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(57)【要約】
　高負荷のメディアコンテンツの配布を検出かつ適合さ
せることが可能である、ネットワーク接続されたコンピ
ューティングシステム。ネットワーク接続されたコンピ
ューティングシステムは、１つ以上の送信デバイスと、
１つ以上の受信デバイスと、全てのネットワーク接続さ
れたコンピューティングデバイスの間のデータ通信を促
進することが可能なデータ通信ネットワークと、を含む
。データ転送リクエストを生成する、送信または受信デ
バイスに応答して、メディアコンテンツが転送されるデ
ータ通信ネットワークの一部に対して、メディアコンテ
ンツが高負荷であるかどうかに関して、自動決定が行わ
れる。自動決定は、送信デバイス、受信デバイス、また
は別のローカルネットワークリソース（ゲートウェイ等
）によって行われてもよい。決定デバイスは、次いで、
メディアコンテンツの特徴および使用可能なネットワー
クリソースに基づいて、メディアコンテンツの転送を適
合させてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高負荷のメディアコンテンツの配布を検出および適合させるためのネットワーク接続さ
れたコンピューティングシステム（１００）であって、
　第１のコンピューティングデバイス（１２０）と、
　第２のコンピューティングデバイス（１０４ａ～１０４ｃ、１０８ａ～１０８ｃ）と、
　前記ネットワーク接続されたコンピューティングシステム（１０２）内の全コンピュー
ティングデバイス（１０４ａ～１０４ｃ、１０６、１０８ａ～１０８ｂ、１１０、１１２
、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４、１２６）の間のデータ通信を促進
するデータ通信ネットワーク（１０２）と、を備え、
　前記第１のコンピューティングデバイス（１２０）は、転送されるメディアコンテンツ
を示す、データ転送リクエストを生成し、前記データ転送リクエストに応答して、前記メ
ディアコンテンツが転送される前記データ通信ネットワークの少なくとも一部に対して、
前記メディアコンテンツが高負荷であるかどうかに関して、自動決定を行う、ネットワー
ク接続されたコンピューティングシステム。
【請求項２】
　前記第１のコンピューティングデバイス（１２０）と前記第２のコンピューティングデ
バイス（１０４ａ～１０４ｃ）との間の中継器として機能する第３のコンピューティング
デバイス（１０４ａ～１０４ｃ）をさらに備え、高負荷のメディアコンテンツが、終端受
信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）に転送される前に前記第３のコンピューティングデバ
イス（１４０ａ～１０４ｃ）に転送される、請求項１に記載のネットワーク接続されたコ
ンピューティングシステム。
【請求項３】
　前記第１のコンピューティングデバイス（１２０）は、少なくとも前記第２のコンピュ
ーティングデバイス（１０４ａ～１０４ｃ）から前記第１のコンピューティングデバイス
（１２０）への前記高負荷のメディアコンテンツのダウンロードを適合させる、請求項１
に記載のネットワーク接続されたコンピューティングシステム。
【請求項４】
　前記第１のコンピューティングデバイス（１２０）は、前記第１のコンピューティング
デバイス（１２０）から少なくとも前記第２のコンピューティングデバイス（１０８ａ～
１０８ｃ）への前記高負荷のメディアコンテンツのアップロードを適合させる、請求項１
に記載のネットワーク接続されたコンピューティングシステム。
【請求項５】
　前記メディアコンテンツが高負荷かどうかの前記自動決定は、使用可能なネットワーク
リソースの分析と、前記メディアコンテンツに関連する特徴の分析と、をさらに含む、請
求項１に記載のネットワーク接続されたコンピューティングシステム
【請求項６】
　使用可能なネットワークリソースの前記分析は、過去のネットワークパフォーマンスに
基づいて、個別の時間帯の間に使用可能なネットワーク帯域幅を予測することをさらに含
む、請求項５に記載のネットワーク接続されたコンピューティングシステム
【請求項７】
　前記メディアコンテンツに関連する前記特徴の前記分析は、転送される前記メディアコ
ンテンツのサイズおよびタイプ、ならびに使用可能なデータ転送プロトコルの分析をさら
に含む、請求項５に記載のネットワーク接続されたコンピューティングシステム
【請求項８】
　コンピュータ実行可能命令でコード化されたコンピュータ可読媒体であって、実行時に
、
　転送されるメディアコンテンツを示すデータ転送リクエストを生成することと、
　前記データ転送リクエストに応答して、それを経由して前記メディアコンテンツが転送
されるデータ通信ネットワーク（１０２）の少なくとも一部に対して、前記メディアコン
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テンツが高負荷であるかどうかを自動的に決定することと、を含む、方法を実施する、コ
ンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記方法は、受信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）に転送される前に、送信デバイス（
１２０）から中間媒体中継デバイス（１０４ａ～１０４ｃ）に高負荷のメディアコンテン
ツを転送することをさらに含む、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　受信デバイス（１０８ａ～ｃ）は、少なくとも１つの送信デバイス（１０４ａ～１０４
ｃ）から前記受信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）への前記高負荷のメディアコンテンツ
のダウンロードを適合させる、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　送信デバイス（１２０）は、前記送信デバイス（１２０）から少なくとも１つの受信デ
バイス（１０８ａ～１０８ｃ）への前記高負荷のメディアコンテンツのアップロードを適
合させる、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記メディアコンテンツが高負荷であるかどうかの前記自動決定は、使用可能なネット
ワークリソースの分析および前記メディアコンテンツに関連する特徴の分析をさらに含む
、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　使用可能なネットワークリソースの前記分析は、過去のネットワークパフォーマンスに
基づいて、個別の時間帯の間に使用可能なネットワーク帯域幅を予測することをさらに含
む、請求項１２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記メディアコンテンツに関連する前記特徴の前記分析は、転送される前記メディアコ
ンテンツのサイズおよびタイプ、ならびに使用可能なデータ転送プロトコルの分析をさら
に含む、請求項１２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　コンピュータにより実現される方法であって、
　転送されるメディアコンテンツを示すデータ転送リクエストを生成することと、
　前記データ転送リクエストに応答して、それを経由して前記メディアコンテンツが転送
されるデータ通信ネットワーク（１０２）の少なくとも一部に対して、前記メディアコン
テンツが高負荷であるかどうかを自動的に決定することと、を含む、コンピュータにより
実現される方法。
【請求項１６】
　前記方法は、受信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）に転送される前に、送信デバイス（
１２０）から中間媒体中継器デバイス（１０４ａ～１０４ｃ）に高負荷のメディアコンテ
ンツを転送することをさらに含む、請求項１５に記載のコンピュータにより実現される方
法。
【請求項１７】
　受信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）は、少なくとも１つの送信デバイス（１０４ａ～
１０４ｃ）から前記受信デバイス（１０８ａ～１０８ｃ）への前記高負荷のメディアコン
テンツのダウンロードを適合させる、請求項１５に記載のコンピュータにより実現される
方法。
【請求項１８】
　送信デバイス（１２０）は、前記送信デバイス（１２０）から少なくとも１つの受信デ
バイス（１０８ａ～１０８ｃ）への前記高負荷のメディアコンテンツのアップロードを適
合させる、請求項１５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【請求項１９】
　前記メディアコンテンツが高負荷であるかどうかの前記自動決定は、使用可能なネット
ワークリソースの分析と、前記メディアコンテンツに関連する特徴の分析と、をさらに含
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む、請求項１５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【請求項２０】
　使用可能なネットワークリソースの前記分析は、過去のネットワークパフォーマンスに
基づいて、個別の時間帯の間に使用可能なネットワーク帯域幅を予測することをさらに含
み、前記メディアコンテンツに関連する前記特徴の前記分析は、転送される前記メディア
コンテンツのサイズおよびタイプ、ならびに使用可能なデータ転送プロトコルの分析をさ
らに含む、請求項１９に記載のコンピュータにより実現される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００８年９月１８日付出願の米国仮出願第６１／０９８，１５９号の権利
を主張する。
　本発明の技術分野は、概して、高負荷のメディアコンテンツの自動検出および管理転送
のためのシステムおよび方法に関する。本発明によって、ネットワークサービスプロバイ
ダは、高負荷のメディアコンテンツのための適合された配信を促進することによって、サ
ービスプロバイダが責任を有するデータ通信ネットワークの一部を保護することが可能に
なる。概して、適合された配信は、問題あるデータ転送をネットワーク使用のピーク期間
を避けるように調整する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、独立的に機能することが可能である（例えば、ローカルエリアネットワーク、す
なわちＬＡＮ）またはＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ等の一群の相互に接続されたネット
ワークの一部として集合的に機能することが可能である（例えば、広域ネットワーク、す
なわちＷＡＮ）、多種多様なデータ通信ネットワークが存在する。これらのネットワーク
の中には、比較的高速で、高いデータレートの伝送（例えば、光ファイバ、ケーブル、お
よびデジタル加入者線（ＤＳＬ）ネットワーク）を促進する技術を含むものもあるが、一
方で、これよりかなり低いデータレートの伝送（例えば、セルラーネットワーク）しか促
進できないものもある。ネットワークのタイプ、接続形態、または採用される技術に関わ
らず、ほとんどの最先端のネットワークは、驚くべき量のメディアコンテンツの多様なネ
ットワークノード間およびこれら相互の転送に対する高需要に起因して、混雑または劣化
による影響を受けやすい。
【０００３】
　当業者によって理解されるように、ネットワークの混雑とは、概して、データ通信ネッ
トワーク内のリンク間のデータ転送過負荷（ネットワーク容量に負担をかける負荷）の状
態を言う。これらの重負荷は典型的に、ネットワークのサービス品質（ＱＯＳ）およびユ
ーザの体感品質（ＱＯＥ）を劣化させる。ＱＯＳ／ＱＯＥに影響を与えるネットワークの
混雑の負の効果のいくつかとして、待ち行列の遅延、パケット損失、ならびに新規および
既存の接続の阻止を挙げる場合がある。
【０００４】
　例として、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ（商標）プロトコルを採用するネットワーク等、イン
ターネットを経由する巨大なデータファイル（例えば、映画、テレビ番組、ホームビデオ
、ソフトウェアアプリケーション、ビデオゲーム、音楽、大量のテキスト等）の転送を促
進する、広く使用されるピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ファイル共有ネットワークは、２００９
年２月現在で全てのインターネットトラフィックの約２７～５５％（地理的な位置に応じ
る）を占めるとの推算もある（ｈｔｔｐ：／／ｔｏｒｒｅｎｔｆｒｅａｋ．ｃｏｍ／ｂｉ
ｔｔｏｒｒｅｎｔ－ｓｔｉｌｌ‐ｋｉｎｇ‐ｏｆ‐ｐ２ｐ－ｔｒａｆｆｉｃ－０９０２１
８／）。問題は、Ｐ２Ｐファイル共有ネットワーク内で相当数のユーザが、ネットワーク
運用のピーク期間（定期的な利用頻度の高い期間）に、莫大な量のメディアコンテンツの
未管理ダウンロードおよび／またはアップロードを開始する時に発生する。ワイヤレスネ
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ットワーク上の混雑の別の最近の例は、機能するためには（例えば、ストリーミングテレ
ビ、マルチメディアメッセージング（ＭＭＳ）、テザリング等）相当量の帯域幅を要求す
る、新しいＡｐｐｌｅ（商標）Ｉ－ｐｈｏｎｅ（商標）技術（例えば、新しいアプリケー
ションソフトウェア）をサポートするための十分な帯域幅をＡＴ＆Ｔ（登録商標）ワイヤ
レス（大手セルラーサービスプロバイダ）が供給不能であった際に見ることができる。こ
れらの状況においては、不相応な量のネットワーク帯域幅を消費する比較的少数のネット
ワーククライアント（例えば、複数の高負荷メディアコンテンツファイルを転送している
Ｐ２ＰまたはＩ－ｐｈｏｎｅ（商標）ユーザ）によって生じた混雑に起因して、データ通
信ネットワークの一部でネットワークの処理能力が顕著に削減される場合がある。
【０００５】
　概して、ほとんどのネットワークにとって高負荷であろう、相当なサイズ（例えば、数
ギガバイトまでの大きさのファイル）のメディアコンテンツデータファイルの中には、高
い処理能力のデータ通信ネットワーク（例えば、光ファイバネットワーク）であっても、
エンドユーザのパーソナルコンピューティングデバイスにダウンロードまたはアップロー
ドするには、数時間さらには数日もかかる可能性があるものがある。典型的に、高負荷の
メディアコンテンツは、メディアコンテンツが配信されるネットワークまたはネットワー
クのセグメントの能力（例えば、空いている帯域幅等の使用可能なネットワークリソース
）の状況において、「高負荷」、「大型」、および／または「問題」であると定義される
。例えば、光ファイバネットワークで転送する場合に管理可能なデータファイルである可
能性があるメディアコンテンツは、ケーブル、ＤＳＬ、および／またはほとんどのワイヤ
レスネットワーク（例えば、セルラーネットワーク）を経由する配信には大きすぎる可能
性がある。同様に、１つのワイヤレスネットワーク（例えば、ＷｉＭＡＸ（商標）または
Ｗｉ－Ｆｉ（商標）ネットワーク）で管理可能であり得るメディアコンテンツは、別のワ
イヤレスネットワーク（例えば、セルラーネットワーク）では管理可能ではないかもしれ
ない。加えて、１つのケーブルネットワークでは管理可能であり得るメディアコンテンツ
は、使用可能なネットワークリソースの決定だけに基づくと、同様なネットワーク技術を
実装する別のケーブルネットワークでは管理可能ではないかもしれない（例えば、１つの
ケーブルネットワークは、別のケーブルネットワークの負荷と比較して、所望の転送期間
にはるかに重い負荷を経験するかもしれない）。
【０００６】
　ほとんどのネットワークサービスプロバイダは、サービスプロバイダの集合的なユーザ
のピークデータ転送需要を満たすことが可能であるように、より大型のネットワーク（例
えば、ＷＡＮ）のサービスプロバイダの部分内で十分な容量をクライアントに供給するこ
とを望む。十分な容量がネットワークまたはネットワークのセグメントで使用可能ではな
い時、ネットワークユーザが経験する総計ＱＯＥは、しばしば劣化する。この容量不足に
対処するために、特に運用のピーク期間中、ネットワークサービスプロバイダは、しばし
ば、高価で時間がかかる技術の付加および／またはアップグレードに委ねる。これらのネ
ットワーク強化は、ネットワークの混雑期間を軽減し、いらいらした顧客から絶え間なく
かかる顧客応対電話を回避することに役立つ。これらの状況において、ネットワークサー
ビスプロバイダは、より大型のネットワークのネットワークサービスプロバイダの部分を
保護するために、相当なリソースを費やす。
【０００７】
　所定のネットワークは、ピークデータ転送期間中に非常な混雑の期間を定期的に経験す
るが（ネットワークの集合的ユーザの毎日、毎週、および毎年のデータ転送習慣による）
、これらの同じネットワークはしばしば、オフピークデータ転送期間中には、余剰な使用
されない帯域幅の期間を経験する。ほとんどのネットワークにおいて、費用かかるネット
ワーク強化によってピーク期間の混雑を軽減することが可能であるが、これらの強化はま
た、オフピーク期間中に余剰な使用されない帯域幅の増加を作成する。したがって、ネッ
トワーク混雑を定期的に経験するデータ通信ネットワークの部分で毎日の帯域幅使用を効
果的にバランスするようにし、かつ、サービスプロバイダのリソースを不必要に費やすこ
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とを回避するように、既存のネットワークリソースを利用するための新しい方式を検討す
ることに利点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、高負荷のメディアコンテンツに対する毎日のデータ転送セッションを、ピ
ーク使用期間から遠ざけ、余剰なネットワーク容量の期間に向けるように、調整する可能
性がある頑健なシステムおよび方法を有することが所望されるであろう。これらのシステ
ムおよび方法が、典型的なユーザが、特定のネットワークアクセスプロバイダがそのネッ
トワークリソースを保護かつ割り当てるためにどのように選択したかを認識しないように
、高負荷のメディアコンテンツを自動的に検出し、適合させ、１つ以上の終端受信デバイ
スへ転送することによって、運用できる可能性がある場合にはさらに有利であろう。この
結果、平均的なネットワークユーザのＱＯＥが向上するはずであり、一方で、向上を促進
させる基礎的プロセスは透過的なままであろう。また、これらのシステムおよび方法が、
ユーザのＬＡＮ内に（例えば、クライアントのパーソナルコンピューティングデバイス上
、もしくは、これもＬＡＮ内に分散されるローカルルータ／スイッチまたはゲートウェイ
デバイス）特殊なデータ転送管理ソフトウェアをインストールすることによって、クライ
アント側上に配備される可能性があることも望ましいであろう。これによって、アクセス
プロバイダが、独立したネットワークデバイスが、より大型のネットワークのそれぞれの
部分を自発的に保護するように運用することができるように、高負荷のメディアコンテン
ツを管理するタスクを、個々のネットワークユーザおよび／または他のＬＡＮリソースに
効果的に分散することが可能になるであろう。これらの適合可能なソリューションが、周
囲のネットワークに支援インフラストラクチャを必要とすることなく、ネットワークサー
ビスプロバイダによって採用されることが可能になる場合に有利となるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本概要は、以下の発明を実施するための形態においてさらに説明される、概念から選択
されたものを（簡単な形式で）導入するために提供される。本概要は、特許請求された主
題の主要機能を特定することを意図するものでも、また、特許請求された主題の範囲を決
定する際の支援として使用されることを意図するものでもない。
【００１０】
　既存のメディアコンテンツ配信システムに関連する上記の欠点を克服するに際し、本発
明は、ピークネットワーク使用期間から遠ざけ、余剰な帯域幅の期間に向けるように、高
負荷のメディアコンテンツの配信を自動的に検出し、適合するためのネットワーク接続さ
れたコンピューティングシステムを開示する。本発明の実施形態に従い、ネットワーク接
続されたコンピューティングシステムは、第１のコンピューティングデバイスと、第２の
コンピューティングデバイスと、ネットワーク接続されたコンピューティングシステム内
の全てのコンピューティングデバイスの間のデータ通信を促進する、データ通信ネットワ
ークと、を含んでもよい。一実施形態において、第１のコンピューティングデバイスは、
転送されるメディアコンテンツを示すデータ転送リクエストを生成してもよい。データ転
送リクエストに応答して、それを経由してメディアコンテンツが転送されるデータ通信ネ
ットワークの少なくとも一部に対して、メディアコンテンツが高負荷であるかどうかに関
して、自動決定が行われる。
【００１１】
　本発明の別の態様に従って、ネットワーク接続されたコンピューティングシステムはま
た、高負荷のメディアコンテンツが、終端受信デバイスに転送される前に、第３のコンピ
ューティングデバイスに転送されるように、第１のコンピュータデバイスと第２のコンピ
ュータデバイスとの間の中継器として機能する、第３のコンピューティングデバイスも含
んでもよい。
【００１２】
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　本発明のさらなる態様に従って、第１のコンピューティングデバイスは、少なくとも第
２のコンピューティングデバイスから第１のコンピューティングデバイスへの高負荷のメ
ディアコンテンツのダウンロードを適合させてもよい。
【００１３】
　本発明の別の態様に従って、第１のコンピューティングデバイスは、第１のコンピュー
ティングデバイスから少なくとも第２のコンピューティングデバイスへの高負荷のメディ
アコンテンツのアップロードを適合させてもよい。
【００１４】
　本発明のまたさらなる態様に従い、メディアコンテンツが高負荷であるかどうかの自動
決定は、使用可能なネットワークリソースの分析と、メディアコンテンツに関連する特徴
の分析と、を含んでもよい。
【００１５】
　本発明のまた別の態様に従い、使用可能なネットワークリソースの分析は、過去のネッ
トワークパフォーマンスに基づいて、個別の時間帯の間に使用可能なネットワーク帯域幅
を予測することを含んでもよい。
【００１６】
　本発明のさらなる態様に従い、メディアコンテンツに関連する特徴の分析は、転送され
るメディアコンテンツのサイズおよびタイプ、ならびに使用可能なデータ転送プロトコル
の分析を含んでもよい。
【００１７】
　本発明のまた別の態様に従い、実行時に、転送されるメディアコンテンツを示すデータ
転送リクエストを生成することと、データ転送リクエストに応答して、メディアコンテン
ツが転送されるデータ通信ネットワークの少なくとも一部に対して、メディアコンテンツ
が高負荷であるかどうかを自動的に決定することとを含む、方法を実行する、コンピュー
タ実行可能命令をエンコードされたコンピュータ可読媒体である。
【００１８】
　本発明のまたさらなる態様に従い、転送されるメディアコンテンツを示すデータ転送リ
クエストを生成することと、データ転送リクエストに応答して、メディアコンテンツが転
送されるデータ通信ネットワークの少なくとも一部に対して、メディアコンテンツが高負
荷であるかどうかを自動的に決定することと、を含む、コンピュータにより実現される方
法である。
【００１９】
　本発明の好ましい実施例および代替実施例は、次の図面を参照して、以下に詳細を説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に従う、分散システムの全体図である。
【図２】本発明の実施形態に従う、パーソナルコンピューティングデバイスのブロック図
である。
【図３】本発明の実施形態に従う、メディアコンテンツプロバイダのブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に従う、アクセスプロバイダデバイスのブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための管理データ転送
プロセスを表すフロー図である。
【図６】本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための管理データダウ
ンロードおよびアップロードプロセスを表すフロー図である。
【図７】本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための管理データダウ
ンロードプロセスを表すフロー図である。
【図８】本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための管理データアッ
プロードプロセスを表すフロー図である。
【図９】本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための直接データダウ
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ンロードまたはアップロードプロセスを表すフロー図である。
【図１０】本発明の実施形態に従う、メディアコンテンツプロバイダのウェブサイト、お
よび多様なメディアコンテンツプロセスのオプションを含むサブメニューを有する、ブラ
ウザベースアプリケーションのアドオンコンポーネントを表示するアプリケーションイン
ターフェースを示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に従う、メディアダウンロードマネージャの機能を表示する
、アドオンアプリケーションインターフェースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の例示的実施形態に従い、図１は、本発明の多様な実施形態に関連するメディア
コンテンツの検出／決定および適合された配信プロセスのいずれかを実装するように利用
されてもよい、多様な有線およびワイヤレスコンピューティングデバイスを含む、ネット
ワーク接続されたコンピューティングシステム１００を示す。ネットワーク接続されたコ
ンピューティングデバイス１００は、これらのうちいずれか１つが、本発明の多様な適合
された配信プロセスに従いメディアコンテンツの分割された管理配信を促進することが可
能である、多様なネットワーク接続されたクライアントまたは多様なアクセスプロバイダ
デバイス（ＡＰＤ、例えば、プロキシサーバ）に対してメディアコンテンツ配信サービス
を提供することが可能である、多様なメディアコンテンツプロバイダ（ＭＣＰ）に関連し
てもよい、リモートサーバデバイスの群１０４ａ～１０４ｃと、データ通信ネットワーク
１０２（広域ネットワーク（ＷＡＮ）部分およびローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
部分の両方を含む）と、１つ以上のワイヤレス基地局１０６または任意の一般的なワイヤ
レスまたは有線ネットワーク通信技術を利用する、データ通信ネットワーク１０２に接続
されてもよい、１つ以上のリモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃ（例えば、
ワイヤレス通信デバイス）と、データ通信ネットワーク１０２のＬＡＮ内またはＬＡＮと
ＷＡＮとの間のデータ通信プロセスを促進することが可能である、１つ以上のネットワー
クゲートウェイまたはスイッチデバイス１１０と、マルチメディアデバイス１１４（例え
ば、ケーブルテレビボックス、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（商
標）プレーヤ、および／またはデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）再生／録画デバイス）
に接続される、テレビデバイス１１６（例えば、高解像度ＬＣＤまたはプラズマテレビ）
と、外付けハードドライブ１１８と、デスクトップコンピュータ１２０と、Ｗｉ－Ｆｉ（
商標）または非シールドツイストペアケーブル等の任意の一般的なローカルワイヤレス通
信技術を使用して多様なワイヤレスＬＡＮデバイスと通信してもよい、ワイヤレスルータ
１１２と、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）デバイス１２２と、ワイヤレスラ
ップトップコンピュータ１２４と、ワイヤレスメディア再生デバイス１２６（たとえば、
パーソナルビデオプレーヤ、電子ブックデバイス、または薄型軽量コンピュータまたはミ
ニコンピュータデバイス）と、を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００２２】
　本発明の多様な実施形態において、ＬＡＮ接続デバイス（例えば、ネットワークゲート
ウェイデバイス１１０、ワイヤレスルータ１１２、マルチメディアデバイス１１４、テレ
ビ１１６、外付けハードドライブ１１８、デスクトップコンピュータ１２０、ＰＤＡデバ
イス１２２、ワイヤレスラップトップコンピュータ１２４、およびワイヤレスメディア再
生デバイス１２６）またはリモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃのうちのい
ずれかは、本発明の自動検出／決定および適合された配信プロセスと一致するローカルメ
ディア転送管理機能を含んでもよい。本明細書においてさらに説明するように、本発明の
メディア転送管理機能は、メディアコンテンツ転送が、１つ以上の送信デバイスから受信
デバイスへダウンロードされる、または送信デバイスから１つ以上の受信デバイスへアッ
プロードされることを可能にする、ダウンロードクライアントおよび／またはアップロー
ドクライアントのプロセスから成っていてもよい。代替として、本発明のメディア転送管
理機能はまた、同時に、同じメディアコンテンツファイルが複数の送信コンピューティン
グデバイスから複数の受信コンピューティングデバイスへ転送されることを促進する場合
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がある、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ（商標）プロトコルを採用するネットワーク等の、Ｐ２Ｐ
ファイル共有ネットワークで機能してもよい。これらの異なる実施形態を採用する、実際
的なアプリケーションが、本明細書において明らかにされる。
【００２３】
　一実施形態において、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃ、ワイヤレス基地局
１０６、リモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃ、およびＬＡＮ接続デバイス
（１１０、１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４、および１２６）
のうちのいずれかは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（商標）、Ｍａｃ　ＯＳ（商
標）、Ｌｉｎｕｘ（商標）、Ｕｎｉｘ（商標）、またはＳｙｍｂｉａｎ（商標）、Ｐａｌ
ｍ（商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（商標）、Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｉｎｕｘ（商標
）、ＭＸＩ（商標）等を含む、任意の一般的なモバイルオペレーティングシステムを含む
が、これらに限定されない、任意の周知のオペレーティングシステムを稼動するように構
成されてもよい。一実施形態において、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃ、ワ
イヤレス基地局１０６は、任意の数の一般的なサーバ、デスクトップ、ラップトップ、お
よびパーソナルコンピューティングデバイスを採用してもよい。一実施形態において、リ
モートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃ、およびＬＡＮ接続デバイス（１１０、
１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４、および１２６）のうちのい
ずれかは、ＧＳＭ（商標）、ＵＭＴＳ（商標）ＷｉＭＡＸ（商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（商標）
またはＬＴＥ（商標）プロトコル等の任意の一般的なセルラーデータ通信プロトコルを利
用するワイヤレス通信能力を有する、任意の組み合わせのモバイルコンピューティングデ
バイス（例えば、携帯電話、ＰＤＡ、電子ブック、薄型軽量コンピュータ、パーソナル音
楽プレーヤ等）を含んでもよい。
【００２４】
　一実施形態において、データ通信ネットワーク１０２のＷＡＮは、当分野では周知の任
意のワイヤレス通信技術に加えて、光ファイバ、同軸ケーブル、ツイストペアケーブル、
イーサネット（登録商標）ケーブル、電力ケーブルの通信技術のうちのいずれかを含んで
もよいが、これらに限定されない。一実施形態において、リモートサーバデバイス１０４
ａ～１０４ｃ、ワイヤレス基地局１０６、リモートクライアントデバイス１０８ａ～１０
８ｃ、およびＬＡＮ接続デバイス（１１０、１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、
１２２、１２４、および１２６）のうちのいずれかは、データの処理、記憶、およびネッ
トワーク接続されたコンピューティングシステム１００内の相互間の通信のために必要な
任意の標準のコンピューティングソフトウェアおよびハードウェアを含んでもよい。コン
ピューティングハードウェアは、１つ以上のプロセッサと、揮発性および不揮発性記憶装
置と、ユーザインターフェースと、トランスコーダと、有線および／またはワイヤレス通
信トランシーバと、を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００２５】
　一実施形態において、ＬＡＮ接続されたデバイス（例えば１１０、１１２、１１４、１
１６、１１８、１２０、１２２、１２４、および１２６）のうちのいずれか、またはリモ
ートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃは、実行時に、本発明のメディアコンテン
ツの検出／決定および適合された配信プロセスのうちのいずれかに関連する１つ以上のデ
ータ転送および／またはネットワークリソース管理機能を実行する、一連のコンピュータ
可読命令でエンコードされる１つ以上のコンピュータ可読媒体（例えば、任意の一般的な
揮発性または不揮発性メモリタイプ）を含むように構成されてもよい。
【００２６】
　図２は、ＬＡＮ接続されたパーソナルコンピューティングデバイス（例えば、１１４、
１１６、１１８、１２０、１２２、１２４、および１２６）または図１のリモートクライ
アントデバイス１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれかを表してもよい、ＰＣＤ２００のブ
ロック図を示す。ＰＣＤ２００は、中央処理装置（ＣＰＵ）２０４を含む、１つ以上のプ
ロセッサデバイスを含んでもよいが、これに限定されない。一実施形態において、ＣＰＵ
２０４は、算術演算および論理演算を実施する算術論理演算ユニット（ＡＬＵ、図示せず
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）と、記憶装置から命令および記憶されたコンテンツを抽出してから、それらを実行およ
び／または処理し、プログラム実行中に必要時にはＡＬＵを呼び出す、１つ以上の制御装
置（ＣＵ、図示せず）と、を含んでもよい。ＣＰＵ２０４は、ＰＣＤ２００の揮発性（Ｒ
ＡＭ）および不揮発性（ＲＯＭ）システム記憶装置２０２および２０８上に記憶された全
てのコンピュータプログラムを実行する役割がある。ＰＣＤ２００はまた、ユーザにＰＣ
Ｄのソフトウェアおよびハードウェアリソースとの相互作用を可能にする、ユーザインタ
ーフェース２０６と、メディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション２１０、ネッ
トワークリソースマネージャアプリケーション２１２、メディアコンテンツレポジトリ２
１４、ならびに多様なソフトウェアアプリケーションおよびアプリケーションプラグイン
２１６を含む、コンテンツデータベース２０８と、メディアコンテンツをフォーマットす
るためのトランスコーダ２１８と、図１のデータ通信ネットワーク１０２を経由してデー
タコンテンツ（例えば、メディアコンテンツおよびメディアコンテンツのメタデータ等）
を送信および受信するためのトランシーバ２２０と、ＰＣＤ２００の全てのハードウェア
リソース（２０２、２０４、２０６、２０８、２１８および２２０）の間のデータ通信を
促進する、システムバス２２２と、を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００２７】
　一実施形態において、メディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション２１０は、
クライアント側から発する高負荷のメディアコンテンツ転送リクエストの自動検出／決定
、直接または間接（１つ以上の中間媒体データ転送エージェントを採用する）の高負荷の
メディアコンテンツ転送の適合、および適合されたメディアコンテンツ配信プロセスにお
ける中間媒体エージェントの役割に影響を与えるためのメタデータ生成を促進する、ダウ
ンロードおよびアップロード両方のクライアント機能を含んでもよい。一実施形態におい
て、ネットワークリソースマネージャアプリケーション２１２は、メディアコンテンツの
送信デバイスと受信デバイスとの間の決定されたネットワークリンクの部分を経由して多
様な使用可能なネットワークリソース（例えば、使用可能な帯域幅および通信プロトコル
）を決定するように、独立して、または別のＰＣＤまたは中間媒体転送エージェントデバ
イスと協調して機能してもよい。一実施形態において、メディアコンテンツレポジトリ２
１４は、映画、テレビ番組、ホームビデオ、ソフトウェアアプリケーション、ビデオゲー
ム、音楽、大量のテキスト等を含むが、これらに限定されない、多様な一般的メディアコ
ンテンツに関するメディアコンテンツを含んでもよい。概して、レポジトリ２１４内の既
存のメディアコンテンツは、任意選択的に再フォーマットされ（例えば、トランスコーダ
２１８で）、多様な終端受信デバイスにアップロードされてもよい。一実施形態において
、データベース２０８内に記憶されるアプリケーションおよびアプリケーションプラグイ
ン２１６（例えば、ウェブブラウザ、ブラウザプラグイン、電子メールクライアントアプ
リケーション、アクセスプロバイダのユーティリティ等）は、ＰＣＤ２００のユーザが図
１のデータ通信ネットワーク１０２で多様なＭＣＰおよびＡＰＤと相互作用することを容
易にする場合がある。一代替実施形態において、ＰＣＤ２００は、コンテンツデータベー
ス２０８のユーティリティおよびレポジトリ（２１０、２１２、２１４および２１６）の
うちのいずれかを記憶する能力があってもよい、任意の外付け記憶装置（例えば、図１の
外付けハードドライブ１１８）に接続されてもよい。実施形態において、ＰＣＤ２００は
、外部記憶装置１１８からリアルタイムで直接、任意のアプリケーションまたはユーティ
リティをロードし、かつ実行する能力があってもよい。本出願の状況においては、「リア
ルタイム」は、異常な遅延なく、直ちに応答するプロセス機能を言う。
【００２８】
　本明細書に説明されるように、本発明の適合された配信プロセスは、本発明人にともに
所有された、参照により本明細書に組み入れられる、２００９年３月３日付交付済みのＨ
ａｒｒａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．による米国特許第７、５００、０１０号「Ａｄａｐｔｉｖｅ
　Ｆｉｌｅ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」において説明さ
れるような、セグメント化されたデータ配信プロセスを含んでもよい。一般的に、メディ
アコンテンツの適合された配信は、特定のメディアコンテンツに関連する特徴（例えば、
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ファイルのサイズ、長さ、タイプ、コンテンツソースの場所、コンテンツソースまでのネ
ットワークホップの数、コンテンツソースのネットワークアドレス、ユーザ認証／許可証
明書または使用可能な転送プロトコル（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔ
ｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、Ｐ２Ｐ等））および使用可能なネットワークリソース（例えば
、特定のメディアコンテンツが転送されるデータ通信ネットワーク１０２の少なくとも一
部に対する空いている帯域幅の現在量および予測量の両方を含む）に基づいて、どの時間
帯の間にどのネットワーク経路またはセグメントを経由して終端受信デバイスにどのメデ
ィアコンテンツデータが配信されるかを決定することが関与する。
【００２９】
　例として、高負荷の２ギガバイトのビデオファイルが、より大型データ通信ネットワー
クを通ってノードＡからノードＢに転送されるようにリクエストされた場合、適合された
配信プロセスは、ネットワーク部分Ｘ、ＹおよびＺを経由することになるノードＡとノー
ドＢとの間で最も効率的な転送経路および／または方法を自動的に決定されてもよい。決
定プロセスの一部は、過去の毎時、毎日、毎月、および／または毎年の帯域幅使用データ
に基づいて、予想されるネットワーク部分の転送の時間帯（ビデオファイルデータのセグ
メントが、各々それぞれのネットワーク部分で転送されてもよい時間帯）に対する、ネッ
トワーク部分Ｘ、Ｙ、およびＺの各々で現在空いている帯域幅の量、さらにネットワーク
部分Ｘ、Ｙ、およびＺの各々の空いている帯域幅の外挿される量または予測される量の検
討を含んでもよい。多様な実施形態においては、帯域幅使用データは、関心の各ネットワ
ーク部分に対して、選択時間帯にわたる帯域幅使用値の平均値、平均値、および／または
中央値、に対して統計的に分析されていても、および／または選択時間帯にわたる反復帯
域幅使用パターンに対してデータマイニングされていてもよい。さらに、関心のネットワ
ーク部分全体で継続的なネットワークリソースモニタリングに基づいて（例えば、任意の
ネットワーク部分Ｘ、Ｙ、またはＺが異常に高い量のトラフィックを経験していた場合）
、適合されたメディアコンテンツ配信に対するリアルタイムの補正が行われてもよい。こ
れらの場合、適合された配信は、リアルタイムで、ネットワークリソースの予測外の高使
用量を考慮するように、動的に修正される可能性がある。
【００３０】
　図３は、図１のリモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかを表して
もよい、ＭＣＰ３００のブロック図を示す。ＭＣＰ３００は、中央処理装置（ＣＰＵ）３
０４を含む、１つ以上のプロセッサデバイスを含むことができるが、これに限定されない
。ＣＰＵ３０４は、概して、ＭＣＰ３００の揮発性（ＲＡＭ）および不揮発性（ＲＯＭ）
システム記憶装置３０２および３０８上に記憶される全コンピュータプログラムを実行す
る役割がある。ＭＣＰ３００はまた、ユーザ／管理者にＭＣＰのソフトウェアおよびハー
ドウェアリソースとの相互作用を可能にする、ユーザインターフェース３０６と、メディ
アコンテンツ転送マネージャアプリケーション３１０、ユーザプロファイル、ユーザアク
セス権利（ＵＡＲ）、およびデジタル権利管理（ＤＲＭ）のレポジトリ３１２、メディア
コンテンツレポジトリ３１４、ならびにユーザが購入およびダウンロードのためにメディ
アコンテンツの選択を行うことを容易にする場合がある、多様なグラフィカルユーザイン
ターフェース（ＧＵＩ）コンポーネント（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）ベースのアプリ
ケーションのような静的ｈｔｍｌおよび動的コンポーネント）を含む、ホストされたウェ
ブサイト（例えば、図１０および図１１に図示したＭＣＰウェブサイトを参照）を含む、
コンテンツデータベース３０８と、配信可能メディアコンテンツをフォーマットするため
のトランスコーダ３１８と、図１のデータ通信ネットワーク１０２を経由してデータコン
テンツ（例えば、エンドユーザデバイスに配送されるメディアコンテンツ等）を送信およ
び受信するためのトランシーバ３２０と、ＭＣＰ３００の全ハードウェアリソース（３０
２、３０４、３０６、３０８、３１８および３２０）の間のデータ通信を促進するシステ
ムバス３２２と、をも含んでもよいが、これらに限定されない。
【００３１】
　一実施形態において、ＭＣＰ３００のメディアコンテンツ転送マネージャアプリケーシ
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ョン３１０は、多様なメディアコンテンツ転送リクエストに応答して、多様なメディアコ
ンテンツデータファイル（例えば、ＭＣＰ３００のメディアコンテンツレポジトリ３１４
内に記憶された、映画、テレビ番組、ホームビデオ、ソフトウェアアプリケーション、ビ
デオゲーム、音楽、大量のテキスト等）の配信を促進するよう補助する場合がある。メデ
ィアコンテンツ転送マネージャアプリケーション３１０はまた、特定のメディアコンテン
ツのファイルサイズ、長さ、タイプ、コンテンツソースの場所、コンテンツソースまでの
ネットワークホップの数、コンテンツソースのネットワークアドレス、ユーザ認証／許可
証明書または使用可能な転送プロトコル等（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓ
ｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）の、多様なメディアコンテンツ特性／特徴の生
成および配信をも促進する場合がある。本発明の多様な実施形態に従い、ＰＣＤ２００の
メディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション２１０は、これらの特性／特徴を決
定するように、関心のメディアコンテンツを記憶しているＭＣＰ３００をクエリする場合
があるので、メディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション２１０は、中間媒体エ
ージェント（例えば、ＡＰＤ中間媒体等）を使用して適合されたメディアコンテンツ配信
を促進するために、メディアコンテンツのメタデータを生成することが可能である。一実
施形態において、ＭＣＰ３００のメディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション３
１０は、常駐するメディアファイルの特性／特徴をリクエストしているＰＣＤ２００に送
信する役割があってもよい。実施形態においては、ＭＣＰ３００のユーザプロファイル、
ユーザアクセス権利（ＵＡＲ）およびデジタル権利管理（ＤＲＭ）レポジトリ３１２は、
登録されたユーザのセキュアＩＤ（例えば、ユーザ名及びパスワード情報、ならびに連絡
先及び請求先情報）、多様なシステムリソースおよびメディアコンテンツにアクセスする
ための各々の登録されたユーザの権利（例えば、多様なレポジトリ、およびメディアコン
テンツレポジトリ３１４内に記憶される映画等の個別の著作権のあるメディアコンテンツ
へのアクセス）に関する情報を含んでいてもよい。
【００３２】
　当業者によって理解されるように、ＤＲＭシステムは、独自のメディアコンテンツデー
タのセキュア配信を可能にすることによって、インターネットまたは任意の他のデジタル
媒体上で頒布される著作権のあるメディアコンテンツデータを保護するシステムである。
典型的に、ＤＲＭシステムは、目的の受信者だけが、メディアコンテンツデータを傍受、
復号化、および利用することが可能であるような方法で、これを暗号化または電子透かし
をつけることのいずれかによって、著作権のあるメディアコンテンツデータを保護する。
このようにして、ＤＲＭ技術は、著作権のあるメディアコンテンツが不正なユーザに自由
に配信されないことを保証することが可能である。
【００３３】
　図４は、図１のリモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかを表して
もよい、ＡＰＤ４００（プロキシ配信サーバ等）のブロック図を示す。ＡＰＤ４００は、
中央処理装置（ＣＰＵ）４０４を含む、１つ以上のプロセッサデバイスを含んでもよいが
、これに限定されない。ＣＰＵ４０４は、概して、ＡＰＤ４００の揮発性（ＲＡＭ）およ
び不揮発性（ＲＯＭ）システム記憶装置４０２および４０６上に記憶される全てのコンピ
ュータプログラムを実行する役割がある。ＡＰＤ４００はまた、メディアコンテンツ転送
マネージャアプリケーション４０８、メディアコンテンツキャッシュメモリ４１０、およ
びネットワークリソースマネージャアプリケーション４１２を含むコンテンツデータベー
ス４０６と、配信可能メディアコンテンツを再フォーマットするためのトランスコーダ４
１４と、図１のデータ通信ネットワーク１０２を経由してデータコンテンツ（例えば、１
つ以上のエンドユーザデバイスに転送されるメディアコンテンツ等）を送信および受信す
るためのトランシーバ４１８と、ＡＰＤ４００の全ハードウェアリソース（４０２、４０
４、４０６、４１４、および４１８）の間でデータ通信を促進するシステムバス４２０と
、を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００３４】
　実施形態において、ＡＰＤ４００のメディアコンテンツ転送マネージャアプリケーショ
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ン４０８は、ＰＣＤ２００（例えば、ＬＡＮ接続されたパーソナルコンピューティングデ
バイス１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４および１２６、または図１のリ
モートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃデバイスのうちのいずれか）のメディア
コンテンツ転送マネージャアプリケーション２１０を利用して、特定の転送されるメディ
アコンテンツに対して、適合されたメディアコンテンツ転送命令および関連するメタデー
タを受信するように構成されてもよい。ＰＣＤ２００から受信される命令に応答して、Ａ
ＰＤ４００のメディアコンテンツ転送マネージャアプリケーション４０８は、１つ以上の
送信デバイス（例えば、ＭＣＰ３００）から１つ以上の受信デバイス（例えば、ＰＣＤ２
００）へのメディアコンテンツファイルの分割配信を動的に管理することが可能である。
概して、ＡＰＤ４００は、多様なメディアコンテンツの送信デバイスと受信デバイスとの
間の中間媒体転送エージェントとして機能するように構成されてもよい。一実施形態にお
いて、ＡＰＤ４００のメディアコンテンツキャッシュメモリ４１０は、送信デバイスから
受信デバイスへ転送されるメディアコンテンツのセグメントに対する一時的ストレージ（
例えば、キャッシュまたはバッファ）として機能する場合がある。
【００３５】
　本発明の多様な実施形態に従い、ＡＰＤ４００によって促進される分割配信は、送信デ
バイスからキャッシュメモリ４１０にメディアコンテンツ全体をキャッシュ／バッファし
てから、受信される一連の適合された配信命令およびＡＰＤ４００と受信デバイスとの間
の現在使用可能なネットワークリソースに基づいて、メディアコンテンツの区分されたセ
グメント（またはセグメントのコピー）を１つ以上の受信デバイスに転送する場合もある
。本発明の他の実施形態に従い、ＡＰＤ４００によって促進される分割配信は、受信され
る一連の適合された配信命令およびＡＰＤ４００と受信デバイスとの間の現在使用可能な
ネットワークリソースに基づいて、メディアコンテンツの以前にキャッシュされたセグメ
ントを１つ以上の受信デバイスに同時に転送する前に、送信デバイスからキャッシュメモ
リ４１０にメディアコンテンツのセグメントだけをキャッシュ／バッファするかもしれな
い。第２の状況では、ＡＰＤ４００は、メディアコンテンツデータの以前にキャッシュさ
れたセグメントが、指定された終端受信デバイスに転送されると同時に、キャッシュメモ
リ４１０にメディアコンテンツデータを積極的にバッファする。完全なキャッシュ／転送
または積極的にバッファするキャッシュ／転送のいずれの実施形態においても、保護配信
は典型的に、ＡＰＤ４００と受信デバイスとの間だけで発生する。保護配信は、本明細書
で論じる場合には、概して、ピーク運用期間のデータ転送負荷を制限するように、ネット
ワークのその部分を経由して高負荷のデータ転送を管理することによって、ネットワーク
部分が混雑状態に入ることを防止する、データ配信プロセスを言う。実際的な状況におい
ては、ネットワークサービスプロバイダは、そのネットワーククライアントに対して信頼
性の高いＱＯＳおよびＱＯＥを保証するように、より大型のデータ通信ネットワークのそ
の部分内の全てのデータ通信リンクを保護することを所望する場合がある。
【００３６】
　本発明の所定の実施形態に従い、ネットワーク接続されたコンピューティングシステム
（例えば、図１のネットワーク接続されたコンピューティングシステム１００）は、より
大型のデータ通信ネットワークの選択部分を経由してメディアコンテンツの管理データ転
送を総合的に促進するように相互接続された一連のＡＰＤ４００（例えば、プロキシサー
バ）を含むことができる。多様な実施形態において、メディアコンテンツ配信は、複数の
ＡＰＤ４００デバイスを通じて、１つ以上の終端受信デバイスへメディアコンテンツを転
送することによって、発生することができる。一実施形態において、一連のＡＰＤ４００
は、ネットワーク接続されたコンピューティングシステム内の適合されたデータ転送に影
響するように、１つ以上のＡＰＤ４００を利用することによって、サービスプロバイダが
、メディアコンテンツの送信デバイスと受信デバイスとの間の個別のネットワーク部分を
選択的に保護することを容易にする場合がある。
【００３７】
　一実施形態において、ＡＰＤ４００のネットワークリソースマネージャアプリケーショ
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ン４１２は、メディアコンテンツの送信デバイスと受信デバイスとの間のネットワークリ
ンクの部分の間の多様な使用可能なネットワークリソース（例えば、空いている帯域幅）
を決定してもよい。一実施形態において、ＡＰＤ４００のネットワークリソースマネージ
ャアプリケーション４１２は、ＡＰＤ４００とＰＣＤ２００との間で使用可能なネットワ
ークリソースを決定するように、ＰＣＤ２００のネットワークリソースマネージャアプリ
ケーション２１２と通信する。この実施形態において、ＰＣＤ２００のメディアコンテン
ツ転送マネージャアプリケーション２１０は、ＡＰＤ４００と送信または受信ＰＣＤ２０
０デバイスとの間の使用可能なネットワークリソースの決定された状態に少なくとも部分
的に基づいて、適合された配信命令を生成する場合がある。
【００３８】
　図５は、本発明の実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための管理データ転
送プロセス５００のためのフロー図を示す。このプロセス５００は、ＬＡＮに接続された
デバイス（例えば、１１０、１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４
および１２６）または図１のリモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃのうちの
いずれかに配置される１つ以上のコンピュータ可読媒体上に記憶される１つ以上のコンピ
ュータ実行可能プログラムを使用して、実行され得ることを理解されたい。さらに、管理
データ転送５００に関連する協調的プロセスは、１つ以上のＭＣＰ３００またはＡＰＤ４
００デバイス（例えば、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかに
よって表される）から実行され得る。ブロック５０２で、高負荷のメディアコンテンツ配
信に対するメディアコンテンツ転送リクエストが検出される（例えば、ＬＡＮに接続され
たパーソナルコンピューティングデバイス１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１
２４および１２６のいずれか、またはリモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃ
のうちのいずれかに常駐するアプリケーションを利用して作成されるメディアコンテンツ
ダウンロードまたはアップロードリクエストに応答して）。次に、ブロック５０４で、メ
ディアコンテンツ転送リクエストのメディアコンテンツに関連する多様なデータファイル
特性／特徴を決定することによって、管理転送セッションが開始される。一実施形態にお
いて、これらのメディアファイルの特性および特徴は、ファイルのサイズ、長さ、タイプ
、コンテンツソースの場所、コンテンツソースまでのネットワークホップの数、コンテン
ツソースのネットワークアドレス、ユーザ認証／許可証明書または使用可能な転送プロト
コル等（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２
ｐ等）の項目を含んでもよいが、これらに限定されない。ブロック５０６で、メディアコ
ンテンツ転送は、メディアコンテンツおよび使用可能なネットワークリソース（例えば、
それを経由してメディアコンテンツが転送されるデータ通信ネットワークの少なくとも一
部に対する空いている帯域幅）に対して決定されたデータファイル特性／特徴に基づいて
適合される。ブロック５０８で、適合されたメディアコンテンツ転送に従い、リクエスト
されたメディアコンテンツが１つ以上の受信デバイスに配信される。
【００３９】
　図６は、本発明の多様な実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツ配送のための管
理データダウンロードおよびアップロードプロセス６００のためのフロー図を示す。これ
らのプロセス６００は、ＬＡＮに接続されたデバイス（例えば、１１０、１１２、１１４
、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４、および１２６）または図１のリモートクラ
イアントデバイス１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれかに配置される１つ以上のコンピュ
ータ可読媒体上に記憶される１つ以上のコンピュータ実行可能プログラムを使用して、実
行される可能性があることを理解されたい。さらに、ダウンロードおよびアップロードプ
ロセス６００に関連する協調的プロセスは、１つ以上のＭＣＰ３００またはＡＰＤ４００
デバイス（例えば、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかによっ
て表される）から実行される可能性がある。ブロック６０２で、ユーザ（例えば、ＰＣＤ
２００のユーザ）は、ブラウザベースのプラグイン（例えば、ＰＣＤ２００のコンテンツ
データベース２０８に常駐するアプリケーションまたはプラグイン）等のアプリケーショ
ンまたはアプリケーションアドオンユーティリティを利用して、高負荷のメディアコンテ
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ンツ転送リクエストを生成する。次に、決定ブロック６０４で、ＡＰＤ４００（例えば、
プロキシサーバデバイス）が、メディアコンテンツのダウンロードまたはアップロードに
必要かどうかが決定される。ＡＰＤ４００が必要ではない場合、プロセスはブロック６０
６に進む。ブロック６０６で、送信または受信デバイスが利用されて、高負荷のメディア
コンテンツ転送リクエストに関連する、メディアコンテンツのダウンロードまたはアップ
ロードいずれかのデータ転送セッションを適合かつ管理し、次いで、プロセスはブロック
６１８に進む。
【００４０】
　しかしながら、メディアコンテンツをダウンロードまたはアップロードするためにＡＰ
Ｄが必要な場合、プロセスは、決定ブロック６０８に進み、高負荷のメディアコンテンツ
転送リクエストが、ダウンロードリクエストであるかどうかが決定される。高負荷のメデ
ィアコンテンツ転送リクエストがダウンロードリクエストである場合、プロセスは、ブロ
ック６１２に進み、メタデータを生成し（生成されたメタデータは、ファイルのサイズ、
長さ、タイプ、コンテンツソースの場所、コンテンツソースまでのネットワークホップの
数、コンテンツソースネットワークアドレス、ユーザ認証／許可証明書または使用可能な
転送プロトコル（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａ
ｐ、ｐ２ｐ等）に関するデータを含んでもよい）、メディアコンテンツ転送セッションを
適合させることによって、管理ダウンロードセッションが開始される。しかしながら、高
負荷のメディアコンテンツ転送リクエストがダウンロードリクエストではない場合、プロ
セスは、決定ブロック６１０に進み、高負荷のメディアコンテンツ転送リクエストがアッ
プロードリクエストであるかどうかが決定される。高負荷のメディアコンテンツ転送リク
エストがアップロードリクエストである場合、プロセスは、ブロック６１４に進み、メタ
データを生成し（生成されたメタデータは、ファイルのサイズ、長さ、タイプ、コンテン
ツソースの場所、コンテンツソースまでのネットワークホップの数、コンテンツソースネ
ットワークアドレス、ユーザ認証／許可証明書または使用可能な転送プロトコル（例えば
、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）に関する
データを含んでもよい）、メディアコンテンツ転送を適合させることによって、管理アッ
プロードセッションが開始される。しかしながら、高負荷のメディアコンテンツ転送リク
エストがアップロードリクエストでもない場合、プロセスは、ブロック６２０で終了する
。
【００４１】
　管理ダウンロードまたはアップロードいずれかのセッションが、ブロック６１２または
６１４のいずれかで開始された後、生成されたメタデータが中間媒体ＡＰＤ４００に送信
されて、ブロック６１６でダウンロードまたはアップロードセッションを促進する。次に
ブロック６１８で、適合されたダウンロードまたはアップロードセッションに従い、ダウ
ンロードまたはアップロードのためのメディアコンテンツセットが、１つ以上の終端受信
デバイスへ転送される。一実施形態において、適合された転送命令は、メタデータに含ま
れるか、またはブロック６１６のメタデータ転送プロセスのメタデータを伴うかのいずれ
であってもよい。ブロック６１８でメディアコンテンツが終端受信デバイスに転送された
後、プロセスは、ブロック６２０で終了する。
【００４２】
　図７は、本発明の実施形態に従う、検出された、高負荷のメディアコンテンツの管理デ
ータダウンロード転送プロセス７００のためのフロー図を示す。ダウンロードプロセス７
００は、ＬＡＮに接続されたデバイス（例えば、１１０、１１２、１１４、１１６、１１
８、１２０、１２２、１２４および１２６）または図１のリモートクライアントデバイス
１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれかに配置される１つ以上のコンピュータ可読媒体上に
記憶された１つ以上のコンピュータ実行可能プログラムを使用して、実行される可能性が
あることを理解されたい。さらに、ダウンロード７００に関連する協調的プロセスは、１
つ以上のＭＣＤＰ３００またはＡＰＤ４００デバイス（例えば、リモートサーバデバイス
１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかによって表される）から実行される可能性がある。
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ブロック７０２で、ＰＣＤ２００（例えば、ＰＣＤデバイス１１４、１１６、１１８、１
２０、１２２、１２４、１２６、または１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれか）のユーザ
は、ウェブブラウザプラグインアプリケーション等のブラウザベースのアプリケーション
を使用して、管理ダウンロードのためのメディアコンテンツファイルを選択する。複数の
実施形態において、ユーザは、１つ以上のダウンロードプロセスを選択かつ開始するよう
に、既存のアプリケーションインターフェースまたはドロップダウンメニューを使用して
もよい。次に、ブロック７０４で、ＰＣＤ２００のメディア転送マネージャ（ＭＴＭ、例
えば、メディアコンテンツ転送マネージャ２１０）は、メディアコンテンツファイルを有
する、ＭＣＰ３００と通信して、メディアコンテンツファイルの特性／特徴（例えば、フ
ァイルのサイズ、長さ、タイプ、コンテンツソースの場所、コンテンツソースまでのネッ
トワークホップの数、コンテンツソースのネットワークアドレス、ユーザ認証／許可証明
書、または使用可能な転送プロトコル（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔ
ｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）に関するデータ）を決定する。次に、ブロック７０
６で、ＰＣＤ２００のＭＴＭは、メディアコンテンツファイルに関連する決定された特性
／特徴および多様な使用可能なネットワークリソース（例えば、それを経由してメディア
コンテンツファイルが転送されるデータ通信ネットワークの部分を経由する現在および予
測される空いている帯域幅）に基づいて、それを経由してメディアコンテンツファイルが
転送される通信ネットワークの一部に対して、メディアコンテンツファイルが高負荷であ
るかどうかを決定する。
【００４３】
　次いで、決定ブロック７０８で、メディアコンテンツファイルが、高負荷であると決定
された場合（例えば、決定されたファイルサイズを閾値の高負荷ファイルサイズと比較す
ることによって等）、プロセスは、ブロック７１２に進み、ＭＴＭは、高負荷のメディア
コンテンツファイルに関するメタデータを生成し、メディアコンテンツファイルのダウン
ロードの流れを適合させ、メタデータをＡＰＤ４００へ転送し、中間媒体データ転送エー
ジェントとして機能する。一実施形態において、ＡＰＤ４００に対する適合されたダウン
ロード命令は、メタデータコンテンツ内に含まれるか、または、ブロック７１２のメタデ
ータ転送プロセス内の個別の命令セットとして含まれるかのいずれであってもよい。次に
ブロック７１４で、適合されたメディアコンテンツダウンロード（この部分の適合された
配信は、保護されない連続的データ転送として、リアルタイムで発生する場合がある）に
従い、高負荷のメディアコンテンツは、ＭＣＰ３００からＡＰＤ４００へ転送される。最
後に、ブロック７１６で、適合されたメディアコンテンツダウンロード（この部分の適合
された配信は、余剰な帯域幅の期間中にメディアコンテンツを転送することによって保護
されてもよい）に従い、メディアコンテンツは、ＡＰＤ４００から、ＰＣＤ２００へ転送
される。しかしながら、決定ブロック７０８で、メディアコンテンツファイルが、高負荷
ではないと決定された場合、プロセスは、ブロック７１０に進み、メディアコンテンツは
、任意選択的に中間媒体転送エージェントデバイスとしてＡＰＤ４００を利用して、リア
ルタイムで（異常な遅延なく）、ＭＣＰ３００からＰＣＤ２００へ転送される。
【００４４】
　図８は、本発明の実施形態に従う、検出された、高負荷のメディアコンテンツの管理デ
ータ転送アップロードプロセス８００のためのフロー図を示す。アップロードプロセス８
００は、ＬＡＮに接続されたデバイス（例えば、１１０、１１２、１１４、１１６、１１
８、１２０、１２２、１２４および１２６）または図１のリモートクライアントデバイス
１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれかに配置される１つ以上のコンピュータ可読媒体上に
記憶された１つ以上のコンピュータ実行可能プログラムを使用して、実行される可能性が
あることを理解されたい。さらに、アップロード８００に関連する協調的プロセスは、１
つ以上のＭＣＤＰ３００またはＡＰＤ４００デバイス（例えば、リモートサーバデバイス
１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかによって表される）から実行される可能性がある。
ブロック８０２で、ＰＣＤ２００（例えば、ＰＣＤデバイス１１４、１１６、１１８、１
２０、１２２、１２４、１２６、または１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれか）のユーザ
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は、電子メールクライアントアプリケーション等の常駐するアプリケーションを使用して
、管理アップロードのためのメディアコンテンツファイルを選択する。次に、ブロック８
０４で、メディア転送マネージャ（ＭＴＭ、例えば、メディアコンテンツ転送マネージャ
２１０）は、アップロードされる１つ以上のメディアコンテンツファイルの特性／特徴を
決定する。次に、ブロック８０６で、ＭＴＭは、メディアコンテンツファイルに関連する
決定された特性／特徴および多様な使用可能なネットワークリソース（例えば、それを経
由してメディアコンテンツファイルが転送されるデータ通信ネットワークの部分を経由す
る現在および予測される空いている帯域幅）に基づいて、それを経由してメディアコンテ
ンツファイルが転送されるデータ通信ネットワークの一部に対してメディアコンテンツフ
ァイルが高負荷であるかどうかを決定する。
【００４５】
　次いで、決定ブロック８０８で、メディアコンテンツファイルが、高負荷であると決定
された場合、プロセスは、ブロック８１２に進み、ＭＴＭは、高負荷のメディアコンテン
ツファイルに関するメタデータを生成し、メディアコンテンツファイルのアップロードの
流れを適合させ、メタデータをＡＰＤ４００へ転送し、中間媒体データ転送エージェント
として機能する。一実施形態において、ＡＰＤ４００に対する適合されたアップロード命
令は、メタデータコンテンツ内に含まれるか、または、ブロック８１２のメタデータ転送
プロセス内の個別の命令セットとして含まれるかのいずれであってもよい。次にブロック
８１４で、適合されたメディアコンテンツアップロード（この部分の適合された配信は、
余剰な帯域幅の期間中にメディアコンテンツを転送することによって保護されてもよい）
に従い、高負荷のメディアコンテンツは、ＰＣＤ２００からＡＰＤ４００へ転送される。
最後に、ブロック８１６で、適合されたメディアコンテンツアップロード（この部分の適
合された配信は、保護されない連続的データ転送として、リアルタイムで発生することが
できる）に従い、高負荷のメディアコンテンツは、ＡＰＤ４００から指定された受信デバ
イスへ転送される。しかしながら、決定ブロック８０８で、メディアコンテンツファイル
が、高負荷ではないと決定された場合、プロセスは、ブロック８１０に進み、メディアコ
ンテンツは、任意選択的に中間媒体転送エージェントデバイスとしてＡＰＤ４００を利用
して、リアルタイムで（異常な遅延なく）、ＰＣＤ２００から１つ以上の指定された受信
デバイスへ転送される。
【００４６】
　図９は、本発明の多様な実施形態に従う、高負荷のメディアコンテンツのための直接デ
ータダウンロードまたはアップロードプロセス９００のためのフロー図を示す。直接ダウ
ンロードまたはアップロードプロセス９００は、ＬＡＮに接続されたデバイス（例えば、
１１０、１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４および１２６）また
は図１のリモートクライアントデバイス１０８ａ～１０８ｃのうちのいずれかに配置され
る１つ以上のコンピュータ可読媒体上に記憶された１つ以上のコンピュータ実行可能プロ
グラムを使用して、実行される可能性があることを理解されたい。ブロック９０２で、Ｐ
ＣＤ２００のユーザは、常駐するアプリケーションまたはアプリケーションプラグインを
使用して、管理ダウンロードまたはアップロードのための高負荷のメディアコンテンツフ
ァイルを選択する。次にブロック９０４で、１つ以上のメディアコンテンツ送信デバイス
は、相互に直接通信して、所望のデータ転送プロトコルを相互に決定する。次いでブロッ
ク９０６で、送信および／または受信デバイスは、所望のデータ転送プロトコルおよび使
用可能なネットワークリソースに基づいて、メディアコンテンツダウンロードまたはアッ
プロードを適合させる。最終的に、ブロック９０８で、メディアコンテンツは、適合され
たメディアコンテンツダウンロードまたはアップロードに従って、１つ以上の送信デバイ
スから１つ以上の受信デバイス（これらのうち１つがＰＣＤ２００である）へ転送される
。
【００４７】
　図１０は、本発明の実施形態に従い多様なメディアコンテンツプロセスオプションを含
むドロップダウンサブメニュー１０７０を有する、メディアコンテンツプロバイダのウェ
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ブサイト１０００（より特定すると、ＭＣＰウェブサイト１０００の「Ｎｅｗ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅｓ」ウェブページ）およびブラウザベースのアプリケーションアドオンコンポーネ
ント（例えば、プラグインアプリケーションを含むウェブブラウザ）を表示するアプリケ
ーションインターフェースを示す。一実施形態において、ＭＣＰウェブサイト１０００は
、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかに存在する可能性があり
、これらのうちのいずれか１つはＭＣＰ３００に関連してもよい（例えば、ＭＣＰ２００
コンテンツデータベース３０８のウェブサイト／ＧＵＩアプリケーション３１６）。ＭＣ
Ｐウェブサイト１０００は、インターネット上のウェブページの場所のＨＴＴＰウェブサ
イトアドレスを有するＵＲＬアドレスバー１０２０（「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｄｉ
ａｓｕｒｐｌｕｓ．ｃｏｍ／ＮｅｗＲｅｌｅａｓｅｓ」）と、「Ｂｒｏｗｓｅ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎｓ」（図示のとおり）、「Ｍｅｍｂｅｒ　Ｓｉｇｎ‐Ｉｎ」、および「Ｒｅｇ
ｉｓｔｅｒ」ウェブサイト場所へのリンクを有するメニューヘッダ１０３０と、特定のメ
ディアジャンルに関するメディアコンテンツ（例えば映画）を指し示す多様なマルチメデ
ィアジャンル（例えば、「Ｎｅｗ　Ｒｅｌｅａｓｅｓ」、「Ｄｒａｍａ」、「Ａｃｔｉｏ
ｎ」、「Ｈｏｒｒｏｒ」、「Ｆａｍｉｌｙ」等）へのリンクを含む、「Ｂｒｏｗｓｅ　Ｓ
ｅｌｅｃｔｉｏｎｓ」セクション１０４０と、選択されたジャンル（例えば、「Ｎｅｗ　
Ｒｅｌｅａｓｅｓ」ジャンル）における多様なメディアコンテンツの表示を容易にするメ
ディアコンテンツ表示セクション１０５０（例えば、簡単なメディアコンテンツの説明）
と、ダウンロードマネージャ（例えば、プラグインアプリケーションとして動作）で１つ
以上の選択されたメディアコンテンツをダウンロードするためのオプションを含む、いく
つかのプロセスオブションを含む、ドロップダウンサブメニュー１０７０へのロールオー
バーまたは右クリックで有効になるリンク１０６０と、ウェブサイト１０００の表示エリ
ア内に自然に適合しない、メディアコンテンツ表示セクション１０５０の部分を視認する
ことを容易にするための１つ以上のスクロールバーと、を含んでもよいが、これらに限定
されない。
【００４８】
　図１１は、本発明の実施形態に従う、ＭＣＰウェブサイト１１００（「Ｎｅｗ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅｓ」ウェブページ）およびダウンロードマネージャのアドオンコンポーネント（
例えば、ブラウザベースのアプリケーションへのプラグインとして動作）のビューを表示
するアプリケーションインターフェースを示す。一実施形態において、ＭＣＰウェブサイ
ト１１００は、ＨＴＴＰウェブサイトアドレスを有するＵＲＬアドレスバー１１２０と、
メニューヘッダ１１３０と、「Ｂｒｏｗｓｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ」セクション１１４
０と、メディアコンテンツ表示セクション１１５０と、ユーザが多様なＭＣＰダウンロー
ドオプションを選択することが可能なユーザ相互作用入力領域を含む、ダウンロードマネ
ージャアプリケーションインターフェース１１６０と、メディアコンテンツ表示セクショ
ン１１５０の追加部分を視認することを容易にする、１つ以上のスクロールバー１１７０
と、を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００４９】
　一実施形態において、ダウンロードマネージャアプリケーションインターフェース１１
６０は、ユーザ（例えば、ウェブブラウザを稼動しているＰＣＤ２００デバイスのユーザ
）が名前および／またはダウンロード可能なメディアコンテンツファイルをローカルディ
レクトリ（例えば、メディアコンテンツレポジトリ２１４等のＰＣＤ２００のディレクト
リ内）に保存する場所を入力可能である、「Ｓａｖｅ　Ａｓ」選択領域と、ユーザが、ダ
ウンロード可能なメディアコンテンツを保存するようにファイルタイプを選択することを
可能にする、「Ｆｉｌｅ　Ｔｙｐｅ」選択領域と、ユーザに、それを通してメディアコン
テンツダウンロードが行われるべき最大期間を選択することを可能にする、「Ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ　Ｄｅａｄｌｉｎｅ」選択と、ユーザが、メディアコンテンツダウンロードの優先
度レベル（例えば、複数の同時進行されるダウンロードに対する順序選択）を選択するこ
とを可能にする、送信優先度選択と、を含んでもよい。
【００５０】
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　一実施形態に従い、本発明によって次の状況が促進されるであろう。ＰＣＤ２００のユ
ーザは、ＭＣＰウェブサイト１０００を視認し、ユーザのブロードバンドインターネット
サービスを使用してダウンロードされる高負荷のビデオファイルを注文するように、ウェ
ブブラウザを利用する場合がある。ユーザの観点からは、メディアコンテンツファイルは
、ユーザからの更なる相互作用なく、かつユーザのインターネットサービスに束縛される
ことなく、透過的に配信されてもよい。ビデオファイルは、次いで、ユーザにブロードバ
ンドインターネットサービスを提供する、アクセスプロバイダのネットワーク内の余剰な
ネットワーク帯域幅容量を使用して有利に配信されてもよい。メディアコンテンツの注文
は、次に、（１）ＭＣＰ３００から、配信プロキシサーバ（ＤＰＳ）等のＡＰＤ４００へ
（この部分の適合された配信は、保護されない連続的データ転送として、リアルタイムで
発生する場合がある）、および（２）余剰なネットワーク容量が使用可能である時にはい
つでも管理コンテンツ配信を利用して、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００からＰＣＤ２００のユーザ
へ、の２つの部分に分割されてもよい。ＭＣＰ３００からＡＰＤ／ＤＰＳ４００への配信
は、通常のネットワーク通信プロトコル（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍ
ｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）を使用してもよく、一切の特殊なインフラストラ
クチャを必要としない場合がある。
【００５１】
　関連状況は、送信者が受信側ユーザのアクセスネットワークプロバイダと協力する時に
発生する場合がある。その場合、送信者（例えば、ＭＣＰ３００）は、エンドツーエンド
の余剰なネットワーク容量が使用可能である時は必ず、パケットが送信者（例えば、ＰＣ
Ｄ２００）に配送される、互換性のあるアプリケーションソフトウェアを運用する。この
状況では、ネットワークアクセスプロバイダは、メディアコンテンツファイル配信セッシ
ョンのセットアップまたは運用に積極的に関わることがなく、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は必
要とされない。
【００５２】
　一実施形態に従い、本発明によって次の状況が促進されるであろう。ＰＣＤ２００のユ
ーザは、休暇を終えて、大量の写真やビデオを友達と共有する。自分のＰＣＤ２００に常
駐する多様な写真およびビデオ編集ソフトウェアでメディアコンテンツを編集後、ユーザ
は、メディアコンテンツを選択された友人のリストへ電子メールで送信する。ユーザの観
点からは、コンテンツは、ユーザのインターネットサービスを束縛またはユーザのアクセ
スネットワークに混雑を発生させずに、迅速かつ透過的に配信されてもよい。メディアコ
ンテンツの注文はその後、（１）管理コンテンツ配信を経由して、ユーザのＰＣＤ２００
からＡＰＤ／ＤＰＳ４００へ（この部分の適合された配信は、余剰な帯域幅の期間中にメ
ディアコンテンツを転送することによって保護されてもよい）、および（２）ＡＰＤ／Ｄ
ＰＳ４００から目的の友人リストへ、の２つの部分に分割される場合がある。ＡＰＤ／Ｄ
ＰＳ４００から目的の送信先への配信は、通常のネットワーク通信プロトコル（例えば、
ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、等）を使用することができ、一切の特殊なインフラストラクチャを
必要としなくてもよい。
【００５３】
　関連状況は、送信者の選択した送信先（例えば、リモート電子メールサーバ）が、ユー
ザのメディアコンテンツファイルを余剰なネットワーク容量を使用してエンドツーエンド
に配信されることを可能にする、協力するアプリケーションソフトウェアを操作する時に
発生する場合がある。その場合、送信側ユーザのネットワークアクセスプロバイダは、フ
ァイル配信セッションのセットアップまたは運用に積極的に関わることがなく、ＡＰＤ／
ＤＰＳ４００は必要とされない。
【００５４】
　一実施形態において、本発明は、配信セッションのセットアップの間に高負荷のメディ
アコンテンツファイルを検出する転送発信者または発信者のアプリケーション（例えば、
ＭＴＭ２１０等）によって運用してもよい。高負荷のメディアコンテンツファイルが検出
された後、特殊な管理ファイル配信モードが開始されてもよく、メディアコンテンツは、
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中間媒体ＡＰＤ／ＤＰＳ４００へ、または中間媒体ＡＰＤ／ＤＰＳ４００から配信され、
次いで、ピーク運用期間に配信ネットワークの混雑を回避する、余剰なネットワーク容量
を使用して終端デバイスへ配信されてもよい。多様な実施形態に従い、本発明のメディア
コンテンツ検出／決定および適合させる配信プロセスは、送信者、送信者のアクセスプロ
バイダ、受信者のアクセスプロバイダ、受信者、またはこれらの組み合わせによって配備
されてもよい。
【００５５】
　一実施形態において、高負荷のメディアコンテンツファイルが転送されるであろう時を
検出するために、発信元ユーザのアプリケーションは、予測される転送プロトコル（例え
ば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）、ファ
イルのサイズ（例えば、ｆｔｐ　ＳＩＺＥコマンド、ｈｔｔｐ　ＣＯＮＴＥＮＴ－ＬＥＮ
ＧＴＨコマンド）、遠端サーバドメイン名等のメタデータ詳細を学習するように、セッシ
ョンセットアップメッセージを自発的に検査することが可能である。大型ファイル配信リ
クエストが検出されると、ユーザのアプリケーションは、管理ファイル配信セッションを
自発的に起動するか、または、管理ファイル配信セッションを開始するための許可をユー
ザに求めることが可能である。代替として、ユーザは、管理ファイル配信セッションを手
動で起動することが可能である（例えば、図１０および１１を参照して、例えば、ウェブ
リンク上で右クリックし、メニューオプションを選択することによる）。いずれの場合も
、セッションメタデータは、その後ユーザとＡＰＤ／ＤＰＳ４００との間で管理配信セッ
ションをセットアップする、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００へ送信されてもよい。ＡＰＤ／ＤＰＳ
４００の他の主要機能は、ＰＣＤ２００のユーザの代わりに機能することで、リモート端
へ、またはリモート端からメディアコンテンツを転送する。この転送は、発信元ユーザが
コンテンツを転送するために通常使用していたであろう、標準のデータプロトコル（例え
ば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）に従っ
て進む。ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、転送セッションの詳細を学習するように、セッション
メタデータを使用することができる。
【００５６】
　ＡＰＤ／ＤＰＳ４００を使用する利点は、アクセスプロバイダの境界を超えるネットワ
ークからの協力を必要とせずに、インターネット等のより大型ＷＡＮの一部である時に、
それらのネットワークを混雑から保護するように、アクセスプロバイダによって運用する
ことができることである。代替として、データ接続の遠位終端が、近位終端と同じ配信管
理プロトコルをサポートする場合、エンドツーエンドのファイル配送セッションは、中間
媒体ＡＰＤ／ＤＰＳ４００に頼ることなく、確立され得る。この状況では、両方のエンド
ポイントは、同一の配信管理プロトコルを使用するように一致する場合がある。
【００５７】
　一実施形態において、ソフトウェアモジュールの送信および受信の対（例えば、サーバ
およびクライアント）は、接続中のネットワーク内に余剰な容量（例えば、空いている帯
域幅）が存在する時を感知することに合わせて運用する場合がある。対は次いで、その容
量を超えないように、それらの間のデータ処理能力を規制する場合がある。
【００５８】
　本発明の一実施形態に従い、汎用ネットワークアーキテクチャは、送信ノードおよび受
信ノードが、一式のネットワークおよびネットワークデバイスによって相互接続されても
よい場合に存在する場合がある。ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）およびゲートウ
ェイデバイスを経由して接続される多様な終端デバイスが想定される。一部の実装におい
て、エンドノード、ＬＡＮ、およびゲートウェイは同一の物理ユニットの一部であっても
よい。他の場合、相互接続しているネットワークは、単一のアクセスネットワークにコラ
プスされてもよい。アクセスネットワークタイプの実施例は、ネットワークアクセスプロ
バイダによって運用される、光ファイバ、ＤＳＬ、ケーブル、ワイヤレスおよび有線デー
タ通信ネットワークを含んでもよい。
【００５９】
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　一実施形態において、ファイルは、送信ノードから受信ノードへ送信されてもよく、い
ずれかのエンドポイントは、メディアファイル転送のための発生元トリガであってもよい
。例えば、ダウンロードの状況では、発生元ノードは、送信ノードからのメディアファイ
ルをリクエストしてもよく、これは受信ノードへの転送を開始する。アップロードの状況
では、発生元ノードはまた、ファイルの転送を開始するように、受信ノードに接触する送
信ノードであってもよい。
【００６０】
　一実施形態において、メディアコンテンツダウンロードセッションは、受信ノードによ
って開始されてもよい。プロセスは、管理ダウンロードに対するファイルを選択するユー
ザとともに開始してもよい。このステップの実施例は、管理ファイルダウンロードのプラ
グインソフトウェアモジュールを備える標準のウェブブラウザを操作ユーザを含んでもよ
い（例えば、図１０および図１１を参照）。ユーザは、メディアコンテンツプロバイダの
ウェブページを閲覧し、ダウンロードリクエストを起動してもよい（例えば、リンクまた
はアイコンをクリックすることによって）。ブラウザプラグインは、次いで、ブラウザの
ユーザインターフェースを監視してから、ファイルのサイズ、長さ、タイプ、コンテンツ
ソースの場所、コンテンツソースまでのネットワークホップの数、コンテンツソースのネ
ットワークアドレス、ユーザ認証／許可証明書またはダウンロードファイルの使用可能な
転送プロトコル（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３、ｉｍａ
ｐ、ｐ２ｐ等）に関して、リモートウェブサーバをクエリすることによって、ダウンロー
ドリクエストを検出および傍受してもよい。ブラウザプラグインは、ファイルが管理配信
に適した大きさ（高負荷）であるかどうかを決定するように、ネットワーク添付書類の構
成された設定およびタイプに対してファイルサイズを比較する場合がある。管理配信に適
格とするには十分の大きさがない場合、プラグインは、ダウンロードプロセスに通常の配
信プロトコルおよび方法（例えば、ｆｔｐ、ｈｔｔｐ、ｈｔｔｐｓ、ｓｍｔｐ、ｐｏｐ３
、ｉｍａｐ、ｐ２ｐ等）を使用して進むことを許可してもよい。しかしながら、ファイル
が管理配信に好適な大きさである場合、プラグインは、提案されたダウンロードメタデー
タを含むメッセージで、ダウンロードクライアント（ＭＴＭのコンポーネント）に警告す
る。
【００６１】
　別の実施形態に従い、ユーザは、管理ダウンロードを手動で起動することができる。例
えば、ユーザは、コンテンツプロバイダのウェブサイト（例えば、図１０および図１１を
参照）を閲覧し、ダウンロード可能なメディアコンテンツを示すリンクまたはアイコンを
右クリックしてもよい。ブラウザのプラグインは、ユーザが選択可能である、管理ファイ
ルダウンロードに対するオプションを含む、ドロップダウンメニューリストをユーザに提
示することができる。第１の実施例のように、プラグインは、提案されたダウンロードメ
タデータを含むメッセージで、ＭＴＭ／ＤＬＣ（ダウンロードクライアント機能を有する
メディア転送マネージャ）に警告することができる。一実施形態において、ＭＴＭ／ＤＬ
Ｃは、プラグインからメタデータを収集してから、メッセージをフォーマットし、ＡＰＤ
４００へ送信することができる。メッセージの内容は、ダウンロードセッションメタデー
タを含むことができる。
【００６２】
　ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、ユーザをＭＣＰ３００に接続するネットワーク内の多様な場
所に配置されてもよい。例えば、アクセスプロバイダは、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００を、イン
ターネットの基盤ネットワークとの境界に配置する可能性がある。ネットワーク運用者の
同業者の関係に応じて、他の場所が可能である。ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、ＭＣＰのサー
バ（受信ノード）でユーザの代わりにプロキシセッションをセットアップするように、ダ
ウンロードセッションのメタデータを使用してもよい。一部の場合、これには、ファイル
のアクセス承認メッセージ（例えば、ユーザ名、パスワード、認証問題等）をユーザに中
継することが必要な場合もある。このステップの実施例は、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００が、ユ
ーザの代わりにフォーマットかつプロキシするファイルに対するｆｔｐダウンロードリク
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エストを含むが、受信デバイスへの配信は含まない。別の実施例は、Ｐ２Ｐダウンロード
セッションであってもよい。一実施形態において、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００の存在は、リク
エストしているダウンロードの終端ノードをそれらのアップリンクを混雑させることから
解放する、リモートピアを備える同時アップリンクトレード（一般的に、ダウンロードの
ための条件としてＰ２Ｐ転送プロトコルによって要求される）のためのポイントとして機
能する可能性がある。ＡＰＤ／ＤＰＳ４００はまた、そこへ送信されたメタデータメッセ
ージに応答して、ユーザのＭＴＭ／ＤＬＣで管理配信セッションをセットアップするよう
に、セッションメタデータを使用する場合がある。ＭＣＰ３００は、ファイルが受信され
るにつれてこれをバッファする、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００へのファイルの転送を開始する。
このプロセスの一部は、管理ファイル配信のための受信ファイルの区分化およびフォーマ
ットすることを含む場合がある。同時に、または後で、ＤＰＳは、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００
とＭＴＭ／ＤＬＣとの間のネットワークの可用性および容量に従って、ユーザのＭＴＭ／
ＤＬＣへのバッファされたファイルの転送を開始してもよい。実質的に、ファイル転送に
おけるＡＰＤ／ＤＰＳ４００の関与は、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００とＭＴＭ／ＤＬＣとの間の
経路におけるネットワークの混雑を回避する。ＭＣＰ３００とＡＰＤ／ＤＰＳ４００との
間の経路は、標準の転送フロー制御による以外は保護されない場合があるが、管理ファイ
ル転送プロトコルの詳細を認識する必要もない。一実施形態において、データファイルが
ＭＴＭ／ＤＬＣに配信されると、データは、１つ以上の通常のアプリケーションユーザイ
ンターフェースを利用して、ユーザに提示されてもよい。このステップの実施例は、ユー
ザにファイルを保存することを可能にする、ブラウザのポップアップウィンドウを含んで
もよい（代替として、選択済みの場所へ自動保存され得る）。
【００６３】
　一実施形態において、送信ノードによって発生したアップロードセッションは、管理ア
ップロードのためのファイルを選択するユーザによって開始されてもよい。一実施形態に
おいて、ユーザは、電子メールを作成し、送信する高負荷のメディアコンテンツファイル
を添付するように、電子メールクライアントアプリケーションを運用してもよい。ユーザ
は、手紙を作成し、メディアコンテンツファイルを添付し、送信を押してリモートメール
サーバ（任意選択的に、リモートサーバデバイス１０４ａ～１０４ｃのうちのいずれかに
よって表される）への電子メールの配信を起動してもよい。電子メールのアドオンモジュ
ールは、送信イベントを自動的に検出するように、アプリケーションユーザインターフェ
ースを監視する場合がある。ファイルサイズは、クライアントから決定されてもよく、次
いで、ファイルサイズが既定のファイルサイズ閾値を超えるかどうかが決定されてもよい
。閾値を超えない場合、電子メールは、通常のプロトコルおよび手順（例えば、ｐｏｐ３
、ｉｍａｐ）を使用して転送を継続する。ファイルが閾値を超えるほど十分大きい場合、
アドオンは、提案された電子メール配信に関するアップリンクメタデータを含むメッセー
ジをＭＴＭ／ＵＬＣ（アップリンククライアント機能を含むメディア転送マネージャ）に
送信する。別の実施形態において、ユーザは、電子メールの配信方法を手動で選択する。
この場合、ユーザは、管理ファイル配信を経由して電子メールを配信するための送信オプ
ションを選択する可能性がある。上記と同様に、電子メールのアドオンモジュールは、ア
ップリンクセッションのためのメタデータで、ＭＴＭ／ＵＬＣに警告する場合がある。
【００６４】
　ダウンリンクの状況では、ＭＴＭ／ＵＬＣは、エンドポイントデバイス（例えば、図１
のラップトップコンピュータ１２４）上に共存してもよい。しかしながら、他の可能性も
実行可能な場合がある。一実施形態において、ＭＴＭ／ＵＬＣは、ユーザのデバイスとＬ
ＡＮを共有している別のデバイス上に配置されてもよい。ダウンリンクの場合では、１つ
の可能性は、ゲートウェイデバイス上でＭＴＭ／ＵＬＣを運用することである。ＭＴＭ／
ＵＬＣは、アドオンアプリケーションからメタデータを収集する場合があり、それをフォ
ーマットして、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００へメッセージを送付する。メッセージは、ファイル
の長さ、リモートサーバ情報、電子メールプロトコル等のアップロードに関する詳細を含
んでもよい。
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　一実施形態において、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、ユーザをＭＣＰ３００に接続するネッ
トワーク内の多様な場所に配置される可能性がある。例えば、アクセスプロバイダは、Ａ
ＰＤ／ＤＰＳ４００を、インターネットの基盤ネットワークとの境界に位置付ける可能性
がある。ネットワーク運用者の同業者の関係に応じて、他の場所が可能である場合がある
。ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、ＭＣＰのサーバ（受信ノード）でユーザの代わりにプロキシ
セッションをセットアップするように、アップロードセッションのメタデータを使用して
もよい。一部の場合、これには、ファイルのアクセス許可メッセージ（例えば、ユーザ名
、パスワード、または認証問題）をユーザに中継することを要求する場合もある。このス
テップの実施例は、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００が、ユーザの代わりにフォーマットし、かつプ
ロキシするであろうファイルに対するｐｏｐ３の電子メール送信リクエストを含んでもよ
いが、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００から送信先電子メールサーバへの配信は含まない。
【００６６】
　ＡＰＤ／ＤＰＳ４００はまた、そこに送信されたＭＴＭ／ＵＬＣメタデータメッセージ
に応答して、ユーザのＭＴＭ／ＵＬＣで管理配信セッションをセットアップするように、
セッションメタデータを使用してもよい。ＭＴＭ／ＵＬＣは、それらの間のネットワーク
の可用性および容量に従って、フＡＰＤ／ＤＰＳ４００へのファイルの転送を開始するこ
とができる。ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、ファイルが受信されるにつれて、ファイルをバッ
ファしてもよい。同時に、または後で、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００は、プロキシセッションに
関連する通常のファイル転送プロトコルを使用して、受信ノードへのバッファされたファ
イルの転送を開始してもよい。ファイル転送におけるＡＰＤ／ＤＰＳ４００の関与は、例
えば、ユーザのアクセスプロバイダネットワークのＭＴＭ／ＵＬＣとＡＰＤ／ＤＰＳ４０
０との間の経路において、ネットワークの混雑を回避することが可能である。一実施形態
において、ＡＰＤ／ＤＰＳ４００と送信先との間の経路は保護されないが、管理ファイル
転送プロトコルの詳細を認識する必要もない。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施形態が本明細書に示され、説明されたが、多数の変更を、本発
明の精神および範囲を逸脱することなく、行うことができる。したがって、本発明の範囲
は、開示される実施形態のいずれによっても制限されない。そうではなく、本発明の範囲
は、以下の添付の請求項から判断されるべきである。
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