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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンピュータを含む名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおいて該
複数のコンピュータの少なくとも一台によって実行される、異なるネットワーク通信スキ
ームを有する名前空間であって階層構造の複数の異なる名前空間の各々において横断可能
な名前空間パスを通じたアクセスが可能なリソースを、前記階層構造の複数の異なる名前
空間において登録するための方法であって、前記異なるネットワーク通信スキームの少な
くとも２つが、特定の名前空間内で前記リソースを識別するためのシンタックスを識別す
る異なるリソースを有している、方法において、
　前記リソースについて一意のリソース識別子を確立するステップであって、該一意のリ
ソース識別子を用いて前記階層構造の複数の異なる名前空間において前記リソースを識別
可能であり、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の各名前空間が前記異なるネットワ
ーク通信スキームとは別のネットワーク通信スキームを有しており、前記名前空間フェデ
レーションインフラストラクチャにおいて実装されるすべての名前空間を通して前記一意
のリソース識別子が一意である、ステップ、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の、前記異なるネットワーク通信スキームから
の第１のネットワーク通信スキームを有する第１の名前空間において、前記リソースの有
用性を発行するステップ、
　前記リソースを識別するために第１のネットワーク通信スキームを用いて横断される前
記第１の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第１の名前空間ノードリソース
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にリンクさせるステップ、
　前記第１の名前空間における前記横断可能な名前空間パスを横断して、該第１の名前空
間において有用性が発行された前記リソースを突き止めるステップ、ここで、該ステップ
は、前記第１の名前空間における１つまたはそれよりも多い名前空間ノードリソースにナ
ビゲートして、前記第１の名前空間内での前記リソースの名前空間ロケーションを判定す
ることを含んでいる、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の、前記異なるネットワーク通信スキームから
の第２のネットワーク通信スキームを有する第２の名前空間において、前記リソースの有
用性を発行するステップ、ここで、該ステップは、前記第２の名前空間内の少なくとも複
数のノードに、前記リソースが前記第２の名前空間内に存在することを知らせる通知をブ
ロードキャストすることを含んでいる、
　前記リソースを識別するために前記第２のネットワーク通信スキームを用いて横断され
る前記第２の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第２の名前空間ノードリソ
ースにリンクさせるステップ、及び、
　ブロードキャストされた前記通知を受信した前記横断可能な名前空間パスを、前記第２
の名前空間におけるノードのいずれかから横断して、該第２の名前空間において有用性が
発行された前記リソースを突き止めるステップ、ここで、該ステップは、ブロードキャス
トされた前記通知を受信した、前記第２の名前空間における１つまたはそれよりも多い名
前空間ノードリソースにナビゲートして、前記第２の名前空間内での前記リソースの前記
名前空間ロケーションを判定することを含んでいる、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１の名前空間において前記リソースの有用性を発行する前記ステップは、前記第
１の名前空間において、名前空間の範囲のための基礎を提供するリソースを分割する複数
の名前空間の中から前記リソースの有用性を発行することを含むことを特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の名前空間において前記リソースの有用性を発行する前記ステップは、前記リ
ソースを他のリソースが前記第１の名前空間内で識別するためにクエリされる従業員名前
空間ノードリソースを持った、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の前記第１の名前
空間において、該有用性を発行することを含む特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記一意のリソース識別子を前記第１の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記ス
テップは、ＵＲＩを前記リソースに関連付けるステップを含むことを特徴とする、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記関連付けるステップは一意のＵＲＩを前記リソースに関連付けることを含み、該一
意のＵＲＩは、前記リソースに単独でアクセスするために使用されることを特徴とする、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、追加のリソースに前記階層構造の複数の異なる名前空間のうち１つの中で、ア
クセスするための１つまたはそれよりも多い追加のＵＲＩを前記リソースに割り当てるこ
とを含むことを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記一意のリソース識別子を前記第１の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記ス
テップは、前記リソースと前記第１の名前空間ノードリソースとの間で名前空間のセグメ
ントを形成することを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の名前空間において前記リソースの有用性を発行する前記ステップは、前記第
２の名前空間において、名前空間の範囲のための基礎を提供するリソースを分割する複数
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の名前空間の中から前記リソースの有用性を発行することを含むことを特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の名前空間において前記リソースの有用性を発行する前記ステップは、前記リ
ソースを他のリソースが前記第２の名前空間内で識別するためにクエリされる従業員名前
空間ノードリソースを持った、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の前記第２の名前
空間において、該有用性を発行することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記一意のリソース識別子を前記第２の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記ス
テップは、前記第２の名前空間のためのＵＲＩを前記リソースに関連付けることを含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記一意のリソース識別子を前記第２の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記ス
テップは、前記リソースと前記第２の名前空間ノードリソースとの間で名前空間のセグメ
ントを形成することを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リソースは名前空間ノードリソースであることを特徴とする、請求項１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の名前空間の各々のための少なくとも１つの一意でないリソース識別
子が前記リソースに割り当てられ、前記リソースにアクセスするために前記リソース識別
子が横断されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記一意でないリソース識別子は、追加の位置を通じた前記リソースへのアクセスを、
前記名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおいて実装される少なくとも１つ
の他の名前空間内で提供することを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記一意のリソース識別子は、１つまたはそれよりも多い名前空間の管理の特性をハッ
シュすることから生成されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　異なるネットワーク通信スキームを有する、階層構造の複数の異なる名前空間の各々に
おいて横断可能な名前空間パスを通じたアクセスが可能なリソースを、前記階層構造の複
数の異なる名前空間において登録するための方法を実施するための及び名前空間フェデレ
ーションインフラストラクチャにおいて使用するための、コンピュータ実行可能な命令を
ストアした、１つまたはそれよりも多い記録可能タイプのコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体に記憶されたコンピュータプログラムであって、前記異なるネットワーク通信スキ
ームの少なくとも２つが、特定の名前空間内で前記リソースを識別するためのシンタック
スを識別する異なるリソースを有している、コンピュータプログラムにおいて、該コンピ
ュータプログラムがプロセッサにより実行されると、前記名前空間フェデレーションイン
フラストラクチャを、
　前記リソースについて一意のリソース識別子を確立する手段であって、該一意のリソー
ス識別子を用いて前記階層構造の複数の異なる名前空間において前記リソースを識別可能
であり、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の各名前空間が前記異なるネットワーク
通信スキームとは別のネットワーク通信スキームを有しており、前記名前空間フェデレー
ションインフラストラクチャにおいて実装されるすべての名前空間を通して前記一意のリ
ソース識別子が一意である、手段、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の、前記異なるネットワーク通信スキームから
の第１のネットワーク通信スキームを有する第１の名前空間において、前記リソースの有
用性を発行する手段、
　前記リソースを識別するために第１のネットワーク通信スキームを用いて横断される前
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記第１の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第１の名前空間ノードリソース
にリンクさせる手段、
　前記第１の名前空間における前記横断可能な名前空間パスを横断して、該第１の名前空
間において有用性が発行された前記リソースを突き止める手段、ここで、該手段は、前記
第１の名前空間における１つまたはそれよりも多い名前空間ノードリソースにナビゲート
して、前記第１の名前空間内での前記リソースの名前空間ロケーションを判定することを
含んでいる、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の、前記異なるネットワーク通信スキームから
の第２のネットワーク通信スキームを有する第２の名前空間において、前記リソースの有
用性を発行する手段、ここで、該手段は、前記第２の名前空間における少なくとも複数の
ノードに、前記リソースが前記第２の名前空間内に存在することを知らせる通知をブロー
ドキャストすることを含んでいる、
　前記リソースを識別するために第２のネットワーク通信スキームを用いて横断される前
記第２の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第２の名前空間ノードリソース
にリンクさせる手段、及び、
　ブロードキャストされた前記通知を受信した前記横断可能な名前空間パスを、前記第２
の名前空間におけるノードのいずれかから横断して、該第２の名前空間において有用性が
発行された前記リソースを突き止める手段、ここで、該手段は、ブロードキャストされた
前記通知を受信した、前記第２の名前空間における１つまたはそれよりも多い名前空間ノ
ードリソースにナビゲートして、前記第２の名前空間内での前記リソースの前記名前空間
ロケーションを判定することを含んでいる、
として動作させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記一意のリソース識別子を第１の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記手段が
、前記リソースと前記第１の名前空間ノードリソースとの間で名前空間のセグメントを形
成することを特徴とする、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記一意のリソース識別子を第２の名前空間ノードリソースにリンクさせる前記手段が
、前記リソースと前記第２の名前空間ノードリソースとの間で名前空間のセグメントを形
成することを特徴とする、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　複数のコンピュータを含む名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおいて該
複数のコンピュータの少なくとも一台によって実行される、階層構造の複数の異なる名前
空間の各々において横断可能な名前空間パスを通じたアクセスが可能なリソースを、前記
階層構造の複数の異なる名前空間において登録するための方法において、
　前記リソースについて一意のリソース識別子を確立するステップであって、該一意のリ
ソース識別子を用いて前記階層構造の複数の異なる名前空間において前記リソースを識別
可能であり、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の各名前空間が異なるネットワーク
通信スキームを有しており、前記名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおい
て実装されるすべての名前空間を通して前記一意のリソース識別子が一意であり、前記横
断可能な名前空間パスを通じて前記リソースにアクセス可能である、ステップ、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の第１の名前空間であって該第１の名前空間に
一意の第１のフォーマットの第１のネットワーク通信スキームを有する第１の名前空間に
おいて、前記リソースのイベントトピックを示す有用性を加入者に知らせるメッセージを
発行するステップ、ここで、前記第１のフォーマットが前記第１の名前空間における別の
リソースによって認識されたセマンティックを含んでおり、前記イベントトピックが前記
リソースのための前記一意のリソース識別子にちなんで名付けられる、
　前記リソースを識別するために第１のネットワーク通信スキームシンタックスを用いて
横断される前記第１の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第１の名前空間ノ
ードリソースにリンクさせるステップ、
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　前記第１の名前空間における前記横断可能な名前空間パスを該第１の名前空間に一意の
前記第１のフォーマットを用いて横断して、該第１の名前空間において前記有用性を加入
者に知らせる前記メッセージが発行された前記リソースを突き止めるステップ、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の第２の名前空間であって前記異なるネットワ
ーク通信スキームからの第２のネットワーク通信スキームを有する第２の名前空間におい
て、前記リソースの前記イベントトピックを示す前記有用性を知らせる前記メッセージを
、該第２の名前空間に一意の第２のフォーマットで前記加入者に発行するステップであっ
て、前記イベントトピックが前記リソースのための前記一意のリソース識別子にちなんで
名付けられ、前記第２の名前空間に一意の前記第２のフォーマットが該第２の名前空間に
おける別のリソースによって認識されたセマンティックを含んでいる、ステップ、ここで
、該ステップは、前記第２の名前空間における複数のノードに、該第２の名前空間にノー
ドが存在することを知らせる通知をブロードキャストすることを含んでいる、
　前記リソースを識別するために第２のネットワーク通信スキームを用いて横断される前
記第２の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第２の名前空間ノードリソース
にリンクさせるステップ、及び、
　ブロードキャストされた前記通知を受信した前記横断可能な名前空間パスを、前記第２
の名前空間におけるノードのいずれかから横断して、該第２の名前空間において前記有用
性を知らせる前記メッセージが発行された前記リソースを突き止めるステップ、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記第１のフォーマットと前記第２のフォーマットには互換性がなく、前記第１のフォ
ーマットに対応する識別子を、前記第２のフォーマットの識別子を認識するように構成さ
れた装置では認識できないことを特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リソースがネットワークから落ちていることに気付いたノードが、前記リソースの
前記一意のリソース識別子にちなんで名付けられた前記イベントトピックに対し、活性通
知メッセージを発行するように構成されることを特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　階層構造の複数の異なる名前空間の各々において横断可能な名前空間パスを通じたアク
セスが可能なリソースを、前記階層構造の複数の異なる名前空間において登録するための
方法を実施するための及び名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおいて使用
するための、コンピュータ実行可能な命令をストアした、１つまたはそれよりも多い記録
可能タイプのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラム
において、該コンピュータプログラムがプロセッサにより実行されると、前記名前空間フ
ェデレーションインフラストラクチャを、
　前記リソースについて一意のリソース識別子を確立する手段であって、該一意のリソー
ス識別子を用いて前記階層構造の複数の異なる名前空間において前記リソースを識別可能
であり、前記階層構造の複数の異なる名前空間中の各名前空間が異なるネットワーク通信
スキームを有しており、前記名前空間フェデレーションインフラストラクチャにおいて実
装されるすべての名前空間を通して前記一意のリソース識別子が一意であり、前記横断可
能な名前空間パスを通じて前記リソースにアクセス可能である、手段、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の第１の名前空間であって該第１の名前空間に
一意の第１のフォーマットの第１のネットワーク通信スキームを有する第１の名前空間に
おいて、前記リソースのイベントトピックを示す有用性を加入者に知らせるメッセージを
発行する手段、ここで、前記第１のフォーマットが前記第１の名前空間における別のリソ
ースによって認識されたセマンティックを含んでおり、前記イベントトピックが前記リソ
ースのための前記一意のリソース識別子にちなんで名付けられる、
　前記リソースを識別するために第１のネットワーク通信スキームシンタックスを用いて
横断される前記第１の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第１の名前空間ノ
ードリソースにリンクさせる手段、
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　前記第１の名前空間における前記横断可能な名前空間パスを該第１の名前空間に一意の
前記第１のフォーマットを用いて横断して、該第１の名前空間において前記有用性を加入
者に知らせる前記メッセージが発行された前記リソースを突き止める手段、
　前記階層構造の複数の異なる名前空間中の第２の名前空間であって前記異なるネットワ
ーク通信スキームからの第２のネットワーク通信スキームを有する第２の名前空間におい
て、前記リソースの前記イベントトピックを示す前記有用性を知らせる前記メッセージを
、該第２の名前空間に一意の第２のフォーマットで前記加入者に発行する手段であって、
前記イベントトピックが前記リソースのための前記一意のリソース識別子にちなんで名付
けられ、前記第２の名前空間に一意の前記第２のフォーマットが該第２の名前空間におけ
る別のリソースによって認識されたセマンティックを含んでいる、手段、ここで、該手段
により、前記第２の名前空間における複数のノードに、該第２の名前空間にノードが存在
することを知らせる通知をブロードキャストする、
　前記リソースを識別するために第２のネットワーク通信スキームを用いて横断される前
記第２の名前空間において、前記一意のリソース識別子を第２の名前空間ノードリソース
にリンクさせる手段、及び、
　ブロードキャストされた前記通知を受信した前記横断可能な名前空間パスを、前記第２
の名前空間におけるノードのいずれかから横断して、該第２の名前空間において前記有用
性を知らせる前記メッセージが発行された前記リソースを突き止める手段、
として動作させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には、リソースを編成することに関し、より詳細には、リソースをコレ
クションに編成することによって、より効率的なおよび確かなリソースアクセスを容易に
することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータシステムおよび関連技術は、社会の多数の面に影響を与える。実際に、コ
ンピュータシステムの、情報を処理する能力は、我々が生活し、働く方法を変えてきてい
る。コンピュータシステムは現在一般に、コンピュータシステムの出現以前は手動で実行
されていた多数のタスク（例えば、文書処理、スケジューリングおよびデータベース管理
）を実行する。より最近では、コンピュータシステムが互いに、また他の電子装置に結合
されて、有線および無線コンピュータネットワークが形成されるようになり、このネット
ワークを介して、コンピュータシステムおよび他の電子装置は電子データを転送すること
ができる。結果として、コンピュータシステムで実行された多数のタスク（例えば、音声
通信、電子メールへのアクセス、ホームエレクトロニクスのコントロール、ウェブブラウ
ジング、およびドキュメントの印刷）には、有線および／または無線コンピュータネット
ワークを介した、いくつかのコンピュータシステムおよび／または他の電子装置の間の電
子通信が含まれる。
【０００３】
　コンピュータネットワークを介してアクセス可能であるリソース（例えば、装置および
サービス）の品質および多様性により、様々な異なるアクセスメカニズムが開発されてい
る。多数のアクセスメカニズムは異なるプロトコルを利用する。例えば、ワールドワイド
ウェブ（「ＷＷＷ」）上のウェブページにアクセスすることは通常、ハイパーテキスト転
送プロトコル（「ＨＴＴＰ」）を使用して容易にされる。他方では、ファイルにリモート
ロケーションからアクセスすることを、ファイル転送プロトコル（「ＦＴＰ」）を使用し
て容易にすることができる。時には、同じコンテンツを、異なるプロトコルを使用して異
なる時間に転送することができる。例えば、電子メールメッセージを複数のメールサーバ
の間で、簡易メール転送プロトコルを使用して転送し、次いで、インターネットメッセー
ジアクセスプロトコル（「ＩＭＡＰ」）またはポストオフィスプロトコル（「ＰＯＰ」）
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を使用して、クライアントに転送することができる。
【０００４】
　しかし、プロトコルを使用してリソースの転送またはアクセスができるようになる前に
、対応するアクセスメカニズムは、アクセスまたは転送されるべきであるリソースを識別
するためのある方法を有していなければならない。例えば、ウェブブラウザがＨＴＴＰを
使用してウェブページにアクセスできるようになる前に、ウェブブラウザは、アクセスさ
れるべきであるウェブページを識別するためのある方法を有していなければならない。同
様に、メールクライアントがＩＭＡＰまたはＰＯＰを使用して電子メールメッセージを受
信することができるようになる前に、メールクライアントは、電子メッセージを格納中で
あるメールサーバを識別するためのある方法を有していなければならない。したがって、
実質的にはすべてのリソースアクセスメカニズムには、リソースを識別するために使用す
ることができる識別メカニズムも含まれる。
【０００５】
　１つの識別メカニズムには、ネットワークアドレス（例えば、インターネットプロトコ
ル「ＩＰ」アドレス）を利用して、対応するコンピューティング装置（例えば、ラップト
ップ、メールサーバ、プリンタ、ＰＤＡなど）を識別することが含まれる。ネットワーク
アドレスによってコンピューティング装置を識別することは、より小さいネットワーク（
例えば、ホームエリアネットワーク（「ＨＡＮ」））上、および／または、ネットワーク
アドレスが比較的まれに変わるネットワーク上では、十分である場合がある。しかし、分
散型のより大規模のネットワーク上では、ネットワークアドレスを識別メカニズムとして
使用することには、しばしば問題がある。例えば、インターネット上に大量のコンピュー
ティング装置があることにより、ユーザーがアクセスすることを望む可能性のあるあらゆ
るコンピューティング装置のためのＩＰアドレスを記憶していることは、不可能でないと
しても、困難である可能性がある。さらに、プロバイダがコンピューティング装置のネッ
トワークアドレスを変更するか、またはコンピューティング装置の所有権を、異なるネッ
トワークアドレスをコントロールする異なるプロバイダに移すようになる可能性は常にあ
る。したがって、以前に知られていたネットワークアドレスにあるコンピューティング装
置に、後にアクセスしようと試みると失敗する可能性があり、より最近のネットワークア
ドレスを容易に決定するための方法がない場合がある。
【０００６】
　したがって、他の識別メカニズムはネットワークアドレスを、通常はより記憶しやすい
英字の文字列として表現し、ネットワークアドレスからのあるレベルの抽象化を提供する
。例えば、ドメインネームサービス（「ＤＮＳ」）を使用して、ＩＰアドレスを英字文字
列（例えば、ドメインネームに対応する）として表現することができる。英字文字列が使
用されてコンピューティング装置が識別されるとき、ＤＮＳは変換データベースをチェッ
クして英字文字列を、コンピューティング装置のための対応するＩＰアドレスに変換する
。さらに、新しいＩＰアドレスがコンピューティング装置に割り当てられるとき、変換デ
ータベースを更新して、以前に利用された、コンピューティング装置を識別する英字文字
列が、新しいＩＰアドレスに対応するようにすることができる。このように、ＤＮＳはあ
るレベルの抽象化を提供し、この抽象化により、コンピューティング装置を表現する英字
文字列を変更する必要なしに、コンピューティング装置のためのＩＰアドレスの変更が可
能となる。したがって、プロバイダがコンピューティング装置のためのＩＰアドレスを変
更する場合、同じ英字文字列をしばしば使用して、コンピューティング装置にアクセスす
ることができる。
【０００７】
　しかし、コンピュータシステムを、いくつかの異なるサービスを同時に提供するように
構成することができるので、ＤＮＳのみを使用することは、コンピューティング装置の特
定のリソースを識別するために十分ではない場合がある。例えば、いくつかの環境では、
ＤＮＳを単独の識別メカニズムとして使用することにより、同じウェブサーバによって提
供された複数の異なるサービス（電子メール、探索機能性など）の間で区別することが困
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難になる可能性がある。すなわち、ウェブサーバを（例えば、ネットワークアドレスまた
は英字文字列によって）識別することは、必ずしも、ウェブサーバによって提供された特
定のサービスのいずれかの指示を提供するとは限らない。このように、ウェブサーバの電
子メールサービスにアクセスするために、識別メカニズムは、電子メールサービスをウェ
ブサーバの他のサービスから区別するためのある方法を必要とするようになる。
【０００８】
　ユニフォームリソース識別子（「ＵＲＩ」）は、リソースをより正確に識別するために
開発されている１つのメカニズムである。ＵＲＩは、コンピューティング装置を識別する
ネットワークアドレスまたは英字文字列、ならびに、コンピューティング装置での特定の
リソースを識別する追加の英数字文字列を含むことができる。ユニフォームリソースロケ
ータ（「ＵＲＬ」）は、リソースを、それらのプライマリアクセスメカニクス（例えば、
それらのネットワークロケーション）の表現を介して識別する、ＵＲＩの部分集合を指す
。ユニバーサルリソース名（「ＵＲＮ」）は、グローバルに一意のまま残ること、および
、対応するリソースが存在することをやめるときにさえ持続することが必要とされる、Ｕ
ＲＩの部分集合を指す。
【０００９】
　ＵＲＬは通常、インターネット上のリソースにアクセスするために使用される。例えば
、ＵＲＬ「ｈｔｔｐ：／／［ドメインネーム］／［英数字文字列］」を使用して、ＷＷＷ
上のコンピューティング装置での特定のリソースを識別することができる。ＵＲＬはまた
通常は、異なる（しばしば階層的）名前空間（ｎａｍｅｓｐａｃｅ）を表現する、異なる
スキームに細分される。例えば、インターネット上で使用された異なるスキームのいくつ
かには、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｇｏｐｈｅｒ、ｍａｉｌｔｏ、ｎｅｗｓおよびｔｅｌｎｅｔ
が含まれる。これらの各スキームは、それぞれ異なる対応する名前空間を表現する。これ
は、リソースの識別が異なる名前空間にわたる範囲とすることができ、および各スキーム
がその対応する名前空間内でリソースを識別するための異なる構文を有することができる
ので、有益である。例えば、ｈｔｔｐの名前空間内でリソースを識別するための構文、お
よび、ｆｔｐの名前空間内でリソースを識別するための構文は、異なる場合がある。
【００１０】
　残念ながら、少なくとも部分的には、異なる構文を有する異なるスキームにより、複数
の名前空間内からリソースにアクセスすることができるように、リソースへのアクセスを
構成することは、不可能でない場合、しばしば困難である。すなわち、リソースをある名
前空間からアクセス可能にすることは通常、そのリソースが他の名前空間からアクセス可
能となることを妨げる。例えば、ｈｔｔｐスキームは通常、ｆｔｐスキームを使用した識
別のために構成されているリソースを識別する（およびｆｔｐを使用して転送する）ため
に、使用することはできない。すなわち、ｈｔｔｐ：／／［ドメインネーム］／［英数字
文字列］という形式のＵＲＬは通常、ｆｔｐの名前空間内でリソースを識別するために使
用することはできない。
【００１１】
　さらに、通常のリソース識別メカニズムは、問い合わせる能力が限られている。例えば
、ＵＲＩの１つの部分集合は、階層関係を表現するための共通構文を、指定された名前空
間と共に共有する。この部分集合のＵＲＩは、＜スキーム＞：／／＜オーソリティ＞＜パ
ス＞？＜クエリ＞の形式を有することができ、ただし、クエリ部分は、＜スキーム＞：／
／＜オーソリティ＞＜パス＞でのリソースによって解釈されるべき情報の文字列である。
これにより、クエリをリソースに発行して、例えば、リソース探索または発見機能を実行
することなどが容易になる。
【００１２】
　しかし、通常のリソース識別メカニズムは、ＵＲＩを利用して、名前空間内に含まれた
リソースについて名前空間を問い合わせるための機能性が、ある場合も、制限されている
。いくつかの名前空間のためのＵＲＩ構文はクエリ機能性を可能にするが、名前空間の階
層内の最低レベル（例えば、リーフノード）のみである。この結果は、少なくとも部分的
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には、既存の名前空間のメカニズムが中間ノードをリソースとして見ないという事実から
生じる。このように、例えば、指定された会社のためのウェブサイトを表現するＵＲＩな
ど、ＵＲＩを公式化して、特定のエンドポイントでのテキストファイルについて問い合わ
せることができる。しかし、ＵＲＩを公式化して、「．ｃｏｍ」で終了するあらゆるドメ
インのみからのテキストファイルについて、同じ名前空間の階層を問い合わせることは、
不可能でない場合も、困難となる。
【００１３】
　さらに、既存の探索メカニズムは、大量のリソース情報がキャッシュされることを必要
とする。例えば、大部分のインターネット探索エンジンは、新しいＵＲＬのために絶えず
インターネットをスキャンし、ＵＲＬをローカルでキャッシュする。探索（またはクエリ
）が探索エンジンにサブミットされるとき、探索エンジンは、キャッシュされたＵＲＬを
探索する。したがって、リソースのためのＵＲＬがキャッシュされないか、または、キャ
ッシングの後にＵＲＬが変更となる場合、リソースのためのＵＲＬまたは正しいＵＲＬは
、探索結果において戻されない場合がある。したがって、より効率的なおよび確かなリソ
ースアクセスを容易にするシステム、方法、コンピュータプログラム製品は、有利であろ
う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来技術による前述の問題は、本発明の原理によって克服され、本発明は、より効率的
なおよび確かなリソースアクセスを容易にするために、リソースをコレクションに編成す
るための方法、システムおよびコンピュータプログラム製品を対象とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　いくつかの実施形態では、名前空間の登録要求は、名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ（ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）において転送
される。名前空間の分岐（ｎａｍｅｓｐａｃｅ　ｂｒａｎｃｈ）を登録するための名前空
間の登録要求が受信され、名前空間の登録要求は、名前空間の分岐を識別する名前空間の
文字列を含む。少なくとも一方向の同値の数値の識別値（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ－ｗ
ａｙ　ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ｎｕｍｅｒｉｃ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｖａｌ
ｕｅ）は、例えば、ハッシュ値は、フラットＵＲＩスキームについては名前空間の文字列
全体に基づいて、または、階層ＵＲＬスキームについては名前空間の文字列の第１のパス
セグメントまでの部分に基づいて、生成される。名前空間の登録要求は、他の名前空間の
管理（ｎａｍｅｓｐａｃｅ　ｍａｎａｇｅｒ）の識別子よりも、少なくとも一方向の同値
の数値の識別値に数量的に近い識別子を有する名前空間の管理へ、送信（および、潜在的
にルーティング）される。名前空間の分岐は、名前空間の管理と結び付けられる。
【００１６】
　他の実施形態では、名前空間の登録要求は、名前空間のフェデレーションインフラスト
ラクチャ内で移行される。名前空間の管理がポリシー制約を満たしていることが決定され
る。ポリシー制約と結び付けられたポリシーアクションを満たすように移行されることが
可能である名前空間の分岐が識別される。名前空間の分岐のための既存の登録は、ポリシ
ーアクションに応答して、パートナーの名前空間の管理に移行される。
【００１７】
　さらに他の実施形態では、名前空間の登録要求は、名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ内で処理される。名前空間の分岐を登録するための名前空間の登録要求が
受信される。名前空間の登録要求は、名前空間の分岐を識別する名前空間の文字列、およ
び、名前空間の分岐内で登録を要求するプロバイダのための識別子を含む。名前空間の管
理が名前空間の分岐に関心を有することが決定される。名前空間の文字列は、適切にイン
デックス付けされた名前空間の登録データベース内に保存される。登録要求発信元（例え
ば、名前空間のプロバイダ）の活性がどのような頻度で後に検証されるべきであるかが、
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さらに決定される。
【００１８】
　さらなる実施形態では、名前空間の検索要求は、名前空間のフェデレーションインフラ
ストラクチャ内で送信（および、潜在的にルーティング）される。名前空間の分岐を識別
する名前空間の文字列を含む、名前空間の検索要求が受信される。少なくとも一方向の同
値の数値の識別値、例えば、ハッシュ値が、フラットＵＲＩスキームについては名前空間
の文字列全体に基づいて、または、階層ＵＲＩスキームについては名前空間の文字列の第
１のパスセグメントまでの部分に基づいて、生成される。名前空間の検索要求は、例えば
近接性メトリックに従って、目的地の名前空間の管理に送信（および潜在的にルーティン
グ）される。目的地の名前空間の管理は、少なくとも一方向の同値の数値の識別値に数量
的に最も近い一意の識別子を有する名前空間の管理の予め定義された範囲内である、名前
空間の管理の近傍のいずれか１つにすることができる。名前空間の検索要求は、名前空間
の分岐に関心があるか、または名前空間の分岐を担うと表現している、対応する登録要求
の発信元（例えば、名前空間のプロバイダ）への配信のために、転送される。
【００１９】
　さらなる実施形態では、名前空間の検索要求は、名前空間のフェデレーションインフラ
ストラクチャ内で移行される。名前空間の管理は、名前空間の分岐のための名前空間の検
索要求を受信する。名前空間の管理は、名前空間の分岐を識別する一意の名前空間の識別
子を含む。名前空間の管理のための名前空間の管理の一意識別子は、１つまたは複数の他
の名前空間の管理に属する名前空間の管理の一意識別子よりも、生成された名前空間の分
岐の一意識別子（例えば、少なくとも一方向の同値の数値の識別値）に近い。名前空間の
分岐が、異なる名前空間の管理の一意識別子を有する異なる名前空間の管理に移行されて
いるという指示が、検出される。
【００２０】
　さらに他の実施形態では、名前空間の検索要求は、名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ内で処理される。名前空間に属する名前空間の分岐を識別する名前空間の
文字列を含む、名前空間の検索要求が受信される。名前空間の検索要求の名前空間の検索
要求型が識別される。１つまたは複数のプロバイダが、名前空間の分岐に関係付けられた
名前空間の部分について登録していることが検出される。名前空間の検索要求は、識別さ
れた名前空間の検索要求型に基づいて、少なくとも１つのプロバイダに転送される。
【００２１】
　追加の実施形態では、リソースは名前空間のフェデレーションインフラストラクチャに
おける複数の名前空間に参加する。リソースのための一意のリソース識別子が確立される
。第１の名前空間において、リソースの有用性が発行される。一意のリソース識別子は、
第１の名前空間を横断してリソースを識別するような第１の名前空間内で、既存の名前空
間のノードリソースにリンクされる。第２の名前空間において、リソースの有用性が発行
される。一意のリソース識別子は、第２の名前空間を横断してリソースを識別するような
第２の名前空間において、既存の名前空間のノードリソースにリンクされる。
【００２２】
　さらに追加の実施形態では、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャにおけ
るリソースの部分集合が識別される。クエリが発信元から受信される。クエリは、第１の
クエリ基準を満たすリソースの第１の部分を、名前空間の階層内の第１のレベルで識別す
る、第１のクエリ部分を含む。クエリは、リソースの第１の部分内に含まれたリソースの
中から選択された、リソースの第２の部分を識別する、第２のクエリ部分を含む。リソー
スの第２の部分は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内の第２の異なる
ロケーションで識別される。リソースの第２の部分のアイデンティティは、発信者に戻さ
れる。
【００２３】
　さらに追加の実施形態では、複数のリソースが編成される。リソースが１つまたは複数
の名前空間内に含まれるべきであることが決定され、１つまたは複数の名前空間の各々は
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１つまたは複数のリソースを編成するように構成される。リソースに関係付けられるべき
である、１つまたは複数の名前空間の第１の名前空間内の第１のリソースが識別される。
第１の名前空間のセグメントが使用されて、リソースが第１のリソースにリンクされ、名
前空間のセグメントが横断されて第１のリソースから名前空間内のリソースへナビゲート
（ｎａｖｉｇａｔｅ）することができるようにされる。
【００２４】
　本発明のこれらおよび他の目的および特徴は、以下の説明および付属の特許請求の範囲
からより十分に明らかになり、または、以下に示す本発明の実施によって学習することが
できる。
【００２５】
　本発明の上記および他の利点および特徴をさらに明確にするため、本発明のより詳しい
説明を、添付の図面に例示されるその特定の実施形態を参照することによって提供する。
これらの図面は本発明の典型的な実施形態のみを示し、したがって、その範囲を限定する
ように考えられるべきではないことを理解されたい。本発明を、添付の図面の使用を通じ
て、追加の特定性および詳細と共に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の原理は、より効率的なおよび確かなリソースアクセスを容易にするための、リ
ソースのコレクションへの編成を提供する。いくつかの実施形態では、名前空間の登録要
求は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内で転送される。名前空間の分
岐を登録するための名前空間の登録要求が受信され、名前空間の登録要求は、名前空間の
分岐を識別する名前空間の文字列を含む。少なくとも一方向の同値の数値の識別値、例え
ば、ハッシュ値が、フラットＵＲＩスキームについては名前空間の文字列全体に基づいて
、または、階層ＵＲＬスキームについては名前空間の文字列の第１のパスセグメントまで
の部分に基づいて、生成される。名前空間の登録要求は、他の名前空間の管理の識別子よ
りも、少なくとも一方向の同値の数値の識別値に数量的に近い識別子を有する名前空間の
管理へ、送信（および、潜在的にルーティング）される。名前空間の分岐は、名前空間の
管理と結び付けられる。
【００２７】
　他の実施形態では、名前空間の登録要求は、名前空間のフェデレーションインフラスト
ラクチャ内で移行される。名前空間の管理がポリシー制約を満たしていることが決定され
る。ポリシー制約と結び付けられたポリシーアクションを満たすように移行されることが
可能である名前空間の分岐が識別される。名前空間の分岐のための既存の登録は、ポリシ
ーアクションに応答して、パートナーの名前空間の管理に移行される。
【００２８】
　さらに他の実施形態では、名前空間の登録要求は、名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ内で処理される。名前空間の分岐を登録するための名前空間の登録要求が
受信される。名前空間の登録要求は、名前空間の分岐を識別する名前空間の文字列、およ
び、名前空間の分岐内で登録を要求するプロバイダのための識別子を含む。名前空間の管
理が名前空間の分岐に関心を有することが決定される。名前空間の文字列は、適切にイン
デックス付けされた名前空間の登録データベースに保存される。登録要求発信元（例えば
、名前空間のプロバイダ）の活性がどのような頻度で後に検証されるべきであるかが、さ
らに決定される。
【００２９】
　さらなる実施形態では、名前空間の検索要求が名前空間のフェデレーションインフラス
トラクチャ内で送信（および、潜在的にルーティング）される。名前空間の分岐を識別す
る名前空間の文字列を含む、名前空間の検索要求が受信される。少なくとも一方向の同値
の数値の識別値、例えば、ハッシュ値が、フラットＵＲＩスキームについては名前空間の
文字列全体に基づいて、または、階層ＵＲＬスキームについては名前空間の文字列の第１
のパスセグメントまでの部分に基づいて、生成される。名前空間の検索要求は、例えば近
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接性メトリックに従って、目的地の名前空間の管理に送信（および潜在的にルーティング
）される。目的地の名前空間の管理は、少なくとも一方向の同値の数値の識別値に数量的
に最も近い一意の識別子を有する名前空間の管理の予め定義された範囲内である、名前空
間の管理の近傍のいずれか１つにすることができる。名前空間の検索要求は、名前空間の
分岐に関心があるか、または名前空間の分岐を担うと表現している、対応する登録要求の
発信元（例えば、名前空間のプロバイダ）への配信のために、転送される。
【００３０】
　さらなる実施形態では、名前空間の検索要求は、名前空間のフェデレーションインフラ
ストラクチャ内で移行される。名前空間の管理は、名前空間の分岐のための名前空間の検
索要求を受信する。名前空間の管理は、名前空間の分岐を識別する一意の名前空間の識別
子を含む。名前空間の管理のための名前空間の管理の一意識別子は、１つまたは複数の他
の名前空間の管理に属する名前空間の管理の一意識別子よりも、生成された名前空間の分
岐の一意識別子（例えば、少なくとも一方向の同値の数値の識別値）に近い。名前空間の
分岐が、異なる名前空間の管理の一意識別子を有する異なる名前空間の管理に移行されて
いるという指示が、検出される。
【００３１】
　さらに他の実施形態では、名前空間の検索要求は、名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ内で処理される。名前空間に属する名前空間の分岐を識別する名前空間の
文字列を含む、名前空間の検索要求が受信される。名前空間の検索要求の名前空間の検索
要求型が識別される。１つまたは複数のプロバイダが、名前空間の分岐に関係付けられた
名前空間の部分について登録していることが検出される。名前空間の検索要求は、識別さ
れた名前空間の検索要求型に基づいて、少なくとも１つのプロバイダに転送される。
【００３２】
　追加の実施形態では、リソースは、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ
における複数の名前空間に参加する。リソースのための一意のリソース識別子が確立され
る。第１の名前空間において、リソースの有用性が発行される。一意のリソース識別子は
、第１の名前空間内で、既存の名前空間のノードリソースにリンクされ、第１の名前空間
が横断されてリソースを識別することができるようにされる。第２の名前空間において、
リソースの有用性が発行される。一意のリソース識別子は、第２の名前空間において、既
存の名前空間のノードリソースにリンクされ、第２の名前空間が横断されてリソースを識
別することができるようにされる。
【００３３】
　さらに追加の実施形態では、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内のリ
ソースの部分集合が識別される。クエリが発信元から受信される。クエリは、第１のクエ
リ基準を満たすリソースの第１の部分を、名前空間の階層内の第１のレベルで識別する、
第１のクエリ部分を含む。クエリは、リソースの第１の部分内に含まれたリソースの中か
ら選択された、リソースの第２の部分を識別する、第２のクエリ部分を含む。リソースの
第２の部分は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内の第２の異なるロケ
ーションで識別される。リソースの第２の部分のアイデンティティは、発信者に戻される
。
【００３４】
　さらに追加の実施形態では、複数のリソースが編成される。リソースが１つまたは複数
の名前空間内に含まれるべきであることが決定され、１つまたは複数の名前空間の各々は
１つまたは複数のリソースを編成するように構成される。リソースに関係付けられるべき
である、１つまたは複数の名前空間の第１の名前空間内の第１のリソースが識別される。
第１の名前空間のセグメントが使用されて、リソースが第１のリソースにリンクされ、名
前空間のセグメントが横断されて第１のリソースから名前空間内のリソースへナビゲート
することができるようにされる。
【００３５】
　本発明の範囲内の実施形態には、格納されたコンピュータ実行可能命令またはデータ構
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造を搬送または有するためのコンピュータ読取り可能な媒体が含まれる。このようなコン
ピュータ読取り可能な媒体は、汎用または専用コンピュータシステムによってアクセス可
能である、いかなる使用可能な媒体であってもよい。例として、限定ではなく、このよう
なコンピュータ読取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしく
は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶媒体、またはコ
ンピュータ実行可能な命令、コンピュータ読取可能な命令、もしくはデータ構造の形式を
用いる所望のプログラムコードを搬送するまたは格納するために使用することができ、か
つ汎用もしくは専用のコンピュータシステムによってアクセスすることができる他のあら
ゆる媒体などの物理的な記憶媒体を含むことができる。
【００３６】
　本明細書および以下の特許請求の範囲では、「ネットワーク」は、コンピュータシステ
ムおよび／またはモジュール（例えば、ハードウェアおよび／またはソフトウェアモジュ
ール）の間の電子データの移送を可能にする、（場合によっては異なる速度の）１つまた
は複数のデータリンクとして定義される。情報が、ネットワークまたは別の通信接続（ハ
ードワイヤード、無線、または、ハードワイヤードもしくは無線の組合せ）を介して、コ
ンピュータシステムに転送または提供されるとき、この接続は適切にコンピュータ読取り
可能な媒体と見なされる。このように、いかなるこのような接続も適切にコンピュータ読
取り可能な媒体と称される。上記の組合せもまた、コンピュータ読取り可能な媒体の範囲
内に含まれるべきである。コンピュータ実行可能命令は、例えば、汎用コンピュータシス
テムまたは専用コンピュータシステムに、ある関数または関数のグループを実行させる、
命令およびデータを備える。コンピュータ実行可能命令は、例えば、バイナリ、アセンブ
リ言語などの中間フォーマット命令、またはソースコードであってもよい。いくつかの実
施形態では、例えば専用集積回路またはゲートアレイなどのハードウェアモジュールが、
本発明の原理を実施するために最適化される。
【００３７】
　本明細書および以下の特許請求の範囲では、「コンピュータシステム」は、共に働いて
電子データにおいてオペレーションを実行する、１つまたは複数のソフトウェアモジュー
ル、１つまたは複数のハードウェアモジュール、または、その組合せとして定義される。
例えば、コンピュータシステムの定義には、パーソナルコンピュータのハードウェアコン
ポーネント、ならびに、パーソナルコンピュータのオペレーティングシステムなど、ソフ
トウェアモジュールが含まれる。これらのモジュールの物理的レイアウトは重要ではない
。コンピュータシステムには、ネットワークを介して結合された１つまたは複数のコンピ
ュータが含まれる可能性がある。同様に、コンピュータシステムには、単一の物理的装置
（携帯電話、または携帯情報端末「ＰＤＡ」など）が含まれる可能性があり、内部モジュ
ール（メモリおよびプロセッサなど）は共に働いて、電子データにおいてオペレーション
を実行する。さらに、コンピュータシステムには専用ハードウェアが含まれる可能性があ
り、このハードウェアは例えば、専用集積回路を含むルータなどである。
【００３８】
　本発明を、多数の種類のコンピュータシステム構成を有するネットワークコンピューテ
ィング環境内で実施することができ、これらのコンピュータシステム構成には、パーソナ
ルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ハンドへルド装置、マルチプロセッサシス
テム、マイクロプロセッサベースまたはプログラマブルコンシューマエレクトロニクス、
ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ
、ページャ、ルータ、ゲートウェイ、ブローカ、プロキシ、ファイアウォール、リダイレ
クタ、ネットワークアドレストランスレータなどが含まれることは、当業者には理解され
よう。本発明をまた、分散システム環境内で実施することもでき、この環境ではローカル
およびリモートコンピュータシステムがネットワークを通じてリンクされ（ハードワイヤ
ードデータリンク、無線データリンクによって、または、ハードワイヤードおよび無線デ
ータリンクの組合せによって）、共にタスクを実行する。分散システム環境では、プログ
ラムモジュールはローカルおよびリモートのメモリ記憶装置内に位置することができる。
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【００３９】
　本明細書および以下の特許請求の範囲では、「リソース」は、例えば、データを格納す
ること、データフォーマットを定義すること、ドキュメントを印刷することなど、指定さ
れた関数を満たすために利用することができる、いかなるモジュール、コンポーネント、
オブジェクト、コンピュータシステム、装置、ファイル、データベース項目、スキーマ、
サービスなどとしても定義される。リソースをサービスコンポーネントによって支援およ
び／またはホストすることができる。例えば、ファイルリソースは、ファイルサーバを、
ファイルにアクセスするためのサービスコンポーネントとして有することができる。同様
に、会議室は、受付係のメールボックスを、会議をスケジューリングするためのサービス
コンポーネントとして有することができる。実施されたリソースを、複数の他のリソース
にわたって分散させることができる。
【００４０】
　リソースはまた、例えば、名前空間内に含まれた名前空間のノードリソースを含むよう
にも定義され、名前空間のノードリソースは、例えば名前空間のセキュリティおよび管理
機能などの名前空間の機能へのアクセスを容易にするか、または提供し、および／または
、例えば別の名前空間のノードリソース、コンピュータシステムまたはコンピュータシス
テムコンポーネントなど、他のリソースにアクセスするために横断されることが可能であ
る。いくつかの実施形態では、名前空間のノードリソースを分散方法で実施することがで
きる。さらに、名前空間のノードリソースは、名前空間のツリー内で対応するノードを表
現することができる。
【００４１】
　本明細書および以下の特許請求の範囲では、「リソース記述子」は、リソースを記述す
るデータ構造（例えば、リソース記述子スキーマに従ってフォーマットされる）として定
義される。
【００４２】
　本明細書および特許請求の範囲では、「名前空間」は、それを介して解決、発見および
メッセージルーティングを実行することができる部分にリソース（例えば、インターネッ
ト上のすべてのリソース）を分割するための、範囲メカニズムとして定義される。名前空
間は、新しいスコープ（ｓｃｏｐｅ）を定義することができ、個々のスコープを階層的に
することができるように、拡張可能である。
【００４３】
　名前空間を森と見なすことができ、各名前空間（ツリー）は、スキームによりユニフォ
ームリソース識別子（「ＵＲＩ」）として表現され、その直後の部分はルートとしての機
能を果たす。ＵＲＩスキームを階層的またはフラットにすることができる。「ネーム」お
よび「ｈｔｔｐ」などの階層スキームを（「ｕｕｉｄ」などのフラットスキームとは対照
的に）、スキーム名の後の「：／」文字シーケンスの存在によって識別することができる
。階層スキームの第１の部分は、ＵＲＩコンポーネントの残りを担う命名機関を識別する
ことができる。このようなＵＲＩは、スキーム名の後の「：／／」文字シーケンスの存在
によって識別される。名前空間を階層的にすることができ、ルーティング可能であり、こ
れは、名前空間が、送信側から受信側への通信パスを識別するために使用することができ
る識別子としての機能を果たすという意味である。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、名前空間を以下のように定義することができる。
　　名前空間：＝フラット｜階層
　　フラット：＝スキーム「：」不透明＿部分
　　階層：＝スキーム「：／」（「／」オーソリティ「／」）？セグメント（「／」セグ
メント）＊
　　スキーム：＝ＲＦＣ－２３９６によってＵＲＩ汎用構文において定義される
　　不透明＿部分：＝ＲＦＣ－２３９６によってＵＲＩ汎用構文において定義される
　　オーソリティ：＝ＲＦＣ－２３９６によってＵＲＩ汎用構文において定義される
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　　セグメント：＝ＲＦＣ－２３９６によってＵＲＩ汎用構文において定義される
【００４５】
　リソースを、ツリー中のいかなる分岐でも使用可能にすることができ、所与のリソース
を複数の名前空間内で公開することができる。また、所与の名前空間は、単一のリソース
または名前空間の分岐（リソースのグループ）を識別することができる。このようなグル
ープ化を、名前空間のセマンティクスに応じて論理的または物理的にすることができる。
グループは、深さ優先探索を、識別された名前空間の分岐において実行することによって
、得られる。リソースのグループが識別された後、ある基準を満たすリソースを選択する
、所与のメッセージをグループ内のもののみに送信する（および潜在的にルーティングす
る）など、多数のオペレーションをリソースのグループにおいて実行することができる。
【００４６】
　単一のリソースをトリビアルコレクションと見なすことができる。したがって、あらゆ
るリソースにネーム（スペース）を割り当てることができる。名前空間はルーティング可
能であるので、メッセージを、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを介し
て、ネームを有するいかなるリソースにもルーティングすることができる。このようなル
ーティングは信頼境界を横断し、ファイアウォールを横断することができる。
【００４７】
　一般に、リソースに、そのリソースにアクセスするために使用することができる１つま
たは複数のＵＲＩを割り当てることができる。リソースに割り当てられた、１つのＵＲＩ
であるリソースＩＤを、最低でも、所与の名前空間のフェデレーションインフラストラク
チャによって実施されたすべての名前空間にわたって一意にして、このリソースを単独で
参照できるようにすることができる。他の、潜在的に一意でないＵＲＩもまた、リソース
に割り当てることができる。これらの他の、潜在的に一意でないＵＲＩは、所与の名前空
間のフェデレーションインフラストラクチャによって実施された名前空間内で追加のロケ
ーションを介して、リソースへのアクセスを提供する。リソースに、そのリソースにアク
セスするために横断することができる各名前空間について、少なくとも１つの潜在的に一
意でないＵＲＩを割り当てることができる。
【００４８】
　図５は、プロバイダからの名前空間のフェデレーションインフラストラクチャおよび名
前空間のコレクションビューの実施形態を例示する。名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャ５００は、プロバイダを名前空間のツリー内のいかなる分岐で登録するこ
ともできることを示す。さらに、プロバイダを、潜在的には異なるツリー内の、複数の名
前空間の分岐で登録することができる。例えば、プロバイダ５０１は、名前空間の分岐ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ３４、ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ５０／ｆｌｏｏｒ２、およ
び、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ５０／ｆｌ
ｏｏｒ１／ｒｏｏｍ１３０４について登録される。プロバイダ５０２は、名前空間の分岐
ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ５０およびｌｏ
ｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ２６について登録さ
れる。プロバイダ５０３は、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇ
ｓ／ｂｌｄｇ５０／ｆｌｏｏｒ１について登録される。
【００４９】
　図５に示すように、アプリケーションは名前空間を、階層的にネストすることができる
リソースの論理コレクションと見なすことができる。すなわち、中間の名前空間のノード
（例えば、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂｌｄｇ５０
／ｆｌｏｏｒ１およびｌｏｃａｔｉｏｎ：／ＣｏｒｐｏｒａｔｅＢｕｉｌｄｉｎｇｓ／ｂ
ｌｄｇ５０）はリソース、ネームノードリソースとして見なされる。アプリケーションは
効率的にこのような論理コレクションにおいて、コヒーレントおよびスケーラブルな方法
で動作することができ、これらの動作には、コレクションの内部からの発行、探索、位置
決め、追跡、ターゲッティング、およびソーシングイベントが含まれる。論理コレクショ
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ンの内部のすべてのリソースが必ずしも単一のコンピュータシステムまたは装置上に位置
するとは限らないことに留意されたい。リソースを、多数のコンピュータシステムおよび
装置にわたる空間および時間において分散させることができる。名前空間のフェデレーシ
ョンインフラストラクチャは、いかなる所与のコレクションに参加するコンピュータシス
テムおよび装置への検索要求の効率的なルーティングをも処理し、それにより、一様で一
貫性のあるビューをアプリケーションに提供する。
【００５０】
　図６は、リソースが複数の名前空間内で使用可能にされた名前空間のフェデレーション
インフラストラクチャの実施形態を例示する。ＵＲＩ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：／Ｐ
ｒｏｄｕｃｔは、名前空間のツリー６０１のルートを識別する。同様に、ＵＲＩ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２は、名前空間のツリー６０２のルートを識別する。図示のよ
うに、プリンタ６０３は、名前空間のツリー６０１および名前空間のツリー６０２の両方
で公開される。
【００５１】
　本明細書および以下の特許請求の範囲内では、名前空間のノードリソースを、単に名前
空間のツリー内のノードと見なすことができる。いくつかの名前空間のノードリソースを
ルートノード（例えば、Ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２）と見なすことができ、他の
名前空間のノードリソースを中間ノード（例えば、Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：／Ｐｒｏ
ｄｕｃｔ／Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｔｅａｍ）と見なすことができ、他の名前空間のノードリソ
ースをリーフノード（例えば、Ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ　４２／Ｆｌｏｏｒ　１／
Ｒｏｏｍ　１２２６／Ｐｒｉｎｔｅｒ　６０３）と見なすことができる。しかし、ある名
前空間のツリー内の名前空間のノードリソースは、別の名前空間のツリー内の名前空間の
ノードリソース（または他のリソース）を参照することができることを理解されたい。こ
のように、名前空間のノードリソースをある名前空間のツリー内のルート、中間またはリ
ーフと見なすことは、他の名前空間のツリーからのその名前空間のノードリソースのクエ
リを制限しない。
【００５２】
　名前空間にはまた、２つ以上の名前空間のノードリソースをリンクさせる（または関係
付ける）名前空間のセグメントも含まれる。名前空間のセグメントを利用して、同じ名前
空間内の名前空間のノードリソースをリンクさせることができる。例えば、名前空間のセ
グメント６１１（「Ｄｅｖｉｃｅｓ」）は、Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：／Ｐｒｏｄｕｃ
ｔをＤｅｖｉｃｅｓ　Ｔｅａｍにリンクさせる。さらに、名前空間のセグメントは、異な
る名前空間のツリー内の（他の方法で接続された）名前空間のノードリソースをリンクさ
せ、それによりシンボリックリンクの機能性を提供することができる。名前空間のセグメ
ントを横断することには、すべてのターゲットの名前空間のノードリソースへのナビゲー
ションが含まれる。例えば、名前空間のセグメント６４１（「Ｐｒｏｊｅｃｔ」）はＰＭ
　ＴｅａｍをファイルリソースＳｐｅｃＴｅｍｐｌａｔｅ．ｄｏｃおよびＭｉｌｅｓｔｏ
ｎｅ．ｐｒｊに接続する。
【００５３】
　したがって、名前空間のセグメント６１１（「Ｄｅｖｉｃｅｓ」）、名前空間のセグメ
ント６２１（「Ｄｅｖ」）、および名前空間のセグメント６３１（「Ｐｒｉｎｔｅｒ」）
が名前空間のツリー６０１内で横断されて、プリンタ６０３を識別することが可能である
。同様に、名前空間のセグメント６１２（「Ｆｌｏｏｒ　１」）、名前空間のセグメント
６２２（「Ｒｏｏｍ　１２２６」）、および名前空間のセグメント６３２（「Ｐｒｉｎｔ
ｅｒ」）が名前空間のツリー６０２内で横断されて、プリンタ６０３を識別することが可
能である。名前空間のツリー６０１のＵＲＩスキームおよび名前空間のツリー６０２のＵ
ＲＩスキームは、異なる可能性があることを理解されたい。
【００５４】
　同じリソースが複数の名前空間に参加することができるので、また、シンボリックリン
ク機能性の存在により、すべての名前空間およびそれらに参加するリソースのグローバル
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なビューは、有向グラフを形成し、名前空間のセグメントは、ラベル付きグラフのエッジ
としての機能を果たし、名前空間のノードリソースおよび他のリソースは、グラフノード
としての機能を果たす。名前空間のルートは、効果的に、このグローバルなグラフにおけ
る名前空間のノードリソースおよび他のリソースを、開始および到達可能リソースの集合
に分割し、開始の名前空間のノードリソースは、名前空間の範囲のための基礎を提供する
。したがって、クエリを実施するためのキャッシュされた情報が、減らされ、および各名
前空間にわたって分散される。
【００５５】
　また、いかなる所与の名前空間もグラフを形成することができ、これは同じリソースを
複数の名前空間の分岐で使用可能にすることができ、いくつかのセグメントが他の方法で
接続された名前空間のノードリソースを接続することができるからである。
【００５６】
　図１は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャの実施形態を例示する。名
前空間のフェデレーションインフラストラクチャ１００には、異なる型のフェデレーティ
ングパートナーシップを形成することができる、名前空間の管理１０１、１０２、１０３
、１１１および１１２が含まれる。例えば、名前空間の管理１０１、１０２、１０３は、
ルートの名前空間の管理なしに、互いの間でピア（ｐｅｅｒ）として連合される（ｆｅｄ
ｅｒａｔｅ）。他方では、名前空間の管理１１１および１１２は、名前空間の管理１０１
および１０２と連合され、それぞれ名前空間の管理１０１および１０２は、ルートの名前
空間の管理としての機能を果たす。異なる型の装置は名前空間のフェデレーションインフ
ラストラクチャに参加することができ、これらの装置には、ホスト（例えば、リソースを
ホストするＰＣ）、メッセージルータ、メッセージゲートウェイ（例えば、ファイアウォ
ール、ネットワークアドレス変換（「ＮＡＴ」ボックス）、およびリダイレクタ）、およ
びメッセージブローカ（例えば、発行／加入の（ｐｕｂ－ｓｕｂ）仲介）が含まれる。名
前空間のフェデレーションインフラストラクチャ１００は、バスプロトコル（例えば、活
性、コントロール、イベンティングおよびストリーミング）を容易にする。さらに、名前
空間のフェデレーションインフラストラクチャ１００は、例えばＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙおよびＷＳ－Ｅｖｅｎｔｉｎｇなど、関連したＷＳプロトコルを使用して、サードパー
ティソフトウェアおよびハードウェアスタックと相互運用することができる。
【００５７】
　一般に、名前空間の管理１０１、１０２、１０３、１１１および１１２は、名前空間の
フェデレーショプロトコルを利用して、パートナーシップを形成することができ、名前空
間の情報を交換することができる。パートナーシップの形成および名前空間の情報の交換
は、名前空間のリソースへのより効率的なおよび確かなアクセスを容易にする。ピアの名
前空間の管理（例えば、名前空間の管理１０１、１０２および１０３）は、名前空間の情
報を他のピアの名前空間の管理と交換することができる。しかし、他の名前空間の管理（
例えば、名前空間の管理１１１および１１２）は、名前空間の情報を対応するルート名前
空間の管理（例えば、名前空間の管理１０１および１０２）と交換することができる。名
前空間の管理１０１、１０２、１０３、１１１および１１２の各々は、名前空間の情報の
データベースを維持することができ、この情報は例えば、何の名前空間の管理またはプロ
バイダがどの名前空間の分岐に関心を有するかなどである。
【００５８】
　名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ１００は、プロバイダ１２１、１２
２、１２３、１２４、１２６および１２７を含む。各プロバイダは、名前空間のフェデレ
ーションインフラストラクチャ内の１つまたは複数の名前空間の分岐に関心を有する可能
性がある。プロバイダは名前空間の情報を、対応する名前空間の管理と交換する。例えば
、プロバイダ１２２は名前空間の情報を、名前空間の管理１１１と交換する。対応する名
前空間の管理は次いで、名前空間の情報を他の名前空間の管理に転送することを容易にす
る。例えば、名前空間の管理１１１は名前空間の情報を名前空間の管理１０１に転送する
ことができ、名前空間の管理１０１は名前空間の情報の関連部分を名前空間の管理１０２
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および１０３に転送することができる。
【００５９】
　名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ（例えば、名前空間のフェデレーシ
ョンインフラストラクチャ１００）は、名前空間を介して検索要求を適切なプロバイダに
分散させることを容易にする。例えば、プロバイダ５０１、５０２および５０３がプロバ
イダ１２１、１２２、１２３、１２４、１２６または１２７のうちの各々のひとつである
ことがある。
【００６０】
　名前空間の管理を、様々な異なるメカニズムを使用して連合させることができる。第１
のフェデレーティングメカニズムは、ピアの名前空間の管理が名前空間の情報をすべての
他のピアの名前空間の管理に転送することを含む。名前空間の管理が名前空間のフェデレ
ーションインフラストラクチャに結合するようになるとき、名前空間の管理は、例えばＷ
Ｓ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙなどのブロードキャスト／マルチキャスト発見プロトコルを利用
して、その存在をアナウンスし（ブロードキャスト／マルチキャストＨｅｌｌｏ）、ブロ
ードキャスト／マルチキャストＰｒｏｂｅを発行して、他の名前空間の管理を検出する。
次いで、名前空間の管理は、すでにネットワーク上に存在する他の名前空間の管理との単
純な転送パートナーシップを確立し、新たに結合する名前空間の管理との新しいパートナ
ーシップを受け入れる。その後、名前空間の管理はあらゆる名前空間の要求をそのパート
ナーに転送することができる。
【００６１】
　第２のフェデレーティングメカニズムは、ピアの名前空間の管理がすべての名前空間の
情報を他のピアの名前空間の管理に効率的に転送することを含む。新しい名前空間の管理
が名前空間のフェデレーションインフラストラクチャに結合するようになるとき、新しい
名前空間の管理は、例えばＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙなどのブロードキャスト／マルチキ
ャスト発見プロトコルを利用して、その存在をアナウンスし（ブロードキャスト／マルチ
キャストＨｅｌｌｏ）、ブロードキャスト／マルチキャストＰｒｏｂｅを発行して、名前
空間のフェデレーションインフラストラクチャの一部である他の名前空間の管理を検出す
る。別の名前空間の管理を検出した上で、新しい名前空間の管理は、他の名前空間の管理
とのパートナーシップを確立する。確立されたパートナーシップから、新しい名前空間の
管理は、すでに名前空間のフェデレーションインフラストラクチャに参加している他の名
前空間の管理の存在について学習する。新しい名前空間の管理は次いで、これらの新たに
学習された名前空間の管理とのパートナーシップを確立し、いかなる新着のパートナーシ
ップ要求をも受け入れる。
【００６２】
　名前空間の管理の到着／出発および名前空間の登録の両方は、名前空間のフェデレーシ
ョンインフラストラクチャを通じてフラッディングされ、あらゆる名前空間の管理が他の
名前空間の管理および名前空間の登録のグローバルな知識を有する結果となる。このよう
なグローバルな知識により、いかなる名前空間の管理も、検索要求を、要求内で指定され
た名前空間の分岐の下で登録されたプロバイダ／サブスクライバを有するパートナーのみ
に、転送することができる。
【００６３】
　第３のフェデレーティングメカニズムは、ピアの名前空間の管理が名前空間の情報を他
のピアの名前空間の管理に間接的に転送することを含む。第３のメカニズムでは、名前空
間の管理に、例えば１２８ビットまたは１６０ビットＩＤなど、一意の識別子（ＩＤ）が
割り当てられる。所与の名前空間のツリーを担う名前空間の管理は、例えば、所与の名前
空間のツリーをハッシングするなど、少なくとも一方向の写像関数によって得られたもの
に最も近いＩＤを有するものになるように決定される。名前空間のためのこのようなハッ
シングベースの写像スキームを、以下でさらに詳細に説明する。
【００６４】
　この第３のメカニズムでは、名前空間の管理の到着および出発は、ファブリックを介し
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てフラッディングされる。他方では、名前空間の登録は、要求内で指定された名前空間の
分岐を担うように決定された名前空間の管理に転送される。スケーラビリティ、負荷分散
およびフォールトトレランスのために、名前空間の登録を受信する名前空間の管理は、こ
れらの登録を、その近傍集合内であるこれらの名前空間の管理の間で、信頼可能にフラッ
ディングすることができる。指定された名前空間の管理のための近傍集合は、有限モジュ
ロＩＤアドレススペース内の指定された名前空間の管理のＩＤの両側において予め定義さ
れた範囲内のＩＤを有する、名前空間の管理の集合であるように決定される。
【００６５】
　メカニズム２と同様に、新たに結合する名前空間の管理は、例えばＷＳ－Ｄｉｓｃｏｖ
ｅｒｙなどのブロードキャスト／マルチキャスト発見プロトコルを利用して、その存在を
アナウンスし（ブロードキャスト／マルチキャストＨｅｌｌｏ）、ブロードキャスト／マ
ルチキャストＰｒｏｂｅを発行して、すでに名前空間のフェデレーションインフラストラ
クチャの一部である名前空間の管理を検出する。新しい名前空間の管理は、発見された名
前空間の管理とのパートナーシップを確立し、そのパートナーシップを使用して、名前空
間のフェデレーションインフラストラクチャに参加している他の名前空間の管理の存在に
ついて学習する。新しい名前空間の管理は次いで、新たに発見された名前空間の管理との
さらなるパートナーシップを確立し、いかなる新着のパートナーシップ要求をも受け入れ
る。新しい名前空間の管理は、それが担う名前空間の分岐の下でそのパートナーから入っ
てくる名前空間の登録を受け入れ、これらの名前空間の登録を、その近傍集合を介してフ
ラッディングすることができる。
【００６６】
　入ってくる検索要求に応答して、新しい名前空間の管理はその登録データベースを調べ
、これらの要求を、要求内で指定された名前空間の分岐の下で登録されたプロバイダ／サ
ブスクライバを有する名前空間の管理に転送する。したがって、この第３のメカニズムを
使用するとき、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内のあらゆる名前空間
の管理は、すべての他の名前空間の管理のグローバルな知識を有するが、登録情報は名前
空間の管理の間で効率的に分割される。名前空間の管理はこのように検索要求を、要求内
で指定された名前空間の分岐の下で登録されたプロバイダ／サブスクライバを有するパー
トナーのみに、間接的に転送する。この間接化は、要求内で指定された名前空間の分岐の
下の名前空間の登録のグローバルな知識を有する名前空間の管理を介して、実施される。
【００６７】
　第４のフェデレーティングメカニズムは、ピアの名前空間の管理が名前空間の情報を他
のピアの名前空間の管理に間接的にルーティングすることを含む。この第４のメカニズム
は、名前空間の管理の到着／出発および名前空間の登録／検索要求の両方が、フラッディ
ングされるのではなくすべてルーティングされるという意味で、第３のメカニズムとは異
なる。ルーティングプロトコルは、名前空間の検索要求と名前空間の登録要求との間の集
合を保証するように設計される。
【００６８】
　図２は、要求を間接的にパートナーにルーティングすることを容易にするコンピュータ
アーキテクチャの実施形態を例示する。コンピュータアーキテクチャ２００は、名前空間
のフェデレーションインフラストラクチャに参加する複数のローカルに発見するスコープ
にわたって潜在的に広がった、異なる型のコンピュータシステムおよび装置を示す。
【００６９】
　ワークステーション２３３は、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ２００
／ｓｃｏｐｅ２２１／Ｄｅｖｉｃｅｓの名前空間の分岐の下で対応する名前空間の管理に
登録する、ＰｎＰプロバイダインスタンスを含むことができる。そのパートナーに、この
ＰｎＰプロバイダインスタンスの存在を通知するために、ワークステーション２３３は名
前空間の登録要求２０１を、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを介して
ルーティングする。名前空間の登録要求２０１は最初にラップトップ２３１に転送され、
ラップトップ２３１は名前空間の登録要求２０１をメッセージブローカ２３７に転送し、
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メッセージブローカ２３７は名前空間の登録要求２０１をメッセージゲートウェイ２４１
に転送する。メッセージゲートウェイ２４１は登録情報登録要求２０１をそのデータベー
ス内に保存し、成功メッセージ２０４をワークステーション２３３に戻す。
【００７０】
　続いて、別のプロバイダインスタンス、今回は実行中のサービスのものが、ワークステ
ーション２３３内で活動化し、それ自体を、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ
ｒｅ２００／ｓｃｏｐｅ２２１／Ｓｅｒｖｉｃｅｓの名前空間の分岐の下で対応する名前
空間の管理に登録する。今回は、名前空間の管理は、メッセージゲートウェイ２４１がｌ
ｏｃａｔｉｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ２００の下の登録を担うことを認識し、登
録要求２０５をメッセージゲートウェイ２４１に直接転送する。メッセージゲートウェイ
２４１は登録情報登録要求２０５をそのデータベース内に保存し、成功メッセージ２０６
をワークステーション２３３に戻す。
【００７１】
　続いて、プリンタ２３６（例えば、ＵＰｎＰプリンタ）が電源を入れられ、アナウンス
メント２０７を送信する。サーバ２３４はアナウンスメント２０７を検出し、名前空間の
ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ２００／ｓｃｏｐｅ２２４／Ｄｅｖｉｃ
ｅｓをプリンタ２３６に割り当て、登録要求２０８をメッセージブローカ２３７にルーテ
ィングする。メッセージブローカ２３７は登録要求２０８をメッセージゲートウェイ２４
１に転送する。メッセージゲートウェイ２４１は登録情報登録要求２０８をそのデータベ
ース内に保存し、成功メッセージ２１０をサーバ２３４に戻す。
【００７２】
　続いて、パーソナルコンピュータ２４２は発見要求２１１を発行して、名前空間の分岐
ｌｏｃａｔｉｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ２００の下のすべての装置を発見する。
パーソナルコンピュータ２４２は、どこに発見要求２１１を転送するべきであるかを知ら
ないので、発見要求２１１を、ワークステーション２４３を通じてルーティングする。ル
ーティングプロトコルは本質的に、所与の名前空間のツリーのための登録および検索要求
の間の集合を保証するので、ワークステーション２４３は発見要求２１１をメッセージゲ
ートウェイ２４１に転送する。メッセージゲートウェイ２４１は発見要求２１１を、ワー
クステーション２３３およびサーバ２３４に転送する。ワークステーション２３３および
サーバ２３４は、応答メッセージ２１４および２１６をそれぞれパーソナルコンピュータ
２４２に送信する。
【００７３】
　この第４のメカニズムは、要求内で指定された名前空間の分岐（例えば、ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ：／ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ２００）の下の名前空間の登録のグローバルな知識を
有する名前空間の管理（メッセージゲートウェイ２４１）に、要求をルーティングするこ
とによって機能する。この第４のメカニズムは本質的に、ルーティングをＯ（ｌｏｇ　Ｎ
）個のホップで実施することができることを保証し、ただし、Ｎは、名前空間のフェデレ
ーションインフラストラクチャに参加する名前空間の管理の数である。この第４のメカニ
ズムは名前空間の登録情報を効率的に分割し、すべての参加中の名前空間の管理のグロー
バルな知識を要求しないので、大変大きいネットワーク、インターネットにもスケールす
る。
【００７４】
　図３は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内の複数の名前空間の管理
の間の２項関係の実施形態を例示する。図３に示す２項関係は、名前空間の管理の間でよ
り効率的なルーティングを実施するために利用することができる、１つの関係である。名
前空間のフェデレーションインフラストラクチャに参加する名前空間の管理は、再帰的、
反対称的、推移的、全体的である２項関係を使用してソートされたリストとして編成され
、および名前空間の管理のアイデンティティに属する領域で定義される。ソートされたリ
ストの両端が結合され、それによりリング３０６が形成される。これにより、ソートされ
たリスト内の各名前空間の管理がそれ自体を、ソートされたリストの中心にあると見なす
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ことが可能となる。ソートされたリストを二重連結にして、いかなる名前空間の管理もこ
のソートされたリストを両方向で横断することができるようにすることができる。さらに
、名前空間の管理のアイデンティティに属する値領域（例えば、２、５０または１５１）
から名前空間の管理自体への１対１写像がある。この写像は、写像が緊密（ｔｉｇｈｔ）
ではない場合の値領域における名前空間の管理の希薄性（ｓｐａｒｓｅｎｅｓｓ）を明ら
かにする。
【００７５】
　リング３０６上の各名前空間の管理はルーティングテーブルを含むことができ、ルーテ
ィングテーブルは、名前空間の情報（例えば、登録および検索要求）を他の名前空間の管
理にルーティングすることを容易にする。ＩＤ６４を有する名前空間の管理のための実施
形態のルーティングテーブルを、図３に示す。このルーティングテーブルは、ＩＤ６４の
後続がＩＤ７６であることを指示する。後続は、リング３０６上でＩＤ６４から時計回り
方向にすぐ隣接した名前空間の管理内であることが可能である。後続は、例えば、新しい
名前空間の管理（例えば、７１のＩＤを有するもの）が結合するか、または既存の名前空
間の管理（例えば、ＩＤ７６）が名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを離
れるとき、変更になる可能性がある。
【００７６】
　このルーティングテーブルは、ＩＤ６４の先行がＩＤ５０であることを指示する。先行
は、リング３０６上でＩＤ６４から反時計回り方向にすぐ隣接した名前空間の管理である
ことが可能である。先行は、例えば、新しい名前空間の管理（例えば、５９のＩＤを有す
るもの）が結合するか、または既存の名前空間の管理（例えば、ＩＤ５０）が名前空間の
フェデレーションインフラストラクチャを離れるとき、変更になる可能性がある。
【００７７】
　このルーティングテーブルは、ＩＤ６４の近傍のものがＩＤ８３、７６、５０および４
６であることを指示する。近傍のものを、２つの係数であるサイズおよび範囲のうち大き
い方を使用して識別することができる。名前空間の管理は、対応するＩＤが（例えば、リ
ング３０６の時計周りまたは反時計回り方向で）対象ＩＤの最小範囲内であるか、または
、ある構成された最小近傍未満のサイズが近傍内にすでに存在するとき、近傍のメンバと
して識別される。例えば、リング３０６上で、指定された範囲は、２０の大きさを有する
ことができ、このサイズは４より大きいことが可能である。したがって、時計回り（＋１
０）および反時計回り（－１０）方向でＩＤ６４の２０ロケーション以内のＩＤは、ＩＤ
６４の近傍のものである。近傍のものは例えば、名前空間の管理が名前空間のフェデレー
ションインフラストラクチャに結合するか、もしくはこれを離れるとき、または、指定さ
れた範囲が変更されるとき、変更になる可能性がある。例えば、４に等しいサイズでは、
ＩＤ４８を有する新しい名前空間の管理は、ＩＤ４６を有する名前空間の管理に取って代
わることができる。
【００７８】
　このルーティングテーブルは、ＩＤ６４が直接ＩＤ２００、２、３０、４６、５０、６
４、７６、８３、９８および１３５にルーティングすることができることを指示する。し
たがって、ＩＤ６４を有する名前空間の管理が要求を受信する場合、名前空間の管理は、
要求における名前空間の管理のＩＤにより近いＩＤをルーティングテーブルに有する名前
空間の管理に、要求をルーティングすることができる。
【００７９】
　図４は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを他のプロトコルと統合す
ることを容易にするアーキテクチャの実施形態を例示する。名前空間のフェデレーション
インフラストラクチャは、プロバイダベースの拡張モデルをサポートすることができる。
したがって、既存のプロトコルのリソースモデルが名前空間のリソースモデルとの互換性
を有するとすれば、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを既存のプロトコ
ルと統合することができる。アーキテクチャ４００は、名前空間の管理４０１、４０４、
４０６（例えば、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャのもの）が、アクテ
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ィブディレクトリ４０２およびＵＤＤＩサーバ４０３と相互運用することを示す。この実
線の矢印は、名前空間の管理が名前空間のフェデレーションプロトコル（ｆｅｄｅｒａｔ
ｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を使用して通信することを示し、破線のエリアは、名前空間
の管理がアクティブディレクトリ４０２と、ＬＤＡＰプロトコルを使用して通信すること
を示し、点線の矢印は、名前空間の管理がＵＤＤＩサーバ４０３と、ＵＤＤＩプロトコル
を使用して通信することを示す。
【００８０】
　発行／加入のトピックは、名前空間のもう１つの使用例である。発行／加入のトピック
を、そのトピックへのサブスクライバのコレクションと見なすことができ、したがって、
トピック名は名前空間として扱われる。発行／加入のトピックを名前空間として扱う利点
は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを使用して、通知メッセージをパ
ブリッシャからサブスクライバへルーティングすることができることである。トピックへ
のサブスクリプションを、名前空間の登録要求と見なすことができ、トピックへの発行を
、名前空間の検索要求と見なすことができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャは、バス
のような抽象化をプログラマに、分散アプリケーションを開発するために提供することが
できる。例えば、名前空間のフェデレーションインフラストラクチャは活性、すなわち、
アプリケーションが関心を有するリソースがネットワークから落ちているときを知るため
にアプリケーションが使用するメカニズムを、抽象化することができる。所与のリソース
を追跡するために、そのリソースのアイデンティティのＵＲＩ（すなわち、その名前）に
ちなんで名付けられた発行／加入のトピックに送信された通知に、アプリケーションを加
入させる。所与のリソースがネットワークから落ちていることに気付くいかなるコンポー
ネント（例えば、アプリケーション）も、活性通知メッセージを、そのリソースのアイデ
ンティティのＵＲＩにちなんで名付けられたトピックに発行し、それにより、リソースの
追跡に関心を有する他のアプリケーションに通知することができる。発行／加入のサブス
クリプションは、名前空間のインフラストラクチャにわたって連合されるので、また、多
数のアイデンティティのスキームは階層的である（リソースの包含の性質を活性の観点か
ら取り込むため）ので、システムは、単純な検出システムのｎ２ピンギング問題を回避し
、大変よくスケールする。さらに、コンポーネント（例えば、アプリケーション）が所与
のリソースにより関心を有するほど、そのリソースがネットワークから落ちていることに
何物かが気付くことがより速くなり、有利である。
【００８２】
　開発者は名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを、その中にファイルなど
のリソースおよびイベントソースが登録されるクラウドとして見なすことができる。アプ
リケーションは発見要求をクラウドに対して発行して、登録されたリソースを発見するこ
とができる。アプリケーションはまたクラウドに、それらに代わって現在および将来の、
クラウドに登録するイベントソースに加入させることを、要求することもできる。さらに
、アプリケーションは、クラウド内で維持された発行／加入のトピックに加入させること
ができる。いかなるものも通知メッセージを発行することができ、クラウドはこのメッセ
ージを、そのメッセージが発行されたイベントトピックのサブスクライバに転送すること
を処理する。
【００８３】
　様々な型のリソースを名前空間内で発行することができ、これらのリソースには、サー
ビス、装置、ファイル、ホスト、コンポーネント、データベース内の項目、メタデータに
ついてのメタデータ（スキーマ）などが含まれる。リソースは、それをホスト／支援する
サービスコンポーネントを有することができる。例えば、ファイルリソースはファイルサ
ーバを、ファイルにアクセスするためのサービスコンポーネントとして有することができ
る。会議室は、受付係のメールボックスを、会議をスケジューリングするためのサービス
コンポーネントとして有することができる。
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【００８４】
　各リソースは、その記述的アスペクトを取り込むリソース記述子と結び付けられること
が可能である。したがって、リソース記述子を問い合わせて、関心のあるリソースを識別
することができる。リソースが識別されるとき、リソースに、リソースの対応するサービ
スアスペクトを通じてアクセスすることができる。リソースをホスト／支援するサービス
に送信することができるメッセージの型は、リソース型によって変わる。例えば、ファイ
ルサーバは、ファイルリソースを開くことをサポートし、受付係は、会議室のためのスケ
ジューリング要求を受け入れる。
【００８５】
　リソース記述子を実施するためのデータモデルは、バージョン可能、拡張可能および相
互運用可能にすることができる。このようなリソースデータモデルを、分散ファイルシス
テム（「ＤＦＳ」）、ＡＤおよびＵＤＤＩなど、現在のフレームワークの多数にわたって
共有することができる。このような単一の共有データモデルは、ＡＤオブジェクトおよび
ＤＦＳファイル（または、他のリソース管理システムからのリソース）がリソースとして
見なされ、名前空間の手法を使用して連合されること、および、それらをホストするサー
ビスにメッセージを送信することによってそれらがアクセスされることを、容易にするこ
とができる。
【００８６】
　したがって、リソースを、以下のプロパティを有するように定義することができる。
　リソースＩＤ：オプションで参照プロパティの集合により増補することができ、空間お
よび時間において安定することができるＵＲＩ。リソース参照スキーマのインスタンスと
して表現することができる。リソースＩＤは、リソースプロパティと共に、集合的にリソ
ースのアイデンティティを表現することができる。
　記述子：リソースについての半静的なメタデータを含む、リソース特有のスキーマイン
スタンス。このメタデータは、リソース選択のために有用である。リソース記述子スキー
マを分類化することができる。
　Ｃｏｎｆｉｇ番号：リソース記述データの特定のバージョンを識別する、単調増加数。
この数は、リソース記述が修正されるときは常に増分される。
　インスタンスＩＤ：アクティブリソースの特定のインスタンスを識別する、単調増加数
。例えば、これは、サービス／装置リソースのためのブート時間またはファイルリソース
のためのファイル修正時間と同じにすることができる。
【００８７】
　さらに記述子に関して、装置は、１つまたは複数のスキーマに従ってメタデータを有す
ることができる。例えば、プリンタは、プリンタの異なるアスペクトを記述する、異なる
スキーマに従ってメタデータを有することができる。リソース記述子スキーマを、ＵＰｎ
Ｐフォーラムワーキンググループ（例えば、プリンタスキーマを、ＵＰｎＰプリンタワー
キンググループによって標準化することができる）およびＷ３Ｃなどの組織によって、標
準化することができる。図１３は、リソースを記述するため分類法の実施形態を示す。分
類法１３００内では、異なるスキーマは全体的に以下のように表現される。
【００８８】
　サービス参照スキーマ：リソース参照スキーマを拡張し、リソースによってサポートさ
れたメッセージを識別するビヘイビア型のリスト、そのアサーションのためのポリシーコ
ンテナ（サポートされたトランスポートなど）、および拡張集合を指定する。
　リソース記述子スキーマ：リソース参照スキーマを拡張し、記述子の構成番号（説明に
ついては以下を参照）、リソースのフレンドリ名、リソースを支援するサービスのサービ
ス参照、および拡張集合を指定する。
　名前空間のノード記述子スキーマ：リソース記述子スキーマを拡張し、それから到達可
能なリソースを、エッジ記述子スキーマのインスタンスとして指定する。
　エッジ記述子スキーマ：ローカルの範囲のエッジ名、エッジ型およびターゲットリソー
スを指定する。
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　装置記述子スキーマ：リソース記述子スキーマを拡張し、シリアル番号およびメーカー
名を指定する。
　プリンタ記述子スキーマ：装置記述子スキーマを拡張し、解像度、カラー印刷能力、毎
分のページ数、およびサポートされた用紙サイズなど、プリンタ特有のプロパティを指定
する。
【００８９】
　上記の記述スキーマのいずれにおいて定義された情報のいずれも、名前空間のフェデレ
ーションインフラストラクチャ内のリソースを識別するためのクエリに含めることができ
る。例えば、記述子データを探索し、フィルタ（またはクエリ）式を使用してナビゲート
することができる。例えば、記述子スキーマの型またはフィールド値によってフィルタす
ることができ、その参照フィールドから到達可能なインスタンスへナビゲートすることが
でき、サブフィルタをそれらに適用することなどができる。いくつかの実施形態では、Ｘ
Ｐａｔｈベースのフィルタ式が使用される。図６に戻って参照すると、ＸＰａｔｈ構文を
使用して、リソース記述スキーマによって指定された記述データ上で動作するフィルタ式
を使用して、カラーで印刷することができるＬｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２／Ｆｌｏ
ｏｒ１内のプリンタを探し出すことができる。
【００９０】
　名前空間は、選択および横断に対して、名前空間のノードリソース上で定義されたフィ
ールド／属性について、ＵＲＩセグメントパラメータの形式で、フィルタ式を指定するこ
とができる。例えば、名前空間のLocation:/Bldg42/Floor1/Room1226;employee="employe
e1"/printerは、「Ｒｏｏｍ　１２２６」の記述子が値「ｅｍｐｌｏｙｅｅ１」を有する
「ｅｍｐｌｏｙｅｅ」フィールドを有する場合にのみ、名前空間のノードリソース「Ｒｏ
ｏｍ　１２２６」を横断するようになる。同様に、名前空間のOrganization:/Product/De
vicesTeam;building="Bldg33"/Dev/Computer604;printer="color"は、その記述子が値「
Ｂｌｄｇ３３」を有する「ｂｕｉｌｄｉｎｇ」フィールドを有する（したがって、リソー
スの第１の部分を識別する）場合にのみ、名前空間のノードリソース「Ｄｅｖｉｃｅｓ　
Ｔｅａｍ」を横断するようになり、その記述子が値「ｃｏｌｏｒ」を有する「ｐｒｉｎｔ
ｅｒ」フィールドを有する（カラープリンタがそれに接続されていることを識別するよう
に意味される）場合にのみ、名前空間のノードリソース「Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　６０４」を
選択するようになる。
【００９１】
　前述のように、名前空間の管理に、例えば１６０ビットＩＤなど、一意の数値識別子を
割り当てることができる。いくつかの実施形態では。一意の識別子は、例えば、ドメイン
ネームサービス（「ＤＮＳ」）名、ロケーション、デパートメントなど、１つまたは複数
の名前空間の管理の特性をハッシュすることから、生成される。例えばＳＨＡなど、様々
な異なるハッシング関数のいずれかを使用して、一意のＩＤを生成することができる。
【００９２】
　一意の名前空間の管理のＩＤを利用すると、以下の関数は、名前空間のフェデレーショ
ンインフラストラクチャにおいて名前空間の情報のルーティングを提供することができる
。
ＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉｃａｌｌｙ（Ｖ，Ｍｓｇ）：名前空間の管理のアイデンティティ
に属する値領域からの値Ｖ、およびメッセージ「Ｍｓｇ」が与えられると、メッセージを
、写像関数を使用してＶに写すことができるアイデンティティを有する名前空間の管理Ｘ
に配信する。
Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ（Ｘ，Ｓ）：Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄは、Ｓに等しいカーデ
ィナリティを有する名前空間の管理Ｘ（例えば、リング３０６上）のどちらか一方の側上
の名前空間の管理の集合である。
【００９３】
　さらに、本発明の実施形態は、フェデレーションに参加する名前空間の管理に属する近
接性基準を利用することもできる。近接性基準を、連合する名前空間の管理に属する集合
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をクラス（または分割）の互いに素な集合に分割する、同値関係として定義することがで
きる。一般に、集合Ｓ上の関係Ｒは、以下の特性を満たす場合、同値関係である。
【００９４】
　・　再帰的：Ｓの要素に属するｘ→ｘＲｘ
　・　対称的：Ｓの要素ｘ、ｙが与えられると、ｘＲｙ→ｙＲｘ
　・　推移的：Ｓの要素ｘ、ｙ、ｚが与えられると、ｘＲｙ∧ｙＲｚ→ｘＲｚ
　本発明の実施形態は複数の異なる近接性基準をサポートすることができ、近接性基準を
、半順序で配列することができる。例えば、「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　１」に属するす
べての名前空間のノードリソースが近接的に近いと見なす基準は、「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ　１，Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ」内のすべての名前空間の管理が近接的に近いと見なす
基準より上位である。これは、前者の基準（「Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　１」に属するこ
と）によって近接的に近いと見なされた名前空間の管理の集合が、後者の基準（「Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ　１，Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ」に属すること）によって近接的に近いと
見なされた名前空間の管理の集合の上位集合であることに起因する。他方では、「Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ　１」内のすべての名前空間の管理を近接的に近いと見なす基準と、「
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　１，Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ」内のすべての名前空間の管理を近
接的に近いと見なす基準の間に、順序関係はない。
【００９５】
　フェデレーション内の各名前空間の管理のためのルーティングの名前空間の管理を計算
するときに、近接性の検討事項を考慮に入れることにより、最終目的地へのパス上の各ル
ーティングホップが、要求を発信した名前空間の管理の近接内に残る可能性が高まる結果
となる。さらに、数値空間内の名前空間の管理の間の距離を埋めることを、なお著しく進
展させることができる。
【００９６】
　一意のＩＤを近接性基準と共に利用して、以下の追加の関数は、名前空間のフェデレー
ションインフラストラクチャにおいて名前空間の情報のルーティングを提供することがで
きる。
ＲｏｕｔｅＰｒｏｘｉｍａｌｌｙ（Ｖ，Ｍｓｇ，Ｐ）：名前空間の管理のアイデンティテ
ィに属する領域からの値Ｖ、およびメッセージ「Ｍｓｇ」が与えられると、メッセージを
、近接性基準Ｐによって等価と見なされる名前空間の管理の間で、Ｖに写すことができる
アイデンティティを有する名前空間の管理Ｙに配信する。
【００９７】
　プロバイダ／サブスクライバが、名前空間の分岐で名前空間の管理に登録するとき、登
録要求が、登録要求内で指定された名前空間のツリーのための登録情報を維持することを
担うパートナーの名前空間の管理に送信（および潜在的にルーティング）される。あるい
はまた、名前空間の登録要求をファブリックへ発信する名前空間の管理は、責任のある名
前空間の管理であることがある。方法７１０を、図１の名前空間のフェデレーションイン
フラストラクチャおよび図６の名前空間に関して説明する。
【００９８】
　方法７１０は、名前空間の分岐を登録するための名前空間の登録要求を受信する動作を
含み、名前空間の登録要求は、名前空間の分岐を識別する名前空間の識別子を含む（動作
７１１）。例えば、名前空間の管理１１２は、名前空間のＩＤ１４２を含む登録要求１３
２を、プロバイダ１３１から受信することができる。名前空間の管理１１２はピアの名前
空間の管理ではないので、名前空間の管理１１２は登録要求１３２を名前空間の管理１０
２に転送することができる。名前空間の管理１１２は名前空間のＩＤ１４２を、名前空間
のフェデレーションインフラストラクチャ１００を介して登録要求１３２を転送する前に
、そのスキームによって識別されたルールによって、正規化することができる。
【００９９】
　方法７１０は、少なくとも一方向の同値の識別値を、名前空間の識別子のパス部分の少
なくとも一部と共に、名前空間の識別子のスキーム部分に基づいて、生成する動作を含む
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（動作７１２）。例えば、名前空間の管理１０２はハッシュ１５２を、名前空間のＩＤ１
４２のパス部分の少なくとも一部と共に、名前空間のＩＤ１４２のスキーム部分に基づい
て、生成することができる。例えばＳＨＡなど、様々な異なるハッシング関数のいずれか
を使用して、ハッシュ値を名前空間の文字列の部分から生成することができる。名前空間
の文字列のためのハッシュ値の生成は、名前空間のフェデレーションインフラストラクチ
ャの構成に基づいて変わる可能性がある。
【０１００】
　「ｕｕｉｄ」など非階層の名前空間のスキーム（例えば、スキームの後の「：／」の文
字シーケンスの欠如によって識別される）では、ハッシュを、名前空間の全体上で生成す
ることができる。例えば、名前空間の文字列「ｕｕｉｄ：ａ３６ｆａｂ９ｃ－９ｃ７ｆ－
４２ｃ３－９７ｄ８－３６ｃｄ５７ｅ９ｂｄ２９」全体を使用して、ＳＨＡハッシュ値を
生成することができる。
【０１０１】
　階層の名前空間を、権限のある、または権限のないものにすることができ、これら２つ
は、例えば、スキームコンポーネントの後に続く各文字シーケンス「：／／」および「：
／」によって区別される。「ｎａｍｅ」など、権限のある名前空間では、ハッシュはスキ
ーム部分上で生成され、その後に「：／／」文字シーケンス、オーソリティコンポーネン
ト、および名前空間の最初のパスコンポーネントが続く。例えば、名前空間の文字列「ｎ
ａｍｅ：／／ｒｅｄ．ｐｒｎ．ｘｒｘ：２００／Ｐｒｉｎｔｅｒｓ／ｂ４２－１７４９－
ａ」の一部「ｎａｍｅ：／／ｒｅｄ．ｐｒｎ．ｘｒｘ：２００／Ｐｒｉｎｔｅｒｓ」を使
用して、ＳＨＡハッシュ値を生成することができる。図６の「ｌｏｃａｔｉｏｎ」スキー
ムなど、権限のない名前空間では、ハッシュはスキーム部分上で生成され、その後に「：
／」文字シーケンス、および名前空間の最初のパスコンポーネントが続く。例えば、名前
空間の文字列「ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２／Ｆｌｏｏｒ１／Ｒｏｏｍ１２２６」
の一部「ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２」を使用して、ＳＨＡハッシュ値を生成する
ことができる。
【０１０２】
　方法７１０は、名前空間の登録要求を、他の名前空間の管理の識別子よりも少なくとも
一方向の同値の数値の識別値に数量的に近い識別子を有する、名前空間の管理に送信する
動作を含む（動作７１３）。例えば、名前空間の管理１０２は、ＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉ
ｃａｌｌｙ関数を呼び出し、ハッシュ１５２および登録メッセージ１３２を入力として、
例えばＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉｃａｌｌｙ関数（ハッシュ１５２、登録メッセージ１３２
）を供給することができる。代替として、ＲｏｕｔｅＰｒｏｘｉｍａｌｌｙ関数を使用す
ることができる。いくつかの実施形態では、名前空間の登録要求が直接送信され、ルーテ
ィングは発生しない。
【０１０３】
　名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ１００は次いで、フェデレーション
プロトコルを利用して、登録メッセージを適切な名前空間の管理に転送する。例えば、登
録メッセージ１３２を名前空間の管理１０３にルーティングすることができる。名前空間
の管理１０３は、名前空間の分岐に対する責任を別の名前空間の管理に移行していること
がある。したがって、名前空間の管理１０３は、委託メッセージを名前空間の管理１０２
に戻すことができる。したがって、名前空間の分岐に対する責任が委託されているとき、
名前空間の管理１０２は、適切な名前空間の管理を指定する委託メッセージを受信するこ
とができる。名前空間の管理１０２は、登録要求１３２を適切な名前空間の管理に送信す
ることができる。名前空間の管理が登録要求を受け入れるかあるいは拒否するまで、１つ
または複数の委託に遭遇する可能性がある。
【０１０４】
　方法７１０は、名前空間の管理と名前空間の分岐とを結び付ける動作を含む（動作７１
４）。例えば、名前空間の管理１０３を、（プロバイダ１３１を介して）名前空間のＩＤ
１４２によって識別された名前空間の分岐と結び付けることができる。名前空間のＩＤ１
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４２は例えば、名前空間の６０１または名前空間の６０２の一部を識別することができる
。名前空間の管理と名前空間の分岐との間の結び付けにより、登録要求内で指定されたも
のの真下の名前空間の分岐を指定する要求（例えば、検索要求）を、結び付けで指定され
た名前空間の管理に、ルーティングするのではなく転送することが可能となる。名前空間
の管理の障害が検出されるか、または、異なる名前空間の管理への委託が得られる場合、
結び付けは壊される。障害が検出される場合、新しい結び付けを形成することができるよ
うになるまで、後続の要求はルーティングされる。
【０１０５】
　図７Ｂは、名前空間の登録要求を移行するための方法７２０の実施形態のフローチャー
トを例示する。方法７２０を、図１の名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ
および図６の名前空間に関して説明する。
【０１０６】
　方法７２０は、名前空間の管理がポリシー制約を満たしていることを決定する動作を含
む（動作７２１）。例えば、名前空間の管理１０３は、名前空間の情報（名前空間のフェ
デレーションインフラストラクチャ１００に関連する）が名前空間の管理１０３で処理さ
れる量が、構成されたしきい値を超えていることを決定することができる。構成されたし
きい値を、例えば、名前空間の管理で維持された登録の総数、または、名前空間の管理で
サービスされている検索要求の総数にすることができる。
【０１０７】
　方法７２０は、ポリシー制約と結び付けられたポリシーアクションを満たすように移行
されることが可能である、名前空間の分岐を識別する動作を含む（動作７２２）。例えば
、名前空間の管理１０３は、構成されたしきい値より下で名前空間の管理１０３において
処理された名前空間の情報を減らすように、移行されることが可能である、名前空間の分
岐（例えば、名前空間のＩＤ１４２に対応する）を識別することができる。名前空間の管
理は、移行のために、より大量にポピュレートされた、および／または、大量にサービス
された、名前空間の分岐を識別することができる。
【０１０８】
　方法７２０は、ポリシーアクションに応答して、名前空間の分岐のための既存の登録を
、パートナーの名前空間の管理に移行する動作を含む（例えば、動作７２３）。例えば、
大量にポピュレートされた、および／または、大量にサービスされた名前空間の分岐への
負担を軽減するために発生するようになるアクションに応答して、名前空間の管理１０３
は既存の登録をパートナー（例えば、近傍）の名前空間の管理へ移行することができる。
【０１０９】
　方法７２０はまた、名前空間の分岐に対応する名前空間の要求を受信する動作を含むこ
ともできる。例えば、名前空間の管理１０３は、名前空間のＩＤ１４２によって表現され
た名前空間の分岐に対応する、登録要求１３２を受信することができる。
【０１１０】
　方法７２０はまた、名前空間の要求をパートナーの名前空間の管理にリダイレクトする
処置を取る動作を含むこともできる。例えば、点線の矢印で示すように、名前空間の管理
１０３は登録要求１３２を名前空間の管理１０１に再ルーティングすることができる。名
前空間の分岐を移行する名前空間の管理は、ＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉｃａｌｌｙを呼び出
して、要求を異なる名前空間の管理に再ルーティングすることができる。例えば、Ｒｏｕ
ｔｅＮｕｍｅｒｉｃａｌｌｙ（Ｈ，ｍｉｇｒａｔｅＭｓｇ）を呼び出して、移行されてい
る名前空間の分岐の少なくとも一方向の同値の値によって識別された、名前空間の管理（
例えば、名前空間の管理１０１）に、要求を再ルーティングすることができる。例えば、
分岐ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２／Ｆｌｏｏｒ１を移行するため、名前空間の管理
１０３はハッシュＨを文字列「ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２／Ｆｌｏｏｒ１」上で
生成し、ＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉｃａｌｌｙ（Ｈ，ｍｉｇｒａｔｅＭｓｇ）を呼び出して
、移行された分岐を担う名前空間の管理１０１を識別し、ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ
４２／Ｆｌｏｏｒ１／Ｒｏｏｍ１２２６およびｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ４２／Ｆｌ
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ｏｏｒ１／Ｒｏｏｍ１１９など、移行された分岐の真下のすべての名前空間の登録を、識
別された名前空間の管理１０１に移行する。
【０１１１】
　名前空間の管理はまた、移行された名前空間の分岐のスパイン（ｓｐｉｎｅ）に沿って
遭遇されたすべての名前空間の登録を、分岐をホストするパートナーの名前空間の管理に
転送するように決定することもできる。これにより、パートナーの名前空間の管理の分岐
は、要求が直接または間接的にいつでも、移行する名前空間の管理を通過する必要なしに
、名前空間の分岐を指定するすべての検索要求をサービスすることが容易になる。移行す
る名前空間の管理は、それが登録情報を指定された名前空間の分岐の下で移行しているこ
とを指示するスタブを残すことができる。移行する名前空間の管理はまた、移行された登
録内で指定されたプロバイダ／サブスクライバを追跡する活性通知のサブスクリプション
がある場合も、取り消すことができる。したがって、移行する名前空間の管理によって受
信された、移行された名前空間の分岐のスパインの下およびそれに沿った後続の名前空間
の登録は、パートナーの名前空間の管理に転送される。
【０１１２】
　図７Ｃは、名前空間の登録要求を処理するための方法の実施形態のフローチャートを例
示する。方法７３０を、図１の名前空間のフェデレーションインフラストラクチャおよび
図６の名前空間に関して説明する。
【０１１３】
　方法７３０は、名前空間の分岐を登録するための名前空間の登録要求を受信する動作を
含み、名前空間の登録要求は、名前空間の分岐を識別する名前空間のＵＲＩ文字列、およ
び、名前空間の分岐内で登録を要求するプロバイダ（またはサブスクライバ）のための一
意の参照または識別子を含む（動作７３１）。例えば、名前空間の管理１０３は、プロバ
イダ１３１への参照を含む登録要求１３２を受信することができる。
【０１１４】
　方法７３０は、名前空間の管理が名前空間の分岐に関心を有することを決定する動作を
含む（動作７３２）。例えば、名前空間の管理１０２は、名前空間の管理１０２が、名前
空間のＩＤ１４２によって表現された名前空間の分岐（例えば、Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏ
ｎ：／Ｐｒｏｄｕｃｔ／Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｔｅａｍ）を担うかどうかを判断すること
ができる。名前空間の管理１０２が担わないとき、名前空間の管理１０２は名前空間の登
録要求（例えば、登録要求１３２）を、指定された名前空間の分岐について、担う名前空
間の管理（例えば、名前空間の管理１０３）に転送することができる。代替として、名前
空間の管理１０２が担わないとき、名前空間の管理１０２は委託メッセージ１３４を、登
録要求（例えば、登録要求１３３）を開始した名前空間の管理（例えば、名前空間の管理
１０３）に送信して、その代わりに担う名前空間の管理（例えば、名前空間の管理１０１
）に接触することができる。名前空間の管理１０２が担うとき、名前空間の管理１０２は
名前空間の登録要求を保存することができる。
【０１１５】
　方法７３０は、名前空間の識別子を、適切にインデックス付けされた名前空間の登録デ
ータベース内に保存する動作を含む（動作７３３）。例えば、名前空間の識別子がＵＲＩ
文字列である場合、名前空間の登録データベースインデックス内に、アルファベット順で
長い文字列が上位にランクされるように格納される。例えば、名前空間の管理１０３は名
前空間のＩＤ１４２を名前空間の登録データベース内に保存することができる。破線、お
よび、プロバイダ１３１の周囲の対応する破線のボックスは、名前空間の管理１０３がプ
ロバイダ１３１を、名前空間のＩＤ１４２によって表現された名前空間に関心を有すると
して参照していることを指示する。
【０１１６】
　方法７３０はまた、プロバイダの活性がどのような頻度で後に検証されるべきであるか
を決定する動作を含むこともできる。例えば、名前空間の管理１０３は、プロバイダ１３
１の活性がどのような頻度で後に検証されるべきであるかを決定することができる。名前
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空間の管理１０３は、オプションでＩＤ１６１によって識別されたプロバイダ１３１の発
行／加入のトピックに発行された活性通知に加入させることができる。発行／加入のトピ
ックをＩＤ１６１によって識別することができる。代替として、活性サブスクリプション
が行われない場合、登録には時間制限付きのリースが割り当てられる。プロバイダ１３１
はリースが満了する前に、名前空間の管理１０３に直接接触することによって、登録を更
新することができる。他の活性メカニズムを使用することもできる。
【０１１７】
　名前空間の管理およびプロバイダ活性を、階層にわたって分散させることができる。階
層内のより上位のレベルに位置する名前空間の管理は、他の同様に位置する名前空間の管
理に依拠して、対応するより下位レベルの名前空間の管理およびプロバイダについての活
性情報をレポートすることができる。例えば図１では、名前空間の管理１０３は名前空間
の管理１０２（両方ともルートの名前空間の管理）の活性を追跡することができる。名前
空間の管理１０３は名前空間の管理１０２に依拠して、いかなる対応する下位レベルの名
前空間の管理（例えば、名前空間の管理１１２）またはプロバイダ（例えば、プロバイダ
１２４）の障害をもレポートすることができる。名前空間の管理１０２は同様に、名前空
間の管理１０３に依拠して、類似の型の障害（例えば、プロバイダ１２６の障害）をレポ
ートするようになる。
【０１１８】
　プロバイダ１３１の登録の成功（または失敗）の後に続いて、名前空間の管理１０２は
、成功（または失敗）を指示するメッセージをプロバイダ１３１に送信することができる
。
【０１１９】
　時々、コンシューマ（他のコンピュータシステムまたは装置）は、プロバイダによって
管理される名前空間の分岐内のリソースへのアクセスを望む場合がある。リソースへのア
クセスを得るため、コンシューマは検索要求を発行して、リソースを識別しようと試みる
ことができる。検索要求を名前空間の管理で受信し、１つまたは複数の適切なプロバイダ
に配信することができる。一般に、名前空間の管理は、検索要求を受信するとき、その検
索要求を、それに最も近いパートナーの名前空間の管理（ある予め定義された近接性メト
リックによって決定される）へ、および、要求内で指定された名前空間の分岐を担う名前
空間の管理の近傍の方へ、ルーティングする。登録情報は近傍の名前空間の管理にわたっ
てレプリケートされるので、検索要求を、近傍集合内のいかなる名前空間の管理によって
も満たすことができる。
【０１２０】
　検索要求を発信する名前空間の管理に最も近い名前空間の管理を介したルーティングは
、ネットワークスループットの改善および動的な負荷分散の結果となり、これは、検索要
求を満たす観点から、検索要求が自動的および効率的に、近傍の名前空間の管理にわたっ
て分割されるからである。ルーティングを容易にするため、検索要求内で指定された名前
空間のＩＤを写すためのアルゴリズムは、登録要求内で指定された名前空間のＩＤを写す
ためのアルゴリズムと、本質的に同じである可能性がある。例えば、名前空間のアイデン
ティティの値領域から名前空間の管理への１対１写像を使用して、検索および登録の両方
の要求について名前空間のＩＤを写すことができる。
【０１２１】
　図８Ａは、名前空間の検索要求をルーティングするための方法の実施形態のフローチャ
ートを例示する。方法８１０を、図１の名前空間のフェデレーションインフラストラクチ
ャおよび図６の名前空間に関して説明する。
【０１２２】
　方法８１０は、名前空間の分岐を識別する名前空間の識別子を含む、名前空間の検索要
求を受信する動作を含む（動作８１１）。例えば、名前空間の管理１０３は検索要求１３
３を受信することができる。検索要求１３３は、例えば、Ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｂｌｄｇ
４２／Ｆｌｏｏｒ２／Ｒｏｏｍ２００５など、名前空間のツリー６０２の分岐を識別する
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名前空間のＩＤ１４３を指定することができる。
【０１２３】
　方法８１０は、少なくとも一方向の同値の数値の識別値を、名前空間の識別子に基づい
て生成する動作を含む（動作８１２）。例えば、名前空間の管理１０２は、名前空間のＩ
Ｄ１４３のパス部分の少なくとも一部と共に名前空間のＩＤ１４３のスキーム部分をハッ
シュして、ハッシュ１５３を生成することができる。
【０１２４】
　方法８１０は、名前空間の検索要求を目的地の名前空間の管理に送信する動作を含む（
動作８１３）。目的地の名前空間の管理は、少なくとも一方向の同値の数値の識別値に数
量的に最も近い一意の識別子を有する、名前空間の管理の予め定義された範囲内である、
名前空間の管理の近傍内に含まれる。検索要求１３３をルーティングするために、名前空
間の管理１０３は、ＲｏｕｔｅＰｒｏｘｉｍａｌｌｙ（またはＲｏｕｔｅＮｕｍｅｒｉｃ
ａｌｌｙ）関数を呼び出すことができる。例えば、名前空間の管理１０３は、Ｒｏｕｔｅ
Ｐｒｏｘｉｍａｌｌｙ（ハッシュ１５３、検索メッセージ１３３、近接性基準Ｐ）を呼び
出して、検索メッセージ１３３をパートナーの名前空間の管理１０２にルーティングする
ことができ、これは、パートナーの名前空間の管理１０２が、指定された近接性基準Ｐの
下で名前空間の管理１０３に近接的に近いと見なされた名前空間の管理の間で数量的に最
も近い一意のＩＤを有するものとして、識別されるからである。ＲｏｕｔｅＰｒｏｘｉｍ
ａｌｌｙ関数から、名前空間の管理１０２を識別することができる。
【０１２５】
　方法８１０はまた、名前空間の分岐に関心を有する１つまたは複数のプロバイダへの配
信のために、名前空間の検索要求を転送する動作を含むこともできる。例えば、名前空間
の管理１０３は、検索要求１３３を名前空間の管理１０２に転送することができる。名前
空間の管理１０２は、検索要求１３３をプロバイダ１３１に転送することができる。
【０１２６】
　図８Ｂは、名前空間の検索要求を移行するための方法の実施形態のフローチャートを例
示する。方法８２０を、図１の名前空間のフェデレーションインフラストラクチャおよび
図６の名前空間に関して説明する。
【０１２７】
　方法８２０は、名前空間の分岐のための名前空間の検索要求を受信する動作を含む（動
作８２１）。名前空間の検索要求は、特定の名前空間の分岐を識別する一意の名前空間の
識別子を含む。例えば、名前空間の識別子をＵＲＩ　ＩＤ１４３にすることができる。さ
らに、受信された名前空間の検索要求は、オプションで指定された名前空間の分岐のため
の識別子に基づいて生成された、少なくとも一方向の同値の数値の識別値を含む。例えば
、ハッシュ１５３は、名前空間のＩＤ１４３のスキームおよびパス部分の少なくとも一部
から生成されることがある。名前空間の管理に対する名前空間の管理の識別子は、１つま
たは複数の他の名前空間の管理に属する名前空間の分岐の識別子よりも、名前空間の分岐
の識別子に近い。名前空間の管理１０２は、一意のＩＤ１７２が、名前空間のフェデレー
ションインフラストラクチャ１００内の他の名前空間の管理の一意の識別子（例えば、Ｉ
Ｄ１７４）よりもハッシュ１５３に近い結果として、検索要求１３３を受信することがで
きる。
【０１２８】
　方法８２０は、名前空間の分岐が、異なる名前空間の管理の識別子を有する異なる名前
空間の管理に移行されているという指示を、検出する動作を含む（動作８２２）。例えば
、名前空間の管理１０２は、名前空間のＩＤ１４３によって表現された名前空間の分岐が
名前空間の管理１０１に移行されていることを指示するスタブの存在を検出することがで
きる。
【０１２９】
　方法８２０はまた、発信側の名前空間の管理に、名前空間の分岐が異なる名前空間の管
理に移行されていることを、少なくとも通知する動作を含むこともできる。例えば、名前
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空間の管理１０２は名前空間の管理１０３に、名前空間のＩＤ１４３によって表現された
名前空間の分岐が移行されていることを、少なくとも通知することができる。例えば、名
前空間の管理１０２は委託メッセージ１３４を名前空間の管理１０３に送信して、名前空
間の管理１０３が名前空間の管理１０１に接触するべきであるか、または、移行された分
岐のための新しい検索要求１３２を開始するべきであることを指示することができる。
【０１３０】
　名前空間の管理１０３は、委託メッセージ内に含まれる名前空間の管理１０２からの命
令に従うことができる。
【０１３１】
　名前空間の管理１０２は代替として、ＲｏｕｔｅＰｒｏｘｉｍａｌｌｙ（新しいＩＤ　
Ｈ、検索要求１３３、近接性基準Ｐ）をそれ自体において呼び出すことによって、検索要
求１３３自体を再ルーティングすることができる。例えば、新しいＩＤ　Ｈを、スキーマ
部分およびパスコンポーネントの第１の部分をハッシュすることのみによって生成された
、元のハッシュ値とは対照的に、コンポーネント全体の移行された名前空間の分岐をハッ
シュすることによって、生成することができる。ＲｏｕｔｅｒＰｒｏｘｉｍａｌｌｙを呼
び出すことは、名前空間の管理１０１への配信のために（検索要求１３３を含む、破線の
矢印によって示す）、検索要求１３３を他の名前空間の管理にルーティングさせることを
可能にする。
【０１３２】
　図８Ｃは、名前空間の検索要求を処理するための方法の実施形態のフローチャートを例
示する。方法８３０を、図１の名前空間のフェデレーションインフラストラクチャおよび
図５の名前空間に関して説明する。
【０１３３】
　方法８３０は、名前空間に属する名前空間の分岐を識別する名前空間の識別子を含む、
名前空間の検索要求を受信する動作を含む（動作８３１）。例えば、名前空間の管理１０
２は、名前空間のＩＤ１４３を含む、名前空間の検索要求１３３を受信することができる
。名前空間のＩＤ１４３は、名前空間のインフラストラクチャ５００の名前空間の分岐を
識別することができる。
【０１３４】
　方法８３０は、名前空間の検索要求の名前空間の検索要求型を識別する動作を含む（動
作８３２）。例えば、名前空間の管理１０２は、検索要求１３３の名前空間の検索要求型
を識別する。いくつかの実施形態では、名前空間の検索要求型を、汎用要求型（例えば、
いずれかの名前空間の分岐向け）、または、ターゲットにされた要求型（例えば、特定の
名前空間の分岐向け）にすることができる。
【０１３５】
　方法８３０は、１つまたは複数のプロバイダが、名前空間の分岐に関係付けられた名前
空間の部分について登録していることを、検出する動作を含む（動作８３３）。例えば、
名前空間の管理１０２は、１つまたは複数のプロバイダが、名前空間のＩＤ１４３によっ
て表現された名前空間の分岐に関係付けられた名前空間の部分について登録していること
を、検出することができる。このとき図５を参照すると、名前空間のＩＤ１４３がＬｏｃ
ａｔｉｏｎ：／Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ／Ｂｌｄｇ　５０／Ｆｌｏｏｒ
　１である場合、プロバイダ５０１、５０２および５０３を識別することができる。プロ
バイダ５０１はＲｏｏｍ　１３０４（名前空間のツリー５００内のＦｌｏｏｒ　１の下）
について登録しており、プロバイダ５０２はＢｌｄｇ　５０（名前空間のツリー５００内
のｆｌｏｏｒ　１の上）について登録され、プロバイダ５０３は名前空間のツリー５００
内のＦｌｏｏｒ　１について登録される。
【０１３６】
　方法８３０はまた、名前空間の検索要求を、識別された名前空間の検索要求型に基づい
て、少なくとも１つのプロバイダに転送する動作を含むこともできる。例えば、名前空間
の管理１０２は検索要求１３３を、プロバイダ５０１、５０２および５０３のうち１つま
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たは複数に転送することができる。
【０１３７】
　汎用要求では、名前空間の管理１０２は、その登録の名前空間の分岐が、検索要求内で
指定されたもののプレフィクスまたはサフィックスのいずれかである、すべてのプロバイ
ダに、要求を転送する。例えば、名前空間の管理１０２は、名前空間のＩＤ１４３がＬｏ
ｃａｔｉｏｎ：／Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ／Ｂｌｄｇ　５０／Ｆｌｏｏ
ｒ　１であった場合、名前空間の検索要求１３３をプロバイダ５０１、５０２および５０
３に転送することができる。ターゲットにされた要求では、名前空間の管理は要求を、そ
の登録の名前空間の分岐が、検索要求内で指定されたものの最大プレフィクスである、プ
ロバイダにのみ、要求を転送する。しかし、汎用およびターゲットにされた型の両方では
、５０１など、所与のプロバイダの複数のコピーが使用可能である場合、名前空間の管理
１０２は要求を、選択された近接性メトリックの下で、検索要求の発信元（この場合、名
前空間の管理１０３）により近いプロバイダに転送する。
【０１３８】
　名前空間の管理１０３は、名前空間のＩＤ１４３によって表現された名前空間の分岐と
、名前空間の管理１０２との間の結び付けを作成することができる（例えば、それを名前
空間のデータベース内に格納する）。このような結び付けは、結び付けにおいて指定され
たものの真下の名前空間の分岐（例えば、Ｌｏｃａｔｉｏｎ：／Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｂ
ｕｉｌｄｉｎｇｓ／Ｂｌｄｇ　５０／Ｆｌｏｏｒ　１）を指定する名前空間の検索要求が
、名前空間の管理１０２にルーティングされるのではなく、転送されることを容易にする
。ターゲットの名前空間の管理の障害が検出されるか、または、異なる名前空間の管理へ
の委託が得られる場合、結び付けは壊される。前者の場合、後続の要求は、新しい結び付
けを形成できるようになるまでルーティングされる。
【０１３９】
　図９は、リソースが複数の名前空間に参加するための方法の実施形態のフローチャート
を例示する。方法９００を、図６の名前空間のツリーに関して説明する。
【０１４０】
　方法９００は、リソースのための一意のリソース識別子を確立する動作を含む（動作９
０１）。動作９０１は、リソースに対応するＵＲＩのパス部分を確立することを含むこと
ができる。例えば、「プリンタ６０３」の識別子を、プリンタのために確立することがで
きる。
【０１４１】
　方法９００は、第１の名前空間において、リソースの有用性を発行する動作を含む（動
作９０２）。例えば、プリンタ６０３は、その有用性を名前空間のツリー６０１内で発行
することができる。方法９００は、一意のリソース識別子を、第１の名前空間内の第１の
名前空間のノードリソースにリンクさせて、第１の名前空間が横断されてリソースを識別
することができるようにする動作を含む（動作９０３）。例えば、名前空間のセグメント
６３１を確立して、プリンタ６０３を「Ｄｅｖ　Ｔｅａｍ」の名前空間のノードリソース
にリンクさせることができる。したがって、名前空間のツリー６０１（および、「Ｄｅｖ
　Ｔｅａｍ」の名前空間のノードリソース）が横断されてプリンタ６０３を識別すること
ができる。
【０１４２】
　方法９００は、第２の名前空間において、リソースの有用性を発行する動作を含む（動
作９０４）。例えば、プリンタ６０３は、その有用性を名前空間のツリー６０２内で発行
することができる。方法９００は、一意のリソース識別子を、第２の名前空間内の第２の
名前空間のノードリソースにリンクさせて、第２の名前空間が横断されてリソースを識別
することができるようにする動作を含む（動作９０５）。例えば、名前空間のセグメント
６３２を確立して、プリンタ６０３を「Ｒｏｏｍ　１２２６」の名前空間のノードリソー
スにリンクさせることができる。したがって、名前空間のツリー６０２（および、「Ｒｏ
ｏｍ　１２２６」の名前空間のノードリソース）が横断されてプリンタ６０３を識別する
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こともできる。
【０１４３】
　図１０は、リソースの部分集合を名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内
で識別するための方法の実施形態のフローチャートを例示する。方法１０００を、図６の
名前空間のツリーに関して説明する。
【０１４４】
　方法１０００は、クエリを装置から受信する動作を含む（動作１００１）。例えば、名
前空間のツリー６０２のためのプロバイダはクエリを、そのプロバイダに接続可能なネッ
トワークである装置から受信することができる。クエリは、名前空間の階層内の第１のレ
ベルで第１のクエリ基準を満たす、リソースの第１の部分を識別する、第１のクエリ部分
を含む。例えば、第１のクエリ部分は、名前空間のセグメント「Ｆｌｏｏｒ　２」（名前
空間のツリー６０２内）を横断した後に、第１のクエリ基準を満たすリソースの第１の部
分を識別することができる。リソースの第１の部分を、例えば従業員にすることができ、
第１の基準はまた、例えば、「Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｔｅａｍ」に割り当てられることを
含むこともできる。このように、第１のクエリ部分は、（Ｂｌｄｇ　４２の）Ｆｌｏｏｒ
　２で働く「Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｔｅａｍ」に割り当てられたすべての従業員を識別す
ることができる。いくつかの実施形態では、第１のクエリ基準が利用されて、リソースの
第１の部分を参照するリソースのプロパティ中がナビゲートされる。
【０１４５】
　クエリは、リソースの第１の部分に含まれたリソースの中から選択されたリソースの第
２の部分を識別する、第２のクエリ部分を含む。例えば、第２のクエリ部分は、名前空間
のセグメント「Ｒｏｏｍ　２００５」（名前空間のツリー６０２内）を横断した後に、第
２のクエリ基準を満たすリソースの第２の部分を識別することができる。リソースの第２
の部分を、例えば管理者にすることができ、第２の基準を、例えば装置にすることができ
る。このように、第２のクエリ部分は、Ｒｏｏｍ　２００５内のオフィスキュービクルを
有するプリンタ管理者を識別することができる。いくつかの実施形態では、第２のクエリ
基準が利用されて、リソースの第２の部分を参照するリソースの第１の部分のプロパティ
中がナビゲートされる。
【０１４６】
　したがって、第１のクエリ部分から識別されたリソースを、第２のクエリ部分への入力
として提供すると、受信されたクエリの結果は（リソーススキーマ内のフィールド定義に
応じて）、２階、Ｒｏｏｍ　２００５内のオフィスを有し、Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｔｅａ
ｍに割り当てられた、プリンタ管理者を識別することができる。
【０１４７】
　方法１０００は、リソースの第２の部分のアイデンティティを装置に戻す動作を含む（
動作１００２）。例えば、名前空間のツリー６０２のためのプロバイダは、Ｆｌｏｏｒ　
２上のＭｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｔｅａｍ従業員によって所有される、Ｒｏｏｍ２００５内の
装置の管理者のアイデンティティを、ネットワーク接続可能な装置に戻すことができる。
【０１４８】
　図１２は、複数のリソースを編成するための方法の実施形態のフローチャートを例示す
る。方法１２００を、図６の名前空間のインフラストラクチャに関して説明する。
【０１４９】
　方法１２００は、新しいリソースが１つまたは複数の名前空間内に含まれるべきである
ことを決定する動作を含み、１つまたは複数の名前空間の各々は、１つまたは複数のリソ
ースを編成するように構成される（動作１２０１）。例えば、プリンタ６０３が名前空間
６０１および／または名前空間６０２内に含まれるべきであることを、決定することがで
きる。方法１２００は、新しいリソースに関係付けられるべきである、１つまたは複数の
名前空間の第１の名前空間内の第１のリソースを識別する動作を含む（動作１２０２）。
例えば、名前空間６０２内のルーム１２２６がプリンタ６０３に関係付けられるべきであ
ると、識別することができる。同様に、名前空間６０１内のＤｅｖ　Ｔｅａｍがプリンタ
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６０３に関係付けられるべきであると、識別することができる。
【０１５０】
　方法１２００は、第１の名前空間のセグメントを使用して、新しいリソースを第１のリ
ソースにリンクさせ、名前空間のセグメントが横断されて既存のリソースから名前空間内
の新しいリソースへナビゲートすることができるようにする動作を含む（動作１２０３）
。例えば、名前空間のセグメント６３２を使用して、プリンタ６０３をＲｏｏｍ　１２２
６にリンクさせ、名前空間のセグメント６３２が横断されてＲｏｏｍ　１２２６からプリ
ンタ６０３へナビゲートすることができるようにすることができる。同様に、名前空間の
セグメント６３１を使用して、プリンタ６０３をＤｅｖ　Ｔｅａｍにリンクさせ、名前空
間のセグメント６３１が横断されてＤｅｖ　Ｔｅａｍからプリンタ６０３へナビゲートす
ることができるようにすることができる。
【０１５１】
　図１１および以下の考察は、本発明を実施することができる、実施形態の適切なコンピ
ューティング環境の簡単な全体的説明を提供するように意図される。必要ではないが（例
えば、ハードウェアにおいて実施されるとき）、本発明を一般に、プログラムモジュール
など、コンピュータシステムによって実行されるコンピュータ実行可能命令に関連して説
明する。一般に、プログラムモジュールには、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コ
ンポーネント、データ構造などが含まれ、これらは特定のタスクを実行するか、あるいは
特定の抽象データ型を実装する。コンピュータ実行可能命令、関連したデータ構造、およ
びプログラムモジュールは、本明細書で開示された方法の動作を実行するためのプログラ
ムコード手段の実施例を表す。
【０１５２】
　図１１を参照すると、本発明を実施するための実施形態のシステムには、コンピュータ
システム１１２０の形態における汎用コンピューティングシステムが含まれ、コンピュー
タシステム１１２０には、処理装置１１２１、システムメモリ１１２２、および、システ
ムメモリ１１２２を含む様々なシステムコンポーネントを処理装置１１２１に結合するシ
ステムバス１１２３が含まれる。処理装置１１２１は、本発明の特徴を含む、コンピュー
タシステム１１２０の特徴を実施するように設計された、コンピュータ実行可能命令を実
行することができる。システムバス１１２３は、いくつかの種類のバス構造のいずれかに
することができ、これらのバス構造には、様々なバスアーキテクチャのいずれかを使用す
る、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、およびローカルバスが含まれる。
システムメモリには、読み取り専用メモリ（「ＲＯＭ」）１１２４およびランダムアクセ
スメモリ（「ＲＡＭ」）１１２５が含まれる。基本入出力システム（「ＢＩＯＳ」）１１
２６は、起動中など、コンピュータシステム１１２０内の複数の要素の間で情報を転送す
る助けとなる基本ルーチンを含み、ＲＯＭ１１２４に格納することができる。
【０１５３】
　コンピュータシステム１１２０にはまた、磁気ハードディスク１１３９に対する読み書
きを行うための磁気ハードディスクドライブ１１２７、リムーバブル磁気ディスク１１２
９に対する読み書きを行うための磁気ディスクドライブ１１２８、および、例えばＣＤ－
ＲＯＭまたは他の光記憶媒体など、リムーバブル光ディスク１１３１に対する読み書きを
行うための光ディスクドライブ１１３０が含まれる場合もある。磁気ハードディスクドラ
イブ１１２７、磁気ディスクドライブ１１２８および光ディスクドライブ１１３０はそれ
ぞれシステムバス１１２３に、ハードディスクドライブインターフェース１１３２、磁気
ディスクドライブインターフェース１１３３、および光ドライブインターフェース１１３
４によって接続される。ドライブおよびそれらの関連したコンピュータ読取り可能な媒体
は、コンピュータシステム１１２０用のコンピュータ実行可能命令、データ構造、プログ
ラムモジュールおよび他のデータの不揮発性記憶装置を提供する。本明細書で説明する実
施例の環境は、磁気ハードディスク１１３９．リムーバル磁気ディスク１１２９およびリ
ムーバブル光ディスク１１３１を使用するが、データを格納するための他の種類のコンピ
ュータ読取り可能な媒体を使用することができ、これらのコンピュータ読取り可能な媒体
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には、磁気カセット、フラッシュメモリカード、デジタル多用途ディスク、ベルヌーイカ
ートリッジ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどが含まれる。
【０１５４】
　１つまたは複数のプログラムモジュールを備えるプログラムコード手段を、ハードディ
スク１１３９、磁気ディスク１１２９、光ディスク１１３１、ＲＯＭ１１２４またはＲＡ
Ｍ１１２５上に格納することができ、これらのプログラムモジュールには、オペレーティ
ングシステム１１３５、１つまたは複数のアプリケーションプログラム１１３６、他のプ
ログラムモジュール１１３７、およびプログラムデータ１１３８が含まれる。ユーザーは
コマンドおよび情報をコンピュータシステム１１２０へ、キーボード１１４０、ポインテ
ィング装置１１４２、または、例えばマイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド
、スキャナなど、他の入力装置（図示せず）を通じて入力することができる。これらおよ
び他の入力装置を処理装置１１２１へ、システムバス１１２３に結合された入出力インタ
ーフェース１１４６を通じて接続することができる。入出力インターフェース１１４６は
、例えば、シリアルポートインターフェース、ＰＳ／２インターフェース、パラレルポー
トインターフェース、ユニバーサルシリアルバス（「ＵＳＢ」）インターフェース、また
は、米国電気電子学会（「ＩＥＥＥ」）１３９４インターフェース（すなわち、Ｆｉｒｅ
Ｗｉｒｅインターフェース）など、幅広い種類の異なるインターフェースのいずれかを論
理的に表し、または、異なるインターフェースの組合せを論理的に表す場合もある。
【０１５５】
　モニタ１１４７または他の表示装置もまたシステムバス１１２３へ、ビデオインターフ
ェース１１４８を介して接続することができる。スピーカ１１６９または他のオーディオ
出力装置もまたシステムバス１１２３へ、オーディオインターフェース１１４９を介して
接続される。例えば、プリンタなど、他の周辺出力装置（図示せず）もまた、コンピュー
ティングシステム１１２０に接続することができる。
【０１５６】
　コンピュータシステム１１２０は、例えば、オフィス全体または企業全体のコンピュー
タネットワーク、ホームネットワーク、イントラネットおよび／またはインターネットな
ど、ネットワークに接続可能である。コンピュータシステム１１２０はデータを、例えば
、リモートコンピュータシステム、リモートアプリケーション、および／またはリモート
データベースなど、外部リソースと、このようなネットワークを介して交換することがで
きる。
【０１５７】
　コンピュータシステム１１２０にはネットワークインターフェース１１５３が含まれ、
ネットワークインターフェース１１５３を通じて、コンピュータシステム１１２０はデー
タを外部ソースから受信、および／または、データを外部ソースに送信する。図１１に示
すように、ネットワークインターフェース１１５３は、リンク１１５１を介したリモート
コンピュータシステム１１８３とのデータの交換を容易にする。ネットワークインターフ
ェース１１５３は、例えば、ネットワークインターフェースカードおよび対応するネット
ワークドライバインターフェース規約（「ＮＤＩＳ」）スタックなど、１つまたは複数の
ソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを論理的に表すことができる。リン
ク１１５１は、ネットワークの一部（例えば、イーサネット（登録商標）セグメント）を
表し、リモートコンピュータシステム１１８３は、ネットワークのコンピュータシステム
を表す。
【０１５８】
　同様に、コンピュータシステム１１２０には入出力インターフェース１１４６が含まれ
、入出力インターフェース１１４６を通じて、コンピュータシステム１１２０はデータを
外部ソースから受信、および／または、データを外部ソースに送信する。入出力インター
フェース１１４６はモデム１１５４（例えば、標準モデム、ケーブルモデム、またはデジ
タル加入者線（「ＤＳＬ」）モデム）に、リンク１１５９を介して結合され、モデム１１
５４を通じてコンピュータシステム１１２０はデータを外部ソースから受信、および／ま
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たは、データを外部ソースに送信する。図１１に示すように、入出力インターフェース１
１４６およびモデム１１５４は、リンク１１５２を介したリモートコンピュータシステム
１１９３とのデータの交換を容易にする。リンク１１５２は、ネットワークの一部を表し
、リモートコンピュータシステム１１９３は、ネットワークのコンピュータシステムを表
す。
【０１５９】
　図１１は、本発明のための適切なオペレーティング環境を表すが、本発明の原理を、必
要であれば適切な修正により、本発明の原理を実施することができる、いかなるシステム
内で使用することもできる。図１１に例示した環境は例示的でしかなく、決して、本発明
の原理を実施することができる幅広い環境のごく一部さえ表さない。
【０１６０】
　本発明によれば、名前空間の管理、プロバイダおよびリソース、ならびに、名前空間の
データベース、名前空間の識別子および文字列、ハッシュ、リソース識別子、ルーティン
グテーブルおよび名前空間のツリーを含む、関連したデータを格納することができ、コン
ピュータシステム１１２０に関連付けられたコンピュータ読取り可能な媒体のいずれから
もアクセスすることができる。例えば、このようなモジュールの一部および関連したプロ
グラムデータの一部は、システムメモリ１１２２への格納のために、オペレーティングシ
ステム１１３５、アプリケーションプログラム１１３６、プログラムモジュール１１３７
および／またはプログラムデータ１１３８内に含まれる可能性がある。
【０１６１】
　例えば、磁気ハードディスク１１３９など、大容量記憶装置が、コンピュータシステム
１１２０に結合されるとき、このようなモジュールおよび関連したプログラムデータもま
た、大容量記憶装置内に格納することができる。ネットワーク環境では、コンピュータシ
ステム１１２０に関連して示したプログラムモジュールまたはその一部を、リモートメモ
リ記憶装置に格納することができ、リモートメモリ記憶装置は、リモートコンピュータシ
ステム１１８３および／またはリモートコンピュータシステム１１９３に関連付けられた
システムメモリおよび／または大容量記憶装置などである。このようなモジュールの実行
を、前述のように分散環境内で実行することができる。
【０１６２】
　本発明を、その精神または本質的特性から逸脱することなく、他の特定の形態において
実施することができる。説明した実施形態はあらゆる点で例示的でしかなく、限定的では
ないと見なされるべきである。本発明の範囲は、したがって、前述の説明によってではな
く、付属の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の等価物の意味および範囲
内に入るすべての変更は、それらの範囲内に包含されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】名前空間のフェデレーションインフラストラクチャの実施形態を例示する図であ
る。
【図２】要求を間接的にパートナーにルーティングすることを容易にするコンピュータア
ーキテクチャの実施形態を例示する図である。
【図３】名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内の複数の名前空間の管理の
間の２項関係の実施形態を例示する図である。
【図４】名前空間のフェデレーションインフラストラクチャを他のプロトコルと統合する
ことを容易にするアーキテクチャの実施形態を例示する図である。
【図５】プロバイダからの名前空間のフェデレーションインフラストラクチャおよび名前
空間のコレクションビューの実施形態を例示する図である。
【図６】複数の名前空間内で使用可能にされたリソースを有する名前空間のフェデレーシ
ョンインフラストラクチャの実施形態を例示する図である。
【図７Ａ】名前空間の登録要求をルーティングするための方法の実施形態のフローチャー
トを例示する図である。
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【図７Ｂ】名前空間の登録要求を移行するための方法の実施形態のフローチャートを例示
する図である。
【図７Ｃ】名前空間の登録要求を処理するための方法の実施形態のフローチャートを例示
する図である。
【図８Ａ】名前空間の検索要求をルーティングするための方法の実施形態のフローチャー
トを例示する図である。
【図８Ｂ】名前空間の検索要求を移行するための方法の実施形態のフローチャートを例示
する図である。
【図８Ｃ】名前空間の検索要求を処理するための方法の実施形態のフローチャートを例示
する図である。
【図９】リソースが複数の名前空間に参加するための方法の実施形態のフローチャートを
例示する図である。
【図１０】リソースの部分集合を名前空間のフェデレーションインフラストラクチャ内で
識別するための方法の実施形態のフローチャートを例示する図である。
【図１１】本発明の原理のための適切なオペレーティング環境を例示する図である。
【図１２】複数のリソースを編成するための方法の実施形態のフローチャートを例示する
図である。
【図１３】リソースを記述するために使用することができるスキーマ分類法の実施形態を
例示する図である。

【図１】 【図２】
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