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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遠隔アプリケーションリポジトリから様々なク
ライアントコンピュータデバイスへのアプリケーション
プログラムの配信（例えば、ダウンロード）を制御する
ための改良された技術を提供する。
【解決手段】アプリケーションプログラムは、しばしば
、あるハードウェア性能を有するコンピュータデバイス
上で動作するよう構築される。したがって、遠隔アプリ
ケーションリポジトリからダウンロード可能なアプリケ
ーションプログラムが、遠隔アプリケーションリポジト
リにアクセスできるすべてのクライアントコンピュータ
デバイス上での実行に適しているわけではない。配信を
制御するための改良された技術は、アプリケーションプ
ログラムを適切に動作させるために必要なハードウェア
性能を有するクライアントコンピュータデバイスだけに
、アプリケーションプログラムの受信を許可するよう動
作しうる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実行される、オンラインアプリケーションリポジトリからハンド
ヘルドコンピュータデバイスにアプリケーションプログラムをダウンロードするための方
法であって、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリにアクセスする工程と、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリケーションプ
ログラムを選択する工程と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムに関するアプリケーション情報を表示する
工程と、
　ダウンロード要求を受信する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスのデバイスタイプを取得する工程と、
　前記デバイスタイプが、前記選択されたアプリケーションプログラムの１または複数の
サポートデバイスタイプの１つであるか否かを判定する工程と、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
のサポートデバイスタイプの１つであると判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュー
タデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許可する工
程と、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
のサポートデバイスタイプの１つではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュ
ータデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否する
工程と、
を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法であって、さらに、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
のサポートデバイスタイプの１つではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュ
ータデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードが拒否され
る旨のメッセージを表示する工程を備える、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記オンラインアプ
リケーションリポジトリは、前記アプリケーションプログラムと、前記選択されたアプリ
ケーションプログラムの前記１または複数のサポートデバイスタイプとを格納する、方法
。
【請求項４】
　コンピュータによって実行される、オンラインアプリケーションリポジトリからハンド
ヘルドコンピュータデバイスにアプリケーションプログラムをダウンロードするための方
法であって、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリにアクセスする工程と、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリケーションプ
ログラムを選択する工程と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムに関するアプリケーション情報を表示する
工程と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムをダウンロードするためのダウンロード要
求を受信する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスのデバイス情報を取得する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラ
ムのサポートデバイスであるか否かを、前記デバイス情報に基づいて判定する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラ
ムのサポートデバイスであると判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュータデバイス
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への前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許可する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラ
ムのサポートデバイスではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュータデバイ
スへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードが拒否される旨のメッ
セージを表示する工程と、
を備える、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記選択されたアプ
リケーションプログラムは、サポートデバイス要件を有する、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記サポートデバイ
ス要件は、前記オンラインアプリケーションリポジトリから提供される、方法。
【請求項７】
　請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記サポートデバイ
ス要件は、前記オンラインアプリケーションリポジトリから受信した前記選択されたアプ
リケーションプログラムに関する前記アプリケーション情報に組み込まれている、方法。
【請求項８】
　求項５に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記サポートデバイス
要件は、少なくとも１つのサポートされた機能的能力を含む、方法。
【請求項９】
　請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記サポートデバイ
ス要件は、最低限のオペレーティングシステムのバージョンを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項４に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記アプリケーショ
ン情報を表示する工程は、前記アプリケーション情報を含むウェブページを表示する工程
を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のコンピュータによって実行される方法であって、前記サポートデバ
イス要件は、ウェブページ内に含まれる、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のコンピュータによって実行される方法であって、
　前記ウェブページは、少なくとも１つのユーザインターフェースコントロールを備え、
　前記ユーザインターフェースコントロールの選択時に、前記ハンドヘルドコンピュータ
デバイスは、前記デバイス情報および前記サポートデバイス要件に基づいて、前記ハンド
ヘルドコンピュータデバイスが前記選択されたアプリケーションプログラムのサポートデ
バイスであるか否かを判定する、方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のコンピュータによって実行される方法であって、
　前記ウェブページは、さらに、評価プログラムコードと１つのユーザインターフェース
コントロールとを備え、
　前記ユーザインターフェースコントロールの選択時に、前記ハンドヘルドコンピュータ
デバイスは、前記デバイス情報および前記サポートデバイス要件に基づいて、前記ハンド
ヘルドコンピュータデバイスが前記選択されたアプリケーションプログラムのサポートデ
バイスであるか否かを決定する前記評価プログラムコードを実行する、方法。
【請求項１４】
　請求項４に記載のコンピュータによって実行される方法であって、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラ
ムのサポートデバイスではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュータデバイ
スへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否する工程を備え
る、方法。
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【請求項１５】
　請求項４に記載のコンピュータによって実行される方法であって、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラ
ムのサポートデバイスではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュータデバイ
スへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードの拒否に関する情報へ
のリンクを提供する工程を備える、方法。
【請求項１６】
　オンラインアプリケーションリポジトリからポータブルコンピュータデバイスにアプリ
ケーションプログラムをダウンロードするためにコンピュータによって実行されるコンピ
ュータプログラムを少なくとも格納したコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記
コンピュータプログラムは、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリにアクセスするための機能と、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリケーションプ
ログラムを選択するための機能と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムに関するアプリケーション情報を表示する
ための機能と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムをダウンロードするためのダウンロード要
求を受信するための機能と、
　前記ポータブルコンピュータデバイスのデバイス情報を取得するための機能と、
　前記デバイス情報に基づいて、前記ポータブルコンピュータデバイスが前記選択された
アプリケーションプログラムのサポートデバイスであるか否かを判定するための機能と、
　前記ポータブルコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラム
のサポートデバイスであると判定された場合、前記ポータブルコンピュータデバイスへの
前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許可するための機能と、
　前記ポータブルコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラム
のサポートデバイスではないと判定された場合、前記ポータブルコンピュータデバイスへ
の前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否するための機能と、
をコンピュータによって実行させる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、
　前記ポータブルコンピュータデバイスが、前記選択されたアプリケーションプログラム
のサポートデバイスではないと判定された場合、前記ポータブルコンピュータデバイスへ
の前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードが拒否された旨のメッセー
ジを表示するための機能をコンピュータによって実行させる、コンピュータ読み取り可能
な媒体。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、
　前記選択されたアプリケーションプログラムは、サポートデバイス要件を有し、
　前記サポートデバイス要件は、前記オンラインアプリケーションリポジトリから提供さ
れる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記サポートデバイス
要件は、前記オンラインアプリケーションリポジトリから受信した前記選択されたアプリ
ケーションプログラムに関する前記アプリケーション情報に含まれている、コンピュータ
読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
　クライアントデバイスでアプリケーションプログラムを取得するためにコンピュータに
よって実行されるコンピュータプログラムを少なくとも格納したコンピュータ読み取り可
能な媒体であって、前記コンピュータプログラムは、
　アプリケーションプログラムをナビゲートして、アプリケーションプログラムを選択す
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るための機能と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムを取得するためのユーザ取得要求を受信す
るための機能と、
　前記クライアントバイスのデバイス性能を取得するための機能と、
　前記デバイス性能に基づいて、前記クライアントデバイスが前記選択されたアプリケー
ションプログラムの動作をサポートするか否かを判定するための機能と、
　前記クライアントデバイスが前記選択されたアプリケーションプログラムの動作をサポ
ートすると判定された場合、前記選択されたアプリケーションプログラムを前記クライア
ントデバイスで取得するための機能と、
　前記クライアントデバイスが前記選択されたアプリケーションプログラムの動作をサポ
ートしないと判定された場合、前記選択されたアプリケーションプログラムを前記クライ
アントデバイスで取得することを拒否するための機能と、
をコンピュータによって実行させる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　コンピュータによって実行される、ハンドヘルドコンピュータデバイスにアプリケーシ
ョンプログラムをインストールするための方法であって、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスにインストール可能で、それぞれ関連づけられ
たデバイス要件を有する複数のアプリケーションプログラムを受信する工程と、
　前記アプリケーションプログラムの内の少なくとも１つを、前記ハンドヘルドコンピュ
ータデバイスにインストールするために選択する工程と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスが前記選択されたアプリケーションプログラム
の前記関連づけられたデバイス要件を満たす場合、前記選択されたアプリケーションプロ
グラムを前記ハンドヘルドコンピュータデバイスにインストールするためのコントロール
を提供する工程と、
を備える、方法。
【請求項２２】
　オンラインアプリケーションリポジトリからハンドヘルドコンピュータデバイスにアプ
リケーションプログラムをダウンロードするためのサーバコンピュータデバイスであって
、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリにアクセスするための手段と、
　前記オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリケーションプ
ログラムを選択するための手段と、
　前記選択されたアプリケーションプログラムに関するアプリケーション情報を表示する
ための手段と、
　ダウンロード要求を受信するための手段と、
　前記ハンドヘルドコンピュータデバイスのデバイスタイプを取得するための手段と、
　前記デバイスタイプが、前記選択されたアプリケーションプログラムの１または複数の
サポートデバイスタイプの１つであるか否かを判定するための手段と、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
のサポートデバイスタイプの１つであると判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュー
タデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許可するた
めの手段と、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
のサポートデバイスタイプの１つではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュ
ータデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否する
ための手段と、
を備える、サーバコンピュータデバイス。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のサーバコンピュータデバイスであって、さらに、
　前記デバイスタイプが前記選択されたアプリケーションプログラムの前記１または複数
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のサポートデバイスタイプの１つではないと判定された場合、前記ハンドヘルドコンピュ
ータデバイスへの前記選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードが拒否され
る旨のメッセージを表示するための手段を備える、サーバコンピュータデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーションプログラムのダウンロードに関し、特に、様々なコンピュ
ータデバイスへのアプリケーションプログラムのダウンロードの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では、オンラインリポジトリにアクセスして、曲、テレビ番組、および、映画など
のデジタルメディアアセットを取得することが、ユーザにとって一般的になっている。最
近になって、オンラインリポジトリは、アプリケーションプログラムのダウンロードもサ
ポートするようになっている。オンラインメディアリポジトリとの典型的なやり取りでは
、ユーザがパーソナルコンピュータデバイスからオンラインリポジトリをブラウズし、ダ
ウンロードすべき１または複数のアイテムを選択し、その後、ネットワークを介してパー
ソナルコンピュータデバイスでアイテムのデジタル配信を受信する。
【０００３】
　コンピュータデバイスは、多くの様々な形態をとり、様々な機能および能力を有する。
例えば、コンピュータデバイスは、装着型、ハンドヘルド型、携帯型、またはデスクトッ
プ型であってよい。これらのコンピュータデバイスのフォームファクタおよび機能も、様
々異なる傾向がある。例えば、デスクトップ型コンピュータは、最大の処理能力およびデ
ータ記憶容量を有する傾向がある。ハンドヘルドコンピュータデバイスは、小型軽量だが
、デスクトップコンピュータのような高い処理能力およびデータ記憶容量を持たない傾向
がある。同じフォームファクタを有する異なるコンピュータデバイスが、ハードウェア構
成要素（例えば、ＧＰＳシステム、無線通信、マイク、スピーカなど）および／またはソ
フトウェア構成要素（例えば、オペレーティングシステム）に応じて異なる性能を有する
こともある。
【０００４】
　多岐にわたるコンピュータデバイスが存在するが、アプリケーションプログラムは、通
例、特定のハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームで動作するように構築され
ている。かかるアプリケーションは、配布のためにオンラインリポジトリに提供されると
、ハードウェアプラットフォームおよび／またはソフトウェアプラットフォームに関係な
く、他のコンピュータにダウンロードできるようになる。オンラインリポジトリは、アプ
リケーションプログラムにとって必要最低限のハードウェアおよび／またはソフトウェア
構成要素についての情報を表示することができるが、それでも、ユーザは、必要最低限の
ハードウェアおよび／またはソフトウェア構成要素を欠くコンピュータデバイスにアプリ
ケーションプログラムをダウンロードすることがある。結果として、アプリケーションプ
ログラムは、そのコンピュータデバイス上では、機能したとしても、適切には機能しない
。その結果、ユーザは、その問題がアプリケーションプログラムではなくユーザのコンピ
ュータデバイスに起因するにも関わらず、アプリケーションプログラムに不満を持つ。
【０００５】
　したがって、互換性のあるコンピュータデバイスへのアプリケーションプログラムのダ
ウンロードを管理するための方法の改良が求められている。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、遠隔アプリケーションリポジトリから様々なクライアントコンピュータデバ
イスへの制御されたアプリケーション配信（例えば、ダウンロード）に関する。アプリケ
ーションプログラムは、しばしば、特定のハードウェアおよび／またはソフトウェア性能
を有するコンピュータデバイス上で動作するよう構築される。したがって、遠隔アプリケ
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ーションリポジトリからダウンロード可能なアプリケーションプログラムが、遠隔アプリ
ケーションリポジトリにアクセスできるすべてのクライアントコンピュータデバイス上で
の実行に適しているわけではない。一態様によれば、本発明は、必要なハードウェアおよ
び／またはソフトウェア性能を有するクライアントコンピュータデバイスだけに、アプリ
ケーションプログラムの受信を許可するよう動作しうる。一実施形態においては、制限を
課すことで、クライアントコンピュータデバイスのユーザに、アプリケーションプログラ
ムについての情報を見ることを許容しつつも、必要なハードウェアおよび／またはソフト
ウェア性能を欠くクライアントコンピュータデバイスへのダウンロードを防止することが
できる。別の実施形態において、警告を課すことで、必要なハードウェアおよび／または
ソフトウェア性能を欠くクライアントコンピュータデバイスのユーザに対して、それらの
クライアントコンピュータデバイスへのアプリケーションプログラムのダウンロードに先
立って、警告するものとしてもよい。さらに別の実施形態において、制限を課すことで、
ユーザが、かかるクライアントコンピュータデバイスにダウンロードできるアプリケーシ
ョンに関する情報だけを見ることが可能なように、遠隔アプリケーションリポジトリから
入手可能なアプリケーションプログラムについての情報の利用可能性をフィルタリングし
てもよい。
【０００７】
　一般に、本発明は、方法、システム、デバイス、または、装置（グラフィカルユーザイ
ンターフェースおよびコンピュータ読み取り可能な媒体を含む）など、様々な形態で実施
可能である。以下では、本発明のいくつかの実施形態について説明する。
【０００８】
　コンピュータによって実行される、オンラインアプリケーションリポジトリからハンド
ヘルドコンピュータデバイスにアプリケーションプログラムをダウンロードするための方
法として、本発明の一実施形態は、例えば、オンラインアプリケーションリポジトリにア
クセスする工程と、オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリ
ケーションプログラムを選択する工程と、選択されたアプリケーションプログラムに関す
るアプリケーション情報を表示する工程と、ダウンロード要求を受信する工程と、ハンド
ヘルドコンピュータデバイスのデバイスタイプを取得する工程と、デバイスタイプが、選
択されたアプリケーションプログラムの１または複数のサポートデバイスタイプの１つで
あるか否かを判定する工程と、デバイスタイプが、選択されたアプリケーションプログラ
ムの１または複数のサポートデバイスタイプの１つであると判定された場合、ハンドヘル
ドコンピュータデバイスへの選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許
可する工程と、デバイスタイプが選択されたアプリケーションプログラムの１または複数
のサポートデバイスタイプの１つではないと判定された場合、ハンドヘルドコンピュータ
デバイスへの選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否する工程と、
を少なくとも備える。
【０００９】
　コンピュータによって実行される、オンラインアプリケーションリポジトリからハンド
ヘルドコンピュータデバイスにアプリケーションプログラムをダウンロードするための方
法として、本発明の一実施形態は、例えば、オンラインアプリケーションリポジトリにア
クセスする工程と、オンラインアプリケーションリポジトリ内をナビゲートして、アプリ
ケーションプログラムを選択する工程と、選択されたアプリケーションプログラムに関す
るアプリケーション情報を表示する工程と、選択されたアプリケーションプログラムをダ
ウンロードするためのダウンロード要求を受信する工程と、ハンドヘルドコンピュータデ
バイスのデバイス情報を取得する工程と、ハンドヘルドコンピュータデバイスが、選択さ
れたアプリケーションプログラムのサポートデバイスであるか否かを、デバイス情報に基
づいて判定する工程と、ハンドヘルドコンピュータデバイスが、選択されたアプリケーシ
ョンプログラムのサポートデバイスであると判定された場合、ハンドヘルドコンピュータ
デバイスへの選択されたアプリケーションプログラムのダウンロードを許可する工程と、
ハンドヘルドコンピュータデバイスが、選択されたアプリケーションプログラムのサポー
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トデバイスではないと判定された場合、ハンドヘルドコンピュータデバイスへの選択され
たアプリケーションプログラムのダウンロードが拒否される旨のメッセージを表示する工
程と、を少なくとも備える。
【００１０】
　オンラインアプリケーションリポジトリからポータブルコンピュータデバイスにアプリ
ケーションプログラムをダウンロードするためにコンピュータによって実行されるコンピ
ュータプログラムを少なくとも格納したコンピュータ読み取り可能な媒体として、本発明
の一実施形態は、例えば、コンピュータによって実行される、オンラインアプリケーショ
ンリポジトリにアクセスするための機能と、オンラインアプリケーションリポジトリ内を
ナビゲートして、アプリケーションプログラムを選択するための機能と、選択されたアプ
リケーションプログラムに関するアプリケーション情報を表示するための機能と、選択さ
れたアプリケーションプログラムをダウンロードするためのダウンロード要求を受信する
ための機能と、ポータブルコンピュータデバイスのデバイス情報を取得するための機能と
、ポータブルコンピュータデバイスが、選択されたアプリケーションプログラムのサポー
トデバイスであるか否かを、デバイス情報に基づいて判定するための機能と、ポータブル
コンピュータデバイスが、選択されたアプリケーションプログラムのサポートデバイスで
あると判定された場合、ポータブルコンピュータデバイスへの選択されたアプリケーショ
ンプログラムのダウンロードを許可するための機能と、ポータブルコンピュータデバイス
が、選択されたアプリケーションプログラムのサポートデバイスではないと判定された場
合、ポータブルコンピュータデバイスが、選択されたアプリケーションプログラムのサポ
ートデバイスではないと判定された場合、ポータブルコンピュータデバイスへの選択され
たアプリケーションプログラムのダウンロードを拒否するための機能と、を少なくとも備
える。
【００１１】
　クライアントデバイスでアプリケーションプログラムを取得するために実行されるコン
ピュータプログラムを少なくとも格納したコンピュータ読み取り可能な媒体として、本発
明の一実施形態は、例えば、コンピュータによって実行される、アプリケーションプログ
ラムをナビゲートして、アプリケーションプログラムを選択するための機能と、選択され
たアプリケーションプログラムを取得するためのユーザ取得要求を受信するための機能と
、クライアントバイスのデバイス性能を取得するための機能と、デバイス性能に基づいて
、クライアントデバイスが、選択されたアプリケーションプログラムの動作をサポートす
るか否かを判定するための機能と、クライアントデバイスが、選択されたアプリケーショ
ンプログラムの動作をサポートすると判定された場合、選択されたアプリケーションプロ
グラムをクライアントデバイスで取得するための機能と、クライアントデバイスが、選択
されたアプリケーションプログラムの動作をサポートしないと判定された場合、選択され
たアプリケーションプログラムをクライアントデバイスで取得することを拒否するための
機能と、を少なくとも備える。
【００１２】
　コンピュータによって実行される、ハンドヘルドコンピュータデバイスにアプリケーシ
ョンプログラムをインストールするための方法として、本発明の一実施形態は、例えば、
ハンドヘルドコンピュータデバイスにインストール可能で、それぞれ関連づけられたデバ
イス要件を有する複数のアプリケーションプログラムを受信する工程と、アプリケーショ
ンプログラムの内の少なくとも１つを、ハンドヘルドコンピュータデバイスにインストー
ルするために選択する工程と、ハンドヘルドコンピュータデバイスが、選択されたアプリ
ケーションプログラムに関連づけられたデバイス要件を満たす場合、選択されたアプリケ
ーションプログラムをハンドヘルドコンピュータデバイスにインストールするためのコン
トロールを提供する工程と、を少なくとも備える。
【００１３】
　本発明の他の態様および利点については、本発明の原理を例示する添付の図面を参照し
て行う以下の詳細な説明から明らかになる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明は、添付の図面を参照しつつ行う以下の詳細な説明から容易に理解される。なお
、同じ構造的要素には、同じ符号が付されている。
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に従って、アプリケーション配布システムを示すブロック図
。
【００１６】
【図２】本発明の一実施形態に従って、アプリケーション取得処理を示すフローチャート
。
【００１７】
【図３】本発明の別の実施形態に従って、アプリケーション取得処理を示すフローチャー
ト。
【００１８】
【図４】本発明の一実施形態に従って、アプリケーションダウンロード処理を示すフロー
チャート。
【００１９】
【図５】本発明の一実施形態に従って、アプリケーション公開処理を示すフローチャート
。
【００２０】
【図６】本発明の別の実施形態に従って、アプリケーションダウンロード処理を示すフロ
ーチャート。
【００２１】
【図７Ａ】本発明の一実施形態に従って、ウェブページのスクリーン表示の一例を示す図
。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態に従って、ウェブページのスクリーン表示の一例を示す図
。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態に従って、ウェブページのスクリーン表示の一例を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、遠隔アプリケーションリポジトリから様々なクライアントコンピュータデバ
イスへの制御されたアプリケーション配信（例えば、ダウンロード）に関する。アプリケ
ーションプログラムは、しばしば、ある特定のハードウェアおよび／またはソフトウェア
性能を有するコンピュータデバイス上で動作するよう構築される。したがって、遠隔アプ
リケーションリポジトリからダウンロード可能なアプリケーションプログラムが、遠隔ア
プリケーションリポジトリにアクセスできるすべてのクライアントコンピュータデバイス
上での実行に適しているわけではない。一態様によれば、本発明は、必要なハードウェア
および／またはソフトウェア性能を有するクライアントコンピュータデバイスだけに、ア
プリケーションプログラムの受信を許可するよう動作しうる。一実施形態においては、制
限を課すことで、クライアントコンピュータデバイスのユーザに、アプリケーションプロ
グラムについての情報を見ることを許容しつつも、必要なハードウェアおよび／またはソ
フトウェア性能を欠くクライアントコンピュータデバイスへのダウンロードを防止するこ
とができる。別の実施形態において、警告を課すことで、必要なハードウェアおよび／ま
たはソフトウェア性能を欠くクライアントコンピュータデバイスのユーザに対して、それ
らのクライアントコンピュータデバイスへのアプリケーションプログラムのダウンロード
に先立って、警告するものとしてもよい。さらに別の実施形態において、制限を課すこと
で、ユーザが、かかるクライアントコンピュータデバイスにダウンロードできるアプリケ
ーションに関する情報だけを見ることが可能なように、遠隔アプリケーションリポジトリ
から入手可能なアプリケーションプログラムについての情報の利用可能性をフィルタリン
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グしてもよい。
【００２３】
　以下では、図１ないし図７Ｃを参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。ただ
し、本発明の範囲は、これらの実施形態に限定されないため、これらの図面に関連して本
明細書に記載した詳細な説明が、例示を目的としたものであることは、当業者であれば容
易に理解できる。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーション配布システム１００を示すブ
ロック図である。アプリケーション配布システム１００は、ネットワーク１０４と接続し
たオンラインメディアリポジトリ１０２を備えており、複数のコンピュータデバイス１０
６がオンラインメディアリポジトリ１０２と相互作用できるようになっている。オンライ
ンメディアリポジトリ１０２は、単一のサーバコンピュータによって実現されてもよいし
、複数のサーバコンピュータに分散されてもよい。一実装において、ネットワーク１０４
とは、１または複数のデータネットワークを指すものであり、通例、高データ帯域幅ネッ
トワーク、すなわち、インターネット、イーサーネット（登録商標）、ギガビット／イー
サーネット、および、光ファイバなどの有線ネットワークと、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ
）、（ｂ）、または、（ｇ）（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭａｘ）、およ
び、超広帯域無線（ＵＷＢ）などの無線ネットワークとを含む。
【００２５】
　オンラインメディアリポジトリ１０２は、複数のアプリケーションプログラム１０８を
格納する。これらのアプリケーションプログラム１０８は、コンピュータデバイス１０６
の一部またはすべてで動作するコンピュータプログラムであってよい。開発者は、アプリ
ケーションプログラムを作成し、配布のためにオンラインメディアリポジトリ１０８にそ
れらを投稿できる。ここで、オンラインメディアリポジトリ１０８は、多数のアプリケー
ションプログラムを格納および配布するよう機能しうる。コンピュータデバイス１０６は
、様々なフォームファクタおよび性能を有しうる。例えば、図１に示すように、コンピュ
ータデバイス１０６は、ポータブルコンピュータ１０６－１、ハンドヘルドコンピュータ
すなわち携帯情報端末（ＰＤＡ）１０６－２、携帯電話１０６－３（例えば、セル式電話
）、または、セットトップボックス１０６－４に関連してよい。
【００２６】
　本発明の一実施形態によると、改良された方法でオンラインメディアリポジトリ１０２
からアプリケーションプログラム１０８を配布するために、オンラインメディアリポジト
リ１０２は、アプリケーションプログラム１０８の一部またはすべてについてのサポート
デバイス要件（supported device requirement）（ＳＤＲ）１１０を格納する。サポート
デバイス要件１１０は、開発者によって規定され、アプリケーションプログラム１０８の
提供時にオンラインメディアリポジトリ１０２に提供されてよい。サポートデバイス要件
１１０は、アプリケーションプログラム１０８がコンピュータデバイス１０６上で適切に
動作するために任意のコンピュータデバイス１０６が有する必要のある最低限のデバイス
要件に関する。一例として、オンラインメディアリポジトリ１０２は、アプリケーション
プログラム１０８の配布を、サポートデバイス要件１１０を満たすコンピュータデバイス
１０６だけに限定することができる。一実施形態において、オンラインメディアリポジト
リ１０２は、アプリケーションプログラム１０８についてのサポートデバイス要件１１０
を課す（enforce）ことができる。
【００２７】
　コンピュータデバイス１０６は、デバイス情報１１２を備えうる。デバイス情報１１２
は、コンピュータデバイス１０６のデバイス性能に関連しうる。したがって、コンピュー
タデバイス１０６のユーザが、ネットワーク１０４（インターネットに関連してよい）を
介してオンラインメディアリポジトリ１０２にアクセスした時に、コンピュータデバイス
１０６は、オンラインメディアリポジトリ１０２から入手可能な１または複数のアプリケ
ーションプログラム１０８を説明した情報を最初に受信できる。ユーザは、コンピュータ
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デバイス１０６とのやり取りを通して、オンラインメディアリポジトリ１０２から入手可
能な１または複数のアプリケーションプログラム１０８を説明した情報をナビゲートする
ことで、コンピュータデバイス１０６で受信したい特定のアプリケーションプログラム１
０８を選択することができる。１または複数のアプリケーションプログラム１０８を記述
した情報と共に、コンピュータデバイス１０６は、サポートデバイス要件１１０’も受信
してよい。ユーザが特定のアプリケーションプログラム１０８の受信を要求した場合に、
コンピュータデバイス１０６は、コンピュータデバイス１０６が特定のアプリケーション
プログラム１０８を適切にサポートすることができるか否かを評価するよう動作できる。
一実施形態において、コンピュータデバイス１０６は、コンピュータデバイス１０６が特
定のアプリケーションプログラム１０８を適切にサポートすることができるか否かを判定
するために、サポートデバイス要件１１０’をデバイス情報１１２と比較する。コンピュ
ータデバイス１０６が特定のアプリケーションプログラム１０８を適切にサポートするこ
とができるとコンピュータデバイス１０６が判定した場合、オンラインメディアリポジト
リ１０２からネットワーク１０４を介してコンピュータデバイス１０６に、特定のアプリ
ケーションプログラム１０８をダウンロードすることができる。その後、アプリケーショ
ンプログラム１０８はインストールされて、コンピュータデバイス１０６上のインストー
ル済みアプリケーションプログラム１０８’になる。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーション取得処理２００を示すフロー
チャートである。アプリケーション取得処理２００は、例えば、アプリケーションプログ
ラムを要求するユーザがアプリケーションプログラムを取得することを許可されるか否か
を判定するために、コンピュータデバイスで実行される処理である。
【００２９】
　アプリケーション取得処理２００は、利用可能なアプリケーションプログラムのユーザ
ナビゲーションをサポートすることができる（工程２０２）。利用可能なアプリケーショ
ンプログラムのユーザナビゲーションによって、ユーザは、取得またはインストールした
いアプリケーションプログラムを特定することができる。アプリケーションプログラムが
特定されるユーザナビゲーションのサポート工程２０２に続いて、判定工程２０４が、ア
プリケーションプログラムのためのユーザ取得要求が受信されたか否かを判定しうる。判
定工程２０４で、ユーザ取得要求が受信されていないと判定された場合、アプリケーショ
ン取得処理２００は、ブロック２０２を繰り返すために戻ってよい。あるいは、アプリケ
ーションプログラムのためのユーザ取得要求が受信されたと判定した場合には、アプリケ
ーションプログラムを受信しようとするクライアントデバイスのデバイス性能が取得され
てよい（工程２０６）。一般的に、クライアントデバイスは、クライアントデバイス内の
アクセス可能なデータ記憶領域にデバイス性能を格納している。クライアントデバイスは
、デバイス性能を直接格納してもよいし、クライアントデバイスのデバイス性能を表現ま
たは参照するタイプインジケータを格納してもよい。
【００３０】
　次に、判定工程２０８が、クライアントデバイスがアプリケーションプログラムの動作
をサポートしているか否かを判定する。ここで、クライアントデバイスのデバイス性能を
利用して、アプリケーション取得方法２００は、クライアントデバイスがアプリケーショ
ンプログラムの動作をサポートするか否かを評価できる。判定工程２０８によって、クラ
イアントデバイスがアプリケーションプログラムの動作をサポートしていないと判定され
た場合、取得要求が拒絶される旨の提示がなされてよい（工程２１０）。一方、判定工程
２０８によって、クライアントデバイスがアプリケーションプログラムの動作をサポート
すると判定された場合、アプリケーションプログラムの取得要求が処理されてよい（工程
２１２）。アプリケーション要求の処理工程２１２の結果として、そのアプリケーション
プログラムがクライアントデバイスに配信される。アプリケーションプログラムがクライ
アントデバイスに提供されると、クライアントデバイスは、そのアプリケーションプログ
ラムをインストールして利用することができる。ブロック２１０または２１２後に、アプ
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リケーション取得処理２００は終了してよい。
【００３１】
　図３は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーション取得処理３００を示すフロー
チャートである。アプリケーション取得処理３００は、例えば、クライアントデバイスに
よって実行されてよい。クライアントデバイスは、コンピュータプログラムを実行するこ
とができるコンピュータデバイスである。例えば、アプリケーション取得処理３００は、
図１に示したコンピュータデバイス１０６の内のいずれにおいて実行されてもよい。
【００３２】
　アプリケーション取得処理３００は、配布可能な複数のアプリケーションプログラムを
格納するオンラインアプリケーションリポジトリにアクセスしうる（工程３０２）。一例
として、オンラインアプリケーションリポジトリは、図１に示したオンラインメディアリ
ポジトリ１０２に関連してよい。オンラインアプリケーションリポジトリは、次いで、ナ
ビゲートされてよい（工程３０４）。ナビゲート工程３０４によって、少なくとも１つの
アプリケーションプログラムのアプリケーション情報が表示されてよい（工程３０６）。
例えば、アプリケーション情報は、コンピュータデバイスに関連づけられたディスプレイ
デバイスに表示されてよい。アプリケーションプログラムは、そのアプリケーションプロ
グラムについてのサポートデバイス要件を有する。サポートデバイス要件は、コンピュー
タデバイスを適切に動作させるのに最低限のコンピュータデバイスのハードウェアおよび
／またはソフトウェア構成要素に関連してよい。例えば、最低限のハードウェア要件は、
ＧＰＳシステム、無線通信、マイク、スピーカなどのハードウェア構成要素を有すること
を、コンピュータデバイスに求めてよく、最低限のソフトウェア要件は、コンピュータデ
バイスが特定のオペレーティングシステムなどのソフトウェア構成要素を有することを求
めてよい。サポートデバイス要件は、アプリケーション情報の中に含まれてもよいし、あ
るいは、アプリケーションプログラムと関連づけられてもよい。例えば、アプリケーショ
ン情報は、サポートデバイス要件の記述（例えば、ＸＭＬ記述）を含むマークアップ言語
ページ（ウェブページなど）として提供されてもよい。
【００３３】
　次に、判定工程３０８は、取得要求が受信されたか否かを判定しうる。判定工程３０８
によって、取得要求が受信されていないと判定された場合、アプリケーション取得処理３
００は、オンラインアプリケーションリポジトリのナビゲート工程３０４およびアプリケ
ーション情報の表示工程３０６が継続できるように、ブロック３０４およびそれに続くブ
ロックを繰り返すために戻ってよい。
【００３４】
　一方、取得要求が受信されたと判定工程３０８が判定すると、クライアントデバイスの
デバイス情報が取得されてよい（工程３１０）。クライアントデバイスのデバイス情報は
、（直接または間接的に）クライアントデバイスのデバイス機能を記述する。デバイス情
報は、アプリケーションプログラムのサポートデバイス要件と比較されてよい（工程３１
２）。この比較工程３１２に基づいて、判定工程３１４は、アプリケーションプログラム
がクライアントデバイスによってサポートされているか否かを判定しうる。判定工程３１
４によって、アプリケーションプログラムがクライアントデバイスによってサポートされ
ていないと判定された場合、取得要求が拒否される旨の表示が提示されてよい（工程３１
６）。あるいは、判定工程３１４によって、アプリケーションプログラムがクライアント
デバイスにサポートされていると判定された場合、そのアプリケーションプログラムの取
得要求が処理されてよく（工程３１８）、それによって、そのアプリケーションプログラ
ムは、オンラインアプリケーションリポジトリからクライアントデバイスに受信されてよ
い。ブロック３１６または３１８後に、アプリケーション取得処理３００は終了してよい
。
【００３５】
　図４は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーションダウンロード処理４００を示
すフローチャートである。アプリケーションダウンロード処理４００は、例えば、コンピ
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ュータデバイス（図１に示したコンピュータデバイス１０６の内のいずれかなど）によっ
て実行される。
【００３６】
　アプリケーションダウンロード処理４００は、アプリケーション説明ページを表示しう
る（工程４０２）。アプリケーション説明ページは、リモートサーバがホストとなるオン
ラインアプリケーションストアによって提供されてよい。例えば、オンラインメディアリ
ポジトリ１０２は、オンラインアプリケーションストアのホストであるリモートサーバに
関連してよい。アプリケーション説明ページは、コンピュータデバイスで動作するプログ
ラムまたはブラウザで表示できるマークアップ言語ページ（ウエブページなど）と関連し
てよい。アプリケーション説明ページは、特定のアプリケーションプログラムの説明を提
供し、さらに、１または複数のユーザインターフェースコントロール（仮想ボタンなど）
を備える。仮想ボタンの内の少なくとも１つは、選択時に、リモートサーバからコンピュ
ータデバイスへのアプリケーションプログラムのダウンロードを要求するダウンロードボ
タンである。アプリケーション説明ページの表示工程４０２の後に、判定工程４０４は、
アプリケーション説明ページのダウンロードボタンが選択されたか否かを判定する。判定
工程４０４によって、ダウンロードボタンが選択されていないと判定された場合、ユーザ
がアプリケーション説明ページを閲覧し相互作用を続けることができるように、アプリケ
ーションダウンロード処理４００がブロック４０２を繰り返すために戻る前に、随意的に
他の処理４０６が実行されてもよい。
【００３７】
　一方、判定工程４０４によって、ダウンロードボタンが選択されたと判定された場合、
アプリケーションプログラムが、アプリケーションダウンロード処理４００を実行するコ
ンピュータデバイス（クライアントデバイス）にサポートされているか否かを判定するた
めに、アプリケーション説明ページの埋め込みコードが、実行（解釈を含む）されてよい
。次いで、判定工程４１０は、アプリケーションプログラムがコンピュータデバイスによ
ってサポートされているか否かを判定しうる。ここで、埋め込みコードを用いて、特定の
アプリケーションプログラムがコンピュータデバイスによってサポートされているか否か
が決定される。一実施例において、アプリケーション説明ページと共に提供されたサポー
トデバイス要件は、コンピュータデバイスによって既知のデバイス情報と比較されてよい
。一例として、埋め込みコードは、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔなどのスクリプト言語で提供さ
れてよい。判定工程４１０でアプリケーションプログラムがサポートされていないと判定
された場合、アプリケーションプログラムのダウンロードは拒否されてよい（工程４１２
）。この場合、アプリケーションプログラムはコンピュータデバイスで適切に利用するこ
とができないため、ダウンロードボタンの選択によってなされたダウンロード要求は拒否
される（工程４１２）。あるいは、判定工程４１０でアプリケーションプログラムがサポ
ートされていると判定された場合、コンピュータデバイスへのアプリケーションプログラ
ムのダウンロードは処理されてよい（工程４１４）。ブロック４１２または４１４後に、
アプリケーションダウンロード処理４００は終了してよい。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーション公開処理５００を示すフロー
チャートである。アプリケーション公開処理５００は、アプリケーションプログラムをオ
ンラインアプリケーションリポジトリによって配布できるようにするために利用されてよ
い。例えば、オンラインアプリケーションリポジトリは、図１に示したオンラインメディ
アリポジトリ１０２である。
【００３９】
　アプリケーション公開処理５００は、まず、アプリケーションプログラムが開発される
工程５０２から始まる。ここで、ソフトウェア開発者は、コンピュータデバイスで利用さ
れるアプリケーションプログラムを開発してよい。次に、アプリケーションプログラムは
、サポートデバイス要件と共に、オンラインアプリケーションリポジトリに投稿されてよ
い（工程５０４）。開発者が、オンラインアプリケーションリポジトリにアプリケーショ
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ンプログラムを投稿することで、オンラインアプリケーションリポジトリは、開発者がア
プリケーションプログラムを多くのユーザに配布する支援をすることができる。開発者は
、サポートデバイス要件を提供することによって、アプリケーションプログラムが適切に
動作するためのコンピュータデバイスの要件を、オンラインアプリケーションリポジトリ
に通知することができる。
【００４０】
　アプリケーションプログラムが投稿されると（工程５０４）、判定工程５０６は、アプ
リケーションプログラムの配布が承認されるか否かを判定しうる。ここで、オンラインア
プリケーションリポジトリは、アプリケーションプログラムがオンラインアプリケーショ
ンリポジトリを介しての配布に適しているか否かを判定するために、１または複数の手動
または自動の確認または評価を実行してよい。判定工程５０６でアプリケーションの配布
が承認されないと判定された場合、判定工程５０８は、投稿が再試行されるか否かを決定
してよい。判定工程５８０で投稿が再試行されると判定された場合、アプリケーション公
開処理は、開発者がオンラインアプリケーションリポジトリにアプリケーションプログラ
ムを再度投稿できるように、ブロック５０４を繰り返すため、戻ってよい。ここで、開発
者は、オンラインアプリケーションリポジトリによるアプリケーションプログラムの配布
が承認されるよう、再び試みることができる。したがって、開発者は、以前の投稿時の不
具合を修正して、アプリケーションプログラムをオンラインアプリケーションリポジトリ
に再投稿することができる。
【００４１】
　一方、判定工程５０６でアプリケーションプログラムの配布が承認されたと判定された
場合、アプリケーションプログラムは、オンラインアプリケーションリポジトリで配布で
きるようになる（工程５１０）。これで、コンピュータデバイスの様々なユーザが、オン
ラインアプリケーションリポジトリと相互作用して、そのアプリケーションプログラムを
取得することができるようになる。ブロック５１０の後、または、判定工程５０８で投稿
が再試行されないと判定された時に、アプリケーション公開処理５００は終了してよい。
【００４２】
　図６は、本発明の一実施形態に従って、アプリケーションダウンロード処理６００を示
すフローチャートである。アプリケーションダウンロード処理６００は、例えば、クライ
アントデバイスによって実行されてよい。クライアントデバイスは、コンピュータデバイ
ス（図１に示したコンピュータデバイス１０６の内のいずれかなど）である。
【００４３】
　アプリケーションダウンロード処理６００は、オンラインアプリケーションリポジトリ
にアクセスしうる（工程６０２）。オンラインアプリケーションリポジトリは、アクセス
されると（工程６０２）、ダウンロードするアプリケーションプログラムを選択するため
に、コンピュータデバイスのユーザによってナビゲートされてよい（工程６０４）。アプ
リケーションプログラムを選択すると、選択されたアプリケーションプログラムに関する
アプリケーション情報が表示されてよい（工程６０６）。アプリケーション情報は、アプ
リケーションプログラムの説明、特徴づけ、または、記述を行う少なくともテキストおよ
び／またはグラフィックを含みうる。次に、判定工程６０８は、選択されたアプリケーシ
ョンプログラムについてダウンロード要求が受信されたか否かを判定する。判定工程６０
８によって、ダウンロード要求が受信されていないと判定された場合、アプリケーション
ダウンロード処理６００は、ナビゲーション工程６０４および表示工程６０６が継続でき
るように、ブロック６０４を繰り返すために戻ってよい。
【００４４】
　一方、判定工程６０８でダウンロード要求が受信されたと判定された場合、クライアン
トデバイスのデバイスタイプが、取得されてよい（工程６１０）。デバイスタイプは、ア
プリケーションプログラムをダウンロードするためにオンラインアプリケーションリポジ
トリと相互作用しうるクライアントデバイスの特定のクラスまたはカテゴリと関連づけら
れている。次いで、判定工程６１２は、クライアントデバイスのデバイスタイプが、選択
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されたアプリケーションプログラムでサポートされているデバイスタイプであるか否かを
判定しうる。判定工程６１２で、クライアントデバイスのデバイスタイプが、選択された
アプリケーションプログラムでサポートされているデバイスタイプではないと判定された
場合、ダウンロード要求が拒否される旨のメッセージが表示されてよい（工程６１４）。
あるいは、判定工程６１２で、デバイスタイプが、選択されたアプリケーションプログラ
ムでサポートされているデバイスタイプであると判定された場合、選択されたアプリケー
ションプログラムのクライアントデバイスへのダウンロードが許可されてよい（工程６１
６）。ブロック６１４または６１６後に、アプリケーションダウンロード処理６００は終
了してよい。
【００４５】
　アプリケーションダウンロード処理６００において、クライアントデバイスのデバイス
タイプが取得されてよい（工程６１０）。デバイスタイプとは、選択されたアプリケーシ
ョンプログラムに適合するデバイスタイプを意味する。例えば、デバイスタイプは、ある
一組のサポートデバイス要件を表しうる。一実施形態において、クライアントデバイスに
提供される選択されたアプリケーションプログラムのアプリケーション情報は、サポート
デバイスタイプの表示を含むマークアップ言語文書（ウエブページなど）である。さらに
、各サポートデバイスタイプについて、マークアップ言語文書は、デバイスタイプＩＤ、
最低限の製品バージョン、最低限の製品バージョンタイトル、最低限の製品バージョン記
述、最低限のデバイスタイトル、または、最低限のデバイス記述の内の１または複数を特
定しうる。クライアントデバイスが、サポートデバイスタイプの１つと同じタイプであり
、クライアントデバイスの製品バージョンが最低限の製品バージョンと同等以上である場
合、選択されたアプリケーションプログラムは、クライアントデバイスでの利用に適合す
ると見なされる。
【００４６】
　あるいは、クライアントデバイスが、サポートデバイスタイプの１つと同じ（すなわち
、一致する）タイプであるが、クライアントデバイスの製品バージョンが最低限の製品バ
ージョンよりも低い場合、選択されたアプリケーションプログラムは、クライアントデバ
イスでの利用に適合しないと見なされる。この場合、最低限の製品情報タイトルおよび／
または最低限の製品バージョン記述は、クライアントデバイスによって提示される通知を
形成するために用いられてよい。一例として、その通知は、例えば、「このアプリケーシ
ョンは適合していません」などとして、クライアントデバイスが、選択されたアプリケー
ションプログラムをサポートしていないことをユーザに知らせてよく、さらに、例えば、
「このアプリケーションを使うにはデバイスのソフトウェア更新が必要です」などと、理
由を示してもよい。例えば、ソフトウェアの更新は、クライアントデバイスのオペレーテ
ィングシステムの更新に関するものであってよい。また、最低限の製品バージョンは、製
品バージョンまたはオペレーションシステムバージョンと関連しうる。一実施形態におい
て、最低限の製品バージョンタイトルおよび／または最低限の製品バージョン記述は、不
適合に関する追加情報のロケーション、または、必要なコンポーネントを取得するための
ロケーションを特定するために、ユニバーサル・リソース・ロケーション（ＵＲＬ）を含
んでもよい。
【００４７】
　あるいは、クライアントデバイスが、サポートデバイスタイプのいずれとも一致しない
タイプである場合、選択されたアプリケーションプログラムは、クライアントデバイスで
の利用に適合しないと見なされる。この場合、最低限のデバイスタイトルおよび／または
最低限のデバイス記述は、クライアントデバイスによって提示される通知を形成するため
に用いられてよい。一例として、通知は、例えば、「このアプリケーションは適合してい
ません」などとして、クライアントデバイスが、選択されたアプリケーションプログラム
をサポートしていないことをユーザに知らせてよく、さらに、例えば、「このアプリケー
ションは、このデバイスでは利用できません。デバイスｘまたはデバイスｙが必要です」
などと、理由を示してもよい。一実施形態において、最低限のデバイスタイトルおよび／
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または最低限のデバイスバージョン記述は、不適合に関する追加情報のロケーション、ま
たは、必要なコンポーネントを取得するためのロケーションを特定するために、ユニバー
サル・リソース・ロケーション（ＵＲＬ）を含んでいてよい。
【００４８】
　あるいは、クライアントデバイスが、サポートデバイスタイプいずれかと適合するタイ
プであるか否かに関わらず、あるタイプまたはシリアルナンバーのクライアントデバイス
については、適合すると見なさなくてもよい。かかる場合には、選択されたアプリケーシ
ョンプログラムは、そのクライアントデバイスでは利用可能でないと見なされる。この場
合、通知がクライアントデバイスによって表示されてよい。一例として、その通知は、選
択されたアプリケーションプログラムがクライアントデバイスで利用できない旨、ユーザ
に知らせてよい。一実施形態において、通知は、利用不可能であることについての追加情
報のロケーションを特定するために、ユニバーサル・リソース・ロケーション（ＵＲＬ）
を含んでよい。
【００４９】
　図７Ａないし図７Ｃは、本発明の実施形態に従って、ウェブページのスクリーン表示の
例を示す。ウェブページは、オンラインリポジトリをホストとするまたはオンラインリポ
ジトリと関連したアプリケーション配布ウェブサイトによって提供され、クライアントコ
ンピュータデバイスのディスプレイ装置に表示される。
【００５０】
　図７Ａは、本発明の一実施形態に従って、アプリケーションプログラムに関するウェブ
ページ７００のスクリーン表示の一例を示す。ウェブページは、上述した処理によって生
成されてよい。一例として、ウェブページは、図３または図６に記載したアプリケーショ
ン情報の一実施例であってもよいし、図４に記載したアプリケーション説明ページの一実
施例であってもよい。ウェブページ７００は、アプリケーションプログラムの特徴または
詳細を一覧にしたアプリケーション特徴セクション７０２を含んでいてよい。特徴または
詳細は、タイトル、カテゴリ、リリース日、販売者名、バージョン番号、サイズ（例えば
、ＭＢで）、価格、および、評価の内の１または複数を特定してよい。ウェブページ７０
０は、さらに、アプリケーションプログラムの画像（カバーイメージ、ロゴなど）を含ん
でもよい。さらに、ウェブページ７００は、ユーザが選択すると、オンラインリポジトリ
からのアプリケーションプログラムのダウンロード（すなわち取得）を要求する「購入」
ボタン７０６を備えてよい。ウェブページ７００は、さらに、アプリケーションプログラ
ムに関する１または複数の代表画面７０８を表示してよい。ウェブページ７００は、さら
に、アプリケーションプログラムをテキストで説明したアプリケーション説明を含んでよ
い。さらにまた、ウェブページ７００は、アプリケーションプログラムに関するその他の
情報（カスタマーレビューなど）を含んでよい。
【００５１】
　図７Ｂは、本発明の一実施形態に従って、ウェブページ７２０のスクリーン表示の一例
を示す。ウェブページ７２０は、要求されたアプリケーションプログラムをクライアント
デバイスにダウンロードすることが許可されない場合に、クライアントコンピュータデバ
イスに表示されてよい。具体的には、上述のように、クライアントコンピュータデバイス
へのアプリケーションプログラムのダウンロード要求に応えて、クライアントコンピュー
タデバイスがアプリケーションプログラムを適切に動作させることができるか否かが判定
されてよい。この実施形態において、ウェブページ７２０は、アプリケーションプログラ
ムのダウンロードがクライアントコンピュータデバイスでは許可されない旨をクライアン
トコンピュータデバイスのユーザに知らせる通知７２２を表示する。図７Ｂに示した例に
おいて、表示されている通知では、「申しわけありませんが、あなたのクライアントデバ
イスは、このアプリケーションに適合しておりません」と記述されている。図７Ｂにおい
て、通知７２２は、ウェブページ７２０の最上部に表示されている。例えば、ウェブペー
ジ７２０は、表示されたページの最上部に通知７２２を挿入することによって図７Ａに示
したウェブページ７００を更新すれば生成できる。しかしながら、他の実施形態において
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、通知は、ウェブページ７２０のどこに表示されてもよく、あるいは、別のウィンドウ（
例えば、ダイアログボックス）に表示されてもよい。さらに別の実施形態において、通知
は、（通知７２２の表示と共に、または、表示なしに）音声によって提示されてもよい。
【００５２】
　図７Ｃは、本発明の一実施形態に従って、ウェブページ７４０のスクリーン表示の一例
を示す。ウェブページ７４０は、要求されたアプリケーションプログラムをクライアント
デバイスにダウンロードすることが許可されない場合に、クライアントコンピュータデバ
イスに表示されてよい。具体的には、上述のように、クライアントコンピュータデバイス
へのアプリケーションプログラムのダウンロード要求に応えて、クライアントコンピュー
タデバイスがアプリケーションプログラムを適切に動作させることができるか否かが判定
されてよい。この実施形態において、ウェブページ７４０では、クライアントコンピュー
タデバイスのユーザは、クライアントコンピュータデバイスへのダウンロードを許可され
ていないアプリケーションプログラムを要求することができない。例えば、ユーザが選択
すると、オンラインリポジトリからのアプリケーションプログラムのダウンロード（すな
わち取得）を要求する「購入」ボタン７０６を無効にすることができる。「購入」ボタン
７０６の無効化は、視覚的に判別できる。例えば、「購入」ボタン７０６は、図７Ｃに示
すように、ボタン画像の上に「×」を重ねることによって無効であることを示されている
。別の実施形態において、「購入」ボタン７０６は、グレー表示で非アクティブであるこ
とを示してもよいし、ウェブページ７４０から完全に除去されてもよい。
【００５３】
　上述した本発明の様々な態様、特徴、実施形態、または、実施例は、別個に、または、
様々な組み合わせで利用可能である。
【００５４】
　本発明は、ソフトウェア、ハードウェア、または、ハードウェアおよびソフトウェアの
組み合わせ、によって実施されることが好ましい。また、本発明は、コンピュータ読み取
り可能な媒体上のコンピュータ読み取り可能なコードとして実現されてもよい。コンピュ
ータ読み取り可能な媒体とは、コンピュータシステムによって読み取り可能なデータを格
納できる任意のデータ記憶装置である。コンピュータ読み取り可能な媒体の例としては、
一般に、読み取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリが挙げられる。コンピュータ
読み取り可能な媒体のより具体的な例としては、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ
、メモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ハードドライブ、磁気テープ、および、光学式
データ記憶装置が挙げられる。また、コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ
読み取り可能なコードを分散的に格納および実行できるように、ネットワークに接続され
た複数のコンピュータシステムに分散されてもよい。
【００５５】
　本発明には、数多くの利点がある。様々な態様、実施形態、または、実施例によって、
以下の利点の内の１または複数を実現することができる。本発明の一実施形態の１つの利
点は、遠隔アプリケーションリポジトリからクライアントコンピュータデバイスにデジタ
ル配信されるアプリケーションプログラムが、かかるコンピュータデバイスで動作するこ
とがわかっていることである。かかるクライアントコンピュータデバイスで動作できない
アプリケーションプログラムは、クライアントコンピュータデバイスにデジタル配信され
ない。本発明の一実施形態の別の利点は、遠隔アプリケーションリポジトリが、異なるク
ライアントデバイスに同じウェブページを効率的に提供できること、および、クライアン
トデバイスの制限があれば、クライアントデバイスでローカルにウェブページを修正する
ために利用できることである。
【００５６】
　本発明の多くの特徴および利点は、上述の説明から明らかになっている。さらに、多く
の変形例および変更例が、当業者によって容易に想起されるため、本発明は、図示および
説明された通りの構成および動作に限定されるものではない。したがって、本発明の範囲
には、すべての適切な変形例および等価物が含まれる。
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