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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を共有するためのピアツーピアのネットワークシステムであって、
　少なくとも１つのピアクライアントが他のピアクライアントに提供可能な共有情報源を
保持し、それぞれが他のピアクライアントと交信する複数のピアクライアントと、
　共有情報源を保持する各ピアクライアントから共有情報源を示すリストを受信し、該リ
ストが示す共有情報源をディレクトリとして保持し、各ピアクライアントに対して、共有
情報源のディレクトリサービスと、共有情報源の位置情報を提供するように構成された管
理サーバと、
　上記各ピアクライアントから特定の情報源について変更通知の予約要求を受信し、予約
された情報源に変更が生じたとき、予約要求元のピアクライアントに予約情報源の変更を
示す警報メッセージを送信するように構成された通知サーバとからなり、
　上記管理サーバが、上記何れかのピアクライアントから１つ以上の共有情報源になされ
た変更を示す情報を受信したとき、変更された共有情報源を示す第１のメッセ－ジを上記
通知サーバに送信するように構成され、
　上記各ピアクライアントが、予約ボタンを含むユーザインタフェース画面に、上記管理
サーバからディレクトリサービスによって提供された複数の共有情報源を階層化された複
数のグラフィックからなるディレクトリ構造として表示し、該ディレクトリ構造内の何れ
かのグラフィックを選択して上記予約ボタンが操作されたとき、上記選択されたグラフィ
ックが示す共有情報源を予約対象として、上記通知サーバに変更通知の予約要求を送信し



(2) JP 4578196 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

、
　上記通知サーバが、上記予約要求で指定された情報源と上記第１のメッセ－ジが示す共
有情報源との比較結果に基づいて、予約要求元のピアクライアントのなかから１つ以上の
第１のピアクライアントを特定し、該第１のピアクライアントの各々に予約情報源の変更
を示す警報メッセージを送信するように構成され、
　上記警報メッセージを受信した第１のピアクライアントの各々が、上記警報メッセージ
で指定された情報源を保持する他の第２のピアクライアントと通信することによって、変
更のあった情報源をアクセスするようにしたことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項２】
　前記警報メッセージを受信した前記第１のピアクライアントが、前記管理サーバと交信
して、前記変更のあった情報源の位置情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の
ネットワークシステム。
【請求項３】
　前記警報メッセージを受信した前記第１のピアクライアントが、ユーザインタフェース
画面に該警報メッセージで通知された情報源を表示することによって、ユーザが、上記ユ
ーザインタフェース画面で前記アクセスすべき情報源を選択可能にしたことを特徴とする
請求項２に記載のネットワークシステム。
【請求項４】
　複数のピアクライアントから共有情報源を示すリストを受信し、該リストが示す共有情
報源をディレクトリとして保持し、各ピアクライアントに対して、共有情報源のディレク
トリサービスと、共有情報源の位置情報を提供するように構成された管理サーバと、上記
各ピアクライアントから特定の情報源について変更通知の予約要求を受信し、上記管理サ
ーバから変更のあった共有情報源を示すメッセージを受信し、予約された情報源に変更が
生じたとき、予約要求元のピアクライアントに予約情報源の変更を示す警報メッセージを
送信するように構成された通知サーバとを含むピアクライアントネットワークに接続され
、該ピアクライアントネットワーク内で複数のピアクライアントと情報を共有するための
計算機システムであって、
　該計算機システムで保持される共有情報源を示すリストを上記管理サーバに通知した後
、何れかの共有情報源に変更が生じたとき、該共有情報源の変更を上記管理サーバに通知
し、
　予約ボタンを含むユーザインタフェース画面に、上記管理サーバからディレクトリサー
ビスによって提供された複数の共有情報源を階層化された複数のグラフィックからなるデ
ィレクトリ構造として表示し、該ディレクトリ構造内の何れかのグラフィックを選択して
上記予約ボタンが操作されたとき、上記選択されたグラフィックが示す共有情報源を予約
対象として、上記通知サーバに変更通知の予約要求を送信し、
　上記通知サーバから何れかの予約情報源に変更があったことを示す警報メッセージを受
信したとき、上記管理サーバと交信して、上記変更があった情報源の位置情報を取得し、
該位置情報に従って、上記複数のピアクライアントのうちの１つから上記変更があった情
報源のデータを取得するように構成されたことを特徴とする計算機システム。
【請求項５】
　前記警報メッセージが、変更された１つ以上の第１の情報源を識別する情報を含むこと
を特徴とする請求項４に記載の計算機システム。
【請求項６】
　前記変更された１つ以上の第１の情報源が、自動的にアクセスされることを特徴とする
請求項５に記載の計算機システム。
【請求項７】
　前記計算機システムが、ユーザインタフェース画面に前記警報メッセージで通知された
情報源の選択画面を表示し、上記ユーザインタフェース画面でユーザが選択した変更情報
源をアクセスするようにしたことを特徴とする請求項５に記載の計算機システム。
【請求項８】
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　前記警報メッセージが、第２の情報源を識別する情報を含み、該計算機システムが、上
記第２の情報源が前記第１の情報源のうちの１つか否かを判定し、そうであれば該第２の
情報源をアクセスするようにしたことを特徴とする請求項４に記載の計算機システム。
【請求項９】
　ピアクライアントネットワーク内で情報を共有するためのシステムであって、
　少なくとも１つのピアクライアントが他のピアクライアントに提供可能な共有情報源を
保持し、それぞれが他のピアクライアントと交信する複数のピアクライアントと、
　共有情報源を保持する各ピアクライアントから共有情報源を示すリストを受信し、該リ
ストが示す共有情報源をディレクトリとして保持し、各ピアクライアントに対して、共有
情報源のディレクトリサービスと、共有情報源の位置情報を提供するように構成された管
理サーバとからなり、
　上記各ピアクライアントが、予約ボタンを含むユーザインタフェース画面に、上記管理
サーバからディレクトリサービスによって提供された複数の共有情報源を階層化された複
数のグラフィックからなるディレクトリ構造として表示し、該ディレクトリ構造内の何れ
かのグラフィックを選択して上記予約ボタンが操作されたとき、上記選択されたグラフィ
ックが示す共有情報源を予約対象として、上記管理サーバに変更通知の予約要求を送信し
、
　上記管理サーバが、上記何れかのピアクライアントから、何れかの共有情報源が変更さ
れたことを示す情報を受信したとき、上記変更された情報源と上記予約要求で指定された
情報源との比較結果に基づいて、上記複数のピアクライアントのなかから、１つ以上の第
１のピアクライアントを識別し、該第１のピアクライントを示すリストを上記共有情報源
が変更されたことを示す情報の送信元となっている第２のピアクライアントに送信するよ
うに構成され、
　上記第２のピアクライアントが、上記リストが示す各第１のピアクライアントに情報源
の変更を示す警報メッセージを送信し、
　上記第１のピアクライアントの各々が、上記警報メッセージが示す情報源にアクセスす
ることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記第１のピアクライアントが、ユーザインタフェース画面に前記警報メッセージで通
知された情報源の選択画面を表示し、ユーザが上記ユーザインタフェース画面でアクセス
すべき情報源を決定できるようにしたことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計算機ファイルアクセスに関し、特に、所有ストレージシステムにおけるフ
ァイルアクセスの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　共有通信環境の使用と依存が連続的に増加し、それに伴って、共有通信環境における複
数のユーザ間で共有すべき情報が多様化している。情報共有の重要な観点は、ユーザ（人
または機械ユーザの何れか）が、彼らの個別または共同の活動を効果的に実行するために
、最新の情報にアクセスすることにある。心に留めておくべき考察は、情報が多数の異な
った情報源から到来できることである。
【０００３】
【特許文献１】なし
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　人気上昇中の通信パラダイムは、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ネットワークである。Ｐ２Ｐ
ネットワークは、複数のユーザを対等に接続しており、Ｐ２Ｐネットワークに接続された
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ユーザは誰でも、該ネットワークに接続された別のユーザからのファイルを要求できる。
従って、ユーザは、或る段階ではクライアントとして振舞って、他のユーザにファイルア
クセスを要求し、別の段階では、同一ユーザが、他のユーザからの要求に応えるサーバと
して振舞うことができる。
【０００５】
　ユーザは、多くの場合、ファイルが現在のものであることを要求する。通常のＰ２Ｐネ
ットワークシステムでは、ユーザは、典型的には、ファイルの現在の情報を取得するため
に、積極的に状態情報をアクセスしなければならない。これは、特に、多数の情報源から
情報を入手する必要がある時、ユーザにより多くの時間と努力を要求する。
  それ故、ユーザにＰ２Ｐネットワークに含まれる最新情報の容易なアクセスを提供する
ことが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、具体化された特徴として、複数のピアメンバー間での情報共有を含む。ピア
メンバーは、興味のある情報について予約することができる。予約した情報に対する変更
は検出可能であり、予約ユーザにその旨が通知される。予約ユーザのピアクライアントシ
ステムは、上記情報を自動的にアクセスできる。その代わりに、ユーザに変更された情報
を警報する適切な提示を行なうこともできる。この場合、該情報をアクセスするか否かは
ユーザが判断できる。
【０００７】
　尚、本発明は、米国出願番号１０／１５９，１４４（２００２年５月３１日出願）、米
国出願番号１０／３５１，１９７（２００３年１月２４日出願）、米国出願番号１０／４
１１，９４１（２００３年４月１１日出願）に関係しており、これらの出願の内容は、全
ての目的の参考のために本明細書に編入される。本発明の他の特徴、長所および新規な特
徴は、添付図面を用いてなされる以下の説明から明らかになる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、各ピアクライアントは、関心のある共有情報について予約しておくこ
とによって、上記共有情報が変更された時に警報メッセージを受信し、これに応答して情
報源をアクセスすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明の１実施例としてのピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信システム１０を示す。
  管理サーバ１２は、Ｐ２Ｐネットワーク内の複数のピアクライアント（メンバー）間の
共有ファイルに関する情報を管理する。例えば、ピアクライアントＡのシステム上に位置
した共有ファイルは、管理サーバにリスト化されている。同様に、別のピアクライアント
Ｂのシステムに格納されている共有ファイルも、管理サーバにリスト化されている。この
ようにして、管理サーバは、Ｐ２Ｐネットワークのメンバーに、ピアメンバー間で共有す
べきファイルのディレクトリサービスを提供する。尚、本実施例を構成する特別なＰ２Ｐ
アーキテクチャについては、前述した関連出願のうちの少なくとも１つに、より完全に記
述されている。
【００１０】
　本発明によれば、通知サーバ１４が備えられ、該通知サーバと管理サーバ１２との間に
適当な通信チャネルが準備されている。通信ネットワークは、上記ピアクライアント２２
ａ、２２ｂと、管理サーバと、通知サーバとの間での通信を提供するために備えられてい
る。例えば、ピアクライアントＡとピアクライアントＢは、管理サーバと通信できる。図
では、ピアクライアントＡとの通信パスのみを示しているが、通知サーバは、これらのピ
アクライアントと通信できる。通知サーバの詳細については後で述べる。
【００１１】
　本発明の実施例のうちので特定のものは、適切に構成された複数の計算機システムから
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なる。管理サーバ１２は、データ処理部と、通信ハードウェアと、ストレージアクセスと
からなるサーバシステムで構成できる。同様に、通知サーバ１４も、同様の計算装置とデ
ータストレージ装置とからなるサーバシステムで構成され、管理サーバ１２のサーバソフ
トウェアとは異なったサーバソフトウェアを実行する。ピアクライアント２２ａ、２２ｂ
は、データ処理性能とデータストレージ容量の異なる各種計算機のうちの何れかで構成で
きる。サーバ１２と１４は、本発明の様々な特徴に応じて、それぞれのコンピュータハー
ドウェアを動作させるように構成されたサーバソフトウェアを実行する。
【００１２】
　図１に示された特別なＰ２Ｐネットワークによるファイル共有は、共有すべき自分のフ
ァイルを管理サーバ１２に報告するピアクライアント２２ａと２２ｂで構成されている。
例えば、ピアクライアントＢは、自システムに含まれる共有すべきファイルのリストを他
のピアクライアントと交信できる。ピアクライアントＢは、ファイルをアクセスできる相
手またはピアグループの指定を含めて、ファイル毎に特定のアクセス許可を指定できる。
尚、Ｐ２Ｐアクセスに関するこれらの特徴および他の特徴については、前述した関連出願
のうちの少なくとも１つに、より完全に記述されている。
【００１３】
　他のピアクライアントは、管理サーバ１２と交信して、Ｐ２Ｐネットワーク上のファイ
ルのリストを取得できる。各ピアクライアントには、ファイル所有者によって指定された
アクセス許可に矛盾しない適切なファイルのリストが提示される。管理サーバは、ファイ
ルアクセスを要望するピアクライアントに、ファイル位置を示す情報を提供する。上記位
置情報は、ファイルのキャッシュコピーを持っている何れかのピアクライアント、または
ファイル所有者の位置を識別できる。上記位置情報を使用することによって、ピアクライ
アントは、ファイルを持つピアクライアントと交信し、ファイルをアクセスする。尚、Ｐ
２Ｐアクセスに関するこれらの特徴および他の特徴については、前述した関連出願のうち
の少なくとも１つに、より完全に記述されている。
【００１４】
　図２は、図１の通信システムで具体化される本発明で発生する処理の高レベルフローチ
ャートを示す。
  ピアクライアント（例えば、ピアクライアント２２ａ）は、情報源に「予約（subscrib
e）」するために、ステップ１０１で通知サーバ１４と交信する。本発明によれば、用語
「情報源」は、あらゆる形態の電子情報（例えば、書類、マルチメディアファイル、画像
、オーディオファイル、ビデオファイル、フォルダ、ディレクトリ、その他）を含む。情
報源は、１つの掲示板（ＢＢＳ：Bulletin board service）が複数のピアメンバーに共有
される仮想共有スペースであってもよい。情報源は、２人以上の通信ピアの間で会議が行
われる仮想共有スペースを指すことも可能である。特別な場合、情報源は、会議中に発生
するイベントに相当する。例えば、複数のピアメンバーからなる１つのグループが、ネッ
トワーク上の会議（例えば、ＶｏＩＰ会議、チャットルーム型会議等）に参加している場
合を想定すると、会議に関係するイベントは、誰かが会議に参加する行為、または誰かが
会議から離脱する行為を含む。例えば、会議参加者の間で行われる投票のような任意の行
為を注目イベントとして定義してもよい。本発明によれば、ピアクライアントは、このよ
うなイベントに対して予約することができる。
【００１５】
　通知サーバ１４は、ピアクライアント２２ａが「予約情報源」と呼ばれる特定の情報源
について予約を要求していることを示すメッセージを受信する（ステップ１０２）。説明
の都合上、ここでは、ピアクライアント２２ａが、ピアクライアント２２ｂが所有するフ
ァイルFile-X３２について予約したと想定する。本発明においては、情報源についての予
約、情報源の予約行為、その他の変形表現は、予約者が予約情報源に起こる何らかの変化
の通知を受けることを意味している。従って、もし、File-X３２を所有するピアクライア
ント２２ｂが該ファイルを変更した場合、File-X３２について予約したピアクライアント
２２ａは、上記変更に気付かせられる。通知サーバ１４は、ピアクライアントが予約要求
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を送信すると直ぐに、予約された複数の情報源を管理する。
【００１６】
　従って、例えば、ピアクライアント２２ｂがステップ１０３でFile-X３２を変更（修正
）したと仮定すると、ピアクライアントシステムで実行されるピアクライアントソフトウ
ェアが、管理サーバ１２に適切なメッセージを送信し、File-X３２が変更されたことを管
理サーバに通知する。更なる詳細は、米国出願No. 10/159,144に記載されている。この時
、ステップ１０４で、管理サーバは、変更された情報源を識別する情報を通知サーバに伝
達する。このようにして、管理サーバは、File-Xが変更されたことを示すメッセージを通
知サーバ１４に伝達する。
【００１７】
　ステップ１０５で、通知サーバ１４は、管理サーバ１２からのメッセージの受信に応答
して、File-Xについて予約をした各ピアクライアントに警報メッセージを伝達する。図１
に示した例では、ピアクライントＡは、File-Xが変更されたことを通知サーバによって通
知される。特別な実施形態において、上記警報メッセージの伝達技術は、プッシュ技術と
して知られている。この技術は、ウェブキャスティング（Webcasting）およびポイントキ
ャスティング(PointCasting)としても知られており、計算機によって検索されなくても、
情報が計算機システムに直接送られる。上記警報メッセージは、動作が実行された時刻、
ファイル／フォルダの名称、操作の種類（フォルダの生成、フォルダの消去、ファイルの
登録、ファイルの消去、ファイルの更新、その他）、操作を実行したユーザのユーザＩＤ
、ファイル／フォルダが位置する仮想フォルダのＩＤを示す情報を含み得る。
【００１８】
　１つの実施形態においては、通知サーバ１４は、管理サーバ１２からメッセージを受信
した時、変更された情報源を確認する。次いで、通知サーバは、上記情報源について予約
した加入者を確認し、各加入者に通知する。別の実施形態では、通知サーバ１４は、単に
Ｐ２Ｐネットワーク内の全てのピアメンバーに通知する。この実施形態の場合、各ピアク
ライアントソフトウェアが、警報メッセージで指定された情報に自分が予約したか否かを
判断する。
【００１９】
　ステップ１０６で、ピアクライアント２２ａのピアクライアントソフトウェアは、File
-Xの変更事実をピアクライアントに報知するために、通知サーバ１４からの警報メッセー
ジの受信に応答して、適切な警報表示をディスプレイするように構成される。上述したよ
うに、警報メッセージは、変更されたファイルの位置に関する位置情報を含むことができ
る。
【００２０】
　ステップ１０７で、ピアメンバーは、上記警報を見て、情報をアクセスするか否かを判
断することができる。仮に、ピアメンバーが上記情報にアクセスしたいと判断した場合、
ピアクライアントソフトウェアが上記情報をアクセスして、この例では、File-Xのコピー
３２'を入手することができる。これは、Ｐ２Ｐシステムで使用される典型的な手順を適
用することによって実現できる。ピアクライアントは、管理サーバ１２と交信し、多数の
ピアクライアントのうちの１つと交信して、上記情報をダウンロード（またはその逆を）
する。上記情報は、例えば、（１）会議の音声記録、会議用の提出ファイル、会議メモ、
その他、（２）ＢＢＳメッセージ本体、コメント本体、メッセージ／コメントへの添付フ
ァイル、その他、（３）ファイルデータでもよい。
【００２１】
　情報がアクセスされた後、該情報がピアクライアントによって表示、再生、または別の
方法で処理される。別の実施形態では、ピアクライアントソフトウェアは、ユーザから情
報のアクセス指令がなくても、情報アクセスを自動的に開始するように構成される。
【００２２】
　ステップ１０３を再度参照すると、情報源は、共有ＢＢＳ上のピアクライアント２２ｂ
によるメッセージの掲示であってもよい。共有ＢＢＳは、１人以上のピアメンバー間で蓄
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積される複数のメッセージによって構成できる。
【００２３】
　管理サーバ１２は、メッセージのリストの保守、メッセージ寿命の保守、各メッセージ
の位置の保守など、共有ＢＢＳのメッセージを組織化するための中央ロケーションとして
動作する。管理サーバは、このような多数のＢＢＳの情報を管理することができる。従っ
て、新たなメッセージを特定のＢＢＳに掲示する場合、該メッセージを掲示中のピアクラ
イアント上で実行されるピアクライアントソフトウェアが、メッセージが特定のＢＢＳに
掲示されていることを管理サーバに知らせることによって、管理サーバが、この事実を通
知サーバ１４に報告できる（ステップ１０４）。
【００２４】
　この時、ステップ１０５で、通知サーバは、ＢＢＳの加入者のリストを識別し、新たに
掲示されたメッセージを各加入者に警報することができる。各加入者に送信された警報メ
ッセージは、メッセージの掲示時刻、ＢＢＳメッセージのタイトル、実行された操作の種
類（生成、メッセージ追加、メッセージ削除、コメント追加、コメント削除、その他）、
操作を実行したユーザのＩＤ、ＢＢＳが位置している仮想共有スペースのＩＤ（例えば、
インターネットアドレス）等を含むことができる。
【００２５】
　ステップ１０３を再び参照すると、情報源は、会議に関するイベントに対応させること
もできる。図１に示したＰ２Ｐネットワークでは、管理サーバ１２は、ピアメンバー間の
会議を管理し、会議に参加しているピアメンバーのリストを保守することができる。会議
参加者間の通信は各参加者によって、典型的には、各参加者にメッセージを適切にブロー
ドキャストすることによって行われる。会議に参加したいピアメンバーは、管理サーバに
適当な要求を送信すると、管理サーバは、新メンバーに他の参加者を、例えば、インター
ネットアドレスのリストの供給によって知らせ、在来の参加者に新メンバーを報知する。
【００２６】
　本発明によれば、管理サーバは、新参加者についてのメッセージを通知サーバにも送信
する（ステップ１０４）。この時、通知サーバは、会議について予約していた何れかの加
入者に、新参加者が会議に加わったことを示す警報メッセージを送信する。上記警報メッ
セージは、会議の開始時刻、会議セッションのタイトル、イベント（会議生成、参加、離
脱、ファイル提出、その他）、イベントを実行したユーザのユーザＩＤ、会議が位置して
いる仮想共有空間のＩＤ、その他を含むことができる。
【００２７】
　同様に、参加者が会議から離脱する時、離脱参加者は、管理サーバ１２に適当なメッセ
ージを送る。この時、管理サーバは、他の参加者に誰かが会議から離脱することを知らせ
る。これは、他の参加者が、彼らのメッセージの離脱参加者への送信停止を可能にする。
管理サーバは、上記イベントを通知サーバにも知らせる。他のイベントについても同様で
ある。
【００２８】
　更に、ピアクライアントは、会議に予約する時、通知すべき特定の行動を指定すること
ができる。例えば、ピアクライアントは、会議に加わった新規参加者の把握にのみ関心が
あってもよい。クライアントは、特定のピアクライアントに付随した行動を指定すること
もできる。例えば、ピアクライアントは、John Smithが特定の会議にいつ参加または離脱
したかに関してのみ、通知サーバによる警報に興味をもってもよい。
【００２９】
　図３は、会議の情報源を見るために用意されたピアクライアントのユーザインタフェー
ス２０１の１実施例を示す図的表現である。
  ウィンドウ２０２を示すグラフィックは、フォルダディレクトリの構造を示すディレク
トリツリーを含む。会議は、典型的には、“会議室”に組織化される。各会議室は、１つ
以上の“”会議セッション“を保持する。会議は、多くの場合、ファイルが示されるのと
略同様の方法で、即ち、階層的に示される。会議室は、フォルダ（会議フォルダ）によっ
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て、ディレクトリの図的表示の形式で示すことができる。各会議フォルダは、会議セッシ
ョンを示すゼロ個以上のオブジェクトを含むことができる。会議セッションは、例えば、
活性、非活性、投票など、会議セッションの異なる状態を表示するために、複数の異なっ
たアイコンで表示することができる。これによって、ディレクトリ構造の図的表示におい
て、表示されたフォルダの幾つかは、会議セッションを示すドキュメント（オブジェクト
）が内在する会議フォルダであってもよい。
【００３０】
　ユーザが、ウィンドウ２０２内の会議フォルダ（例えば、２０４）を選択した時、該選
択された会議フォルダ内に置かれた会議セッションのリストが、表示ウィンドウ２０３に
表示される。各会議セッションは、適当なアイコン２０３ａによって表される。また、セ
ッションの題名、司会者、その他のような、会議セッションに関する或る程度の情報を示
すテキスト列２０３ｂが表示される。
【００３１】
　ユーザは、会議セッション２０５のうちの１つをダブル・クリックすることによって、
１つの会議セッションを選択する。これに応答して、選択された会議に関係する追加情報
がウィンドウ２０６に表示される。ウィンドウ２０６には、例えば、選択された会議セッ
ションのセッション題名が再表示され、セッション司会者名、参加者リスト、セッション
開始時刻、セッションが閉会した場合はその終了時刻のような追加情報が補充される。参
加者が提出したファイルのリストを提出者名と共に表示することもできる。セッション期
間中に生成された会議メモ、ノートなども表示することができる。資料の内容は、例えば
、適当なグラフィクをダブル・クリックすることによって、アクセスできる。
【００３２】
　典型的には、ウィンドウ２０６に表示された実際の媒体とテキストファイルは、会議セ
ッションに参加したピアメンバーのマシーン／システムに格納されている。従って、ユー
ザが或るファイル内容をアクセスする時、要求元のピアクライアントは、そのファイルを
どのピアメンバーが持っているかを見分ける情報を得るために、管理サーバ１２をアクセ
スする。この後、要求元のピアクライアントは、ピアメンバーと交信してファイルを入手
する。
【００３３】
　会議セッションの適当な記録または複写は、再生することができる。PLAYボタン２０７
ｂが設けてあり、ユーザは、会議記録が入手できれば、このPLAYボタン２０７ｂをクリッ
クして会議記録を再生できる。会議セッション記録は、典型的には、会議に参加したピア
メンバー内の誰かに格納されているファイル（テキスト、マルチメディア、その他）によ
って構成されている。要求元のピアクライアントは、管理サーバ１２と交信し、記録され
た会議セッションを構成しているファイルの位置に関する情報を入手する。この後、要求
元のピアクライアントは、ファイルダウンロードのために他のピアクライアントをアクセ
スし、会議セッションの再生プレゼンテーションをユーザに提供することができる。ここ
では示されていないが、早送り、巻き戻し、停止などの適当な再生制御を備え得ることが
わかる。
【００３４】
　本発明によれば、各フォルダは、ユーザが予約可能な情報源とみなされる。１つの情報
源を予約するため、ユーザは、１つのフォルダを選択して、予約（SUBSCRIBE）ボタン２
０７ａをクリックする。その代わりに、ユーザは、最も右側にあるマウスボタンをクリッ
クする、所謂“右クリック”操作を行って、同じ予約動作を遂げてもよい。更に他の代替
案として、プルダウンメニューを介した予約がある。
【００３５】
　このように、図３に示したＧＵＩの例では、ユーザは、会議に付随するフォルダ（例え
ば、２０４）を選択することによって、会議セッションの予約ができる。この時、通知サ
ーバには、例えば、図２で説明したように、予約したピアクライアントによって予約が報
告される。ユーザは、会議セッションの異なった様相についても同様に予約できる。例え
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ば、ユーザは、会議に付随する特定のメモになされた何らかの変更に関心をもつかもしれ
ない。そのユーザは、ウィンドウ２０６からアクセス可能な興味あるファイルを選択し、
そのファイルについて予約することによって、その後、上記ファイルの何らかの変更通知
を受けることができる。
【００３６】
　ディレクトリウィンドウ２０２に示されたフォルダは、通常の電子書類と他の情報源を
含むことができる。例えば、共有ＢＢＳは、ディレクトリ階層構造の中に示すことができ
、ユーザは、１以上のファイルを選択し、予約ボタン２０７ａをクリックすることによっ
て、ファイルについて予約することができる。
  ２０８は、警報が受信されたことにユーザの注意を引き付けるために、暫く点滅する表
示子であり、該表示子は、受信した警報の執拗な表示として、点滅や色変化などを継続す
る。これは、ユーザが表示から離れている間に警報が受信された場合に便利である。
【００３７】
　図４は、警報メッセージを見るためのピアクライアントのユーザインタフェースの１例
を示す。
  ウィンドウ３０２は、Ｐ２Ｐネットワークにおける１人以上のピアメンバーの存在情報
を示す“仲間リスト”を表示する。存在情報の表示については、米国出願No.10/411,941
にもっと詳しく論じられている。ウィンドウ３０４は、通知サーバ１４から送出された全
ての警報のリストを提供している。このリストは、警報の受信時刻順に並べることができ
る。ウィンドウ３０３は、受信した警報をカテゴリに基づいて提示するために設けられて
いる。警報は、例えば、会議集会警報、ファイル変更警報、ディレクトリ変更警報（例え
ば、ディレクトリのアクセス許可の変更）のように、警報が出されている情報のタイプに
基づいて配置することができる。警報は、特定ピアメンバーのマシーンで発生している行
動を示すために、ピアメンバーに応じてソートすることができる。
【００３８】
　図５は、図４に示したウィンドウ３０４の１実施例の詳細を示す。
  警報は、上述したように、通知サーバ１４からの受信時刻順に、ウィンドウ３０４にリ
スト化できる。各警報は、付随するボタン表示子４０２を持つことができる。ボタン表示
子４０２のクリックにより、その警報についての情報を表示する別のウィンドウ（図示せ
ず）を生成され、例えば、その警報の受信時刻を提供できる。スクロールバー４０３は、
ユーザが警報リストをスクロールできるように設けてある。代わりに、ウィンドウを上下
にスクロールするために、マウス入力装置のホイール装置を使用してもよい。更に他の代
替案として、ユーザがボタン表示子４０２をクリックした時、警報の対象となっている情
報源にジャンプできるようにしてもよい。例えば、ＧＵＩウィンドウを開いて、警報の対
象である情報源の内容を表示する。
【００３９】
　図６は、図４に示したソート済み警報リスト用ウィンドウの１実施例の詳細を示す。
  ここに示した実施例では、警報リストは、警報の発信元に基づいて整理されている。例
えば、図６は、会議セッション別、ＢＢＳ別およびフォルダ別に纏めた警報を示しており
、ここでは、題名が“会議室Ａ”の会議用と、“会議室Ａ”の会議用のカテゴリが示され
ている。また、題名が“ＢＢＳ　Ａ”の掲示版サービスとFolder Aが示されている。名前
フィールド５０６は、カテゴリ名を表示している。
【００４０】
　トグルボタン５０２は、カテゴリ毎の警報リスト５０４を表示するために使用される。
ユーザは、トグルボタン５０２をクリックして、警報別の情報源を含む表示フィールド５
０７を開閉できる。警報リストは、スクロールバー５０５の使用、またはマウスホイール
、その他を使用してスクロールできる。第２のスクロールバー５０８は、カテゴリのリス
ト全体をスクロールするために設けてある。
【００４１】
　ユーザは、ボタン５０３をクリックして、情報源にジャンプできる。このボタンがクリ
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ックされた時、上記特定情報源について情報源閲覧用のＧＵＩウィンドウが開かれる。ユ
ーザには、警報の発信元情報源が位置している仮想空間／フォルダが提示される。実際の
オブジェクト（会議セッション、ＢＢＳメッセージ、その他）のアイコンまたはテキスト
は、警報のオブジェクトが仮想空間に現れた時にそれを見分けられるように強調される。
ユーザがボタン５０４をクリックした時、同様の“ジャンプ”アクションが発生すること
が分る。
【００４２】
　ピアクライアントが警報メッセージを受信した時、警報はリストに動的に挿入される。
ユーザは、どの警報が挿入／表示され、どの警報が無視されるべきかを指定することもで
きる。表示子３０８は、警報が受信されたという事実にユーザの注目を引くために使用さ
れる。ユーザに警報受信の積極的な確認を要求するように、警報は執拗に出力される。こ
れは、警報が見逃される可能性を減少する。代わりに、警報を単に短期間だけ点滅させ、
その後で点滅を止めるようにしてもよい。警報は、ユーザがそれらを処理可能なレートで
提示されるように調整可能にしてもよい。これは、警報が非常に早いペースで到着する場
合に便利である。警報の到着表示には、更に他の代替案が考えられる。
【００４３】
　図７は、本発明の第２の実施例を示す。
  この構成では、図１に示した通知サーバ１４の機能が、高度化された管理サーバ７２お
よびＰ２Ｐクライアント・ソフトウェアに装備されている。管理サーバ７２は、Ｐ２Ｐネ
ットワークのピアメンバー８２ａ、８２ｂに予約サービスを提供するように構成され、Ｐ
２Ｐクライアント上で稼動する高度化されたクライアント・ソフトウェアは、通知サービ
スを提供する。
【００４４】
　図８は、図７に示した実施例における処理の重要部分を示す。
  ステップ７０１で、ユーザ（例えば、ユーザＡ：８２ａ）は、ＧＵＩのような適当なイ
ンタフェースを使用して管理サーバ７２と交信し、１つの情報源について予約する。ステ
ップ７０２で、管理サーバは、上記要求を受信すると、これを登録し格納する。その後、
ステップ７０３で、ユーザ（例えば、ユーザＢ：８２ｂ）が、ユーザＡが予約した情報源
に操作を行う。情報源をアクセスする通常のプロセスの一部として、ユーザＢは、管理サ
ーバ７２と相互作用する必要があり、ユーザＢのシステムにある高度化されたクライアン
ト・ソフトウェアが、特定の情報源に付随している加入者のリストをアクセスする。管理
サーバは、ステップ７０４で、ユーザＢに適切な情報リスト７４を返送する。上記情報リ
ストは、例えば、ユーザＢに予約メンバーとの交信を許容する宛先情報を含む。
【００４５】
　ステップ７０５で、ユーザＢは各予約メンバーに適切なメッセージを送信し、予約メン
バーに対して、彼らが予約した情報源が変更された事実を警報する。図７では、このステ
ップが、クライアント８２ｂからクライアント８２ａへの通信フローで示されている。
  ステップ７０６では、上記警報メッセージが、例えば、上述した態様で、予約した各ピ
アメンバーによって受信され、表示される。この時、予約したＰ２Ｐメンバーの高度化さ
れたクライアント・ソフトウェアが、情報源をアクセスする。図７では、情報源がユーザ
Ｂから来ることを示しているが、情報源は、別のＰ２Ｐクライアントからのものであって
もよい。上記情報源の位置情報は、管理サーバ７２が供給する情報リスト７４内に与える
ことができる。
【００４６】
　図９は、本発明の更に別の実施例を示す。
  この実施例では、Ｐ２Ｐネットワークは、ピュアＰ２Ｐネットワークであり、図１、図
７の場合のような管理サーバは存在しない。
【００４７】
　各Ｐ２Ｐメンバー８０２～８０８は、適当な通信ネットワーク上で互いに通信可能であ
る。本発明のこの特殊実施例では、通知サーバ８２２が備えられ、各Ｐ２Ｐメンバー８０
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２～８０８のクライアント・ソフトウェアが、通知サーバ８２２に適切な予約要求を送信
することによって、ユーザが情報源について予約できるように構成されている。Ｐ２Ｐメ
ンバー（例えば、メンバー８０４）が情報源を変更した時、メンバー８０４は、この行動
を通知サーバ８２２に通知する。上記通知は、影響を受けた情報源の位置に関する情報を
含む。その時、通知サーバは、上記情報源に予約したＰ２Ｐメンバーに対して、メッセー
ジを“プッシュ”８３４することができる。
【００４８】
　図１０は、本発明の更に他の実施例を示す。
  ここでは、ピュアＰ２Ｐネットワークが提供されている。通知サーバの機能は、Ｐ２Ｐ
メンバー９０２～９１０のクライアント・ソフトウェアに備えられている。これらのメン
バーは、通信ネットワーク（例えば、インターネット）で相互接続されている。Ｐ２Ｐメ
ンバーが所有する各情報源は、各予約者を識別する付随情報をもつことができる。従って
、Ｐ２Ｐメンバー（例えば、９０４）が、別のメンバー９０８が所有する情報源について
予約し（９３２）し、該情報源が変更された時、メンバー９０８が、情報源の予約者にメ
ッセージ９３４を送信することができる。代わりに、メンバー９０８のクライアント・ソ
フトウェアが、全てのメンバーに、情報源が変更されたことを示すメッセージをブロード
キャストしてもよい。この場合、予約したメンバーだけが応答できる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明によるＰ２Ｐネットワークの１実施例を示す図。
【図２】図１に示したＰ２Ｐネットワークの実施例に従った処理の重要部分を示すフロー
チャート。
【図３】本発明によるインタフェースの１実施例を示す図的表現。
【図４】本発明による警報表示画面の１実施例を示す図的表現。
【図５】図４に示した警報表示画面におけるウィンドウの詳細を示す表示画面の図的表現
。
【図６】図４に示した警報表示画面における別のウィンドウの詳細を示す表示画面の図的
表現
【図７】本発明によるＰ２Ｐネットワークの別の実施例を示す図。
【図８】図７に示したＰ２Ｐネットワークの実施例に従った処理の重要部分を示すフロー
チャート。
【図９】本発明によるＰ２Ｐネットワークの更に別の実施例を示す図。
【図１０】本発明によるＰ２Ｐネットワークの更に他の実施例を示す図。
【符号の説明】
【００５０】
１０：（Ｐ２Ｐ）通信システム、１２、７２：管理サーバ、１４：通知サーバ、
３２：ファイル、２２、８２、８０２～８０８、９０２～９１０：ピアクライアント。



(12) JP 4578196 B2 2010.11.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 4578196 B2 2010.11.10

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】



(14) JP 4578196 B2 2010.11.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  三木　和穂
            東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目２８０番地　株式会社日立製作所　中央研究所内

    審査官  寺谷　大亮

(56)参考文献  特開２００３－００６０３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４１００７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０５３７８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２３２４２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８８１４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              菅野, 岩山，インスタントメッセージ技術の最新動向とその応用－CPIMによる相互接続性へのア
              プローチ－，情報処理学会研究報告 2002-QAI-3，日本，社団法人情報処理学会，２００２年　
              ６月２６日，Vol.2002, No.58，p.47～54

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１２／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

