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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク内のインテリジェント装置の管理のためのシステムであって、
　該システムは、
　ネットワーク接続されたインテリジェント装置の組織的グループを定義する装置特性を
含む一式の基準を受信する、サーバに位置する受信機モジュールと、
　該ネットワーク内のインテリジェント装置の特性を収容するデータベースに少なくとも
基づいて、該組織的グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップを決定する、該
サーバに位置するグループ決定モジュールと、
　該組織的グループのメンバーシップを更新する更新信号を該サーバへ送信するための、
該組織的グループの各メンバー上のクライアントに位置する通信モジュールと
　を備え、
　該受信機モジュールは、該組織的グループの任意のメンバーから更新信号を受信するよ
うに構成されており、該グループ決定モジュールは、該更新信号の内容に基づいて、更新
されたインテリジェント装置が依然として該グループのメンバーであるかどうかを決定す
るように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記グループの前記基準の変更を示す信号を前記サーバにおいて受信するためのインタ
ーフェースをさらに備え、
　前記通信モジュールは、前記組織的グループのメンバーシップを更新する、請求項１に
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記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項３】
　前記グループ決定モジュールは、ドロップアウト信号に基づいて前記組織的グループの
所属を更新する、請求項２に記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項４】
　前記通信モジュールによって前記組織的グループの各メンバーに送信される前記信号は
、前記インテリジェント装置と関連付けられたクライアントによって受信される、請求項
１に記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項５】
　前記クライアントは、前記信号を前記インテリジェント装置によって理解される１つ以
上の指示に翻訳する、請求項４に記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項６】
　前記インテリジェント装置のうちの１つのインテリジェント装置以外のネットワーク接
続された装置からグループ情報の要求を受信して、前記通信モジュールをして該グループ
情報を該ネットワーク接続された装置へ送信させる、情報モジュールをさらに備える、請
求項１に記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項７】
　セキュリティモジュールをさらに備え、前記情報モジュールがネットワーク接続された
装置からグループ情報の要求を受信すると、該セキュリティモジュールは該要求に対する
関連付けられたアクセスレベルを決定し、該アクセスレベルに基づいて、該セキュリティ
モジュールは該ネットワーク接続された装置が該グループ情報を受信できるかどうかを決
定する、請求項６に記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項８】
　前記セキュリティモジュールは、ユーザープロファイルを使用して、ネットワーク接続
された装置が前記グループ情報を受信することができるかどうかを決定する、請求項７に
記載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項９】
　前記セキュリティモジュールは、ユーザープロファイルを使用して、ユーザーが前記グ
ループ情報の特性を変更することができるかどうかを決定する、請求項７に記載のインテ
リジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項１０】
　クライアントモジュールが前記グループメンバーのそれぞれと関連付けられており、該
クライアントモジュールは、該グループメンバーのうちの１人以上に対する操作規定を設
定するために、前記サーバによって共通にアドレス可能である、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　各クライアントモジュールは、前記グループメンバーのオペレーティングシステムに対
する前記受信した操作規定を翻訳するように動作可能である、請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　前記グループメンバーは、共通にまたは個別にアドレス可能である、請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記グループ情報は、アクセスレベルに従って編成される、請求項７に記載のインテリ
ジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項１４】
　前記グループ情報は、前記組織的グループの基準を含む、請求項７に記載のインテリジ
ェント装置の管理のためのシステム。
【請求項１５】
　前記グループ情報は、前記組織的グループのメンバーの装置特性を含む、請求項７に記
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載のインテリジェント装置の管理のためのシステム。
【請求項１６】
　ネットワーク内のインテリジェント装置の管理のための方法であって、
　該方法は、
　サーバにおいて、ネットワーク接続されたインテリジェント装置の組織的グループを定
義する装置特性を含む一式の基準を受信することと、
　該サーバにおいて、該ネットワーク内のインテリジェント装置の特性を収容するデータ
ベースに基づいて、該組織的グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップを決定
することと、
　該サーバから該組織的グループの各メンバーに信号を送信して、該グループを定義する
該一式の基準を各メンバーに提供することと、
　該サーバにおいて、該組織的グループのメンバーから更新信号を受信することと、
　該サーバにおいて、該更新信号の内容に基づいて、該インテリジェント装置を該組織的
グループのメンバーとして定義する基準を更新されたインテリジェント装置が依然として
満たしているかどうかを決定することと
　を含む、方法。
【請求項１７】
　前記サーバにおいて、前記組織的グループの前記基準に対する変更を受信することと、
　グループメンバーシップを更新することと
　をさらに含む、請求項１６に記載のインテリジェント装置の管理のための方法。
【請求項１８】
　前記組織的グループの各メンバーに送信された前記信号は、前記インテリジェント装置
に関連付けられたクライアントによって受信される、請求項１６に記載のインテリジェン
ト装置の管理のための方法。
【請求項１９】
　前記クライアントは、前記信号を前記インテリジェント装置によって理解される１つ以
上の指示に翻訳する、請求項１７に記載のインテリジェント装置の管理のための方法。
【請求項２０】
　前記サーバにおいて、前記インテリジェント装置のうちの１つのインテリジェント装置
以外のネットワーク接続された装置からグループ情報の要求を受信することと、
　前記要求されたグループ情報を前記ネットワーク接続された装置に送信することと
　をさらに含む、請求項１６に記載のインテリジェント装置の管理のための方法。
【請求項２１】
　前記サーバにおいて、前記インテリジェント装置のうちの１つのインテリジェント装置
以外のネットワーク接続された装置からグループ情報の要求を受信すること
　をさらに含み、
　各組織的グループは、該グループ情報に関連付けられた１つ以上のアクセスレベルを有
し、該ネットワーク接続された装置から受信したユーザの証明書に基づいて、該サーバは
、該ネットワーク装置が受信することができるグループ情報を決定する、請求項１６に記
載のインテリジェント装置の管理のための方法。
【請求項２２】
　前記グループ情報は、グループ基準に関する情報を含む、請求項２０に記載のインテリ
ジェント装置の管理のための方法。
【請求項２３】
　前記装置特性は、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含
むことが可能である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記組織的グループの前記基準に対する変更は、ネットワーク接続された装置によって
編成される、請求項１６に記載のインテリジェント装置の管理のための方法。
【請求項２５】
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　クライアントモジュールが、前記組織的グループのメンバーのそれぞれに関連付けられ
ており、
　該クライアントモジュールは、該組織的グループのメンバーのうちの１人以上に対する
操作規定を設定するために前記サーバによって共通にアドレス可能である、請求項１６に
記載の方法。
【請求項２６】
　各クライアントモジュールは、前記組織的グループのメンバーのオペレーティングシス
テムに対する前記サーバから受信した操作規定を翻訳するように動作可能である、請求項
２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記組織的グループのメンバーは、共通にまたは個別にアドレス可能である、請求項２
６に記載の方法。
【請求項２８】
　グループ情報は、装置特性を含み、各アクセスレベルは、装置特性の異なるサブセット
に関連付けられている、請求項２１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記装置特性は、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含
むことが可能である、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　ネットワーク内のインテリジェント装置の管理のためのコンピュータ可読格納媒体であ
って、該コンピュータ可読格納媒体は、コンピュータ可読プログラムコードを格納してお
り、
　該コンピュータ可読プログラムコードは、
　サーバにおいて、ネットワーク接続されたインテリジェント装置の組織的グループを定
義する装置特性を含む一式の基準を受信するためのコンピュータコードと、
　該サーバにおいて、該ネットワーク内のインテリジェント装置の特性を収容するデータ
ベースに基づいて、該組織的グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップを決定
するためのコンピュータコードと、
　該サーバから、該組織的グループの各メンバーに信号を送信して、各メンバーに該組織
的グループを定義する該一式の基準を提供するためのコンピュータコードと、
　メンバーシップの基準を満たさなくなったグループの任意のメンバーから、ドロップア
ウト信号を受信するためのコンピュータコードと
　を含み、
　その結果として、該インテリジェント装置は、該組織的グループ内のメンバーシップに
対する該インテリジェント装置の適格性を自動的に監視する、コンピュータ可読格納媒体
。
【請求項３１】
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記サーバにおいて、前記組織的グループの基準に対する変更を受信するためのコンピ
ュータコードと、
　該組織的グループの各メンバーにグループ基準の更新を送信するためのコンピュータコ
ードと、
　更新された基準を満たさなくなった該組織的グループの任意のメンバーから、該組織的
グループ内のメンバーシップに対するドロップアウト信号を受信するためのコンピュータ
コードと
　をさらに含む、請求項３０に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３２】
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記インテリジェント装置に関連付けられたクライアントにより、前記グループの各メ
ンバーに送信された前記信号を受信するためのコンピュータコードをさらに含む、請求項
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３０に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３３】
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記クライアントにおいて、前記インテリジェント装置によって理解される１つ以上の
指示に前記信号を翻訳するためのコンピュータコードをさらに含む、請求項３２に記載の
コンピュータ可読格納媒体。
【請求項３４】
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記サーバにおいて、前記インテリジェント装置のうちの１つのインテリジェント装置
以外のネットワーク接続された装置から組織的グループ情報の要求を受信するためのコン
ピュータコードと、
　前記ネットワーク接続された装置にグループ情報を送信するためのコンピュータコード
と
　をさらに含む、請求項３０に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３５】
　前記要求は、ユーザの証明書を含み、
　各組織的グループは、前記グループ情報に関連付けられた少なくとも１つのアクセスレ
ベルを含み、
　前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記サーバにおいて、前記ネットワーク接
続された装置が前記ユーザの証明書に関連付けられたアクセスレベルに基づいてグループ
情報を受信することができるどうかを決定するためのコンピュータコードをさらに含む、
請求項３４に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３６】
　異なるアクセスレベルが、前記組織的グループの異なるメンバーに対する装置特性に対
するアクセスを提供する、請求項３５に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３７】
　前記装置特性は、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含
むことが可能である、請求項３６に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【請求項３８】
　前記装置特性は、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含
むことが可能である、請求項３０に記載のコンピュータ可読格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークにおける装置を管理するステップ、より具体的には、装置独立
性通信インターフェースを使用して装置を管理するステップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術において、クライアント／サーバシステムは、ネットワーク内の装置の状態
について報告するために設計されているが、これらのシステムは、装置依存性であり、全
ての装置が同じオペレーティングシステム（Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）な
ど）を作動して同じ言語コードまたはオブジェクトの型を実行することを必要とするとい
う点で制限されている。これらの報告システムは、標準３層アプリケーションアーキテク
チャ（データ層、ビジネスロジック層、プレゼンテーション層）を採用する。この３層ア
ーキテクチャはシステム依存性をビジネスロジック層から分離しないため、３層アーキテ
クチャは異なる装置の種類に再利用性を提供しない。
【０００３】
　さらに、これらのシステムは報告のためのみで、遠隔管理、構成、自己回復、およびコ
ンテンツ管理のためには設計されていない。よって、従来技術のシステムは適応処理自動
化に対応しない。
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【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一実施例において、異機種ネットワークアドレス可能ソフトウェアコンポーネ
ントを使用して装置のネットワークを管理するための分散プラットフォームが開示される
。前記プラットフォームは、インテリジェント制御下で現実の世界において行われる装置
上の制御タスクを可能にする。前記プラットフォームはサーバコンポーネントおよびクラ
イアントコンポーネントを含み、その場合は前記クライアントコンポーネントおよびサー
バコンポーネントは、ソフトウェア、ハードウェア、またはその組み合わせとすることが
できるロジックを伴う。各装置は、クライアントコンポーネントと関連する。装置は、前
記コンポーネントのロジックを実行するか、または解釈することができる。装置例は、コ
ンピュータ端末、キオスク、プリンタ、ロボット機械、自動販売機、ステレオシステム、
感知装置、またはコンピュータネットワークに直接または間接的に接続されることができ
るその他の機械を含む。前記装置は、前記クライアントコンポーネントを通して前記ネッ
トワークに接続され、前記クライアントコンポーネントを使用して前記ネットワーク上で
前記サーバと直接通信する。
【０００５】
　前記プラットフォームは、前記クライアントコンポーネントが周期的、または装置独立
プロトコルを使用するイベントの発生時のいずれかにおいて前記サーバコンポーネントに
連絡するように構成される、サービス指向アーキテクチャを提供する。よって、前記サー
バは、装置の状態、構成情報、または装置についてのエラー状態に関する警告を受信する
ことができる。前記プラットフォームは、サービスの一群を提供するステップに基づく。
サービスは独立処理として存在し、明確な任意機能を有し、一意かつ明確に描かれた責任
を提供する。サービスは通信プロトコルと関連する。前記プラットフォームは、前記サー
バコンポーネントがサービス要求側（クライアントコンポーネント）からの「要求」を受
信し、前記要求を処理し、適切な「応答」を前記装置に関連する前記クライアントコンポ
ーネントに返信するように、作動する。前記クライアントコンポーネントは前記要求が処
理される方法、または前記サービスが実施される方法を知る必要はない。前記要求の形式
および生じる結果を知る必要があるのみである。このことは前記プラットフォームをモジ
ュール式および相互運用可能にする。よって、前記プラットフォームは、前記装置依存性
の分離を提供するサービス指向アーキテクチャと、複数の装置によるビジネスロジックの
再利用を可能にするビジネスロジックを組み合わせる。さらに装置は、類似特性を共有す
るが異種の基本通信プロトコルまたはオペレーティングシステムを有するグループにまと
めることができる。
【０００６】
　前記装置は、状態／エラー情報を提供するためのソフトウェア（スクリプト、機械コー
ド）またはハードウェア（感知装置）を含むことができる前記クライアントコンポーネン
トを収容することができる。一実施例において、前記プラットフォームの前記クライアン
トコンポーネントは、エラー状態を報告する前に自己回復を試みるよう構成される。自己
回復は、前記装置上のソフトウェアを再起動するか、またはそのスクリプトプログラムを
作動することによって生じることができる。また、異なるレベルの報告するステップがあ
ってもよく、例えば、エラー状態が自己回復を通した解決なしである期間にわたって発生
すると、前記装置は、ユーザーの指定アドレスにメッセージを送信する前記サーバに連絡
する。前記サーバはＥメールメッセージを技術者に送信することができる。前記エラーが
持続し、これを前記サーバに通信する場合、前記サーバは前記装置を制御する組織内の管
理者に連絡するよう構成することができる。
【０００７】
　前記サーバコンポーネントは、事業規定を入力するためのインターフェースを含む。こ
れらの事業規定は、前記サーバによって、前記クライアントコンポーネントによって、ま
たは前記サーバと前記クライアントコンポーネントの組み合わせによって、実行すること
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ができる。前記事業規定は、前記クライアントコンポーネントが前記サーバからの前記事
業規定を要求すると前記装置に関連する前記クライアントコンポーネントに送信される。
複数階級の装置により、または装置のその他の決定を通して、装置の一部類である一意の
装置と関連する事業規定があってもよい。前記事業規定は、分類に関してユーザーインタ
ーフェースを通してユーザーに提供される。前記分類は装置独立性である。各分類内には
、行うことができる１つ以上の動作がある。動作は装置依存性である。前記サーバは、ど
の動作がどの装置に対して許容可能であるかを知っており、動作を行うことができる前記
装置を表示するのみである。前記プラットフォームの一部である各装置と関連するのは、
前記装置の履歴（何が前記装置に送信されたか、および何が前記装置から受信されたか）
、適用できる規定、構成情報、およびいくつかの装置に対しては、前記サーバコンポーネ
ントから前記装置へ配布されたデジタルコンテンツを示すプロファイルである。
【０００８】
　装置と関連する前記クライアントコンポーネントは、前記サーバから情報の送信および
受信の両方を行うことができ、状態の報告および更新および構成情報の受信を可能にする
。前記サーバコンポーネントは、コンテンツ配布、構成データ配布、および前記ネットワ
ーク内の前記装置のそれぞれと関連するデータ報告の受信のための中心位置を提供する。
【０００９】
　前記サーバコンポーネントは、各モジュールが異なるコンピュータ、コンピュータシス
テム、またはネットワーク上で独立して動作することができる、複数のモジュールを含む
ことができる。前記モジュールに対するアーキテクチャは、クラスタ化された環境におけ
る展開に対応し、プレゼンテーション、ウェブサービス、ビジネスロジック、データアク
セス、およびシステムサービス層を含む全てのアプリケーション層におけるフォールトト
レランスを通して高可用性を提供する。Ｊ２ＥＥ規格に従って、Ｊ２ＥＥ準拠アプリケー
ションサーバによって提供されるフォールトトレランス、負荷バランシング、および可用
性特徴を活用する。前記データ層におけるフォールトトレランスは、並列データベースプ
ラットフォームを導入することによって対応される。
【００１０】
　前記クライアントコンポーネントと前記サーバコンポーネントとの間の通信は、通信メ
ッセージおよび通信されている前記サーバの前記モジュールによって、異なるチャネル上
または異なるネットワーク上で生じることができる。前記サーバにおけるモジュール間の
通信の分割は、拡張可能性、セキュリティ、および単一障害点がないことを提供する。通
信は、ＳＯＡＰ、およびＨＴＴＰまたはＨＴＴＰＳ上のＸＭＬなどのプロトコルを使用し
て達成される。前記クライアントにインターネット接続を通して前記サーバへと要求を行
わせることによって、前記プラットフォームはファイアウォールによる通信問題を回避す
る。直接通信およびＨＴＴＰセッションは、ファイアウォールの裏でも前記クライアント
へのＨＴＴＰの転送を可能にする前記クライアントによって確立される。よって、前記ク
ライアントコンポーネントは、ＳＯＡＰプロトコル構造内の実行および指示に関するコマ
ンドを受信することができる。ＨＴＴＰ上の単純ＸＭＬは、添付ファイル、デジタルコン
テンツ、およびレポートの送信などのより複雑な機能性のためにＳＯＡＰが使用される前
記サーバへコンポーネント状態情報を送信するために使用される。
【００１１】
　前記プラットフォームは、装置プロファイルが前記サーバコンポーネント上に作成され
る既知の装置で動作する。前記プラットフォーム内の装置の数および種類は前記サーバに
よって識別され、追加装置は前記サーバコンポーネントを通して追加できるのみである。
前記サーバコンポーネントは、前記装置プロファイルが、メタデータとして格納される前
記装置の特性を含む、前記装置プロファイルに対するモジュールを含む。本発明の一実施
例において、装置がオンラインになり許可された装置として認識されると、前記サーバは
構成パラメータを装置へプッシュ配信する。前記装置は、前記サーバから前記構成情報を
受け取り次第、前記装置を構成する関連裏慰安とコンポーネントを入手する。よって、前
記クライアントコンポーネントは手動で構成される必要がない。
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【００１２】
　前記プラットフォームの前記ユーザーインターフェースは、ユーザーが１つの装置、装
置の一群、または全ての装置に対して、エラーパラメータ、報告特性、または自己回復特
性を選択できるように、事業規定のカスタマイズを可能にする。この情報は前記装置プロ
ファイルに格納され、装置と関連する前記クライアントコンポーネントが前記サーバに接
続すると配布される。前記ユーザーインターフェースは、前記カスタマイズされた事業規
定の作成を可能にするダイアログボックスおよびプルダウンメニューの両方に関して構築
される。前記ユーザーインターフェースの使用を通して定義される報告および自己回復な
どの事業規定が前記クライアントに提供されて実行される。エラーレポートに基づいて対
象個人に連絡を送出することなどのその他の規定は、前記サーバによって実施される。前
記事業規定は、エラー処理、警告および通知、定期報告、および定期保守という５つの分
類に分けることができる。前記ユーザーインターフェースは、インターネットの接続を行
うこと、およびＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳを使用してブラウザウィンドウを表示することがで
きるあらゆるコンピュータ／装置からアクセスすることができる。よって、前記サーバコ
ンポーネント上に格納される前記事業規定を構成しているユーザーは、物理的に前記サー
バに位置する必要がない。前記サーバコンポーネントにアクセスしているユーザーに提供
される各画面／テンプレートは、前の画面から入力された情報に基づく。例えば、ユーザ
ーは、装置の位置、装置の種類、および装置の構成、前記装置と関連する周辺機器、また
は前記装置プロファイルに格納されるその他の特性に基づく組織的グループに対する事業
規定／エラー処理を構成または作成することができる。
【００１３】
　よって、売上高データおよびデジタルコンテンツまたは装置についての利用情報の追跡
を含むインテリジェント分析を行うことができるように、前記ユーザーインターフェース
を使用して事業規定およびレポートを構成することができる。エンドユーザーに提供され
る前記レポートは、エンドユーザーの事業役割に合わせることができる。マーケティング
情報はマーケティングユーザーによって制御および更新することができ、販売情報は販売
管理者によって監視することができ、エラーレポートはサービススタッフによって監視す
ることができる。
【００１４】
　本発明の一実施例に従って、サーバと通信しているインテリジェント装置のネットワー
クの管理の方法を提示する。前記方法は、各装置に対して、指示に関する前記サーバへの
クエリの発行を引き起こす前記装置と関連するクライアント処理を確立するステップを含
む。前記クライアント処理の結果として前記サーバで受信される前記クエリへの制御可能
な応答において、（１）前記装置と関連した使用のために、データおよび指示のうち少な
くとも１つを、前記装置にとってローカルの格納のためにダウンロードするステップ、お
よび（２）前記装置に関するデータをアップロードするステップのうち少なくとも１つが
引き起こされる。
【００１５】
　本発明の関連実施例に従って、前記方法は、前記ネットワーク上の選択可能な一式の装
置の操作の管理を規定する事業規定の確立を許容する前記サーバと関連したインターフェ
ースを含むことができる。前記サーバ上で作動する事業方法ダウンロード処理は、前記装
置レベルで規定を実行する前記選択可能な一式の装置のそれぞれにとってローカルの格納
のために、前記選択可能な一式の装置に関する指示のダウンロードを引き起こすことがで
きる。
【００１６】
　本発明のもう１つの実施例に従って、ネットワークへの接続時におけるネットワーク内
インテリジェント装置の自動構成のための方法を提示する。前記方法は、装置と関連する
クエリを受け入れるようサーバを構成するステップを含む。前記装置と関連するクライア
ント処理は、前記サーバへのクエリの発行を引き起こして確立される。前記装置は、前記
クエリに少なくとも基づいて前記サーバにおいて認識され、前記装置への構成データの発
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行を引き起こす。前記装置と関連するクライアント処理は、前記構成データに基づいて前
記装置を自動的に構成するために確立される。
【００１７】
　本発明のもう１つの実施例に従って、ネットワーク内のインテリジェント装置の管理の
ための方法を提示する。前記方法は、前記ネットワーク接続されたインテリジェント装置
の組織的グループを定義する装置特性を含む一式の基準をサーバで受信するステップを含
む。前記グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップは、前記ネットワーク内の
インテリジェント装置の特性を収容するデータベースに基づいて、前記サーバにおいて決
定される。前記グループの各メンバーへの信号は前記サーバから送信され、各メンバーに
前記グループを定義する前記一式の基準を提供する。装置更新信号は、例えばハードウェ
アまたは構成に対する更新を有する前記グループのメンバーから受信し、よって、前記更
新信号に基づいて、前記サーバは、前記組織的グループにおけるメンバーシップに対する
更新済み装置の適格性を自動的に監視する。
【００１８】
　本発明の関連実施例に従って、前記組織的グループの前記基準の変更は、前記サーバに
おいて受信することができる。グループ基準の更新は、各グループメンバーに送信される
。ドロップアウト信号は、グループメンバーシップの更新済み基準を満たさなくなった前
記グループのメンバーから受信される。
【００１９】
　本発明のさらなる関連実施例に従って、前記グループの各メンバーに送信される信号は
、前記インテリジェント装置と関連するクライアントによって受信することができる。前
記クライアントは、前記信号を前記インテリジェント装置によって理解される１つ以上の
指示に翻訳することができる。
【００２０】
　本発明のなおさらなる関連実施例において、前記方法は、前記インテリジェント装置の
うちの１つ以外のネットワーク接続された装置から組織的グループ情報の要求を前記サー
バにおいて受信するステップを含む。前記組織的グループに関する情報は、前記ネットワ
ーク接続された装置に送信される。各グループは関連アクセスレベルを含むことができ、
前記ネットワーク接続された装置からの受信済みアクセスレベルに基づいて、前記サーバ
は、前記ネットワーク接続された装置がグループ情報を受信できるかどうかを決定するこ
とができる。前記関連アクセスレベルは、選択的アクセスを装置特性に提供する。装置特
性は例えば、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含むこと
ができる。前記グループの前記基準の前記変更は、ネットワーク接続された装置によって
作り出すことができる。
【００２１】
　本発明のもう１つの実施例に従って、サーバと通信しているネットワーク接続された装
置を管理するためのシステムを提示する。前記システムは、各ネットワーク接続された装
置に対して、前記サーバへのクエリの発行を引き起こすクライアント処理を確立するため
のクライアント処理モジュールを含む。前記クエリに応答するサーバ処理モジュールは、
（１）前記インテリジェント装置と関連した使用のために、データおよび／または指示を
、前記装置にとってローカルの格納のためにダウンロードするステップ、および／または
（２）前記装置に関するデータをアップロードするステップを引き起こす。
【００２２】
　本発明の関連実施例に従って、前記サーバ処理モジュールと関連したインターフェース
は、前記ネットワーク上の選択可能な一式の装置の操作の管理を規定する事業規定の確立
を許容することができる。前記サーバ上の事業方法モジュールは、装置レベルで前記事業
規定を実行する選択可能な一式の装置のそれぞれにとってローカルの格納のために、選択
可能な一式の装置に関する事業指示をダウンロードすることができる。前記事業方法モジ
ュールは、前記クライアント処理モジュールと前記サーバ処理モジュールとの間で前記事
業指示を通信指示から分離することができる。
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【００２３】
　本発明のもう１つの実施例に従って、ネットワーク内のインテリジェント装置の管理の
ための方法は、サーバに位置する受信機モジュールを含む。前記受信機モジュールは、前
記ネットワーク接続されたインテリジェント装置の組織的グループを定義する装置特性を
含む一式の基準を受信する。前記サーバに位置するグループ決定モジュールは、前記ネッ
トワーク内のインテリジェント装置の特性を収容するデータベースに少なくとも基づいて
前記組織的グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップを決定する。前記グルー
プの各メンバー上の前記クライエントに位置する通信モジュールは、前記グループメンバ
ーシップを更新する前記サーバへ信号を送信する。前記受信機モジュールは、前記サーバ
が前記装置はまだ前記グループのメンバーであるかどうかを決定する更新を有する前記グ
ループのメンバーから更新信号を受信する。
【００２４】
　本発明の関連実施例に従って、前記システムは、通信モジュールが前記グループメンバ
ーシップを更新する、前記グループの前記基準の変更を示す信号を前記サーバにおいて受
信するためのインターフェースを含む。前記グループ決定モジュールは、前記更新信号に
基づいてグループの所属を更新することができる。前記通信モジュールによって、前記グ
ループの各メンバーへ送信される前記信号は、前記インテリジェント装置と関連するクラ
イアントによって受信することができる。前記クライアントは、前記信号を前記インテリ
ジェント装置によって理解される１つ以上の指示に翻訳することができる。
【００２５】
　本発明のさらなる関連実施例に従って、情報モジュールは、前記インテリジェント装置
のうちの１つ以外のネットワーク接続された装置からグループ情報の要求を受信し、前記
通信モジュールに１つ以上のグループリストを前記ネットワーク接続された装置へ送信さ
せることができる。前記情報モジュールが、ネットワーク接続された装置からグループ情
報の要求を受信すると、セキュリティモジュールが関連アクセスレベルを決定することが
できる。前記アクセスレベルに基づいて、前記セキュリティモジュールは、前記ネットワ
ーク接続された装置が情報を受信することができるかどうかを決定することができる。前
記セキュリティモジュールはユーザープロファイルを使用し、ネットワーク接続された装
置が情報を受信することができるかどうかを決定することができる。前記セキュリティモ
ジュールは、ユーザーが前記情報の特性を変更することができるかどうかを決定すること
ができる。
【００２６】
　本発明のもう１つの実施例に従って、コンピュータシステム上での使用のためのコンピ
ュータプログラム製品を、サーバと通信しているインテリジェント装置のネットワークを
管理するステップに対して提示する。前記コンピュータプログラム製品は、それの上にコ
ンピュータ可読プログラムを有するコンピュータ使用可能媒体を含む。前記コンピュータ
可読プログラムコードは、各装置に対して、指示に関する前記サーバへのクエリの発行を
引き起こす前記装置と関連するクライアント処理を確立するコンピュータコードを含む。
さらに、前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記クライアント処理の結果として
前記サーバで受信される前記クエリへの制御可能な応答において、（１）前記装置と関連
した使用のために、データおよび指示のうち少なくとも１つを、前記装置にとってローカ
ルの格納のためにダウンロードするステップ、および（２）前記装置に関するデータをア
ップロードするステップのうち少なくとも１つを引き起こすためのコンピュータコードを
含む。
【００２７】
　本発明の関連実施例に従って、前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記ネット
ワーク上の選択可能な一式の装置の操作の管理を規定する事業規定の確立を許容する前記
サーバと関連したインターフェースを含むことができる。前記サーバ上で作動する事業方
法ダウンロード処理のためのコンピュータコードは、前記装置レベルで規定を実行する前
記選択可能な一式の装置のそれぞれにとってローカルの格納のために、前記選択可能な一
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式の装置に関する事業指示のダウンロードを引き起こすことができる。
【００２８】
　本発明のもう１つの実施例に従って、コンピュータシステム上での使用のためのコンピ
ュータプログラム製品を、ネットワークへの接続時におけるネットワーク内インテリジェ
ント装置の自動構成に対して提示する。前記コンピュータプログラム製品は、それの上に
コンピュータ可読プログラムを有するコンピュータ使用可能媒体を含む。前記コンピュー
タ可読プログラムコードは、装置と関連するクエリを受け入れるようにサーバを構成する
ためのコンピュータコードと、前記サーバへのクエリの発行を引き起こす前記装置と関連
するクライアント処理を確立するためのコンピュータコードと、前記装置への構成データ
の発行を引き起こす前記クエリに少なくとも基づいて前記サーバにおいて前記装置を認識
するためのコンピュータコードと、前記構成データに基づいて前記装置を自動的に構成す
るための、前記装置と関連するクライアント処理を確立するためのコンピュータコードと
、を含む。
【００２９】
　本発明の付加的な実施例に従って、コンピュータシステム上での使用のためのコンピュ
ータプログラム製品を、ネットワーク内のインテリジェント装置の管理に対して提示する
。前記コンピュータプログラム製品は、それの上にコンピュータ可読プログラムを有する
コンピュータ使用可能媒体を含む。前記コンピュータ可読プログラムコードは、前記ネッ
トワーク接続されたインテリジェント装置の組織的グループを定義する装置特性を含む一
式の基準をサーバで受信するためのコンピュータコードを含む。前記コンピュータ可読プ
ログラムコードは、前記ネットワーク内のインテリジェント装置の特性を収容するデータ
ベースに基づいて前記グループ内のインテリジェント装置のメンバーシップを前記サーバ
において決定するためのコンピュータコードをさらに含む。また、前記コンピュータ可読
プログラムコードは、各メンバーを前記グループに所属しているとして識別して、前記サ
ーバから前記グループの各メンバーへ信号を送信するためのコンピュータコードを含む。
一実施例において、前記グループの各メンバーは、前記グループを定義する前記一式の基
準を備える。いつかの実施例において、前記コンピュータプログラム製品は、メンバーシ
ップの前記基準を満たさなくなった前記グループのメンバーからドロップアウト信号を受
信するためのコンピュータコードを含む。もう１つの実施例において、前記インテリジェ
ント装置は、前記サーバにおけるコンピュータコードは前記更新済み装置がまだ前記グル
ープのメンバーであるかどうかを決定する、前記サーバへ更新信号を送信する。前記イン
テリジェント装置は、よって、前記組織的グループにおけるメンバーシップに対する適格
性を自動的に監視することができる。
【００３０】
　本発明の関連実施例に従って、前記コンピュータプログラム製品は、１）前記組織的グ
ループの前記基準の変更を前記サーバにおいて受信するためのコンピュータコードと、２
）各グループメンバーにグループ基準の更新を送信するためのコンピュータコードと、３
）グループメンバーシップの前記更新済み基準を満たさなくなった前記グループのメンバ
ーからドロップアウト信号を受信するためのコンピュータコードと、をさらに含むことが
できる。
【００３１】
　本発明のさらなる関連実施例に従って、前記コンピュータプログラム製品は、前記グル
ープの各メンバーに送信される前記信号を、前記インテリジェント装置と関連するクライ
アントによって受信するためのコンピュータコードをさらに含むことができる。前記コン
ピュータプログラム製品は、前記クライアントにおいて、前記信号を前記インテリジェン
ト装置によって理解される１つ以上の指示に翻訳するためのコンピュータコードをさらに
含むことができる。
【００３２】
　本発明のなおさらなる関連実施例において、前記コンピュータプログラム製品は、１）
前記インテリジェント装置のうちの１つ以外のネットワーク接続された装置から組織的グ
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ループ情報の要求を前記サーバにおいて受信するためのプログラムコードと、２）前記組
織的グループに関する情報を前記ネットワーク接続された装置に送信するためのプログラ
ムコードと、をさらに含むことができる。各グループは関連アクセスレベルを含むことが
でき、前記コンピュータプログラム製品は、前記ネットワーク接続された装置がグループ
情報を受信できるかどうかを前記サーバにおいて決定するためのコンピュータコードをさ
らに備える。前記関連アクセスレベルは、選択的アクセスを装置特性に提供する。前記装
置特性は例えば、位置、ハードウェアの型、ソフトウェア構成、および装置の種類を含む
ことができる。コンピュータプログラム製品は、ネットワーク化された装置でグループの
基準の変更を送信するためのコンピュータコードをさらに含んでもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　定義。この説明および付随する請求項で使用されるとおりに、下記の用語は文脈が別段
必要としなければ、示される意味を持つものとする。「ハイパーテキスト転送プロトコル
」（「ＨＴＴＰ」）という用語は、ブラウザとサーバとの間での交換に対する一式の規定
を提供するアプリケーションレベルプロトコルを参照するものとする。それは、ハイパー
テキストおよびハイパーメディアなどの情報の転送、およびファイルの種類の認識を提供
する。ＨＴＴＰプロトコルは、ＴＣＰ／ＩＰなどの転送層プロトコルよりも高いレベルに
ある。ＨＴＴＰは、クライアントとサーバとの間の処理状態を把握しないトランザクショ
ンを提供する。「シンプル・オブジェクト・アクセス・プロトコル」（「ＳＯＡＰ」）と
いう用語は、非集中的分散環境における情報の交換に対するプロトコルを参照するものと
する。それは、１．メッセージの内容およびそれを処理する方法を説明する枠組みを定義
するエンベロープ、２．アプリケーションで定義されるデータの種類の例を表現するため
の一式の符号化規定、および３．遠隔手続呼び出しおよび応答を表すための協定という２
つの部分から成るＸＭＬ基盤のプロトコルである。ＳＯＡＰは、情報交換の機構としてワ
ールドワイドウェブのハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）およびその拡張可能
マークアップ言語（ＸＭＬ）を使用することによって、１種類のオペレーティングシステ
ム（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）２０００など）において作動しているプログラムが、同
じまたは別の種類のオペレーティングシステム（Ｌｉｎｕｘなど）と通信できるようにす
る。ＳＯＡＰは、いずれのオペレーティングシステム、言語、またはオブジェクトの型に
拘束されることなく、既存のインターネット基盤上で作動する。この仕様で使用されると
おりに、「プラットフォーム」という用語は、前記装置と関連するサーバコンポーネント
およびクライアントコンポーネントを含む前記システムを参照する。「コンポーネント」
は、ソフトウェア、ハードウェア、またはその２つの組み合わせのいずれかになり得る。
コンポーネントは多くの異なるモジュールから成ることができる。「モジュール」は、特
定タスクを行うよう設計されるオブジェクト指向言語におけるオブジェクトなどの、ロジ
ックのブロックである。「インテリジェント装置」という用語は、計算またはテキストの
印刷以外の専門タスクを行うよう特別に設計される装置を参照する。制御器およびメモリ
は前記インテリジェント装置の内部または外部にすることができる。インテリジェント装
置のネットワークは、コンピュータのネットワークとは異なる。「性質」、「特性」、お
よび「属性」という用語は、説明および付随する請求項内で同意語として使用されるもの
とする。「メタデータ」という用語は、データがどのように、いつ、どこで作成され、ア
クセスされ、修正され、および削除されるかを含む、前記装置についてのその他のデータ
についてのデータを参照するものとする。例えば、メタデータは、装置の性質、特性、お
よび属性についてのデータとすることができる。「スペース」という用語は、タスク入力
およびその結果入力が前記クライアント上に格納される、物理記憶場所を参照するものと
する。タスク入力は、前記クライアントが実行する必要のあるタスクについての情報、お
よびその特定タスクを実行する必要のあるその他の情報を収容する。結果入力は、タスク
の実行の出力を含む、特定のタスクの実行の結果についての情報を収容する。
【００３４】
　図１は、装置独立性インターフェースを使用してネットワーク接続されたインテリジェ
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ント装置を管理するためのプラットフォーム１００を示す。ネットワーク１１０は、有線
または無線のいずれかのネットワークとなり得る。図示されるインテリジェント装置は、
携帯電話１２０、カジノ端末１３０、ジュークボックス１４０、ＡＴＭ機１５０、情報表
示システム１６０、およびＰＤＡ１７０を含む。プラットフォームは、サーバコンポーネ
ント１８０およびクライアントコンポーネント（図示せず）を含む。各装置は、前記装置
と通信している関連クライアントコンポーネントを有する。前記クライアントコンポーネ
ントは、前記インテリジェント装置の一部とすることができるが、必ずしもそうではない
。前記プラットフォーム１１０は、前記装置が状態情報を提供し、サービス構成を受信し
、配布されたコンテンツを受信し、および前記クライアントコンポーネントを使用してエ
ラー情報を前記サーバコンポーネントに送信することができる、インテリジェント装置１
２０～１７０の事業管理のために設計されている。前記プラットフォームにおいて、前記
クライアントコンポーネントは前記サーバ１８０に連絡し、ネットワーク接続１１０上で
指示を要求する。実質的に全ての通信が前記クライエント側から発信する。前記サーバコ
ンポーネント１８０は、複数のクライアントコンポーネントから要求を受信するためのキ
ューを含む。
【００３５】
　図１Ａは、クラスタ化分散環境における前記プラットフォームを示すブロック図である
。前記サーバコンポーネント１８０は、この実施例において示されるとおりに、ウェブサ
ーバ２００Ａ、２００Ｂ、アプリケーションサーバ２０１、２０１Ｂ、およびデータベー
スサーバ２０２Ａ、２０２Ｂから成る。各サーバは別々のコンピュータに備えられ、前記
装置と関連する前記クライアントコンポーネントによって要求が行われると処理を配布す
る。プラットフォーム内に数百、または数千もの装置がある可能性を考えると、前記プラ
ットフォームは、前記サーバコンポーネントがクラスタ化できるように設計される。よっ
て、負荷分散装置２１０が処理能力に基づいて適切なサーバ（２００～２０２）に直接要
求できるように冗長サーバがある。図示するとおりに、各サーバ（ウェブサーバ、アプリ
ケーションサーバ、およびデータベースサーバ）間に冗長性がある。いくつかの実施例に
おいて、前記サーバコンポーネントのモジュールは細分することができ、別々のサーバ上
で独立して動作することができる。また、各装置は各自のサーバを有することが可能であ
り、前記サーバは同じまたは異なるネットワーク上で局所または遠隔に位置することが可
能である。
【００３６】
　図２は、自律サービスおよび前記クライアントコンポーネント２２０と前記サーバコン
ポーネント２３０との間の通信を示すブロック図である。前記プラットフォームは、前記
クライアントコンポーネント２２０およびサーバコンポーネント２３０を経由してサービ
スを配布するためのサービス指向アーキテクチャである。サービスは独立処理として存在
し、明確な任意機能を有し、一意かつ明確に描かれた責任を提供する。各サービスは各自
のプロトコルと関連する。サービスは、前記サービスを作り上げる１つ以上のモジュール
またはオブジェクトによって定義される。サービスに対する通信は、前記装置と関連する
前記クライアントコンポーネントによって発信される。サービスの実施詳細は、前記装置
からカプセル化される。よって、多くの異なる種類の装置の間で前記サービスを再利用す
ることができる。さらに、前記サービス自体は、別々の実体として保持され、よってサー
ビスの実施の変更は他のサービスに影響を及ぼさない。
【００３７】
　図２は、３つの個別サービスがある例を示す。第一はコンテンツ配布２４０である。装
置は前記装置のユーザーにコンテンツを表示することができ、前記クライアントコンポー
ネントは新規または更新済みいずれかのコンテンツを受信するために、前記サーバコンポ
ーネントに要求を行うことができる。例えば、前記装置は、新規音楽が前記クライアント
コンポーネント２２０によって要求されて前記サーバコンポーネント２３０が前記新規音
楽を前記装置に送信する、レコード店に位置する音楽局とすることができる。特定の実施
例において、前記サーバコンポーネントは事業規定を適用し、前記装置に配布されるコン
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テンツを決定することができる。例えば、事業規定を作成して、音楽店のクラシック音楽
部門における音楽局にクラシックのコンテンツのみを送信することができる。
【００３８】
　前記サービスは自主的であるため、前記サービスおよびこれらのサービスに対応するた
めのモジュールは、複数のコンピュータ、コンピュータシステム、またはネットワークの
間で配布することができる。コンテンツ配布に加えて、図２は、構成サービス２５０およ
び装置状態サービス２６０という２つの付加的なサービスを示す。再度、通信は、前記装
置状態を送信する、または構成更新を要求する前記クライアントコンポーネントによって
開始される。サービス間の分離のため、１つのモジュールが前記システム内で故障すると
、サービスが中断する可能性があるが、前記プラットフォーム全体は故障しない。
【００３９】
　図３および４は、前記サーバコンポーネントおよび前記クライアントコンポーネント内
で動作して、それぞれサービスを実施する内部モジュールを示す。ハートビートサービス
３０１ａ、ｂ、遠隔コマンドサービス３０２ａ、ｂ、コンテンツサービス３０３ａ、ｂ、
報告サービス３０４ａ、ｂ、およびランデブーサービス３０５ａ、ｂという、１つ以上の
関連モジュールを使用することができる５つの分散サービスがある。前記プラットフォー
ムは、前記サービスに対する前記モジュールを３種類に分ける。第一は、前記サーバと前
記クライアントとの間で配布される分散モジュールである。分散モジュールは、前記クラ
イアントと前記サーバとの間の通信、およびサービスの配布を可能にする。第二のモジュ
ールの種類は、サーバ側モジュールである。前記サーバコンポーネントモジュールは、も
っぱら前記サーバ上で動作する。第三のモジュールの種類は、クライアントコンポーネン
トのみである。前記クライアントコンポーネントモジュールは、もっぱら前記クライアン
トコンポーネント内に存在し、前記装置と連動する。
【００４０】
　図３および４について、前記分散サービスおよびモジュールは今は検討されない。「ａ
」で示される要素はクライアント側モジュール／サービスを参照し、「ｂ」で示される要
素はサーバ側モジュール／サービスを示す。図３および４に対する指定なしでここで参照
される要素は、前記サーバおよび対応するクライアントモジュール／サービスの両方を参
照する。ハートビートサービス２０１は、基盤および前記クライアントから前記サーバへ
装置状態および装置調子情報を送信する方法および手段を提供する完全内蔵型ウェブサー
ビスである。このウェブサービスは、通信およびデータ交換のためにＨＴＴＰまたはＲＥ
ＳＴ上で単純ＸＭＬを使用する。
【００４１】
　前記遠隔コマンドサービス３０２は、前記クライアントから前記サーバへ遠隔コマンド
を送信するシステム能力を有効にするウェブサービスである。これにより、ユーザーは前
記サーバユーザーインターフェースを使用して、前記遠隔クライアント上でＯＳレベル操
作を局所的に実行することができる。これは通信のためにＳＯＡＰを使用する。
【００４２】
　前記コンテンツサービス３０３は、通信のためにＳＯＡＰを使用するウェブサービスで
ある。これおは、スケジューリングおよびサーバからクライアントへの起動情報などのコ
ンテンツ配布パラメータを含む、コンテンツ配布を可能にする。
【００４３】
　前記報告サービス３０４は、前記プラットフォームの報告能力を有効にする。これによ
り、クライアントは、報告および分析のために、事業データおよびサービスログを含む報
告データを前記サーバに送信することができる。これは、前記報告データを作成する、お
よびＳＯＡＰを使用してそれを転送する標準的手段を提供する。
【００４４】
　前記ランデブーサービス３０５は、クライアントと前記サーバとの間のメタデータおよ
びライセンス情報を含む構成データを管理および配布するために前記プラットフォームに
よって必要とされる能力を提供する。この基盤は、前記プラットフォーム上のデータ、お
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よび装置特性、エラー処理、および事業規定を含む装置構成の同期化の標準的方法を提供
する。このサービスはまた、前記サーバ上で前記ランデブーモジュール３０５と相互作用
し、あらゆる構造または事業規定を検出して前記規定を変更するためのインターフェース
を提供する。前記ランデブーサービスはまた、装置特性およびメタデータおよび前記サー
バおよび前記クライアント上の装置配置情報を管理する前記装置配置モジュール３０６ｂ
と相互作用する。前記エラー処理モジュール３０７ｂは前記ランデブーサービス３０５ａ
と連動し、ユーザーが前記サーバ上のエラー処理企業規定を構成して前記規定を前記クラ
イアントに送信できるようにする。これらの規定は、サービスプロビジョニングおよび自
己改善措置を含む。このモジュールのワークフローは、段階的拡大および通知にも対応す
る。このモジュールは、これらの規定を構成するためのモジュールを提供する。前記ラン
デブーモジュール３０５ａは前記ランデブーサービスを使用してこれらの規定を配布し、
前記Ｃａｔａｐｕｌｔ事業規定モジュールは前記クライアント上で前記規定を実行する（
図４参照）。
【００４５】
　前記サーバコンポーネント３０８ａの前記警告および通知モジュールは、前記システム
上の警告を監視するための企業規定の構成を可能にし、通知を注意に対して適切な送り先
に送信する。このモジュールは、これらの規定を構成するためのモジュールを提供する。
前記ランデブーサービスは、前記クライアントコンポーネントにおける前記企業規定モジ
ュール３０９ｂがこれらの事業規定を実行する場所である前記装置にこれらの規定を配布
する。
【００４６】
　前記サーバのスケジューリングモジュール３１０ａは、保守活動、サービスレポート、
事業レポート、およびコンテンツ配布および有効化をスケジュールするための共通基盤を
提供する。前記企業規定モジュール３０９ａは、エラー処理、警告および通知、および定
期動作を含む全装置監視事業規定を実行することに対して責任がある。この事業規定エン
ジンは、前記サーバおよび前記クライアントがそれらを実行することに対して責任がある
という全ての事業規定を実行する。前記遠隔コマンドモジュール３１１ａは、前記クライ
アントコンポーネントが前記装置上で局所的に行うことができるシステムレベルまたはＯ
Ｓレベル操作を行う。このモジュールは前記クライアント上でこの特徴を有効にするため
に必要とされる基盤を提供し、ユーザーが前記サーバからそれと相互作用できるようにす
る。
【００４７】
　前記コンテンツ配布モジュール３１２ａは、コンテンツアップロード、スケジューリン
グ、および有効化を含む、前記システム上のコンテンツ配布の全側面を処理する。このモ
ジュールにより、ユーザーは前記サーバ上のコンテンツ配布パラメータを構成することが
できる。それはまた、コンテンツ導入および有効化を含む、前記クライアント上の全ての
コンテンツ配布操作を実行する。それは、コンテンツの配布のためのコンテンツサービス
を利用する。
【００４８】
　前記報告および分析モジュール３１３ａは、データ操作および前記サーバ上の報告のス
ケジューリングを含む、前記システム上のレポートの全側面を処理する。このモジュール
により、ユーザーは前記サーバ上の報告パラメータを構成することができる。それはまた
、報告データ生成を含む、前記クライアント上の全ての報告操作を実行する。それは、報
告データの転送のための報告サービスを利用する。ライセンスモジュール３１４は、位置
管理、前記サーバのライセンス供与との通信、位置反復の監視および禁止を含む、前記サ
ーバ上での全てのライセンス供与の側面を管理する。このモジュールはまた、前記クライ
アント上でライセンス情報を生成し、前記ランデブーサービスを使用してそれを前記サー
バに送信する。これらのモジュールのそれぞれはサーバおよびクライアント側の間で情報
を通信するため、前述したモジュールのそれぞれにはクライアント側およびサーバ側両方
の実施がある。
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【００４９】
　サーバ専用モジュールをここで検討し、図３で表される。ユーザーアカウントモジュー
ル３１５ａは、ユーザーの役割および許可を含む、前記システム上のユーザーアカウント
を管理する。前記システム上の許可は粒度が細かく、前記システム上の機能性および装置
への低レベルアクセスに基づいてユーザーが前記システム上に役割を作成できるようにす
る。前記装置プロファイルにより、ユーザーはメタデータに基づいて前記システム上の装
置を編成し、装置をより良く説明して企業の事業プロセスに従ってそれらを効果的に管理
することができる。これは前記装置プロファイルモジュール３１６ａによって処理される
。このモジュールにより、ユーザーはメタデータに基づいて前記システム上でサービス、
コンテンツ、および装置の事業プロファイルを作成することができる。これらのサービス
が知的かつ効果的にそのサービスを提供できるように、プロファイルは後に他のサービス
によって使用することができる。
【００５０】
　装置検索エンジン３１７ａは、前記システムの能力の検索および選別を可能にする。こ
のエンジンにより、ユーザーはメタデータおよびエラー状態に基づいて装置に対する前記
システムを検索することができる。それはまた、一般的な検索能力も提供して、ユーザー
が前記ユーザーインターフェースをより有効かつ機能的にするための項目の区分および一
覧内で検索ができるようにする。
【００５１】
　前記サーバはまた、通知枠組み３１８ａも含む。通知枠組み３１８ａは、前記サーバ上
でのカスタム通知動作を作成するステップ、およびそれらを前記サーバ上の警告および通
知およびエラー処理のワークフローおよび事業プロセスへ組み入れるステップを可能にす
る。これは外部企業システムとの一体化を容易にし、顧客関係管理（ＣＲＭ）システム、
ヘルプデスク、およびサポートシステムおよびレガシーシステムを含むエンタープライズ
・アプリケーション・インテグレーション（ＥＡＩ）に対する基盤を提供する。
【００５２】
　マイＣａｔａｐｕｌｔモジュール３１９ａは、前記システム上でのユーザーの最も頻度
の高い動作および挙動ならびにユーザーの優先に基づいて前記システムの個人ダッシュボ
ード表示を提供する。マイＣａｔａｐｕｌｔは、報告および分析、警告および問題のある
装置、ユーザーアカウント、コンテンツ配布ならびにクイックリンクおよびお気に入りか
らの構成要素を含む。
【００５３】
　クライアント専用モジュールは図４に示され、コンポーネント枠組みを含む。前記コン
ポーネント枠組み３２０ｂは、アプリケーションプログラムおよびハードウェアコンポー
ネントなどのクライアントコンポーネントを追加およびカスタマイズするための基盤を提
供する。このモジュールは、これらのコンポーネントの遠隔管理能力を有効にし、前記ラ
ンデブーサービスを使用してこれらのコンポーネントを構成するための標準インターフェ
ースを提供する。ジョブ枠組み３１２ｂは、特定事業プロセスを実施し、それを前記クラ
イアントコンポーネントに組み入れるためのインターフェースを提供する。スペース枠組
み３２２ｂは、タスクに対するメモリおよび前記クライアント上のジョブ実行を管理する
。それは、ビジネスロジックおよびプロセスをカプセル化する入力を格納する。前記スペ
ース枠組みは、アドホック基準または定期的に要求されるとおりに、スペース内の入力へ
の同期アクセスを提供し、結果オブジェクトとして結果を前記スペース内に同時に戻す際
に前記入力を処理する。
【００５４】
　図５および６は、前記クライアントおよびサーバに対する７層アプリケーションアーキ
テクチャを示す論理的配線図である。サービス特有モジュールが前記データおよびシステ
ムアクセスモジュールから分離されるため、前記７層アーキテクチャは再利用性を許容す
る。よって、前記ビジネスロジックは装置独立性であり、異なる種類の装置に対して再利
用することができる。
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【００５５】
　図５は前記サーバに適用できる層を示し、図６は前記クライアントに適用できる層を示
す。前記７層とは、企業システム５００、システム装置アクセス５０１、データアクセス
５０２、ビジネスロジック５０３、ウェブサービス５０５、プレゼンテーション５０６、
タスク処理層（前記クライアントに位置する）である。前記プラットフォームをこれらの
層に分離することによって、前記層は装置／オペレーティングシステム独立性のままとな
ることができる。また、この分離は実施複雑性を軽減し、前記製品の安定性を増大させる
。
【００５６】
　前記プレゼンテーション層５０６は特定アプリケーションに対する（ユーザーインター
フェース）サービスを提供すること、およびユーザー相互作用を管理することに対して責
任がある。前記層分離によって、ユーザーインターフェースの外観の素早い改変は、他の
アプリケーションに対する影響なく、新たなユーザー要求およびビジネスニーズを満たす
ことができる。前記プレゼンテーション層５０６は、同じ事業プロセスフローサービス、
中心サービス、およびデータアクセスサービスを使用することによって、ウェブアプリケ
ーションに対するＨＴＭＬページまたは無線アプリケーションに対するＷＭＬページを作
り出すことができる。
【００５７】
　前記ウェブサービス層５０５は、前記アプリケーション内のウェブサービスの容易な一
体化を可能にする。この層は全てのサービス終点インターフェースを含み、クライアント
サービス要求を処理する。それはデータバインディングおよび前記サーバと前記クライア
ントとの間の中心アプリケーション機能性にアクセスするための共通機能性を提供する。
この層は、前記アプリケーションビジネスロジックが通信から独立するように、ＸＭＬメ
ッセージデータを分離する。
【００５８】
　前記メッセージ層は、翻訳、セキュリティ、およびクライアントおよびサーバからの基
本通信プロトコルを抽象化することによって分散システム内のより緩い結合を可能にする
メッセージ指向ミドルウェア（ＭＯＭ）を提供する。この層はまた、企業メッセージバス
として前記ウェブサービス層５０５によって使用され、ＳＯＡＰ（シンプル・オブジェク
ト・アクセス・プロトコル）およびＸＭＬ基盤メッセージを使用して前記クライアントと
前記サーバとの間の非同期通信を可能にする。この層はＪａｖａ（登録商標）メッセージ
ングシステムＪＭＳおよび企業メッセージ駆動型ビーンを活用する。
【００５９】
　前記ビジネスロジック／ワークフロー層５０３は、事業プロセスサービスを提供するこ
とに対して責任がある。これらのコンポーネントは規定の事業規定に基づいて複数の中心
機能的サービスを調整する。事業プロセスフローロジックを前記中心サービスから分離す
ると、これらのサービスの再利用性が有効になる。
【００６０】
　図３の枠組み／システムおよびデータアクセスコンポーネントと同じ前記データアクセ
ス層５０２は、データがどこにまたはどのように格納されるかにかかわらず、前記アプリ
ケーションコンポーネントに対する共通データアクセスサービスを提供する。この層分離
は、アプリケーションデータが多くの異なるデータプラットフォームに格納できるように
前記データ下部を分離する。よって、前記アプリケーションに対する変更は、前記データ
アクセス層に影響するのみである。これは、基本データ構造ならびに接続詳細を分離し、
データ持続性を管理する。
【００６１】
　図３のシステムサービスと同じ前記システムサービス層５０１は、アプリケーションに
標準サービスを提供する。これらのサービスはコンポーネントの名付けおよびオブジェク
ト検索を含む。セキュリティおよびディレクトリサービスもまた、システムサービスと考
慮される。例えば、セキュリティおよびディレクトリサービスは、アプリケーションを通
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して活用することができる。セッション管理などいくつかのサービスは、前記プレゼンテ
ーション層のみに含むことができる。
【００６２】
　企業システム層５００は、データ格納、ジャバメッセージングシステム（ＪＭＳ）およ
びメールなどのサービスを提供することに対して責任がある。前記データ層５０２は、物
理データ格納を提供することに対して責任がある。前記データは複数の関係方データベー
スおよび／またはレガシーシステムに格納することができる。前記プラットフォームは、
Ｏｒａｃｌｅ、ＭＳ　ＳＱＬ、ＤＢ２、ＭｙＳＱＬおよびＰｏｓｔｇｒｅを含む複数のデ
ータベース構成に対応する。複数のデータベース対応は、ＪＤＢＣおよびＨｉｂｅｒｎａ
ｔｅの使用を通して利用可能となる。
【００６３】
　前記ウェブサービスアクセス層５０５は、ウェブサービスにアクセスするための共通イ
ンターフェースを提供する。前記インターフェースはクライアントの前記サービスとの相
互作用の開始点である。この層はまた、クライアント要求の送信、およびサーバ応答の受
信ならびにサーバの位置付けなどの他の責任も処理する。この層はまた、前記要求を前記
ビジネスロジックに委譲する前に、前記ウェブサービスアクセス層内の同等なオブジェク
ト表現にＸＭＬ文書をマッピングするステップを処理する。
【００６４】
　前記タスク処理層５０４は、タスクにカプセル化される全てのビジネスロジックおよび
前記スペースに格納される結果オブジェクトを保持する。それは、スペース入力の管理、
およびマスターオブジェクトがタスクの要求を生成し、結果が書き込まれて結果オブジェ
クトから回収できる要求された事業プロセスを実行するための基盤を提供する。
【００６５】
　図７は、前記プラットフォーム７００の物理的な表示のブロック図を示す。前記物理的
表示は、前記ハードウェア上に前記ソフトウェアをマッピングするステップを説明し、前
記システムの前記サーバ側の分散側面を示す。図７は、アプリケーションが前記物理的サ
ーバに対して配置される方法、およびそれらの互いとの主な相互作用を図式的に表す。よ
って、前記ウェブサービス７０５、アプリケーションサービス７０１、データベース７０
２、メールサーバ７０３および企業システム７０４は、物理的または論理的いずれかで分
離される。
【００６６】
　前記システム内の冗長性は、冗長ハードウェアを追加し、クラスタ化環境を構成するこ
とによって、処理される。前記環境は、セッション反復およびトランザクション管理を含
む。フォールトトレランスは、クラスタ化環境を実施することによって処理される。アプ
リケーションサーバ７０１は、前記サーバのうちの１つが故障した場合に備えて前記フォ
ールトトレランスおよび二重安定装置の低レベル実施を処理する。
【００６７】
　前記プラットフォームは、前記サーバ側のクラスタ構成内に多くのハードウェアを追加
することによって拡大することができる。前記アプリケーションサーバ７０１は、前記ク
ラスタ化環境において異なるノード間で負荷を分配することの詳細を処理する。
【００６８】
　前記プラットフォームの一部である前記装置のそれぞれは、まず前記サーバコンポーネ
ント７００に進入し、前記装置および前記付随するクライアントコンポーネントに対する
プロファイルを作成する。前記クライアントコンポーネントは前記装置に、または前記装
置と連動して設置され、初期化の際に前記サーバコンポーネントに連絡する。前記サーバ
コンポーネントは前記装置を識別し、これが最初の接続であることを認識する。前記サー
バコンポーネントは前記装置に対する構成情報を自動的に回収し、前記構成情報を前記ク
ライアントコンポーネントに送信する。前記構成情報を受信した後、前記クライアントコ
ンポーネントは前記装置に対する前記構成パラメータを設定し、そして前記装置がアクテ
ィブとなり前記プラットフォーム内で使用する準備ができる。
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【００６９】
　図７Ａは、前記ネットワークレベルにおける前記プラットフォームのセキュリティ図を
示すモデルである。すでに述べたとおりに、前記サービスおよびモジュールは複数のサー
バにわたって配置することができる。非武装地帯はファイアウォールを構成することによ
って作成される。前記公的ＤＭＺ（非武装地帯）７１５により、ユーザーはインターネッ
ト７１６を通して前記プラットフォームに連絡することができる。前記私的ＤＭＺ７１６
内のサーバは、インターネット基盤のユーザーによって直接連絡を受けることができず、
前記公的ＤＭＺ７１５内のサーバを通して間接的に連絡を受けることしかできない。矢印
で示されるとおりに、前記サーバコンポーネント内へのトラフィックは、左から右へ通過
できるのみである。前記公的ＤＭＺサーバ７１５は要求／データを前記私的ＤＭＺ７１６
へ渡すことしかできず、前記私的ＤＭＺ７１６は要求／データを前記内部ネットワーク７
１７へ渡すことしかできない。通信は前記内部ネットワーク７１７から前記私的ＤＭＺ７
１６に、または前記公的ＤＭＺ７１５に、または前記インターネット７１５にも直接行う
ことができる。サーバ間の通信は、ＨＴＴＰ通信ポートであるポート８０を通す。前記サ
ーバコンポーネント７００の前記モジュールは、前記ＤＭＺ内の私的ネットワークに位置
するべき前記アプリケーションサーバ７０１上に備わっている。前記ＳＭＴＰサーバ７０
３およびデータベースサーバ７０２などのその他の企業システムは、役割ベースのセキュ
リティ、ユーザー認証、および極秘データの暗号化を使用して無許可アクセスから保護さ
れるよう前記ＤＭＺ域内の前記私的ネットワーク７１６に位置するべきである。前記サー
バコンポーネントを往復するインターネット上のデータトラフィックの暗号化は、セキュ
ア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）プロトコルを使用して行われる。特定の実施例におい
て、前記ウェブサーバ７０５と前記ＳＭＴＰサーバ７０３との間のトラフィックは、メー
ル操作を行うための所定のポートを通してのみ可能となる。特定の実施例において、前記
ウェブサーバ７０５と前記データベースサーバ７０２との間のトラフィックは、データベ
ーストランザクションを行うための異なる所定のポートを通してのみ可能となる。前記デ
ータベースサーバ７０２は、前記装置プロファイルおよび前記ユーザープロファイルなど
のデータを収容する。前記ネットワークおよびファイアウォールセキュリティ基盤に加え
て、前記アプリケーションおよびデータベースレベルが中間階層によって保護される。前
記中間階層は、役割ベースセキュリティ、ユーザー認証、および暗号化を使用する。
【００７０】
　図８～２３は、前記サーバコンポーネントと関連する前記ユーザーインターフェースの
スクリーンショットである。図で示されるとおりに、矢印は選択済みタスクを指し示す。
ユーザーは、マイＣａｔａｐｕｌｔ、装置、装置プロファイル、規定、ユーザー、ソフト
ウェア更新、コンテンツパッケージ、およびレポートから選ぶことができる。前記アプリ
ケーションレベルプロトコルはＳＯＡＰを使用するＨＴＴＰなので、前記インターフェー
スはどこからでもインターネット接続を使用してアクセスすることができる。よって、前
記ユーザーインターフェース（「ＵＩ」）は前記サーバ自体において、またはウェブブラ
ウザを使用して遠隔位置にてアクセスすることができる。図８は、ユーザーが前記サーバ
にログインしてその身元を認証した後にブラウザ内部に現れるユーザー状態ウィンドウ（
マイＣａｔａｐｕｌｔ）８００を示す。前記ユーザー状態ウィンドウは、しなければなら
ないことの一覧８０３、受信箱内のメッセージ８０２、および行われたあらゆる分析８０
１を示す。前記分析区分８０１で示されるとおりに、既定の店に対して全ての接続された
装置が機能していた時間の割合を表示するレポートが示される。
【００７１】
　特定の実施例において、ユーザーは、図３からの前記装置プロファイルモジュール３１
６ａにアクセスすることによって、装置構成プロファイルを作製することができる。前記
装置構成プロファイルは装置属性を示し、ユーザーが共通の装置種類に対する装置属性を
再入力する必要がないように、再利用することができる。例えば、ユーザーは「キオスク
」に対するプロファイルを定義することができる。前記プロファイルは、例えばプロセッ
サの種類、通信プロトコル、印刷能力、およびネットワーク接続などの属性といった、前
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記装置を説明するために使用できるあらゆるメタデータを含むことができる。よって、キ
オスクプロファイルに対する前記共通属性が定義されると、その往路ファイルはそれぞれ
の以降のキオスク装置に対して再利用することができる。図８Ａで示されるとおりに、ユ
ーザーは、矢印で指し示されるとおりにタブ指標付き装置プロファイル８００を選択する
。そしてユーザーは前記装置プロファイルに対する特性を設定する。例えば、ユーザーは
特定の店８１０または特定の都市８２０に位置する全装置に対する装置プロファイルを定
義することができる。前記サーバは、前記プロファイルと関連する前記装置を自動的に維
持する。前記プラットフォームの前記サーバ側は、既存のプロファイル定義の変更を、前
記プロファイルと関連する前記装置に自動的に広める。同様に、ユーザーがプロファイル
の割り当てを切り替えたり、またはプロファイルの属性を修正すると、前記サーバは前記
サーバの能力によって、装置の関連性を更新または削除する。
【００７２】
　ユーザーはまた、１つ以上の共通属性を共有する装置のグループ化を作成することもで
きる。属性は制限なく、位置、連絡先情報、ソフトウェア／ハードウェア構成、ライセン
ス供与状態、装置エラー、外部参照情報、および／またはバージョニング情報を含むこと
ができる。図８Ｂで示されるとおりに、ユーザーは前記装置タブ８２０を選択して「組織
的グループ」を作製する。前記組織的グループは、前記組織的グループにそれらを設置す
るためにユーザーが装置を明確に選択することを必要としない。ユーザーは前記グループ
に対する装置属性を選択することができる。例えば、ユーザーは特定の装置の種類８２５
または特定の装置の状態（アクティブ、非アクティブ、全て）８００を選択することがで
きる。そして前記サーバは前記基準を満たす全ての装置を検索し、これらの装置のリスト
を作成して前記リストを前記サーバと関連するメモリに格納する。そして前記サーバは前
記グループの各メンバーに前記グループ基準のリストを配布する。例えば、前記装置にグ
ループ属性がなくなるようにハードウェアアップグレードを通して前記装置属性が変更さ
れた場合、前記装置は前記サーバに連絡する。一実施例において、前記サーバは、前記グ
ループ基準にアクセスし、前記インテリジェント装置の前記更新済み基準を前記グループ
基準と比較することによって、前記インテリジェント装置がまだ前記グループの一部であ
るべきかどうかを確認する。その他の実施例において、前記装置は信号を前記サーバに送
信し、前記装置がもう前記葬式的グループのメンバーではないことを示す。そして前記サ
ーバは前記インテリジェント装置を前記組織的グループリストから外して、前記グループ
に対する更新を伴って前記インテリジェント装置に連絡することはなくなる。それぞれ異
なる装置属性を有する複数の組織的グループがあってもよいことを理解すべきである。ま
た、組織的グループは、インターネットを通してユーザーによって前記ウェブインターフ
ェースを通してアクセスすることができる。よって、複数のユーザーが組織的グループを
使用することができ、前記組織的グループ内の装置についての情報を得ることができる。
異なる権限レベルを持つ異なるユーザーが同じ組織的グループにアクセスすることができ
るが、前記グループに対する認定された情報にしかアクセスできない。
【００７３】
　前記組織的グループの作成者などの認定ユーザーは、前記サーバにアクセスして組織的
グループに対する前記属性を変更することができる。前記サーバは、前記組織的グループ
リストを更新し、前記属性変更に基づいて前記グループに対する前記装置の状態に関して
現在のグループメンバーのそれぞれおよび新規グループを更新する。前記グループメンバ
ーを更新する過程は、ユーザーによる介入なしで自動的に発生する。結果として、組織的
グループは多数の装置の管理のための機構を提供する。属性を基盤としたグループ化およ
び再グループ化はユーザーの介入なしに行われる。
【００７４】
　また、複数のユーザーが、組織的グループ内の装置についての情報を得るために組織的
グループに遠隔的にアクセスして使用することができる。レポートは組織的グループに関
して定義され、ユーザーは前記サーバへのウェブインターフェースを通してログインする
ことができ、前記ウェブサービス層、および報告が望ましい場合は前記報告サービス、ま
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たは例えば前記事業規定の更新が望ましい場合は前記ランデブーサービスにアクセスする
。
【００７５】
　各装置に対して、または前記プラットフォーム内の装置のグループに対して、一式の事
業規定を開発することができる。ユーザーは単一装置に対する、または組織的グループに
対する事業規定を定義することができる。図８Ｃは、事業規定８４０、装置プロファイル
８５０、および組織的グループ８６０の関係を示す。ユーザーは事業規定８４０を使用し
て装置プロファイル８５０を定義することができる。また、組織的グループ８６０は、図
の中の矢印で指し示されるとおりに、装置プロファイル８５０および事業規定８４０を使
用することができる。
【００７６】
　図８の規定ボタンを選択した後、ユーザーは前記サーバへのＨＴＴＰ伝達を引き起こし
、新規画面が前記規定に対して表示されて前記事業規定モジュール３０９Ａにアクセスす
る。図９は前記事業規定ページのスクリーンショットを示す。そしてユーザーは様々な規
定分類９００から選択して新規規定を作成することができるか、またはユーザーは既存の
規定から選択することができ、エラー処理モジュール３０７ａにアクセスする。図１０で
示される画面は、ユーザーが新規エラー処理規定を設定することを選択するとユーザーに
提示される。そしてユーザーは前記プロファイル内の前記装置のうちいずれからも選択す
ることができる。図示されるとおりに、ユーザーは選択することができる１，０００の装
置のリストを提供される。ユーザーは「条件を使用して装置を検索する」ボタン１００１
を選択することによって装置を選別することができるか、またはユーザーは「装置の種類
を選択する」ボタン１００２を選択することによって、ユーザーが前記規定に対して実施
を望む装置の特定種類を識別することができる。さらに、ユーザーは装置プロファイル１
００３に基づいて装置を選択することができ、装置プロファイルモジュール３１６ａにア
クセスする。図１１は、チェックマーク１１００によって指し示されるとおりに、前記エ
ラー処理メッセージを作成するために８つの装置がこの例において選択されていることを
示す。図１２は、それに対して共通規定を作成することができる、選択された前記装置の
全てのコンポーネント１２００の全てを示す。図１２において、ユーザーはプリンタ１２
０１に対する規定を作成することを選択している。ユーザーは次ボタン１２０２を選択し
、図１３で示されるとおりにコンポーネント状態／エラー種類画面１３００を提示される
。前記画面は、プリンタ１３０１と具体的に関連する選択可能なエラー／問題１３０１を
表示する。前記画面はまた、特定のエラー種類について前記プリンタに対する状態１３０
２の選択も可能にする。図１３において、「クレジットカード読取機障害閾値」１３０３
というエラーは、状態選択１２０４を含み、ユーザーはドロップダウンツールからの複数
の割合より選択することができる。図示するとおりに、複数のエラー／状態を組み合わせ
て複合エラー要件を形成することができる。その他の装置に対するその他の多くのエラー
状態があってもよいが、プリンタと関連するエラーのみが選択に対して提供される。よっ
て、前記システムはその状況に応じた情報を提供する。状況対応性は、前記選択されたサ
ーバ、前記選択された組織的グループ／装置、ユーザー権限、位置、および前記装置につ
いてのメタデータを含む多数の変数に基づくことができる。前記エラー／状態に基づき、
前記プラットフォームは、前記クライアントコンポーネントによって、前記エラー／状態
の状況が発生するとまたは前記サーバによって行われるステップの選択を可能にする。図
１４で示されるとおりに、選択される前記事業規定１４００は、スクリプトを作動し、前
記スクリプトが失敗した場合は規定の時間の後に警告を送信するものである。ユーザーは
、行われる措置１４０１、以降の措置がとられるべきかどうか１４０２、および前記措置
に対する条件文を選択することができる。とられる前記措置は、前記クライアントコンポ
ーネント上または前記サーバコンポーネント上で発生することができる。例えば、前記ス
クリプトが前記クライアントコンポーネント内で解釈され、前記警告が前記サーバコンポ
ーネントから発信する。図１５は、エラー処理事業規定が作成される時に提示される最終
画面である。図９～２３の前記スクリーンショットは説明目的で提供され、多くの異なる
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組み合わせの事業規定およびレポートを、図１～８および図２４～２５で開示される前記
システムアーキテクチャを使用して、前記ネットワーク内の前記インテリジェント装置に
基づいて作成できることを認識するべきである。
【００７７】
　図１６は、前記装置アイコン１６００が前記ウェブブラウザウィンドウの最上部にある
バーから選択されると生じるスクリーンショットである。前記装置アイコン１６００は矢
印でハイライトされている。ＺｅｎＰｈｏｔｏ１６０２と名付けられた装置に対する装置
情報を示す画面の左側にある装置の表示１６０１は、前記画面の右手側に表示されている
。ユーザーは前記装置の表示において装置間を移動することができ、異なる装置スナップ
ショットが新規画面上に提示される。同様に提供されるのは、動作、履歴、規定、および
プロファイルを含む一連の選択バー１６０３である。ユーザーは、結果として新規画面の
表示となる前記バーの選択によって、この情報間を移動することができる。前記選択バー
はまた、前記選択済み事業規定、装置、位置、メタデータ、または装置特性などの変数に
基づく状況依存性でもある。前記装置スナップショットは、前記装置および同様に前記付
随するクライアントコンポーネントについての情報を提供する。図示されるとおりに、前
記ＺｅｎＰｈｏｔｏ装置は、ＣＰＵ、ディスクドライブ、スキャナ、ビルアクセプタ、プ
リンタ、およびメディア読取機を含む。前記装置は、写真キオスクまたは音楽局として使
用することができる。ユーザーが前記装置についてのさらなる情報を知りたい場合は、異
なる選択バーを選択することができる。
【００７８】
　図１７は、前記履歴選択バーが図１６に示すとおりに選択された時の履歴表示を示す。
装置の動作は前記クライアントコンポーネントによって記録および保存され、結果として
生じる情報は、提示のために前記サーバコンポーネントへ渡される。前記サーバは、前記
クライアントコンポーネントが通信を開始する結果として前記情報を受信する。図示され
るとおりに、前記装置は、前記クライアントコンポーネントに装置再起動１７０１を引き
起こさせた紙幣読取機エラー１７００、および前記クライアントコンポーネントに前記ア
プリケーション１７０３を再起動させたオフラインプリンタ状態１７０２を含む多数のエ
ラー状態（前記エラー状態が、エラー状態事業規定を作成することによって前記装置に対
して以前定義された）に遭遇している。
【００７９】
　図１８は、前記コンテンツ配布モジュール３１２ａおよび前記コンテンツ配布サービス
３０３ａにアクセスする前記デジタルコンテンツアイコン１８００の選択を示すスクリー
ンショットである。前記画面は、前記デジタルコンテンツのタイトル１８０１、転送が認
定されているかどうか、前記デジタルコンテンツの状態１８０２、前記デジタルコンテン
ツを分類するための部類１８０３、ならびに前記対象装置１８０４、および前記転送に対
する日付および時間１８０５を示す。ユーザーはデジタルコンテンツのリストを選別する
ことができ、また対応するボタンを選択することによって前記配布スケジュールを編集、
削除、有効、無効、または変更することができる。すでに示したように、ボタンがユーザ
ーによって選択されると、前記ボタンを図式的に選択することによって入力装置を使用し
て、指示が前記コンピュータ端末からＸＭＬ／ＳＯＡＰメッセージとして、前記サーバコ
ンポーネントのモジュールからの表示に対して適切な画面を要求するＨＴＴＰを通して伝
達される。
【００８０】
　図１９は、「配布スケジュールを変更する」バーの選択後に提示されるスクリーンショ
ットである。前記装置のうち全ての前記プロファイルから、前記サーバコンポーネントは
、デジタルコンテンツを受信することができる前記装置を選別し、それらの装置が提示さ
れ、ユーザーによって選択可能である。図１９では、ＺｅｎＣｈｅｃｋ装置が選択されて
いる。
【００８１】
　図２０は、ユーザーが「ボストン地域バレンタインの宣伝」２０００である前記デジタ
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ルコンテンツの配布に対する時間および日付を選択できるようにするスクリーンショット
である。ユーザーは利用可能な様々なパラメータを設定し、前記サーバに情報を伝達し、
かつ前記プラットフォームの一部である特定の装置への所望のデジタル媒体の伝達をスケ
ジュールする次ボタンを選択することができる。図２１は、前記デジタルコンテンツのダ
ウンロードが前記ＺｅｎＰｈｏｔｏ装置に対してスケジュールされていることを確認する
スクリーンショットである。前記サーバモニタの前記モジュールおよびサービス、前記イ
ンテリジェント装置と関連する前記クライアントアプリケーションの前記コンテンツ配布
モジュールによって発信される定期または周期的更新を受信する前記コンテンツ配布状態
。ユーザーは状態に対する事業規定を作成することによって、前記状態更新を生成するこ
とができる。
【００８２】
　情報を前記装置と関連する前記クライアントコンポーネントに提供することに加えて（
デジタルコンテンツ、事業規定、構成情報）、前記サーバコンポーネントは、前記装置に
ついて前記クライアントコンポーネントから受信した情報に基づいてレポートを作成する
こともできる（状態情報）。図２２で示されるとおりに、ユーザーはレポートアイコン２
００を選択している。そしてユーザーは閲覧のために所定のレポートを選択するか、また
はレポートを作成することができる。ユーザーがレポート２２０１の作成を決定すると、
各画面が以前の選択に基づいている一連の画面が提供される。よって、ユーザーに提示さ
れる前記画面は、ユーザーによって選択および提供される前記情報のうち全てに左右され
る。図２３は、「プロファイルによるログ活動」と題された所定のレポートが選択された
時のスクリーンショットを示す。レポートを作成する際に、ユーザーは前記報告モジュー
ル３１３ａを使用する。前記報告モジュール３１３ａにより、ユーザーは報告パラメータ
を構成することができる。前記報告モジュールはまた、報告データ生成を含む、前記クラ
イアント上の全ての報告操作を実行する。前記企業規定モジュール３０９ａと共に前記報
告モジュール３１３ａを使用して、所定のイベントまたは特定の装置の種類に基づいて生
成されるレポートを作成することができる。
【００８３】
　図２４および２５は図３および４のより詳細な図をそれぞれ提供し、より具体的には、
図２４は前記サービス相互作用層２４００、前記プレゼンテーション層２４０１、および
前記サービス処理層２４０４を含む様々な層、および前記層内の前記モジュールを示す。
これらのモジュールは、図３で示されるとおりに、前記サービスおよび対応するアプリケ
ーションモジュールに対応する。
【００８４】
　前記プレゼンテーション層２４０１は最初に対応される。前記モデルモジュール２４０
１は、事業分野およびその分野へのアクセスおよび修正を提示する。前記モデル２４１０
は、表示に対する能力を提供して状態についてのモデルのクエリを行い、それが変更する
と表示に積極的に通知することができる。前記モデルは、事業プロセスを有効にすること
、または前記モデルの状態を変更することに対して責任がある。前記表示モジュール２４
１１は、モデルのコンテンツを表示する。前記表示モジュール２４１１は、前記モデルモ
ジュール２４１０からデータにアクセスし、そのデータがどのように表示されるべきかを
特定する。前記表示モジュール２４１１は、前記モデルモジュール２４１０が変更すると
その表示における一貫性を維持することに対して責任がある。前記表示モジュール２４１
１は、ユーザー動作／要求を前記制御器モジュール２４１２に転送する。前記制御器モジ
ュール２４１２はアプリケーション挙動を定義する。前記制御器モジュールはユーザー動
作／要求を解釈し、それらを前記モデルモジュール２４１０によって行われる作用にマッ
ピングする。ウェブアプリケーションにおいて、前記動作／要求は、ＧＥＴまたはＰＯＳ
Ｔ　ＨＴＴＰ要求として表示される。前記モデルモジュールのコマンドの結果に基づき、
前記制御器モジュール２４１２は、前記ユーザー要求に対する応答の一部としてレンダリ
ングされる表示を選択する。
【００８５】
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　前記サーバはサーブレットおよびＪＳＰ（Ｊａｖａ（登録商標）サーバページ）の両方
の使用を組み合わせるため、前記サーバコンポーネントは動的コンテンツのために働くこ
とができる。それは、前記プレゼンテーション層およびサーブレットをレンダリングして
プロセス強化タスクを行うためにＪＳＰを使用して、両方の技術の優勢な強みを活用する
。ここで、前記サーブレットは前記制御器として働き、要求処理および前記プレゼンテー
ション層によって使用されるあらゆるビーンズまたはオブジェクトの作成、ならびにユー
ザーの動作により、どの動的ページに要求を送信するか決定することを担当する。前記ペ
ージは、前記サーブレットによって以前作成された可能性のあるあらゆるオブジェクトを
回収すること、および静的テンプレート内の挿入のためにそのサーブレットから前記動的
コンテンツを抽出することに対して責任がある。この方法は結果として、コンテンツから
の提示の分離となる。前記プラットフォームの設計は、前記プレゼンテーション層２４０
１がビジネスロジックを直接含んだりまたは呼び出したりしないことを保証するが、前記
プレゼンテーション層からのビジネスロジック層の分離を実施する。より明確な言葉では
、前記プレゼンテーション層から前記事業層内の事業オブジェクトへの呼び出しは禁止さ
れる。
【００８６】
　前記制御器サーブレット／モジュールに加えて、前記プレゼンテーション層は、動作基
盤階級、エラー処理支援、構造と相互作用するための構造ビーンズ、およびＪＳＰ表示を
含む。ＪＳＰタグを活用して、前記アプリケーションインターフェースコンポーネントの
うちのいくつかにアクセスする。ＪＳＰタグは、バックエンドおよびフロントエンドコー
ド間の明瞭な分離を提供し、前記フロントエンドは前記ユーザーインターフェースおよび
プレゼンテーション層であり、その他全ての層は前記バックエンドと考慮される、前記バ
ックエンドおよびフロントエンドコード間の途切れのない統合を提供する。この仕様で使
用されるとおりに、「層」および「階層」という用語は同意語として使用される。
【００８７】
　前記制御器サーブレット／モジュールは、要求を処理するための連絡の初期点として使
用される。前記制御器サーブレットは、認証および承認などのセキュリティサービスを呼
び出すステップ、事業処理を委譲するステップ、適切な表示の選択を管理するステップ、
エラーを処理するステップ、およびコンテンツ作成方策の選択を管理するステップを含む
、前記要求の処理を管理する。前記制御器サーブレットは、ウェブ要求処理を制御および
管理する集中型入り口点を提供する。決定点および制御を集中させることによって、前記
制御器サーブレットは、Ｊａｖａ（登録商標）コードの量を削減することにも役立つ。前
記制御器サーブレット内の制御を集中させて前記表示モジュール内のビジネスロジックを
削減することで、要求にわたってコードの再利用を促進する。前記制御器サーブレットは
、前記アプリケーションによって必要とされる前記ウェブコンポーネントが必要な時に初
期化されることを保証する。
【００８８】
　前記サービス相互作用層２４００には、前記サービスが前記クライアントコンポーネン
トに提示するインターフェースを提供することを含む、いくつかの主な責任がある。前記
クライアントコンポーネントはそれを通して前記サービスにアクセスするため、前記イン
ターフェースは前記クライアントの前記サービスとの相互作用の開始点である。前記相互
作用層２４００はまた、クライアント要求を受信すること、要求を適切なビジネスロジッ
ク２４２１に委譲すること、および応答２４２０を作成し送信することなど、その他の責
任も扱う。前記相互作用層２４００はまた、前記サービスが前記要求をビジネスロジック
に委譲して応答を策定する方法に対するロジックも含む。前記サービス相互作用層２４２
０がクライアントから要求を受信すると、前記相互作用層２４２０は、要求を前記ビジネ
スロジックに委譲する前にあらゆる必要な前処理を行う。前記ビジネスロジック処理が完
了すると、前記相互作用層は前記応答を前記クライアントに返送する。
【００８９】
　前記サービス処理層２４０２は、クライアント要求を処理するために使用される全ての
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ビジネスロジックを保持する。それはまた、データベースなどのその他のシステムサービ
スとの統合および相互作用、および前記データアクセス層２４５１および前記メッセージ
ング層２４５２を使用したメッセージングに対しても責任がある。
【００９０】
　前述のとおりに、前記サーバコンポーネントは動作階級を含む。前記動作階級は、ユー
ザーによって作成されるイベントを処理することに対して責任がある。典型的な動作階級
は下記のようなロジックを実施する。
・ユーザーのセッションの現在の状態を検証すること
・コンポーネントの呼び出しなど、この要求に必要とされる処理を行う
・ユーザーインターフェースの新規ページを作成するために使用される前記サーバ側オブ
ジェクトを更新すること
・新規に更新されたビーンズに基づいて、前記応答を生成するために使用されるＪＳＰペ
ージを識別する適切な作用転送オブジェクトを返送すること。
【００９１】
　ウェブビーンは、遠隔サービスまたはモジュールに対するローカルプロキシとして働く
。それは、ＥＪＢ（企業Ｊａｖａ（登録商標）　Ｂｅａｎ）アーキテクチャの検索および
アクセス詳細など、事業サービスの基本実施詳細を隠す。ウェブビーンを使用すると、前
記事業プロセス層と前記中心サービス層との間の結合を軽減する。前記ウェブビーンは、
前記事業サービスＡＰＩの実施における可能性のある不安定性からクライアントコンポー
ネントを保護することができる。このことは、前記事業サービスＡＰＩまたはその基本実
施が変更すると前記事業プロセスコードに対して行わなければならない変更の数を削減す
る。前記クライアントコンポーネントは、名付けおよび検索サービスに対して透過的にな
る。前記ウェブビーンはまた、ＥＪＢ例外、ＪＭＳ例外などの前記事業サービスからの例
外も処理する。前記ウェブビーンは、そのようなサービスレベル例外を妨害し、その代わ
りにアプリケーションレベル例外を生成することができる。前記ウェブビーンは、結果を
キャッシュに格納する機会を提供する。それは前記ネットワーク上の不必要かつ潜在的に
費用のかかる往復を制限するため、結果は有意に性能を向上させることができる。
【００９２】
　前記プラットフォームのウェブサービス階層は、クライアントコンポーネントと前記サ
ーバコンポーネントとの間の通信およびデータ交換の基盤を提供する。この階層は全ての
前記ウェブサービス終点インターフェースを含む。ウェブサービスは、文書型ウェブサー
ビスとして設計および実施することができる。アダプタオブジェクトは、前記アプリケー
ションの前記サービス相互作用層２４００と前記ビジネスロジック層２４５０との間のプ
ロキシとして使用される。前記サービス終点インターフェースに対して行われた要求は翻
訳されて処理のために前記ビジネスロジック層２４５０に渡される。アダプタオブジェク
ト２４６０もまた、メッセージオブジェクトをドメインオブジェクトに変換し、前記サー
ビス要求を前記ビジネスロジック２４５０に委譲して特定の事業プロセスを行う。アダプ
タオブジェクト２４６０は、前記サービス相互作用層２４００および前記ビジネスロジッ
ク層２４５０の分断を可能にする。それらはまた、前記サービス相互作用層２４００から
アプリケーション機能性にアクセスするための透過的方法を提供する。それは、前記アプ
リケーションの再利用性および拡張可能性を増大させる。
【００９３】
　メッセージオブジェクト２４６２を使用して、前記クライアントと前記サーバとの間で
交換されるＸＭＬメッセージデータをカプセル化する。前記事業オブジェクト２４６１は
メッセージオブジェクト内にカプセル化されるのみであるＸＭＬメッセージデータにアク
セスする。メッセージオブジェクト２４６２は、前記事業オブジェクトおよび前記ＸＭＬ
メッセージデータの分断を可能にする。それらはまた、前記ＸＭＬメッセージデータにア
クセスするための透過的方法を提供する。それは、前記アプリケーションの再利用性およ
び拡張可能性を増大させる。
【００９４】
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　前記メッセージング層２４４０は、前記クライアントと前記サーバとの間の非同期通信
を可能にする。これは、アプリケーション応答時間を向上させ、前記アプリケーションの
拡張可能性を増大させる。ＡＵ　ＳＯＡＰおよびＸＭＬメッセージは企業メッセージバス
方策を使用し、（Ｊａｖａ（登録商標）メッセージングシステム）ＪＭＳを使用して前記
アプリケーションにメッセージを配信する。メッセージ駆動型ビーン（ＭＤＢ）はＪＭＳ
メッセージ消費部である。クライアントコンポーネントはＭＤＢに直接アクセスすること
はできない。アプリケーションは、ＪＭＳメッセージを前記ＭＤＢが聞いている目的地に
送信することによって、前記ＭＤＢと連動する。このことは、次々と来るメッセージの同
時処理を可能にする。メッセージ駆動型ビーンはトランザクションを認識する。アプリケ
ーションサーバは、ＭＤＭも同様にクラスタ化するための支援を提供する。メッセージ駆
動型ビーンズ（ＭＤＢ）を使用して、前記クライアントから前記サーバへ送信されるメッ
セージを処理する。ＭＤＢは前記事業プロセスを前記事業ロジック階層内の前記事業オブ
ジェクトに委譲する。
【００９５】
　前記ビジネスロジック層２４５０は、事業委譲パターンおよび取扱部パターンを活用す
る。事業委譲パターンは、前記ビジネスロジック階層および前記システムサービス階層の
分断を提供し、前記サービスにプロキシインターフェースを提供する。取扱部パターンは
クエリ実行、結果、および結果処理を管理する。このことは、結果として前記アプリケー
ションコードのより高度なモジュール方式および再利用性となる。それはまた、前記アプ
リケーションの拡張可能性も増大させる。
【００９６】
　前記事業階層は、ＪＭＳメッセージ処理のためのメッセージ駆動型ビーンズ、および図
５で示されるとおりに動作をスケジュールするためにタイマーとともに使用される処理状
態を把握しないセッションビーンズなど、前記アーキテクチャに対して制限された数のＥ
ＪＢを採用する。ＥＪＢメッセージ駆動型ビーンズまたは処理状態を把握しないセッショ
ンビーンズを使用して実施される全ての事業サービスは、各事業サービスの詳細な実施を
前記サービスと相互作用するその他のコンポーネントから隠す外見オブジェクト２４６６
（図２４に示す）を有する。
【００９７】
　図５に示されるとおりの前記Ｊ２ＥＥタイマーサービスは、特定の間隔で動作をスケジ
ュールして特定の事業プロセスを開始するために使用される。これらの種類の動作に対し
て、アプリケーションは通常、ある種のタイマーサービスを採用する。データベースをス
キャンするステップ、および無効記録を除去するステップ、または一定時間を基盤とした
事業規定を実行するステップなどのバッチ操作を開始するアプリケーションは、タイマー
サービスを使用することができる。Ｊ２ＥＥ１．４は、前記アプリケーションが周期的イ
ベントを自動的に開始されることを必要とし、実時間イベントを処理していない時に使用
されるロバストタイミングサービスを含む。企業ビーンズは、具体的にこのサービスに対
する処理状態を把握しないセッションビーンズを使用して、前記アプリケーションの前記
アーキテクチャに導入される。
【００９８】
　データアクセスオブジェクト設計パターンを使用して、システム資源にアクセスする。
データアクセスオブジェクトパターンは、透過的アクセスを具体化し、データソースおよ
びシステム資源に提供する。ＤＡＯ設計パターンは前記アプリケーションの移植性を増大
させる。前記データアクセスオブジェクト（ＤＡＯ）２６３を使用して、前記データソー
スへの全アクセスを抽象化およびカプセル化する。前記ＤＡＯ２４６３は、前記データソ
ースとの関係を管理し、データを取得して格納する。
【００９９】
　前記ＤＡＯ２４６３は、前記データソースと連動するために必要とされるアクセス機構
を実施する。前記データソースは、ＲＤＢＭＳのような持続性貯蔵、Ｂ２Ｂ交換のような
外部サービス、ＬＤＡＰデータベースのような貯蔵庫、またはＣＯＲＢＡ　ＨＯＰまたは
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低レベルソケットを介してアクセスされる事業サービスにすることができる。前記ＤＡＯ
オブジェクト２４６３に依存する前記事業コンポーネントは、そのクライアントに対する
前記ＤＡＯ２４６３によって公開されるより簡便なインターフェースを使用する。前記Ｄ
ＡＰ２４６４は、前記データソース実施詳細をそのクライアントから完全に隠す。前記Ｄ
ＡＯによってクライアントに対して公開される前記インターフェースは、前記基本データ
ソース実施が変更する場合に変更しないため、このアプリケーションアーキテクチャは、
前記ＤＡＯ２４６３がそのクライアントまたは事業コンポーネントに影響を及ぼすことな
く異なる格納組織に適合できるようにする。本質的に、前記ＤＡＯは前記コンポーネント
と前記データソースとの間のアダプタとして働く。
【０１００】
　前記システムサービスアクセス層をこれから説明する。前記プラットフォームは向上階
級を活用し、データアクセスサービス２４６４、メッセージングサービス２４６５、およ
びロギングサービスを含むアプリケーションサービスを作成する。前記工場オブジェクト
は、それらの実施と無関係に、これらのサービスを作成およびアクセスする標準的方法を
提供する。それは、異なる実施の交換ができるように、これらのサービスとそれらを使用
する前記オブジェクトとの間の重要な分離を可能にする。（データベースメッセージング
など）。
【０１０１】
　前記プラットフォームはＪａｖａ（登録商標）ネーミングサービス、ＲＤＢＭ、ファイ
ルシステム、およびメールサーバを活用する。Ｊａｖａ（登録商標）ネーミングおよびデ
ィレクトリインターフェースは、システムサービスおよび資源にアクセスするための標準
的方法を提供する。それはまた、前記アプリケーションの管理容易性および移植性を増大
させる。
【０１０２】
　前記プラットフォームはまた、アプリケーションロギングに対する共通インターフェー
スも活用する。このインターフェースは、前記アプリケーション内で使用される特定のロ
ギングパッケージの周りのラッパーである。前記アプリケーション内の全コンポーネント
はこのラッパーを使用して、デバッギングおよびエラー情報の記録を取る。このことは、
コード修正なしでランタイムでのアプリケーションロギングを可能にする。それはまた、
アプリケーションロギングに対する標準機構も有効にする。
【０１０３】
　前記プラットフォームで使用される前記データベースには、アプリケーションロジック
へのアクセスがない。また、前記プラットフォームは、セキュリティの危険を回避するた
めに同じデータベースを使用するその他のオブジェクトと表スペースを共有しない。
【０１０４】
　前記プラットフォームは、前記サーバと前記クライアントとの間の基本通信プロトコル
としてＨＴＴＰに対応する。前記クライアントと前記サーバとの間のデータ交換は、ＸＭ
Ｌまたは／およびＳＯＡＰ通信を通して処理される。ＸＭＬを使用して、ハートビートお
よびコンポーネントの状態など頻繁に生成されるデータを送信するための軽量プロトコル
を提供する。ＳＯＡＰは、ＨＴＴＰＳ（ＳＳＬ）に加えて全ての標準ＳＯＡＰセキュリテ
ィ特徴に対応しながら大量のデータおよびファイルを転送するために使用される。図２４
内に示されるその他のオブジェクトは、当業者または通常の技術にはよく知られており、
本開示内では詳述しないものとする。
【０１０５】
　前記クライアントアプリケーション設計は図２５で示される。クライアントコンポーネ
ントは、マスター－作業部パターンのアーキテクチャに従い、そこでは前記作業者が実行
しなければならないタスクを管理するメモリスペース内で前記マスターおよび作業者が動
作する。前記マスター－作業部パターンは前記スペースの使用を精密に提示し、前記スペ
ースの入力内にカプセル化される前記ビジネスロジックおよびプロセスを定義する。タス
クおよび結果入力（２５００、２５０１）という、前記クライアントコンポーネント上で
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使用される２種類の入力がある。前記マスター２５０２は、アドホック基準または定期的
に要求されるとおりに、タスク入力を非同期的に前記スペース２５０３へ投入する。前記
責任作業部２５０４は、結果オブジェクト（２５０１）として前記スペース内に同時に戻
す際に前記タスク２５００を処理する。前記マスター２５０２は、結果を回収してそれら
を処理する。この構造パターンを使用する利点がたくさんある。前記相互作用プロセスは
、前記スペースを前記アーキテクチャが直線的に拡大縮小できるようにする通信媒体とし
て使用することによって、分断される。既存のサービスに影響を及ぼすことなく、新規機
能をサービスに追加することもできる。アクセスは同時にデータおよびシステム機能性に
行うことができる。前記スペースは、同時に動作する複数のプロセスの同時データアクセ
ス操作を透過的に満たす。前記スペースは、プロセスが明らかに削除するまでオブジェク
トがアクセス可能なままであることを保証する格納機構を持つ。
【０１０６】
　前記マスターモジュール２５０２は、タスクを前記スペースに投入すること、およびタ
スク２５００の実行の結果を回収することに対して責任がある。前記作業部モジュール２
５０４は、前記スペースに投入されたタスクを実行することに対して責任がある。各作業
部は、特定のタスクを実行する責任がある。前記タスクおよび結果オブジェクト２５００
、２５０１は、特定のビジネスロジックまたは前記クライアントによって行われる必要の
ある機能性を実施する。各タスクオブジェクト２５００には、その特定タスク実行の結果
を処理する方法を知っている対応する結果オブジェクト２５０１がある。
【０１０７】
　前記サービスアクセス層２５１０は、前記クライアントと前記サーバとの間の通信を容
易にし、明確かつ任意の事業プロセスを行う多数のウェブサービスクライアントを内蔵す
る。ＡＰＩは、タスクおよび結果に対してすぐに利用可能に作成することができる。図２
４内に示されるその他の層およびオブジェクトは、当業者または通常の技術にはよく知ら
れており、本開示内では詳述しないものとする。
【０１０８】
　前記クライアント側（図２５で示されるとおり、ＸＭＬデータアクセスオブジェクト）
および前記サーバ側（図２４で示されるとおり、システムサービスアクセス層）の中心サ
ービス層は、複数のアプリケーションによって共有することができる共通中心（機能的お
よび実用性）サービスを提供することに対して責任がある。各中心サービスオブジェクト
は、明確な任意の事業プロセス、事業機能、または実用性機能を行う。この層分離は、柔
軟性および再利用性を提供する。
【０１０９】
　前記共通システムサービスは、それらを使用する前記モジュールに影響を及ぼすことな
くそれらを拡張または修正できるような方法で提供される。共通システムサービスは、構
成サービス（ランタイム構成パラメータを回収するためのサービス）、スケジューリング
サービス、ロギングサービス、ＪＮＤＩ、ＪＭＳ、メール、およびデータベース接続性な
どのシステムサービス、およびＸＭＬサービス（ＸＭＬ文書を作成、回収、更新、および
削除するためのインターフェース）を含む。
【０１１０】
　前記プラットフォームの通知枠組みは、サーバ基盤の一式のモジュールである。この枠
組みは、前記サーバ上でのカスタム通知動作を作成するステップを可能にして、それらを
前記サーバ上の警告および通知およびエラー処理のワークフローおよび事業プロセスへ組
み入れる多数のＡＰＩを提供する。また、この枠組みは前記外部企業システムとの一体化
を容易にし、顧客関係管理（ＣＲＭ）システム、ヘルプデスク、およびサポートシステム
およびレガシーシステムを含むエンタープライズ・アプリケーション・インテグレーショ
ン（ＥＡＩ）に対する基盤を提供する。
【０１１１】
　前記プラットフォームのコンポーネント枠組みは、クライアント側の一式のモジュール
である。この枠組みは、アプリケーションプログラムおよびハードウェアコンポーネント
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などのクライアントモジュールを追加およびカスタマイズするための基盤を提供する。こ
の一式のモジュールは、これらのコンポーネントの遠隔管理能力を有効にし、前記ランデ
ブーサービスを使用してこれらのコンポーネントを構成するための標準インターフェース
を提供する。
【０１１２】
　前記ジョブ枠組みは、クライアントの一式のモジュールである。この枠組みは、クライ
アントコンポーネント機能性のさらなるカスタマイズおよび拡張を可能にする。それは、
特定事業プロセスを実施し、それをクライアントコンポーネントに組み入れるための簡便
かつ柔軟性があるが強力なインターフェースを提供する。
【０１１３】
　前記ウェブサービスＡＰＩは、前記プラットフォームの前記サービス指向アーキテクチ
ャの性質に基づく分散コンポーネント基盤である。この枠組みは、前記サーバコンポーネ
ントと通信して任意かつ明確な事業プロセスを行うためにクライアントコンポーネント上
ですぐに利用可能な多数のＡＰＩを含む。それはまた、他のプラットフォーム上の他のク
ライアントを構築してこれらのサービスと通信できるように、これらの事業サービスの前
記終点インターフェースも含む。これらのサービスはＸＭＬおよびＨＴＴＰを、それぞれ
データ交換および通信プロトコルとして活用する文書型ウェブサービスとして設計される
ため、このことが可能になる。
【０１１４】
　本発明の様々な模範的な実施例を開示したが、本発明の真の要旨を逸脱しない範囲で様
々な変更および修正を行うことが可能であることはこの技術に精通したものなら言うまで
もない。これらの、およびその他の明らかな修正は添付の請求項によって補われることを
目的としている。ここで説明される実施例はＪａｖａ（登録商標）およびＪａｖａ（登録
商標）基盤コンポーネントの使用に参照されるが、本発明概念から逸脱することなく同様
の機能性を提供するその他の予備言語を使用することができることを認識すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
　本発明の前述の特徴は、付随する図面を参照して取られた、下記の詳細な説明の参照に
よってより容易に理解される。
【図１】図１は、装置独立性インターフェースを使用してネットワーク接続された装置を
管理するためのプラットフォームを示す。
【図１Ａ】図１Ａは、クラスタ化分散環境における前記プラットフォームを示すブロック
図である。
【図２】図２は、自律サービスおよび前記クライアントコンポーネントと前記サーバコン
ポーネントとの間の通信を示すブロック図である。
【図３】図３は、前記サーバコンポーネントの一部である前記サービスおよびモジュール
を示すブロック図である。
【図３Ａ】図３は、前記サーバコンポーネントの一部である前記サービスおよびモジュー
ルを示すブロック図である。
【図３Ｂ】図３は、前記サーバコンポーネントの一部である前記サービスおよびモジュー
ルを示すブロック図である。
【図３Ｃ】図３は、前記サーバコンポーネントの一部である前記サービスおよびモジュー
ルを示すブロック図である。
【図４】図４は、前記クライアントコンポーネントの一部である前記サービスおよびモジ
ュールを示すブロック図である。
【図４Ａ】図４は、前記クライアントコンポーネントの一部である前記サービスおよびモ
ジュールを示すブロック図である。
【図４Ｂ】図４は、前記クライアントコンポーネントの一部である前記サービスおよびモ
ジュールを示すブロック図である。
【図５】図５および６は、前記クライアントおよびサーバに対する７層アプリケーション
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アーキテクチャを示す論理的配線図である。図５は、前記サーバに適用できる層を示す。
【図６】図５および６は、前記クライアントおよびサーバに対する７層アプリケーション
アーキテクチャを示す論理的配線図である。図６は、前記クライアントに適用できる層を
示す。
【図７】図７は、前記プラットフォームの物理的な図のブロック図を示す。前記物理的図
は、前記ハードウェア上に前記ソフトウェアをマッピングするステップを説明し、前記シ
ステムの分散側面を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、前記ネットワークレベルにおける前記プラットフォームのセキュリ
ティ図を示すモデルである。
【図８】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイルの
閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショッ
トを示す。図８は、タスクバーを含むマスター画面のスクリーンショットを示す。
【図８Ａ】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図８Ａは、インテリジェント装置プロファイルの作成のためのスクリーンシ
ョットを示す。
【図８Ｂ】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図８Ｂは、インテリジェント装置の組織的グループの作成のためのスクリー
ンショットを示す。
【図８Ｃ】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図８Ｃは、事業規定、装置プロファイル、および組織的グループの関係を示
す図である。
【図９】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイルの
閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショッ
トを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショッ
トである。
【図１０】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１１】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１２】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１３】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１４】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１５】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
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ットを示す。図９～１５は、エラー処理に対する事業規定の作成のためのスクリーンショ
ットである。
【図１６】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１６は、装置プロファイル図を示す。
【図１７】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１７は、装置履歴閲覧を示す。
【図１８】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１８～２１は、コンテンツ配布に対する事業規定の作成のためのスクリー
ンショットである。
【図１９】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１８～２１は、コンテンツ配布に対する事業規定の作成のためのスクリー
ンショットである。
【図２０】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１８～２１は、コンテンツ配布に対する事業規定の作成のためのスクリー
ンショットである。
【図２１】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図１８～２１は、コンテンツ配布に対する事業規定の作成のためのスクリー
ンショットである。
【図２２】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図２２～２３は、レポートの作成のためのスクリーンショットを示す。
【図２３】図８～２３は、事業／エラー規定の作成、組織的グループ、装置プロファイル
の閲覧、およびレポートの作成のための前記ユーザーインターフェースのスクリーンショ
ットを示す。図２２～２３は、レポートの作成のためのスクリーンショットを示す。
【図２４】図２４は、前記サーバの高レベル層設計である。
【図２４Ａ】図２４は、前記サーバの高レベル層設計である。
【図２４Ｂ】図２４は、前記サーバの高レベル層設計である。
【図２５】図２５は、前記クライアントの高レベル層設計である。
【図２５Ａ】図２５は、前記クライアントの高レベル層設計である。
【図２５Ｂ】図２５は、前記クライアントの高レベル層設計である。
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