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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイムスケジュールされた放送メディアソースに関連付けられるダウンロード可能なコ
ンテンツへのアクセスをコンピュータにより実行する方法であって、
　前記放送メディアソースを該放送メディアソースの関連付けられたスケジュール済みの
放送時間中に受信するステップと、
　前記受信した放送メディアソースをユーザに提示するステップと、
　前記ダウンロード可能なコンテンツの識別子を取得するステップと、
　前記ユーザからの前記ダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定として、該ダウ
ンロード可能なコンテンツの即時配信か、遅延配信か、無配信かのいずれかに決定するス
テップと、
　前記取得した識別子に基づいて前記ダウンロード可能なコンテンツにアクセスするステ
ップと、
　即時配信指定の受信に応答して前記受信した放送メディアソースの前記ユーザへの提示
を変更し、一時停止されている間に、前記ダウンロード可能なコンテンツを前記ユーザに
提示するステップと、
　遅延配信の指定に応答して前記受信した放送メディアソースを前記ユーザに提示するス
テップを終了した後に、前記受信した放送メディアソースの提示を変更することなく、前
記ダウンロード可能なコンテンツを前記ユーザへ提示するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記ダウンロード可能なコンテンツの前記識別子を取得するステップは、前記ダウンロ
ード可能なコンテンツの識別子を前記受信した放送メディアソースから抽出するステップ
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記放送メディアソースは、マルチキャストインターネットプロトコル（ＩＰ）ラジオ
信号とテレビ信号の少なくともいずれかの信号を含み、
　前記識別子を抽出するステップは、前記マルチキャストＩＰラジオ信号とテレビ信号の
少なくともいずれかの信号の中に含まれているＩＰパケットから前記識別子を抽出するス
テップを備え、
　前記信号は、前記ＩＰパケット内の識別子情報の内容を示すヘッダ識別子を有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記放送メディアソースは、
　無線データシステム（ＲＤＳ）デジタル情報を含む放送無線信号を含み、
　前記識別子を抽出するステップは、該識別子を前記ＲＤＳデジタル情報から抽出するス
テップ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記放送メディアソースは、放送デジタルテレビ信号を含み、
　前記識別子を抽出するステップは、前記デジタルテレビ信号のメディアコンテンツを含
まないタイムスロット中に該識別子を前記放送デジタルテレビ信号から抽出するステップ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信した放送メディアソースは、
　組み込まれたリアリィ・シンプル・シンジケーション（ＲＳＳ）フィードを含み、
　前記識別子を抽出するステップは、該識別子を前記ＲＳＳフィードから抽出するステッ
プ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記ダウンロード可能なコンテンツは、ポッドキャストを備える
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信した放送メディアソースの提示の変更は、
　前記受信した放送メディアソースの提示を一時停止するステップと、
　前記受信した放送メディアソースを前記ユーザに関連付けられるパーソナルメディアレ
コーダへリダイレクトするステップとを備え、
　前記ダウンロード可能なコンテンツを前記ユーザへ提示するステップは、前記パーソナ
ルメディアレコーダへリダイレクトした前記放送メディアソースを前記ユーザへ提示する
ステップに先行して行なわれる
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記ダウンロード可能なコンテンツにアクセスするステップに先立って、前記ダウンロ
ード可能なコンテンツの利用可能性をユーザに通知するステップを実行し、
　前記所望の配信指定を決定するステップは、
　前記ユーザへの前記通知に応答して前記ダウンロード可能なコンテンツの前記所望の配
信指定を前記ユーザから受信するステップ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ダウンロード可能なコンテンツにアクセスするステップに先立って、前記ユーザに
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関連付けられる格納済みの構成情報を取得するステップを実行し、
　前記所望の配信指定を決定するステップは、
　前記ダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定を前記取得した構成情報から決定
するステップ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ダウンロード可能なコンテンツは関連付けられた種別を有し、前記構成情報は複数
の所望の配信指定を含み、該複数の配信指定のうちのいくつかは、前記ダウンロード可能
なコンテンツの種別に対応して関連付けられ、前記構成情報を取得するステップは、前記
ダウンロード可能なコンテンツの前記関連付けられた種別を決定するステップと、前記決
定した関連付けられた種別に関連して前記複数の所望の配信指定のうちの１つの配信指定
を取得するステップと
　を備えることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記放送メディアソースは通信装置によって受信され、前記放送メディアソースを受信
するステップと前記識別情報を抽出するステップとは、前記通信装置において実行するメ
ディアプレイヤモジュールにより行われ、前記ダウンロード可能なコンテンツにアクセス
するステップは、前記通信装置において実行するブラウザモジュールにより行われ、前記
受信した放送メディアソースから抽出された前記識別子を前記メディアプレイヤモジュー
ルから前記ブラウザモジュールへ提供するステップ
　を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記受信した放送メディアソースから抽出された前記識別子は、
　前記ブラウザモジュールの指定されたアプリケーションプログラミングインタフェース
（ＡＰＩ）を用いて、前記メディアプレイヤモジュールから前記ブラウザモジュールへ提
供される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ダウンロード可能なコンテンツの前記識別子を抽出するステップに応答して、前記
ブラウザモジュールの実行指令を開始するステップ
　を更に備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ダウンロード可能なコンテンツは関連付けられた種別を有し、前記ブラウザモジュ
ールは複数のブラウザモジュールを備え、該複数のブラウザモジュールのうちのいくつか
は、ダウンロード可能なコンテンツのそれぞれの種別に関連付けられ、前記ブラウザモジ
ュールの実行指令を開始するステップは、前記ダウンロード可能なコンテンツの前記関連
付けられた種別を決定するステップと、前記複数のブラウザモジュールのうちの前記ダウ
ンロード可能なコンテンツの前記決定された関連する種別に対応して選択された１つのブ
ラウザモジュールを開始するステップ
　を備えることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ダウンロード可能なコンテンツはポッドキャストを備え、前記放送メディアソース
を受信するステップは、前記放送メディアソースを第１の受信機装置において受信するス
テップを備え、前記ダウンロード可能なメディアコンテンツにアクセスするステップは、
前記第１の受信機装置から遠隔地にある第２の受信機装置への前記ポッドキャストの配信
を開始するステップ
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１７】
　タイムスケジュールされた放送メディアソースにおいて識別されるダウンロード可能な
コンテンツにアクセスするためのコンピュータ・プログラムであって、
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　該コンピュータ・プログラムはコンピュータ可読媒体において実現されるコンピュータ
プログラムコードを備え、
　該コンピュータプログラムコードは、請求項２に記載の方法を実行するように構成され
るプログラムコードを備える
　ことを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【請求項１８】
　請求項２に記載の方法を実行するように構成されることを特徴とする通信装置。
【請求項１９】
　請求項２に記載の方法を実行するように構成されることを特徴とする移動端末。
【請求項２０】
　移動端末であって、
　ポータブルハウジングと、
　前記ハウジング内の出力装置と、
　ダウンロード可能なコンテンツを要求し、該コンテンツを受信するように構成される、
前記ハウジング内の無線通信ネットワークインタフェース回路と、
　タイムスケジュールされた放送メディアソースを受信するように構成される、前記ハウ
ジング内の受信装置と、
　前記ハウジング内の制御装置であって、
　　前記タイムスケジュールされた放送メディアソースを前記出力装置に提示するように
構成されるメディアプレイヤモジュールと、
　　前記ダウンロード可能なコンテンツの識別子に基づいて、前記無線通信ネットワーク
インタフェースを用いて前記ダウンロード可能なコンテンツを要求し、該コンテンツを前
記出力装置に提示するように構成されるブラウザモジュールと、
　　前記ダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定として、該ダウンロード可能な
コンテンツの即時配信か、遅延配信か、無配信かのいずれかのユーザ指定を受信するよう
に構成される前記ハウジング内に備えられるユーザ入力装置と、
　　前記ダウンロード可能なメディアコンテンツの前記識別子を前記受信した放送メディ
アソースから抽出し、該抽出した識別子を前記ブラウザモジュールへ提供して、該ブラウ
ザモジュールにより前記ダウンロード可能なコンテンツの要求を開始するように構成され
るアクセス制御モジュールと、を実行するように構成される制御装置とを備え、
　前記アクセス制御モジュールは、前記放送メディアソースと、前記ダウンロード可能な
コンテンツとを提示するタイミングを前記所望の配信指定に基づいて制御するように構成
される
　ことを特徴とする移動端末。
【請求項２１】
　前記アクセス制御モジュールは、
　前記ダウンロード可能なコンテンツが即時配信指定の受信に応答して前記出力装置に提
示されている間に、前記放送メディアソースの提示を前記出力装置において一時停止する
ように構成される
　ことを特徴とする請求項２０記載の移動端末。
【請求項２２】
　前記アクセス制御モジュールは、
　前記放送メディアソースを提示するステップが一時停止されている間に、前記移動端末
のユーザに関連付けられるパーソナルレコーダへ前記放送メディアソースをリダイレクト
し、前記ダウンロード可能なコンテンツが前記出力装置に提示された後で、前記メディア
プレイヤモジュールによって、前記パーソナルレコーダから前記リダイレクトした放送メ
ディアソースの提示を開始するように構成される
　ことを特徴とする請求項２１記載の移動端末。
【請求項２３】
　前記放送メディアソースは、マルチキャストインターネットプロトコル（ＩＰ）テレビ
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信号を含み、前記ダウンロード可能なコンテンツは、ポッドキャストを備え、前記出力装
置は、表示装置とスピーカとを備え、前記アクセス制御モジュールは、前記マルチキャス
トＩＰテレビ信号の中に含まれているＩＰパケットから前記識別子を抽出するように構成
され、前記信号は、前記ＩＰパケット内の識別子情報の内容を示すヘッダ識別子を有する
　ことを特徴とする請求項２１に記載の移動端末。
【請求項２４】
　前記アクセス制御モジュールは、
　前記ユーザに関連付けられる格納済みの構成情報を取得し、前記取得した構成情報から
前記ダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定を決定するように更に構成される
　ことを特徴とする請求項２０に記載の移動端末。
【請求項２５】
　前記ダウンロード可能なコンテンツは関連付けられた種別を有し、前記構成情報は複数
の所望の配信指定を含み、該複数の配信指定のうちのいくつかは、前記ダウンロード可能
なコンテンツの種別に対応して関連付けられ、
　前記アクセス制御モジュールは、
　前記ダウンロード可能なコンテンツの前記関連付けられた種別を決定し、該決定した関
連付けられた種別に関連して前記複数の所望の配信指定のうちの１つの配信指定を取得す
るように構成される
　ことを特徴とする請求項２４に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関し、特に、放送メディア同調特性を含む通信装置と、同通信装
置を動作させる方法及びコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、パーソナルコンピュータ及びその類のスマートデバイスには一般に、通信能力が
設けられている。例えば、このような装置のほとんどには、インターネットへの有線アク
セス又は無線アクセスが提供され、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）、電子
メール（ｅｍａｉｌ）通信、等からのコンテンツのダウンロードと視聴とが可能になって
いる。更に、このような装置は、音楽やビデオのような別の形のメディアも提示するよう
に構成されている場合も多い。この音楽又はビデオメディアコンテンツは、インターネッ
トアクセスとは別に、ラジオ又はテレビのようなスケジュールされた放送メディアソース
を放送で受信するように構成されるチューナによって受信することも可能である。更に、
スケジュールされた放送メディアソースのなかには、現在インターネット上で利用可能な
ものもある。そのため、別個の放送用チューナを使用しなくてもスマートデバイスにより
受信できるようになっているものもある。
【０００３】
　移動端末のようなモバイルデバイスには、以前はパーソナルコンピュータ等でしか見ら
れなかった機能がますます提供されるようになっている。移動端末は、典型的には、セル
ラネットワーク通信プロバイダを経由する無線電話サービスへのアクセス権を取得するた
めに主としてユーザにより購入される。しかし、このような移動端末に含まれる処理能力
、メモリ、等が増加するにつれて、追加レベルのユーザ機能がこのような移動端末の中に
パッケージ化されつつあり、通常ユーザと共にほとんどの時間保持されている電子装置の
ユーザはその利点を活用できるようになっている。例えば、現在、多くの移動端末にはカ
メラが設けられており、このカメラによってユーザは写真を撮影し、その写真を自分の移
動端末から別の移動端末へ送信することができるようになっている。移動端末は、例えば
、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）を用いて、インターネット通信用として構
成することも可能である。多くの移動端末には、電子メール（ｅ－ｍａｉｌ）、ショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）及びマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）機能の
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ようなメッセージ通信機能も含まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　追加のユーザ機能のために移動端末の中に含まれるものと考えられる別の分野として、
異なる放送メディアソースからのスケジュールされた放送メディアコンテンツの受信に関
する分野がある。例えば、移動端末に無線チューナ機能を設けて、特定の放送メディアソ
ースのラジオ放送局の局識別子に同調することにより、振幅変調（ＡＭ）と、周波数変調
（ＦＭ）放送無線チャネルの少なくともいずれかを受信できるようにすることが可能であ
る。更に、ビデオコンテンツと音声コンテンツの双方を含むデジタルテレビ信号の送信プ
ロトコルが移動端末のような無線装置に対して提案されている。したがって、関連付けら
れた放送テレビメディアソースの局識別子への同調に基づいて、スケジュールされたテレ
ビ番組を受信し、表示できるように構成された移動端末が提案されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態では、タイムスケジュールされた放送メディアソースに関
連付けられたダウンロード可能なコンテンツへのアクセスをコンピュータにより実行する
方法であって、上記放送メディアソースに関連付けられたスケジュール済みの放送時間中
に、該放送メディアソースを受信するステップを含むことになる。例えば、受信した放送
メディアソースから識別子を抽出することによって、ダウンロード可能なコンテンツの識
別子が取得される。このダウンロード可能なコンテンツは上記放送メディアソースから抽
出された識別子に基づいてアクセスされる。ダウンロード可能なコンテンツの抽出及びア
クセスは自動的に実行される場合もある。例えば、上記放送メディアソースは、マルチキ
ャスト・インターネットプロトコル（ＩＰ）ラジオ信号とテレビ信号の少なくともいずれ
かの信号であってもよい。そして、上記識別子はＩＰパケットから抽出することができ、
このＩＰパケットは上記マルチキャストＩＰラジオ信号とテレビ信号の少なくともいずれ
かの信号の中に含まれる。マルチキャストＩＰラジオ信号やテレビ信号は、ＩＰパケット
内の識別子情報の内容を示すヘッダ識別子を有している。上記ダウンロード可能なコンテ
ンツは、例えば、ポッドキャストであってもよい。
【０００６】
　本発明の別の実施形態では、放送メディアソースは、無線データシステム（ＲＤＳ）デ
ジタル情報を含む放送無線信号であり、そして、識別子は上記ＲＤＳデジタル情報から抽
出される。上記放送メディアソースは、放送デジタルテレビであってもよく、そして、上
記識別子は、デジタルテレビ信号のメディアコンテンツを含まないタイムスロット中に放
送デジタルテレビ信号から抽出されるものであってもよい。受信された放送メディアソー
スは組み込まれたリアリィ・シンプル・シンジケーション（Really Simple Syndication
：ＲＳＳ）フィードを含むものであってもよく、そして、識別子はＲＳＳフィードから抽
出されたものであってもよい。
【０００７】
　本発明の更に別の実施形態では、放送メディアソースを受信するステップは、該受信し
た放送メディアソースをユーザに提示するステップを含み、そして、ダウンロード可能な
コンテンツにアクセスするステップは、上記受信した放送メディアソースのユーザへの提
示を一時停止するステップを含み、そして、上記受信した放送メディアコンテンツをユー
ザに提示している間に、上記ダウンロード可能なコンテンツのユーザへの提示は一時停止
される。上記受信した放送メディアソースの提示を一時停止するステップは、上記受信し
た放送メディアソースをユーザに関連付けられるパーソナルメディアレコーダへリダイレ
クトするステップを含むものであってもよい。そして、ダウンロード可能なコンテンツを
ユーザに提示するステップは、パーソナルメディアレコーダからユーザへリダイレクトさ
れた放送メディアソースを提示するステップに先行して行なわれる。
【０００８】
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　本発明の他の実施形態では、ダウンロード可能なコンテンツの利用可能性をユーザに通
知し、ユーザへのこの通知に応答してダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定を
ユーザから受信するステップが、ダウンロード可能なコンテンツにアクセスするステップ
よりも先に行われる。上記所望の配信指定は、ダウンロード可能なコンテンツの即時配信
か、遅延配信か、無配信かを指定することができる。上記受信した放送メディアソースの
提示を一時停止するステップは、即時配信指定の受信に応答して実行することができる。
そして、上記受信した放送メディアソースをユーザへ提示するステップを遅延配信の指定
に応答して終了した後、ダウンロード可能なコンテンツを、上記受信した放送メディアソ
ースの提示を一時停止することなくユーザに提示するステップを実行することができる。
【０００９】
　本発明の更に別の実施形態では、ユーザに関連付けられる格納済みの構成情報を取得し
、該取得した構成情報からダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定を決定するス
テップが、ダウンロード可能なコンテンツにアクセスするステップよりも先行して行われ
る。受信した放送メディアソースの提示を一時停止するステップと、ダウンロード可能な
コンテンツを提示するステップとは、即時配信の指定に応答して実行することができる。
そして、受信した放送メディアソースのユーザへの提示を遅延配信の指定に応答して終了
した後、上記受信した放送メディアソースの提示を一時停止することなく、ダウンロード
可能なコンテンツをユーザに提示するステップを実行することができる。
【００１０】
　本発明の更に別の実施形態では、ダウンロード可能なコンテンツは、ある関連付けられ
た種別を有し、そして、上記構成情報は複数の所望の配信指定を含む。これらの配信指定
のいくつかは、ダウンロード可能なコンテンツの種別に対応して関連付けられる。上記構
成情報を取得するステップは、ダウンロード可能なコンテンツの関連付けられた種別を決
定するステップと、該決定した関連付けられた種別に関連して複数の所望の配信指定のう
ちの１つの配信指定を取得するステップとを含む。
【００１１】
　本発明の更に別の実施形態では、放送メディアソースは通信装置により受信される。そ
して、この放送メディアソースを受信するステップと、識別情報を抽出するステップとは
通信装置において実行するメディアプレイヤモジュールにより実行される。ダウンロード
可能なコンテンツにアクセスするステップは通信装置において実行するブラウザモジュー
ルにより実行される。このような実施形態では、上記方法は、受信した放送メディアソー
スから抽出された識別子をメディアプレイヤモジュールからブラウザモジュールへ提供す
るステップを更に含むものであってもよい。受信した放送メディアソースから抽出された
識別子は、ブラウザモジュールの指定されたアプリケーションプログラミング・インタフ
ェース（ＡＰＩ）を用いてメディアプレイヤモジュールからブラウザモジュールへ提供す
ることができる。ブラウザモジュールの実行は、ダウンロード可能なコンテンツの識別子
を抽出するステップに応答して開始することができる。ブラウザモジュールは複数のブラ
ウザモジュールであってもよい。これらブラウザモジュールのいくつかは、ダウンロード
可能なコンテンツのそれぞれの種別に関連付けることができる。ブラウザモジュールの実
行を開始するステップは、ダウンロード可能なコンテンツの関連付けられた種別を決定す
るステップと、複数のブラウザモジュールのうちのダウンロード可能なコンテンツの決定
された関連する種別に対応して選択された１つのブラウザモジュールを開始するステップ
とを含むものであってもよい。
【００１２】
　本発明のいくつかの実施形態では、ダウンロード可能なコンテンツはポッドキャストで
ある。放送メディアソースを受信するステップは、第１の受信機装置において放送メディ
アソースを受信するステップを含む。そして、ダウンロード可能なメディアコンテンツに
アクセスするステップは、第１の受信機装置から遠隔地にある第２の受信機装置へのポッ
ドキャストの配信を開始するステップを含む。
【００１３】
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　本発明の別の実施形態では、タイムスケジュールされた放送メディアソースに関連付け
られるダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法は、該ソースの関連付けられた
スケジュール済みの放送時間中に放送メディアソースを受信し、該ソースの関連付けられ
たスケジュール済みの放送時間中に受信した放送メディアソースをユーザに提示するステ
ップを含む。上記放送メディアソースを提示している間に、ダウンロード可能なコンテン
ツの識別子が受信される。受信した放送メディアソースをユーザに提示するステップは、
ダウンロード可能なコンテンツの識別子を受信するステップに応答して一時停止される。
上記受信した放送メディアコンテンツのユーザへの提示を一時停止している間に、上記受
信した放送メディアソースはユーザに関連付けられるパーソナルメディアレコーダへリダ
イレクトされる。ダウンロード可能なコンテンツは上記受信した識別子に基づいて取得さ
れ、上記受信した放送メディアコンテンツのユーザへの提示を一時停止している間に、該
取得されたダウンロード可能なコンテンツはユーザに提示される。この取得したダウンロ
ード可能なコンテンツをユーザに提示した後、パーソナルメディアレコーダへリダイレク
トされた放送メディアソースはユーザに提示される。
【００１４】
　本発明の更に別の実施形態では、移動端末は、ポータブルハウジングと、該ハウジング
内の出力装置と、ダウンロード可能なコンテンツを要求し受信するように構成される上記
ハウジング内の無線通信ネットワークインタフェース回路と、タイムスケジュールされた
放送メディアソースを受信するように構成される、上記ハウジング内の受信装置と、上記
ハウジング内の制御装置とを含む。上記制御装置は、タイムスケジュールされた放送メデ
ィアソースを出力装置に提示するように構成されるメディアプレイヤモジュールと、ダウ
ンロード可能なコンテンツの識別子に基づいて、無線通信ネットワークインタフェースを
用いてダウンロード可能なコンテンツを要求し、該ダウンロード可能なコンテンツを、出
力装置に提示するように構成されるブラウザモジュールとを実行するように構成される。
上記制御装置は、ダウンロード可能なメディアコンテンツの識別子を受信済みの放送メデ
ィアソースから抽出し、該抽出した識別子をブラウザモジュールへ提供して、ダウンロー
ド可能なコンテンツの要求を該ブラウザモジュールにより開始するように構成されるアク
セス制御モジュールを実行するように更に構成される。
【００１５】
　更に別の実施形態では、ダウンロード可能なコンテンツを出力装置に提示している間に
、アクセス制御モジュールは、出力装置での放送メディアソースの提示を一時停止するよ
うに構成される。放送メディアソースの提示を一時停止している間に、アクセス制御モジ
ュールは、移動端末のユーザに関連付けられるパーソナルレコーダへの放送メディアソー
スのリダイレクションを開始し、ダウンロード可能なコンテンツが出力装置に提示された
後、メディアプレイヤモジュールによってパーソナルレコーダへリダイレクトされた放送
メディアソースの提示を開始するように構成することができる。ハウジング内のユーザ入
力装置は、ダウンロード可能なコンテンツのユーザ所望の配信指定を受信するように構成
することができる。そして、アクセス制御モジュールは、放送メディアソースとダウンロ
ード可能なコンテンツとを提示するタイミングを所望の配信指定に基づいて制御するよう
に構成することができる。放送メディアソースはマルチキャストインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）テレビ信号であってもよい。そして、ダウンロード可能なコンテンツはポッド
キャストであってもよい。出力装置は表示装置とスピーカであってもよい。そして、アク
セス制御モジュールは、マルチキャストＩＰテレビ信号の中に含まれているＩＰパケット
から識別子を抽出するように構成することができる。上記マルチキャストＩＰテレビ信号
はＩＰパケット内の識別子情報の内容を示すヘッダ識別子を有している。
【００１６】
　本発明の他の実施形態では、タイムスケジュールされた放送メディアソース内のダウン
ロード可能なコンテンツを識別する方法は、ダウンロード可能なコンテンツへの受信装置
によるアクセスを行うように構成される、ダウンロード可能なコンテンツの識別子を決定
するステップを含む。ダウンロード可能なコンテンツの識別子はタイムスケジュールされ
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たメディアソースの中に挿入される。そして、タイムスケジュールされた放送メディアソ
ースは該ソースの関連付けられたスケジュール済みの放送時間中に受信装置へ通信される
。
【００１７】
　本発明の更に別の実施形態では、信号伝送媒体で実現される信号を有する信号伝送媒体
が提供される。この信号には、ダウンロード可能なコンテンツの組み込まれた識別子と共
に、タイムスケジュールされた放送メディアソースが含まれる。
【００１８】
　主として装置及び方法という側面に関して上述したが、本発明が移動端末及び通信装置
用のコンピュータプログラム製品も含むものであることは理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明の具体的な例示的実施形態について添付図面を参照しながら説明する。し
かしながら、本発明は各種多数の形式で実施され得るものであり、本明細書で説明される
実施形態に限定されるものとして解釈されるべきでない。むしろこれら実施例は本開示が
完全であり完璧であって、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるために提供するものであ
る。添付図面に例示されている特定の実施形態についての詳細な説明で使用されている用
語は本発明の限定を意図するものではない。図面では、同一の参照番号は同一の要素を示
すものとする。
【００２０】
　明示的に別段の定めがなされている場合を除き、本明細書で使用されているように、単
数形を示す「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複数形も同様に含まれていることが意図さ
れている。「含む（includes）」、「備える（comprises）」、「含んでいる（including
）」及び「備えている（comprising）」の少なくともいずれかの用語は、本明細書で使用
される場合、上述の特徴、数値、ステップ、処理、要素とコンポーネントの少なくともい
ずれかの存在を特定する用語であるが、１つ以上の他の特徴、数値、ステップ、処理、要
素及びこれらのグループの少なくともいずれかの存在又は追加を除外するものではないこ
とを更に理解されたい。また、ある要素が別の要素に「接続」又は「結合」されていると
記載されているとき、その別の要素に直接に接続又は結合されていてもよいし、介在する
要素が存在していてもよいことを理解されたい。更に、本明細書で使用されているような
「接続される」又は「結合される」という記載は無線での接続又は結合を含み得るもので
ある。本明細書で使用されているように、「と～との少なくともいずれか（and/or）」と
いう用語は、１つ以上の関連付けられ、リストされた項目のうちの任意の、及び、全ての
組み合わせを含むものである。
【００２１】
　別段の定義がない限り、本明細書で用いる（技術的用語及び科学的用語を含む）全ての
用語は、本発明が属している技術分野の通常の当業者によって共通に理解されるものと同
じ意味を持つものとする。一般に使用される辞書に定義されているような用語は、関連す
る技術分野の文脈における意味と一致する意味を有するものと解釈すべきであり、本明細
書で明示的に別段の定義がない限り、理想化した意味に解釈すべきではなく、又は、過度
に形式的な意味に解釈すべきではないことを更に理解されたい。
【００２２】
　本明細書で使用されているように、「移動端末」とは、送信能力のない無線信号受信機
のみを備えた装置と、双方向通信リンクを介して双方向の通信を行う能力をもつ送受信両
用のハードウェアを備えた装置との双方を含むものである。このような装置は、マルチラ
イン表示装置の有無を問わないセルラ通信装置又は他の通信装置と、音声処理とデータ処
理並びにファクシミリとデータ通信機能との少なくともいずれかを結合することが可能な
個人通信システム（ＰＣＳ）端末と、無線周波数受信機と、ポケベルと、インターネット
／イントラネットアクセスと、ウェブブラウザと、オーガナイザと、カレンダと全地球測
位システム（ＧＰＳ）受信機との少なくともいずれかを含むことができるパーソナルデジ
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タルアシスタント（ＰＤＡ）と、従来からあるラップトップ型コンピュータと、パームト
ップ型コンピュータとの少なくともいずれかのコンピュータあるいは無線周波数受信機を
含む他の機器との少なくともいずれかを含んでもよい。本明細書で使用されているように
、「移動端末」とは、携帯可能なものであってもよいし、可搬性のあるものであってもよ
いし、（航空、海上又は陸上ベースの）輸送手段に設置されているものであってもよいし
、あるいは、地球上か、宇宙空間かの少なくともいずれかにおける別の任意の（単複の）
場所において、ローカルな態様か、分散された態様かのいずれかの態様で作動するように
配置されているか、構成されているかのいずれかの状態の移動端末でありうる。本明細書
で使用されているように、「モバイルデバイス」という用語は、移動端末並びに無線通信
をサポートしていないモバイルデバイスも含む用語である。
【００２３】
　次に、図１から図６を参照しながら本発明の実施形態について以下説明する。図１をま
ず参照すると、タイムスケジュールされた放送メディアソースの中で識別されるダウンロ
ード可能なコンテンツにアクセスするためのシステムが例示されている。図１の実施形態
に示されているように、通信装置１００は、インターネット１１０、並びに、図１に例示
されているハンドヘルド機器向けデジタルビデオ放送（ＤＶＢ－Ｈ）ソースとしてタイム
スケジュールされている放送メディアソース１２５と通信可能に結合されている。通信装
置１００は、制御装置１３５、放送受信装置／チューナ１３０、表示装置１５５、（単複
の）スピーカ１６０を含む。制御装置１３５は、ダウンロード可能なコンテンツを要求し
、概略的に図１に示すポッドキャスティング・インターネットサービスプロバイダ（ＩＳ
Ｐ）１２０のようなソースから、上記ダウンロード可能なコンテンツをインターネット１
１０上で受信することができる。インターネット無線サーバ１１５はまた、インターネッ
ト１１０を通じて制御装置１３５に結合することも可能である。放送受信装置／チューナ
１３０は、タイムスケジュールされた放送メディアソース１２５から信号を受信するよう
に構成される。例えば、放送受信装置／チューナ１３０は、選択されたチャネルに同調さ
せて、放送受信装置／チューナ１３０により信号が受信されている間に、配信用としてス
ケジュールされたメディアプログラムを当該時間中に受信するテレビチューナ、振幅変調
（ＡＭ）無線チューナ、周波数変調（ＦＭ）無線チューナ、等であってもよい。表示装置
１５５及び（単複の）スピーカ１６０は、通信装置１００におけるビデオのレンダリング
と音声メディア受信信号の少なくともいずれかのための出力装置を提供する。
【００２４】
　タイムスケジュールされた放送メディアソースは、放送受信装置／チューナ１３０によ
って放送信号として受信するか、場合によってはインターネット無線（又はテレビ）サー
バ１１５から受信するかの少なくともいずれかが可能であることは理解されよう。該サー
バ１１５は、従来方式の放送送信ではなく、インターネットベースのプロトコルを用いて
このようなタイムスケジュールされた放送コンテンツを配信するものである。いずれにせ
よ、インターネット無線（テレビ）サーバ１１５は、利用可能なコンテンツが、ポッドキ
ャスティングＩＳＰ１２０コンテンツの場合のようにオン・デマンドで、若しくは、ユー
ザ登録により利用可能になるのではなく、決定されたタイムスケジュールベースに基づい
て送信されるという点でポッドキャスティングＩＳＰ１２０と区別することができる。
【００２５】
　図１に示す実施形態の場合、制御装置１３５は、メディアプレイヤモジュール１５０、
ブラウザモジュール１４０及びアクセス制御モジュール１４５を実行するように構成され
る。メディアプレイヤモジュール１５０は、表示装置１５５と（単複の）スピーカ１６０
の少なくともいずれかにおいて、タイムスケジュールされた放送メディアソースを提示す
るように構成される。ブラウザモジュール１４０は、ダウンロード可能なコンテンツの識
別子に基づいて、ポッドキャスティングＩＳＰ１２０などからダウンロード可能なコンテ
ンツを要求し、表示装置１５５と（単複の）スピーカ１６０の少なくともいずれかにおい
てダウンロード可能なコンテンツを提示するように構成される。本発明のいくつかの実施
形態では、本明細書に記載のように、放送メディアソースの形で識別子を受信することも
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可能である。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施形態では、アクセス制御モジュール１４５は、ダウンロード可
能なメディアコンテンツの識別子を受信済みの放送メディアソースから抽出するように構
成される。アクセス制御モジュール１４５は、この抽出した識別子をブラウザモジュール
１４０へ提供して、ダウンロード可能なコンテンツの要求をブラウザモジュール１４０に
より開始するように更に構成される。
【００２７】
　例えば、識別子は、ポッドキャスティングＩＳＰ１２０から入手可能な特定のポッドキ
ャスト用のインタネットアドレスであってもよい。抽出されたインタネットアドレスはブ
ラウザモジュール１４０へ渡すことができる。例えば、上記抽出した識別子は、ブラウザ
モジュール１４０の指定されたアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ
）を用いてブラウザモジュール１４０へ提供することができる。アクセス制御モジュール
１４５は、ダウンロード可能なコンテンツの識別子を抽出するステップに応答して、ブラ
ウザモジュール１４０の実行指令を更に開始し、ブラウザモジュール１４０の実行指令を
開始した後、又はブラウザモジュール１４０の実行指令の開始と同時に上記識別子を渡す
ことができる。本明細書での記載は、メディアプレイヤモジュール１５０から分離した例
示のアクセス制御モジュール１４５に基づくものであるが、メディアプレイヤモジュール
１５０それ自体が、上記識別子を抽出できるように、アクセス制御モジュール１４５に関
して記載された機能を含んで構成されていてもよいことは理解されよう。例示のモジュー
ルは、制御装置１３５により実行されるように一般に概略的に例示されている。そして、
該制御装置における種々の機能は、上記記載とは異なる方法で別様に分割することも可能
である。更に、記載の機能は、通信装置１００内の複数の制御装置にわたって拡散するこ
とができる。
【００２８】
　図１の実施形態では、単一のブラウザモジュール１４０が例示されているが、様々な種
別のダウンロード可能なコンテンツが利用可能であり、様々な種別のダウンロード可能な
コンテンツのいくつかは、通信装置１００において実行のために利用可能な複数のブラウ
ザモジュールの中の各種のブラウザモジュールを使用できることは理解されよう。したが
って、ダウンロード可能なコンテンツの様々な種別に適した複数の各種のブラウザモジュ
ール１４０が制御装置１３５により実行可能となる。
【００２９】
　アクセス制御モジュール１４５は、ダウンロード可能なコンテンツが表示装置１５５と
（単複の）スピーカ１６０の少なくともいずれかに提示されている間に、表示装置１５５
と（単複の）スピーカ１６０の少なくともいずれかにおいて放送メディアソースの提示を
一時停止するように構成することができる。いくつかの実施形態では、アクセス制御モジ
ュール１４５は、放送メディアソースの提示が一時停止されている間に、通信装置１００
のユーザに関連付けられるパーソナルメディアレコーダ１６５へ放送メディアソースをリ
ダイレクトするように構成される。例えば、アクセス制御モジュール１４５は、無線ネッ
トワークを介して移動ＴＶサーバへ信号を送信することにより、放送メディアソース（又
はコンテンツの別のソース）のリダイレクションを開始することができる。換言すれば、
リダイレクトされたコンテンツをアクセス制御モジュール１４５により再送する必要がな
くなる。アクセス制御モジュール１４５は、ダウンロード可能なコンテンツが提示された
後、メディアプレイヤモジュール１５０によって、パーソナルメディアレコーダ１６５か
らリダイレクトされた放送メディアソースの提示を開始するように更に構成してもよい。
例えば、放送メディアソースのＰＭＲ記録は、セルラネットワークを介するポイント間ス
トリーミングによって配信してもよく、そして、ユーザへの提示用として放送ネットワー
クから得られるコンテンツと組み合わせてもよい。
【００３０】
　図１に更に示すように、ユーザ入力装置１７０は、通信装置１００用として提供されて
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もよい。ユーザ入力装置１７０は、ダウンロード可能なコンテンツのユーザ所望の配信指
定を受信するように構成することができる。このような実施形態では、アクセス制御モジ
ュール１４５は、ユーザ入力装置１７０を経由して受信された所望の配信指定に基づいて
、放送メディアソースと、ダウンロード可能なコンテンツとを提示するタイミングを制御
するように構成することができる。したがって、本明細書で使用されているように、「所
望の配信」という用語は、ユーザによる視聴のために、コンテンツの即時の提示の場合と
、将来の提示の場合との少なくともいずれかの提示のために、コンテンツをユーザに提示
する時／方法と、コンテンツのダウンロードの時／方法との少なくともいずれかを意味す
ることができる。
【００３１】
　ここで図２を参照してわかるように、本発明のいくつかの実施形態に係るメディア同調
機能を含む移動端末を例示する概略ブロック図が示されている。図２は、無線通信ネット
ワークの移動端末２２２と基地局トランシーバ２２４とを例示している。ラジオ放送局又
はテレビ放送局の信号のようなタイムスケジュールされた放送メディアソース１２５も概
略的に示されている。
【００３２】
　移動端末２２２は、ポータブルハウジング２２３を含み、そして、キーパッド２２６、
表示装置２２８、スピーカ２３２、トランシーバ２３６、メモリ２３８、放送メディアチ
ューナ２５０、及びアクセス制御モジュール２５２、制御装置２４２を含むものであって
もよい。これらのうちのいずれも制御装置（プロセッサ）２４２と通信を行うことが可能
である。プロセッサ２４２は任意の市販のプロセッサ又はカスタマイズされたマイクロプ
ロセッサであってもよい。放送メディアチューナ２５０とアクセス制御モジュール２５２
の少なくともいずれかの全て又は一部は制御装置２４２において実行するソフトウェアと
して実装することが可能である。
【００３３】
　トランシーバ２３６は無線通信ネットワークインタフェース回路を備え、該回路は、典
型的には送信機回路２４４と受信機回路２４６とを備え、これらの回路はそれぞれ、発信
する無線周波数信号を基地局トランシーバ２２４へ送信するとともに、アンテナ２４８を
介して基地局トランシーバ２２４から音声による呼又はデータ信号などの着信する無線周
波数信号を受信する。本発明のいくつかの実施形態では、アンテナ２４８とトランシーバ
２３６とを用いて、放送メディアソース１２５から信号を受信することができる。あるい
は分離型アンテナと受信機の少なくともいずれかと、送信機との少なくともいずれかを設
けることも可能である。アンテナ２４８は埋め込みアンテナ、伸縮自在アンテナ又は当業
者に周知の任意のアンテナであってもよい。移動端末２２２と基地局トランシーバ２２４
の間で送信される無線周波数信号は、トラフィック信号と制御信号（例えば、かかってき
た電話に対する呼び出し信号／メッセージ）の双方を含んでもよい。これらの信号を用い
て、別のパーティとの音声電話通信の確立及び維持と、電子メールと、ＳＭＳと、ＭＭＳ
との少なくともいずれかのメッセージのようなデータを遠隔デバイスを用いて送信するか
、受信するかの少なくともいずれかが行われる。
【００３４】
　制御装置２４２は、移動端末２２２の種々の機能をサポートすることができる。該機能
には、本発明のいくつかの実施形態に係る基地局トランシーバ２２４を用いて移動端末２
２２においてダウンロード可能なコンテンツを要求し、該コンテンツを受信するように構
成される無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）リンクのような音声通信とデータ通
信とに関係する機能が含まれる。いくつかの実施形態では、メディアチューナ２５０とア
クセス制御モジュール２５２は、制御装置２４２と受信機２４６内に完全に実装される。
【００３５】
　本発明のいくつかの実施形態では、基地局トランシーバ２２４は、セルラネットワーク
においてセルを画定し、無線リンクプロトコルを用いて移動端末２２２と、セル内の他の
移動端末との通信を行う（単複の）無線トランシーバである。単一の基地局トランシーバ
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２２４しか示されていないが、例えば、移動体交換センタ及び他のデバイスを介して多数
の基地局トランシーバを接続して、無線通信ネットワークを規定することも可能であるこ
とは理解できよう。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、放送メディアソース１２５は、移動端末のメディアプレイヤ
モジュールを用いて移動端末２２２のユーザによりアクセスされるＩＰアドレス指定が可
能なメディアソースであってもよい。制御装置２４２は、図１を参照しながら一般的に前
述したように、ブラウザモジュールとメディアプレイヤモジュールとを提供するように構
成することができる。同様に、アクセス制御モジュール２５２は、図１のアクセス制御モ
ジュール１４５を参照しながら一般的に前述したように構成することができる。
【００３７】
　タイムスケジュールされた放送メディアソースの中で識別された、又は、該ソースと関
連付けられたダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法を示すいくつかの実施形
態について、図３～図６のフローチャート図を参照しながら以下説明する。図３に例示の
実施形態をまず参照すると、処理は、放送メディアソースの関連付けられたスケジュール
済みの放送時間中に放送メディアソースを受信するステップから始まる（ブロック３００
）。この受信した放送メディアソースはユーザに提示することができる（ブロック３０５
）。この受信した放送メディアソースからダウンロード可能なコンテンツの識別子が抽出
される（ブロック３１０）。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、放送メディアソースは、マルチキャストインターネットプロ
トコル（ＩＰ）ラジオ信号とテレビ信号の少なくともいずれかの信号であり、そして、ブ
ロック３１０で識別子を抽出するステップはＩＰパケットから識別子を抽出するステップ
を含む。このＩＰパケットは、上記マルチキャストＩＰラジオ信号とテレビ信号の少なく
ともいずれかの信号の中に含まれ、この信号はＩＰパケット内の識別子情報の内容を示す
ヘッダ識別子を有している。本発明の更に別の実施形態では、放送メディアソースは無線
データシステム（ＲＤＳ）情報を含む放送無線信号である。このような実施形態では、識
別子を抽出するステップは、ＲＤＳデジタル情報から識別子を抽出するステップを含むこ
とができる。本発明の更に別の実施形態では、放送メディアソースは放送デジタルテレビ
信号であり、識別情報は、デジタルテレビ信号のメディアコンテンツを含まないタイムス
ロット中にこの放送デジタルテレビ信号から抽出される。別の実施形態では、ダウンロー
ド可能なコンテンツ情報へのリンクとポインタの少なくともいずれかは、メディアコンテ
ンツを含むタイムスロット中に搬送することができるが、上記リンクとポインタとは、Ｉ
Ｐパケット内の上位の層のプロトコルヘッダ情報により識別することができる。ポインタ
は、セルラネットワークを介して移動端末又は別の受信機装置へ送信され、次いで、ユー
ザに提示する際に、放送ネットワークから得られるコンテンツと組み合わせることができ
る。本発明の別の実施形態では、受信された放送メディアソースは組み込まれたリアリィ
・シンプル・シンジケーション（ＲＳＳ）フィードを含み、そして、識別子はＲＳＳフィ
ードから抽出される。本発明のいくつかの実施形態では、放送メディアソースの中に識別
子を挿入する方法が提供される。
【００３９】
　ダウンロード可能なコンテンツは放送メディアソースから抽出される識別子に基づいて
アクセスされる（ブロック３２０）。例えば、ダウンロード可能なコンテンツはポッドキ
ャストであってもよい。そして、ポッドキャストに関連付けられたインタネットアドレス
は、受信した放送メディアソースから抽出することができる。ダウンロード可能なコンテ
ンツはユーザに提示することができる（ブロック３３０）。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施形態では、第１の受信機装置において受信される放送メディア
ソースと、ポッドキャスト又は別のダウンロード可能なメディアコンテンツとは、第１の
受信機装置から遠隔地にある、ホームパーソナルコンピュータのような第２の受信機装置
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へポッドキャストを配信するステップを開始することによりアクセスされ、将来の視聴に
供されることになる。したがって、ブロック３０５で提示される放送メディアソースと、
ブロック３３０で提示されるダウンロード可能なコンテンツとは、本発明のいくつかの実
施形態では、異なるデバイスにおいて提示することが可能となる。
【００４１】
　図４のフローチャート図を参照しながら本発明の別の実施形態について以下説明する。
図４の実施形態に示されているように、ダウンロード可能なコンテンツの識別子の受信と
ともにブロック４００で処理は開始する。本明細書で前述したように、識別子は、タイム
スケジュールされた放送メディアソースの中で受信するか、該ソースと関連する別の方法
により受信することができる。図４に例示の実施形態では、ユーザは、ブロック４００に
おいて、ダウンロード可能なコンテンツの識別子の受信に対する取り扱いの指定を行なう
ことができる。したがって、ブロック４００での処理は、ダウンロード可能なコンテンツ
の利用可能性をユーザに通知するステップを含むことができる。
【００４２】
　ダウンロード可能なコンテンツの所望の配信指定が上記ユーザへの通知に応答してユー
ザから受信される（ブロック４１０）。ブロック４１０での所望の配信指定は、図４の実
施形態に示されているように、ダウンロード可能なコンテンツの即時配信と、遅延配信と
、無配信とを指定することができる。即時配信が要求された場合には（ブロック４１０）
、受信した放送メディアソースのユーザへの提示は一時停止される（ブロック４２０）。
本発明のいくつかの実施形態では、ダウンロード可能なコンテンツの識別子の受信に応答
して、ブラウザモジュールの実行指令を開始することなどによりブラウザモジュールが開
始される（ブロック４３０）。上記識別子は、例えば、ブラウザモジュールの指定された
アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を用いてブラウザモジュール
へ渡すことができる。受信された放送メディアコンテンツのユーザへの提示を一時停止し
ている間に、ダウンロード可能なコンテンツがユーザに提示される（ブロック４４０）。
次いで、本発明のいくつかの実施形態では、放送メディアソースのユーザへの提示を再開
することができる（ブロック４５０）。
【００４３】
　図４の実施形態の場合、ユーザにより遅延配信が指定された場合には（ブロック４１０
）、受信用通信装置はユーザへの放送メディアソースの提示を終了する（ブロック４６０
）。例えば、ユーザが、ある特定のスケジュールされたテレビ番組を視聴している場合、
その特定のテレビ番組全体が終了してから、処理がブロック４６０からブロック４７０と
４８０へ移るようにする。この番組が終了するとすぐに、ブラウザが開始され（ブロック
４７０）、次いで、ダウンロード可能なコンテンツがユーザに提示される（ブロック４８
０）。いくつかの実施形態では、現在の番組が終了した後、現在放送されているコンテン
ツのために更に配信を遅延させる機会が与えられるようにユーザはプロンプトで指示され
る場合がある。別の実施形態では、現在の番組が終了したかどうかに関係なく、ユーザが
現在の視聴を終了した後、遅延配信を開始することができる。ブラウザのアプリケーショ
ンが既に開始されている場合には、ブロック４７０でブラウザの開始に関係する処理を実
行できないこと、及び、既に開始されているブラウザへ必要な識別子を提供して、ブロッ
ク４８０でユーザへの提示用としてダウンロード可能なコンテンツを取得することができ
ることは理解されよう。最後に、ユーザが無配信を指定した場合には（ブロック４１０）
、ダウンロード可能なコンテンツはユーザに提示されない。
【００４４】
　図５のフローチャート図を参照しながら、本発明の別の実施形態について以下説明する
。図５に例示の実施形態の場合、処理は、スケジュールされた放送メディアソースを受信
するステップから始まる（ブロック５００）。図５に例示の実施形態の場合、受信する放
送メディアソースを特定するダウンロード可能なコンテンツは、関連付けられた種別を有
し、ダウンロード可能なコンテンツの識別子と関連付けられた種別とがメディアソースか
ら抽出される（ブロック５１０）。ダウンロード可能なコンテンツの種別に適した所望の
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配信指定を含む構成情報は、ダウンロード可能なコンテンツの種別に関連付けられた決定
と、装置を動作させるユーザとの少なくともいずれかに基づいて取得される（ブロック５
２０）。換言すれば、上記構成情報は複数の所望の配信指定を含むものであってもよく、
この複数の所望の配信指定のいくつかは、ダウンロード可能なコンテンツの種別に対応し
て関連付けられる。同様に、異なるユーザが、ダウンロード可能なコンテンツのそれぞれ
の種別に関連する異なる構成情報を有することもできる。そして、所定のダウンロード可
能なコンテンツの種別とユーザの少なくともいずれかに関連付けられる、複数の所望の配
信指定のうちの適用可能な配信指定を取得することが可能となる。
【００４５】
　次いで、上記取得した構成情報に基づいてダウンロード可能なコンテンツにアクセスす
ることができる（ブロック５３０）。例えば、上記取得した構成情報は即時受信又は遅延
配信を指定しないようにすることも可能であり、指定が構成情報の代わりにユーザ入力に
よって受信される実施形態の場合、処理は実質的に図に記載のように進むことができる。
ダウンロード可能なコンテンツは構成情報に従ってユーザに提示することができる（ブロ
ック５４０）。
【００４６】
　更に当然のことながら、関連付けられた種別がダウンロード可能なコンテンツの中にな
く、かつ、構成情報が、ダウンロード可能なコンテンツの配信を要求するユーザからの入
力に基づくものである図４に例示されているような実施形態では、ダウンロード可能なコ
ンテンツの配信形態を決定する際に、ユーザ入力による指定の代わりに、構成情報を利用
することも可能である。更に当然のことながら、図５の実施形態では、関連付けられた種
別のダウンロード可能なコンテンツが、ある特定の種別のダウンロード可能なコンテンツ
にアクセスするために使用される、受信用通信装置で利用可能な複数のブラウザモジュー
ルのうちの１つのブラウザモジュールを識別することができる。したがって、上記ブラウ
ザモジュールのうちの選択された１つのブラウザモジュールを開始することができるのは
、アクセス対象のダウンロード可能なコンテンツの決定済みの関連する種別と上記ブラウ
ザモジュールとの関連性に基づいて上記ブラウザモジュールが選択された場合である。
【００４７】
　タイムスケジュールされた放送メディアソースに関連付けられたダウンロード可能なコ
ンテンツにアクセスする、本発明の別の実施形態による方法について、図６のフローチャ
ート図を参照しながら以下説明する。図６でわかるように、処理は、タイムスケジュール
された放送メディアソースを該放送メディアソースの関連付けられたスケジュール済みの
放送時間中に受信するステップから始まる（ブロック６００）。受信された放送メディア
ソースが、該放送メディアソースの関連付けられたスケジュール済みの放送時間中にユー
ザに提示される（ブロック６１０）。放送メディアソースをユーザに提示している間にダ
ウンロード可能なコンテンツの識別子が受信される（ブロック６２０）。
【００４８】
　上記受信した放送メディアソースのユーザへの提示は、ダウンロード可能なコンテンツ
の識別子の受信に応答して一時停止される（ブロック６３０）。上記ユーザへの提示が一
時停止されている間に、受信した放送メディアコンテンツの識別子はユーザに関連付けら
れたパーソナルメディアレコーダへリダイレクトされる（ブロック６４０）。
【００４９】
　ダウンロード可能なコンテンツは上記受信した識別子に基づいて取得される（ブロック
６５０）。この受信した放送メディアコンテンツのユーザへの提示が一時停止されている
間に、取得したダウンロード可能なコンテンツはユーザに提示される（ブロック６６０）
。この取得したダウンロード可能なコンテンツをユーザに提示した後、ユーザのパーソナ
ルメディアレコーダへリダイレクトされた放送メディアソースがユーザに提示される（ブ
ロック６７０）。いくつかの実施形態では、ＰＭＲに記録されている資料データの提示に
先立ってユーザはプロンプトで指示される場合がある。
【００５０】
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　本明細書に記載のように、本発明のいくつかの実施形態は、移動体用テレビ等のような
放送メディアソースを提示している間ダウンロード可能なコンテンツへのリンクやレファ
レンスをユーザに提示する移動端末を提供するものである。例えば、ダウンロード可能な
コンテンツは、放送メディアソースの現在の番組に関するコメントや別の補助データを含
むポッドキャストであってもよい。いくつかの実施形態では、ＲＳＳフィードを放送サー
ビスの中へ埋め込むことによって関連するコンテンツの通知を行うことができる。いくつ
かの実施形態では、放送メディアソースの提示を変更することが可能であり、例えば、２
つのビデオソース用のピクチャ・イン・ピクチャすなわち分割画面アプローチを用いてポ
ッドキャストを提示することができる。例えば、ユーザの個人用ビデオ記録へ放送をリダ
イレクトすることによって、関連するダウンロード可能なコンテンツをダウンロードし、
放送の提示を一時停止して、上記コンテンツを即座に消費するオプションをユーザに与え
ることができる。ユーザはまた、関連するコンテンツをバックグラウンドでダウンロード
し、次いで、例えば、将来の消費のために該コンテンツを格納している間に、放送コンテ
ンツを視聴し続けるオプションを有することもできる。また、将来の同期又は視聴のため
に、ポッドキャスト又は別のダウンロード可能なコンテンツを（パーソナルコンピュータ
のような）別の装置へリダイレクトするオプションをユーザに与えることもできる。
【００５１】
　当業者によって理解されるように、本発明は、方法、システム又はコンピュータプログ
ラム製品として実施することも可能である。したがって、本発明は、全体としてハードウ
ェアによる実施形態と、ソフトウェアによる実施形態と、ソフトウェアとハードウェアと
の態様を組み合わせた実施形態の形をとることが可能であり、本明細書ではこれら全てを
一般的に「回路」又は「モジュール」と呼ぶ。更に、本発明は、コンピュータで使用可能
な記憶媒体上のコンピュータプログラム製品であって、上記媒体に組み込まれたプログラ
ムコードを含むコンピュータプログラム製品の形をとることもできる。ハードディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、光記憶装置、インターネット又はイントラネットをサポートしているよう
な送信媒体あるいは磁気記憶装置を含む任意の好適なコンピュータ可読媒体を利用しても
よい。
【００５２】
　本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標
）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋のようなオブジェクト指向言語で書かれていてもよい。
しかし、本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、従来の手続き
プログラミング言語、例えばＣ言語、あるいは低レベルコード、例えばアセンブリ言語と
マイクロコードとの少なくともいずれかで書かれていてもよい。プログラムコードは、ユ
ーザのコンピュータ（すなわち、ユーザの移動端末の制御装置）でその全体を実行しても
よいし、ユーザのコンピュータでその一部を、ユーザのコンピュータで独立型ソフトウェ
アパッケージとしてその一部を、及び、遠隔コンピュータ上でその一部を、あるい遠隔コ
ンピュータでその全体を実行してもよい。後者のシナリオでは、ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）又は広域ネットワーク（ＷＡＮ）を介して遠隔コンピュータをユーザのコ
ンピュータに接続してもよい。あるいは、この接続は、（インターネットサービスプロバ
イダなどを利用するインターネットを通じて）外部のコンピュータと行ってもよい。
【００５３】
　更に、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、コンピュータプログラム製品
のフローチャート及びブロック図の少なくともいずれかに言及しながら、本発明について
上記で部分的に説明した。フローチャート図とブロック図の少なくともいずれかの個々の
ブロック、及び、フローチャート図内のブロックとブロック図の少なくともいずれかの組
み合わせはコンピュータプログラム命令により実現可能であることは理解できよう。これ
らのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、特殊用途のコンピュータ、機械
を生産するための他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに対して提供される
。コンピュータと、その他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサとにより実行
される命令は、フローチャートとブロック図のブロック又はブロック群との少なくともい
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【００５４】
　また、これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに格納されて
もよく、これらの命令は、コンピュータあるいは他のプログラム可能なデータ処理装置に
対して特定の方法で指示を行うことができる。そうすることで、コンピュータ可読メモリ
に格納された上記命令によって、フローチャートとブロック図のブロック又はブロック群
との少なくともいずれかのブロックで特定される機能／動作を実現する命令手段を含む製
品が生成されることになる。
【００５５】
　上記コンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置にお
いて一連の処理ステップを実行するために、コンピュータ又は他のプログラム可能なデー
タ処理装置にロードされ、コンピュータにより実行される処理を生成することができる。
そうすることで、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置上で実行される命令は、フ
ローチャートとブロック図のブロック又はブロック群の少なくとも１つのブロックで特定
される機能／動作を実現するステップを提供することになる。
【００５６】
　図１から図６のフローチャート及びブロック図は、タイムスケジュールされた放送メデ
ィアソースによって識別されるか、タイムスケジュールされた放送メディアソースに関連
付けられるかの少なくともいずれかが可能なダウンロード可能なコンテンツにアクセスす
るための方法、システム及びコンピュータプログラム製品のいくつかの実施形態のアーキ
テクチャ、機能及び処理を例示する図である。この点に関して、個々のブロックは、特定
された論理的な（単複の）機能を実現する１つ以上の実行可能な命令を備えたモジュール
、セグメント、又はコードの一部を表すことができる。また、別の実施構成では、ブロッ
クに示されている（単複の）機能を図示の順序とは異なる順序で実行してもよいことも付
記しておく。例えば、続けて示される２つのブロックを、実際には、機能に応じてほぼ同
時に実行し、又は、逆の順序で実行することも時として可能であることも付記しておく。
【００５７】
　図面及び明細書において本発明の例示的な実施形態を開示した。特定の用語を使用した
が、これらの用語は単に一般的な意味で、かつ、説明的な意味で使用したものであって、
限定を意図するものではない。本発明の範囲は請求項により特定される。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明のいくつかの実施形態に係る通信装置と、例示的な放送スケジュールされ
た放送メディアソースとインターネット情報ソースとを示す概略ブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係る移動端末と、例示的な基地局トランシーバと
、放送メディアソースとを示す概略ブロック図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態に係るタイムスケジュールされた放送メディアソー
スの中で識別されるダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法を示すフローチャ
ートである。
【図４】本発明のいくつかの実施形態に係るタイムスケジュールされた放送メディアソー
スの中で識別されるダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法を示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明のいくつかの実施形態に係るタイムスケジュールされた放送メディアソー
スの中で識別されるダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法を示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明のいくつかの実施形態に係るタイムスケジュールされた放送メディアソー
スの中で識別されるダウンロード可能なコンテンツにアクセスする方法を示すフローチャ
ートである。
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