネットワークであってよ
い。これは、例えば、セルラネットワーク、衛星ネットワーク、ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、
または、マイクロ波ネットワーク等の無線データネットワーク、または、それらの任意の
組み合わせを含み得る。この場合、コンピューティング装置１３０におけるコントローラ
は、無線または電力線アクセスポイントに含まれる少なくとも１つの無線でサービス可能
な複数の周波数にわたって、または、異なるチャネルまたは周波数に同調された複数の無
線によって、元のストリームから作成された"ｔ"個のボリュームを分散させるように構成
され得る。無線ネットワークを通じた上述のような分散されたデータボリュームを伝送す
ることは、高められた合計のデータ伝送速度をもたらし得る開示された実施形態に従って
、決定論的または非決定論的な方法で行われ得る。本開示のこの技術を実施することによ
り、データ伝送速度は、従来の知識に従って利用されるシリアル伝送技術の代わりにパラ
レル伝送技術を使用してデータを伝送することによって増加され得る。
【００４６】
　[0054] 本開示に従った更に他の実施形態では、ローカルネットワーク１５０および／
または通信ネットワーク１６０は、電力線ブロードバンド（Broadband over Powerline：
ＢＰＬ）機器を搭載した電力線であってよい。このようなネットワークは、また、ＢＰＬ
アクセスポイントを含み得る。この場合、コンピューティング装置１３０におけるコント
ローラは、個別の電力線における複数のチャネル（周波数）上で、複数の電力線における
１つのチャネル上で、または、両者によって、"ｔ"個のボリュームを分散することによっ
て、元のストリームから作成された"ｔ"個のボリュームを分散させるように構成され得る
。これは、単一の電力線ブロードバンドクロスコンバージョンカード（broadband over p
owerline cross-conversion card）のために信号を多重化し、多重化された信号を送るこ
とによって、または、各々が単一（unitary）または多重化された信号を伝送し得る複数
のクロスコンバージョンカードを使用することによって、達成され得る。更に、複数のク
ロスコンバージョンカードから／への伝送は、単一のクロスコンバージョンカードにおけ
る単一のデータ伝送を含み得、または、分散される情報は、その時点で利用可能なチャネ
ルとクロスコンバージョンカードの合計数を通して、サブボリュームを含むパケットの混
合物を分散することによって伝送され得る。電力線において上記のように分散されたデー
タボリュームを伝送することは、高められた合計のデータ伝送速度をもたらし得る開示さ
れた実施形態による決定論的または非決定論的な方法で行われ得る。
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【００４７】
　[0055] この中で使用される「ＯＦＤＭ」の用語は、複数のキャリア周波数上でデジタ
ル情報を符号化する方法である、直交周波数分割変調をいう。ＯＦＤＭは、例えば、デジ
タルテレビ－オーディオ放送、ＤＳＬインターネットアクセス、無線ネットワーク、電力
線ネットワーク、および、４Ｇ ＬＴＥ（登録商標）モバイル通信、等の用途における無
線および／または有線デジタル通信を容易にするための一般的なスキームである。
【００４８】
　[0056] 代替的な実施形態において、ローカルネットワーク１５０と通信ネットワーク
１６０は、ＢＰＬと無線技術の組合せを含むことができる。ＢＰＬクロスコンバージョン
機器または無線アクセス機器のファームウェアの中に、本開示に一致したソフトウェアお
よび／またはハードウェアを統合することによって、データ伝送速度が大幅に向上させる
ことができる一方で、この機器を通過するデータは、不正使用に対して判読不能になり得
る。このようなネットワークは、更に、ユーザを、詐欺や個人情報盗難から保護し、加え
て、クラウドコンピューティング環境とより効率的に接続し得る。
【００４９】
　[0057] 更に、本開示に従ってデータを処理する無線アクセス機器は、少なくともチッ
プセットを含む、少なくとも１つの回路基板を含み得る。このチップセットは、変調信号
に対してキャリア信号の１つ以上の特性を変化させることによって、ＢＰＬと無線変調の
間でデータをクロスコンバージョンすることが可能である。加えて、無線アクセス機器は
、また、以下の１つ以上を含むデータのクロスコンバージョンのためのオペレーティング
システムソフトウェアまたはファームウェアを含み得る：
デジタル情報を送受信するための方法を含むチップセットマスタ制御ソフトウェア；
ＯＦＤＭからＥｔｈｅｒｎｅｔへのデータ変換アルゴリズム；
ＥｔｈｅｒｎｅｔからＯＦＤＭへのデータ変換アルゴリズム；
暗号の暗号化アルゴリズム；
暗号の解読アルゴリズム；
データ分散アルゴリズム；
データ再組み立てアルゴリズム；
符号化または圧縮アルゴリズム;　および、
復号化または解凍アルゴリズム。
無線機器は、また、ＲＡＭまたはフラッシュメモリ、有線や無線ネットワークとの通信の
ためのインターフェイス、および、ＢＰＬネットワークと通信するためのインターフェイ
スを含み得る。
【００５０】
　[0058] 本開示に従ってデータ処理を行う各ＢＰＬ装置は、様々な態様を提供し得る。
これらの機能は、例えば、以下を含み得る：
ユーザに、高解像度、高忠実度のオーディオおよび／またはビデオプレゼンテーションシ
ステムを提供すること；
データ暗号化／復号化スキーム、コンテンツ使用状況の追跡、様々な監査および報告機能
、等々のための安全性を提供することを含み得る、コンテンツ所有者のデジタル権利を管
理すること；
ユーザの心理的属性（psychographic）のプロファイルを仕上げ、改善し、維持する目的
のために、ユーザの動きや応答を、彼／彼女の動作環境内で追跡すること；　および、
銀行、電子商取引、および、その他の財務活動の処理を容易にすること。
【００５１】
　[0059] ほとんどの部分について、本システムがサーバベースのデータ処理システムと
ユーザデータの処理システムにおいて実行されるソフトウェアエージェントに組み込まれ
ている場合、ＢＰＬ装置は、追加のハードウェアやハードウェアのアップグレードを必要
としなくてよい。しかし、ＢＰＬチップセット内のプロセッサが本開示に一致するデータ
処理に起因する追加の負荷を処理できない場合、クロスコンバージョンカードを再設計し
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、追加の演算処理回路をＡＳＩＣに追加し、または、Ｉｎｔｅｌ（登録商標） ＥＰ８０
５７９ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ等のＳＯＣ（system-on-a-chip：シス
テム・オン・チップ）を追加することが推奨され得る。ＳＯＣの追加は、装置のヘッドル
ーム（空き高）を増加させ得る。これは、また、システム上で効率的に動作するのに十分
なインテリジェンスをモバイルネットワークオブジェクトに与えるために必要とされ得る
。更に、ＢＰＬバスに接続される個別のカード上に埋め込みシステムを、または、クロス
コンバージョンカードにＳＯＣを加えることは、軍事および他の高効率の用途のための追
加のヘッドルームを提供し得る。
【００５２】
　[0060] 本開示と一致するいくつかの実施形態では、ＢＰＬおよびワイヤレス機器は、
例えば、ＯＦＤＭ ＡＳＩＣ等のＡＳＩＣを用いて制御され得る。多くの場合、既存のＡ
ＳＩＣは、本開示に一致する方法でデータを処理するために十分に強力であり得る。しか
し、いくつかの場合には、ＢＰＬおよび無線機器内のハードウェアは、埋め込みシステム
の機能性、システム・オン・チップ（ＳＯＣ）、または、他のハードウェア依存またはソ
フトウェア依存機能性を適応させるために、例えば、フラッシュメモリ、ＡＳＩＣ強化、
追加のＡＳＩＣ、または、より多くの回路または回路基板の追加、等の開示されたデータ
処理のための追加のリソースを必要とし得る。
【００５３】
　[0061] 上で検討されたように、通信ネットワーク１６０を介する合計の有効データレ
ートは、本開示に一致する技術を使用することによって、伝送の媒体にかかわらず、複数
の並列伝送ルートに沿ってデータを伝送することによって増加され得る。加えて、本シス
テムは、また、データの安全性を高めることができる。特に、本開示の技術に従って圧縮
され、および／または、不正使用に対して判読できないようにされるデータは、決定論的
または非決定論的に分離され、分散され、ローカルに存在するか、または、地理的に分散
させることができる複数の記憶装置へ／からの複数のデータ経路を介して伝送され得る。
これは、どの完全なデータの組、または、法廷で立証可能に識別可能なデータも、これま
でに、単一のネットワーク経路を介して送られておらず、または、単一の記憶装置上に記
憶されないので、データの安全性の更なる増加の効果を有し得る。ほとんどの場合におい
て、これは、データの組が、本開示の実施によって分散され、分解され、地理的に分散さ
れた複数の記憶場所に送られる複数のボリュームに分離される結果として、当然に達成さ
れ得る。地理的に離れた記憶場所の多様性は、ほとんどのボリュームが、異なるネットワ
ークノード上、特にグローバルに伝送されるであろう可能性を確実にし得る。
【００５４】
　[0062] ＷＡＮは、多数の潜在的な記憶場所がある。これらの場所は、例えば、金融機
関、郵便局、政府施設、軍事施設、病院、診療所、および、医療センターを含み得る。デ
ータシェルゲームを実施することは、データを、例えば、ニューヨーク市の街頭ニュース
ブース（New York City street corner news booth）に記憶される場合も、それが高い安
全性のデータセンターにある場合とほぼ同程度に安全にし得る。
【００５５】
　[0063] 代替の実施形態では、本開示に一致する技術は、クラウドコンピューティング
環境で使用され得る。クラウドコンピューティングは、動的に大きさを調整可能（scalab
le）で、多くの場合、仮想化されたリソースがインターネット上のサービスとして提供さ
れるスタイルのコンピューティングである。ユーザは、彼らをサポートする"クラウド（c
loud：雲）"の技術基盤の知識、専門性、または、制御を有する必要はない。コンセプト
は、サービスとしての基盤提供（infrastructure as a service：ＩａａＳ）、サービス
としてのプラットフォーム提供（platform as a service：ＰａａＳ）、および、サービ
スとしてのソフトウェア提供（software as a service：ＳａａＳ）、並びに、ユーザの
コンピューティングニーズを満たすためのインターネットへの依存の共通テーマを有する
他の最近（約２００７年から２０１３年）の技術動向を包含する。クラウドコンピューテ
ィングサービスは、ソフトウェアとデータがクラウドサーバーに記憶されるが、ｗｅｂブ
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ラウザからアクセスされるビジネスアプリケーションオンラインを提供し得る。本開示に
一致する実施形態では、如何に、インターネットが、コンピュータネットワークダイアグ
ラムの中に示され、それが隠している複雑な基盤についての抽象化であるのかに基づいて
、クラウドの用語がインターネットのメタファーとして使用され得る。
【００５６】
　[0064] 典型的には、クラウドコンピューティングシステムのユーザは、グローバルに
分散されることができ、ユーザが必要とするデータ処理機能のほとんどが、クラウド内の
システムによって提供されるので、従来のワークステーションやラップトップを使用しな
い。この目的のために、遠隔ユーザのデータ処理システムは、遠隔ユーザのデータ処理シ
ステムとクラウドシステムのデータ処理システムとの間のデータ処理機能を容易にするよ
うな方法でクラウドコンピューティングシステムにリンクする任意の装置であり得る。本
開示と一致する技術を実施することによって、ユーザとクラウドとの間のデータの伝送速
度は向上され得る。これは、少なくとも、上で検討されたように、データを圧縮された状
態で伝送し、および／または、複数の物理的媒体および／または複数の周波数上でデータ
を分散させる能力の故である。加えて、本開示に一致する情報分散、暗号化、および、難
読化技術は、ユーザのデータ処理システムとクラウドデータ処理システム上に記憶された
情報が、常に、不正使用に対して解読できない状態に保たれることを確実にし得る。
【００５７】
　[0065] 例示的な実施形態では、信頼性のあるクラウドコンピューティングサービスを
容易にするクラウドコンピューティングネットワークは、複数の「クラウドコンピューテ
ィングサービスゾーン」が存在し得る。クラウドコンピューティングサービスゾーンは、
集まって、クラウドコンピューティングサービスゾーン内に冗長的に割り当てられる有線
および無線ネットワーク情報の遍在する（ubiquitous）分散を含む仮想コンピューティン
グ環境を提供することができる。安全性を高めるために、どの単一のクラウドコンピュー
ティングサービスゾーンも、任意の情報ファイルの完全なデータの組を含み得ない。代わ
りに、データの組を備えたデータは、本開示に一致する方法で、複数のクラウドコンピュ
ーティングサービスゾーンにわたって決定論的または非決定論的な方法で分散されること
になる。
【００５８】
　[0066] この中で使用する「グローバルクラウド（global cloud）」の用語は、例えば
、ＷＡＮまたはインターネット等のリアルタイム通信ネットワークを介して接続された複
数のコンピュータを含む様々なコンピューティングコンセプトをいう。
【００５９】
　[0067] 図２は、開示された実施形態に従って、安全に情報を伝送し、記憶するための
クラウドコンピューティングシステム２００の概略図を提供する。システム２００は、グ
ローバルクラウド２０２、衛星ネットワークゾーン２０４、衛星２０６、衛星アンテナ２
０８、衛星記憶ゾーン２１０、サーバ２１２、第１の記憶ゾーン２１４、サーバ２１６、
第２の記憶ゾーン２１８、サーバ２２０、無線／ＢＰＬネットワークゾーン２２２、サー
バ２３０、無線／ＢＰＬゾーン２２２、配電網２２４、ＢＰＬ／ＯＦＤＭアクセスポイン
ト２２６、無線／ＢＰＬ記憶ゾーン２２８、サーバ２３０、パーソナルコンピューティン
グおよび通信ゾーン２３２、 ラップトップ／ネットブック２３４、ＵＳＢドライブ２３
６、スマートフォン２３８、セルラネットワークゾーン２４０、セルタワー２４２、家庭
またはオフィスゾーン２４４、ワークステーション２４６、ＩＳＰゾーン２４８、および
、モデム／ルータ２５０を含む。
【００６０】
　[0068] 実施形態において、システム２００は、直接または間接的にグローバルクラウ
ド２０２と接続するいくつかのクラウドコンピューティングサービスゾーンに分割される
。これらのクラウドコンピューティングサービスゾーンは、通信および／またはデータ記
憶の目的で使用される。例えば、衛星ネットワークゾーン２０４は、衛星記憶ゾーン２１
０をグローバルクラウド２０２に接続し得る。この目的を達成するために、衛星ネットワ
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ークゾーン２０４は、衛星２０６と衛星アンテナ２０８を含み得る。衛星アンテナ２０８
は、衛星記憶ゾーン２１０に設けられたサーバ２１２へ／からデータを送信および受信す
ることができる。加えて、衛星２０６は、グローバルクラウド２０２へ／から、この衛星
記憶ゾーンデータを双方向に転送し得る。サーバ２１２は、本開示に一致したデータ圧縮
、暗号化、および、分散技術を実施することのできる、プロセッサ上で動作するソフトウ
ェア、他のハードウェア、または、それらの任意の組み合わせを含み得る。特に、サーバ
２１２は、本開示に一致する技術に従って処理されたデータを記憶することが可能な安全
な記憶ボリュームＶ－１を含み得る。
【００６１】
　[0069] システム２００は、また、第１の記憶ゾーン２１４を含み得る。第１の記憶ゾ
ーン２１４は、例えば、１つ以上の光ファイバケーブル等の物理的な媒体を介してグロー
バルクラウド２０２に接続し得る。第１の記憶ゾーン２１４は、また、本開示に一致する
データ圧縮、暗号化、および、分散技術を実施することができることにおいてサーバ２１
２に類似し得るサーバ２１６を含むことができる。特に、サーバ２１６は、本開示に一致
する技術に従って処理されたデータを記憶することができる安全な記憶ボリュームＶ－２
を含み得る。システム２００は、同様に、サーバ２１８を含む第２の記憶ゾーン２２０を
含み得る。サーバ２１８は、記憶ボリュームＶ－１およびＶ－２に類似する安全な記憶ボ
リュームＶ－３を含み得る。
【００６２】
　[0070] システム２００は、また、１つ以上の配電網２２４を介してグローバルクラウ
ド２０２に双方向にデータを転送する無線／ＢＰＬゾーン２２２を含む。この目的のため
に、各配電網２２４は、１つ以上のＢＰＬ／ＯＦＤＭアクセスポイント２２６を含み得る
。これらのアクセスポイントの詳細は上述されており、従って、簡潔さの目的のために繰
り返されない。無線／ＢＰＬ記憶ゾーン２２８は、例えば、ファイバ、電力線ブロードバ
ンド、無線、および、同軸技術から成るハイブリッド複数技術ネットワーク（hybrid mul
ti-technology network）に更に接続し得る、例えば、光ファイバケーブル等のケーブル
を介して無線／ＢＰＬゾーン２２２に接続し得る。ワイヤレス／ＢＰＬ記憶ゾーン２２８
は、サーバ２１２、２１６、および、２２０と同様に、安全な記憶ボリュームＶ－４を含
み得るサーバ２３０を含むことができる。
【００６３】
　[0071] この技術に技量を有する者は、システム２００が各記憶ゾーン内に単一のサー
バを図示しているが、本開示はそれに限定されないことを理解するであろう。むしろ、各
記憶ゾーン２１０、２１４、１２８、および、２２８は、本開示の範囲から逸脱すること
なく、本開示に一致する技術を使用してデータを記憶し、処理し得る複数のサーバまたは
他の記憶装置を含み得る。更に、図示の各サービスゾーンは、各々が、当該、または、同
様の機能を実行し得る複数の当該サービスゾーンを表す。更に、本開示は、各サービスゾ
ーンがどのようにグローバルクラウド２０２に接続することができるかを詳細には検討し
ていないが、この技術に技量を有する者は、本開示が当該接続のために既知の任意の技術
の使用を企図していることを理解するであろう。例えば、衛星２０６は、グローバルクラ
ウド２０２と衛星記憶ゾーン２１０との間の双方向通信を提供することが可能な、静止衛
星、または、地球低軌道周回衛星、または、任意の他のタイプの衛星であってよい。更に
、衛星２０６は、例えば、時分割多元接続（Time Division Multiple Access：ＴＤＭＡ
）、または、搬送波あたり単一チャネル（Single Channel Per Carrier：ＳＣＰＣ）、ま
たは、他の衛星記憶ゾーン２１０等の通信技術を使用し得る。同様に、無線／ＢＰＬゾー
ン２２２は、電力線上でデータを伝送するための技術を提供する、ＢＰＬアクセスポイン
ト等の装置を含むことができる。加えて、または、代替的に、無線／ＢＰＬゾーン２２２
は、例えば、ワイヤレス／ＢＰＬ記憶ゾーン２２８と無線／ＢＰＬゾーン２２２との間の
無線通信のための、例えば、ＯＦＤＭ等の周波数変調技術を用いる無線アダプタを使用し
得る。
【００６４】
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　[0072] システム２００は、追加のクラウドコンピューティングサービスゾーンを含む
ことができる。これらは、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２、セル
ラネットワークゾーン２４０、家庭またはオフィスゾーン２４４、またはＩＳＰゾーン２
４８、または、それらの任意の組み合わせを含み得る。実施形態では、パーソナルコンピ
ューティングおよび通信ゾーン２３２は、ＰＣ、ラップトップ、ＰＤＡ、または、他のコ
ンピューティング装置、または、それらの任意の組み合わせを含み得る。例えば、図２に
示されるように、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２は、ラップトッ
プ／ネットブック２３４を含む。ラップトップ／ネットブック２３４は、安全な記憶ボリ
ュームＶ－６を含み得る。安全な記憶ボリュームＶ－６の特徴は、それが本開示に一致す
る技術に従って処理されたデータを記憶することができるという点で、安全な記憶ボリュ
ームＶ－１乃至Ｖ－４の特徴と同様であってよい。更に、パーソナルコンピューティング
および通信ゾーン２３２は、また、ラップトップ／ネットブックに挿入可能なＵＳＢドラ
イブ２３６を含んでもよい。ＵＳＢドライブ２３６は、システム２００内の他の記憶ボリ
ュームと同様に、更に他の安全な記憶ボリューム２００を含み得る。加えて、スマートフ
ォン２３８は、また、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２の一部であ
ってよい。スマートフォン２３８は、システム２００内の他の記憶ボリュームと同様な更
に他の記憶ボリュームＶ－８を含み得る。スマートフォン２３８は、セルラネットワーク
ゾーン２４０内のセルタワー２４２への、３Ｇ、４Ｇ、ロングタームエボリューション（
Long Term Evolution：ＬＴＥ）、または、他の任意のネットワーク等のセルラネットワ
ークを介して接続することができる。セルタワー２４２は、グローバルクラウド２０２と
スマートフォン２３８との間の双方向通信を提供するために、グローバルクラウド２０２
と連結し得る。
【００６５】
　[0073] 本技術に技量を有する者は、図２が１つのラップトップ／ネットブック２３４
と１つのスマートフォンを表しているが、各々が安全な記憶ボリュームを含む、他の種類
のパーソナルコンピューティング装置、および、スマート装置、および、任意の数のその
ような装置が、本開示の範囲から逸脱することなく使用できることを理解するであろう。
【００６６】
　[0074] 実施形態において、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２は
、また、家庭またはオフィスゾーン２４４と接続し得る。パーソナルコンピューティング
および通信ゾーン２３２と家庭またはオフィスゾーン２４４との間の接続は、例えば、図
２に示されるように、仮想プライベートネットワーク（Virtual Private Network：ＶＰ
Ｎ）等の任意の通信ネットワークであってよい。更に、家庭またはオフィスゾーン２４４
は、１つ以上のワークステーション２４６を含み得る。ワークステーション２４６は、シ
ステム２００内の他の安全な記憶ボリュームに類似であり得る安全な記憶ボリュームＶ－
５を含むことができる。
【００６７】
　[0075] パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２と家庭またはオフィス
ゾーン２４４は、ＩＳＰゾーン２３８に接続し得る。これらのゾーンとＩＳＰゾーン２４
８は、例えば、モデム／ルータ２５０、または、他のそのような機器、等のネットワーク
機器を介して、有線または無線接続されることができる。ＩＳＰゾーン２４８は、グロー
バルクラウド２０２、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン２３２、および、
家庭またはオフィスゾーン２４４の間の双方向通信を提供し得る。
【００６８】
　[0076] 当技術に器量を有する者は、パーソナルコンピューティングおよび通信ゾーン
２３２と家庭またはオフィスゾーン２４４は、ゾーン２３２、２４４とグローバルクラウ
ド２０２との間の双方向の接続性を提供することができる、無線／ＢＰＬゾーン２２２に
直接接続されてもよいことを理解するであろう。これらのゾーンとワークステーション１
４６とラップトップ２３４との間の接続は、例えば、電源コンセント（図示されず）に接
続されたＢＰＬモデム等のネットワーキング機器を介する有線、または、例えば、ＷｉＦ
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ｉ、ＷｉＭＡＸ、ＭＩＭＯ、セルフォン等の１つ以上の無線アンテナを介する無線、また
は、１つ以上のＢＰＬモデム２２６に接続された電柱に設けられたそのような他の装置（
図示されず）を介したものであってよい。この技術に技量を有する者は、無線セルフォン
アンテナが、セルタワー２４２と同程度に大きい、または、従来のＷｉＦｉアンテナと同
程度に小さい、または、任意の他のサイズであってよく、例えば、ワークステーション２
４６、ラップトップ２３４、および、スマートフォン２３８等の装置間の通信を容易にで
きることを理解するであろう。加えて、この分野に技量を有する者は、ワークステーショ
ン、ラップトップ、および、スマートフォン、または、例えば、ポッド、パッド、タブレ
ット、等々の他の装置が、オーディオおよび／またはビデオコンテンツを受け取って、再
生し得ることを理解するであろう。これは、新規なハイブリッドＢＰＬ通信ネットワーク
を容易にし得る。例えば、代替的な実施形態は、ＢＰＬアクセスポイントに接続された電
柱上に、ＷｉＦｉ，ＷｉＭａｘ、または、低電力セルフォンアンテナを搭載することを含
み得る。
低電力セルフォンアンテナを使用することは、それらが電柱の頂部に設けられ得るので特
に有用であり、それによって、従来のセルタワー配置技術の性能および信頼性を制限する
２つの固有の問題を低減または除去する。電柱が約３２５フィートから３４０フィート離
して32配置されているので，低電力セルフォンアンテナは、土地のトポロジーに従う。そ
れは、セルフォン信号のデッドゾーンを低減または排除することができる。これは、また
、数マイルに対して高電力伝送をブロードキャストする従来のセルタワーの必要性を低減
または排除することができる。この実施は、電力ロビング逆２乗則（power robbing inve
rse square law）、即ち、距離が２倍になると４倍で減少する、によって課された電気エ
ネルギーのかなりの量を消費する。電柱に設けられた低電力セルフォンアンテナは、二酸
化炭素排出量を低減し得るエネルギーコストを削減し、セル信号カバレッジと明瞭さを改
善するために、柔軟に配置され得る。これは、また、セルフォン伝送施設を構築し、維持
することに関連した建築および維持コストを低減し得る。
【００６９】
　[0077] この技術に技量を有する者は、クラウドコンピューティングシステム２００の
記載は例示の目的のみであり、多くの様々なクラウドコンピューティングシステムは本開
示の範囲内に入ることを理解するであろう。例えば、代替の実施形態は、追加の、または
、より少数のクラウドコンピューティングサービスゾーン、および／または、異なるタイ
プのクラウドコンピューティングサービスゾーンを含み得る。更に、各々のクラウドコン
ピューティングサービスゾーンは、複数の安全な記憶ボリュームを有することができ、ク
ラウドコンピューティングサービスゾーンにおける各装置は、複数の安全な記憶ボリュー
ムを有し得る。
【００７０】
　[0078] システム２００のユーザは、ユーザのデータプロセッシングシステムとクラウ
ドデータプロセッシングシステム上に記憶された情報が常に不正使用に対して難読である
状態に維持され、クラウドコンピューティングサービスゾーンにおけるどの単一の装置も
、任意の情報ファイルの完全なデータの組を含み得ないことを確実にするために、上述の
情報圧縮、暗号化、分散、伝送、および、記憶技術を具現化する、プロセッサ上で実行さ
れるソフトウェア、ハードウェア、または、それらの任意の組み合わせを使用し得る。例
えば、ユーザは、ラップトップ／ネットブック２３４上でデータファイルを作成し、また
は、変更し得る。加えて、ユーザは、図２に表された全ての他のクラウドコンピューティ
ングサービスゾーンにアクセスし得る。記載されたような本開示に一致する技術を使用す
ることによって、例えば、図１に関して、プロセッサ、ハードウェア、または、ラップト
ップ／ネットブック２３４上のそれらの任意の組み合わせ上で実行されるソフトウェアは
、データファイルを圧縮し、暗号化し得る。加えて、システム２００が、本開示に一致す
る技術に従って、データを、８個のボリュームの内の２つ（ｍ＝８）で１つの完全なデー
タの組を含むように、８個のボリューム（ｔ＝８）に分散する場合、ユーザは、図２に表
されるように、システム２００における安全な記憶ボリュームＶ－１からＶ－８までにわ
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たって広げられた８つの個別のボリュームにデータを分散することによって、このデータ
ファイルをバックアップし得る。技術が、本開示と一致する技術に従って実施される場合
、従来の知識によって実施されているような定期的なバックアップは、各ファイルが保存
されるとすぐに、情報が８つのローカルと遠隔の場所に記憶されるので、もはや必要とさ
れなくなり得、バックアップを、時間にわたってのデータの発展の履歴を保存するための
古記録のスナップショットのために所望されるだけにする。従って、データファイルの部
分は、どの装置もデータファイルの完全なコピーを含まないように、ラップトップ／ネッ
トブック２３４、スマートフォン２３８、ＵＳＢ２３６、ワークステーション２４４、お
よび、サーバ２１２、２１６、２１８、および、２８１に記憶され得る。この技術に技量
を有する者は、システム２００が記載された方法で動作するために、システム２００内の
装置の全てが、プロセッサ上で動作するソフトウェア、ハードウェア、または、本開示に
記載された技術を用いてデータの処理および記憶を可能にするそれらの任意の組み合わせ
を含むことを理解するであろう。ユーザが自分のデータファイルを取り出すと決定した場
合、彼は、８つのボリュームの内の任意の２つからデータファイルを復元することによっ
てそれを行うことができる。従って、８つのボリュームの内の任意の６つは、ユーザのデ
ータファイルの完全性に影響を与えることなく破壊することができる。
【００７１】
　[0079] 代替の実施形態では、ボリュームの取り出しが優先度付けられ、コンピューテ
ィング装置は、それが遠隔に記憶されているボリュームにアクセスする前に、まず、ロー
カルに記憶されるボリュームを取り出すように試みる。本開示と一致するこの技術は、帯
域幅を節約し、取り出し処理を加速し得る。同様に、ボリュームの伝送は優先度付けられ
、コントローラは、遠隔の記憶場所にボリュームを伝送する前に、まず、ローカル記憶装
置にボリュームを伝送しようと試み得る。本開示と一致するこの技術は、ローカル装置が
、遠隔の場所より、損なわれていないデータを取り出す高い可能性とより早い取り出しを
有するので、"ｍ"個のデータが記憶処理を生き延びる、より大きな保証を提供し得る。
【００７２】
　[0080] 更に他の実施形態では、"ｍ"個のボリュームは、データの完全性を保つために
保存される必要があり得る。このような場合には、コンピューティング装置は、保存処理
に続いて、または、将来時点で、所望の数のｔ個のボリュームを生成するために、ｍ個の
ボリュームを使用することを試み得る。この態様は、保存サイクルが開始されたときに、
複数の受信ユニットがオフラインであるか、または、レンジ外であることが仮定されるか
ら、モバイルアドホック無線（mobile ad hoc radio）で使用され得る。
【００７３】
　[0081] システム２００は、ユーザのコンピューティング装置の全てが、圧縮され、暗
号化され、ビット、ニブル、バイト、および／または、ブロックのような元のデータユニ
ットにランダムまたは疑似ランダムに分割され、クラウドとリンクされる可変サイズの８
つの安全なボリュームに分散されるデータの単一のライブラリを配分する（share）こと
を可能にし得る。上述したように、"ｔ"と"ｍ"の値は、システム２００のユーザによって
選択可能であり、上記の開示に使用されるものに限定されない。
【００７４】
　[0082] システム２００は、ユーザが、彼の実際の場所にかかわらず、コンピューティ
ングおよび通信の環境を維持することを可能にする。本開示によって説明される技術は、
伝送媒体および伝送プロトコルに不可知的であるため、場所に不可知的な本システムの態
様が可能である。従って、ユーザは、空中、土地、または、海の上の任意の場所にいるこ
とができ、モバイルまたは動かない状態であり得るが、依然として、ユーザがクラウドコ
ンピューティングシステム２００に接続できる限り、常に、当該システム上にバックアッ
プされたデータにアクセスできる。
【００７５】
　[0083] 上述の本開示に従って、クラウドコンピューティングシステム２００は、いく
つかの態様を含む。データは、例えば、ＰＳｑｕａｒｅｄ、ＡＥＳ－２５６、３ＤＥＳ、
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または、Ｔｗｏ Ｆｉｓｈ等の暗号化アルゴリズムのいずれか１つ、または、組み合わせ
を用いて暗号化され得る。更に、データが圧縮された状態で記憶され、転送され得るので
、クラウドへ、または、からのデータ転送が加速さるという特徴を示す。更に、圧縮され
、および／または、暗号化されるので、データの組は、ビット、ニブル、バイト、および
／または、ブロックのような一次データ要素に分離され、その後、決定論的、または、非
決定論的な方法で、複数のローカルな、および、グローバルな場所に部分的なデータの組
として分散され、どの完全なデータの組も、単一のボリュームに、または、単一の保管場
所に存在することはなく、または、所望された場合、単一のネットワークノードまたは経
路上を移動することはありえない。加えて、ボリューム名やファイル名が、データが保存
される都度、ランダムな英数字の文字列として作成され、および、再作成され得、従って
、誰も、ファイル名から、ファイルがどんな種類のデータを含んでいるかを見極めること
ができない。
【００７６】
　[0084] 上記に開示されたシステムで使用される伝送技術は、また、どのデータ記憶場
所がデータの組のどの部分を保持しているかを決定することを困難にし得る。特に、ファ
イルやボリュームは、データの組が保存され、または、伝送される都度、新しく、異なる
ネットワーク経路上を、新しく、異なる記憶場所に、決定論的または非決定論的に分散さ
れ得、それによって、データの所有者を含む誰もが、どの記憶場所がどのボリュームまた
はどのデータの組の部分を保持しているかを知らない、「データシェルゲーム（data she
ll game）」を作成する。
【００７７】
　[0085] 図１に関して検討された態様と同様に、本開示によるシステムは、利用可能な
記憶空間の量を決定するために安全な記憶容量を問い合わせ、問い合わされた容量に記憶
するために、決定論的または非決定論的に部分的なデータの組を生成し得る。
【００７８】
　[0086] 代替的なクラウドコンピューティングの実施形態では、ビットストリームは、
まず、複数のデータストリームまたはボリュームに分解され得、そして、各データストリ
ームまたはボリュームは個別に暗号化され得る。更に、追加の安全性が、異なる鍵を用い
て各ボリュームまたはデータストリームを暗号化することによって提供され得る。更に他
の実施形態では、各ボリュームまたはデータストリームは、可能な暗号化アルゴリズムの
プールから決定論的または非決定論的に選択され得る異なるアルゴリズムを用いて暗号化
されてもよい。
【００７９】
　[0087] 更に他の実施形態では、上述のシステム１００および２００は、究極の情報難
読化および帯域幅保全（extreme information obfuscation and bandwidth conservation
：ＸＩＯＢＣ）を実施し得る。例えば、クラウドコンピューティングシステム等の多くの
システムは、ユーザのデータを作成し、操作するために、または、自動設定データ等の情
報を伝送し、受信するための無線およびＢＰＬアクセスポイントにおいて、例えば、ワー
ドプロセッシングプログラム、スプレッドシートプログラム、画像処理プログラム、等の
ようなアプリケーションを使用する。これらの動作は、ユーザとクラウドコンピューティ
ングリソース間のデータの実体的な転送を必要とし得、その全てが、例えば、中間者攻撃
（man-in-the-middle）、マン・イン・ザ・ブラウザ（man-in-the-browser）、ＤｏＳ攻
撃（denial of service）、および、他の形態のサイバー攻撃、等のサイバー攻撃からの
保護を必要とし得る。ＸＩＯＢＣを備える難読化技術は、１つ以上のローカルまたは遠隔
の場所から参照され得る複数の情報構築ブロックを作成することによって、データシェル
ゲームによって実施されるデータ安全化技術を強化することができる。そうすることによ
って、使用可能な情報が構築され得る。本開示によって企図される追加の実施形態は、そ
のようなアプリケーションによって一般に使用されるデータを伝送する必要性を低減し得
るシステムである。
【００８０】
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　[0088] 本実施形態の基本的なアーキテクチャは、図１のシステム１００と同じであっ
てよい。従って、各コンポーネントの詳細な検討は、簡潔さの目的のために繰り返されな
い。むしろ、代替的な実施形態に関連するそれらの態様のみが以下で検討される。
【００８１】
　[0089] コンピューティング装置１３０および１７４は、本開示に一致する技術を実行
するために、プロセッサ、他のハードウェア、または、両者の組み合わせ上で動作するソ
フトウェアで構成され得る。高レベルにおいて、コンピューティング装置１３０とポイン
トコンピューティング装置１７４は、ＸＩＯＢＣ配列と呼ばれる１つ以上の配列の形でデ
ータを記憶し得る。ＸＩＯＢＣ配列に記憶された情報を転送するために、コンピューティ
ング装置１３０は、１つ以上のデータ配列においてデータを指すポインタを作成し得、ポ
インタは対応するデータ配列におけるデータを参照する。ポインタは、２次元のポインタ
であってもよい。加えて、最初の伝送後、ＸＩＯＢＣ配列に記憶されたデータを伝送する
のではなく、コンピューティング装置１３０は、ローカルネットワーク１５０および通信
ネットワーク１６０を通して、１つ以上のデータ配列の任意のデータ項目のためのポイン
タのみをコンピューティング装置１７４に転送してもよい。ポインタの受け取りに応じて
、遠隔コンピューティング装置１７４は、ローカルＸＩＯＢＣ配列に記憶されたデータを
参照し得る。従って、本システムは、コンピュータ装置１３０が、取り付けられたローカ
ルデータ記憶装置または遠隔データ記憶装置上に不完全な識別しにくい情報を記憶し、ロ
ーカル、ネットワーク、または、遠隔ＸＩＯＢＣ配列に記憶された少なくとも１つのデー
タ構築ブロックを参照するポインタを送ることによって、例えば、ランダムアクセスメモ
リ（random access memory：ＲＡＭ）等の揮発性メモリ内に少なくとも１つの完全なデー
タの組を組み立て、任意のコンピュータ関連の目的のために少なくとも１つの完全なデー
タの組を使用し、少なくとも１つの完全なデータの組をゼロ化することを可能にする。こ
の様な方法でＸＩＯＢＣ配列を使用することは、ユーザが、例えば、パスワード、社会保
障番号、核発射コード、等の機密情報を作成することを可能にし得る。これらの、必要に
応じた、動的な（on-the-fly：オンザフライ）、１回使用のデータの組は、各使用の後、
ゼロ化される等、蒸発し得、不揮発性記憶装置上には決して存在しておらず、従って、当
該少なくとも１つの完全なデータの組のどの残留したイメージも、使用のその瞬間を超え
て存在することはない。本のシステムは、また、コンピューティング装置１３０と１７４
との間で渡されるデータの実際の量を減少させ得る。
【００８２】
　[0090] 実施形態において、コンピューティング装置１３０と１７４は、上述の態様を
実行するように構成可能なコントローラ（図示されず）を含むことができる。これらは、
例えば、これらの態様を実行し得るソフトウェア命令を実行するように構成された制御処
理部の少なくとも一部と、これらのソフトウェア命令を記憶する１つ以上のメモリユニッ
トの少なくとも一部と、上述の態様を実行するために必要な任意の他のコンポーネントを
含み得る。
【００８３】
　[0091] 具体的には、コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、固定長
または可変長のＸＩＯＢＣ配列を作成し、配列にデータを投入するよう構成することがで
きる。このデータは、ユーザデータ、メタデータ、または、コンピューティング装置１３
０上に記憶される必要のある任意の他の種類のデータであってよい。ＸＩＯＢＣ配列デー
タは、例えば、固定長の文字列、整数、実数、内部ポインタ、他のＸＩＯＢＣ配列への外
部ポインタ、ソフトウェアプログラムまたはユーティリティへの外部ポインタ、コードブ
ロックまたはコードブロックの要素、実行可能な命令または実行可能な命令の要素、コー
ドブックまたは実行可能な命令を初期化するための１つ以上のパラメータおよび／または
引数、または、それらの任意の組み合わせであってよい。代替的に、ＸＩＯＢＣ配列が既
に存在する場合、それは、欠けているか、修正する必要があるようなデータだけが投入さ
れ得る。実施形態において、ＸＩＯＢＣ配列は、コンピューティング装置１３０の少なく
とも１つ以上のメモリコンポーネントとコンピューティング装置デバイス１７４の少なく
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とも１つ以上のコンポーネントに記憶される。例えば、コンピューティング装置１３０が
、ＯＦＤＭ装置、または、スマートフォン等である場合、配列は、メモリに存在するため
に予めロードされる。代替的に、ＸＩＯＢＣ配列は、揮発性または不揮発性のメモリに存
在するために予めロードされることができる。更に他の代替の実施形態では、ＸＩＯＢＣ
配列が予めロードされていない場合、それは、初期化処理中に作成され、情報を投入され
る。
【００８４】
　[0092] 例えば、実施形態では、ＸＩＯＢＣ制御配列（複数可）が装置ファームウェア
内に予めパッケージ化され、その後、装置が更新を受け取るまで変更されないで存続する
。代替的に、制御配列は、予めパッケージ化されなくてもよい。むしろ、それは、装置内
のメモリ割り当てを有するだけであってよい。ポインタを伝送しようと試みる装置は、ま
ず、配列が存在するかをみるためにテストをし、それが存在する場合、それが現在のバー
ジョンであるかを決定し得る。配列が存在し、最新である場合、装置は、１つ以上のポイ
ンタのパッケージを送り得る。しかし、配列が存在せず、最新でない場合は、装置は、ま
ず、配列を送り、そして、１つ以上のポインタのパッケージで追い打ちをかけ得る。
【００８５】
　[0093] 装置１３０におけるコントローラは、更に、１つ以上のＸＩＯＢＣ配列内の任
意のデータ項目のためのポインタを作成するように構成され得る。従って、２次元ポイン
タの各々は、対応するＸＩＯＢＣ配列内のデータを参照し得る。実施形態では、コンピュ
ーティング装置１３０におけるコントローラは、２次元ＸＩＯＢＣテーブルとして構成さ
れ得る、ＸＩＯＢＣ配列へのｘｙポインタを作成するために、１バイトを２ニブルに区分
することにより、このようなポインタを作成し得る。
【００８６】
　[0094] コンピューティング装置１３０におけるコントローラは、更に、その後、デー
タに対応するＸＩＯＢＣ配列に記憶された実際のデータを転送する代わりに、ローカルネ
ットワーク１５０および通信ネットワーク１６０を通して、ポインタを遠隔コンピューテ
ィング装置１７４に渡すように構成され得る。ポインタの受け取りに応じて、遠隔コンピ
ューティング装置１７４は、コンピューティング装置１７４に記憶されたＸＩＯＢＣ配列
から対応するデータを参照するために、受け取られたポインタを使用し得る。そのような
技術の使用は、ネットワークを通して転送されるポインタは、当該ポインタが参照したデ
ータが転送されていたとしたら使用されていたであろう帯域幅の小部分を使用し得るので
、ネットワーク上の帯域幅を節約することができる。
【００８７】
　[0095] この技術に技量を有する者は、コンピューティング装置１３０が、上述の態様
を実行し得る、コントローラ以外のコンポーネントを含んでいてもよいことを理解するで
あろう。即ち、コンピューティング装置１３０に、この中で検討された態様を提供させる
、任意のハードウェアコンポーネント、ソフトウェアコンポーネント、または、それらの
任意の組み合わせが、本開示の範囲から逸脱することなく使用され得る。
【００８８】
　[0096] 本技術に技量を有する者は、図１からのコンピューティング装置１３０と１７
４が例示目的のみのために使用されたことを理解するであろう。即ち、上に開示されたＸ
ＩＯＢＣデータの難読化と帯域幅節約技術は、本開示と一致する技術を実行するために、
適切なソフトウェア、ハードウェア、または、それらの組み合わせを用いて構成された任
意の２つの装置間でデータを転送するために使用されることができる。更に、ＸＩＯＢＣ
データの難読化と帯域幅節約のための実施形態はシステム１００に関して検討されたが、
当技術に技量を有する者は、上述の技術が、本開示の範囲から逸脱することなく、図２に
関して記載されたシステム２００等のクラウドコンピューティングシステムで使用され得
ることを理解するであろう。加えて、上に記載されたＸＩＯＢＣデータの難読化と帯域幅
節約技術は、それら自身で、または、本開示と一致するデータの分節、圧縮、暗号化、分
解、および、分散技術と組み合わせて使用され得る。
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【００８９】
　[0097] 本開示と一致する技術は、ＷｉＭａｘネットワークのスループットレートを高
めることに役立ち得る。例えば、実施形態では、上に開示された圧縮態様は、転送される
データの種類、および、太陽黒点、他にもある中で、湿度や雷のような大気の問題等の他
の要因に依存して、約１０キロメートルで約１０Ｍｂｐｓから、約１０キロメートルで約
２０Ｍｂｐｓから約４０Ｍｂｐｓまで、ＭｉＭａｘ装置のスループットを増大させること
ができる。これは、ハイブリッドＢＰＬおよび無線ネットワークにおけるバックホール装
置として、本開示に一致する無線アクセスポイントの使用を増加させ、それによって、バ
ックホール動作のための光ファイバケーブルへの依存を減少させる。
【００９０】
　[0098] 更に、ＸＩＯＢＣ技術を使用してデータストリームを分離して、分散させるこ
とは、本開示に一致した当該データストリームの全てまたは一部を難読化し得る。複数の
チャネル、周波数、または、サブ周波数上で分離されたデータを伝送することは、更に、
データシェルゲームによって実施されるデータ安全性の態様を高めることができる。
【００９１】
　[0099] 更に、本開示に一致する技術を使用してデータストリームを分離し、分散し、
複数のチャンネル、周波数、または、サブ周波数上で分離されたデータを伝送することは
、このシステムを実施する無線装置の有効帯域幅を、これらの無線装置の標準のデータ伝
送レート以上の約２倍から約１８倍またはそれ以上程度まで、更に高め得る。
【００９２】
　[00100] 本システムは、また、ユニキャストマルチメディアプレゼンテーションサービ
ス（Unicast Multimedia Presentation Services）で使用されることができる。一般に、
ユニキャストプレゼンテーションサービスは、マルチキャストプレゼンテーションサービ
スよりも好まれ得る。マルチキャストプレゼンテーションサービスの認められる制限の内
のいくつかは、マルチキャストプレゼンテーションサービスがホストブロードキャストサ
ービスとそのユーザとの間の何らの直接の相互作用も可能にしないこと、および、マルチ
キャストサービスが真のビデオオンデマンドサービスを提供することができないことであ
る。ユニキャストプレゼンテーションサービスはこれらの制限を解消するが、帯域幅消費
型（bandwidth intensive）である。本システムの実施は、ユニキャストマルチメディア
プレゼンテーションサービスの有効性を高めることができる。例えば、ストリーミング画
像ファイルや他の豊富なコンテンツのマルチメディアファイルが、圧縮され、および／ま
たは、不正使用に対して判読不能にされ、本開示に従って多数の記憶場所に地理的に分散
される場合、コンテンツオンデマンド、ビデオオンデマンド、ＴＶ（テレビ）オンデマン
ド、および、豊富なマルチメディアコンテンツの他の同様なサービスを、グローバルに分
散された加入者のコミュニティに届けることに関するいくつかの制限は、改善され得る。
例えば、既存のユニキャストプレゼンテーションサービスが直面している帯域幅制限は、
本開示に一致する圧縮および／または情報分散および暗号化技術を使用することによって
克服され得る。
【００９３】
　[00101] 本システムは、また、コンテンツプロバイダの要求を満足するために使用され
得る。例えば、Ｖｉａｃｏｍ，Ｃｏｍｃａｓｔ，Ｍｉｒａｍａｘ、Ｐａｒａｍｏｕｎｔ、
および、Ｓｏｎｙ Ｆｉｌｍｓ等のコンテンツプロバイダによって表明された懸念のいく
つかは、コンテンツ管理権限の安全性（content management rights security）とコンテ
ンツプロバイダに好適であるコンテンツの品質基準を維持する必要性である。本システム
を実施することは、デジタルマルチメディアファイルの配布および再生を保護するために
、分散されたデジタル権利管理（dispersed digital rights management：ＤＤＲＭ）シ
ステムを課すための技術を提供することである。加えて、本システムを実施することは、
ＡＶＳ、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、または、同様の他のビデオコーデック、および／
または、ＭＰ３、ＡＣ－３、Ｇ．７２２．２、ＷＭＡ、または、同様な他のオーディオコ
ーデック、等の従来のデジタルマルチメディアファイルを、デジタルマルチメディアファ
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イルが傍受、ファイル共有、不正コピー、窃盗、等々に対して判読不能になるような方法
で変更することによって、コンテンツプロバイダの品質と安全性の懸念に合致する、ある
いは、越えさえもし得る。加えて、本システムを実施することは、オーディオおよび／ま
たはビデオストリームが安全に圧縮され、および／または、他の手段を介して達成されな
いレベルに加速されるような方法で、本開示に一致する圧縮および／または情報分散およ
び暗号化技術を使用することによって、ネットワークプロバイダの要求に応えることがで
きる。加えて、本開示の帯域幅節約方法は、ユニキャストストリーミングサービスをサポ
ートするために必要とされるネットワーク制御情報の量を減らすことができる。
【００９４】
　[00102] 本システムは、また、衛星によって配信されるサービスを向上させ得る。特に
、本システムを実施することは、衛星の双方向伝送を加速するように、データを圧縮し、
および／または、暗号化し、および、分散することによって、衛星システムを安全にする
ことができる。更に、本システムは、また、複数の周波数上に、分散されたデータサブセ
ットを分散することによって、安全性を高めることができる。加えて、本開示に一致する
帯域幅節約技術を実施することによって、衛星システムのための全ての制御命令の伝送が
、衛星のＸＩＯＢＣ配列の組において予めロードされた抽象構造のデータプリミティブ（
abstracted data primitives）から制御命令を構築することによって、更に加速され、安
全にされ得る。抽象構造のデータプリミティブはランダムな間隔に変更され得るので、こ
れは、衛星システムの有害なハッキングを非常に困難にし得る。強化された安全性は、Ｘ
ＩＯＢＣ情報配列を、ランダムな間隔で、または、決定論的に確立される間隔で定期的に
、新しいバージョンと置き換えることによって達成され得、それによって、配列要素にお
いて参照されるデータは、配列の中で修正され、または、再配置され、このデータを参照
するポインタがこれらの変更を反映するために更新され、情報へのアクセスを更に難読化
する。
【００９５】
　[00103] 図３は、本開示と一致する実施形態のデジタル情報を安全に伝送し、記憶する
ための方法３００のフローチャート表現を提供する。実施形態では、開示された方法は、
１つ以上のコンピューティング装置上で実行可能なコンピュータソフトウェアの中にコー
ド化されたアルゴリズムを含み得る。
【００９６】
　[00104] ステップ３０２において、例えば、図１におけるコンピューティング装置図１
３０、または、図２における装置２３４が、例えば、図１における入力装置１１０または
ローカルネットワーク１５０等の入力装置から、または、図２における任意の装置または
ネットワークから、１つ以上のビットストリームの形式でデータを受け取る。ステップ３
０４で、コンピューティング装置の中の、図１に関して上に記載されたもの等の分節モジ
ュールが、１つ以上の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリーム
を分節する。ステップ３０５において、図１に関して上に記載されたもの等のコンピュー
ティング装置は、１つ以上の第１のデータの組が圧縮される必要があるかどうかについて
決定をする。１つ以上の第１のデータの組におけるデータが、コンピューティング装置に
よって、圧縮に対して抵抗力があるとみなされた場合、このステップはスキップされ、プ
ログラムの実行はステップ３０８に進む。そうでなければ、プログラムの実行は、複数の
圧縮アルゴリズムの１つ以上がデータの組に適用されるステップ３０６に進む。ステップ
３０６において、コンピューティング装置において、図１に関して上に記載されたもの等
の圧縮モジュールが、１つ以上の第２のデータの組を形成するために、１つ以上の第１の
データの組を圧縮する。ステップ３０８において、コンピューティング装置の中で、図１
に関して上に記載したもの等の暗号化モジュールが、１つ以上の第３のデータの組を形成
するために、１つ以上の第２のデータの組を、暗号によって変更する。ステップ３１０で
は、決定が、１つ以上の第３のデータの組の中のデータが分散される必要があるかどうか
について、コンピューティング装置内でなされる。データが分散される必要のない場合、
ステップ３１２において、コンピューティング装置における組み立てモジュールが、少な
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くとも１つの第２のビットストリームを形成するために、１つ以上の第３のデータの組を
組み立てる。ステップ３１４では、少なくとも１つの第２のビットストリームが、１つ以
上のデータ記憶装置に出力される。これらは、例えば、図１に示されたローカルデータコ
ンピューティング装置１４０、１４２、１４４、および、１４６、および／または、遠隔
コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８を含み得る。代替的な
実施形態において、データ記憶装置は、サーバ２１２、２１６、２２０、および、２３０
等の図２に示された装置のいずれかを含み得る。
【００９７】
　[00105] 他方、ステップ３１０において、決定が、１つ以上の第３のデータの組におい
てデータを分散すると、コンピューティング装置１３０においてなされた場合、ステップ
３１８において、コンピューティング装置の中の、図１に関して上に記載されたもの等の
分散モジュールが、"ｍ"の数のボリュームで１つの完全なデータの組を含むように、少な
くとも１つの第２のビットストリームの部分として"ｔ"個のボリュームを形成するため、
ここで、ｍ＜ｔ、に、１つ以上の第３のデータの組を複数のデータブロックに分解する。
ステップ３２０において、コンピューティング装置における分散モジュールは、１つ以上
の伝送経路を通じて、ｔ個のボリュームを分散し、どの完全なデータの組も単一の記憶場
所に記憶されていないように、複数の分散された記憶場所にわたってそのｔ個のボリュー
ムを記憶する。これらの記憶装置は、図１におけるローカルデータコンピューティング装
置１４０、１４２、１４４、および、１４６と遠隔コンピューティング装置１７２、１７
４、１７６、および、１７８の任意の組み合わせであり得る。代替的な実施形態において
、データ記憶装置は、例えば、オフィスや家庭／オフィス記憶装置２３４、２３６、およ
び、２４６を含むが、それに限定はされない、サーバ２１２，２１６、２２０、および、
２３０等の図２に示された装置のいずれかを含み得る。加えて、パーソナルスマートフォ
ンは、図１におけるローカルデータコンピューティング装置１４０、１４２、１４４、お
よび、１４６と遠隔コンピューティング装置１７２、１７４、１７６、および、１７８と
、図２におけるセルタワー２４２の手段によって通信する記憶装置として使用され得る。
【００９８】
　[00106] 図４は、データシェルゲームの技術と一致する方法でデータを難読化し、およ
び／または、本開示に一致する実施形態に従って複数のネットワーク化された装置間のデ
ータ伝送の間の帯域幅を節約するための方法４００のフローチャート表現を提供する。実
施形態では、開示された方法は、１つ以上のコンピューティング装置上で実行可能なコン
ピュータソフトウェアの中にコード化されたアルゴリズムを含み得る。ステップ４０２に
おいて、例えば、図１におけるコンピューティングネットワーク１６０等の通信ネットワ
ーク（または、図２におけるグローバルクラウド２０２）と接続される図１におけるコン
ピューティング装置１３０（または、図２における装置２３４）等の第１のネットワーク
化された装置は、少なくとも１つのメモリコンポーネントにおける１つ以上のデータ配列
を記憶し得る。同様に、例えば、図２における遠隔データコンピューティング装置１７４
等の第２のネットワーク化された装置（または、図２におけるサーバ２３０）は、少なく
とも１つのメモリコンポーネントにおいて１つ以上のデータ配列を記憶し得る。ステップ
４０４において、第１のネットワーク化された装置は、１つ以上のデータ配列における各
データ項目のためのポインタを形成し得、ここで、各ポインタは、対応するデータ配列に
おけるデータを参照する。ステップ４０６において、第１のネットワーク化された装置は
、通信ネットワークを通じて、第２のネットワーク化された装置に、１つ以上のデータ配
列の各々のためのポインタを転送し得る。ステップ４０８において、第２のネットワーク
化された装置１７４は、転送された対応するポインタによって１つ以上のデータ配列に記
憶されたデータを参照し得る。実施形態において、ポインタは２次元であってもよい。
【００９９】
　[00107] この中に記載されたように複数の別個の場所にファイルを分散することは、安
全性を高め得る追加の技術と共に実行され得る。例えば、どの２つの配分ボリューム（sh
are volumes）も、共通に、何らの識別可能な情報も有し得ない（例えば、全ての配分ボ
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リュームのファイル名は互いに独特に異なっており、元のファイル名と共通には何も有し
得ない）。分散されたボリュームのサイズは、記憶場所から記憶場所へと変わる。作成さ
れた時刻、修正された時刻、および、アクセスされた時刻等の分散されたボリュームにつ
いてのファイルメタデータは、同じ日に、または、ランダムな日付に設定され得る。分散
されたボリュームについてファイル属性は、同じ日に、または、ランダムな日付に設定さ
れ得る。従って、ハッカーであろうとも、分散されたボリューム自身の特性によって欺か
されながら、完全なデータを再組み立てするような最小数の配分ボリュームを獲得するた
めに、複数の地理的に分離された場所に侵入する必要があり得る。
【０１００】
　ＧＤＶＤ－グローバルに分散された仮想データセンター
　[00108] この中で用いられる「データセンター（datacenter）」の用語は、ネットワー
ク化されたコンピュータサーバ、記憶装置、および、データの遠隔記憶、処理、および、
配布のための支援ハードウェアおよびソフトウェアのグループをいう。
【０１０１】
　[00109] この中で使用される「伝送経路（transmission path）」の用語は、例えば、
ネットワーク上のノードを接続する物理的なケーブル配線、および、搬送周波数における
経路またはサブチャネル上を通信される信号を含む、データ通信がたどる、ネットワーク
の２つのノード間の経路をいう。
【０１０２】
　[00110] この中で用いられる「データ膨張（data bloat）」の用語は、何らかのものが
元のデータを変更し、損傷を与え、または、破壊する場合に、元のデータが存続し続ける
ことを確実にするために記憶されなければならない合計データの量における増加をいう。
【０１０３】
　[00111] この中で用いられる「攻撃の脅威（attack threat）」の用語は、サイバー攻
撃者が識別可能な情報を盗むために侵入しなければならないであろう、識別可能な情報の
完全なデータの組を保持するデータ記憶施設の合計数を示す１からｎまでのインデックス
番号をいう。当該数が大きい程、脅威が大きい。
【０１０４】
　[00112] この技術に技量を有する者は、本開示のどの処理も真にランダムではないこと
を更に理解するであろう。従って用いられる擬似ランダム、または、非決定論の処理は、
それによってデータが修正される方法を選択するために、見かけ上任意な決定や基準を使
用し得るが、全ての場合において、データを変更するためにそのように利用される処理は
、特定の目的のためにデータを変更するよう動作する段階的な手順である。分節し、圧縮
し、暗号化し、および、分散するためにそのように利用される各処理は、非ランダム（決
定論的）である。従って、処理の順序を正確に逆にすることによって、データは、段階的
な逆の方法で元の形に復元され得る。情報が、情報を分解し、乱数系列を生成し、データ
の組をその乱数系列に関連付けることによって分散される場合であっても、データを元の
状態に戻すことは、情報を再組み立てするために、同じ乱数系列を用いるが、反対の方向
に処理を実行するという事項である。全てのそのような処理は無損失である。データを変
更する作業を行う本開示によって用いられる全ての技術は非ランダムであるため、そのよ
うな技術の全ては可逆的である。
【０１０５】
　[00113] 図５は、開示された実施形態に従って、デジタル情報と仮想マシンを安全に伝
送し、記憶するために、グローバルに分散された仮想データセンター（globally dispers
ed virtual datacenter：ＧＤＶＤ）を設計し、組み立て、および、運用するためのシス
テム５００の概略表現を提供する。システム５００は、図１における少なくとも１つのコ
ンピューティング装置１３０、複数のグローバルに分離されたデータセンター５０１、５
０２、５０３、５０４、５０５、および、５０６、並びに、複数のグローバルに分離され
たデータセンターに図１におけるコンピューティング装置１３０を接続する、複数のグロ
ーバルに分離された伝送経路５０９、５１０、５１１、５１２、５１３、および、５１４
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を含む。加えて、グローバルに分離されたデータセンターは、各々、図２におけるグロー
バルクラウド２０２に接続され得る。オプションとして、図１におけるコンピューティン
グ装置１３０は、例えば、図１におけるモデム／ルータ２５０等のネットワーキング機器
を介して、図２におけるグローバルクラウド２０２に接続され得る。加えて、データセン
ター５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、および、５０６は、ネットワーキング機
器（図示されず）を介して、図２におけるグローバルクラウド２０２に接続され得る。
【０１０６】
　[00114] 図１におけるコンピューティング装置１３０は、少なくとも１つの第１のデー
タの組を複数の配分ボリュームに分散するため、および、その複数の配分ボリュームの各
々を複数のデータセンターに伝送するため、および、その複数のデータセンターから配分
ボリュームの最小限の数を受け取り、本開示に一致する方法で第１のデータの組と損失な
く同じである第２のデータの組にそれらを再組み立てするために、プロセッサ、他のハー
ドウェア、または、それらの任意の組み合わせ上で実行されるソフトウェアでもって構成
され得る。データの組がそのような方法で処理される場合、データの組は、複数のデータ
センターにわたって、データ分散物として存在し得る。この中に記載された実施形態は、
データの組に、超高度の安全性、人工や自然災害に対する回復力、高い持続性、および、
高い可用性とデータの組を与えることができる。これは、データ膨張を最小限に抑えて達
成され得る。
【０１０７】
　[00115] 各データセンター５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、および、５０６
は、図１におけるコンピューティング装置１３０によって伝送される配分ボリュームを受
け取り、記憶するために、および、図１におけるコンピューティング装置１３０に対して
配分ボリュームを取り出し、および／または、送信するために構築され、構成された、プ
ロセッサ、および／または、ハードウェア上で実行されるソフトウェアでもって構成され
得る。加えて、データセンター５０１、５０２、５０３、５０４、５０５、および、５０
６は、全体的に、または、部分的に統合されたＧＤＶＤとして一緒に動作するように、集
団で構成されてもよい。
【０１０８】
　[00116] データ膨張は、少なくとも２つの点で特に有害であり得る：
それは、データ記憶容量の要求を増加する；　および、
それは、サイバー攻撃に対するデータの脆弱性を増大する。
例えば、従来の知識を使用すると、記憶された元のデータの合計量は１００％であり、攻
撃の脅威は１である。元のデータの単一のバックアップコピーは、記憶される合計データ
を２００％に増加し（１つの重複）、攻撃の脅威は２であり、２つのバックアップコピー
は３００％（２重の重複）で、攻撃の脅威は３、３つのバックアップコピーは４００％（
３重の重複）で、攻撃の脅威は４である。従来の知識は、一般的に、情報が、損失または
改悪のほぼゼロの可能性をもって存続することを確保するために、３重の重複が必要であ
ると考えている。これは真実であり得るが、それは、データが１つの代わりに４つのデー
タセンターに記憶され、それがサイバー攻撃の可能性を４００％に高めていることを考慮
に入れていない。
【０１０９】
　[00117] 図示５００は、例えば、図１におけるコンピューティング装置に接続され得る
、単一の、全体的または部分的に統一されたＧＤＶＤを形成するために、６つの地理的に
分散された物理的なデータ記憶施設のリソースを利用し得る、例えば、６つのデータセン
ターを示す。コンピューティング装置１３０は、第1のデータの組を分散するために、有
効な情報分散アルゴリズム（information dispersal algorithm：ＩＤＡ）を用いて構成
され得る。６の内の３（3-of-6）の分割比を用いて、６つの配分ボリュームが本開示と一
致する方法で生成され得、１つの配分ボリュームが６つのデータセンターの各々に伝達さ
れ得る。図１におけるコンピューティング装置１３０が、６つのデータセンターのいずれ
かから最小の３つの配分ボリュームを受け取り、第１のデータの組に損失なく同一である
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ように第２のデータの組を生成するために、３つの最小の配分ボリュームを再組み立てす
るように、ＩＤＡを用いて更に構成されている場合、データ膨張は、決して、２００％よ
り大きくはなり得ない。加えて、４つのデータセンターは、第１のデータの組が再組み立
てされ得ないようにするのに十分な配分ボリュームを失うように、４つのデータセンター
が破壊されるか、または、無能力にされなければならず、これは、半分のデータ膨張しか
もたないで、３重の重複を有することと等価である。加えて、サーバ攻撃の脅威は、攻撃
者が、識別可能な情報を得る機会をもつために、３つのデータセンターを成功裡に位置付
け、押し入り、データシェルゲームによって提供される難読化防御の全てを破り、ＩＤＡ
を得るか、または、リバースエンジニアリングしなければならないので、ほぼゼロに低減
され得る。
【０１１０】
　[00118] ＧＤＶＤのサイズが、例えば、１２のデータセンターに増加され、図１におけ
るコンピューティング装置１３０が１２の内の６（6-of-12）の分割比を使用してデータ
の組を分散し、再組み立てするよう構成される場合、１２個の配分ボリュームの各々のサ
イズは、１／２だけ低減され、データ安全性、存続要因、ネットワークスループット率が
大幅に増加するが、データ膨張の量は、６の内の３の分割比と同じく、２００％のままで
ある。
【０１１１】
　[00119] 従来の知識は、一般に、ほとんどの個人、企業、政府の目的のためにデータ回
復力を維持するために、元と２次、即ち、バックアップデータの２つの完全なデータの組
が維持されなければならないことを想定する。いくつかのケースでは、例えば、ＮｅｔＡ
ｐｐ（登録商標）等の同期アプライアンスが、元とバックアップのデータをほぼ同じに保
つために使用される。ＧＤＶＤを用いると、時間における特定の瞬間でのデータの状態を
保持するために、記録保管のスナップショットが特定の時点におけるデータの状態を維持
するために必要とされない限り、データをバックアップする必要はない。この中に記載さ
れたシステムと方法が実施される場合、元のデータの組が保存される度に、それが分散さ
れ、全ての新しい配分ボリュームが古い配分ボリュームを置き換えるために生成されるの
で、データがバックアップされる必要は全然なく、データシェルゲームによって提供され
る保護と調和して、データの組を再組み立てするのに十分な配分ボリュームを位置決めし
、特定し、獲得するサイバー攻撃者の能力を更に混乱させる、全ての新しいファイル名、
ファイルサイズ、および、ファイルメタデータに、それら全ての新しい配分ボリュームが
割り付けられ得る。全てのデータの組について、全てのデータは、ＧＤＶＤにおけるデー
タセンターの合計数にわたって記憶され得る、元のデータの組の、分散され、難読化され
たサブセットの中に存在し得る。全てのＧＤＶＤデータセンターは、お互いに地理的に分
離されているので、サイバー攻撃者が完全なデータの組を再組み立てするのに十分な配分
ボリュームをかりにも獲得することは、ほとんど不可能になり得る。
【０１１２】
　[00120] 最大で２つの地理的に離れたデータセンターを維持する従来の知識を実施する
と、例えば、地震、および、例としてＫａｔｒｉｎａ等のハリケーンといった２つのほぼ
同時のイベントは、両方のデータセンターを破壊または無力にし得る。２つのデータセン
ターに記憶されたデータの多くの量、おそらく全ては、回復不可能に失われるという重大
な可能性が存在する。この中に記載されたシステムと方法を実施すると、例示のＧＤＶＤ
の３つのデータセンターを失うことは、全てのデータが残りの３つのデータセンターにわ
たって依然として存在するので、ＧＤＶＤネットワークの運用上に、ほとんどから全く、
負の影響を有しない。
【０１１３】
　[00121] 現代のサーバは、従来のデータ回復力基準が作り上げられた時にそれらがあっ
た意味でのサーバではない。サーバは、今日、ハードウェア上に搭載された仮想マシン（
virtual machines：ＶＭ）であり得る。仮想マシンは、実際に、ファイルまたはファイル
のグループである。それ故、ＶＭはデータである。この中に記載されたシステムと方法は
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、データセンターの全てにおいて、ＶＭの全て、または、実質的に全てを分散し、本開示
に一致する方法で、結果生成されたＶＭ配分ボリュームをＧＤＶＤにおけるデータセンタ
ーの全てに運ぶことを可能にし、実用化し得る。各ＶＭは、データ分散物として、データ
センターの合計数にわたって存在し、１つにフォーカスされ得る。ＶＭは、それがフォー
カスしている１つのデータセンターにおいて実行されていてよい。
【０１１４】
　[00122] ＧＤＶＤにおける全てのＶＭは、単一の標準的な構成に従って構成され得、ま
たは、異なる標準的な構成のグループであってもよく、または、全てのＶＭが個別に構成
され得、または、それらの任意の組み合わせであってよい。フォーカスしているＶＭが何
らかの理由で機能しない場合（例えば、ＶＭがフォーカスしているデータセンターに問題
がある場合、または、ＶＭ自身が壊れた場合、等）、ＶＭのＩＰアドレスは、予め存在す
るフェイルオーバープラン（failover plan）に従って、他のデータセンター内にその構
成のＶＭを速やかに再割り当てされ得る。機能しなくなったＶＭが重要なＶＭであったと
したら、その構成のＶＭは、当該他のデータセンターにおいてホットスタンバイで存在し
得る。動作しなくなったＶＭの構成のホットスタンバイＶＭが存在する場合、それは動作
しなくなったＶＭのＩＰアドレスに割り付けられ得、ほとんどから全くのサービスの中断
なく、処理が継続し得る。動作しなくなったＶＭが、他のデータセンターにおいて、その
構成のＶＭを有していない場合、置き換えられるＶＭは、動作しなくなったＶＭと損失な
く同じであり得る、任意の機能しているデータセンターにおいて再組み立てされ得る。分
散されたＶＭ配分ボリュームは、新たなデータセンターにおいてＶＭを再組み立てするた
めに使用され得る。置き換えられるＶＭが動作しないＶＭのＩＰアドレスに割り当てられ
、立ち上げられ得る。置き換えられるＶＭがオンラインになった後、処理は、サービスの
最小限の中断のみで正常に継続する。いかなる場合にも、ＧＤＶＤを通じた環境が、一致
して、全体に、または、部分的に統一された仮想環境であるべきなので、置き換えられる
ＶＭがオンラインになった時、何らの構成も必要とし得ない。
【０１１５】
　[00123] 本実施形態を実施することによって、データの安全性、永続性、回復力、およ
び、可用性は、データ膨張が１つの重複の従来のレベルに一致したままであるが、ネット
ワーク機器や運用コストにおけるほとんどから何もの増加なく、３重の重複の従来のレベ
ルと一致し得る。災害復旧と損失軽減の慣行やポリシーは、その複雑さとコストを低減す
るために改変され得る。加えて、ネットワーク経路上を伝送されるデータは、当該データ
の複数のより小さいサブセットが複数の伝送経路上を並列形態で伝送されることを可能に
するので、データ伝送スループット率が大幅に増加され得る。
【０１１６】
　オンザフライ（On-The-Fly：動的）安全性自動化および難読化
　[00124] この中で用いられる「ユーザ空間（user space）」と「カーネル空間（kernel
 space）」の用語は、コンピュータオペレーティングシステム（operating system：ＯＳ
）仮想メモリの保護されたセグメントをいう。ＯＳは、仮想メモリを、カーネル空間６１
０とユーザ空間６０９とに分離し得る。この分離は、障害や悪意のある行動からデータと
機能性を保護するのに役立つ。カーネル空間６１０は、ＯＳの独占的使用のためにあてら
れる。ＯＳは、ユーザのコンピュータ相互作用をユーザ空間６０９に拘束する。従って、
ユーザは、カーネル空間６１０において動作する処理、または、そこに記憶されるデータ
について何の知識ももたず、または、それらへのアクセスをしない。
【０１１７】
　[00125] 図６は、開示された実施形態に従った、データの分散および再組み立てを自動
化するためのシステム６００のフローチャート表現を提供する。システム６００は、デー
タとのユーザ相互作用の全てをユーザ空間６０９に、および、全てのデータをカーネル空
間６１０に制限する特別な安全レイヤ（security layer）を生成し得る。この分離は、使
用の立場からユーザを除くことによって、通信ネットワークにおけるデータの安全性とデ
ータの難読化を増大し得る。特に、分離は、データシェルゲームによって教示された難読
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化技術の効能を明確に増大させ得る。
【０１１８】
　[00126] サイバーセキュリティの専門家は、一般に、意図的または意図せずに機密扱い
の情報を悪者の手（user threat：ユーザの脅威）に渡らせることによって、ユーザが、
サイバーセキュリティに対する最大の脅威を与えることに意見が一致する。ユーザ脅威の
露骨な例は、推定２００，０００の機密のＮＳＡファイルを盗むことをやってのけたエド
ワード・スノーデン（Edward Snowden）である。本実施形態は、そのような安全性の脅威
を実質的に減らし得る。
【０１１９】
　[00127] 安全レイヤは、オペレーティングシステム（operating system：ＯＳ）のレベ
ルに属し得、データシェルゲームの拡張として機能し得る。安全レイヤは、データがひと
たび本開示に一致する方法で処理されると、識別可能なデータと直接に相互作用するユー
ザの能力を取り除くことによってデータの安全性と難読性を高めるために、プロセッサ、
他のハードウェア、または、それらの任意の組み合わせ上で動作するソフトウェアに実装
され得る複数の防御策を提供し得る。ユーザがもはや識別可能なデータにアクセスする手
段を持たない場合に、ユーザの脅威は実質的に消滅し得る。安全レイヤは、本実施形態に
一致する方法でひとたびそれが作成され、および／または、保存されると、ユーザが決し
て識別可能な情報へのアクセスをしないような方法で、データを拘束し得る。
【０１２０】
　[00128] 安全レイヤは、２つの仮想メモリ領域：ユーザ空間６０９とカーネル空間６１
０、を含み得る。安全レイヤは、また、図１における少なくとも１つのコンピューティン
グ装置１３０に存在するカーネルドライバ（図示されず）を含み得る。
【０１２１】
　[00129] ユーザ空間は、本開示に一致する方法で情報の分散と再組み立てを行うための
少なくとも１つのダイナミックリンクライブラリ（dynamic link library：ＤＬＬ）、Ｄ
ＬＬ６０１の動作を統制し、制御するメタデータを記憶する少なくとも１つのデフォルト
パラメータファイル６１１を構築し、維持するための少なくとも１つの管理者グラフィカ
ルユーザインターフェイス（graphical user interface：ＧＵＩ）６０５、高い安全性の
直接ネットワーク接続のために必要とされるパスワードを入力するために少なくとも１つ
のパスワードＧＵＩ６１５、図２におけるグローバルクラウド２０２上や離れたところの
ファイル、または、複数のファイルを削除するための少なくとも１つの削除ＧＵＩ６１６
、および、ユーザログイン証明書を入力するためのユーザ認証ＧＵＩ６０６を含む。ユー
ザ空間は、また、本開示に一致した方法で情報を分散し、再組み立てすることを容易にす
るためにユーザ空間に存在し得る少なくとも１つのオンザフライ可動ファイルフォルダ（
on-the-fly enabled file folder：ＯＥＦ）６０４、および、ユーザインターフェイスの
ないバックグラウンドで実行されるユーザモードサービスとして実装され得るインターフ
ェイスレイヤ（interface layer：ＩＬ）６０２を含み得る。ＩＬは、ＤＬＬの動作、処
理、および、機能を、安全レイヤの他の動作、処理、および、機能と統合し得る。少なく
とも１つの起動（launch）ファイル６１２は、元のデータが分解されるときに作成され得
る。起動ファイルは、本開示に一致する方法で元のファイルを再組み立てするために必要
とされるメタデータを含む小さなファイルである。起動ファイル６１２は、それがＤＬＬ
６０１の処理によって明確に削除されるまで、フォルダ（図示されない）に記憶され得る
。
【０１２２】
　[00130] カーネル空間６１０は、少なくとも１つのユーザ証明書、および／または、少
なくとも１つの暗号鍵６１８を記憶するために仮想メモリの少なくとも１つのブロックを
提供するローカルステージング領域（local staging area：ＬＳＡ）６０３、および、少
なくとも１つのデフォルトパラメータファイル６１１を含み得る。更に、ＬＳＡ６０３は
、分散されない情報、および／または、再組み立てされた情報６１３と６１４を一時的に
キャッシュし得る。デフォルトパラメータファイル６１１は、ＤＬＬ６０１によってアク
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セスされるユーザ定義のメタデータを記憶し得る。キャッシュされた元のファイル６１３
、それが本開示に一致する方法で分散されるまでＬＳＡ６０３に一時的キャッシュされる
データファイル、または、データストリームである。キャッシュされた再組み立てされた
ファイル６１４は、本開示の処理に従って、配分ボリュームから再組み立てされたデータ
ファイル、または、データストリームであり、それは、ソフトウェアアプリケーション、
または、フォルダに転送されるのを一時的に待っている。
【０１２３】
　[00131] いくつかの実施形態では、分散されない情報、および／または、再組み立てさ
れた情報は、ＬＳＡ６０３にキャッシュされなくてもよい。代わりに、カーネルドライバ
が、分散されない情報、および／または、再組み立てされた情報をメモリにおけるページ
に分割し、分散されない情報、および／または、再組み立てされた情報をＬＳＡ６０３に
キャッシュすることなく、そのページをＯＳに直接渡し得る。
【０１２４】
　[00132] また、この分野に技量を有する者は、ユーザ空間が、限定ではないが、ＤＬＬ
動作の支援を得て特定の動作を実行するための追加のＧＵＩ、ユーザの動作を支援し、ま
たは、高めるために、他にもある中で、追加のＤＬＬ、複数のＯＥＦ、ヘルプＧＵＩ、お
よび、支援ＧＵＩを含み得ることを理解するであろう。
【０１２５】
　[00133] 安全レイヤとのユーザ相互動作の１つの例では、ユーザは、図１におけるコン
ピューティング装置１３０を起動し得、それは、ＩＬサービスに認可ＧＵＩ６０５を起動
させ得、それによって、ユーザは、安全レイヤにログインするために証明書を入力し得る
。その後、ユーザは、データに関して、限られた数の許容される相互作用（interactions
）のみを実行することに制限され得る。相互作用は、少なくとも１つのカーネルドライバ
（図示されず）、ＩＬ６０２、１つのＤＬＬ６０１、または、それらの任意の組み合わせ
によって支配され得る。全ての相互作用は、本開示に一致する方法でデータを処理するこ
とになる動作を開始するためにＯＥＦ６０４を使用することに実質的に制限され得る。例
えば、ＯＥＦ６０４によって動作を開始することができる、いくつかのユーザ相互作用は
、以下の例を含み得る。一例では、図１におけるコンピューティング装置１３０のユーザ
は、既存のファイル（ファイルのグループの１つ、または、サブフォルダおよび／または
ファイルを含み得るフォルダであってよい）をＯＥＦ６０４の中にドラッグ・アンド・ド
ロップし得る。カーネルドライバは、ファイルドロップイベントを途中で捕まえ、元のフ
ァイルを暗号化し、それを一時的にＬＳＡ６０３に記憶する。その後、カーネルドライバ
は、ドロップされたファイルのファイル名をＩＬ６０２に送り得る。ＩＬ６０２は、ＤＬ
Ｌ６０１における分散処理、または、複数の処理を呼び出し、それに応じて、ＤＬＬ６０
１は、本開示に一致する方法でファイルを分散する作業を行い、終了した時、ファイル有
効化メッセージをＩＬ６０２に戻し得る。そして、ＩＬ６０２は、ＬＳＡ６０３に記憶さ
れた、キャッシュされた元のファイル６１３を削除し、そのメモリ空間をゼロ化し得る。
その後、ＩＬ６０２は仮想基準スタブファイル（virtual reference stub file：ＶＲＳ
）を作成し、ＬＳＡ６０３に記憶し得る。他の例では、例えば、元のテキストドキュメン
トを生成し、それをＯＥＦ６０４におけるファイルとして保存するワードプロセッサ等の
ようなソフトウェアアプリケーションを起動し得る。カーネルドライバは、ＯＳからのフ
ァイル書き込みメッセージを途中で捕まえ、先の例で記載されたファイルドロップイベン
トと実質的に同様な方法で、元のファイルを分散し得る。他の例では、ユーザは、例えば
、ワードプロセッサ等のソフトウェアアプリケーションを起動し、ＯＥＦ６０４に記憶さ
れたファイルのＶＲＳをダブルクリックすることによって開くようにファイルを選択する
ためにファイル選択ダイアログを用い得る。カーネルドライバは、ＯＳからのファイル読
み込みメッセージを途中で捕まえ、選択されたＶＲＳをＩＬ６０２に送り得る。ＩＬ６０
２は、ＤＬＬ６０１における再組み立て処理、または、複数の処理を呼び出し、再組み立
てされたファイルをＬＳＡ６０３にキャッシュし得る。そして、ユーザは、キャッシュさ
れた再組み立てされたファイルを変更し、それをＯＥＦ６０４に保存し得、それに応じて
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、カーネルドライバはＯＳからのファイル書き込みメッセージを途中で捕まえ、先の２つ
の例で記載されたファイルドロップイベントに従って、ファイルを分散し得る。
【０１２６】
　[00134] 当技術に技量を有する者は、上に開示された例以外の追加のユーザ相互作用が
あり得ることを理解するであろう。当技術に技量を有する者は、これらの相互作用の全て
が、通常で日常のコンピュータ処理動作としてユーザに現れることを理解するであろう。
【０１２７】
　[00135] 自覚のユーザのレベルより下で、複数の動作と処理が安全レイヤで動作され得
、それらのいくつかが、図１におけるコンピューティング装置１３０を起動するときに開
始され得、それに応じて、コンピューティング装置がＩＬサービス６０２を自動的に開始
し得、ＩＬ６０２は、ユーザの証明書を取り出し、それら証明書を変換し、それら証明書
を暗号化し、それら証明書をカーネル空間６１０におけるメモリバッファに記憶し得る認
証ＧＵＩ６０６を起動し得る。そして、認証ＧＵＩ６０６は、認証処理のために割り当て
られた全てのユーザ空間メモリ（図示されず）をゼロ化し、認証ＧＵＩ６０６を処分し得
る。
【０１２８】
　[00136] その後、ユーザは、ワードプロセッサを起動し、書簡（Ｅｘａｍｐｌｅ．ｄｏ
ｃ）を書き、ＯＥＦ６０４にその書簡を保存し得、または、従って、それはユーザに見え
得る。自覚のユーザのレベルの下で、カーネルドライバのミニフィルター（図示されず）
は、ファイル書き込みコマンドがＯＳに到達する前に、ファイル書き込みコマンドを途中
で捕まえ、元のファイルを暗号化し、例えば、ＧＵＩＤでそれを名前変更し、および、Ｌ
ＳＡ６０３にそれを書き込み得る。そして、カーネルドライバ（図示されず）は、元のフ
ァイル名を示す、ＯＥＦ６０４におけるＶＲＳを作成し得る。ＶＲＳの内容は、少なくと
も、ＧＵＩＤファイル名、元のファイルのネットワーク経路、および、他のメタデータを
含み得、カーネルドライバＩＬ、ＤＬＬ、および、ＯＥＦは、互いに同期して機能する必
要があり得る。ユーザ空間６０９の機能によって問い合わせを受けた場合、ＶＲＳは、例
えば、作成、変更、および、アクセスの日／時刻、ファイルサイズ、ファイル属性、等の
元のファイルのメタデータを表示し得る。加えて、カーネルドライバは、ＯＳを監視し、
実際のファイル、例えば、Ｅｘａｍｐｌｅ．ｄｏｃ、がＯＥＦ６０４に実際には存在しな
いことを知る方法をユーザがもたないような方法で、ＶＲＳについての情報を取得する全
ての試みを捕まえ得る。カーネルドライバ（図示されず）は、ＶＲＳを、それが表す実際
のファイルのようにアプリケーションに見えるようにさせ得るが、しかし、実際のファイ
ルは、ＬＳＡ、または、分散動作によってターゲットとされた配分ボリュームのいくつか
の場所のいずれかに配置され得る。
【０１２９】
　[00137] ＶＲＳは、ユーザ、ソフトウェアアプリケーション、ファイルエクスプローラ
、ファイルダイアログボックス、等々に、通常の元のファイルであるように見え得る。ユ
ーザは、ＶＲＳを盗み、カーネルドライブ（図示されず）、ＩＬ６０２、および、ＯＥＦ
６０４によって支配されていないコンピューティング環境においてＶＲＳを調べることが
でき得るが、ＶＲＳは、それが暗号化され得、または、それが、例えば、この中でＸＩＯ
ＢＣとして開示されたもの等の難読化方法によって保護され得、または、それが、それら
の任意の組み合わせによって保護され得るので、いかなる認識可能な情報ももたらさない
。
【０１３０】
　指数関数的分散（Exponential Dispersion）
　[00138] この中で互換的に用いられる「タグ（tag）」および「タグ付け（tagged）」
の用語は、データファイル、または、データストリームに対して、システムドライバミニ
フィルタへの特別な身元（identity）をそれに与えるために適用され得る任意の技術をい
う。例えば、ファイルは、Ｅｘａｍｐｌｅ＿Ｔａｇ．ｔｘｔ等のファイル名を有し得る、
または、ファイルは、拡張されたファイル属性としてタグを含み得る、または、ファイル
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は、代わるがわるのデータストリームまたはリソースフォークとして付けられたタグを有
し得る、または、ファイルを特別なものとして特定する任意の他の方法、または、それら
手段の組み合わせ、等の特定のファイルタイプを与えられ得る。
【０１３１】
　[00139] 加えて、システム６００の有用性は、分散の多次元分散（exponential disper
sion：指数関数的分散）を作成するために拡張され得る。指数関数的分散の第１の次元は
上記のようであってよい。第１の次元は、以前に開示されたように、少なくとも１つのデ
ータファイル、データストリーム、起動ファイル、パラメータファイル、または、データ
構造の任意の他の形態（file：ファイル）を分散し、複数の従来のファイルフォルダに伝
送することによって達成され得る。指数関数的分散の第２の次元は、２次元の従来のファ
イルフォルダの少なくとも１つの代わりに、少なくとも１つのＯＥＦフォルダに置き換え
ることによって作成され得る。指数関数的分散の第２の次元のＯＥＦフォルダが、第１の
次元の分散処理によって伝送された少なくとも１つの配分ボリュームを受け取るとき、第
２の次元のＯＥＦフォルダは、複数の第３の次元のファイルフォルダに配分ボリュームを
分散し得、それらの少なくとも１つは、また、ＯＥＦフォルダであり得る。指数関数的分
散の第３の次元のＯＥＦフォルダが、指数関数的分散の第２の次元の分散処理によって伝
送された少なくとも１つの配分ボリュームを受け取るとき、第３の次元のＯＥＦフォルダ
は、複数の第４の次元のファイルフォルダに配分ボリュームを分散させ得、それらの少な
くとも１つはＯＥＦフォルダであり得る。この技術で技量を有する者は、任意の数の次元
がこのような方法で作成され得ることを理解するであろう。
【０１３２】
　[00140] 本開示の任意の、または、全ての教示を実装するために構築され、構成された
プロセッサ、および／または、他のハードウェア上で実行されるソフトウェアは、ＯＥＦ
フォルダのファイルまたは配分ボリュームに関して実行される動作を制御するためにドラ
イバおよびミニフィルタの処理と協働するように、ＯＥＦフォルダの処理を制御し得る。
従って、ドライバは、それによってドライバおよび／またはミニフィルタに含まれるロジ
ックがタグに含まれるか、または、タグによって示唆される制御情報を受け取り得る方法
でファイルまたは配分ボリュームにタグ付けするために、ソフトウェアまたはハードウェ
アと協働し得る。例えば、ドライバは、ＯＥＦフォルダのファイルまたは配分ボリューム
をタグ付けするためにソフトウェアおよび／またはハードウェアと協働し得る。ドライバ
および／またはミニフィルタは、タグ付けされていないファイルまたは配分ボリュームを
自動的に分散するように構成され得る。更に、ファイルまたは配分ボリュームは、ファイ
ルまたは配分ボリュームを分散されないようにさせるような方法でタグ付けされ得る。代
わりに、ファイルまたは配分ボリュームは、この中に記載された方法に従ってカーネル空
間に記憶され得る。更に、ファイルまたは配分ボリュームは、ファイルが、本開示に一致
する様々な方法の任意のものにおいて処理されるようにするために、対応するＸＩＯＢＣ
配列またはテーブルから処理データおよび／または命令を得る１つ以上のＸＩＯＢＣポイ
ンタでタグ付けされ得る。例えば、ファイルが、異なる分割比で分割され、または、異な
る暗号化アルゴリズムで暗号化され、または、異なる暗号鍵で暗号化され得、または、任
意の他の処理またはそれらの組み合わせこれらの組み合わせを用いてもよい。
【０１３３】
　[00141] ソフトウェアおよび／またはハードウェアと協働するドライバに対し、分散さ
れるべきファイルまたは配分ボリュームを分散するように指示する１つ以上のＸＩＯＢＣ
配列またはテーブルへの１つ以上のＸＩＯＢＣポインタでもって、分散されたファイルが
タグ付けされているローカルまたは遠隔の保管場所に位置付けられ得る複数のＯＥＦフォ
ルダの１つ以上に、第１の次元のファイルを伝送することによって、指数関数的分散の第
２の次元が作成され得る。従って、第１の次元からのＯＥＦフォルダの各々の内容は、そ
れ自体、第２の次元によって更に分散され得る。各次元は、同じ、または、異なる、ＩＤ
Ａ、分割比、暗号化アルゴリズム、暗号鍵、または、任意の他のそのような処理またはそ
れらの任意の組み合わせを利用し得る。
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【０１３４】
　[00142] 本技術に技量を有する者は、指数関数的分散を用いることによって、本開示と
一致した方法で、任意のファイルが、ｎ番目の次元に分散され得ることを理解するであろ
う。それぞれの新たな次元は、以前に分散されたサブセットの分散であり得、従って、相
互関係のある多次元に分散されたデータ構造を作成する。
【０１３５】
　[00143] 複数のコンピュータ、ネットワーク、および／または、データセンター、また
は、それらの任意の組み合わせを備えるデータ処理システムの全てまたは部分は、少なく
とも１つの相互関係のある多次元に分散されたデータ処理システムに統合され得る。加え
て、複数のハードドライブ、フラッシュドライブ、または、他のそのような記憶装置は、
従来のＲＡＩＤ手法を高める、補う、または、代替するために用いられ得る、少なくとも
１つの相互関係のある多次元に分散されたデータ記憶システムに統合され得る。このよう
に、記憶装置のほとんど全ての集合は、指数関数的分散を使用して統合され得る。記憶装
置は、混合されたサイズや構造のものであり得る。更に、統合された記憶装置は、単一の
内部また外部のコンピュータまたは記憶場所に属し得、または、全ての統合された記憶装
置は、複数の内部または外部のコンピュータまたは記憶装置に属してもよい。
【０１３６】
　[00144] 指数関数的分散のデータは、多数の経路上を記憶装置のデータ転送レートで伝
送され得、総体的なデータ転送レートは、全ての記憶装置についての読み出し／書き込み
スループットレートを十分に増加させ得る。
【０１３７】
　ＤＢＰＬ－分散された電力線ブロードバンド
　[00145] この中で使用される「ＢＰＬ」の用語は、電力配電線上の高速デジタルデータ
伝送を可能にする通信の方法である電力線ブロードバンド（broadband over powerline）
の技術をいう。ＢＰＬは、中距離上の高データレート通信を提供するために、例えば、電
話やケーブルテレビ等の従来の有線通信技術より広い周波数範囲と、それとは異なる伝送
技術を用いる。
【０１３８】
　[00146] この中で使用される「中間電圧（medium voltage）」の用語は、約６００ボル
トから２５，０００ボルトの範囲にある交流電流をいう。
【０１３９】
　[00147] この中で使用される「カプラ（coupler）」の用語は、それによってＢＰＬデ
ータが電力ケーブルに投入され、そこから引き出される、容量性カプラ、誘導性カプラ、
無線カプラ、または、任意のこのような他の手段をいう。容量性カプラは、誘導カプラよ
りも効率的であるが、電気ケーブルになされるべき物理的な接続を必要とし得る。誘導性
カプラは、対照的に、物理的な接続を必要とせず、例えば、アパートのメータ室等の用途
に有用であり得る。
【０１４０】
　[00148] この中で使用される「エアカード（air card）」の用語は、コネクトカードま
たはデータカードとしても知られる、モバイルブロードバンドモデムをいう。エアカード
は、ラップトップ、タブレット、パーソナルコンピュータ、または、ルータが、例えば、
電話、または、ケーブルテレビ線、等々を使用する代わりに、モバイルブロードバンド接
続を介してインターネットにアクセスすることを可能にする、一種のモデムである。いく
つかの実施形態では、エアカード、または、ラップトップ、タブレット、パーソナルコン
ピュータ、または、ルータの他のコンポーネントは、セルラ、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）、または、他の接続もを介するインターネットアクセスを提供し得る。
【０１４１】
　[00149] 図７は、本開示に一致する方法で配電網上にホストされる通信ネットワークの
情報の安全性、持続性、および、可用性を増すためのハイブリッドの分散された電力線ブ
ロードバンド通信ネットワーク（hybrid dispersed broadband over powerline communic
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ation network：ＤＢＰＬ）を作成するために、開示された実施形態に従った、従来のＢ
ＰＬ手法を変更するためのシステム７００の概略図表現を提供する。
システム７００は：
ラップトップコンピュータ７０１；
タブレットコンピュータ７０２；
スマートフォン；
デジタル情報の双方向無線伝送のためのアンテナ７０４と７０５；
電力とデジタル情報を伝送するための中間電圧電力線７０６、７０７、および、７０８；
低電圧のシステムから中間電圧のシステムを分離するための電気絶縁体７０９；
中間電圧電力からＢＰＬ情報を分離するためのカプラ７１１；
中間電圧電力線７０６、７０７、および、７０８とカプラ７１１との間の電流の伝送とＢ
ＰＬ情報の双方向伝送のための電線（stingers：スティンガ）；
セルフォン基地局７３０を含み得る、少なくとも１つのＢＰＬヘッドエンドユニット７１
３に対するＢＰＬデータの双方向伝送のための低電圧データケーブル７１２；
光ファイバトランシーバを含み得る、少なくとも１つのＢＰＬアクセスポイント７１４；
データを伝送するための光ファイバおよび／またはＥｔｈｅｒｎｅｔケーブル７１５；
データを送受信するためのルータ７２０；
ＢＰＬおよびデータ伝送処理、および、他のコンピューティング処理を制御するためのヘ
ッドエンドサーバ７２１；
データを記憶し、取り出すためのローカル記憶装置７２２；
データを送受信するためのルータ７３０；
ラップトップコンピュータ７３１；
ワークステーション７３２、および、図２のグローバルクラウド２０２；
を含む。
【０１４２】
　[00150] 一般に、コンピューティング装置７０１、７０２、および、７０３は、無線ア
ンテナ７０４と７０５からデータを受け取るよう構成され得る。ラップトップコンピュー
ティング装置７０１とタブレットコンピューティング装置７０２は、セルフォン通信の双
方向伝送を容易にするために、エアカードとともに、内部的または外部的に構成され得る
。
【０１４３】
　[00151] 例えば、ラップトップ／ノートブックコンピュータ７３１とワークステーショ
ン７３２等のコンピューティング装置は、少なくとも１つのルータ７２０への光ファイバ
／Ｅｔｈｅｒｎｅｔケーブル７１５を介して、図２におけるグローバルクラウド２０２と
ＢＰＬアクセスポイント７１４に接続され得る、本開示と一致する方法でデータを分散し
、再組み立てするためのプロセッサおよび／または他のハードウェア上で動作するソフト
ウェアを含み得る。オプションとして、ラップトップ／ノートブックコンピュータ７３１
とワークステーション７３２は、無線アンテナ７０５を介してＢＰＬアクセスポイント７
１４と図２におけるグローバルクラウド２０２に接続するための、例えば、無線アダプタ
またはエアカード等の電子回路とともに構成され得る、本開示に一致する方法でデータを
分散し、再組み立てするためのプロセッサおよび／または他のハードウェア上で動作する
ソフトウェアを含み得る。
【０１４４】
　[00152] 無線アンテナ７０４と７０５は、例えば、３Ｇ、４Ｇ、４Ｇ ＬＴＥ、ＷｉＦ
ｉ、ＷｉＭＡＸ、モバイルＶｏＩＰ、等々のような複数の無線技術を利用することにより
、オーディオおよび／またはビデオのビットストリームやデジタルデータを双方向に伝送
するよう構成され得る。
【０１４５】
　[00153] 一般に、電気絶縁体７０９は、スティンガ７１０を用いてカプラ７１１に接続
される。電気絶縁体７０９は、更に、カプラ７１１に直接に接続されるよう構成され得、
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それによって、スティンガ７１０の必要性を取り除く。それが実装時間やオーバーヘッド
を省くので、これはより経済的であり得る。加えて、スティンガを取り除くことは、時間
とともにゆるんだり、または、腐食したりし得る圧力接続であるスティンガ接続ハードウ
ェアに起因し得る電気的干渉放射を削減し得る。
【０１４６】
　[00154] 一般的に、少なくとも１つのＢＰＬヘッドエンドユニット７１３は、Ｅｔｈｅ
ｒｎｅｔデータへ、および、からＢＰＬデーを相互変換するために構成され得る。少なく
とも１つのＢＰＬヘッドエンドユニットは、更に、ハイブリッドヘッドエンドユニット（
hybrid head end unit：ＨＨＥ）を作成するために、少なくとも１つのセルフォン基地局
トランシーバを含み得る。オプションとして、セルフォン基地局トランシーバは、個別の
筐体７３０に収納され、ケーブル７３１を用いて、少なくともＢＰＬヘッドエンド７１３
に接続され得る。セルフォン基地局トランシーバが少なくとも１つのＢＰＬヘッドエンド
ユニット７１３にバンドルされ、個別の筐体７３０に収納されていようといまいと、本開
示の目的にとって、ＢＰＬヘッドエンドユニットとセルフォン基地局トランシーバは、単
一の機能的なＨＨＥとみなされなければならない。
【０１４７】
　[00155] 本開示に一致する方法では、ヘッドエンドサーバ７１３は、図２のグローバル
クラウド２０２、少なくとも１つのＢＰＬヘッドエンドユニット７１３、光ファイバ基地
局７３０、ヘッドエンドサーバ７２１、または、それらの任意の組み合わせに接続され得
る、例えば、ルータ７２０等のネットワーク接続装置から情報を受け取るように構成され
る、本開示と一致する方法でデータを分散し、再組み立てするためのプロセッサおよび／
または他のハードウェア上で動作するソフトウェアを含み得る。オプションとして、プロ
セッサおよび／または他のハードウェア上で動作するソフトウェアは、ヘッドエンドサー
バ７２１、ＢＰＬヘッドエンドユニット７１３、または、任意の他のそのような装置に含
まれ得る。
【０１４８】
　[00156] ＢＰＬヘッドエンドユニット７１３は、ＢＰＬカプラ７１１、無線アンテナ７
０４、ルータ７２０、または、それらの任意の組み合わせから情報を受け取り得る。プロ
セッサおよび／または他のハードウェア上で実行される、含まれているソフトウェアは、
本開示と一致する方法で、受け取られた情報を複数の第１のデータの組に分節し、例えば
、６の内の３（3-of-6）等の分割比を用いて、複数の第１のデータの組の各々を分散し、
それによって、生成された６つの最大数の配分の３つの最小数が存在する。その後、Ｅｔ
ｈｅｒｎｅｔデータ、セルフォンデータ、エンジニアリングデータ、スマートグリッドデ
ータ、テレメトリ、または、他の任意のタイプのデジタル情報を含み得る、第１のデータ
の組の各々の６つの最大数の配分は、限定はされないが、ＯＦＤＭ等の符号化スキームを
用いてＢＰＬデータに符号化され、ＨＨＥに運ばれ得る。ＨＨＥは、各中間電圧ライン７
０６、７０７、および、７０８に、例えば、２つの配分を注入し得る。
【０１４９】
　[00157] 注入された配分は、ＢＰＬデータとして、一般的には約２ＭＨｚから約３０Ｍ
Ｈｚの周波数範囲内で、５０Ｈｚから６０Ｈｚの電流とともに、カプラ７１１により、例
えば、ＢＰＬアクセスポイント７１４等の配電網上の他の場所に移動し得る。一般的に、
アクセスポイント７１４におけるデジタル信号処理ハードウェアと埋め込まれたソフトウ
ェアは、ＢＰＬデータ、セルフォンデータ、エンジニアリングデータ、スマートグリッド
データ、テレメトリ、任意の他のタイプのデジタル情報をＥｔｈｅｒｎｅｔデータおよび
／またはセルフォンデータに変換し、Ｅｔｈｅｒｎｅｔデータをルータ７３０に、セルフ
ォンデータを無線アンテナ７０５に搬送する。
【０１５０】
　[00158] 例えば、アクセスポイント７１４等のＢＰＬアクセスポイントは、Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔへ、または、から、ＢＰＬデータを相互変換するよう構成され得る。ＢＰＬアクセ
スポイント７１４は、更に、ハイブリッドアクセスポイント（hybrid access point：Ｈ



(40) JP 6704856 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

ＡＰ）を作成するために、少なくとも１つのセルフォントランシーバを含み得る。
【０１５１】
　[00159] 当技術に技量を有する者は、ルータ７３０を参照することが、ネットワーク接
続性を容易にするためのスイッチ、ハブ、または、任意の他の装置または手段を参照し得
ることを理解するであろう。
【０１５２】
　[00160] ＤＢＰＬは、多くの障害を克服するために使用され得る。１つのそのような障
害物は、ＢＰＬデータを破壊する電磁妨害（electromagnetic interference：ＥＭＩ）で
ある。従来のＢＰＬの知識は、例えば、動画等のデータの組を単一の中間電圧電力線に注
入する。データの組は、その注入地点からその宛先に、中間電圧電力線上を移動するが、
それは、限定はされないが、電力線方向変化、エアブレーキ、および、機器の問題等の複
数のＥＭＩ発生源に遭遇し得る。第１の電力線が曲がる必要がある場合、それがポールで
終端され、第２の電力線が、所望の方向に延びて、ポールで始まるので、電力線方向変化
が生じ得る。第１および第２の電力線は、回路を完成するために、短い第３の電力線と２
つの圧力コネクタを用いて接続される。両方のコネクタは、一般に、幾分かのＥＭＩを放
射し、ＥＭＩ放射を増加しつつ、経時的に、一方または両方のコネクタが緩むか、または
、破壊されるようになり得る。電力会社は、配電網上の電流の流れを制御するために、い
くつかのタイプのエアブレーキを使用し得る。エアブレーキが閉じられ、電流がそれを通
して流れている場合には、それがＥＭＩの発生源となる。更に、古い変圧器は、変圧器へ
の接続不良、ライト、避雷器、および、他のそのような電力機器は、全て、ＥＭＩを放射
する。
【０１５３】
　[00161] ６の内の３（3-of-6）の分割比を用いて、本開示に一致する方法で、例えば、
動画等のデータの組を分散すること、および、結果として生成された最大６の配分の２つ
を３つの中間電圧線に注入することは、他の伝送方法またはシステムよりも、ＥＭＩによ
る劣化された信号品質をこうむる可能性を実質的により少なく有する、強い環境を作成し
得る。例としての動画は、まず、複数の第２のデータの組（slices：スライス）に分節さ
れ、各スライスは、例えば、６つの配分に分散され、各配分はハッシュされ得、そして、
ハッシュ値は配分が作成されたときに配分のヘッダに記憶されて、プロセッサおよび／ま
たは他のハードウェア上で動作する、受け取るソフトウェアが、受け取られた配分をハッ
シュし、それを記憶された配分に対して比較し得る。値が異なる場合、配分は廃棄され得
る。６つの配分の内の任意の３つは、完全なスライスを損失なく組み立てることができる
ので、信号品質を劣化させるために、６つの配分の内の４つは失われなければならない。
更に、動画は複数のスライスに分節されたので、４つの配分の損失は、単一のスライスに
影響を与えるだけである。従って、動画を備えるスライスの数が多ければ多いほど、信号
劣化の可能性がより低くなる。
【０１５４】
　[00162] その他の考慮事項は、データ安全性とネットワークスループット速度である。
本開示に一致する方法で処理され、本開示の教示に従ってＢＰＬ通信ネットワーク上を伝
送されるデータの組は、システム５００に開示されたもの、ＧＤＶＤ、に実質的に同様の
利点を有し得る。
【０１５５】
　[00163] 追加の利点は、本開示のシステム４００に開示された難読化と帯域幅節約技術
を適用することによって得られる。ＢＰＬデータ搬送周波数は、約１０またはそれ以上の
チャネル（channels）に割り当てられ得る。一般的に、ＢＰＬヘッドエンドユニットとア
クセスポイントは、全て、ＢＰＬ信号処理を制御し、最適化するために、自動設定ファイ
ルを使用する。一般的に、チャンネルは、それらの特性に関して全て同じではない。例え
ば、いくつかのチャネルは、長距離のバックホール（backhauls）にとってより良好であ
るが、一方、他は、近距離の搬送（hauls）にとってより良好である。この中に記載され
た実施形態は、従来のＢＰＬの知識と同じように汎用目的である必要はなく、従って、よ
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り少ないチャネルの使用を必要とし得る。本実施形態の教示に一致して、各アクティブチ
ャネルが両側を非アクティブチャネルによって拘束されるような方法で周波数範囲を分割
することができた、周波数を割り当てられた様式が旧式化したテレビ放送タワーに類似の
方法で機能するために、周波数範囲をそれぞれのチャネルに割り当てるチップセットの周
波数割り当てテーブルが再割り当てされ得るならば、それは信号品質を改善し得る。非ア
クティブチャネルは、干渉を低減し、アクティブチャネルの信号品質を改善し得る。ある
信号処理方法は、信号品質を改善するためにアクティブチャネルに適用することができる
。加えて、周波数割り当ては、変化するネットワーク状態に応じるために、オンザフライ
で動的に構成されてもよい。システム４００のＸＩＯＢＣ技術を適用することによって、
自動設定ファイルおよび周波数割り当てテーブルは、高いＥＭＩ状態の間でさえも、素早
く変更され得る。単一の２５６セルのＸＩＯＢＣテーブルは、ＢＰＬヘッドエンドユニッ
トとアクセスポイントの不揮発性メモリに予めロードされ得る。ＸＩＯＢＣテーブルは、
ＢＰＬヘッドエンドユニットとアクセスポイントに、少数の１バイトポインタを送ること
によって、自動設定ファイルおよび周波数割り当てテーブルを変更するために、コマンド
と制御情報の全てを含み得る。各ポインタは、ＸＩＯＢＣテーブルにおけるセルの場所を
示すｘ－ｙ座標として機能し得る、２つの４ビットニブルに分割され得る。この技術を用
いて、例えば、以下のコマンドを用いて変更される必要のある自動設定ファイルが、ＢＰ
Ｌヘッドエンドユニットおよびアクセスポイントに、１１バイトのみのＸＩＯＢＣデータ
を送ることによって構築され得る：
【０１５６】
【数１】

【０１５７】
その１１バイトを読み取ることができる侵入者は、ＢＰＬヘッドエンドユニットまたはア
クセスポイントをリバースエンジニアリングすることなく何の利用可能な情報も識別する
ことができないので、この技術は、更に、潜在的な安全性問題に対処し得る。１１バイト
の難読化強度は、例えば、その１１バイトをより大きなランダムバイト配列の中に決定論
的に隠すことによって、または、その１１バイトを暗号化することによって、または、任
意の他のそのような技術またはそれらの技術の組み合せによって、更に高められ得る。
【０１５８】
　低電力セルフォン信号伝送システム
　[00164] この中に記載される実施形態は、上述のＢＰＬシステムとともに使用され得る
セルフォン信号伝送システムとして有用であり得る。従来のセルフォン技術は、典型的に
は、合わせて約１，６６４の周波数（channels：チャネル）を伝送し得る複数のアンテナ
をサポートし、各チャネルは、開放領域では、典型的に約３５キロメートルから最大で約
７０キロメートルの距離上で、および、密に居住された領域では、典型的に約２キロメー
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トルから約３キロメートルの距離上で、約１００ワットの実効輻射電力（effective radi
ated power：ＥＲＰ）を典型的に伝送することができる、一般的に高さが約１５メートル
から約６０メートルである、大型のマルチアンテナアレイタワーを用いる。セルフォンタ
ワーアンテナは、典型的に、無線周波数（radio frequency：ＲＦ）波から構成される約
８００チャネルを伝送する。逆二乗則は、ＲＦ信号強度が距離の二乗によって弱くなるこ
とを記述している。それが、従来のセルタワーが、典型的に、比較的長い距離上で膨大な
量のＲＦエネルギーを伝送する理由である。セルフォンタワー伝送は、このような距離上
でＲＦエネルギーを伝送することの物理的性質によって課されるいくつかの固有の制限を
切り抜けなければならない。それらの中には以下がある：
逆二乗則、
見通しのある伝送路（line of sight transmission）、
景観形態（landscape topology）、
天候条件、
丘、建物、草木、および、他のそのような障害物によるＲＦエネルギーの反射や吸収。
従って、テレビ放送タワーとほぼ同じく、固有の制限を克服するために、高電力の力ずく
の戦術に基づいているということは、正当である。本実施形態は、セルフォン伝送品質お
よびサービスに対して有し得る影響のある固有の制限を経済的に低減するための低電力セ
ルフォン伝送システム（low power cell phone transmission system：ＬＰＣ）を教示す
る。例えば、ＬＰＣは、約１５０メートルから約２．５キロメートルの距離上を約１ワッ
トから約５ワットの低電力信号を伝送する、電柱上に設けられたアンテナを利用し得る。
この技術に技量を有する者は、ＬＰＣが、従来のセルフォン技術よりも、セルフォン到達
範囲を提供するために実質的により少ない電力を消費することを理解するであろう。更に
、アンテナが地面に対してより低く設けられ得、各アンテナによって作成される各セルは
かなり小さくてもよいので、到達範囲の平方マイルあたりより多くのユーザを可能にし得
る、チャネル再利用がより効率的であり得る。加えて、中間電圧電柱が人口のいる景観上
に遍在しているので、ＬＰＣを採用することは、今までエスカレートしてきた需要のペー
スに遅れないようにするために、一般的には高価で、美学的にじゃまである、追加のセル
フォンタワーを構築する必要性を低減し得る。更に、電柱は、典型的に（地上）高さ約１
１メートルであり、約３８メートル離れて、から、約６０メートル離れて設置される。電
柱上に設けられたＬＰＣアンテナは、景観の輪郭とともに、上がり、下がり、および、曲
がりくねり得、結果として、他の手段よりもより均一なサービスの品質を提供し得る。例
えば、データは、ＢＰＬネットワーク上でＬＰＣアンテナに運ばれ得、それは、ＬＰＣア
ンテナのローカル領域におけるコンピューティング装置に、および、から、データを伝送
し得る。
【０１５９】
　ＤＤＲＭ－分散されたデジタル権利管理
　[00165] この中で使用される「タイトル（title）」の用語は、例えば、動画または楽
曲の制作、または、他のそのような作品の名前を識別すること等の、記録された、または
、フィルムにされたオーディオおよび／またはビデオ資産の識別名をいう。
【０１６０】
　[00166] この中で使用される「コンテンツ（content）」の用語は、複数のタイトルを
いう。
【０１６１】
　[00167] この中で使用される「プロバイダ（provider）」の用語は、コンテンツの任意
の合法な製造者、販売代理店、小売業者、再販業者、出品者、または、他のそのようなエ
ンティティをいう。
【０１６２】
　[00168] この中で使用される「装置（device）」の用語は、例えば、コンピュータ、セ
ットトップボックス、デジタルビデオレコーダ、スマートフォン、ポッド、パッド、タブ
レット、スレート、または、他のそのような装置等の、そのユーザに、オーディオおよび
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／またはビデオプレゼンテーションを提示することができる任意の電子装置をいう。
【０１６３】
　[00169] この中で使用される「プレーヤ（player）」の用語は、本開示に一致した方法
で処理されるデータからオーディオおよび／またはビデオプレゼンテーションを提示する
ことができる、装置において実行されるソフトウェアアプリケーションをいう。
【０１６４】
　[00170] 図８ａは、例えば：　プロバイダ８０１が、
タイトルを少なくとも２つの第１のデートの組（図示されず）に分節すること；
少なくとも２つの第１のデータの組を、複数の第２のデータの組（shares：配分）８１７
、８１８、８１９、８２０、８２１、８２２、８２３、および、８２４に分散すること；
それら配分を、少なくとも１つのコンテンツダウンロードサーバ８０２と少なくとも１つ
の鍵配分サーバ８０３、８０４、および、８０５に接続された記憶場所（図示されず）に
記憶すること；　および／または、
少なくともひとりのユーザ（user）によって動作される少なくとも１つの装置に、本開示
と一致する方法で、通信ネットワーク上を、少なくとも１つの伝送路８１０、８１１、お
よび、８１２によって、少なくとも１つの鍵配分（key share）８０６、８０７、および
、８０８を、少なくともひとりのユーザ（user）８２５によって操作される少なくとも１
つの装置８１４に伝送すること；
によって、損失、または、海賊行為からコンテンツを保護するためにデータ安全性、持続
性、高い可用性を提供する超安全な分散されたデジタル権利管理システム（dispersed di
gital rights management system：ＤＤＲＭ）のためのシステム８００の概略図表現であ
る。
【０１６５】
　[00171] ユーザ８２５がプロバイダ８０１からのタイトル（図８ｂの８３１）を要求す
る（図８ｂの８２７）場合、その要求を受け取ったプロバイダは、ユーザの装置８１４の
装置メモリ８１６上に記憶されるべき複数の配分（記憶可能な鍵配分のグループ８１３）
を伝送し得る。装置８１４で動作するプレーヤ８１５は、プロバイダ８０１から記憶可能
な配分グループ８１３を受け取り、装置メモリ８１６に、その記憶可能な配分グループ８
１３を記憶し得、ここで、それは、それが明確に削除されるまで存在し得る。
【０１６６】
　[00172] ユーザ８２５がプレーヤの再生機能を起動すると、プレーヤ８１５は、要求さ
れたタイトルのための記憶可能な配分グループ８１３を備える配分の全てを分節し得、ほ
ぼ同時に、鍵配分８０６、８０７、および、８０８を要求し得る。ネットワーク可用性、
現在のデータスループット負荷、待ち時間の要因、等々のような外部要因に応じて、鍵配
分サーバは、例えば、鍵配分サーバ＃１ ８０３等が選択され得、選択された配分サーバ
は、装置８１４上にタイトルを提示するように合計配分の最小限の数を再組み立てするた
めに、鍵配分８０６が、プレーヤ８１５によって受け取られ、記憶可能な配分グループ８
１３を備える配分と組み合され得るような方法で、鍵配分８０６を伝送経路８１０上で装
置８１４にストリーミングすることを開始し得る。
【０１６７】
　[00173] 図８ｂは、それによって、少なくとも１つのタイトル８３１が少なくとも２つ
の第１のデータの組に分節され（８３２）、オプションとして、圧縮され、および／また
は、例えば、本発明の実施形態に従った１２の内の９（9-of-12）の分割比を用いて、少
なくとも２つの第２のデータの組に分散される（８３３）ように、コンテンツを処理する
ためのシステム８００のフローチャート図表現である。少なくとも２つのデータの組の少
なくとも１つの各々は、少なくとも１つのコンテンツダウンロードサーバ８０２のメモリ
に記憶され得、および、少なくとも１つの鍵配分（key shares）ストリームサーバ８０３
に記憶され得る。少なくとも２つのデータの組（stored shares）のその他は、少なくと
も１つのコンテンツダウンロードサーバ８０２に記憶され得る。加えて、鍵配分と記憶さ
れた配分は、図１のシステム１００に従って開示された教示と一致する方法で、サーバの
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メモリ、または、サーバに取り付けられたメモリに記憶され得る。鍵配分と記憶された配
分は、また、図５のシステム５００に従って開示された教示に一致する方法で、グローバ
ルに分離された複数のデータセンターに設けられたサーバのメモリ、または、サーバに取
り付けられたメモリに記憶され得る。
【０１６８】
　[00174] システム８００は、タイトル８３１に対するユーザ要求を受け取り、タイトル
に関連付けられた記憶されている配分を探索し得る。要求は、そのタイトルのプロバイダ
と関連付けられた配布エントリポイントに送られ得、配分生成に権限が与えられ得る（８
２８）。要求が正当なユーザから来たものではない場合、配分生成に権限は与えられず、
処理は終了し得る。しかし、認証が、ユーザが正当であることを示す場合、および、タイ
トルのための記憶される配分が既に存在する場合、鍵配分は、分節され、分散され、およ
び、記憶される（８２９）。記憶される配分がまだ存在しない場合、全ての記憶される配
分が分節され、分散され、および、記憶される（８３０）。従って、タイトルは取り出さ
れ得る（８３１）。タイトルは、２つ以上のスライスに分割され得る（８３２）。情報分
散化アルゴリズムが、各スライスをデータプリミティブに変換し、それらプリミティブを
配分に分割するために用いられ得る（８３３）。鍵配分が生成され得（８３４）、１つの
鍵配分が要求している装置に送られ得る（８３６）。また、記憶される配分がタイトルに
ついて存在しない場合、それらが生成され得（８３７）、要求している装置に送られ得る
（８３９）。以下の検討は、図８ｂに図示された処理の実施形態に一致する、いくつかの
追加の詳細を提供する。
【０１６９】
　[00175] 本開示に一致する方法でコンテンツの処理を実装するソフトウェアは、少なく
とも１つの鍵配分サーバ８０３における、少なくとも１つのコンテンツダウンロードサー
バ８０２における、および／または、必要とされ得るそのような他のサーバにおけるサー
バ側サービス（service）として自動的に実行され得る。この実施形態との更なる一致に
おいて、ユーザ８２５がタイトル８３１を要求する場合、その要求は、例えば、店または
ｗｅｂｓｉｔｅ８２８等のプロバイダの配布エントリポイントに送られる。要求は、それ
が権限のあるユーザ８２５から来ているかどうかを決定するために検証され得る。要求が
正当である場合、プレーヤ８１５は、装置のメモリ８１６を、タイトルの記憶可能な配分
グループ８１３を求めて探索する。要求された記憶可能な配分グループ８１３が存在しな
い場合、プレーヤ８１５は、サービスに、記憶された配分を、本開示に一致する方法にお
いて元のタイトルデータの組に損失なく同じである中間のデータの組（intermediate：中
間生成物）に再組み立てさせ得る。更に、その中間生成物は、少なくとも１つの鍵配分グ
ループ８３０を生成するために、および、記憶される配分グループ８１３にグループ化さ
れる、少なくとも１つの記憶される配分８１７、８１８、８１９、８２０、８２１、８２
２、８２３、および、８２４を生成するために、本開示に一致する方法で、分節され、オ
プションとして圧縮され、および／または、分散され得る。更に、記憶可能な配分グルー
プ８１３は、装置８１４の装置メモリ８１６にダウンロードされ得、それによって、プレ
ーヤ８１５は、装置８１４に、装置メモリ８１６における記憶可能な配分グループ８１３
を記憶させ得る。そして、プレーヤ８１５は、合計配分の最小の数を再組み立てし、ユー
ザ８２５に対して装置８１４上にタイトルを示すために、例えば、鍵配分８０７等の少な
くとも１つの鍵配分がプレーヤ８１５によって受け取られ、記憶可能な配分グループ８１
３を備える記憶可能な配分と組み合され得るような方法で、サービスに、少なくとも１つ
の鍵配分８０６、８０７、および、８０８を装置８１４にストリーミングさせ得る。
【０１７０】
　[00176] この技術に技量を有する者は、その例が、任意の数のコンテンツプロバイダ、
任意の数のタイトル、任意の数の第１のデータの組、任意の数の第２のデータの組、任意
の数のコンテンツダウンロードサーバ、任意の数の鍵配分サーバ、任意の数の伝送経路、
任意の数の装置、および、任意の数のユーザを記載し得ることを理解するであろう。
【０１７１】
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　[00177] タイトルを販売し、レンタルし、および、配布する従来の方法は、一般的に、
ＣＤ、ＤＶＤ、または、ＢｌｕＲａｙ光ディスク等の堅固な媒体にタイトルを書きこむこ
とによって、または、グローバルなクラウド等の通信ネットワーク上でタイトルをダウン
ロードすることによって、達成される。タイトルは、一般的に、それらを、海賊行為に対
して耐性をもつようにするために、いくつかの方法で暗号化される。これにもかかわらず
、例えば、ＶｉａｃｏｍやＣｏｍｃａｓｔ等のプロバイダは、ユーザが現在所有している
全てのタイトルの８０％程度も、海賊行為を通してそこにあると推定している。結果的に
、業界は、そのような損失のために経済的な負担を負う残り２０％の正当なユーザによっ
て生み出される収入から、その事業を維持することを余儀なくされている。多数の暗号化
方式が利用されおり、海賊行為を防ぐためにより多くが開発され続けているが、一般的に
、暗号化の新たな形式が市場に現れた後、ほどなくして、異端のプログラマが、暗号化を
解除し、タイトルの自由かつオープンな配布を容易にする「リッパー（rippers）」とし
て知られるソフトウェアアプリケーションを配布する。暗号化方式は、一時的な手当てに
すぎないことが証明されている。より恒久的な解決策、例えば、ＤＤＲＭ、が、この問題
に対処するに役立ち得る。
【０１７２】
　[00178] 本開示は、コンテンツの全ての形態を、識別不可能なデータプリミティブに解
体する（disassemble：分解する）ために、データ分散の科学的原理を使用することによ
ってコンテンツ海賊行為の問題に対処する。本実施例は、タイトルを数学的にスライスに
分節し、そして、スライスを、比喩的に言うとビットスープ（bit-soup）であるデータプ
リミティブに分解するために、プロセッサおよび／または他のハードウェア上で実行され
るサーバ側および／またはクライアント側のソフトウェアを利用する処理（process）を
教示する。処理は、文字、数字、記号、バイト、または、他のそのようなデジタル構造、
等の元のデータ構造が、処理を経て、完全なまま残る極めて低い可能性であり得るような
方法で、その分解を達成する。この解体は、制御可能であり、損失なく可逆的であり得る
。そのような方法で保護されたタイトルは、セキュアソケットレイヤ（Secure Socket La
yer：ＳＳＬ）、トランスポートレイヤセキュリティ（Transport Layer Security：ＴＬ
Ｓ）、インターネットプロトコルセキュリティ（Internet Protocol Security：ＩＰｓｅ
ｃ）、セキュアシェル（Secure Shell：ＳＳＨ）、等々のような外的保護にほとんどから
全く構わずに、例えば、無線サイバーカフェ、学校図書館、および、他のそのような場所
へのインターネット等の保護されないデータ伝送ネットワーク上を安全に伝送され得る。
処理は、安全に、ファイアウォール、Ｔｒｉｐｗｉｒｅ、Ｆｉｒｅｈｏｓｔ、仮想プライ
ベートネットワーク（virtual private networks：ＶＰＮ）等の施設の安全化手段にほと
んどから全く構わずに、公衆または私設のクラウド施設にタイトルを安全に記憶すること
を、可能かつ実用的にし得る。
【０１７３】
　ＤＤＲＭ－ＤＤＲＭビジネスモデル
　[00179] この中で使用される「ストア・アンド・フォワード（store-and-forward）」
の用語は、情報が記憶され、後に、プレイされる（例えば、示される、提示される、配信
される、提出される、等々）、中間ステーションに情報が送られる通信技術をいう。それ
は、伝送において長い遅延がある、並びに、可変で高い誤り率がある状況において、有用
性を証明している。
【０１７４】
　[00180] この中で使用される「ストリーミング（streaming）」の用語は、プロバイダ
によって配信されている間、リアルタイム、または、ほぼリアルタイムで、エンドユーザ
によって定常的に受け取られ、エンドユーザに提示されるマルチメディアコンテンツを配
信するための技術をいう。この用語は、媒体自身ではなく、媒体の配信方法をいう。その
技術は、ファイル全体が伝送されてしまう前に、クライアント側のメディアプレーヤが、
例えば、動画等のデータを提示することを開始することを容易にする。この配信技術は、
本来リアルタイムである（例えば、ラジオ、テレビ）か、または、本来ストリーミングで
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ない（例えば、書籍、ＤＶＤ、ＢｌｕＲａｙ、ＣＤ）かのいずれかであるほとんどの他の
配信システムと区別され得る。
【０１７５】
　[00181] 追加の実施形態は、コンテンツプロバイダと、同様に正当なユーザとに相互に
有益である統合された伝送、記憶、および、配信のビジネスモデルを作成するための技術
基盤を提供するためにシステム８００を使用する。この実施形態を実施することは、プロ
バイダが新規な販売および配信ビジネスモデルを作成することを可能にし、それによって
、タイトルは、もはや、ＣＤ、ＤＶＤ、または、ＢｌｕｅＲａｙ光ディスク等の堅固な媒
体などのハードメディア上で配布されることはなくなる。
【０１７６】
　[00182] デジタル資産のレンタル、販売、および、配布のためのハイブリッドストア・
アンド・フォワード／ストリーミングモデルは、例えば、少なくとも１つのタイトルを少
なくとも２つのスライスに分節し、少なくとも２つのスライスの各々を少なくとも２つの
配分に分散することによって、作成することができる。
【０１７７】
　[00183] 少なくとも１つの配分は、通信ネットワークに接続された少なくとも１つのス
トレージサーバに伝送され得、他の配分は、通信ネットワークに接続された少なくとも１
つのストリーミングサーバに伝送され得る。記憶およびストリーミングの場所は、互いに
地理的に分離され得るか、または、それらが同じ地理的場所に存在してもよい。記憶およ
びストリーミングの場所は、クラウド上、クラウドから離れていてもよく、または、それ
らはそれら両方であってもよい。
【０１７８】
　[00184] 分散比（splitting ratio：分割比）は、最小で３の内の２（2-of-3）であり
得、それによって、３は配分の最大数であり、２は、スライスを再組み立てするために必
要とされる、最大配分の内の最小数である。分割比は、例えば、１２の内の９（9-of-12
）の分割比が有用であることが証明され得る等の状況の所与の組の要求に応えるために実
用的である任意の最大サイズのものであり得る。
【０１７９】
　[00185] １２の内の９（9-of-12）の分割比がタイトルを分散するために用いられる場
合、１６の記憶される配分（各、２スライス × ８配分）がプレーヤによってダウンロー
ドされ、装置のメモリに記憶され得、残りの８つの配分（２スライス × ４配分）が鍵配
分としての役割を果たし得る。鍵配分は、例えば、４つのストリーミング場所の間で分割
され得、それらは、そこから記憶され、必要に応じてユーザにストリーミングされる。こ
の技術は、鍵配分が、全ての可能性において、装置が通信ネットワークに接続することが
できるところではどこでも、常に利用可能であることを確実にすることよって、回復力と
持続性を提供し得る。
【０１８０】
　[00186] 本実施例は、ユーザにタイトルを配布するために少なくとも１つの新規なビジ
ネスモデルを作成することを可能かつ実用的にすることによって、コンテンツプロバイダ
と、同様にユーザとに複数の利点を与える。例えば、１つ以上のプロバイダは、少なくと
もひとりのユーザが加入できる（subscriber：加入者）、例えば、ｗｅｂｓｉｔｅ等のデ
ジタルストアフロントを提供する加入サービス（service）を運営し得る。
【０１８１】
　[00187] システム８００によって与えられる制御と著作権保護のために、プロバイダは
、全ての加入者に全てのタイトルを利用可能にし得る。タイトルは、常に、全体は、プロ
バイダによって所有され得る。加入者は、例えば、無償または低コストで任意の数のタイ
トルをダウンロードし得る。加入者は、それらのタイトルを、友人や家族と共有すること
を奨励されてもよいし、または、されなくてもよい。加入者が、彼らの記憶された配分を
共有することを可能にされた場合、それは、サービスの採用と伝播を促進し、プロバイダ
のサーバのトラフィック負荷を軽減し得、更に、帯域幅と配布コストを低減し得る。本実
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施形態は、共有されている全てが、記憶された配分にわたって分散された組み合されたデ
ータプリミティブの８／９であるので、制限のないファイル共有を可能かつ実用的にする
。
【０１８２】
　[00188] 加入者の装置上に記憶される配分は、必要とされる分散の８９％を有するだけ
であり得る。一見、欠けている１１％によってあいたままである空の空間を埋めることは
余り困難ではないように見えるかもしれないが、それは真実ではない。欠けている１１％
は、例えば、文字、数字、記号、バイト、または、他の形式のデータ構造、等の記憶され
た配分の完全な断片の全体を含まない。欠けている１１％は、それらの断片の中の断片で
ある、データプリミティブを含む。ＤＤＲＭ安全性をこじ開けることの困難さは、原子の
素粒子の１１％を取り除くことにほぼ相似であり得る。そのような動作が達成され得ると
したら、混沌のみが残るだろう。鍵配分と記憶された配分が共にもたらされ、それらを分
解した情報分散アルゴリズムによって数学的に再組み立てされるまでは、記憶された配分
におけるデータプリミティブから外挿され、または、内挿され得るであろう何らの認識可
能なパターンまたは形態は存在し得ない。記憶された配分は、この意味で、ホワイトノイ
ズと本質的に同等である。
【０１８３】
　[00189] 加入者がタイトルを要求すると、プレーヤが、装置上に記憶されている全ての
タイトルのインデックスを探索し得る。タイトルが存在する場合、プレーヤは、権限者か
らのみ、鍵配分を要求し得る。それが存在しない場合、プレーヤは、タイトルの記憶され
ている配分をダウンロードするために、イベントを起動し得る。ダウンロードイベントは
、要求を発したユーザが正しい権限をもっている加入者であったとの権限者による確認を
必要としても、しなくてもよい。加入状況確認がプロバイダによって要求されない場合、
サービスのより早い採用を加速し得る。例えば、ユーザが、「購入前に試す（try before
 you buy）」のベースで、ある数のタイトルまでダウンロードできるとした場合、ユーザ
は、電子メールアドレス以外の何らの個人情報を明らかにすることなくサービスを試して
みることができる。この方法は、そうすることが安全であるので、ソフトウェア業界によ
って普通に実施される。コンテンツ海賊行為がそのように極端な脅威であるので、それは
、一般的には、プロバイダによって実施されない。ユーザが所有する唯一のものが、彼ら
が加入者になるまではデータプリミティブである場合、従来のコンテンツ配布モデルは廃
棄され得、例えば、本実施形態等の新たなパラダイムが、全体的にまたは部分的に、それ
に置き換わり得る。
【０１８４】
　[00190] ユーザが加入者になった後、権限者は、加入者の証明書を確認することができ
、タイトルの要求が、加入者によって提出されるべく検証された場合、権限者は、（必要
に応じて）加入者の装置に鍵配分をストリーミングし、直ぐに再生を始めるために、鍵配
分ストリーミングサーバを起動し得る。要求と再生の間の予想待ち時間に応じて、プレー
ヤは、再生を開始する以前にタイトルのかなりの部分を再組み立てすることを選択するこ
とができ、または、プレーヤは、メモリの中に十分な量の再組み立てされたスライスがあ
るとすぐに再生を開始することができる。多くの場合、鍵配分スライスの最小の実用的な
数のみが、必要に応じ、ロード上の装置によって受け入れられ得る。
【０１８５】
　[00191] 鍵配分を備えるデータプリミティブが、ひとたび、記憶された配分でもって再
組み立てされると、鍵配分はゼロ化され得る。これは、各鍵配分がメモリに読み込まれる
時点でバイト毎になされ得るか、または、加入者が、特定の期間、プレーヤを停止し、巻
き戻しを可能にするために、選択可能な数のバイトが非ゼロ化されたままで残ることが望
まれ得る。実際には、鍵共有を備えるバイトは、各バイトが使用された時点、または、そ
の少し後に消え失せる。
【０１８６】
　[00192] 本実施形態は、例えば、加入者が経済的にタイトルの非常により広い選択への
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アクセスを有し得る、等、加入者に複数の利益を提供する。
【０１８７】
　[00193] 装置は、見かけは無制限の数のタイトルを記憶することができる。これが本当
である理由は、それが技術と関係をもつと同じように、人間の行動と多くの関係を持つ。
ユーザが定常的に新しいタイトルを望むことは自明である。目下、ユーザが魅力的なタイ
トルを聞いたり、または、表示したりするときに、彼らはそれを購入するか、または、そ
うでない場合よりもしばしば、それを盗用する。彼らがタイトルの所有を得ると、一般に
、最初は、彼らはそれを繰り返し再生するが、時間が経つにつれて、彼らは、ほとんど全
く、または、全くそれを再生しなくなるまで、彼らがそれを再生する頻度は次第に減って
いく。これは、特に、音楽ファイルについて真実である。ユーザが、数百の、または、数
千でさえも音楽やビデオファイルを所有することは珍しくない。プレーヤは、その記憶さ
れたタイトすべてについて「最後に再生された（last played）」インデックスを維持し
得る。ユーザは、タイトル記憶が、他の装置メモリ機能に介入することを防ぐために、そ
のタイトルの記憶空間割り当てを制限するようにプレーヤを設定し得る。タイトル記憶空
間割り当てがいっぱいであり、ユーザが他のタイトルを記憶することを望む場合、プレー
ヤは、最も古くに再生されたタイトルを削除し得る。ユーザは、装置上に記憶された多数
のタイトルがあり得、それらの多くが、再び、全く再生され得ない統計的な可能性がある
ので、それを失うことを気にしない。しかし、ユーザが、メモリから削除されたタイトル
を再生したい場合は、何も失われておらず、唯一の不便は、削除されたタイトルがダウン
ロードされている間のいくぶんかの待ち時間である。ダウンロードされたら、タイトルは
、キュー内の最近に再生されたタイトルになるだろう。
【０１８８】
　[00194] この実施形態の追加の利点は、加入者がこれまでのタイトルを失うことは、可
能性が非常に低いことである。装置が盗まれ、破壊され、そのメモリを消去し、または、
原因で動かなくなる場合は、それがメモリに記憶した全てのタイトルは、おそらく、プロ
バイダから利用可能であるだろう。従って、加入者が、他のメモリ装置に記憶された配分
をバックアップした場合、記憶された配分は、簡単に、復元され得、そうでないならば、
再生するためにタイトルを選択する通常の過程において復元され得る。
【０１８９】
　[00195]本実施形態から得られる他の利点は、加入者向けサービスのより低いコストで
あり、プロバイダにとってのより高い収益とより低い運用コストであり得る。コンテンツ
海賊行為の発生率を減少し、正当性を回復することに加えて、本実施形態は、プロバイダ
が、それによって、より高められた利益と、より高い収益の利ザヤを生む、販売される商
品のより低いコストを経験する運営環境を作成し得る。また、競争圧力は、プロバイダに
とっての売上高の増加を次に導き得る、ユーザにとってのサービスコストを下げ得る可能
性がある。
【０１９０】
　[00196] 本実施形態によって提供される技術は、プロバイダが、プロバイダにとっての
増加された売上を更に導き得る、「あなたが購入する前に試す（try before you buy）」
のベースでタイトルを配布することを可能にし得る。
【０１９１】
　[00197] この技術に技量を有した者は、また、例が、著作権のあるコンピュータソフト
ウェアアプリケーション、並びに、マルチメディアやその他のデジタル資産の配布を保護
するために使用され得ることを理解するであろう。
【０１９２】
　ＤＥＭ－分散された電子メールとメッセージング
　[00198] 図９は、開示された実施形態に従って、電子メールまたはテキストメッセージ
ング情報を、伝送し、受け取り、および、記憶するための安全な電子メールシステム９０
０の概略表現を提供する。システム９００は、図２におけるグローバルクラウド２０２、
遠隔データ記憶場所９１０、９１１、および、９１２、ネットワーク経路９１７、９１８
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、９１９、９２０、および、９２１、ラップトップまたはノートブックコンピューティン
グ装置９０１、スマートフォン９０２、ラップトップ／ノートブック９０１のファイルシ
ステムにあるＯＴＦ動作可能フォルダ６０３（＃１）、スマートフォン９０２のファイル
システムにあるシステム６００のＯＴＦ動作可能フォルダ６０４（＃２）を含む。
【０１９３】
　[00199] 例えば、生年月日、社会保障番号、クレジットカード番号、または、所有者が
秘密に保つことを望む任意の他のタイプの機密扱いのデータの組等の機密扱いの情報は、
例えば、４の内の２つ（2-of-4）の分割比を用い、１つの配分９１３、９１４、および、
９１５をネットワーク経路９１７、９１８、および、９１９上で遠隔の場所９１０、９１
１、および、９１２の各々に運ぶ本開示に一致する方法で、その機密扱いのデータの組９
０３を分散することによって、例えば、コンピューティング装置（例えば、スマートフォ
ン）９０２からコンピューティング装置９０１へ等、１つのコンピューティング装置から
他のコンピューティング装置に、安全でないネットワーク経路９２０および９２１上を安
全に伝送され得る。加えて、第４の配分９１６は、例えば、スマートフォン９０２から、
例えば、ラップトップ／ノートブックコンピュータ９０２に、電子メール添付として運ば
れ得る。第４の配分９１６を受け取って、例えば、ラップトップまたはノートブックコン
ピュータ９０１、スマートフォン９０２、または、任意の他のコンピューティング装置、
等のコンピューティング装置は、分散された機密性の高いデータの組を、第１の機密性の
高いデータの組に損失なく同じである第２の秘密性の高いデータの組９０６に再組み立て
し得る。
【０１９４】
　[00200] 加えて、上述したように、例えば、電子メール添付等の機密性の高いデータの
組を分散し、伝送する処理は、この中のシステム６００によって教示された技術を利用す
ることによって自動化され得る。例えば、第４の配分９１６の電子メール添付は、システ
ム６００のＯＴＦ可動フォルダ６０４に可能にされるドラッグ・アンド・ドロップである
Ｏｕｔｌｏｏｋ、Ｃｈｒｏｍｅ、Ａｐｐｌｌ Ｍａｉｌ、Ｍｏｚｉｌｌａ Ｔｈｕｎｄｅｒ
ｂｉｒｄ、または、任意の他の電子メールクライアントの中にドラッグされ、または、そ
うでなければ、それから取り出され得る。配分９１６を備える電子メール添付は、配分９
１６と、例えば、配分９１４とを、第１の機密性の高いデータの組に損失なく同じであり
得る第２の機密性の高いデータの組９０６に再組み立てするために、本開示に一致する方
法で、配分９１３、９１４、または、９１５のいずれかとともに処理され得る。
【０１９５】
　[00201] 更に、機密性の高いデータの組を分散し、伝送する処理は、有線または無線ネ
ットワークを介した１つのコンピューティング装置から他のコンピューティング装置への
電子メールまたはメッセージを作成し、編集し、伝送し、受け取る、ブラウザプラグイン
、アドイン、アドオン、等々を用いることによって、または、オフィスまたはメールクラ
イアントのプラグイン、アドイン、アドオン、等々を使用することによって達成され得る
。電子メールまたはメッセージを伝送する前に、プラグイン、アドイン、アドオン、等々
は、例えば、４の内の２（2-of-4）の分割比を用いる本実施形態に一致する方法で電子メ
ールまたはメッセージを分散し、例えば、９１３、９１４、および、９１５の４つの配分
の内の３つを、例えば、遠隔の記憶場所９１０、９１１、および、９１２に伝送する。
【０１９６】
　[00202] 第４の配分は、分散された電子メールまたはメッセージを受け取り、第１の電
子メールまたはメッセージに損失なく同じであり得る第２の電子メールまたはメッセージ
に再組み立てするように構成された他のコンピューティング装置に伝送され得る。安全な
ネットワーク伝送に対応するために、第４の配分は、代わりのデータストリーム、リソー
スフォーク、等々としてテキスト形式の電子メールまたはメッセージに添付され得るバイ
ナリデータであってよい。他の実施形態では、第４の配分は、テキストスクリプト、電子
メール、または、メッセージに埋め込まれ得るバイナリデータであってよい。安全なネッ
トワーク伝送は、例えば、ｕｕｅｎｃｏｄｅ／ｕｕｄｅｃｏｄｅユーティリティ、等々の
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符号化ユーティリティを用いて第４の配分を処理することによって達成され得る。
【０１９７】
　[00203] 以上は、本開示と一致する方法で、通信ネットワーク上で電子メールを安全に
送受信する（電子メール・イン・モーション（email-in-motion））ためのシステムおよ
び方法を教示する。いくつかの実施形態において、電子メール・イン・モーションは、例
えば、ハードドライブ、フラッシュドライブ、光ドライブ、等々のような記憶装置と記憶
媒体上に記憶された電子メールを保護すること（電子メール・アット・レスト（email-at
-rest））に加えて行われ得る。従って、ラップトップ／ノートブック６０１、および／
または、スマートフォン９０２の１つ以上の記憶装置は、本開示と一致する方法で情報を
分散し、記憶するよう構成され得る、システム９００の少なくとも１つのＯＴＦ動作可能
フォルダを含み得、それによって、機密性の高い情報は、電子メール・アット・レスト記
憶保護方法単独で保護される場合よりも、実質的に、より安全で、より永続的で、および
、より可用性があり得る。
【０１９８】
　[00204] この技術に技量を有する者は、上記のように、不正使用に対して高い圧縮およ
び／または判読不能である情報を与えるためのシステムおよび方法に加えて、そのような
システムおよび方法は、また、処理を逆転し、その元の形に戻るように変更され、または
、修正されたデータを復元する特徴を含み得ることを理解するであろう。
【０１９９】
　[00205] この技術に技量を有する者は、更に、実施形態９００に開示された技術が、軽
微な変更でもって、例えば、安全なテキストメッセージングや、安全なモバイルアドホッ
ク無線メッセージング等の、アプリケーションのためにメッセージングシステムを構築し
、運用するために用いられ得ることを理解するであろう。
【０２００】
　[00206] 本開示の様々な実施形態が上述されてきたが、例としてのみ提示され、それら
が例示によってのみ提示されており、限定ではないことが理解されるべきである。形態や
詳細における様々な変更が、本開示の真意と範囲から逸脱することなくなされ得ることが
、この技術に技量を有する者によって理解されよう。従って、本開示の広さおよび範囲は
、上述された例示の実施形態のいずれによっても限定されるべきではない。
　以下に、本願出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するためにシステムであって、
　複数のデータセンターと、
　前記複数のデータセンターに接続されるコンピューティング装置と、
　前記複数のデータセンターに接続された通信ネットワークと、
を含み、
　前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリームの少なく
とも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一のデータセンターに記憶されないように、前記複数の
データセンターに前記ｔ個のボリュームを出力する
ように構成される、システム。
［Ｃ２］
　前記データセンターは、お互いに地理的に分散される、［Ｃ１］に記載のシステム。
［Ｃ３］
　前記コンピューティング装置は、更に、仮想マシンをインスタンス化するために前記ｍ
個のボリュームを再組み立てするよう構成される、［Ｃ１］に記載のシステム。
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［Ｃ４］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための機器であって、
　通信ネットワークに接続されるコンピューティング装置を含み、前記コンピューティン
グ装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリームの少なく
とも一部を分節し、前記１つ以上のビットストリームは仮想マシンを備え、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一のデータセンターに送られないように、前記通信ネッ
トワークを介して複数のデータセンターの各々にｍ個より少ないボリュームを出力する、
よう構成される、機器。
［Ｃ５］
　コンピューティング装置は、更に、前記仮想マシンをインスタンス化するために前記ｍ
個のボリュームを再組み立てする、［Ｃ４］に記載の機器。
［Ｃ６］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための機器であって、
　コンピューティング装置を含み、前記コンピューティング装置は、
　　　１つ以上のビットストリームを記憶するための要求を受け取り、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、前記１つ以上のビットストリームの少
なくとも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されないように、複数のローカル、
または、分散された記憶場所に前記ｔ個のボリュームを出力し、
　　　前記ｔ個のボリュームに関連付けられた仮想基準スタブ（ＶＲＳ）ファイルを生成
する
よう構成される、機器。
［Ｃ７］
　前記ＶＲＳファイルは、単一のファイルとして前記ｔ個のボリュームを表す、［Ｃ６］
に記載の機器。
［Ｃ８］
　前記コンピューティング装置は、更に、オンザフライ（ＯＥＦ）フォルダの中にファイ
ルをドラッグし、ドロップすることを備えるユーザインターフェイスとのユーザ相互作用
に応答して、前記要求を受け取るよう構成される、［Ｃ６］に記載の機器。
［Ｃ９］
　前記コンピューティング装置は、更に、
　　　前記ＶＲＳファイルを読むための要求を受け取り、
　　　前記要求に応答して、前記ボリュームから前記１つ以上のビットストリームを再組
み立てする
よう構成される、［Ｃ６］に記載の機器。
［Ｃ１０］
　前記コンピューティング装置は、
　　　データとのユーザ相互動作を可能にするよう構成される安全なユーザ空間と、
　　　前記データを分節し、分散し、および、出力するよう構成される安全なカーネル空
間と、
を備え、
　前記データは、いかなる時も、前記安全なユーザ空間の中に含まれない、
［Ｃ６］に記載の機器。
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［Ｃ１１］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための機器であって、
　コンピューティング装置を含み、前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリームの少なく
とも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されないように、複数のローカル、
または、分散された記憶場所に前記ｔ個のボリュームを出力し、
　　　複数の第３のデータの組を形成するために前記ｔ個のボリュームの少なくとも一部
を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｖ個のボリュームを形成するために、前記複数の第３のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｖであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されないように、複数のローカル、
または、分散された記憶場所に前記ｖ個のボリュームを出力する
よう構成される、機器。
［Ｃ１２］
　前記コンピューティング装置は、更に、前記分節すること、分散すること、および、出
力することを繰り返すよう構成される、［Ｃ１１］に記載の機器。
［Ｃ１３］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するためのシステムであって、
　コンピューティング装置と、
　前記コンピューティング装置に接続される電力線ブロードバンド（ＢＰＬ）通信ネット
ワークと、ここで、前記ＢＰＬネットワークは複数の電力線を備え、
　前記ＢＰＬネットワークに接続されるセルラ通信装置と、
を備え、
　前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために１つ以上のビットストリームの少なくと
も一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も前記ＢＰＬネットワークの中の単一の電力線上を伝送され
ないように、前記ＢＰＬネットワークを介して、遠隔の装置に前記ｔ個のボリュームを出
力する
よう構成され、
　前記セルラ通信装置は、セルラネットワークを介して遠隔の装置に前記ｔ個のボリュー
ムを出力するよう構成される、
システム。
［Ｃ１４］
　前記コンピューティング装置は、ＢＰＬヘッドエンドユニットを備える、［Ｃ１３］に
記載のシステム。
［Ｃ１５］
　前記システムは、更に、前記遠隔の装置を備え、
　前記遠隔の装置は、前記ｔ個のボリュームを受け取り、前記ｔ個のボリュームを前記１
つ以上のビットストリームに再組み立てするよう構成されるヘッドエンドサーバを備える
、［Ｃ１３］に記載のシステム。
［Ｃ１６］
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　前記セルラネットワークは、低電力ネットワークである、［Ｃ１３］に記載のシステム
。
［Ｃ１７］
　前記セルラ通信装置は、どの完全なデータの組も、前記セルラネットワークの中の単一
のチャネル上を伝送されないように、複数のセルラチャネルを用いて、前記ｔ個のボリュ
ームを前記遠隔の装置に出力するよう構成される、［Ｃ１３］に記載のシステム。
［Ｃ１８］
　前記セルラ通信装置は、ＢＰＬ割り当てテーブルを使用して、前記複数のセルラチャネ
ルを選択するよう構成される、［Ｃ１７］に記載のシステム。
［Ｃ１９］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するためのシステムであって、
　ネットワーク装置または記憶装置の少なくとも一方、または、両方に接続されるコンピ
ューティング装置と、
　前記ネットワーク装置の少なくとも一方、または、前記記憶装置の少なくとも一方、ま
たは、両方に接続される通信ネットワークと、
を含み、
　前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のマルチメディアビットスト
リームの少なくとも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されない、または、単一の伝送経路
上を移動しないように、マルチメディアコンテンツの表示を求める要求に応答して、複数
の伝送経路にわたって、または、複数の分散された記憶場所に対して、のいずれかで、前
記ｔ個のボリュームを出力する
よう構成され、
　少なくとも第１のマルチメディアビットストリームは鍵データを備え、
　少なくとも第２のマルチメディアビットストリームは配分されたデータを備え、
　前記鍵データは、前記配分されたデータにアクセスするために必要とされる情報を備え
る、
システム。
［Ｃ２０］
　前記コンピューティング装置は、更に、前記ｔ個のボリュームを出力する前に、マルチ
メディアコンテンツの表示を求める前記要求を検証するよう構成される、［Ｃ１９］に記
載のシステム。
［Ｃ２１］
　前記システムは、更に、遠隔の装置を備え、
　前記遠隔の装置は、分散された記憶場所を備え、
　前記ｔ個のボリュームの各々は、前記遠隔の装置に分散され、
　前記遠隔の装置は、前記ｔ個のボリュームを受け取り、前記ｔ個のボリュームを前記１
つ以上のビットストリームに再組み立てする、
［Ｃ１９］に記載のシステム。
［Ｃ２２］
　前記遠隔の装置は、前記１つ以上のビットストリームを受け取った後、前記１つ以上の
ビットストリームをゼロ化するか、または、削除するよう構成される、［Ｃ２１］に記載
のシステム。
［Ｃ２３］
　前記遠隔の装置は、加入者装置を備え、
　前記１つ以上のマルチメディアビットストリームは、前記加入者装置に関連付けられた
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、予約された、または、以前に購入されたコンテンツを備える、
［Ｃ２１］に記載のシステム。
［Ｃ２４］
　前記システムは、更に、遠隔の装置を備え、
　前記遠隔の装置は、分散された記憶場所を備え、
　少なくとも第１のマルチメディアビットストリームは、配分されたデータの第１の部分
を備え、
　少なくとも第２のマルチメディアビットストリームは、前記配分されたデータの第２の
部分を備え、
　前記第１のマルチメディアビットストリームと前記第２のマルチメディアビットストリ
ームは、前記遠隔の装置に引き続いて送られ、
　前記遠隔の装置は、前記マルチメディアコンテンツをストリーミングするために、前記
第１のマルチメディアビットストリームと前記第２のマルチメディアビットストリームを
再組み立てするように構成される、
［Ｃ１９］に記載のシステム。
［Ｃ２５］
　前記配分されたデータの追加の部分を備える追加のマルチメディアビットストリームが
、前記遠隔の装置に送られ、
　前記遠隔の装置は、前記マルチメディアコンテンツをストリーミングすることを続ける
ために、前記追加のマルチメディアビットストリームを再組み立てするように構成される
、
［Ｃ２４］に記載のシステム。
［Ｃ２６］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するためのシステムであって、
　ネットワーク装置または記憶装置の少なくとも一方、または、両方に接続されるコンピ
ューティング装置と、
　前記ネットワーク装置の少なくとも一方、または、前記記憶の少なくとも一方、または
、両方に接続される通信ネットワークと、
を含み、
　前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリームの少なく
とも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームの部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複
数のデータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の伝送経路上を移動しないように、複数の伝送経路に
わたっていずれかで前記ｔ個のボリュームを出力し、ここにおいて、前記ｔ個のボリュー
ムの少なくとも１つが、電子メールまたはチャットメッセージに挿入される
よう構成される、システム。
［Ｃ２７］
　前記コンピューティング装置は、更に、前記電子メールまたはチャットメッセージにお
ける前記ｔ個のボリュームの少なくとも１つへのアクセスを提供するリンクを送るよう構
成される、［Ｃ２６］に記載のシステム。
［Ｃ２８］
　前記コンピューティング装置は、通信プログラムのためのプラグインを備え、
　前記プラグインは、前記分節すること、分散すること、および、出力することを自動的
に起動するよう構成される、
［Ｃ２６］に記載のシステム。
［Ｃ２９］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
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　複数の第１のデータの組を形成するために、複数のデータセンターに接続されるコンピ
ューティング装置の分節モジュールでもって、１つ以上のビットストリームの少なくとも
一部を分節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一のデータセンターに記憶さ
れないように、前記複数のデータセンターに前記ｔ個のボリュームを出力することと、を
備える方法。
［Ｃ３０］
　前記データセンターは、お互いに対して地理的に分散される、［Ｃ２９］に記載の方法
。
［Ｃ３１］
　更に、仮想マシンサーバをインスタンス化するために、前記コンピューティング装置で
もって、前記ｍ個のボリュームを再組み立てすることを備える、［Ｃ２９み記載の方法。
［Ｃ３２］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　コンピューティング装置でもって、１つ以上のビットストリームを記憶するための要求
を受け取ることと、
　複数の第１のデータの組を形成するために、前記コンピューティング装置の分節モジュ
ールでもって、前記１つ以上のビットストリームの少なくとも一部を分節し、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されない
ように、複数のローカル、または、分散された記憶場所に前記ｔ個のボリュームを出力す
ることと、
　前記ｔ個のボリュームに関連付けられた仮想基準スタブ（ＶＲＳ）ファイルを生成する
ことと、
を備える、方法。
［Ｃ３３］
　前記ＶＲＳファイルが単一のファイルとして前記ｔ個のボリュームを表すような前記コ
ンピューティング装置である、［Ｃ３２］に記載の方法。
［Ｃ３４］
　更に、前記コンピューティング装置でもって、オンザフライ（ＯＥＦ）フォルダの中に
ファイルをドラッグし、ドロップすることを備えるユーザインターフェイスとのユーザ相
互作用に応答して、前記要求を受け取ることを備える、［Ｃ３２］に記載の方法。
［Ｃ３５］
　更に、
　前記コンピューティング装置でもって、前記ＶＲＳファイルを読むための要求を受け取
ることと、
　前記要求に応答して、前記ボリュームから前記１つ以上のビットストリームを再組み立
てすることと、
を備える、［Ｃ３２］に記載の方法。
［Ｃ３６］
　前記コンピューティング装置は、
　　　データとのユーザ相互動作を可能にするよう構成される安全なユーザ空間と、
　　　前記データを分節し、分散し、および、出力するよう構成される安全なカーネル空
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間と、
を備え、
　前記データは、いかなる時も、前記安全なユーザ空間の中に含まれない、
［Ｃ３２］に記載の方法。
［Ｃ３７］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、コンピューティング装置の分節モジュール
でもって、１つ以上のビットストリームの少なくとも一部を分節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されない
ように、複数のローカル、または、分散された記憶場所に前記ｔ個のボリュームを出力す
ることと、
　複数の第３のデータの組を形成するために前記ｔ個のボリュームの少なくとも一部を分
節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｖ個のボリュームを形成するために、前記分散モジュールでもって、前記複
数の第３のデータの組を複数のデータブロックに分散することと、ここで、ｍ＜ｖであり
、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されない
ように、複数のローカル、または、分散された記憶場所に前記ｖ個のボリュームを出力す
ることと、
を備える、方法。
［Ｃ３８］
　更に、前記分節モジュールと前記分散モジュールでもって、前記分節すること、分散す
ること、および、出力することを繰り返すことを備える、［Ｃ３７］に記載の方法。
［Ｃ３９］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、複数の電力線を備える電力線ブロードバン
ド（ＢＰＬ）に接続されるコンピューティング装置の分節モジュールでもって、１つ以上
のビットストリームの少なくとも一部を分節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も前記ＢＰＬネットワークの中の
単一の電力線上を伝送されないように、前記ＢＰＬネットワークを介して、遠隔の装置に
前記ｔ個のボリュームを出力することと、
　前記ＢＰＬネットワークに接続されたセルラ通信装置でもって、セルラネットワークを
介して遠隔の装置に前記ｔ個のボリュームを出力することと、
を備える、方法。
［Ｃ４０］
　前記コンピューティング装置は、ＢＰＬヘッドエンドユニットを備える、［Ｃ３９］に
記載の方法。
［Ｃ４１］
　更に、
　ヘッドエンドサーバを備える遠隔の装置でもって、前記ｔ個のボリュームを受け取るこ
とと、
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　前記遠隔の装置でもって、前記ｔ個のボリュームを前記１つ以上のビットストリームに
再組み立てすることと、
を備える、［Ｃ３９］に記載の方法。
［Ｃ４２］
　前記セルラネットワークは、低電力ネットワークである、［Ｃ３９］に記載の方法。
［Ｃ４３］
　更に、どの完全なデータの組も、前記セルラネットワークの中の単一のチャネル上を伝
送されないように、前記セルラ通信装置でもって、複数のセルラチャネルを用いて、前記
ｔ個のボリュームを前記遠隔の装置に出力することを備える、［Ｃ３９］に記載の方法。
［Ｃ４４］
　更に、前記セルラ通信装置でもって、ＢＰＬ割り当てテーブルを使用して、前記複数の
セルラチャネルを選択することを備える、［Ｃ４３］に記載の方法。
［Ｃ４５］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、コンピューティング装置の分節モジュール
でもって、１つ以上のマルチメディアビットストリームの少なくとも一部を分節すること
と、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一の記憶場所に記憶されない
、または、単一の伝送経路上を移動しないように、マルチメディアコンテンツの表示を求
める要求に応答して、複数の伝送経路にわたって、または、複数の分散された記憶場所に
対して、のいずれかで、前記ｔ個のボリュームを出力することと、
を備え、
　少なくとも第１のマルチメディアビットストリームは鍵データを備え、
　少なくとも第２のマルチメディアビットストリームは配分されたデータを備え、
　前記鍵データは、前記配分されたデータにアクセスために必要とされる情報を備える、
方法。
［Ｃ４６］
　更に、前記コンピューティング装置でもって、前記ｔ個のボリュームを出力する前に、
マルチメディアコンテンツの表示を求める前記要求を検証することを備える、［Ｃ４５］
に記載の方法。
［Ｃ４７］
　更に、
　前記ｔ個のボリュームの各々を、分散された記憶場所を備える遠隔の装置に分散するこ
とと、
　前記遠隔の装置でもって、前記ｔ個のボリュームを受け取ることと、
　前記遠隔の装置でもって、前記ｔ個のボリュームを前記１つ以上のビットストリームに
再組み立てすることと、
を備える、［Ｃ４５］に記載の方法。
［Ｃ４８］
　更に、前記遠隔の装置でもって、前記１つ以上のビットストリームを受け取った後、前
記１つ以上のビットストリームをゼロ化するか、または、削除することを備える、［Ｃ４
７］に記載の方法。
［Ｃ４９］
　前記遠隔の装置は、加入者装置を備え、
　前記１つ以上のマルチメディアビットストリームは、前記加入者装置に関連付けられた
、予約された、または、以前に購入されたコンテンツを備える、
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［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５０］
　少なくとも第１のマルチメディアビットストリームは、配分されたデータの第１の部分
を備え、
　少なくとも第２のマルチメディアビットストリームは、前記配分されたデータの第２の
部分を備え、
　前記第１のマルチメディアビットストリームと前記第２のマルチメディアビットストリ
ームは、分散された記憶場所を備える遠隔の装置に引き続いて送られ、
　前記方法は、更に、前記マルチメディアコンテンツをストリーミングするために、前記
遠隔の装置でもって、前記第１のマルチメディアビットストリームと前記第２のマルチメ
ディアビットストリームを再組み立てすることを備える、
［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５１］
　前記配分されたデータの追加の部分を備える追加のマルチメディアビットストリームが
、前記遠隔の装置に送られ、
　前記方法は、更に、前記マルチメディアコンテンツをストリーミングすることを続ける
ために、前記遠隔の装置でもって、前記追加のマルチメディアビットストリームを再組み
立てすることを備える、
［Ｃ５０］に記載の方法。
［Ｃ５２］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、コンピューティング装置の分節モジュール
でもって、１つ以上のビットストリームの少なくとも一部を分節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
の部分としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モ
ジュールでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散すること
と、ここで、ｍ＜ｔであり、
　前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も単一の伝送経路上を移動しない
ように、複数の伝送経路にわたっていずれかで前記ｔ個のボリュームを出力することと、
ここにおいて、前記ｔ個のボリュームの少なくとも１つが、電子メールまたはチャットメ
ッセージに挿入される、
方法。
［Ｃ５３］
　更に、通信装置でもって、前記電子メールまたはチャットメッセージにおける前記ｔ個
のボリュームの少なくとも１つへのアクセスを提供するリンクを送ることを備える、［Ｃ
５２］に記載の方法。
［Ｃ５４］
　更に、前記コンピューティング装置の通信プログラムのためのプラグインでもって、前
記分節すること、分散すること、および、出力することを自動的に起動することを備える
、［Ｃ５２］に記載の方法。
［Ｃ５５］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための機器であって、
　コンピューティング装置を含み、前記コンピューティング装置は、
　　　複数の第１のデータの組を形成するために、１つ以上のビットストリームの少なく
とも一部を分節し、
　　　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリ
ームとしてｔ個のボリュームを形成するために、前記複数の第１のデータの組を複数のデ
ータブロックに分散し、ここで、ｍ＜ｔであり、
　　　どの完全なデータの組も単一の記憶場所に送られないように、複数の記憶場所の各
々にｍ個より少ないボリュームを出力する
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ように構成され、
　各ボリュームは、その他のボリュームのいずれのファイル名とも異なり、前記１つ以上
のビットストリームのファイル名とも異なるファイル名を有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、その他のボリュームの少なくとも１つのサイズとは異なるサ
イズを有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、そのたのボリュームの少なくとも１つのメタデータとは異な
るメタデータを有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、それ以外のボリュームの少なくとも１つのファイル属性とは
異なるファイル属性を有するか、または、
　それらの組み合わせである、
機器。
［Ｃ５６］
　デジタル情報を安全に記憶し、伝送するための方法であって、
　複数の第１のデータの組を形成するために、コンピューティング装置の分節モジュール
でもって、１つ以上のビットストリームの少なくとも一部を分節することと、
　ｍの数のボリュームで完全なデータの組を含むように、複数の第２のビットストリーム
としてｔ個のボリュームを形成するために、前記コンピューティング装置の分散モジュー
ルでもって、前記複数の第１のデータの組を複数のデータブロックに分散することと、こ
こで、ｍ＜ｔであり、
　前記コンピューティング装置の前記分散モジュールでもって、どの完全なデータの組も
単一の記憶場所に送られないように、複数の記憶場所の各々にｍ個より少ないボリューム
を出力することと、
を含み、
　各ボリュームは、その他のボリュームのいずれのファイル名とも異なり、前記１つ以上
のビットストリームのファイル名とも異なるファイル名を有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、その他のボリュームの少なくとも１つのサイズとは異なるサ
イズを有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、そのたのボリュームの少なくとも１つのメタデータとは異な
るメタデータを有するか、または、
　前記ボリュームの各々は、それ以外のボリュームの少なくとも１つのファイル属性とは
異なるファイル属性を有するか、または、
　それらの組み合わせである、
方法。
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