
JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサ及びメモリを備えるモバイル・コンピューティング・デバイスであって、前
記メモリは、コンピュータ読み取り可能命令を含む少なくとも１つのモジュールを含み、
前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、
　有線通信インタフェース及び無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つを介して
、少なくとも１つのターゲット・スクリーンとのペアリング接続を確立することであって
、前記ターゲット・スクリーンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスと一体
化されていないスクリーンである、確立することと、
　少なくとも前記ペアリング接続を介して、前記ターゲット・スクリーンに、当該モバイ
ル・コンピューティング・デバイス上で実行中のアプリケーションと、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイス上で実行中のオペレーティング・システム（ＯＳ）と、のう
ちの少なくとも１つにより生成されたビデオ情報を少なくとも送信することと、
　を含むオペレーションを実行させ、
　当該モバイル・コンピューティング・デバイスは、一体型ディスプレイを有しておらず
、
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能マルチチャネル（ＭＣ
）命令を含むマルチチャネル・ビデオ伝送モジュール（ＭＶＴＭ）を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
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当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　前記ターゲット・スクリーンのディスプレイ・パフォーマンス特性をモニタリングする
ことと、
　前記ターゲット・スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかどうかを判定するた
めに、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフォーマンス閾値と比
較することと、
　前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものである場合、変更
することなく、前記ビデオ情報を前記ターゲット・スクリーンに送信するのを続けること
と、
　前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、さら
なる伝送モードを用いて、前記ターゲット・スクリーンとの補助的接続を確立することで
あって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続が確立されるときの第１の伝送
モードとは異なる、確立することと、
　前記ペアリング接続及び前記補助的接続を用いて、前記ビデオ情報を前記ターゲット・
スクリーンに送信することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　モバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項２】
　無線通信インタフェースを備え、
　前記少なくとも１つのモジュールは、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、前記無線通信インタフェースを介して、少な
くとも１つの入力デバイスと無線でペアリングさせるコンピュータ読み取り可能命令を含
む、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能ペアリング命令を有す
るデバイス・ペアリング・モジュールをさらに含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、
　当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、リクエスト・メッセージを前記ター
ゲット・スクリーンに送信させることであって、前記リクエスト・メッセージは、前記タ
ーゲット・スクリーンに、識別子を当該モバイル・コンピューティング・デバイスに送信
させるよう構成される、送信させることと、
　当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、少なくとも前記識別子から、前記タ
ーゲット・スクリーンのアイデンティティを判定させることと、
　を含むペアリング・オペレーションを少なくとも実行することにより、当該モバイル・
コンピューティング・デバイスに、前記ペアリング接続を確立させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項４】
　コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに
、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　リクエスト・メッセージを、前記ターゲット・スクリーンを認識しているサード・パー
ティ・システムに少なくとも送信させることであって、前記リクエスト・メッセージは、
前記サード・パーティ・システムに、前記ターゲット・スクリーンのアイデンティティを
当該モバイル・コンピューティング・デバイスに送信させるよう構成される、送信させる
こと
　により、前記ターゲット・スクリーンの前記アイデンティティを判定させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項５】
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
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きに、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スク
リーンとのペアリング・セッション及び通信チャネルを少なくとも部分的に確立させるこ
とにより、前記ペアリング接続を確立させ、
　前記通信チャネルは、一方向又は双方向である、
　請求項３記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項６】
　前記通信チャネルは、一方向であり、
　前記ペアリング・オペレーションは、
　当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーンとの通
信バックチャネルを確立させること
　をさらに含む、
　請求項５記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項７】
　前記ペアリング接続は、当該モバイル・コンピューティング・デバイスと前記ターゲッ
ト・スクリーンとの間のピア・ツー・ピア接続である、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項８】
　前記ビデオ情報は、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記ア
プリケーションと、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペ
レーティング・システム（ＯＳ）と、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフ
レームを含み、
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能フレームスローワ（Ｆ
Ｔ）命令を含むＦＴモジュールを含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　前記フレームをキャプチャすることと、
　前記フレームをパケットにカプセル化することと、
　前記ペアリング接続を介して、前記パケットを前記ターゲット・スクリーンに送信する
ことと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項９】
　前記コンピュータ読み取り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　前記フレームを前記パケットにカプセル化する前に、前記フレームを圧縮することと、
　少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマンス・メトリックをモニタリングする
ことと、
　前記少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマンス・メトリックに少なくとも部
分的に基づいて、前記フレームに適用された圧縮のレベル及びタイプのうちの少なくとも
１つを動的に調整することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項８記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１０】
　前記ビデオ情報は、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記ア
プリケーションと、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペ
レーティング・システム（ＯＳ）と、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフ
レームを含み、
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能ストリームスローワ（
ＳＴ）命令を含むＳＴモジュールを含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＳＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
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当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　前記フレームをキャプチャすることと、
　前記フレームをビデオに変換することと、
　予め定められたビデオ伝送プロトコルと整合するように、前記ペアリング接続を介して
、前記ビデオを含む信号を前記ターゲット・スクリーンに送信することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１１】
　前記ビデオ情報は、第１の向きを有し、
　当該モバイル・コンピューティング・デバイスは、第２の向きを有し、
　前記少なくとも１つのモジュールは、向き制御（ＯＣ）命令を含むＯＣモジュールを含
み、
　前記ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに、少なくとも部分的に、
　前記アプリケーションのディスプレイ出力の１以上の予想パラメータの変化をモニタリ
ングさせ、
　前記１以上の予想パラメータの変化の検出に応答して、前記アプリケーションの予想デ
ィスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を伝達するメッセージを送信さ
せる
　ことにより、前記第２の向きに対する前記第１の向きを管理させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１２】
　１以上の入力デバイス出力を１以上のアクションと関連付ける第１のデータベースをさ
らに備え、
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令を含む
ジェスチャ・モジュールを含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、
　検出された入力デバイス出力を判定するために、少なくとも１つの入力デバイスからの
入力デバイス出力の受信をモニタリングすることと、
　前記検出された入力デバイス出力を、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と
比較することと、
　前記検出された入力デバイス出力が、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と
一致又は関連する場合、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と関連する前記１
以上のアクションを実行することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能入力デバイス（ＩＤ）
命令を含むＩＤモジュールを含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記フレーム・バッファの、入力デバ
イスの出力に少なくとも部分的に基づく位置にデジタル・ポインタを挿入させ、
　前記ビデオ情報は、前記デジタル・ポインタを含む、
　請求項９記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのモジュールの前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセ
ッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに
、
　少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンとのさらなるペアリング接
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続を確立させ、
　前記ビデオ情報を、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非
一体型ターゲット・スクリーンに送信させる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１５】
　前記ターゲット・スクリーンは、１以上のリソースを含み、
　前記少なくとも１つのモジュールの前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセ
ッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記１
以上のリソースに対する制御を行わせる、
　請求項１記載のモバイル・コンピューティング・デバイス。
【請求項１６】
　ディスプレイ、プロセッサ、及び、コンピュータ読み取り可能ペアリング命令を有する
デバイス・ペアリング・モジュールを記憶したメモリを備えるスクリーンであって、
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、当該スクリーンに、
　モバイル・コンピューティング・デバイスからのペアリング・リクエスト・メッセージ
の受信をモニタリングすることと、
　前記ペアリング・リクエスト・メッセージに応答して、識別子メッセージを前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに送信することであって、前記識別子メッセージは、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスに、当該スクリーンを識別させるよう構成
される、送信することと、
　有線通信インタフェース及び無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つを介して
、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリング接続を確立することと、
　前記ペアリング接続を介した、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからの、
ビデオ情報を少なくとも含むメディア信号の受信に応答して、前記ビデオ情報を前記ディ
スプレイ上に表示することと、
　を含むオペレーションを実行させ、
　当該スクリーンは、前記メモリに記憶されたマルチチャネル・ビデオ伝送（ＭＣ）モジ
ュールをさらに備え、
　前記ＭＣモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、
　当該スクリーン上での前記ビデオ情報のディスプレイのディスプレイ・パフォーマンス
特性をモニタリングすることと、
　レポートを前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送信することであって、前
記レポートは、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を含み、前記モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、当該スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかどうかを
判定させるために、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフォーマ
ンス閾値と比較させるよう構成される、送信することと、
　当該スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、さらなる伝送モー
ドを用いて、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの補助的接続を確立するこ
とであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続が確立されるときの第１の
伝送モードとは異なる、確立することと、
　前記ペアリング接続及び前記補助的接続を介したビデオ情報の受信に応答して、前記ビ
デオ情報を表示することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　スクリーン。
【請求項１７】
　前記メディア信号は、前記ビデオ情報をカプセル化しているパケットを含み、
　当該スクリーンは、前記メモリに記憶されたビデオ復号（ＶＤ）モジュールをさらに備
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え、
　前記ＶＤモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、
　前記パケットの受信に応答して、前記パケットに含まれる前記ビデオ情報を取得するた
めに前記パケットを復号すること
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項１８】
　前記メモリに記憶された入力デバイス・モニタリング（ＩＤＭ）モジュールをさらに備
え、
　前記ＩＤＭモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＩＤＭ命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＩＤＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに
、当該スクリーンに、
　入力デバイスからの出力信号の受信に応答して、入力デバイス・イベントのための前記
出力信号をモニタリングすることと、
　入力デバイス・イベントの検出に応答して、レポート信号を前記モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに送信することであって、前記レポート信号は、前記入力デバイス・
イベントを識別する入力デバイス・レポートを含む、送信することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項１９】
　前記ペアリング接続は、一方向であり、
　当該スクリーンは、無線通信インタフェースと、前記メモリに記憶されたバックチャネ
ル（ＢＣ）モジュールと、をさらに備え、
　前記ＢＣモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＢＣ命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＢＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、
　前記無線通信インタフェースと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間に
、無線バックチャネルを確立することと、
　前記無線バックチャネルを介して、前記レポート信号を前記モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに送信することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１８記載のスクリーン。
【請求項２０】
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、さらに、当該スクリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからペ
アリング・キーを受信したことに応答して、
　前記ペアリング・キーを前記ディスプレイ上に表示することと、
　前記ペアリング・キーが妥当であるかどうかを判定することと、
　前記ペアリング・キーを少なくとも部分的に用いて、前記ペアリング接続を確立するこ
とと、
　前記ペアリング・キーが妥当でない場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイ
スとのペアリングを終了することと、
　前記ペアリング・キーが妥当である場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイ
スとのペアリング・セッション及び通信チャネルを少なくとも部分的に確立することによ
り、前記ペアリング接続を確立することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２１】
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　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、さらに、当該スクリーンに、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのパブリック・ペアリング・リクエ
ストの受信をモニタリングすることであって、前記パブリック・ペアリング・リクエスト
は、ペアリング・リクエスト・メッセージを含む、モニタリングすることと、
　前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、予め定められた時間期間
の間、他のペアリング・リクエスト・メッセージ及びパブリック・ペアリング・リクエス
トを無視することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２２】
　センサ及び無線通信インタフェースをさらに備え、
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、さらに、当該スクリーンに、
　互換モバイル・コンピューティング・デバイスの存在を検出するために、前記センサ及
び前記無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つの出力をモニタリングすることと
、
　互換モバイル・コンピューティング・デバイスの検出に応答して、ペアリング・リクエ
スト・メッセージを前記互換モバイル・コンピューティング・デバイスに少なくとも部分
的に送信することにより、前記互換モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリ
ングを開始することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２３】
　前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、さらに、当該スクリーンに、
　当該スクリーンをペアリング・モードにすることと、
　ロックダウン信号を送信することであって、前記ロックダウン信号は、当該スクリーン
に近接する少なくとも１つの第２のスクリーンに、前記第２のスクリーンが、前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスとのペアリングのために利用可能でなくなるロックダ
ウン状態に入らせるよう構成される、送信することと、
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２４】
　前記ビデオ情報は、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されている
アプリケーション及びオペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのフレーム・
バッファのキャプチャされたフレームから生成されたビデオを含み、
　前記ビデオは、あるビデオ・フォーマットで符号化され、
　当該スクリーンは、前記メモリに記憶されたビデオ復号（ＶＤ）モジュールをさらに備
え、
　前記ＶＤモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、
　前記メディア信号を受信したことに応答して、前記ビデオを復号して、前記ビデオ情報
を前記ディスプレイ上に表示すること
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２５】
　前記メモリに記憶された向き制御（ＯＣ）モジュールをさらに備え、
　前記ＯＣモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令を含み
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　前記コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーション及
びオペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのディスプレイ出力の１以上の予
想パラメータの変化を伝達するメッセージの受信に応答して、前記ビデオ情報が、前記デ
ィスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化と整合するように前記ディスプ
レイ上に表示されるように、前記ビデオ情報及び前記ディスプレイのうちの少なくとも１
つの、少なくとも１つの特性を変更すること
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２６】
　前記ペアリング接続の確立が成功した場合、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスの能力を補完するための１以上のリソースであって、電力リソース、通信リソース、
メモリ・リソース、処理リソース、入力デバイス、及びセンサのうちの少なくとも１つを
含む１以上のリソースと、
　前記メモリに記憶された少なくとも１つのモジュールであって、前記少なくとも１つの
モジュールは、コンピュータ読み取り可能命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能命
令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、
　　前記ペアリング接続の確立に応答して、前記モバイル・コンピューティング・デバイ
スが、前記１以上のリソースに対する制御を行うことを可能にすること
　を含むオペレーションを実行させる、少なくとも１つのモジュールと、
　をさらに備える、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２７】
　保護された環境と、前記メモリに記憶された少なくとも１つのモジュールと、をさらに
備え、
　前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能命令を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該
スクリーンに、
　　前記モバイル・コンピューティング・デバイスからの終了信号の受信と、
　　予め定められた時間期間の満了と、
　　前記ペアリング接続を終了する終了イベントの検出と、
　　予め定められたレイテンシ閾値を超える通信レイテンシの検出と、
　のうちの少なくとも１つに応答して、前記ペアリング接続を介して受信した前記ビデオ
情報及び他の情報の少なくとも一部を、前記保護された環境から削除すること
　を含むオペレーションを実行させる、
　請求項１６記載のスクリーン。
【請求項２８】
　モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記モバイル・コンピューティング
・デバイス上で実行中のアプリケーションと、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イス上で実行中のオペレーティング・システムと、のうちの少なくとも１つにより生成さ
れたビデオ情報を少なくとも含むビデオ信号を、前記モバイル・コンピューティング・デ
バイスとターゲット・スクリーンとの間に確立されたペアリング接続を介して、前記ター
ゲット・スクリーンに送信するステップ
　を含む方法であって、
　前記ペアリング接続は、有線通信インタフェース及び無線通信インタフェースのうちの
少なくとも１つを介して確立され、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスは、一体型ディスプレイを有しておらず
、
　前記ターゲット・スクリーンは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと一体
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化されておらず、
　前記ビデオ信号は、前記ターゲット・スクリーンに、前記ビデオ情報を表示させるよう
構成され、
　当該方法は、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンの
ディスプレイ・パフォーマンス特性をモニタリングするステップと、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンの
パフォーマンスが満足のいくものかどうかを判定するために、前記ディスプレイ・パフォ
ーマンス特性を予め定められたパフォーマンス閾値と比較するステップと、
　前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものである場合、前記
モバイル・コンピューティング・デバイスにより、変更することなく、前記ビデオ信号を
送信するのを続けるステップと、
　前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、前記
モバイル・コンピューティング・デバイスにより、さらなる伝送モードを用いて、前記タ
ーゲット・スクリーンとの補助的接続を確立するステップであって、前記さらなる伝送モ
ードは、前記ペアリング接続が確立されるときの第１の伝送モードとは異なる、ステップ
と、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ペアリング接続及び前記補
助的接続を用いて、前記ビデオ信号を前記ターゲット・スクリーンに送信するステップと
、
　をさらに含む、
　方法。
【請求項２９】
　前記ペアリング接続は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを前記ターゲッ
ト・スクリーンと少なくとも部分的にドッキングすることにより確立される、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記ビデオ情報は、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記ア
プリケーションと、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペ
レーティング・システムと、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを
含み、
　前記ビデオ情報を送信することは、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記フレームをキャプチャする
ことと、
　前記フレームをパケットにカプセル化することと、
　前記ビデオ信号を送信することであって、前記ビデオ信号は、前記パケットを含む、送
信することと、
　を含み、
　前記ビデオ信号は、前記ターゲット・スクリーンに、前記パケットを処理させ、前記ビ
デオ情報を取得させるよう構成される、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３１】
　前記フレームを前記パケットにカプセル化する前に、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスにより、前記フレームを圧縮するステップ
　をさらに含む、
　請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、少なくとも１つのモニタリング
されるパフォーマンス・メトリックをモニタリングするステップと、
　前記少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマンス・メトリックに少なくとも部
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分的に基づいて、前記フレームに適用された圧縮のレベル及びタイプのうちの少なくとも
１つを動的に調整するステップと、
　をさらに含む、
　請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　前記ビデオ情報は、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記ア
プリケーションと、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペ
レーティング・システムと、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを
含み、
　前記ビデオ情報を送信することは、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記フレームをキャプチャする
ことと、
　前記フレームをビデオに変換することと、
　予め定められたビデオ伝送プロトコルと整合するように、前記ビデオ信号を送信するこ
とであって、前記ビデオ信号は、前記ビデオを含む、送信することと、
　を含む、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３４】
　前記ビデオ情報は、第１の向きを有し、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスは、第２の向きを有し、
　当該方法は、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記第２の向きに対する前記第
１の向きを管理するステップ
　をさらに含み、
　当該方法は、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記アプリケーションのディス
プレイ出力の１以上の予想パラメータの変化をモニタリングするステップと、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記１以上の予想パラメータの
変化の検出に応答して、前記アプリケーションの予想ディスプレイ出力の前記１以上の予
想パラメータの前記変化を伝達するメッセージを、前記ターゲット・スクリーンに送信す
るステップと、
　をさらに含む、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３５】
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスは、１以上の入力デバイス出力を１以上
のアクションと関連付ける第１のデータベースを備え、
　当該方法は、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、検出された入力デバイス出力を
判定するために、少なくとも１つの入力デバイスからの入力デバイス出力の受信をモニタ
リングするステップと、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記検出された入力デバイス出
力を、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と比較するステップと、
　前記検出された入力デバイス出力が、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と
一致又は関連する場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記第１
のデータベース内の入力デバイス出力と関連する前記１以上のアクションを実行するステ
ップと、
　をさらに含む、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３６】
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ビデオ情報が、デジタル・
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ポインタを含むように、前記フレーム・バッファの、入力デバイスの出力に少なくとも部
分的に基づく位置に前記デジタル・ポインタを挿入するステップ
　をさらに含む、
　請求項３０記載の方法。
【請求項３７】
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、少なくとも１つのさらなる非一
体型ターゲット・スクリーンとのさらなるペアリング接続を確立するステップと、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ビデオ信号を、前記ターゲ
ット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンに
送信するステップと、
　をさらに含む、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３８】
　前記ターゲット・スクリーンは、１以上のリソースを備え、
　当該方法は、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記１以上のリソースに対する
制御を行うステップ
　をさらに含む、
　請求項２８記載の方法。
【請求項３９】
　モバイル・コンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに前記モ
バイル・コンピューティング・デバイスに請求項２８乃至３８いずれか一項記載の方法を
実行させるコンピュータ・プログラム。
【請求項４０】
　請求項３９記載のコンピュータ・プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能記憶
媒体。
【請求項４１】
　スクリーンにより、モバイル・コンピューティング・デバイスからのペアリング・リク
エスト・メッセージの受信をモニタリングするステップと、
　ディスプレイを備える前記スクリーンにより、前記ペアリング・リクエスト・メッセー
ジの受信に応答して、識別子メッセージを送信するステップであって、前記識別子メッセ
ージは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記スクリーンを識別させる
よう構成される、ステップと、
　前記スクリーンにより、有線インタフェース及び無線インタフェースのうちの少なくと
も１つを介して、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリング接続を確
立するステップと、
　前記スクリーンにより、前記ペアリング接続を介したビデオ情報を含むメディア信号の
受信に応答して、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示するステップと、
　を含む方法であって、
　前記モバイル・コンピューティング・デバイスは、一体型ディスプレイを有しておらず
、
　前記ビデオ情報は、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されている
アプリケーションと、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されている
オペレーティング・システムと、のうちの少なくとも１つにより生成され、
　当該方法は、
　前記スクリーンにより、前記スクリーン上での前記ビデオ情報のディスプレイのディス
プレイ・パフォーマンス特性をモニタリングするステップと、
　前記スクリーンにより、レポートを前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送
信するステップであって、前記レポートは、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を含
み、前記モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記スクリーンのパフォーマンス
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が満足のいくものかどうかを判定させるために、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性
を予め定められたパフォーマンス閾値と比較させるよう構成される、ステップと、
　前記スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、前記スクリーンに
より、さらなる伝送モードを用いて、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの
補助的接続を確立するステップであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接
続が確立されるときの第１の伝送モードとは異なる、ステップと、
　前記スクリーンにより、前記ペアリング接続及び前記補助的接続を介したビデオ情報の
受信に応答して、前記ビデオ情報を表示するステップと、
　をさらに含む、
　方法。
【請求項４２】
　前記メディア信号は、前記ビデオ情報を符号化しているパケットを含み、
　当該方法は、
　前記スクリーンにより、前記パケットに含まれる前記ビデオ情報を取得するために、前
記パケットを復号するステップ
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４３】
　前記スクリーンにより、入力デバイスからの出力信号の受信に応答して、入力デバイス
・イベントのための前記出力信号をモニタリングするステップと、
　前記スクリーンにより、入力デバイス・イベントの検出に応答して、前記ペアリング接
続を介して、入力デバイス・レポートを含むレポート信号を前記モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスに送信するステップであって、前記入力デバイス・レポートは、前記入
力デバイス・イベントを識別する、ステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４４】
　前記スクリーンは、無線通信インタフェースを備え、
　当該方法は、
　前記スクリーンにより、前記無線通信インタフェースと前記モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとの間に、無線バックチャネルを確立するステップと、
　前記スクリーンにより、前記無線バックチャネルを介して、レポート信号を前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに送信するステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４５】
　前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリング
・キーを受信したことに応答して、
　前記スクリーンにより、前記ペアリング・キーを前記ディスプレイ上に表示するステッ
プと、
　前記スクリーンにより、前記ペアリング・キーが妥当であるかどうかを判定するステッ
プと、
　前記ペアリング・キーが妥当でない場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスとのペアリングを終了するステップと、
　前記ペアリング・キーが妥当である場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスとのペアリング・セッション及び通信チャネルを少なくとも部
分的に確立することにより、前記ペアリング接続を確立するステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４６】
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　前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのパブリッ
ク・ペアリング・リクエストの受信をモニタリングするステップであって、前記パブリッ
ク・ペアリング・リクエストは、前記ペアリング・リクエスト・メッセージを含む、ステ
ップと、
　前記スクリーンにより、前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、
予め定められた時間期間の間、他のペアリング・リクエスト・メッセージ及びパブリック
・ペアリング・リクエストを無視するステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４７】
　前記スクリーンは、センサ及び無線通信インタフェースを備え、
　当該方法は、
　前記スクリーンにより、互換モバイル・コンピューティング・デバイスの存在を検出す
るために、前記センサ及び前記無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つの出力を
モニタリングするステップと、
　前記スクリーンにより、互換モバイル・コンピューティング・デバイスの検出に応答し
て、ペアリング・リクエスト・メッセージを前記互換モバイル・コンピューティング・デ
バイスに少なくとも部分的に送信することにより、前記互換モバイル・コンピューティン
グ・デバイスとのペアリングを開始するステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４８】
　前記スクリーンにより、前記スクリーンをペアリング・モードにするステップと、
　前記スクリーンにより、ロックダウン信号を送信するステップであって、前記ロックダ
ウン信号は、前記スクリーンに近接する少なくとも１つの第２のスクリーンに、前記第２
のスクリーンが、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリングのために
利用可能でなくなるロックダウン状態に入らせるよう構成される、ステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項４９】
　前記ビデオ情報は、前記アプリケーション及び前記オペレーティング・システムのうち
の少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームをカプセル化しているパケットを含み
、
　当該方法は、
　前記スクリーンにより、前記メディア信号を受信したことに応答して、前記フレームを
取得するために前記パケットを処理するステップと、
　前記スクリーンにより、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示するステップと、
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項５０】
　前記スクリーンにより、前記アプリケーション及び前記オペレーティング・システムの
うちの少なくとも１つのディスプレイ出力の１以上の予想パラメータの変化を伝達するメ
ッセージの受信に応答して、前記ビデオ情報が、前記ディスプレイ出力の前記１以上の予
想パラメータの前記変化と整合するように前記ディスプレイ上に表示されるように、前記
ビデオ情報及び前記ディスプレイのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの特性を変
更するステップ
　をさらに含む、
　請求項４１記載の方法。
【請求項５１】
　スクリーンのプロセッサにより実行されたときに前記スクリーンに請求項４１乃至５０
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いずれか一項記載の方法を実行させるコンピュータ・プログラム。
【請求項５２】
　請求項５１記載のコンピュータ・プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能記憶
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、モバイル・コンピューティング・デバイス技術、並びに同技術を用いるシス
テム及び方法に関する。より詳細には、本開示は、分散コンピューティング・システムの
処理コンポーネントとして機能することができるモバイル・コンピューティング・デバイ
ス、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングすることができる非一体
型スクリーン、並びにそのようなデバイスを用いるシステム及び方法に関する。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
　特許請求される主題の実施形態の特徴及び利点が、図面を参照しながら以下の詳細な説
明が進むにつれ、明らかになるであろう。図面において、同様の符号は同様の部分を示す
。
【図１】本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンを含
むモバイル・コンピューティング・システムを示す図。
【図２】本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスの例示的なアーキテ
クチャのブロック図。
【図３】本開示と整合するダム・スクリーンの例示的なアーキテクチャのブロック図。
【図４】本開示と整合する例示的なスマート・スクリーンのブロック図。
【図５Ａ】本開示と整合する、モバイル・デバイスにより開始される例示的なペアリング
方法を示す図。
【図５Ｂ】本開示と整合する、モバイル・デバイスにより開始される例示的なペアリング
方法を示す図。
【図６Ａ】本開示と整合する、スクリーンにより開始されるペアリング方法の一例を示す
図。
【図６Ｂ】本開示と整合する、スクリーンにより開始されるペアリング方法の一例を示す
図。
【図７Ａ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスを多数のスクリ
ーンのうちの１つとペアリングする例示的な方法を示す図。
【図７Ｂ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスを多数のスクリ
ーンのうちの１つとペアリングする例示的な方法を示す図。
【図８】本開示と整合する例示的なフレームスローワ・プロトコルのフロー図。
【図９】本開示と整合する、圧縮最適化コンポーネントを含む例示的なフレームスローワ
・プロトコルのフロー図。
【図１０】本開示と整合する例示的なストリームスローワ・プロトコルのフロー図。
【図１１】本開示と整合する、１以上の通信チャネル／モードを用いて、モバイル・コン
ピューティング・デバイスからビデオ情報を送信する例示的な方法を示す図。
【図１２】本開示と整合する例示的な向き制御方法を示す図。
【図１３】本開示と整合する、ジェスチャ命令を含むジェスチャ・モジュールの例示的な
オペレーションを示す図。
【図１４】本開示と整合するジェスチャベースの認証オペレーションの一例を示す図。
【図１５】本開示と整合する、入力デバイス・モジュール内の入力デバイス命令の実行に
応じた例示的なオペレーションを示す図。
【図１６Ａ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスに接続された
入力デバイスを介したモバイル・コンピューティング・デバイスとのユーザ・インタラク
ションに関連して実行される例示的なオペレーションを含む方法を示す図。
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【図１６Ｂ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスに接続された
入力デバイスを介したモバイル・コンピューティング・デバイスとのユーザ・インタラク
ションに関連して実行される例示的なオペレーションを含む方法を示す図。
【図１７Ａ】本開示と整合する、スクリーンに接続された入力デバイスを介したモバイル
・コンピューティング・デバイスとのユーザ・インタラクションに関連して実行される例
示的なオペレーションを含む方法を示す図。
【図１７Ｂ】本開示と整合する、スクリーンに接続された入力デバイスを介したモバイル
・コンピューティング・デバイスとのユーザ・インタラクションに関連して実行される例
示的なオペレーションを含む方法を示す図。
【図１８Ａ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスを複数のスク
リーンと同時にペアリングする例示的な方法を示す図。
【図１８Ｂ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスを複数のスク
リーンと同時にペアリングする例示的な方法を示す図。
【図１９Ａ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスがスクリーン
とドッキングされる例示的なユース・ケースを示す図。
【図１９Ｂ】本開示と整合する、モバイル・コンピューティング・デバイスがスクリーン
とドッキングされる例示的なユース・ケースを示す図。
【図２０】本開示と整合する、１以上のモバイル・コンピューティング・デバイスを含む
例示的なメッシュ・ネットワークを示す図。
【図２１】本開示と整合する例示的なインテリジェント・キャッシング・システムを示す
図。
【図２２】本開示と整合する例示的なプロキシ・システムを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００３】
　「１つの通信ネットワーク」及び「複数の通信ネットワーク」という用語は、データ信
号を送信及び／又は受信するための１以上のシステム及び／又は方法を指すために、本明
細書において同義に使用される。これらの用語は、短距離通信（short　range　communic
ation）及び長距離通信を含む。
【０００４】
　「短距離通信」という用語は、互いと比較的近くにあるデバイスの間でデータ信号を無
線で送信／受信するためのシステム及び方法を指すために、本明細書において使用される
。短距離通信は、例えば、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）ネットワーク、パーソナル・
エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）、近距離通信（near　field　communication）、無線周
波数識別（ＲＦＩＤ）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）ネットワーク、ＩＮＴＥＬ（登録商標
）　ワイヤレス・ディスプレイ（ＷｉＤｉ）接続、ＩＮＴＥＬ（登録商標）　ＷｉＧｉｇ
（wireless　with　gigabit　capability）接続、ミリメートル波通信、超高周波数（Ｕ
ＨＦ）通信、これらの組合せ、及び同様のものを用いる、デバイス間の通信を含む。した
がって、短距離通信は、ルータ、セル・タワー、インターネット・サービス・プロバイダ
、及び同様のもの等の介在ハードウェア／システムの必要なく、デバイス間の直接通信を
可能にするものとして理解され得る。
【０００５】
　反対に、「長距離通信」という用語は、互いから相当距離が離れているデバイスの間で
データ信号を無線で送信／受信するためのシステム及び方法を指すために、本明細書にお
いて使用される。長距離通信は、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）、ワイド・エリア・ネッ
トワーク（ＷＡＮ）（携帯電話ネットワーク（３Ｇ、４Ｇ等、及び同様のもの）を含むが
、これに限定されない）、インターネット、全地球測位システム（ＧＰＳ）、テレビジョ
ン・ホワイトスペース・ネットワーク、これらの組合せ、及び同様のものを用いる、デバ
イス間の通信を含む。したがって、長距離通信は、ルータ、セル・タワー、テレビジョン
・ホワイトスペース・タワー、インターネット・サービス・プロバイダ、これらの組合せ
、及び同様のもの等の介在ハードウェア／システムの使用を介してデバイス間の通信を可
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能にするものとして理解され得る。
【０００６】
　本明細書における任意の実施形態において使用されるとき、「モジュール」という用語
は、本開示と整合する１以上のオペレーションを実行する、あるいは本開示と整合する１
以上のオペレーションを実行させるよう構成されるソフトウェア、ファームウェア、及び
／又は回路を指し得る。ソフトウェアは、非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体
に記録されたソフトウェア・パッケージ、コード、命令、命令セット、及び／又はデータ
として具現化され得る。ファームウェアは、メモリ・デバイスにハードコードされる（例
えば、不揮発性）コード、命令若しくは命令セット、及び／又はデータとして具現化され
得る。本明細書における任意の実施形態において使用される「回路」は、例えば、単独で
、あるいは任意の組合せで、ハードワイヤードの回路、１以上の別個の命令処理コアを備
えるコンピュータ・プロセッサ等のプログラム可能な回路、状態機械回路、プログラム可
能な回路により実行される命令を記憶するファームウェア及び／又はソフトウェアを含み
得る。モジュールは、クライアント・デバイス又は認証デバイスの一部を形成する回路と
して、集合的又は個別的に具現化され得る。
【０００７】
　明瞭さ及び理解のしやすさのために、本開示は、メモリに記憶された１以上のモジュー
ルを含むものとして、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンをしばし
ば説明する。ここで、１以上のモジュールは、関連デバイス（モバイル・コンピューティ
ング・デバイス又はスクリーン）のプロセッサにより実行されたときに、そのデバイスに
様々なオペレーションを実行させるコンピュータ読み取り可能命令を含む。このような説
明は例示的なものであり、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、
別の形で１以上のモジュールに関連して説明されるオペレーションを実行するよう構成さ
れてもよいことを理解すべきである。例えば、本明細書で説明するモバイル・コンピュー
ティング・デバイス及びスクリーンは、本明細書で特定される様々なモジュールに関連し
て説明されるオペレーション等の、本開示と整合する１以上のオペレーションを実行させ
るための、ハードウェアにより少なくとも部分的に実装されるロジックを含んでもよい。
この点に関して、本明細書において使用される「ロジック」は、例えば、汎用プロセッサ
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、システム・オン・チップ（ＳｏＣ）、状態機械回
路、ハードワイヤードの回路素子、特定用途向け集積回路、これらの組合せ、及び同様の
もの等を含むディスクリート回路及び／又はアナログ回路を含み得ることに留意されたい
。
【０００８】
　携帯電話機、スマートフォン、タブレット・パーソナル・コンピュータ、及びラップト
ップ・パーソナル・コンピュータ等のモバイル・デバイスの使用が劇的に増加している。
こうしたモバイル技術の広範囲に及ぶ採用に鑑みて、マイクロプロセッサの開発者は、高
パフォーマンス及び低電力消費の両方を示すプロセッサの開発にますます注力するように
なっている。そのような開発の１つの目標は、元となるデバイスのバッテリ寿命を維持し
ながら、あるいは元となるデバイスのバッテリ寿命をさらに延ばしながら、処理能力を増
大させることである。いくつかの例において、プロセッサ・コンポーネントのサイズの縮
小は、プロセッサ・パフォーマンスを向上させることができると同時に、電力消費を低減
させることができることが示されている。今後何年かして、製造技術により、「デスクト
ップのような」演算性能を有するとともにモバイル・デバイスにおいて使用されるのに十
分低い電力消費を伴うプロセッサの製造が可能になるであろうと予想される。
【０００９】
　ここ数年において、消費者の要望は、大型の一体型ディスプレイを有するが、ポケット
又は小さなバッグに収めるのに十分薄いモバイル・デバイスを好む傾向にある。向上した
製造技術により、デバイス製造業者は、そのようなデバイスの駆動電子機器をますます小
型化することが可能となっている。これにより、ますます薄いデバイスの製造が可能とな
ったが、現在のモバイル・デバイスの長さ寸法及び幅寸法は、しばしば、一体型ディスプ
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レイの要件により制約される。駆動電子機器のさらなる小型化は、デバイス厚さのさらな
る低減を可能にし得るが、モバイル・デバイスの長さ及び幅は、一体型ディスプレイの対
応する寸法により決定付けられ得る。これは、モバイル・デバイスが全体として小型化さ
れ得る程度を制限し得る。
【００１０】
　本開示は、概して、ビデオ情報を、ローカルに存在するが一体型でない、このビデオ情
報を表示するためのスクリーンに送信する、あるいは「投げる（throw）」能力を有する
１以上のモバイル・コンピューティング・デバイスを含むモバイル・コンピューティング
技術を対象とする。以下で詳細に説明するように、この能力は、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにおける一体型ディスプレイの必要性をなくすことができ、新しくより
小さなフォーム・ファクタへの道を開く。一体型スクリーンを有していない、且つ／ある
いはディスプレイ情報を非一体型スクリーンに投げるモバイル・コンピューティング・デ
バイスとインタラクトするための技術についても説明する。モバイル・コンピューティン
グ・デバイスはまた、先進的な通信及びネットワーク技術を含み得る。この先進的な通信
及びネットワーク技術は、モバイル・コンピューティング・デバイスが、互いに及び他の
互換デバイスにシームレスに接続して、例えば、インターネット等のワイド・エリア・ネ
ットワーク又は別のデータ通信システムへの接続を確立することを可能にし得る。本開示
と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスを用いる様々なシステム及び方法に
ついても説明する。
【００１１】
　前述したように、本明細書で説明するモバイル・コンピューティング・デバイスは、ビ
デオ情報を、ローカルに存在するが一体型でない、このビデオ情報を表示するためのスク
リーンに送信する、あるいは「投げる」能力を有する。このコンセプトが、図１において
概括的に示されている。図１において、モバイル・デバイス１０１は、ビデオ情報１０２
をスクリーン１０３に送信するものとして示されている。図示されるように、ディスプレ
イ１０３は、デバイス１０１のローカルに存在する／デバイス１０１に近接する（例えば
、デバイス１０１と同じ部屋又は環境内にある）が、デバイス１０１と一体化されていな
い。
【００１２】
　明瞭さ及び図示のしやすさのために、一体型ディスプレイを含まないフォーム・ファク
タのモバイル・デバイス１０１が、図１に示されている。この図示は例示的なものに過ぎ
ず、モバイル・デバイス１０１は任意の適切なフォーム・ファクタを有してもよいことを
理解すべきである。例えば、モバイル・デバイス１０１は、携帯電話機、電子リーダ、眼
鏡（eyewear）、モバイル・ゲーム・コンソール、ネットブック・コンピュータ、ノート
ブック・コンピュータ、インターネット・デバイス、携帯情報端末、メディア・プレーヤ
及び／又はメディア・レコーダ、スマートフォン、タブレット・パーソナル・コンピュー
タ、ウルトラモバイル・パーソナル・コンピュータ、ウェアラブル・コンピューティング
・デバイス、並びにこれらの組合せ等の任意の数のモバイル電子デバイスと整合するフォ
ーム・ファクタを有してよい。限定ではないが、デバイス１０１は、好ましくは、一体型
ディスプレイを含まない、あるいは比較的小さな一体型ディスプレイを含むフォーム・フ
ァクタである。もちろん、モバイル・デバイス１０１は、別のフォーム・ファクタであっ
てもよく、任意の所望のサイズの一体型ディスプレイを備えてもよい。それでも、「モバ
イル・コンピューティング・デバイス」という用語は、当業者により理解されるような、
かなりの時間期間の間１つの位置に設置又は維持される、あるいは設置又は維持されるよ
う設計されるコンピューティング・デバイス（例えば、デスクトップ・コンピュータ、ル
ータ、ネットワーク・サーバ等）を含まないものと理解すべきである。
【００１３】
　また、明瞭さ及び図示のしやすさのために、スクリーン１０３は、図１において、コン
ピュータ・モニタの形態で示されている。この図示は例示的なものであり、スクリーン１
０３は任意の適切な形態であってよく、独立したコンピューティング・システム等の別の
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デバイスの一部を形成してもよいことを理解すべきである。例えば、スクリーン１０３は
、コンピューティング端末のディスプレイ、デスクトップ・コンピュータのディスプレイ
、ラップトップ・コンピュータのディスプレイ、携帯電話機のディスプレイ、スマートフ
ォンのディスプレイ、タブレット・パーソナル・コンピュータのディスプレイ、キオスク
のディスプレイ、現金自動預け払い機のディスプレイ、乗り物（例えば、飛行機、自動車
、自転車、オートバイ、列車等）のディスプレイ、医療機器（例えば、心電図のディスプ
レイ）、記録システム（例えば、医療記録システム）のディスプレイ、金融取引システム
のディスプレイ、モバイル・ゲーム・コンソールのディスプレイ、プロジェクタ、テレビ
ジョン、ウルトラモバイル・パーソナル・コンピュータのディスプレイ、ウェアラブル・
ディスプレイ（例えば、眼鏡、腕時計バンド、ネックレス、又は同様のものの形態）、ス
マート・バッジ（smart　badge）のディスプレイ、これらの組合せ、及び同様のものの形
態であってよい。限定ではないが、スクリーン１０３は、好ましくは、デスクトップ・コ
ンピュータ又はモバイル・コンピュータのためのディスプレイ、デスクトップ・コンピュ
ータのディスプレイ、スマートフォン、ラップトップ・コンピュータ、又はタブレット・
パーソナル・コンピュータ等のモバイル・デバイスのディスプレイ、キオスクのディスプ
レイ、パブリック・コンピュータ端末のディスプレイ、テレビジョン、又はこれらの組合
せの形態である。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、スクリーン１０３は、「ダム・スクリーン」の形態であ
り得る。本明細書で使用されるとき、「ダム・スクリーン」という用語は、無線で、ある
いは有線接続を介してデータを受信することができるコンピュータ・モニタ又はテレビジ
ョン・モニタとして動作する能力を有するディスプレイを指す。例えば、ダム・スクリー
ンは、（例えば、ネットワーク・パケットを受信及び復号し、ビデオ・データをアップス
ケールし、ビデオ・フォーマットを解釈するため等）特定の方法によりデータ（例えば、
ビデオ・データ及び／又はオーディオ・データ）を処理する特定用途向け集積回路又は他
の回路を含み得る。いくつかの実施形態において、本明細書で説明するダム・スクリーン
は、低コスト及び／又は低集中計算オペレーション（low　compute　intensive　operati
on）のために設計され得る。本開示と整合する「ダム・スクリーン」の非限定的な例は、
汎用演算能力のないテレビジョン、独立したコンピュータ・モニタ（例えば、中央処理装
置に接続されないモニタ）、（以下で説明する）ディスプレイ・ドック（display　dock
）、プロジェクタ、これらの組合せ、及び同様のものを含む。
【００１５】
　他の実施形態において、スクリーン１０３は、「スマート・スクリーン」の形態であり
得る。本明細書で使用されるとき、「スマート・スクリーン」という用語は、コンピュー
タ・サブシステム（回路基板、共通電源等）と高度に一体化されるディスプレイ、又はビ
デオ・データを受信及び表示する以外のタスクを実行するようにユーザ又は製造業者によ
りプログラムされる能力を有するディスプレイを指す。使用することができるスマート・
スクリーンの非限定的な例は、コンピュータ（例えば、ラップトップ・コンピュータ、デ
スクトップ・コンピュータ、電子リーダ、パーソナル・データ・アシスタント、スマート
フォン、タブレット、携帯電話機、キオスク等）に接続されるディスプレイ、及び自身の
汎用プロセッサを含むディスプレイを含む。
【００１６】
　本開示は、独立したデバイスとしてスマート・スクリーン及びダム・スクリーンに頻繁
に言及するが、そのようなスクリーンは、他の機械、回路、又は同様のものから独立して
いる必要はない。実際、本明細書で説明するスマート・スクリーン及びダム・スクリーン
は、別の機械的デバイス及び／又は電気的デバイスの全て又は一部を形成することができ
る。例えば、本明細書で説明するスマート・スクリーン及びダム・スクリーンは、飛行機
、自動車、自転車、オートバイ、スノーモービル、医療機器、ヘッドアップ・ディスプレ
イ、制御インタフェース、電子ショッピング・ポータル、レストラン・メニュー、双眼鏡
、眼鏡、調理ツール、記録システム、取引システム、上述したスマート・スクリーン、こ
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れらの組合せ、及び同様のものの一部を形成することができる。
【００１７】
　次に図２を参照すると、図２は、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デ
バイスの例示的なアーキテクチャのブロック図を示している。図示されるように、デバイ
ス１０１は、デバイス・プラットフォーム２０１を含む。限定ではないが、デバイス・プ
ラットフォーム２０１は、デバイス１０１として使用するのに適したものとして上述した
デバイス・フォーム・ファクタのうちの１以上と関連し得る。したがって、デバイス・プ
ラットフォーム２０１は、携帯電話機のプラットフォーム、電子リーダのプラットフォー
ム、眼鏡のプラットフォーム、モバイル・ゲーム・コンソールのプラットフォーム、ネッ
トブック・コンピュータのプラットフォーム、ノートブック・コンピュータのプラットフ
ォーム、インターネット・デバイスのプラットフォーム、携帯情報端末のプラットフォー
ム、メディア・プレーヤ及び／若しくはメディア・レコーダのプラットフォーム、スマー
トフォンのプラットフォーム、タブレット・パーソナル・コンピュータのプラットフォー
ム、ウルトラモバイル・パーソナル・コンピュータのプラットフォーム、ウェアラブル・
コンピューティング・デバイスのプラットフォーム、又はこれらの組合せであってよい。
【００１８】
　図２に示されるように、デバイス・プラットフォーム２０１は、プロセッサ２０２、メ
モリ２０３、無線通信インタフェース（ＷＣＯＭＭＳ）２０４、メディア・インタフェー
ス回路２０５、センサ２０６、電源２０７、及びオプションの入力デバイス２０８を含み
得る。
【００１９】
　プロセッサ２０２は、任意の適切なプロセッサであってよい。例えば、プロセッサ２０
２は、シングルコア・プロセッサ又はマルチコア・プロセッサ、汎用プロセッサ、特定用
途向け集積回路、これらの組合せ、及び同様のものであってよい。限定ではないが、プロ
セッサ２０２は、好ましくは、ＩＮＴＥＬ（登録商標）　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、ＮＶ
ＩＤＩＡ（登録商標）、ＡＲＭ（登録商標）、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ（ＡＭＤ（登録商標））、ＳＡＭＳＵＮＧ（登録商標）、又はＡＰＰＬＥ（登録商
標）により販売されている１以上のプロセッサである。適切なプロセッサの非限定的な例
は、ＩＮＴＥＬ（登録商標）により販売されているＡｔｏｍ、Ｎｅｈａｌｅｍ、Ｉｖｙ　
Ｂｒｉｄｇｅ、及びＳａｎｄｙ　Ｂｒｉｄｇｅというプロセッサの系列を含む。
【００２０】
　メモリ２０３は、半導体ファームウェア・メモリ、プログラム可能なメモリ、不揮発性
メモリ、読み取り専用メモリ、電気的にプログラム可能なメモリ、ランダム・アクセス・
メモリ、（例えば、ＮＡＮＤ型メモリ構造又はＮＯＲ型メモリ構造を含み得る）フラッシ
ュ・メモリ、磁気ディスク・メモリ、及び／又は光ディスク・メモリ等の任意の適切なタ
イプのメモリを含み得る。追加的又は代替的に、メモリ２０３は、他のタイプのコンピュ
ータ読み取り可能メモリ及び／又は後に開発されるタイプのコンピュータ読み取り可能メ
モリを含んでもよい。メモリ２０３は、プロセッサ２０２と一体化されてもよいし、プロ
セッサ２０２と別個であってもよいし、これらの組合せであってもよい。後で説明するよ
うに、メモリ２０３は、コンピュータ読み取り可能命令を含む１以上のモジュールを記憶
することができる。このコンピュータ読み取り可能命令は、プロセッサ２０２により実行
されたときに、デバイス１０１に、本開示と整合する機能を実行させることができる。
【００２１】
　ＷＣＯＭＭＳ２０４は、デバイス１０１が１以上の通信ネットワークを介して信号を送
受信することを可能にするハードウェア（例えば、回路）、ソフトウェア、又はハードウ
ェアとソフトウェアとの組合せを含み得る。例えば、ＷＣＯＭＭＳ２０４は、デバイス１
０１が１以上の通信ネットワークを介して信号を送受信することを可能にする、１以上の
アンテナ、送信機、受信機、トランシーバ、トランスポンダ、ネットワーク・インタフェ
ース通信回路、及びこれらの組合せを含み得る。そのような通信ネットワークは、長距離
通信ネットワーク、短距離通信ネットワーク、又はこれらの組合せを含む。したがって、
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ＷＣＯＭＭＳ２０４は、適切な無線通信プロトコルを用いる、ＷｉＦｉ（登録商標）、近
距離通信、テレビジョン・ホワイトスペース、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）、セルラ・ネ
ットワーク、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、パーソナル・エリア・ネットワーク、ミ
リメートル波通信、超高周波数（ＵＨＦ）を用いる（例えば、約３００メガヘルツから約
３０００メガヘルツの範囲の周波数を用いる）通信、又はこれらの組合せを用いてデバイ
ス１０１が通信することを可能にするハードウェア及び／又はソフトウェアを含み得る。
【００２２】
　デバイス・プラットフォーム２０１は、メディア・インタフェース２０５をさらに含み
得る。一般に、メディア・インタフェース２０５は、有線通信インタフェースを介したデ
バイス１０１へ／からの、データ、オーディオ情報、及び／又はビジュアル情報（ディス
プレイ情報）を含む信号の通信を円滑にするよう構成され得る。したがって、例えば、メ
ディア・インタフェース２０５は、高精細度マルチメディア・インタフェース（ＨＤＭＩ
（登録商標））、デジタル・ビデオ・インタフェース（ＤＶＩ）、ユニバーサル・シリア
ル・バス（ＵＳＢ）インタフェース、これらの組合せ、及び同様のものを含み得る。限定
ではないが、デバイス・プラットフォーム２０１は、好ましくは、ＨＤＭＩ（登録商標）
インタフェース及びＤＶＩインタフェース、並びに関連するコネクタを含む。代替的又は
追加的に、メディア・インタフェース２０５は、スマート・スクリーン又はダム・スクリ
ーンの対応するコネクタと結合することができる１以上のドッキング・ポートを含んでも
よい。そのようなドッキング・ポートは、ＤＶＩポート、ＨＤＭＩ（登録商標）ポート、
及び／若しくはＵＳＢポート、又は別のタイプのドッキング・ポートを含み得る。
【００２３】
　後で詳細に説明するように、デバイス１０１は、ＷＣＯＭＭＳ２０４及びメディア・イ
ンタフェース２０５のうちの一方、又はこれらの組合せを用いて、ビデオ情報を含む信号
（例えば、メディア信号、ビデオ信号等）を１以上のダム・スクリーン又はスマート・ス
クリーンに送信することができる。限定ではないが、デバイス１０１は、好ましくは、Ｗ
ＣＯＭＭＳ２０４を介してビデオ情報を無線で送信するよう構成される。
【００２４】
　デバイス・プラットフォーム２０１はまた、センサ２０６を含み得る。センサ２０６は
、デバイス１０１のユーザ及び／又はデバイス１０１上で実行されるアプリケーションに
とって関心のあり得るオブジェクト、信号、入力、又は他の情報を検出することができる
任意のタイプのセンサを含み得る。センサ２０６として使用することができるセンサの非
限定的な例は、カメラ等の光学センサ、全地球測位システム等の位置センサ、ジャイロス
コープ及び／又はコンパス等の方位センサ、圧力センサ又はタッチ・スクリーン等の触覚
センサ、加速度計等の動きセンサ、親指指紋センサ及び／又は網膜スキャナ等の生体セン
サ、これらの組合せ、及び同様のものを含む。いくつかの実施形態において、デバイス１
０１は、前述したセンサのタイプの全てを含む。
【００２５】
　デバイス・プラットフォーム２０１はまた、電源２０７を含む。電源２０７は、デバイ
ス１０１及びデバイス１０１のコンポーネントのための任意の適切な電源であってよい。
電源２０７として使用することができる適切な電源の非限定的な例は、再充電不可能なバ
ッテリ、ニッケルカドミウム・バッテリ、ニッケル水素バッテリ、リチウム・イオン・バ
ッテリ、リチウム・イオン・ポリマー・バッテリ、及び鉛酸バッテリ等の再充電可能なバ
ッテリ、燃料電池、後に開発される電源、ＡＣコード電力又はＤＣコード電力、これらの
組合せ、及び同様のものを含む。限定ではないが、電源２０７は、好ましくは、デバイス
１０１及びデバイス１０１のコンポーネントが所望の時間期間の間特定の動作負荷で動作
することを可能にするように、十分な電源供給を提供するよう構成される。
【００２６】
　電源２０７が、再充電可能なバッテリ等の再充電可能な電源として構成される場合、電
源２０７は、任意の適切な機構を用いて再充電することができる。例えば、電源２０７は
、有線接続（例えば、ＡＣコード電力及び／又はＤＣコード電力）を用いてデバイス１０
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１を電源に差し込むことにより再充電することができる。代替的又は追加的に、電源２０
７は、例えば、電磁誘導、電気力学誘導、静電気誘導、これらの組合せ、及び同様のもの
を用いて、無線で再充電されてもよい。代替的又は追加的に、電源２０７は、マイクロ波
放射等の電磁放射、レーザ、これらの組合せ、及び同様のものを用いて、充電されてもよ
い。後者の例において、デバイス１０１は、ソースから電磁放射を受け取り、その放射を
、再充電のために使用することができる電力に変換するよう構成されたレシーバを含み得
る。デバイス・プラットフォーム２０１は、任意的に、１以上の入力デバイス２０８とし
て図２に示される１以上の入力デバイスを含んでもよい。そのような入力デバイスは、デ
バイス１０１と一体化されてもよいし、デバイス１０１に物理的に接続されてもよいし、
且つ／あるいはデバイス１０１に無線で接続されてもよい。使用することができる例示的
な入力デバイスは、ボタン、タッチ・パネル、入力デバイス（例えば、トラックボール、
トラックパッド、キーボード等）、これらの組合せ、及び同様のものを含む。もちろん、
そのような入力デバイスは例示的なものに過ぎず、任意の適切な入力デバイスが使用され
てよい。限定ではないが、オプションの入力デバイス２０８は、好ましくは、１以上のボ
タンを含む。このコンセプトが図１に示されており、図１において、デバイス１０１は、
３つのボタン１０８を含む。もちろん、図１におけるボタンの数は例示的なものに過ぎず
、任意の数のボタンが使用されてよい。
【００２７】
　デバイス１０１は、一体型ディスプレイを含む必要がないので、デバイス１０１は、一
体型ディスプレイを含む現在のモバイル・デバイスよりも体積が小さいフォーム・ファク
タを含む任意の適切なフォーム・ファクタで製造することができる。例えば、デバイス１
０１は、人間の手の平均的な掌、腕時計バンド、眼鏡等の中に収まるようなサイズであっ
てよい。いくつかの実施形態において、デバイス１０１は、シャツの襟及び／又は袖の中
又は上、シャツのポケットの中又は上、ズボンのポケットの中又は上、これらの組合せ、
及び同様のものといった、衣類の中又は上で身に着けられるようなサイズであり得る。
【００２８】
　本明細書で開示するダム・スクリーン及びスマート・スクリーンは、本開示と整合する
モバイル・コンピューティング・デバイスから受信した、例えば、１以上のメディア／ビ
デオ信号内のビデオ情報を表示するよう構成され得る。本開示と整合するモバイル・コン
ピューティング・デバイスからの、ビデオ情報を含む信号の受信を可能にする必要な接続
と、そのような信号を解釈してそのような信号に含まれるビデオ情報を表示する能力と、
を有するならば、任意の適切なスマート・スクリーン又はダム・スクリーンが使用されて
よい。後で詳細に説明するように、そのような信号は、有線接続又は無線接続を介した伝
送のためにフォーマット化され得る。したがって、適切な物理的能力及び／又は無線能力
を有する任意のダム／スマート・スクリーンが使用され得る。
【００２９】
　次に図３を参照すると、図３は、本開示と整合するダム・スクリーンの例示的なアーキ
テクチャのブロック図を示している。図示されるように、ダム・スクリーン３００は、ダ
ム・スクリーン・プラットフォーム３０１を含む。ダム・スクリーン・プラットフォーム
３０１は、任意の適切なダム・スクリーン・プラットフォームであってよく、例えば、上
述した例示的なタイプのダム・スクリーンと整合するプラットフォームと関連し得る。例
示のために、ダム・スクリーン３００は、図３において、独立したモニタ（例えば、テレ
ビジョン）の形態で示されており、したがって、ダム・スクリーン・プラットフォーム３
０１は、テレビジョン・プラットフォーム等の独立したモニタのプラットフォームであり
得る。ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１はまた、明瞭さ及び理解のしやすさの
ために、制限されたコンポーネントを有するものとして示されており、図示される構成は
例示的なものであることを理解すべきである。実際、ダム・スクリーン・プラットフォー
ム３０１は、そのようなスクリーンにおいて通常見つけることができる他のコンポーネン
トを含み得る。
【００３０】
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　ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１は、ディスプレイ３０２、メディア・イン
タフェース３０３、及びオプションの無線通信インタフェースＷＣＯＭＭＳ３０４を含む
。ディスプレイ３０２は、電子インク・ディスプレイ、発光ダイオード・ディスプレイ、
液晶ディスプレイ、プラズマ・ディスプレイ、蛍光体ディスプレイ、有機発光ディスプレ
イ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、別のタイプのディスプレイ、又はこれらの組合
せ等の任意の適切なタイプのディスプレイであってよい。
【００３１】
　一般に、メディア・インタフェース３０３は、モバイル・コンピューティング・デバイ
スとの有線接続を介した、モバイル・コンピューティング・デバイスからの、ダム・スク
リーン３００によるデータ、オーディオ情報、及び／又はビジュアル情報（ディスプレイ
情報）の受信を円滑にするよう構成され得る。したがって、例えば、メディア・インタフ
ェース３０３は、高精細度マルチメディア・インタフェース（ＨＤＭＩ（登録商標））、
デジタル・ビデオ・インタフェース（ＤＶＩ）、有線ユニバーサル・シリアル・バス（Ｕ
ＳＢ）インタフェース、これらの組合せ、及び同様のものを含み得る。限定ではないが、
ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１は、好ましくは、メディア・インタフェース
３０３として、ＨＤＭＩ（登録商標）インタフェース及びＤＶＩインタフェースの両方、
並びに関連するコネクタを含む。代替的又は追加的に、メディア・インタフェース３０３
は、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスの対応するコネクタと結
合することができる１以上のドッキング・ポートを含んでもよい。そのようなドッキング
・ポートは、ＤＶＩポート、ＨＤＭＩ（登録商標）ポート、ＵＳＢポート、別のタイプの
ドッキング・ポート、及びこれらの組合せを含み得る。
【００３２】
　ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１は、任意的に、ＷＣＯＭＭＳ３０４をさら
に含んでもよい。ＷＣＯＭＭＳ３０４は、ダム・スクリーン３００が１以上の通信ネット
ワークを介して信号を受信する（且つ任意的に送信する）ことを可能にするハードウェア
（例えば、回路）、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組合せを含み得
る。例えば、ＷＣＯＭＭＳ３０４は、ダム・スクリーン３００が１以上の通信ネットワー
クを介してモバイル・コンピューティング・デバイスから信号を受信する（且つ任意的に
送信する）ことを可能にする、１以上のアンテナ、送信機、受信機、トランシーバ、トラ
ンスポンダ、ネットワーク・インタフェース通信回路、及びこれらの組合せを含み得る。
そのような通信ネットワークは、長距離通信ネットワーク、短距離通信ネットワーク、又
はこれらの組合せを含む。したがって、ＷＣＯＭＭＳ３０４は、適切な通信プロトコルを
用いる、ＷｉＦｉ（登録商標）、無線ＵＳＢ、近距離通信、テレビジョン・ホワイトスペ
ース、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）、セルラ・ネットワーク、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録
商標）、パーソナル・エリア・ネットワーク、又はこれらの組合せを用いてスクリーン３
００がデバイス１０１からの通信を受信することを可能にするハードウェア及び／又はソ
フトウェアを含み得る。
【００３３】
　後で詳細に説明するように、ダム・スクリーン３００は、デバイス１０１等のモバイル
・コンピューティング・プラットフォームから、メディア・インタフェース３０３、ＷＣ
ＯＭＭＳ３０４、又はこれらの組合せを介して、ビデオ情報を受信するよう構成され得る
。限定ではないが、ダム・スクリーンは、好ましくは、モバイル・コンピューティング・
デバイスからＷＣＯＭＭＳ３０４を介してビデオ情報を受信するよう構成される。
【００３４】
　ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１は、任意的に、１以上の入力デバイス３０
５をさらに含んでもよい。１以上の入力デバイス３０５がダム・スクリーン・プラットフ
ォーム３０１に含まれる場合、１以上の入力デバイス３０５は、ダム・スクリーン３００
と有線通信又は無線通信することができる。１以上の入力デバイス３０５は、例えば、デ
ィスプレイ３０２のタッチ・スクリーン・インタフェース、コンピュータ・マウス、キー
ボード、トラックボール、トラックパッド、又は、センサ、ボタン、若しくはスイッチ等



(23) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

の他の入力デバイスであってよい。後で詳細に説明するように、１以上の入力デバイス３
０５がダム・スクリーン・プラットフォーム３０１に含まれる場合、１以上の入力デバイ
ス３０５を使用して、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されダム・スク
リーン３００上に表示されるアプリケーションとインタラクトすることができる。そのよ
うな例において、ダム・スクリーン・プラットフォームは、（図３におけるオプションの
ＡＳＩＣ３０６等の）特定用途向け集積回路、又は、１以上の入力デバイス３０５を用い
てなされる入力（例えば、イベント）をモニタリングし、入力情報を、本開示と整合する
モバイル・コンピューティング・デバイスにレポートするよう構成される別のタイプのプ
ロセッサを含み得る。
【００３５】
　ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１は、任意的に、メモリ３０７を含んでもよ
い。メモリ３０７は、オプションのＡＳＩＣ３０６と一体化されてもよいし、オプション
のＡＳＩＣ３０６と別個であってもよく、本開示と整合するモバイル・コンピューティン
グ・デバイスとともに使用するのに適したものとして前述したメモリのタイプ等の任意の
適切なタイプのメモリであってよい。存在する場合、メモリ３０７は、実行されたときに
、ダム・スクリーンに、本開示と整合するデバイス・ペアリング機能及び／又は入力モニ
タリング機能を実行させる１以上のソフトウェア／ファームウェア・モジュールを含み得
る。例えば、メモリ３０７は、コンピュータ読み取り可能命令を含むデバイス・ペアリン
グ・モジュール（「ＤＰＭ」、図示せず）を含み得る。このコンピュータ読み取り可能命
令は、ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１の特定用途向けプロセッサにより実行
されたときに、メディア・インタフェース３０３又はＷＣＯＭＭＳ３０４により提供され
得るような有線通信インタフェース又は無線通信インタフェースを介した、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスとダム・スクリーン３００とのペアリングを生じさせる、あ
るいはそのようなペアリングを円滑にする。
【００３６】
　詳細には、メモリ３０７は、コンピュータ読み取り可能命令を含むデバイス・ペアリン
グ・モジュール（「ＤＰＭ」、図示せず）を含み得る。このコンピュータ読み取り可能命
令は、特定用途向けプロセッサ３０６により実行されたときに、本開示と整合するモバイ
ル・コンピューティング・デバイスとダム・スクリーン３００とのペアリングを生じさせ
得る、あるいはそのようなペアリングを円滑にし得る。ダム・スクリーン３００が、モバ
イル・コンピューティング・デバイスとペアリングすると、ダム・スクリーン３００は、
モバイル・コンピューティング・デバイスから、例えば、メディア・インタフェース３０
３又はＷＣＯＭＭＳ３０４を介して、ビデオ情報及び他の情報を受信することができる。
前者の場合、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信されるビデオ情報及び他
の情報は、ＤＶＩビデオ、ＨＤＭＩ（登録商標）ビデオ、及び／又はＵＳＢビデオのため
に適切にフォーマット化された信号（例えば、メディア／ビデオ信号）に含まれ得る。し
たがって、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信されるビデオ情報及び他の
情報は、メディア・インタフェース３０３の適切なインタフェースを用いて、ダム・スク
リーン３００により、容易に表示され得る。
【００３７】
　後者の場合、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信されるビデオ情報及び
他の情報は、無線接続を介してダム・スクリーン３００に送信される１以上のパケットに
カプセル化され得る。そのような例において、ダム・スクリーン・プラットフォーム３０
１は、ＡＳＩＣ３０６（又は、別のタイプのプロセッサ）と、メモリ３０７に記憶された
ビデオ復号モジュール（図示せず）と、を含み得る。ビデオ復号モジュールは、コンピュ
ータ読み取り可能復号モジュール命令（例えば、ＪＡＶＡ（登録商標）又は他のコード）
を含み得る。このコンピュータ読み取り可能復号モジュール命令は、ＡＳＩＣ３０６又は
別のプロセッサにより実行されたときに、ダム・スクリーン３００に、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスから受信されるパケットに含まれるビデオ情報を取得させるため
に、そのようなパケットを復号させる。この復号モジュール命令は、さらに実行されたと
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きに、ダム・スクリーン３００に、このようにして取得されるビデオ情報を表示させるこ
とができる。
【００３８】
　メモリ３０７はまた、１以上の入力デバイス・モニタリング・モジュール（「ＩＤＭＭ
」、図示せず）を記憶することができる。ＩＤＭＭがメモリ３０７に含まれる場合、ＩＤ
ＭＭは、プロセッサ（例えば、ＡＳＩＣ３０６又は別のプロセッサ）により実行されたと
きに、本開示と整合する入力デバイスのモニタリングとオペレーションのレポートとを実
行させるコンピュータ読み取り可能命令を含み得る。例えば、ＩＤＭＭのこの命令は、実
行されたときに、ダム・スクリーン３００（例えば、ＡＳＩＣ３０６）に、マウス・クリ
ック・オペレーション、マウス・クリック及びリリース・オペレーション、タッチ入力（
１以上の入力デバイス３０５がタッチ・スクリーンを含む場合、スワイプ・オペレーショ
ン、動きオペレーション、これらの組合せ、及び同様のもの）等の、オプションの１以上
の入力デバイス３０５に関連するイベントをモニタリングさせることができる。このよう
なイベントが検出されると、ＩＤＭＭは、実行されたときに、プロセッサに、入力情報と
してこのようなイベントを、例えば、メディア・インタフェース３０３（ダム・スクリー
ン３００とモバイル・コンピューティング・デバイスとの間が有線通信リンクの場合）、
ドッキング・インタフェース（図示せず）、ダム・スクリーン３００とモバイル・コンピ
ューティング・デバイスとの間の無線バックチャネル（図示せず）、又はこれらの組合せ
を介してモバイル・コンピューティング・デバイスにレポートさせることができる。
【００３９】
　ダム・スクリーン３００により生成される入力情報レポートは、任意の適切なタイプの
情報を含み得る。例えば、そのようなレポートは、マウス・クリック、マウス・クリック
及びリリース中のマウス・ポインタの位置、タッチ・スクリーン上のタッチの位置、スワ
イプ・オペレーションの画素座標等の、イベントの位置及び／又はタイプを示す画素座標
を含み得る。後で説明するように、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行さ
れるアプリケーションは、そのような情報を使用して、１以上のアプリケーションととも
に適切なアクションを実行することができる。
【００４０】
　ダム・スクリーン・プラットフォーム３０１はまた、電源３０８を含み得る。電源３０
８は、ダム・スクリーン３００及びダム・スクリーン３００のコンポーネントのための任
意の適切な電源であってよい。電源３０８として使用することができる適切な電源の非限
定的な例は、図２の電源２０７に関連して上述した電源を含む。限定ではないが、電源３
０８は、好ましくは、再充電可能なバッテリの形態である。再充電可能なバッテリは、電
源への有線接続を用いて、あるいは無線充電技術により、再充電することができる。
【００４１】
　次に図４を参照すると、図４は、本開示と整合する例示的なスマート・スクリーンのブ
ロック図を示している。図示されるように、スマート・スクリーン４００は、スマート・
スクリーン・プラットフォーム４０１を含む。スマート・スクリーン・プラットフォーム
４０１は、任意の適切なプラットフォームであってよく、例えば、上述した例示的なタイ
プのスマート・スクリーンと整合するプラットフォームと関連し得る。例示のために、ス
マート・スクリーン４００は、ラップトップ・コンピュータの形態で示されており、した
がって、スマート・スクリーン・プラットフォーム４０１は、ラップトップ・コンピュー
タ・プラットフォームと関連し得る。スマート・スクリーン・プラットフォーム４０１は
、明瞭さ及び理解のしやすさのために、制限されたコンポーネントを有するものとして示
されており、スマート・スクリーン・プラットフォーム４０１は、そのようなスクリーン
において見つけることができる他のコンポーネントを含み得ることに留意されたい。
【００４２】
　図示されるように、スマート・スクリーン・プラットフォーム４０１は、ディスプレイ
４０２、メディア・インタフェース４０３、ＷＣＯＭＭＳ４０４、及び入力デバイス４０
５を含む。汎用プロセッサ４０６へのそれらの接続は別にして、そのようなコンポーネン
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トの性質及び機能は、ディスプレイ３０２、メディア・インタフェース３０３、ＷＣＯＭ
ＭＳ３０４、及びオプションの１以上の入力デバイス３０５に関して上述したものと同じ
である。したがって、簡潔さのために、そのようなコンポーネント及びそれらの機能の説
明は繰り返さない。そのようなコンポーネントに加えて、スマート・スクリーン・プラッ
トフォーム４０１は、汎用プロセッサ４０６及びメモリ４０７を含む。プロセッサ４０６
は、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスと関連して使用するた
めの上述したシングルコア・プロセッサ又はマルチコア・プロセッサ等の任意の適切なタ
イプの汎用プロセッサであってよい。同様に、メモリ４０７は、本開示のモバイル・コン
ピューティング・デバイスとともに使用するのに適したものとして前述したメモリのタイ
プ等の任意の適切なタイプのメモリであってよい。
【００４３】
　メモリ４０７は、プロセッサ４０６により実行されるオペレーティング・システム（Ｏ
Ｓ、図示せず）及び１以上のソフトウェア／ファームウェア・モジュール（図示せず）等
のソフトウェアを記憶することができる。例えば、メモリ４０７は、プロセッサ４０６に
より実行されたときに、スマート・スクリーン４００に、本開示と整合するデバイス・ペ
アリング・オペレーションを実行させる１以上のソフトウェア・モジュールを記憶するこ
とができる。詳細には、メモリ４０７は、コンピュータ読み取り可能命令を含むデバイス
・ペアリング・モジュール（「ＤＰＭ」、図示せず）を含み得る。このコンピュータ読み
取り可能命令は、汎用プロセッサ４０６により実行されたときに、メディア・インタフェ
ース４０３及び／又はＷＣＯＭＭＳ４０４等の有線通信インタフェース又は無線通信イン
タフェースを介した、モバイル・コンピューティング・デバイスとスマート・スクリーン
４００とのペアリングを生じさせ得る、あるいはそのようなペアリングを円滑にし得る。
ＤＰＭの実行は、プロセッサ４０６により実行されるオペレーティング・システムのコン
テキスト又は別のコンテキスト内で生じ得る。
【００４４】
　スマート・スクリーン４００が、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリン
グすると、スマート・スクリーン４００は、モバイル・コンピューティング・デバイスか
ら、例えば、メディア・インタフェース４０３又はＷＣＯＭＭＳ４０４を介して、ビデオ
情報及び他の情報を受信することができる。ビデオ情報及び他の情報は、適切にフォーマ
ット化された信号に含まれ得る（例えば、有線伝送の場合）、あるいは、パケットにカプ
セル化され得る（無線伝送の場合）。これらはいずれも、プロセッサ４０６又はＷＣＯＭ
ＭＳ４０４等の、スマート・スクリーン４００の１以上のコンポーネントによる受信時に
、復号及び／又は解釈され得る。例えば、メモリ４０７は、ビデオ復号モジュール（図示
せず）を記憶することができる。ビデオ復号モジュールは、コンピュータ読み取り可能復
号命令（例えば、ＪＡＶＡ（登録商標）又は他のコード）を含み得る。このコンピュータ
読み取り可能復号命令は、プロセッサ４０６又は別のプロセッサにより実行されたときに
、スマート・スクリーン４００に、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信さ
れるパケットに含まれるビデオ情報及び／又は他の情報を取得させるために、そのような
パケットを復号させる。この復号命令は、さらに実行されたときに、スマート・スクリー
ン４００に、このようにして取得されるビデオ情報を表示させることができる。
【００４５】
　メモリ４０７はまた、１以上の入力デバイス・モニタリング・モジュール（「ＩＤＭＭ
」、図示せず）を記憶することができる。ＩＤＭＭがメモリ４０７に含まれる場合、ＩＤ
ＭＭは、特定用途向けプロセッサ（例えば、プロセッサ４０６）又は別のプロセッサによ
り実行されたときに、本開示と整合する入力デバイスのモニタリングとオペレーションの
レポートとを実行させるコンピュータ読み取り可能命令を含み得る。例えば、ＩＤＭＭは
、実行されたときに、スマート・スクリーン４００（例えば、プロセッサ４０６）に、オ
プションの１以上の入力デバイス４０５に関連するイベントをモニタリングさせ、入力情
報としてこのようなイベントをモバイル・コンピューティング・デバイスにレポートさせ
ることができる。これらのコンポーネントの性質及び機能は、ダム・スクリーン３００の
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対応するコンポーネントと大部分同じであり、簡潔さのために繰り返さない。
【００４６】
　スマート・スクリーン・プラットフォーム４０１はまた、電源４０８を含み得る。電源
４０８は、スマート・スクリーン４００及びスマート・スクリーン４００のコンポーネン
トのための任意の適切な電源であってよい。電源４０８として使用することができる適切
な電源の非限定的な例は、図２の電源２０７に関連して上述した電源を含む。限定ではな
いが、電源４０８は、好ましくは、再充電可能なバッテリの形態である。再充電可能なバ
ッテリは、電源への有線接続を用いて、あるいは無線充電技術により、再充電することが
できる。
【００４７】
　本明細書で説明したモバイル・デバイスは、有線通信プロトコル、無線通信プロトコル
、又はこれらの組合せを用いる等、任意の適切な方法を用いて、ダム・スクリーン又はス
マート・スクリーンとペアリングすることができる（すなわち、ペアリング接続を確立す
ることができる）。有線ペアリングの場合、モバイル・コンピューティング・デバイス及
びスマート／ダム・スクリーンのそれぞれのメディア・インタフェースは、適切なケーブ
ル又はドッキング・インタフェースを介して、互いに接続することができる。例えば、本
明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスマート／ダム・スクリ
ーンはそれぞれ、ＨＤＭＩ（登録商標）インタフェース、ＤＶＩインタフェース、及び／
又は有線ＵＳＢインタフェース、並びに関連するポートを含み得る。この場合、モバイル
・コンピューティング・デバイス及びスマート／ダム・スクリーンは、適切なケーブルを
介して接続することができる。代替的又は追加的に、モバイル・コンピューティング・デ
バイスは、適切なドッキング・コネクタ又は無線ドッキング技術を介して、スマート／ダ
ム・スクリーンとドッキングしてもよい。いずれの場合でも、その後、ビデオ情報及び他
の情報が、モバイル・コンピューティング・デバイスとスマート／ダム・スクリーンとの
間の結果として生じる物理的接続又は無線接続を介して、ＨＤＭＩ（登録商標）プロトコ
ル、ＤＶＩプロトコル、有線ＵＳＢプロトコル、及び／又は無線通信プロトコル等の適切
なプロトコルを用いて、送信され得る。
【００４８】
　真のダム・スクリーン（すなわち、内在する処理能力を有さないスクリーン）の場合、
このスクリーンは、有線接続を介してモバイル・コンピューティング・デバイスから受信
したビデオ情報を表示するために、適切なメディア・インタフェース入力に合わせられ得
る。反対に、何らかの特定用途向け処理能力を有するスマート・スクリーン又はダム・ス
クリーンは、メモリに記憶されるデバイス・ペアリング・モジュール（「ＤＰＭ」）を含
むメモリを含み得る。ＤＰＭは、スマート／ダム・スクリーンに、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスから受信される信号のためのそのメディア・インタフェースをモニタ
リングさせるコンピュータ読み取り可能命令を含み得る。そのような信号を受信すると、
このＤＰＭモジュール命令は、実行されたときに、さらに、スマート／ダム・スクリーン
に、そのような信号に含まれるビデオ情報をそのディスプレイ上に表示させることができ
る。
【００４９】
　本開示は、モバイル・コンピューティング・デバイスがスマート／ダム・スクリーンに
物理的に接続され得るシステムを想定しているが、そのような接続は必須ではない。実際
、限定ではないが、本開示のモバイル・デバイスは、好ましくは、スマート／ダム・スク
リーンにビデオ情報を無線で送信するよう構成される。例えば、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、ボタンのタッチ及び／又は近距離通信に応答して、ＷｉＤｉディス
プレイ又はＭｉｒａｃａｓｔディスプレイとペアリングするよう構成され得、ユーザがモ
バイル・コンピューティング・デバイスと視覚的にインタラクトすることを可能にする。
そのような例において、モバイル・コンピューティング・デバイスとスマート／ダム・ス
クリーンとの無線ペアリングが必要とされ得る。
【００５０】
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　この点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイスとスマート／ダム・スクリ
ーンとのペアリングは、任意の適切な無線ペアリング・プロトコルを用いて実行すること
ができる。例えば、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びス
マート／ダム・スクリーンは、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザ・データグラム・
プロトコル（ＵＤＰ）、これらの組合せ、及び同様のものを用いて互いとペアリングする
よう構成され得る。このようなペアリングは、デバイス間の無線接続（例えば、ＷｉＦｉ
（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）　ワイヤレス
・ディスプレイ等）を介した通信のための１以上のソケットを確立又は使用し得る。デバ
イス間のペアリングは、モバイル・コンピューティング・デバイス、スマート／ダム・ス
クリーン、又はこれらの組合せにより開始され得る。
【００５１】
　モバイル・コンピューティング・デバイスにより開始されるペアリング方法の一例とし
て、図５Ａ及び図５Ｂを参照する。図５Ａに示されるように、デバイス１０１は、スクリ
ーン１０３とのペアリングを開始することができる。デバイス１０１とスクリーン１０３
とのペアリングは、図５Ｂに示される例示的な方法を用いて生じ得る。
【００５２】
　図５Ｂに示されるように、モバイル・コンピューティング・デバイスにより開始される
ペアリング方法は、ブロック５０１で始まり得る。ブロック５０１において、ペアリング
・アプリケーションが、モバイル・コンピューティング・デバイス上で開始される。この
点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ペアリング・モジュールを記
憶したメモリを含み得る。ペアリング・モジュールは、モバイル・コンピューティング・
デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイ
スに、本開示と整合するペアリング・オペレーションを実行させる命令を含む。ペアリン
グ・モジュール命令の実行は、ボタン押下、音声コマンド、又は同様のもの等のユーザ入
力に応答するものであり得る。代替的又は追加的に、ペアリング・モジュール命令の実行
は、モバイル・デバイスによる、モバイル・デバイスを用いてなされた特定のジェスチャ
又は動きの検出に応答するものであり得る（すなわち、ジャイロスコープのデータ及び／
又は加速度計のデータの認識済みパターンに応答するものであり得る）。
【００５３】
　ペアリング・モジュールが開始されると、モバイル・コンピューティング・デバイスは
、ペアリングしようとしているスクリーン（以後、「ターゲット・スクリーン」）を特定
する必要があり得る。より詳細には、モバイル・コンピューティング・デバイスは、図５
の方法に概括的に示されるように、ターゲット・スクリーンのインターネット・プロトコ
ル（ＩＰ）アドレス等の、ターゲット・スクリーンの識別子を認識する必要があり得る。
モバイル・コンピューティング・デバイスが、ターゲット・スクリーンの識別子をすでに
認識している場合、方法はオプションのブロック５０２及びブロック５０３をスキップし
て、ブロック５０４に進み得る。しかしながら、モバイル・コンピューティング・デバイ
スが、ターゲット・スクリーンの識別子を認識していない場合、方法はブロック５０２及
び／又はブロック５０３に進み得る。ブロック５０２及び／又はブロック５０３において
、モバイル・コンピューティング・デバイスは、以下で説明するように、モバイル・コン
ピューティング・デバイスが利用可能な通信モダリティを使用して、ターゲット・スクリ
ーンからこの情報を取得することができる。
【００５４】
　オプションのブロック５０２に従って、モバイル・コンピューティング・デバイスは、
ターゲット・スクリーン自身から、ターゲット・スクリーンの識別子／ＩＰアドレスを取
得することができる。例えば、モバイル・コンピューティング・デバイス及びターゲット
・スクリーンが、ＲＦＩＤ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、又はＮＦＣ等の互換短距
離通信技術を含む場合、モバイル・コンピューティング・デバイスは、そのような技術を
用いて、ターゲット・スクリーンのインターネット・プロトコル・アドレスを取得するこ
とができる。いくつかの実施形態において、ターゲット・スクリーンは、ターゲット・ス
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クリーンのＩＰアドレスを記憶するＲＦＩＤタグを含み得る。そのような例において、Ｒ
ＦＩＤ機能を含むモバイル・コンピューティング・デバイスは、ＲＦＩＤタグからターゲ
ット・スクリーンのＩＰアドレスを取得するために、ターゲット・スクリーンのＲＦＩＤ
タグに近接するように移動させることができる。
【００５５】
　代替的又は追加的に、ターゲット・スクリーンは、記憶されたデバイス・ペアリング・
モジュール（ＤＰＭ）とともに、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）機能又はＮＦＣ機能を
有してもよい。ＤＰＭは、プロセッサにより実行されたときに、ターゲット・スクリーン
に、モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリング・リクエストを受信したこ
とに応答して、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）又はＮＦＣを用いてターゲット・スクリ
ーンのＩＰアドレスを送信させる命令を含み得る。
【００５６】
　すなわち、モバイル・コンピューティング・デバイス自身は、コンピュータ読み取り可
能命令を含むＤＰＭを含み得、このコンピュータ読み取り可能命令は、実行されたときに
、モバイル・コンピューティング・デバイスに、スクリーンのＩＰアドレスを求めるリク
エストを、ＮＦＣ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、又は他の短距離通信ネットワーク
を介してブロードキャストさせる。同様に、ターゲット・スクリーンは、命令を含むＤＰ
Ｍを含み得、この命令は、実行されたときに、ターゲット・スクリーンに、スクリーンの
識別子／ＩＰアドレスのリクエストをモニタリングさせる。ターゲット・スクリーンが、
スクリーンの識別子／ＩＰアドレスを求めるリクエストを受信したとき（例えば、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスが、スクリーンとの通信レンジに入ったとき）、スク
リーンのＤＰＭは、スクリーンに、適切な形態の通信を用いてスクリーンの識別子／ＩＰ
アドレスをモバイル・コンピューティング・デバイスに送信させることができる。例えば
、ターゲット・スクリーンが、モバイル・コンピューティング・デバイスから、ＮＦＣ接
続又はＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）接続を介して、ＩＰリクエストを受信したとき、
ターゲット・スクリーンのＤＰＭ命令は、実行されたときに、必要に応じて、ターゲット
・スクリーンに、ＮＦＣ接続又はＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）接続を介してターゲッ
ト・スクリーンのＩＰアドレスをモバイル・コンピューティング・デバイスに送信させる
ことができる。
【００５７】
　本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスはまた、ターゲット・ス
クリーンの識別子／ＩＰアドレスを認識しているサーバ等のサード・パーティ・システム
から、ターゲット・スクリーンの識別子／ＩＰアドレスを取得することを試みることがで
きる。そのような例において、方法はオプションのブロック５０３に進み得る。ブロック
５０３において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、（例えば、ＷｉＦｉ（登
録商標）、ワイド・エリア・ネットワーク、又は別の通信ネットワークを介して）そのよ
うなサーバと通信して、モバイル・コンピューティング・デバイスに近接する１以上のタ
ーゲット・スクリーンの識別子／ＩＰアドレスをリクエストすることができる。
【００５８】
　モバイル・コンピューティング・デバイスが、ターゲット・スクリーンの識別子／ＩＰ
アドレスを認識すると、方法はブロック５０４に進み得る。ブロック５０４において、モ
バイル・コンピューティング・デバイスとターゲット・スクリーンとの間で、通信チャネ
ルが開始される。さらに、モバイル・コンピューティング・デバイスは、例えば、モバイ
ル・デバイスに対するスクリーンの認証を容易にするために、あるいは別の目的のために
、スクリーンとペアリング・キーを交換することができる。ペアリング・キーは、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに固有であってもよいし、且つ／あるいは、モバイル
・コンピューティング・デバイスのユーザにより指定されるキーであってもよい。いずれ
の場合でも、モバイル・コンピューティング・デバイスは、実行されたときに、モバイル
・コンピューティング・デバイスに、ペアリング・キーをスクリーンに送信させるペアリ
ング命令を含むデバイス・ペアリング・モジュール（ＤＰＭ）を含み得る。スクリーンが



(29) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

、モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリング・キーを受信すると、方法は
ブロック５０５に進み得る。ブロック５０５において、ペアリング・キーがスクリーン上
に表示される。ペアリング・キーの表示は、ターゲット・スクリーン上でのデバイス・ペ
アリング・モジュールの実行により生じ得る。
【００５９】
　次いで、方法はブロック５０６に進み得る。ブロック５０６において、ターゲット・ス
クリーン上に表示されたペアリング・キーが妥当であるかどうかに関する判定がなされ得
る。ペアリング・キーの妥当性確認が失敗した場合、方法はブロック５１０に進み終了す
る。しかしながら、ペアリング・キーの妥当性確認が成功した場合、方法はブロック５０
７に進み得る。ブロック５０７において、モバイル・コンピューティング・デバイスとタ
ーゲット・スクリーンとの間にペアリング・セッション及び通信チャネルを少なくとも部
分的に確立することにより、ペアリング接続が確立される。ペアリング・セッション及び
通信チャネルは、伝送制御プロトコル／ユーザ・データグラム・プロトコル／インターネ
ット・プロトコル（ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ）等の任意の適切な無線通信プロトコルを用い
て確立することができる。それぞれのデバイスの能力に応じて、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとスクリーンとの間の通信チャネルは、一方向（モバイル・コンピュー
ティング・デバイスからスクリーンへ）であってもよいし、双方向（モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスからスクリーンへ、及びその逆）であってもよい。いくつかの実施
形態において、ブロック５０７に従ってデバイス間で確立される通信チャネルは、双方向
である。他の実施形態において、ブロック５０７に従って確立される通信チャネルは、一
方向である。後者の場合、オプションの通信バックチャネルが、スクリーンとモバイル・
コンピューティング・デバイスとの間に確立されてもよい。
【００６０】
　例えば、ビデオ情報及び他の情報が、リモート・モニタ・ソケット等の第１のソケット
を用いてモバイル・コンピューティング・デバイスからスクリーンに送信されるように、
本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、ペアリ
ングされ得る（すなわち、ペアリング接続を有し得る）。これは、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスからスクリーンへのビデオ情報及び他の情報の一方向通信を可能にし
得る。さらなる実施形態において、ペアリング・プロトコルがまた、スマート／ダム・ス
クリーンからモバイル・コンピューティング・デバイスへの情報の通信を可能にするバッ
クチャネルを確立してもよい。バックチャネルは、モバイル・コンピューティング・デバ
イスからペアリングされたスクリーンへのビデオ情報及び他の情報の伝送のために使用さ
れた同一のソケット又は別のソケットを用いて確立され得る。いくつかの実施形態におい
て、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、リ
アルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）ソケットを用いてバックチャネル
（及び、任意的にフォワード・チャネル）を確立するために、ペアリングされ得る。
【００６１】
　この点に関して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びス
クリーンは、１以上のバックチャネル・モジュールを含み得る。１以上のバックチャネル
・モジュールは、実行されたときに、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・
デバイスとスクリーンとの間のバックチャネルの確立をもたらすコンピュータ読み取り可
能バックチャネル命令を含み得る。モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリ
ーンのそれぞれのプロセッサによるバックチャネル命令の実行は、そのようなデバイスに
、通信バックチャネルとしての使用のための相互にサポートされるソケットについてネゴ
シエートさせることができる。前述したように、本明細書で説明したモバイル・コンピュ
ーティング・デバイス及びスクリーンは、通信バックチャネルとしてのＲＴＳＰソケット
又は別のソケットの使用をサポートするよう構成され得る。
【００６２】
　次いで、方法はブロック５０８に進み得る。ブロック５０８において、ペアリング・セ
ッションが維持され得、モバイル・コンピューティング・デバイスは、終了イベントの発
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生をモニタリングし得る。より詳細には、モバイル・コンピューティング・デバイス上の
デバイス・ペアリング・モジュール命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングされたスク
リーンとの間のペアリング・セッション及び／又は１以上の通信チャネルを終了するイベ
ントの発生をモニタリングさせることができる。そのような終了イベントの非限定的な例
は、信号故障（signal　failure）、セッション・タイムアウト／満了、モバイル・コン
ピューティング・デバイス又はスクリーン上で実行中のアプリケーションからの終了リク
エストの受信、これらの組合せ、及び同様のものを含む。ブロック５０９において、終了
イベントが検出されたかどうかに関する判定がなされ得る。終了イベントが検出されてい
ない場合、方法はブロック５０８に戻り得、ブロック５０８において、セッション及び通
信チャネルが、モバイル・コンピューティング・デバイスにより、さらに維持されモニタ
リングされる。しかしながら、終了イベントが検出された場合、方法はブロック５１０に
進み終了し得る。
【００６３】
　さらなる例示的な実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイスとスク
リーンとのペアリングは、モバイル・コンピューティング・デバイスによるパブリック接
続（public　connection）の開始で始まり得る。すなわち、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスは、例えば、適切なボタン・シーケンスを押すことにより、デバイスを用い
て適切なジェスチャを行うことにより、あるいは別の方法により、パブリック・ドメイン
（public　domain）に置かれ得る。パブリック接続が開始されると、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、その無線通信インタフェースと、その利用可能な通信モダリテ
ィのうちのいずれか又は全てと、を用いて、パブリック接続リクエストをブロードキャス
トすることができる。例えば、パブリック接続リクエストは、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスから、ＮＦＣ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商
標）ネットワーク、ＷｉＦｉ（登録商標）、これらの組合せ、及び同様のものを用いて、
ブロードキャストされ得る。
【００６４】
　この方法において、本開示と整合するスクリーンは、モバイル・コンピューティング・
デバイスからのパブリック接続リクエストを、継続的又は定期的にモニタリングすること
ができる。そのようなリクエストを検出するスクリーンは、接続スクリーンを表示するこ
とができる。さらに、パブリック接続リクエストを検出するスクリーンは、ある時間期間
（以後、無視期間（ignore　period））の間、他のパブリック接続リクエストを無視する
ことができる。次いで、接続キーが、ターゲット・スクリーン、すなわち、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスのユーザがペアリングすることを望んでいるスクリーンに入
力され得る。接続キーの入力は、キーボード、タッチ・スクリーン、又はこれらの組合せ
等の、スクリーンと通信する入力デバイスを用いてなされ得る。代替的又は追加的に、接
続キーの入力は、モバイル・コンピューティング・デバイス自体を用いて、例えば、（後
で説明する）モバイル・コンピューティング・デバイスのジェスチャ認識機能及び／又は
動き認識機能を用いてなされてもよい。いくつかの実施形態において、接続キーの入力は
、無視期間が満了する前に必要とされ得る。無視期間が満了する前に、接続キーが入力さ
れない場合、スクリーンとモバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリングは失
敗し得る。
【００６５】
　接続キーを受信するスクリーンは、スクリーンのメディア・インタフェース又は無線通
信インタフェースを用いて、接続キーをモバイル・コンピューティング・デバイスに送信
することができる。接続キーを送信するために使用される有線／無線通信の形態は、パブ
リック接続リクエストをスクリーンに配信した有線／無線通信の形態と関連し得る。スク
リーンから接続キーを受信すると、モバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスのメモリに保持されている接続キーのコピーに対して
、接続キーの妥当性を確認することができる。接続キーの妥当性確認が成功した場合、モ
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バイル・コンピューティング・デバイスは、スクリーンとの接続の妥当性を確認して、そ
の接続を維持することができる。しかしながら、接続キーの妥当性確認が失敗した場合、
モバイル・コンピューティング・デバイスは、ペアリング・プロセスを終了し得る。妥当
性が確認された接続が、モバイル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとの間に
確立されると、スクリーンは、モバイル・コンピューティング・デバイスとのその現存の
接続が終了するまで、その後に受信されるパブリック接続リクエストを無視することがで
きる。
【００６６】
　セキュリティの目的上又は別の理由により、本明細書で説明したモバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、複数の接続キーを記憶して、ペアリング・プロセス中にそれらの
キーのうちの１つ又は組合せをスクリーンに提供するよう構成され得る。これは、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとのペアリングが公共の場で生じる場合
のような、接続キーが不認可のサード・パーティによるスヌーピング（snooping）の危険
性にさらされ得る例におけるセキュリティを高めることができる。方法はまた、本開示と
整合するモバイル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとの間の妥当性が確認さ
れたペアリング接続の確立の前に、そのような接続の確立中に、あるいはそのような接続
の確立の後に、モバイル・コンピューティング・デバイスのユーザのアイデンティティ（
identity）を検証することをさらに含んでもよい。このユーザ検証は、例えば、ユーザ名
及びパスワード・プロトコル、ジェスチャベースのプロトコル、これらの組合せ、及び同
様のものを用いて、バイオメトリックに（biometrically）実行され得る。
【００６７】
　モバイル・コンピューティング・デバイスが、以前にペアリングした単一のスクリーン
とペアリングすることになる例において、接続キーの交換及び／又はオプションのユーザ
検証は、省略されてよく、デバイス及びスクリーンは、スクリーンによる、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスからのパブリック接続リクエストの受信時にペアリングする
ことができる。複数の既知のスクリーンが、モバイル電子デバイスのレンジ内に存在する
場合、上述したように、それらデバイスのうちの１つへの接続が、別のデバイスへの接続
から明確にされ得る（disambiguated）。代替的又は追加的に、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、複数の既知のスクリーンのうちの１つへの接続を担い、ボタン押下
、ジェスチャ、これらの組合せ、及び同様のもの等の入力に応答して、その接続を別の既
知のスクリーンに切り替える、あるいは変更するよう構成されてもよい。
【００６８】
　例えば、本明細書で説明する技術は、少なくとも１つのモバイル・コンピューティング
・デバイスと少なくとも１つの非一体型スクリーンとを含む「キット」として製造され得
る。そのような例において、キット内の１以上のモバイル・コンピューティング・デバイ
ス及び１以上のスクリーンは、「工場でペアリングされた状態」で販売され得る。すなわ
ち、キット内の１以上のスクリーンのためのペアリング情報が、キット内の１以上のモバ
イル・コンピューティング・デバイス上に予めロードされた状態で販売され得、その逆も
また同じである。そのような例において、上述したペアリング・オペレーション及び／又
はユーザ検証オペレーションは、省略されてよく、キット内のデバイス及びスクリーンは
、予めロードされたペアリング情報を用いて、互いとペアリングすることができる。
【００６９】
　次に図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、図６Ａ及び図６Ｂは、本開示と整合する、スクリ
ーンにより開始されるペアリング方法の非限定的な一例を示している。図６Ａに示される
ように、スクリーン１０３は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１とのペア
リングを開始することができる。デバイス１０１とスクリーン１０３とのペアリングは、
図６Ｂに示される例示的な方法を用いて生じ得る。
【００７０】
　図６Ｂに示されるように、スクリーンにより開始されるペアリング方法はブロック６０
１で始まり得る。オプションのブロック６０２において、スクリーンは、利用可能なセン
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サを用いて、互換モバイル・コンピューティング・デバイスの存在をモニタリングするこ
とができる。例えば、スクリーンは、スクリーンの無線通信インタフェースを使用して、
互換モバイル・コンピューティング・デバイスからのブロードキャスト（これは、例えば
、ペアリング・リクエスト、デバイスがペアリングのために利用可能であるというインジ
ケータ等を含む）をモニタリングすることができる。いくつかの実施形態において、この
モニタリング機能は、スクリーンによるデバイス・ペアリング・モジュール（ＤＰＭ）の
実行により円滑にされ得る。より詳細には、スクリーンのＤＰＭは、実行されたときに、
スクリーンに、例えば、スクリーンが利用可能な１以上のセンサ又は他のコンポーネント
を用いて、互換モバイル・コンピューティング・デバイスの存在をモニタリングさせる命
令を含み得る。
【００７１】
　次いで、方法はオプションのブロック６０３に進み得る。ブロック６０３において、互
換モバイル・コンピューティング・デバイスが存在するかどうかに関する判定がなされ得
る。互換モバイル・コンピューティング・デバイスが存在しない場合、方法は（図６Ｂに
示されるように）オプションのブロック６０２に戻り得るか、あるいは終了し得る（図示
せず）。互換モバイル・コンピューティング・デバイスが存在する場合（ブロック６０２
に従って実行されるモニタリング機能により判定される、あるいは互換モバイル・コンピ
ューティング・デバイスの存在がすでに認識されている場合）、方法はブロック６０４に
進み得る。ブロック６０４において、スクリーンは、モバイル・デバイスとのペアリング
を開始する。この点に関して、スクリーンは、利用可能な短距離通信ネットワークを用い
て、互換モバイル・コンピューティング・デバイスとの通信チャネル接続を開始すること
ができる。例えば、スクリーンは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＮＦＣ、ＺｉｇＢ
ｅｅ（登録商標）ネットワーク、ＷｉＦｉ（登録商標）ネットワーク、これらの組合せ、
及び同様のものを介して、（例えば、スクリーンのＩＰアドレス、サポートされるビデオ
・モード、サポートされるビデオ圧縮の形態、サポートされるパケット・フォーマット等
を含む）ペアリング・リクエストをモバイル・コンピューティング・デバイスに送信する
ことができる。ペアリング・リクエストを受信したことに応答して、互換モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、第１のレベルの接続についてスクリーンとネゴシエートす
ることができる。
【００７２】
　スクリーンとモバイル・コンピューティング・デバイスとの間で、通信チャネル接続が
開始されると、方法はブロック６０５に進み得る。ブロック６０５において、スクリーン
とモバイル・コンピューティング・デバイスとの間に、信頼のルート（root　of　trust
）が確立され得る。信頼のルートは、任意の適切な方法により確立され得る。例えば、ス
クリーン及びモバイル・コンピューティング・デバイスは、任意の適切な認証プロトコル
（attestation　protocol）を用いて、それらのアイデンティティ、実行環境等を互いに
認証することにより、互いとの信頼のルートを確立することができる。そのようなプロト
コルの非限定的な例として、エンハンスト・プライバシ識別（ＥＰＩＤ：enhanced　priv
acy　identification）プロトコル、リモート認証（ＲＡＡ：remote　attestation）プロ
トコル、直接自律認証（ＤＡＡ：direct　autonomous　attestation）プロトコル、これ
らの組合せ、及び同様のものが挙げられる。そのような例において、信頼のルートは、モ
バイル・コンピューティング・デバイスに対するスクリーンの認証が成功し、且つスクリ
ーンに対するモバイル・コンピューティング・デバイスの認証が成功すると確立され得る
。代替的又は追加的に、信頼のルートは、モバイル・コンピューティング・デバイスとス
クリーンとの間の以前の接続に基づいて確立されてもよく、その場合、認証は必要とされ
得ない。
【００７３】
　次いで、方法はブロック６０６に進み得る。ブロック６０６において、信頼のルートの
確立が成功したか、あるいは失敗したかに関する判定がなされ得る。信頼のルートの確立
が失敗した場合、方法はブロック６１２に進み終了し得る。しかしながら、信頼のルート
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が無事に確立された場合、方法はブロック６０７に進み得る。
【００７４】
　ブロック６０６において、モバイル・コンピューティング・デバイス（又は、モバイル
・コンピューティング・デバイスのユーザ）のアイデンティティが、スクリーンに対して
検証され得る。このブロックに従って実行されるアイデンティティ検証オペレーションは
、任意の適切なアイデンティティ検証プロトコルを用いて実行され得る。例えば、スクリ
ーンは、ユーザ名及びパスワード・プロトコル、生体認証プロトコル、ジェスチャベース
のプロトコル、これらの組合せ、及び同様のものを用いて、モバイル・コンピューティン
グ・デバイス又はモバイル・コンピューティング・デバイスのユーザのアイデンティティ
を確認することができる。例えば、スクリーンは、認証されるユーザ名及びパスワードの
組合せ（又は、生体情報）のデータベースに対して、入力されたユーザ名及びパスワード
（又は、生体情報）の妥当性を検証することができる。代替的又は追加的に、スクリーン
は、モバイル・コンピューティング・デバイスの動き（例えば、ジェスチャ）により生成
される、入力されるジャイロスコープのデータ及び／又は加速度計のデータだけに基づい
て、あるいはそのようなジャイロスコープのデータ及び／又は加速度計のデータと、例え
ば、１以上のボタン又は他の入力デバイスを用いてモバイル・デバイスになされる入力と
、の組合せに基づいて、モバイル・デバイス及び／又はユーザのアイデンティティを検証
してもよい。
【００７５】
　次いで、方法はブロック６０８に進み得る。ブロック６０８において、モバイル・デバ
イス及び／又はユーザのアイデンティティの検証が成功したかどうかに関する判定がなさ
れ得る。検証が失敗した場合、方法はブロック６１２に進み終了し得る。検証が成功した
場合、方法はブロック６０９に進み得る。ブロック６０９中に、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとスクリーンとの間のペアリング・セッション及び通信チャネルが確立
され得る。この方法におけるペアリング・セッション及び通信チャネルの確立は、図５Ｂ
に関連して上述したものと実質的に同じであり、簡潔さのために繰り返さない。ブロック
６１０において、スクリーン及び／又はモバイル・コンピューティング・デバイスは、セ
ッションを維持して、終了イベントをモニタリングすることができ、ブロック６１１にお
いて、終了イベントが発生したかどうかに関する判定がなされ得る。終了イベントが発生
していない場合、方法はブロック６１１からブロック６１０に戻り得、セッションのモニ
タリングが続く。しかしながら、終了イベントが検出された場合、方法はブロック６１１
からブロック６１２に進み得、セッションが終了し、方法は終了する。
【００７６】
　いくつかの状況において、複数の互換スクリーンがレンジ内にあるとき、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスを１つのスクリーンとペアリングすることが望ましい場合が
ある。このコンセプトが図７Ａに示されており、図７Ａにおいて、複数のスクリーン１０
３１、１０３２、１０３ｎ（ｎは１から１０００以上の範囲の０でない整数）が、デバイ
ス１０１のレンジ内にあり、ペアリングのために利用可能である。そのような例において
、デバイス１０１とスクリーン１０３１、１０３２、１０３ｎのうちの１つとのペアリン
グは、デバイス１０１とデバイス１０１がペアリングすることになるスクリーンとの両方
を用いて円滑にされ得る。
【００７７】
　理解され得るように、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは
、ディスプレイを含まなくてもよいので、複数のスクリーンがペアリングのために利用可
能である状況において、セキュリティが、重要な考慮事項であり得る。詳細には、意図さ
れないスクリーンとのペアリングは生じず、意図されるスクリーンとのペアリングのみが
生じることを確実にすることが重要であり得る。本明細書で説明したモバイル電子デバイ
スは、ビデオ情報及び他の情報をペアリングされるスクリーンに送信することができるの
で、これは特に当てはまる。セキュリティは、バックチャネルがスクリーンとモバイル・
コンピューティング・デバイスとの間に確立される状況において、特に、スクリーンが、
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バックチャネルを介して、モバイル・コンピューティング・デバイス上のリソースにアク
セスできる、あるいはバックチャネルを介して、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上のリソースを制御できる場合、さらに重要であり得る。
【００７８】
　このことを考慮して、図７Ｂを参照すると、図７Ｂは、本開示と整合する別の例示的な
ペアリング方法を示している。図示されるように、方法はブロック７０１で始まる。ブロ
ック７０２において、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングされること
になる第１のスクリーンが、ペアリング・モードにされ得る。ペアリング・モードは、第
１のスクリーンと一体化されている、あるいは第１のスクリーンに接続されている入力デ
バイスを介してなされた入力の受信時に開始され得る。例えば、第１のスクリーンは、特
定のボタンの押下、タッチ入力、スワイプ、動き、これらの組合せ、及び同様のものに応
答してペアリング・モードに入るよう構成され得る。必須ではないが、第１のスクリーン
は、第１のスクリーンがペアリング・モードにあることを示す視覚的インジケータを生成
してもよい。例えば、第１のスクリーンは、第１のスクリーンがペアリング・モードにあ
ることを示すために、光（例えば、発光ダイオード）を照らしてもよいし、そのスクリー
ン上に通知を提供してもよいし、振動してもよい、等である。
【００７９】
　第１のスクリーンが、ペアリング・モードにされると、方法はブロック７０３に進み得
る。ブロック７０３において、第１のスクリーンは、レンジ内にある他のスクリーン（以
後、「隣接スクリーン」）にロックダウン信号（lockdown　signal）を送信することがで
きる。一般に、ロックダウン信号は、隣接スクリーン（すなわち、第１のスクリーンの通
信レンジ内にあるスクリーン）が任意のモバイル・コンピューティング・デバイスからの
ペアリング・リクエストを受け入れることを防止するよう構成され得る。図７Ａを参照す
ると、スクリーン１０３２が、上述したペアリング・モードにされ得、スクリーン１０３

２は、有線通信インタフェース又は無線通信インタフェースを介して、ロックダウン信号
をスクリーン１０３１、１０３ｎに送信することができる。ロックダウン信号に応答して
、スクリーン１０３１、１０３ｎは、ロックダウン・モードに入り、例えば、特定の時間
期間の間、あるいはスクリーン１０３２からリリース信号（release　signal）を受信す
るまで、いかなるペアリング・リクエストも無視し得る。同様に、スクリーン１０３１、
１０３ｎは、ロックダウン・モードにある間、いかなるモバイル・コンピューティング・
デバイスともペアリングを開始することを試みることができない。
【００８０】
　ロックダウン信号が送信されると、方法はブロック７０４に進み得る。ブロック７０４
において、第１のスクリーンは、１つのモバイル・コンピューティング・デバイスからの
ペアリング信号の受信をモニタリングすることができる。この点に関して、ペアリング信
号は、上述したように、任意の適切な有線通信ネットワーク又は無線通信ネットワークを
用いて、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスにより送信され得る
。いくつかの実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ボタン押
下、ジェスチャ、又はこれらの組合せ等の入力に応答してペアリング信号を送信するよう
構成され得る。いずれの場合でも、方法はブロック７０５に進み得る。ブロック７０５に
おいて、１つのペアリング信号が受信されたかどうかに関する判定が、第１のスクリーン
によりなされ得る。１つのペアリング信号が受信されていない場合、又は複数のペアリン
グ信号が同時に受信される場合、方法はブロック７０６に進み得る。ブロック７０６にお
いて、第１のスクリーンは、接続のための時間期間がタイムアウトしたかどうかを判定す
ることができる。接続のための時間期間がタイムアウトした場合、方法はブロック７１１
に進み終了する。そのような例において、第１のスクリーンは、光の照射、一連のオーデ
ィオ・キュー（例えば、ビープ音）、これらの組合せ、及び同様のもの等の、オーディオ
・インジケータ及び／又は視覚的インジケータを用いて、接続の失敗を示すよう構成され
得る。接続のための時間期間が満了していない場合、方法はブロック７０４に戻り得、ブ
ロック７０４において、第１のスクリーンは、１つのモバイル・デバイスからのペアリン
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グ信号の受信をモニタリングするのを続けることができる。
【００８１】
　第１のスクリーンが、１つのモバイル・コンピューティング・デバイスから、１つのペ
アリング信号を受信すると、方法はブロック７０５からブロック７０７に進み得る。ブロ
ック７０７において、第１のスクリーン及びモバイル・コンピューティング・デバイスは
、図６Ｂのブロック６０４～ブロック６０８で説明した方法に従ってペアリングされ得、
図６Ｂのブロック６０９で説明したのと同じ方法により、ペアリング・セッション及び通
信チャネルが確立され得る。次いで、方法はブロック７０９に進み得る。ブロック７０９
において、第１のスクリーン及び／又はモバイル・コンピューティング・デバイスは、セ
ッションを維持して、終了イベントの発生をモニタリングすることができる。ブロック７
１０において、終了イベントが発生したかどうかに関する判定が、第１のスクリーン及び
／又はモバイル・コンピューティング・デバイスによりなされ得る。終了イベントが発生
した場合、方法はブロック７１１に進み得る。ブロック７１１において、セッション及び
通信チャネルが終了し、方法は終了する。終了イベントが発生していない場合、方法はブ
ロック７０９に戻り得、ブロック７０９において、第１のスクリーン及び／又はモバイル
・コンピューティング・デバイスは、セッション及び通信チャネルを維持して、終了イベ
ントの発生をモニタリングするのを続けることができる。
【００８２】
　本開示の別の態様は、モバイル・コンピューティング・デバイスからスマート／ダム・
スクリーンにビデオ情報及び／又は他の情報を送信するためのシステム及び方法に関する
。この点に関して、ペアリング中又はペアリング後に、モバイル・コンピューティング・
デバイスが互いと通信することを可能にするために、モバイル・コンピューティング・デ
バイスとスクリーンとの間に、通信チャネルが確立され得る。通信チャネルは、本開示の
モバイル・コンピューティング・デバイス及び／又はスクリーン上のモジュールの実行に
より、円滑にされ得る。そのようなモジュールは、デバイス・ペアリング命令を含み得る
。デバイス・ペアリング命令は、プロセッサにより実行されたときに、それぞれのデバイ
スに、モバイル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとの間の一方向通信及び／
又は双方向通信に適した通信チャネルを含むペアリング接続を生成させる。例えば、デバ
イス・ペアリング命令は、一方のデバイス又は両方のデバイスにより実行されたときに、
そのようなデバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスが物理的接続（例えば
、ＵＳＢ接続）又はＷｉＦｉ（登録商標）、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ＷｉＧｉ
ｇ、ミリメートル波技術、超高周波数通信、これらの組合せ、及び同様のもの等の無線接
続を介してビデオ情報及び他の情報をスクリーンに送信するためのソケットを確立するた
めのＴＣＰソケット・プロトコルを使用させることができる。いくつかの実施形態におい
て、デバイス・ペアリング命令はまた、実行されたときに、モバイル・コンピューティン
グ・デバイス及び／又はスクリーンに、スクリーンからモバイル・コンピューティング・
デバイスへの情報の伝送のためのバックチャネルを確立させることができる。そのような
チャネルの確立については上述しており、簡潔さのために繰り返さない。
【００８３】
　本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンはそれぞ
れ、多数の方法によりビデオ情報を送信及び受信するよう構成され得る。例えば、本明細
書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、それらが、Ｉ
ＮＴＥＬ（登録商標）　ワイヤレス・ディスプレイ（ＷｉＤｉ）技術及び／若しくはＷｉ
Ｇｉｇ技術、無線ＵＳＢ、又は別の既存の無線ビデオ技術等の既存の無線ビデオ伝送技術
と互換性があるように構成され得る。これら既存の技術のオペレーション及びハードウェ
ア要件は、よく理解されているものであり、したがって、本明細書で詳細に説明しない。
【００８４】
　既存の無線ビデオ技術は、有用であり得るが、１以上の欠点に悩まされ得る。例えば、
本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、ビデオ
情報が、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）　ワイヤレス・ディスプレイ（「ＷｉＤｉ」）技術を用
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いてモバイル・コンピューティング・デバイスからスクリーンに送信され得るように構成
され得る。この技術は有用であるが、ＷｉＤｉのいくつかの実装は、例えば、レイテンシ
を低減させるために、受信機（例えば、スクリーン）側での特定のハードウェアの使用に
依存し得る。詳細には、ＷｉＤｉの現在の実装は、スクリーン（受信機）側で特定のネッ
トワーク・インタフェース及びビデオ・ハードウェアの使用を必要とし得るので、スクリ
ーンにより受信されるビデオ情報は、スクリーンのネットワーク・インタフェースから直
接取り出され、スクリーンのビデオ回路のビデオ・バッファに直接配され得る。したがっ
て、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンは、ＷｉＤｉをサポートす
るよう構成され得るが、この技術のハードウェア制限は、特に、ユーザが、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスを、ＷｉＤｉをサポートするのに必要とされるハードウェア
を有さないスクリーンとペアリングすることを望む場合、非常に制限的であり得る。
【００８５】
　さらに、ＷｉＤｉのいくつかの実装は、概して、ビデオのソースからスクリーンへの一
方向通信を可能にする。したがって、ビデオ情報及び他の情報が、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスからＷｉＤｉ対応スクリーンに送信され得るが、既存のＷｉＤｉプロ
トコルは、スクリーンからモバイル・コンピューティング・デバイスへのデータの伝送を
可能にし得ない。より詳細には、いくつかのＷｉＤｉプロトコルは、スクリーンに接続さ
れた入力デバイスからのデータが、スクリーンからモバイル・コンピューティング・デバ
イスに逆に送信されることを可能にし得ない。これらの理由及び他の理由のため、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスからスクリーンにディスプレイ情報（ビデオ情報）を
送信するための他のオプションが望まれ得る。
【００８６】
　既存の無線ディスプレイ技術（特に、ＷｉＤｉ）に関する課題のうちの１以上に対処す
るために、本発明者らは、モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリングされ
たスマート／ダム・スクリーンにディスプレイ情報を送信するための２つの新たな無線デ
ィスプレイ・プロトコルを開発した。これらのプロトコルは、本明細書において、「フレ
ームスローワ（framethrower）」及び「ストリームスローワ（streamthrower）」と呼ば
れる。以下で詳細に説明するように、これらのプロトコルの両方は、ピア・ツー・ピア通
信を用いて、モバイル・コンピューティング・デバイスから直接スクリーンにビデオ情報
及び他の情報を送信する。したがって、これらは、ホスト（サーバ）からインターネット
、エンタープライズ・ネットワーク、又は同様のもの等の介在ＩＰネットワークを介して
クライアントにディスプレイを送信する、仮想ネットワーク・コンピューティング（ＶＮ
Ｃ）及び仮想ディスプレイ・コンピューティング（ＶＤＣ）等の技術と著しく異なる。さ
らに、フレームスローワ・プロトコル及びストリームスローワ・プロトコルは、ピア・ツ
ー・ピア通信を用いるので、これらは、ＶＮＣ技術及び／又はＶＤＣ技術を用いるシステ
ムにおいて経験され得るレイテンシの問題に悩まされ得ない。最後に、フレームスローワ
・プロトコル及びストリームスローワ・プロトコルは、適切な処理能力を有する任意のス
クリーンにより実行され得るので、他の無線ビデオ技術のハードウェア固有の要件により
課せられ得る制限を低減させることができる、そのような制限を最小限にすることができ
る、あるいはそのような制限を取り除くことができる。
【００８７】
　したがって、本開示の一態様は、フレームスローワ・プロトコルを用いてビデオ情報を
スマート／ダム・スクリーンに送信するよう構成されるモバイル・コンピューティング・
デバイスに関する。そのようなデバイスは、概して、図２に関して上述したデバイス１０
１の要素のいずれか又は全てを含む。詳細には、そのようなデバイスは、概して、プロセ
ッサ等の、ハードウェアにより少なくとも部分的に実装されるロジックと、メモリと、無
線通信インタフェース（ＷＣＯＭＭＳ）と、メディア・インタフェースと、１以上のセン
サと、電源と、オプションの１以上の入力デバイスと、を含む。プロセッサは、モバイル
・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶され得るオペレーティング・システムを
実行することができる。メモリはまた、コンピュータ読み取り可能命令を含み得るフレー
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ムスローワ・モジュールを記憶することができる。このコンピュータ読み取り可能命令は
、プロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、フ
レームスローワ・プロトコルを用いて、メディア（有線）インタフェース又は無線通信イ
ンタフェースを介してビデオ・データ及び／又は他のデータをペアリングされたスマート
／ダム・スクリーンに送信させることができる。
【００８８】
　次に図８を参照すると、図８は、本開示と整合する例示的なフレームスローワ・プロト
コルのフロー図を示している。説明の目的上、このプロトコルは、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスのプロセッサ上で実行されるオペレーティング・システムのコンテキ
スト内からそのプロセッサにより実行されているという想定の下で、図８のこのプロトコ
ルについて説明する。この方法は、モバイル・コンピューティング・デバイスとスクリー
ンとのペアリングが成功した後に実行されるということも想定している。この説明は例示
的なものに過ぎず、フレームスローワ・プロトコルは、ブート前コンテキスト（pre-boot
　context）等の別のコンテキスト内でモバイル・コンピューティング・デバイスにより
実行されてもよいことを理解すべきである。
【００８９】
　図８に示されるように、フレームスローワ・プロトコルはブロック８０１で始まる。ブ
ロック８０２において、フレームスローワ・モジュール命令は、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング
・デバイスに、カーネル・レベルでそのフレーム・バッファをキャプチャさせることがで
きる。フレーム・バッファは、モバイル・デバイス自身のものであってもよいし、モバイ
ル・コンピューティング・デバイス上でのアプリケーション、モバイル・コンピューティ
ング・デバイス上でのオペレーティング・システム、又はこれらの組合せの実行の結果で
あってもよい。
【００９０】
　いずれの場合も、フレームスローワ・モジュール命令は、カーネル・レベルで（例えば
、グラフィックス・フレームの形態の）フレーム・バッファをキャプチャする１以上の特
権ＯＳオペレーションを含むものとして理解され得る。フレーム・バッファの少なくとも
１つのフレームがキャプチャされると、方法はオプションのブロック８０３に進み得る。
ブロック８０３において、キャプチャされたフレーム・バッファが圧縮され得る。図９に
関連して後で説明するように、フレーム・バッファが圧縮される程度は、プロセッサ負荷
、圧縮時間、及びモバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングされたスマート
／ダム・スクリーンとの間のペアリング接続における利用可能な帯域幅等の多数のファク
タに基づいて変わり得る。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、フレーム・バッファは、フレーム間圧縮（inter　frame
　compression）、フレーム内圧縮（intra　frame　compression）、色空間圧縮、データ
削減（data　reduction）、又はこれらの組合せを用いて圧縮され得る。限定ではないが
、フレーム・バッファは、好ましくは、フレーム内圧縮、すなわち、個々のフレームごと
のデータが圧縮されるものを用いて圧縮される。いずれの場合でも、圧縮は、モバイル・
コンピューティング・デバイスに含まれるソフトウェア又はハードウェア圧縮エンジンに
より実行され得る。
【００９２】
　キャプチャされたフレーム・バッファの圧縮後、又はキャプチャされたフレーム・バッ
ファが圧縮されない場合、方法はブロック８０４に進み得る。ブロック８０４において、
キャプチャされたフレーム・バッファは、パケットにカプセル化され得る。この点に関し
て、フレームスローワ命令は、実行されたときに、キャプチャされたフレーム・バッファ
を（例えば、ソフトウェア・パイプライン又はハードウェア・パイプラインを介して）モ
バイル・コンピューティング・デバイスの無線通信インタフェースに伝送させることがで
き、そこで、ネットワーク・インタフェース・チップ／カード等の関連ハードウェアは、
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キャプチャされたフレーム・バッファをパケットにカプセル化することができる。例えば
、無線通信インタフェース内のネットワーク・インタフェース・チップ／カードは、キャ
プチャされたフレーム・バッファを、本開示の日付より前の、ＩＥＥＥ（institute　of
　electrical　and　electronics　engineers）により指定される８０２．１１標準のう
ちのいずれか又は全て等の予め定められた伝送プロトコルを用いた無線伝送又は有線伝送
に適したパケットにカプセル化することができる。
【００９３】
　任意の適切なパケット・フォーマットを使用して、フレーム・バッファをカプセル化す
ることができる。本開示に従って使用することができる１つの例示的なパケット・フォー
マットとして、インターネット・プロトコル（ＩＰ）パケット、ＴＣＰパケット、ＵＤＰ
パケット、ＲＴＳＰパケット、これらの組合せ、及び同様のものが挙げられる。限定では
ないが、フレーム・バッファは、好ましくは、ＩＰパケットにカプセル化される。
【００９４】
　次いで、方法はブロック８０５に進み得る。ブロック８０５において、キャプチャされ
たフレーム・バッファの１以上のフレームをカプセル化しているパケットが、モバイル・
コンピューティング・デバイスとペアリングされたスマート／ダム・スクリーンに送信さ
れ得る。パケットの送信は、上述したように、モバイル・コンピューティング・デバイス
とスマート／ダム・スクリーンとの間に確立された通信チャネル（例えば、ＴＣＰソケッ
ト）を介して生じ得る。限定ではないが、パケットの通信は、ＷｉＦｉ（登録商標）、Ｎ
ＦＣ、ＷｉＧｉｇ、有線／無線ＵＳＢ、ミリメートル波通信、超高周波数通信、又はこれ
らの組合せ等の、例えば、１以上の無線ピア・ツー・ピア通信ネットワークといった無線
ペアリング接続を介して、無線で生じる。
【００９５】
　モバイル・コンピューティング・デバイスが、キャプチャされたフレーム・バッファの
１以上のフレームをカプセル化しているパケットをスマート／ダム・スクリーンに送信す
るのを開始すると、そのようなパケットの送信が、終了イベントの発生まで続き得る。し
たがって、方法はブロック８０６に進み得る。ブロック８０６において、フレームスロー
ワ・モジュール命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに
、終了イベントの発生をモニタリングさせることができる。終了イベントの非限定的な例
は、図５Ａ～図７Ｂに示したペアリング方法に関連して上述したものを含む。ブロック８
０７において、終了イベントが発生したかどうかに関する判定がなされ得る。終了イベン
トが発生していない場合、方法はブロック８０２に戻り得、ブロック８０２において、モ
バイル・コンピューティング・デバイスは、終了イベントの発生をモニタリングするのを
続ける。終了イベントが発生すると、方法はブロック８０８に進み得る。ブロック８０８
において、キャプチャされたフレーム・バッファをカプセル化しているパケットの送信が
終了し、方法は終了する。
【００９６】
　上述したように、フレームスローワ・プロトコルは、キャプチャされたフレーム・バッ
ファのフレームをパケットにカプセル化してペアリングされたスマート／ダム・スクリー
ンに送信する前に、任意的に、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームを圧縮し
てもよい。圧縮は、制限された帯域幅がペアリングされたスマート／ダム・スクリーンへ
のビデオ情報の送信のために利用可能である状況において有用であるが、圧縮は、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスのプロセッサ上の処理負荷を増大させ得る。いくつか
の例において、フレーム・バッファの圧縮によりプロセッサに課せられる負荷は、無線で
送信されるディスプレイのパフォーマンスに影響を及ぼすほど大きなものであり得る。実
際、プロセッサが、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームを十分迅速に圧縮で
きない場合、キャプチャされたフレーム・バッファの１以上のフレームの送信がスキップ
され得る。代替的又は追加的に、スクリーンにより生成されるディスプレイは、所望の１
秒当たりのフレーム数よりも少なく行われてもよい。同様に、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとスクリーンとの間の無線接続における帯域幅は、制限され得、これは、
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スクリーン及びモバイル・コンピューティング・デバイスのそれぞれの機能の能力にかか
わらず、投げられたディスプレイ（thrown　display）のパフォーマンスに影響を及ぼし
得る。これらの問題のいずれも、望まれないユーザ経験及び／又は特定のタスクには不十
分なディスプレイ・パフォーマンスをもたらし得る。
【００９７】
　前述の問題に対処するための１つのオプションとして、本開示のモバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、プロセッサ・パフォーマンス（例えば、負荷）、ディスプレイ・
パフォーマンス（例えば、１秒当たりのフレーム数）、帯域幅維持、電力消費、これらの
組合せ、及び同様のもの等の所望のパフォーマンス・メトリック（performance　metric
）を達成するために、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームに適用された圧縮
のレベル及び／又はタイプを動的に調整するよう構成され得る。この点に関して、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶されたフレームスローワ・モジュール
は、コンピュータ読み取り可能圧縮最適化命令を含む圧縮最適化コンポーネントを含み得
る。このコンピュータ読み取り可能圧縮最適化命令は、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、１以上のパフォーマンス・メトリックをモニタリングさ
せ、所望のパフォーマンス・レベルを達成するために、キャプチャされたフレーム・バッ
ファに適用された圧縮の量及び／又はタイプを動的に調整させる。
【００９８】
　次に図９を参照すると、図９は、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームに適
用された圧縮を動的に調整する圧縮最適化コンポーネントを含む例示的なフレームスロー
ワ・プロトコルのフロー図を示している。図示されるように、方法はブロック９０１で始
まる。ブロック９０２において、フレームスローワ・モジュール命令は、モバイル・コン
ピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、図８のブロック８０２
に関連して上述したように、モバイル・コンピューティング・デバイスに、カーネル・レ
ベルでモバイル・コンピューティング・デバイスのフレーム・バッファをキャプチャさせ
ることができる。
【００９９】
　ブロック９０３において、フレームスローワ命令は、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、指定された圧縮のタイプを用いて、指定された圧縮レベ
ルで、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームを圧縮させることができる。初期
の実行において、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームは、第１の圧縮タイプ
で初期（第１）の圧縮レベルで伸張又は圧縮され得る。フレームの圧縮は、図８のブロッ
ク８０３に関して上述したのと同じ方法又は同様の方法で実行され得る。いくつかの実施
形態において、各フレームに適用される初期のタイプ及び圧縮レベルは、モバイル・コン
ピューティング・デバイスと互換スマート／ダム・スクリーンとのペアリング中、例えば
、上述したペアリング・プロトコルのうちの１つの実行中に決定され得る。これは、スマ
ート／ダム・スクリーンが、所定のタイプの圧縮アルゴリズムのみにより圧縮されている
データを伸張できる例において重要であり得る。
【０１００】
　次いで、方法はブロック９０４及びブロック９０５に進み得る。ブロック９０４及びブ
ロック９０５において、キャプチャされたフレーム・バッファの圧縮フレームが、パケッ
トにカプセル化され、表示のためのペアリングされたスクリーンに送信される。これらの
ブロックに従って実行されるオペレーションは、図８のブロック８０４及びブロック８０
５に関連して上述したものと実質的に同じであり、したがって、繰り返さない。しかしな
がら、キャプチャされたフレーム・バッファの各フレームに適用される圧縮のタイプ及び
圧縮レベルは、この方法において異なり得るので、圧縮最適化命令は、実行されたときに
、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ブロック９０４に従って生成された各パ
ケットに対してそのようなパケットにカプセル化されたフレームに適用された圧縮のタイ
プ及び／又はレベルに関する情報を用いて注釈を付けさせることができる。この情報は、
ペアリングされたスクリーンがモバイル・コンピューティング・デバイスから受信するパ
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ケットを適切に復号及び／又は伸張するために、ペアリングされたスクリーンにより使用
され得る。
【０１０１】
　ブロック９０６において、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームに適用され
た圧縮のタイプ及びレベルに対する１以上のパフォーマンス・メトリックがモニタリング
され得る。すなわち、（フレームスローワ命令と統合されている、あるいはフレームスロ
ーワ命令から切り離されている）圧縮最適化命令は、モバイル・コンピューティング・デ
バイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイス
に、ブロック９０３に従って適用された圧縮のタイプ及び／又はレベルに対する１以上の
パフォーマンス・メトリックをモニタリングさせることができる。
【０１０２】
　モニタリングすることができるパフォーマンス・メトリックのタイプ及び性質は、幅広
く変わり得るものであり、モバイル・コンピューティング・デバイスに内在するメトリッ
ク及び／又は外在するメトリックを含み得る。モバイル・コンピューティング・デバイス
に内在する適切なパフォーマンス・メトリックの非限定的な例は、プロセッサ負荷、フレ
ームの圧縮を完了させるのに必要とされるプロセッサ・サイクル／時間、電力使用量、バ
ッテリ・レベル、これらの組合せ、及び同様のものを含む。モバイル・コンピューティン
グ・デバイスに外在する適切なパフォーマンス・メトリックの非限定的な例は、ディスプ
レイ・フレーム・レート、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングされた
スクリーンとの間の通信チャネルの信号強度／帯域幅、これらの組合せ、及び同様のもの
を含む。
【０１０３】
　ブロック９０７において、モニタリングされているパフォーマンス・メトリックが、１
以上の予め設定されたパフォーマンス閾値の点で受け入れ可能かどうかに関する判定がな
され得る。この点に関して、圧縮最適化命令は、実行されたときに、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、モニタリングされているパフォーマンス・メトリックのうちの
１以上を、１以上の対応するパフォーマンス閾値と比較させることができる。パフォーマ
ンス閾値は、（例えば、ユーザ・プリファレンスに基づいて）モバイル・コンピューティ
ング・デバイスのユーザにより設定されてもよいし、受け入れ可能なパフォーマンスの特
性（例えば、サービス品質）を規定するサービス・プロバイダ又は製造業者により予め設
定されてもよい。
【０１０４】
　モニタリングされているパフォーマンス・メトリックが、関連するパフォーマンス閾値
を満たさない、あるいは超える場合、方法はブロック９０８に進み得る。ブロック９０８
において、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームに適用された圧縮のタイプ及
び／又はレベルが調整され得る。圧縮のタイプは、１つのタイプから別のタイプに変更さ
れ得、圧縮のタイプとともに適用された圧縮レベルは、特定されたパフォーマンス不足に
対処するために、且つ／あるいはパフォーマンスの所望のバランスを実現するために、上
方に（圧縮の増大）又は下方に調整され得る。
【０１０５】
　例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスは、プロアクティブなエアー管理（
proactive　air　management）を実行するよう構成され得る。そのような実施形態におい
て、モバイル・コンピューティング・デバイスは、特定のフレーム圧縮技術及び／又はレ
ベルを用いてフレームを圧縮するのに費やされるプロセッサ負荷／ＣＰＵサイクルととも
に、ペアリングされたスクリーンとの確立された接続において利用可能な帯域幅をモニタ
リングするよう構成され得る。そのようなモニタリングを介して取得された情報を使用し
て、所望のレベルのディスプレイ・パフォーマンスを得るために、圧縮タイプ、ビデオ解
像度、ビデオ・コンテンツ等といった様々なパラメータを動的に調整することができる。
【０１０６】
　例えば、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスは、比較的低速の
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プロセッサを備えることがあるが、ペアリングされたスクリーンとの高帯域幅の接続を確
立し得る。この場合、キャプチャされたフレーム・バッファのフレームに初期に適用され
る圧縮のタイプ及びレベルは、予め定められたプロセッサ負荷閾値を超える負荷をプロセ
ッサに課し得るが、デバイスとペアリングされたスクリーンとの間の接続において、何ら
かの帯域幅は利用可能なままである。補償するために、圧縮最適化命令は、実行されたと
きに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、キャプチャされたフレーム・バッフ
ァのフレームに適用された圧縮のレベルを低下させること、プロセッサ低集中型の圧縮（
less　processor　intensive　type　of　compression）に変更すること、投げられるビ
デオの解像度を変更すること、あるいは、別の形で投げられるビデオを変更すること、こ
れらの組合せ、及び同様のことを行わせることができる。
【０１０７】
　これらの変更のいずれも、プロセッサ上の負荷を、潜在的にプロセッサ負荷が予め定め
られたプロセッサ閾値内であるポイントまで低減させることができる。いくつかの実施形
態において、そのような調整は、増大される帯域幅消費を生じさせ得る。というのは、圧
縮のレベルを低下させること、及び／又は低集中型の圧縮タイプに調整することは、圧縮
のより高いレベル及び／又は高集中型の圧縮タイプが使用される例と比較して、より大き
なパケット及び／又は追加のパケットを送信する必要性をもたらし得るからである。
【０１０８】
　別の例において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、比較的高速のプロセッ
サを含むことがあるが、ペアリングされたスクリーンとの比較的低い帯域幅の接続を確立
し得る。そのような例において、初期の圧縮タイプ及びレベルにより課せられるプロセッ
サ負荷は、受け入れ可能なプロセッサ負荷閾値内であり得るが、十分なパケットを送信す
るのに必要とされる帯域幅が、通信チャネルにおいて利用可能でないことがある。この問
題に対処するために、圧縮最適化命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに、フレーム圧縮を増大させることができるプロセッサ高集中型の圧縮タ
イプに切り替えさせることができる、且つ／あるいは、キャプチャされたフレーム・バッ
ファのフレームに適用された圧縮レベルを増大させることができる。そのような調整の一
方又は双方は、通信チャネルを介して伝送されるデータ・パケットのサイズ及び／又は数
を、潜在的に受け入れ可能な帯域幅閾値内にまで低減させることができる。いくつかの実
施形態において、そのような調整は、増大されるプロセッサ負荷を生じさせ得る。という
のは、圧縮のレベルを増大させること、及び／又は高集中型の圧縮タイプに調整すること
は、圧縮のより低いレベル及び／又は低集中型の圧縮タイプが使用される例と比較して、
圧縮を実行するためのさらなるプロセッサ・サイクルの必要性をもたらし得るからである
。
【０１０９】
　ブロック９０８に従って圧縮のタイプ及び／又はレベルに対する調整がなされると、方
法はブロック９０３に戻り得る。ブロック９０３において、調整されたタイプ及び／又は
レベルの圧縮が、キャプチャされたフレーム・バッファのさらなるフレームに適用される
。次いで、方法は、満足のいくパフォーマンス・レベルが達成されるまで、ブロック９０
３～ブロック９０７を繰り返し得る。
【０１１０】
　満足のいくパフォーマンス・レベルが達成されると、方法はブロック９０９に進み得る
。ブロック９０９において、フレームスローワ命令は、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、終了イベントをモニタリングさせることができる。終了
イベントが検出されない場合、方法はブロック９０２にループバックして繰り返し得る。
終了イベントが検出された場合、方法はブロック９１１に進み終了し得る。
【０１１１】
　本開示の別の態様は、ストリームスローワ・プロトコルを用いてビデオ情報をスマート
／ダム・スクリーンに送信するよう構成されるモバイル・コンピューティング・デバイス
に関する。以下で説明するように、そのようなデバイスは、ビデオ・ストリーミング技術
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を用いて、有線接続又は無線接続を介してビデオ情報をペアリングされたスクリーンに送
信することができる。これは、フレーム・バッファの個々のフレームがキャプチャされペ
アリングされたスクリーンに出力され得る、フレームスローワ・プロトコルを用いるデバ
イスとは対照的である。
【０１１２】
　ストリームスローワ・プロトコルを用いるよう構成されたモバイル・コンピューティン
グ・デバイスは、図２に関して上述したデバイス１０１の要素のいずれか又は全てを含み
得る。詳細には、そのようなデバイスは、プロセッサと、メモリと、無線通信インタフェ
ース（ＷＣＯＭＭＳ）と、メディア・インタフェースと、１以上のセンサと、電源と、オ
プションの１以上の入力デバイスと、を含む。モバイル・コンピューティング・デバイス
のプロセッサは、メモリに記憶され得るオペレーティング・システムを実行することがで
きる。さらに、ストリームスローワ・モジュールが、モバイル・コンピューティング・デ
バイスのメモリに記憶され得る。ストリームスローワ・モジュールは、コンピュータ読み
取り可能ストリームスローワ命令を含み得る。このコンピュータ読み取り可能ストリーム
スローワ命令は、プロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・
デバイスに、ストリームスローワ・プロトコルを用いて、メディア（有線）インタフェー
ス又は無線通信インタフェースを介してビデオ・データ及び／又は他のデータをペアリン
グされたスマート／ダム・スクリーンに送信させることができる。さらに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスは、オプションのビデオ圧縮エンジン（図示せず）を備えて
もよい。このビデオ圧縮エンジンは、ハードウェア、ソフトウェア、又はこれらの組合せ
の形態であり得る。
【０１１３】
　次に図１０を参照すると、図１０は、本開示と整合する例示的なストリームスローワ・
プロトコルのフロー図を示している。説明の目的上、このプロトコルは、オペレーティン
グ・システムのコンテキスト内からモバイル・コンピューティング・デバイスのプロセッ
サにより実行されているという想定の下で、図１０のこのプロトコルについて説明する。
この方法は、モバイル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとのペアリングが成
功した後に実行されるということも想定している。この説明は例示的なものに過ぎず、ス
トリームスローワ・プロトコルは、別のコンテキスト内でモバイル・コンピューティング
・デバイスにより実行されてもよいことを理解すべきである。
【０１１４】
　図１０の実施形態において、ストリームスローワ・プロトコルはブロック１００１で始
まる。ブロック１００２において、ストリームスローワ・モジュール命令は、モバイル・
コンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、カーネル・レベルでモバイル・コンピューティング・デバイ
スのフレーム・バッファをキャプチャさせることができる。したがって、ストリームスロ
ーワ・モジュール命令は、カーネル・レベルでグラフィックス・フレームをキャプチャす
る１以上の特権ＯＳオペレーションを含むものとして理解され得る。次いで、方法はブロ
ック１００３に進み得る。ブロック１００３において、キャプチャされたフレーム・バッ
ファが、ビデオに変換され得る。
【０１１５】
　キャプチャされたフレーム・バッファのビデオへの変換は、所望のフォーマットのビデ
オ出力を生成するために、ソフトウェア、ハードウェア、又はこれらの組合せを用いて実
行され得る。ＭＰＥＧ（moving　picture　experts　group）フォーマット（例えば、Ｍ
ＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４（ＭＰ４）等）、Ａｐｐｌｅ（登録商標）　ＱＵＩＣＫＴＩＭ
Ｅ（登録商標）ファイル・フォーマット、フラッシュ・ビデオ・フォーマット、Ｍ４Ｖフ
ォーマット、ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ｍｅｄｉａ　ｖｉｄｅｏ（ＷＭＶ）フォーマ
ット、ｈｔｍｌ５ビデオ・フォーマット、これらの組合せ、及び同様のもの等の任意の適
切なビデオ・フォーマットが使用され得るが、これらのいずれかに限定されるものではな
い。キャプチャされたフレーム・バッファの、そのようなフォーマットのうちの１以上へ
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の変換は、ハードウェア、ソフトウェア、又はこれらの組合せにより実行され得る既知の
変換プロトコルを用いて実現され得る。
【０１１６】
　キャプチャされたフレーム・バッファがビデオに変換されると、方法はオプションのブ
ロック１００４に進み得る。ブロック１００４において、ストリームスローワ命令は、実
行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ビデオを圧縮させること
ができる。この点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ブロック１０
０３に従って生成されたビデオを圧縮するよう構成されたハードウェア圧縮エンジン（図
示せず）及び／又はソフトウェア圧縮エンジン（図示せず）を含み得る。限定ではないが
、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスは、好ましくは、この目的のための
ハードウェア圧縮エンジンを含む。使用することができる適切な圧縮エンジンの非限定的
な例は、Ｈ．２６４、赤緑青（ＲＧＢ）からＵ’ＵＶ４２０へのもの、他の圧縮エンジン
、これらの組合せ、及び同様のものを含む。
【０１１７】
　ビデオが圧縮されると、あるいはビデオが圧縮されない場合、方法はブロック１００５
に進み得る。ブロック１００５において、ストリームスローワ命令は、実行されたときに
、モバイル・コンピューティング・デバイスに、確立された通信チャネルを介してビデオ
をペアリングされたスクリーンに送信させることができる。すなわち、ストリームスロー
ワ命令は、実行されたときに、ブロック１００２及び任意的にブロック１００３に従って
生成されたビデオを、確立された有線接続又は無線接続を介してペアリングされたスマー
ト／ダム・スクリーンに送信させることができる。ビデオの送信は、ビデオ・ストリーミ
ング・プロトコル等の任意の適切なビデオ伝送プロトコルを用いて実現され得る。使用す
ることができる適切なビデオ・ストリーミング・プロトコルの非限定的な例は、ＲＴＳＰ
、他のビデオ・ストリーミング・プロトコル、これらの組合せ、及び同様のものを含む。
【０１１８】
　ブロック１００２に従って生成されるビデオのタイプ、（もしあれば）ブロック１００
３に従って適用される圧縮のタイプ、及び／又はビデオ・ストリーミング・プロトコルの
タイプは、モバイル・コンピューティング・デバイス及びペアリングされたスクリーンの
能力に基づいて選択され得る。この点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス及びペアリングされたスクリーンは、上述したペアリング・プロセスのうちのいずれか
の間に、互換ビデオ・フォーマット、圧縮タイプ／レベル、及びストリーミング・プロト
コルについてネゴシエートすることができる。
【０１１９】
　スクリーンへのビデオ送信が開始すると、方法はブロック１００６に進み得る。ブロッ
ク１００６において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、終了イベントの発生
をモニタリングすることができる。ブロック１００７において、終了イベントが発生した
かどうかに関する判定がなされる。終了イベントが発生していない場合、方法はブロック
１００２にループバックして繰り返し得る。終了イベントが発生すると、方法はブロック
１００８に進み得る。ブロック１００８において、ビデオ情報のキャプチャ及び送信が終
了し、方法は終了する。
【０１２０】
　前述のことを考慮すると、本明細書で説明したスクリーンは、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにより実行されるフレームスローワ・プロトコル及び／又はストリーム
スローワ・プロトコルを用いて生成されたビデオ情報を含む信号を受信し、そのような信
号に含まれるビデオ情報を取得するためにそのような信号を復号し、そのような情報をデ
ィスプレイ上にレンダリング／表示させるよう構成され得る。この点に関して、本明細書
で説明したスクリーンは、スクリーンのメモリに記憶されたビデオ復号モジュールを含み
得る。ビデオ復号モジュールは、コンピュータ読み取り可能復号命令（例えば、ＪＡＶＡ
（登録商標）又は他のコード）を含み得る。このコンピュータ読み取り可能復号命令は、
スクリーンのプロセッサ又は特定用途向け集積回路により実行されたときに、スクリーン
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に、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信した、ビデオ情報及び他の情報を
含む信号を復号させる。いくつかの実施形態において、復号命令は、スクリーンが、ビデ
オ情報を含むパケットを解釈及び／又は復号し、そのようなビデオ情報を伸張し、且つ／
あるいはそのようなビデオ情報をスクリーン上に表示させることを可能にするよう構成さ
れる。したがって、復号命令は、ペアリングされたモバイル・コンピューティング・デバ
イスにより使用されるパケット・フォーマット、ビデオ・フォーマット、及び圧縮タイプ
／量をサポートするよう構成され得る。
【０１２１】
　モバイル・コンピューティング・デバイス・パフォーマンス、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとスクリーンとの間の通信リンクにおける利用可能な帯域幅、（もしあ
れば）スクリーンの処理能力、及びこれらの組合せを含む多数のファクタが、スクリーン
に投げられるディスプレイのパフォーマンスに影響を及ぼし得る。例えば、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスとスクリーンとの間の無線通信リンクは、制限された帯域幅
を有し得る。そのような例において、通信リンクは、（サービス品質により規定され得る
ような）適切なユーザ経験をもたらすのに十分なレートで、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスからスクリーンにビデオ情報を伝達できないこともある。
【０１２２】
　この問題に対処するために、モバイル・コンピューティング・デバイス及び／又はスク
リーンは、複数の形態の無線通信をサポートするよう構成され得、投げられるディスプレ
イの所望のパフォーマンスを得るために、そのような形態の全て又は一部を利用すること
ができる。より詳細には、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス
及び／又はスクリーンは、１以上のチャネルを介した複数の形態の通信をサポートするこ
とができ、所望のレベルのディスプレイ・パフォーマンスを達成するために、そのような
形態のいずれか又は全てを利用することができる。
【０１２３】
　したがって、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリ
ーンはそれぞれ、それぞれのメモリに記憶されたマルチチャネル・ビデオ伝送モジュール
（ＭＶＴＭ：multichannel　video　transmission　module）を含み得る。以下で説明す
るように、ＭＶＴＭは、コンピュータ読み取り可能マルチチャネル命令を含み得る。この
コンピュータ読み取り可能マルチチャネル命令は、モバイル・コンピューティング・デバ
イス及び／又はスクリーンにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デ
バイス及び／又はスクリーンに、複数の通信チャネルを介して、且つ／あるいは複数の異
なる通信モードを用いて、ビデオ情報及び／又は他の情報を通信させる。
【０１２４】
　次に図１１を参照すると、図１１は、１以上の通信チャネル／モードを用いて、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスからビデオ情報を送信する例示的な方法を示している
。説明の目的上、モバイル・コンピューティング・デバイスは、互換スクリーンと無線で
ペアリングされており、上述したように、この方法の実行に先立って、１つの通信チャネ
ルが確立されていることを想定している。
【０１２５】
　図示されるように、方法はブロック１１０１で始まる。ブロック１１０２において、モ
バイル・コンピューティング・デバイスは、確立された接続／チャネルを介して、ビデオ
情報及び／又は他の情報をペアリングされたスクリーンに送信することができる。すなわ
ち、モバイル・コンピューティング・デバイスは、確立された無線通信チャネルを介して
、そのディスプレイをペアリングされたスクリーンに投げることができる。次いで、方法
はブロック１１０３に進み得る。ブロック１１０３において、モバイル・コンピューティ
ング・デバイス及び／又はスクリーンは、投げられたディスプレイのパフォーマンスをモ
ニタリングして、そのパフォーマンスを予め確立されているディスプレイ・パフォーマン
ス要件と比較することができる。投げられたディスプレイのパフォーマンスのモニタリン
グは、任意の適切な方法で実行され得る。例えば、モバイル・コンピューティング・デバ
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イスは、確立されたバックチャネルを介してペアリングされたスクリーンから受信される
ディスプレイ・パフォーマンス（例えば、１秒当たりのフレーム数）のレポートをモニタ
リングすることができる。代替的又は追加的に、モバイル・コンピューティング・デバイ
スは、モバイル・コンピューティング・デバイスの無線通信インタフェースからペアリン
グされたスクリーンにビデオ・データが送信されるレート及び／又は速度をモニタリング
して、そのレート及び／又は速度を予め確立されているレート／速度要件と比較してもよ
い。他のメトリックは、ドロップされたフレーム（dropped　frames）の数、１秒当たり
に表示されたフレームの数、フレーム・アップデート間の最大時間、これらの組合せ、及
び同様のものを含み得る。同様に、スクリーンは、投げられたディスプレイがレンダリン
グ／表示される１秒当たりのフレームの数、及び／又はモバイル・コンピューティング・
デバイスからビデオ・データが受信される速度／レートをモニタリングするよう構成され
得る。
【０１２６】
　次いで、方法はブロック１１０４に進み得る。ブロック１１０４において、投げられた
ディスプレイのパフォーマンスが十分であるかどうかに関する判定がなされ得る。そのよ
うな判定は、モバイル・コンピューティング・デバイス及び／又はスクリーンによる、投
げられたディスプレイのモニタリングされているパフォーマンスと、サービス品質により
設定され得るような予め定められたパフォーマンス要件と、の比較に基づき得る。モニタ
リングされているパフォーマンスが十分であると判定された場合、方法はブロック１１０
９に進み得る。ブロック１１０９において、ビデオ情報の送信を続けるかどうかに関する
判定がなされ得る。ビデオ情報の送信を続ける場合、方法はブロック１１０２にループバ
ックして繰り返し得る。ビデオ情報の送信を続けない場合、方法はブロック１１１０に進
み終了し得る。
【０１２７】
　投げられたディスプレイのパフォーマンスが十分でないと判定された場合、方法はブロ
ック１１０５に進み得る。ブロック１１０５において、さらなる通信モードが利用可能で
ありサポートされているかどうかに関する判定が、モバイル・コンピューティング・デバ
イス及び／又はスクリーンによりなされ得る。さらなる通信モードが、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス及びスクリーンにより、利用可能でなく、サポートされていない
場合、方法はブロック１１０９及びおそらくはブロック１１１０に進み得る。しかしなが
ら、さらなる通信モードが、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンに
より、利用可能であり、サポートされている場合、方法はブロック１１０６に進み得る。
ブロック１１０６において、１以上のさらなる通信モードのうちの１以上を用いて、補助
的接続がデバイス間に確立される。
【０１２８】
　例えば、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンはそれぞれ、ＷｉＦ
ｉ（登録商標）及びＮＦＣを介した通信をサポートし得る。そのような例において、モバ
イル・コンピューティング・デバイスとスクリーンとのペアリングは、ＮＦＣのみを用い
て、それらの間の初期接続を確立し得る。図９に示した方法に従うと、スクリーン及び／
又はモバイル・コンピューティング・デバイスは、ＮＦＣ接続を用いてモバイル・コンピ
ューティング・デバイスからスクリーンに投げられるディスプレイのパフォーマンスをモ
ニタリングすることができる。（ブロック１１０４に従って）投げられたディスプレイの
パフォーマンスが十分でないと判定された場合、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス及び／又はスクリーンは、ブロック１１０５に従って、ＷｉＦｉ（登録商標）通信が、
モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンの両方により、利用可能であり
、サポートされていると判定することができる。次いで、ブロック１１０６に従って、モ
バイル・コンピューティング・デバイス及び／又はスクリーンは、補助的無線接続につい
てネゴシエートし、相互にサポートされているＷｉＦｉ（登録商標）プロトコルを用いて
互いとの補助的無線接続を確立することができる。
【０１２９】
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　次いで、方法はブロック１１０７に進み得る。ブロック１１０７において、補助的接続
が確立されたかどうかに関する判定がなされ得る。補助的接続が確立されていない場合、
方法はブロック１１０９に進み、ブロック１１０９からブロック１１０２又はブロック１
１１０に進み得る。補助的接続が確立されている場合、方法はブロック１１０８に進み得
る。ブロック１１０８において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、補助的接
続を用いて、スクリーンへのビデオ情報の送信を補完することができる。例えば、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスは、初期接続の帯域幅を超える帯域幅、及び／又は、
増大される安定性等、初期接続に対する他の利益を示す帯域幅を有する複合接続（compos
ite　connection）を得るために、初期接続（例えば、ＮＦＣ）と補助的接続（例えば、
ＷｉＦｉ（登録商標））との間で、ビデオ情報を含むパケットの送信を分割又は分配する
ことができる。次いで、方法は、ビデオ情報の送信が終了するまで、ブロック１１０２に
ループバックして繰り返し得る。
【０１３０】
　上述したように、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、有
線接続又は無線接続を介してビデオを１以上のペアリングされたスクリーンに送信するよ
う構成され得る。いくつかの例において、プログラム（例えば、オペレーティング・シス
テム及び／又はオペレーティング・システムのコンテキスト内で実行されるアプリケーシ
ョン）が、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行され、そのようなプログラ
ムの実行により生成されるディスプレイ出力が、表示のためにモバイル・コンピューティ
ング・デバイスと一体化されていないペアリングされたスクリーンに送信されるように、
この機能は利用され得る。
【０１３１】
　例えば、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ（登録商標）　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティング・システム、Ｇｏ
ｏｇｌｅ（登録商標）　ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）オペレーティング・システム、Ａｐ
ｐｌｅ（登録商標）　ｉＯＳオペレーティング・システム及び／又はＯＳ　Ｘ（登録商標
）オペレーティング・システム、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティング・システム、
別のオペレーティング・システム、又はこれらの組合せ等のオペレーティング・システム
を実行するよう構成され得る。このようなオペレーティング・システムは、実行されたと
きに、オペレーティング・システム及びオペレーティング・システムの環境内から実行さ
れるアプリケーションとのユーザ・インタラクションを円滑にするグラフィカル・ユーザ
・インタフェース（ＧＵＩ）を生成する。従来のデバイスでは、ＧＵＩは、そのデバイス
と一体化されているスクリーン、又は、有線接続によりそのデバイスに接続されているス
クリーン上に表示され得る。
【０１３２】
　従来のデバイスと同様、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスも、上述し
たオペレーティング・システム等のオペレーティング・システムを実行することができる
。しかしながら、従来のデバイスとは異なり、本明細書で説明したモバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、一体型ディスプレイを有していないことがあり、上述したように
、オペレーティング・システム又はアプリケーションの実行中に生成されたディスプレイ
出力（例えば、ＧＵＩ）を非一体型ディスプレイに送信する、あるいは「投げる」よう構
成され得る。その結果が分散コンピューティング・システムであり得る。この分散コンピ
ューティング・システムにおいて、オペレーティング・システム及びアプリケーションの
処理及び実行は、モバイル・コンピューティング・デバイス上で生じるが、そのような処
理及び実行から生じるビデオ出力は、例えば、モバイル・コンピューティング・デバイス
とスクリーンとの間の無線接続を用いて、表示のための非一体型スクリーンに送信される
。
【０１３３】
　多くのスクリーン（例えば、ラップトップのディスプレイ、テレビジョン、スマートフ
ォンのディスプレイ等）は、画像及びビデオを、所定の向き（横長／縦長）に、所定のア
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スペクト比（１６：９、１６：１０、４：３等）で、最適に表示するよう構成される。結
果として、モバイル・コンピューティング・デバイスから送信されるビデオ出力の向き及
び／又はアスペクト比の管理が、特に、モバイル・コンピューティング・デバイスが、ペ
アリングされるスクリーンの向き及びアスペクト比とは異なる向きの、あるいは異なるア
スペクト比のビデオ出力を生成できる場合、望まれ得る。
【０１３４】
　モバイル・デバイス・オペレーティング・システム（例えば、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商
標）、Ａｐｐｌｅ　ＯＳ（登録商標）等）上での実行のために意図される多くのアプリケ
ーションは、アプリケーションのビデオ出力が、元となるデバイスの向きの変化に応じて
回転し得る、あるいは切り替わり得るように、コーディングされる。例えば、モバイル・
デバイスが、縦長向きから横長向きに回転される場合、そのようなデバイス上で実行され
るモバイル・オペレーティング・システムのコンテキスト内で実行されるアプリケーショ
ンは、それに従って要求されるビデオ出力向きを変化させるよう構成され得る。向きのこ
の変化は、オペレーティング・システムから受信される「スクリーン向きの変化」という
アップデート・メッセージの受信を前提とし得る。もちろん、アプリケーションは、この
ようにコーディングされる必要はない。実際、いくつかのアプリケーションは、そのアプ
リケーションを実行しているデバイスが回転されたか否かにかかわらず、それらのビデオ
出力が固定された向きを保つように、コーディングされ得る。
【０１３５】
　前述のことを考慮して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス
は、異なる好ましい向き、スケール、及び／又はアスペクト比を有する様々な異なるスク
リーンとペアリングすることができる。結果として、モバイル・コンピューティング・デ
バイスから送信されるビデオ出力は、ペアリングされたスクリーンの好ましい向き及びア
スペクト比と整合しないように、向けられることもあるし、且つ／あるいはスケーリング
されることもある。例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスからのディスプレ
イ出力は、第１の向き（例えば、横長）を有し得るのに対し、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとペアリングされたスクリーンは、第１の向きとは異なる第２の向き（例
えば、縦長）を有し得る。向きのこの違いは、モバイル・コンピューティング・デバイス
からのビデオ出力を、ぎこちなく、あるいは不適切に、スクリーン上に表示させ得る。
【０１３６】
　モバイル・コンピューティング・デバイスの向きかえ（reorientation）も、ビデオ出
力の向きを切り替えさせ、したがって、ペアリングされたスクリーン上に表示されるビデ
オの向きを切り替えさせ得る。これは、特に、モバイル・コンピューティング・デバイス
が静止した状態のままでない場合、問題であり得る。例えば、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスがユーザのポケットに収められている場合、（例えば、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス内の１以上のジャイロスコープによりレポートされる）モバイル
・コンピューティング・デバイスの向きは、ユーザが動くとともに、繰り返し切り替わり
得る。デバイスの向きかえごとに、デバイスからのディスプレイ出力の向きは変化し得る
。向きのこの変化は、ペアリングされたスクリーンに変換され得る。すなわち、これは、
ペアリングされたスクリーン上に表示されるビデオの向きを繰り返し変化させ、おそらく
は不快なユーザ経験をもたらし得る。
【０１３７】
　オペレーティング・システム内で実行されるいくつかのアプリケーションは、そのアプ
リケーションが実行されるデバイスの向きにかかわらず、特定の方向に向けられるビデオ
出力を要求することがある。例えば、いくつかのアプリケーションは、そのアプリケーシ
ョンを実行しているデバイスが縦長に向けられるか横長に向けられるかにかかわらず、横
長向きを有するビデオ出力を要求するようコーディングされることがある。結果として、
モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリングされたスクリーンに送信される
ビデオ情報は、その向きがペアリングされたスクリーンの好ましい向きと整合しなくても
、要求された向きを有し得る。
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【０１３８】
　最後に、いくつかのアプリケーションは、１つのディスプレイ向きを考慮して元々設計
されることがあるが、それらがあたかも反対向きであるかのようにコーディングされるこ
とがある。このような場合、ペアリングされたスクリーンから（例えば、以下で説明する
バックチャネルを介して）モバイル・コンピューティング・デバイスに送信される入力デ
バイス情報（例えば、マウス座標及び／又はタッチ座標）は、コーディングされた向きと
は反対であることがある。例えば、アプリケーションは、横長向きを考慮して設計される
ことがあるが、あたかも縦長向きで実行されるようにコーディングされることがある。そ
のような例において、モバイル・コンピューティング・デバイスからスクリーンに送信さ
れるビデオ出力は、スクリーンにより、横長向きで表示されることがある。これは、スク
リーンに、（例えば、スクリーンに接続された入力デバイスからの）受信した入力を、ア
プリケーションの設計された向きと整合しないように、モバイル・コンピューティング・
デバイスにレポートさせ得る。
【０１３９】
　例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスにより実行されるアプリケーション
は、横長向きを考慮して設計されることがあるが、あたかも縦長向きで実行されるように
コーディングされることがある。そのような例において、モバイル・コンピューティング
・デバイスからのビデオ出力が、ペアリングされたスクリーンに投げられ、横長向きで表
示され得る。後で説明するように、スクリーンに接続された入力デバイスは、モバイル・
コンピューティング・デバイス上で実行されるアプリケーションとインタラクトするため
に使用され得る。このインタラクションは、スクリーンが、例えば、バックチャネルを介
して、モバイル・コンピューティング・デバイスにイベント（例えば、マウス・クリック
、スワイプ、タッチ等）をレポートすることにより、円滑にされ得る。この例において、
スクリーンは、アプリケーションのコーディングされた向きを認識していないので、スク
リーンは、コーディングされた向きと整合するように入力デバイスにより生成されたイベ
ント（例えば、クリック、スワイプ等）に対応する画素／位置座標をレポートし得る。こ
の例において、スクリーンは、コーディングされた縦長向きと反対であり得る横長向きと
整合する画素／位置座標をレポートし得る。
【０１４０】
　要するに、向きに関連する様々なファクタが、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上で実行されペアリングされたスクリーン上に表示されるアプリケーションのディスプ
レイに影響を及ぼし得る、且つ／あるいは、ペアリングされたスクリーンに接続された入
力デバイスを用いたそのようなアプリケーションとのインタラクションに影響を及ぼし得
る。本開示の一態様は、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスから
送信されるビデオ出力の向きの管理を可能にすることにより、そのような問題の１以上に
対処するためのシステム及び方法に関する。
【０１４１】
　この点に関して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、メ
モリに記憶された向き制御モジュールを含み得る。向き制御モジュールは、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイス上でのオペレーティング・システム及び／又はアプリケーションの
実行により生成されるビデオ出力の向きの管理及び／又は制御を可能にする向き命令（or
ientation　instructions）を含み得る。向きの管理は、モバイル・コンピューティング
・デバイス上、ペアリングされたスクリーン上、又はこれらの組合せで生じ得る。
【０１４２】
　いくつかの実施形態において、向き命令は、実行されたときに、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに、オペレーティング・システムからオペレーティング・システムの
コンテキスト内で実行されているアプリケーションに送信され得る「スクリーン向きの変
化」通知を無効にさせる。すなわち、向き命令は、実行されたときに、オペレーティング
・システムに、モバイル・コンピューティング・デバイスの物理的向きが変化し得るとき
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でも、モバイル・コンピューティング・デバイスは固定された向きであるとアプリケーシ
ョンにレポートさせることができる。スクリーン向きの変化通知の生成を無効にすること
により、オペレーティング・システムのコンテキスト内で実行されているアプリケーショ
ンは、オペレーティング・システムによりレポートされる固定された向きと整合する向き
を有するビデオ出力を要求することができる。結果として、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスからペアリングされたスクリーンに投げられるビデオは、固定された向きを
保つことができる。
【０１４３】
　代替的又は追加的に、向き命令は、実行されたときに、スクリーン自身をどのように向
けさせるか、且つ／あるいは、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されて
いるアプリケーションの要求と整合し続けるようディスプレイをどのように構成するかを
スクリーンに通知することにより、ペアリングされたスクリーン上に生成される画像の向
きに対する自動制御を可能にしてもよい。この点に関して、次に図１２を参照すると、図
１２は、本開示と整合する例示的な向き制御方法を示している。この方法の説明の目的上
、モバイル・コンピューティング・デバイスは、互換スクリーンと以前にペアリングされ
ており、モバイル・コンピューティング・デバイスは、そのディスプレイをスクリーンに
投げており、そのディスプレイは、オペレーティング・システムのコンテキスト内からモ
バイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーションのグラフィ
カル・ユーザ・インタフェースと関連すると想定している。
【０１４４】
　図示されるように、図１２の方法はブロック１２０１で始まる。ブロック１２０２にお
いて、プロセッサにより実行された向き命令は、モバイル・コンピューティング・デバイ
スに、そのディスプレイ出力の向き及び／又は他のパラメータ（解像度、スケール等）に
関する、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーション
の予想（expectations）をモニタリングさせることができる。理解され得るように、ディ
スプレイ向き及び／又は他のパラメータに関するアプリケーション予想は、オペレーティ
ング・システムから受信されるスクリーン向きの変化通知に応じて変化し得る。
【０１４５】
　次いで、方法はブロック１２０３に進み得る。ブロック１２０３において、そのディス
プレイ出力の向き及び／又は他のパラメータに関するアプリケーション予想の変化が検出
されたかどうかに関する判定がなされる。変化が検出されない場合、方法はブロック１２
０２にループバックし得、ブロック１２０２において、向き命令は、実行されたときに、
モバイル・コンピューティング・デバイスに、アプリケーション予想の変化をさらにモニ
タリングさせる。しかしながら、予想の変化が検出された場合、方法はブロック１２０６
に進み得る。ブロック１２０６において、向き命令は、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、予想の変化をペアリングされたスクリーンに送信させる
ことができる。予想の変化は、任意の適切なメッセージ・フォーマットでスクリーンに送
信され得る。例えば、予想の変化は、問題となっている予想の変化（例えば、向きの変化
、スケールの変化、解像度の変化等）を規定するヘッダと、新たに予想された値を識別す
るデータ／ボディ部と、を有するメッセージ・フォーマットで送信され得る。
【０１４６】
　このことを考慮して、ペアリングされたスクリーンは、コンピュータ読み取り可能向き
命令を有する向き制御モジュールを含み得る。このコンピュータ読み取り可能向き命令は
、プロセッサにより実行されたときに、スクリーンに、モバイル・コンピューティング・
デバイス上で実行されているアプリケーションの予想と整合し続けるように、投げられる
ディスプレイのパラメータを調整させる。例えば、モバイル・コンピューティング・デバ
イスからディスプレイ予想の変化を伝達する信号を受信したことに応答して、向き命令は
、スクリーンのプロセッサにより実行されたときに、スクリーンに、投げられるディスプ
レイの特性が、その信号内で伝達される新たな予想と整合するように、投げられるディス
プレイの特性を変化させることができる。いくつかの実施形態において、向き命令は、実
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行されたときに、スクリーンに、投げられたディスプレイがレンダリング／表示されてい
る既存のウィンドウを終了させ、変更された予想に従って、投げられるディスプレイをレ
ンダリング／表示する新たなウィンドウを開かせることができる。次いで、向き命令は、
任意的に、実行されたときに、スクリーンに、メッセージをモバイル・コンピューティン
グ・デバイスに送信させ、予想の変化及び／又は新たなウィンドウの生成の受信を確認さ
せてもよい。
【０１４７】
　図１２に戻り、モバイル・コンピューティング・デバイスが、予想の変化情報を含む信
号をペアリングされたスクリーンに送信すると、方法はオプションのブロック１２０７に
進み得る。ブロック１２０７において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ス
クリーンからのアクノレッジメント（受信確認）の受信をモニタリングすることができる
。そのようなモニタリングが実行されているか否かにかかわらず、方法はブロック１２０
８に進み得る。ブロック１２０８において、モバイル・コンピューティング・デバイスが
、スクリーン向き及び投げられるディスプレイの外観（appearance）に影響を及ぼし得る
他のファクタに関するアプリケーション予想の変化をモニタリングするのを続けるかどう
かに関する判定がなされる。モニタリングを続ける場合、方法はブロック１２０２にルー
プバックして繰り返し得る。モニタリングを続けない場合、方法はブロック１２０９に進
み終了し得る。
【０１４８】
　本開示の別の態様は、所定のコンテンツの復号を、モバイル・コンピューティング・デ
バイスから非一体型ディスプレイに選択的にオフロードするための技術に関する。この点
に関して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、ウェブ・ブ
ラウジング、ワード・プロセッシング、及び同様のこと等であるがこれらに限定されない
一般的コンピューティング・タスクを実行するために使用され得る。ウェブ・ブラウジン
グの場合、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスは、Ｇｏｏｇｌｅ
（登録商標）　Ｃｈｒｏｍｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅ
ｘｐｌｏｒｅ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ（登録商標）　Ｓａｆａｒｉ、又は同様のもの等
の１以上のウェブ・ブラウザを実行することができる。このようなウェブ・ブラウザのユ
ーザ・インタフェースが、モバイル・コンピューティング・デバイスにより、非一体型デ
ィスプレイに投げられ得る。本明細書においてどこかで説明したように、ユーザは、スク
リーン又はモバイル・コンピューティング・デバイスに接続されたインタフェース・デバ
イスを用いて、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケー
ション（この場合はウェブ・ブラウザ）とインタラクトすることができる。したがって、
ユーザは、スクリーンに取り付けられた入力デバイスを用いて、ウェブ・アドレスを入力
することができる。これは、モバイル・コンピューティング・デバイスに、そのアドレス
と関連付けられたウェブ・ページにアクセスさせ、結果のディスプレイをスクリーンに投
げさせることができる。
【０１４９】
　前述のことを考慮して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイス
は、いくつかの実施形態において、ワイド・エリア・ネットワークから受信した符号化ビ
デオ情報（例えば、ストリーミング・ビデオ）の復号を、ペアリングされた非一体型スク
リーンにオフロードするよう構成され得る。この点に関して、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスは、コンピュータ読み取り可能オフロード命令を含むオフロード・モジュ
ールを含み得る。このコンピュータ読み取り可能オフロード命令は、プロセッサにより実
行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ワイド・エリア・ネット
ワークから受信した符号化ビデオ情報をペアリングされた非一体型スクリーンにルーティ
ングさせることができる、あるいは、別の形でそのような符号化ビデオ情報をペアリング
された非一体型スクリーンに送信させることができる。
【０１５０】
　符号化ビデオと関連付けられた情報（例えば、ウェブ・サイト上の符号化ビデオ周辺に
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現れる情報）は、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているウェブ・
ブラウザ・アプリケーションにより処理され得る。次いで、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスは、その処理により生成された結果として生じるフレーム・バッファ出力を
キャプチャして、そのフレーム・バッファ出力をペアリングされたスクリーンに投げるこ
とができる。
【０１５１】
　ペアリングされたスクリーンは、コンピュータ読み取り可能復号命令を含む復号モジュ
ールを含み得る。このコンピュータ読み取り可能復号命令は、実行されたときに、スクリ
ーンに、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信した符号化ビデオ・データ（
そのモバイル・コンピューティング・デバイスによりオフロードされた符号化ビデオを含
む）を復号させる。これは、モバイル・コンピューティング・デバイス上の処理負荷を低
減させることができ、これが、今度は、モバイル・コンピューティング・デバイスのバッ
テリ寿命を潜在的に増大させることができる。さらに、復号命令は、スクリーンのプロセ
ッサにより実行されたときに、スクリーンに、受信したオフロードされたビデオ周辺の情
報（例えば、関連するウェブ情報）をディスプレイ上に再生させ、表示される情報内の適
切な位置で、復号したオフロードされたビデオをレンダリング／表示させることができる
。このように、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング技術は、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスが、暗号化ビデオ・データ復号オペレーションをリモート・
スクリーンにオフロードすることを可能にするとともに、ビデオ・データと、符号化ビデ
オ・フレーム周辺の関連情報（例えば、ウェブ情報）がウェブ・サイト上に現れるときの
そのような関連情報と、に関して、潜在的にシームレスなユーザ経験を提供することを可
能にし得る。
【０１５２】
　本開示の別の態様は、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスによ
り実行されるアプリケーションを実行してそのようなアプリケーションとインタラクトす
るための技術に関する。より詳細には、本開示の態様は、一体型スクリーンを有していな
いモバイル・コンピューティング・デバイスにより実行されるアプリケーションを実行し
、且つ／あるいはそのようなアプリケーションとインタラクトするためのシステム及び方
法に関する。以下で詳細に説明するように、このようなシステム及び方法は、本開示と整
合するモバイル・コンピューティング・デバイスが互換スクリーンとペアリングされてい
るとき、及び本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスが互換スクリー
ンとペアリングされていないときに、ユーザが、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上で実行されるアプリケーションを開始し、且つ／あるいはそのようなアプリケーショ
ンとインタラクトすることを可能にし得る。
【０１５３】
　例えば、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイル・
コンピューティング・デバイスを用いてなされた動き又はジェスチャに応答して、アプリ
ケーションの開始／アプリケーションとのインタラクションを可能にするよう構成され得
る。そのような実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスの動きに応答して検出可能な出力を生成するよう構成
された１以上のセンサを含み得る。そのようなセンサの非限定的な例は、ジャイロスコー
プ、加速度計、これらの組合せ、及び同様のものを含む。そのようなセンサは、モバイル
・コンピューティング・デバイスを用いてなされた動きの１以上の特徴を示す出力を生成
することができる。例えば、そのようなセンサは、モバイル・コンピューティング・デバ
イスの速度、加速度、傾き、動きの方向、又はこれらの組合せを示す出力を生成すること
ができる。
【０１５４】
　本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、プロセッサ等のロジ
ックと、モバイル・コンピューティング・デバイス内のセンサからの出力（データ）をモ
ニタリングして、そのようなデータを、所定のセンサ・データを１以上のジェスチャと関
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連付けているジェスチャ・データベースと比較するよう構成されるジェスチャ・モジュー
ルを含むメモリと、をさらに含み得る。ジェスチャ・データベースは、１以上のジェスチ
ャを、１以上のアプリケーション、及び／又は特定のアプリケーション内で取られ得る１
以上のアクションとさらに関連付けることができる。したがって、ジェスチャ・モジュー
ルは、センサ・データ及び／又は入力デバイス・データを監視し、そのようなデータを関
連するアクションと関連付け、モバイル・コンピューティング・デバイスによりそのよう
なアクションを実行させるために、モバイル・コンピューティング・デバイスのプロセッ
サにより実行され得るインテリジェント・エージェントとして理解され得る。
【０１５５】
　より詳細には、ジェスチャ・モジュールは、コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令
を含み得る。このコンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング
・デバイスに、本開示と整合する、センサ・データ・モニタリング・オペレーション、ジ
ェスチャ関連付けオペレーション、及びアプリケーション実行／インタラクション・オペ
レーションを実行させる。詳細には、このジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに、センサ・データをモニタリングさせ、センサ・デ
ータをジェスチャ・データベース内のジェスチャと関連付けさせ、関連付けられたジェス
チャと関連付けられた１以上のアクション（例えば、アプリケーションの開始／アプリケ
ーションとのインタラクション）を実行させることができる。
【０１５６】
　次に図１３を参照すると、図１３は、本開示と整合する、ジェスチャ命令を含むジェス
チャ・モジュールのオペレーションの一例を示している。図示されるように、方法はブロ
ック１３０１で始まる。ブロック１３０２において、ジェスチャ命令は、実行されたとき
に、モバイル・コンピューティング・デバイスに、加速度計、ジャイロスコープ、又はこ
れらの組合せ等の１以上のセンサにより生成されたセンサ・データをモニタリングさせる
ことができる。次いで、方法はブロック１３０３に進み得る。ブロック１３０３において
、ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、
モニタリングされているセンサ・データをジェスチャ・データベースと比較させることが
できる。ブロック１３０４において、ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・
コンピューティング・デバイスに、モニタリングされているセンサ・データがジェスチャ
・データベースに含まれる１以上のジェスチャに対応するかどうかを判定させることがで
きる。
【０１５７】
　モニタリングされているセンサ・データが、ジェスチャ・データベース内のジェスチャ
と関連しない場合、方法はブロック１３０５に進み得る。ブロック１３０５において、ジ
ェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、セン
サ・データのモニタリングを続けるかどうかを判定させる。この判定の結果は、いくつか
の実施形態において、ジェスチャに対応するセンサ・データの受信のための予め定められ
たタイム・フレームが満了したかどうかを前提とし得る。いずれの場合でも、モニタリン
グを続けない場合、方法はブロック１３０８に進み終了し得る。しかしながら、モニタリ
ングを続ける場合、方法はブロック１３０２に戻り繰り返し得る。
【０１５８】
　モニタリングされているセンサ・データが、ジェスチャ・データベース内のジェスチャ
と関連する場合、方法はブロック１３０４からブロック１３０６に進み得る。ブロック１
３０６において、ジェスチャ命令は、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ジェ
スチャと関連付けられたアクションを実行させることができる。アクションの性質は、様
々な状況的ファクタ（contextual　factors）及び他のパラメータに依存し得る。そのよ
うな状況的ファクタ及び他のパラメータとして、（もしあれば）どのアプリケーションが
モバイル・コンピューティング・デバイス上で現在実行されているか、デフォルト・アク
ションが制御するかどうか、モバイル・コンピューティング・デバイスを用いてなされる



(53) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ジェスチャの特徴（例えば、比較的大きな動き／ジェスチャを示すセンサ・データは、１
つのタイプのアクションと関連付けられ得るのに対し、比較的小さな動きを示すセンサ・
データは、別のアクションと関連付けられ得る）、これらの組合せ、及び同様のもの等が
あるが、これらに限定されるものではない。同様に、ジェスチャ・データベース内のジェ
スチャは、アプリケーションの開始（アプリケーションが実行中でない場合）とともに、
アプリケーション内の特定のアクション（アプリケーションが実行中である場合）と関連
付けられ得る。したがって、例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスの左方向
への動きを示すジェスチャは、第１のアプリケーションが実行中でない場合、第１のアプ
リケーションを開始することができる。しかしながら、第１のアプリケーションが実行中
である場合、モバイル・コンピューティング・デバイスの同じ左方向への動きは、例えば
、オーディオ・コントロール、ソーシャル・メディア・アップデート等といった、第１の
アプリケーション内の特定のアクションと関連付けられ得る。
【０１５９】
　ブロック１３０２に戻ると、ジェスチャ命令はまた、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスに接続された
１以上の入力デバイスを介してなされた入力をさらにモニタリングさせることができる。
例えば、（例えば、加速度計、ジャイロスコープ等からの）センサ・データをモニタリン
グすることに加えて、ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに接続された１以上のボタン又は他の入力デバイスを用いてなされた入力
をモニタリングすることができる。次いで、ブロック１３０３に従って、そのような入力
とモニタリングされているセンサ・データとの組合せが、モバイル・コンピューティング
・デバイスにより、ジェスチャ・データベースと比較され得る。そのような例において、
ジェスチャ・データベースは、関連付けられたアクションに対する修飾子（modifier）と
しての１以上の入力を含み得るので、特定の動きと関連付けられ得るアクションの数を増
やすことができる。例えば、ジェスチャ・データベースは、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスの左方向への動きを、例えば、第１のアプリケーションの実行又は第１のア
プリケーション内での第１のアクションの実行等といった第１のアクションと関連付ける
ことができる。ジェスチャ・データベースは、同じ左方向への動きとボタン押下（又は、
入力デバイスから受け取った他の入力）との組合せを、例えば、第２のアプリケーション
の実行、第１のアプリケーション内での第２のアクションの実行等といった第２のアクシ
ョンと関連付けることができる。
【０１６０】
　ジェスチャ（又は、ジェスチャと入力との組合せ）と関連付けられたアクションが実行
されると、方法はブロック１３０７に進み得る。ブロック１３０７において、ジェスチャ
命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、センサ／入力
デバイスのモニタリングを続けるかどうかに関する判定を行わせる。モニタリングを続け
る場合、方法はブロック１３０２にループバックして繰り返し得る。しかしながら、モニ
タリングを続けない場合、方法はブロック１３０８に進み終了し得る。
【０１６１】
　上述したように、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスが一体型ディスプレイを含まない場合でも、ユーザが、モバ
イル・コンピューティング・デバイス上のアプリケーションを開始し、且つ／あるいはそ
のようなアプリケーションとインタラクトすることを可能にし得る。図１３及び前述の説
明は、ジェスチャベースのプロトコルを用いたアプリケーションの開始及び／又はアプリ
ケーションとのインタラクションにフォーカスしているが、ジェスチャの使用は必須では
ない。実際、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、アプリケ
ーションの開始及び／又はアプリケーション内でのアクションの実行が、モバイル・コン
ピューティング・デバイスに接続された入力デバイス（例えば、ボタン、タッチパッド等
）及び／又は非動きセンサ（例えば、マイクロフォン、カメラ等）を介してなされる１以
上の入力と関連付けられ得るように構成され得る。このような方法の性質及びオペレーシ
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ョンは、ジェスチャ・データベースが、特定の入力（例えば、ボタン押下、タッチパッド
押下、音声情報、画像情報等）をアプリケーションの開始及び／又はアプリケーションと
のインタラクション等の１以上のアクションと関連付ける入力データベースにより置換及
び／又は拡張され得ることを除いて、図１３で説明したものと同様であり得る。
【０１６２】
　図１３の方法と整合する非限定的なユース・ケースとして、本明細書で説明したモバイ
ル・コンピューティング・デバイスは、オペレーティング・システム（例えば、ＡＮＤＲ
ＯＩＤ（登録商標）、ＩＯＳ等）を実行するよう構成されるプロセッサと、１以上のソー
シャル・メディア・アプリケーションと、１以上のジェスチャ・モジュールと、を含み得
、これらはそれぞれ、モバイル・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶され得る
。さらに、モバイル・コンピューティング・デバイスは、１以上のセンサ（例えば、ジャ
イロスコープ、加速度計等）と、１以上の無線ネットワークを用いた短距離通信又は長距
離通信が可能な無線通信インタフェースと、を含み得る。ジェスチャ・モジュールは、セ
ンサ及び／又は入力デバイスを１以上のジェスチャと関連付け、そのようなジェスチャを
１以上のアクションと関連付けることができる。そのようなアクションは、例えば、ソー
シャル・メディア・アプリケーションの開始と、ソーシャル・メディア・アプリケーショ
ン内でのステータス・アップデートの自動実行と、を含み得る。例えば、モバイル・コン
ピューティング・デバイスの左方向への動きを示すセンサ・データは、ジェスチャ・デー
タベースにおいて、左方向へのジェスチャと関連付けられ得、これが、今度は、ソーシャ
ル・メディア・アプリケーションの開始と関連付けられ得る。同様に、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスの右方向への動きを示すセンサ・データは、ジェスチャ・データ
ベースにおいて、右方向のジェスチャと関連付けられ得、これが、今度は、ソーシャル・
メディア・アプリケーション内からの自動ステータス・アップデートの実行と関連付けら
れ得る。
【０１６３】
　動作中、モバイル・コンピューティング・デバイスのユーザは、任意的に、１以上のボ
タンを押下することと併せて、且つ／あるいは別の入力デバイス及び／又は非動きセンサ
からの入力と併せて、モバイル・コンピューティング・デバイスを用いて左方向への動き
を行うことにより、ソーシャル・メディア・アプリケーションの実行を開始することがで
きる。そのような例において、ジェスチャ・モジュール内のジェスチャ命令は、モバイル
・コンピューティング・デバイスに、左方向への動きと関連付けられたセンサ・データを
検出させ、そのようなデータをジェスチャ・データベース内の左方向へのジェスチャと関
連付けさせることができる。ジェスチャ命令は、実行されたときに、さらに、モバイル・
コンピューティング・デバイスに、左方向へのジェスチャと関連付けられたアクション（
この場合は、ソーシャル・メディア・アプリケーションの実行）を実行させることができ
る。
【０１６４】
　次いで、ユーザは、任意的に、ボタン押下（又は、他の入力デバイス要素）と併せて、
モバイル・コンピューティング・デバイスを用いて右方向への動きを行うことにより、モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、ソーシャル・メディア・アプリケーション内
のユーザのステータスを自動的にアップデートさせることができる。ジェスチャ命令は、
実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、右方向への動きと関連
付けられたセンサ・データを検出させ、そのようなデータをジェスチャ・データベース内
の右方向へのジェスチャと関連付けさせることができる。さらに、ジェスチャ命令は、実
行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ジェスチャ・データベー
ス内の右方向へのジェスチャと関連付けられたアクション（この場合は、ソーシャル・メ
ディア・アプリケーション内のユーザのステータスの自動アップデート）を実行させるこ
とができる。
【０１６５】
　別の非限定的なユース・ケースにおいて、ジェスチャ・モジュールは、センサ入力及び
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／又は入力デバイス入力を、アルファベットと数字とを組み合わせた文字と関連付けるこ
とができ、これらの文字が、ペアリングされたスクリーンに出力され得る。これは、例え
ば、モバイル・コンピューティング・デバイスのユーザが、モバイル・コンピューティン
グ・デバイス又はモバイル・コンピューティング・デバイスに接続された入力デバイスを
保持しながら、空中で「書く」ことができる興味深い機会を可能にし、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスは、ユーザの書く動きを、ペアリングされたスクリーン上での表
示のためのアルファベットと数字とを組み合わせた文字に変換することができる。
【０１６６】
　いくつかの実施形態において、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デ
バイスは、例えば、ユーザ入力（例えば、ジェスチャ、ボタン押下、音声コマンド等）に
応答して、且つ／あるいは予め定められたタイム・フレームの満了後に、セキュア・モー
ドに入るよう構成され得る。セキュア・モードにおいて、モバイル・コンピューティング
・デバイス内のリソースへのアクセスは、潜在的ユーザのアイデンティティが検証される
まで防止され得る。ユーザ・アイデンティティの検証は、パスワード認証プロトコル、生
体認証プロトコル（モバイル・コンピューティング・デバイスが適切なセンサを備えてお
り、適切な生体テンプレート（biometric　template）へのアクセスを有する例において
）、これらの組合せ、及び同様のもの等の任意の適切な認証プロトコルを用いて実行され
得る。
【０１６７】
　パスワード認証及び／又は生体認証の代替として、あるいはパスワード認証及び／又は
生体認証に加えて、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ユーザのアイデンティ
ティを検証するために、ジェスチャベースの認証プロトコルを実行するよう構成されても
よい。一般に、ジェスチャベースのプロトコルは、（単独で、あるいは入力デバイス・デ
ータとの組合せで）センサ・データをモニタリングし、そのデータを、所定のセンサ入力
をモバイル・コンピューティング・デバイスの認証ユーザと関連付けているセキュリティ
・データベースと比較する。例えば、セキュリティ・データベースは、（任意的に１以上
のボタン押下又は入力デバイスからの別の入力と組み合わせた）第１の動きを、第１の認
証ユーザと関連付けることができ、（任意的に１以上のボタン押下又は入力デバイスから
の別の入力と組み合わせた）第２の動きを、第２の認証ユーザと関連付けることができる
、等である。モバイル・コンピューティング・デバイスにより検出されたセンサ・データ
及び／又は入力デバイス・データが、認証ユーザと関連付けられている場合、モバイル・
コンピューティング・デバイスは、アンロック状態に入ることができる。アンロック状態
において、ユーザは、モバイル・コンピューティング・デバイス内のリソースへのアクセ
スを許可される。しかしながら、検出されたセンサ・データ及び／又は入力デバイス・デ
ータが、認証ユーザと関連付けられていない場合、モバイル・コンピューティング・デバ
イス内のリソースへのアクセスが拒否され得る。
【０１６８】
　ジェスチャベースの認証プロトコルの実行は、上述したジェスチャ・モジュール又はモ
バイル・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶された別のモジュールにより円滑
にされ得る。例えば、ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスがセキュア状態にあるとき
、本開示と整合するジェスチャベースの認証オペレーションを実行させることができる。
【０１６９】
　次に図１４を参照すると、図１４は、モバイル・コンピューティング・デバイスがセキ
ュア状態にあるときにジェスチャ命令の実行により実行され得る、あるいは生じ得るジェ
スチャベースの認証オペレーションの一例を示している。図示されるように、方法はブロ
ック１４０１で始まる。ブロック１４０２において、ジェスチャ命令は、実行されたとき
に、モバイル・コンピューティング・デバイスに、（モバイル・コンピューティング・デ
バイスの動きと関連付けられた、あるいは別の形の）センサ・データと、任意的に、ユー
ザ入力に応答して１以上の入力デバイス（例えば、ボタン）により生成されたデータと、
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をモニタリングさせることができる。
【０１７０】
　次いで、方法はブロック１４０３に進み得る。ブロック１４０３において、ジェスチャ
命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、検出されたセ
ンサ・データ及び／又は入力デバイス・データを、モバイル・コンピューティング・デバ
イスのメモリに記憶されたセキュリティ・データベースと比較させることができる。前述
したように、セキュリティ・データベースは、センサ・データ及び／又は入力デバイス・
データを、モバイル・コンピューティング・デバイスの１人以上の認証ユーザと関連付け
ることができる。いくつかの実施形態において、セキュリティ・データベースは、モバイ
ル・コンピューティング・デバイス上の他のデータベースから独立して保持される独立し
たデータベースであり得る。例えば、セキュリティ・データベースは、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス内の保護された環境内のメモリに記憶され得る。
【０１７１】
　「保護された環境」という用語は、モバイル・コンピューティング・デバイス及び／又
は非一体型スクリーン内の実行環境を指すために、本明細書において使用され、ハードウ
ェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はこれらの組合せを介した認証デバイスの他の
コンポーネントから隔離されている、あるいはそのようなコンポーネントから保護する処
理リソース及びメモリを含む。
【０１７２】
　メモリ・エンクレーブ技術（memory　enclave　technology）は、本開示のモバイル・
コンピューティング・デバイス及び非一体型スクリーンにおいて使用することができる保
護された環境の一例である。概して、メモリ・エンクレーブは、コンピューティング・デ
バイス（この場合は、認証デバイス）の従来のリング境界により課せられるアクセス・ポ
リシとは異なるアクセス・ポリシを有する少なくとも１つのメモリ・ページから構成され
得る。メモリ・エンクレーブ内の１以上のメモリ・ページは、リード／ライト・コントロ
ールと関連付けられ得る。このリード／ライト・コントロールは、リード／ライト・コン
トロールが、システム管理モード又は関連プロセッサの仮想マシン・モニタ等の所定の動
作モード又は特権「リング」に対する排他性を有するように構成され得る。したがって、
認証デバイスのセキュア・エンクレーブに記憶される情報及び認証デバイスのセキュア・
エンクレーブ内で行われるオペレーションは、モバイル・コンピューティング・デバイス
及び／又は非一体型スクリーンの他の情報、オペレーション、及びコンポーネントから隔
離され得る。本開示のいくつかの実施形態において、モバイル・コンピューティング・デ
バイスは、１以上の暗号化されたセキュリティ・データベース又は暗号化されていないセ
キュリティ・データベースを一時的に記憶するよう構成される１以上のメモリ・エンクレ
ーブを含む。
【０１７３】
　本開示のモバイル・コンピューティング・デバイス及び／又は非一体型スクリーンにお
いて使用することができる保護された環境の別の例は、トラステッド実行環境（ＴＥＥ：
trusted　execution　environment）である。概して、ＴＥＥは、オペレーティング・シ
ステムとともに動作することができ、セキュア・サービスをそのオペレーティング・シス
テムに提供することができるセキュア環境である。ＴＥＥ及びＴＥＥの実装に関するさら
なる情報は、ＧｌｏｂａｌＰｌａｔｆｏｒｍにより発行された、ＴＥＥクライアント・ア
プリケーション・プログラミング・インタフェース（ＡＰＩ）仕様　ｖ１．０、ＴＥＥ内
部ＡＰＩ仕様　ｖ１．０、及びＴＥＥシステム・アーキテクチャ　ｖ１．０において見つ
けることができる。いくつかの実施形態において、本明細書で説明したモバイル・コンピ
ューティング・デバイス及び／又は非一体型スクリーンは、仮想化技術、ｕＣｏｄｅ拡張
メモリ・ページ保護、メモリ・ページ保護としてのＣＰＵキャッシュ、及びセキュリティ
・コプロセッサ技術のうちの１以上を用いて提供されたＴＥＥを含む。そのような技術の
非限定的な例は、ＩＮＴＥＬ（登録商標）　ＶＴ－ｘ仮想化技術、ＩＮＴＥＬ（登録商標
）　ＶＴ－ｄ仮想化技術、ＩＮＴＥＬ（登録商標）　トラステッド実行技術（ＴＸＴ）、
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Ｘｅｏｎ　ＩＳＡ（internet　security　and　acceleration）の「ＲＡＭとしてのキャ
ッシュ」、集中型セキュリティ・エンジン（ＣＳＥ：converged　security　engine）技
術、集中型セキュリティ及び管理（ＣＳＭＥ：converged　security　and　manageabilit
y　engine）技術、セキュリティ・コプロセッサ、管理エンジン、トラステッド・プラッ
トフォーム・モジュール、プラットフォーム・トラスト技術、ＡＲＭ（登録商標）　ＴＲ
ＵＳＴＺＯＮＥ（登録商標）技術、これらの組合せ、及び同様のものを含む。これらの技
術の各々の性質、利点、及び制限は、良く理解されており、したがって、本明細書で説明
しない。
【０１７４】
　いくつかの実施形態において、セキュリティ・データベースは、上述したジェスチャ・
データベースと一体化され得る。後者の例において、ジェスチャ命令による他のオペレー
ションに対するジェスチャベースのセキュリティ・オペレーションのパフォーマンスは、
モバイル・コンピューティング・デバイスがセキュア・モードにあるか、あるいはセキュ
ア・モードにないか等の関連する状況的ファクタを条件とし得る。
【０１７５】
　いずれの場合でも、方法はブロック１４０４に進み得る。ブロック１４０４において、
ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、検
出されたセンサ・データ及び／又は入力デバイス・データが、セキュリティ・データベー
ス内の認証ユーザと関連するかどうかを判定させる。検出されたデータが認証ユーザに対
応しない場合、方法はブロック１４０５に進み得る。ブロック１４０５において、ジェス
チャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、センサ・
データ及び／又は入力デバイス・データをモニタリングするのを続けるべきかどうかを判
定させることができる。モニタリングを続ける場合、方法はブロック１４０２にループバ
ックして繰り返し得る。モニタリングを終了する場合、方法はブロック１４０７に進み終
了し得る。いくつかの実施形態において、ブロック１４０５に従ってなされる判定は、予
め定められた時間期間が満了したか否かを条件とし得る。
【０１７６】
　ブロック１４０４に戻って、検出されたセンサ・データ及び／又は入力デバイス・デー
タが認証ユーザに対応する場合、方法はブロック１４０６に進み得る。ブロック１４０６
において、ジェスチャ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバ
イスに、アンロック状態に入らせることができる。アンロック状態において、モバイル・
コンピューティング・デバイス内のリソースへのアクセスが許可され得る。次いで、方法
はブロック１４０７に進み終了し得る。
【０１７７】
　本開示の別の態様は、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されるアプリ
ケーションとのユーザ・インタラクションを円滑にするための技術に関する。ここで、ア
プリケーションのビデオ出力は、モバイル・コンピューティング・デバイスにより、表示
のための非一体型スクリーンに投げられる。以下で説明するように、そのような技術は、
モバイル・コンピューティング・デバイスにより生成されるユーザ・インタフェース要素
（例えば、デジタル・ポインタ）とのインタラクション、モバイル・コンピューティング
・デバイスに接続された入力デバイスとのインタラクション、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとペアリングされたスクリーンに接続された入力デバイスとのインタラク
ション、及びこれらの組合せを可能にするシステム及び方法を含む。
【０１７８】
　いくつかの実施形態において、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスは、
ローカルのペアリングされたスクリーン又はリモートのペアリングされたスクリーン上に
デジタル・ポインタ（例えば、カーソル）を生成させるよう構成され得る。モバイル・コ
ンピューティング・デバイスは、さらに、任意の適切な方法でデジタル・ポインタに対す
る制御を可能にするよう構成され得る。例えば、デジタル・ポインタの動き、及びデジタ
ル・ポインタを用いたイベント（例えば、クリック、ドラッグ、スワイプ等）の実行は、
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モバイル・コンピューティング・デバイスを用いてなされた動きに応答して実行され得る
。要するに、モバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイル・コンピューティン
グ・デバイス上で実行され非一体型スクリーン上に表示されるアプリケーションとのユー
ザ・インタラクションを可能にするために、且つ／あるいはそのようなユーザ・インタラ
クションを円滑にするために、モバイルベースのプロトコル及び／又はジェスチャベース
のプロトコルを実行してデジタル・ポインタに対する制御を可能にするよう構成され得る
。
【０１７９】
　この点に関して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、モ
バイル・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶された入力デバイス・モジュール
を含み得る。入力デバイス・モジュールは、モバイル・コンピューティング・デバイスに
より実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、マウス・カーソル
等のデジタル・ポインタを非一体型スクリーン上に生成させる入力デバイス命令を含み得
る。例えば、入力デバイス・モジュールは、実行されたときに、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスにより実行されているオ
ペレーティング・システム又は他のアプリケーションのビデオ出力にデジタル・ポインタ
を挿入させることができる。結果として、デジタル・ポインタのディスプレイが、オペレ
ーティング・システム及び／又はアプリケーションと関連付けられたディスプレイととも
に、非一体型スクリーンに投げられ得る。
【０１８０】
　いくつかの実施形態において、入力デバイス命令は、実行されたときに、モバイル・コ
ンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーション及び／又はＯＳのフレ
ーム・バッファにデジタル・ポインタを挿入させることができる。結果として、例えば、
モバイル・コンピューティング・デバイスが、アプリケーション及び／又はオペレーティ
ング・システムと関連付けられたディスプレイを非一体型スクリーンに投げるために、フ
レームスローワ・プロトコル及び／又はストリームスローワ・プロトコルを実行するとき
に、デジタル・ポインタが、フレーム・バッファとともにキャプチャされ得る。モバイル
・コンピューティング・デバイス（又は、モバイル・コンピューティング・デバイス上で
実行されているＯＳ及び／若しくはアプリケーション）は、デジタル・ポインタの位置を
認識し得るので、この制御方法は、モバイル・コンピューティング・デバイスが、例えば
、確立されたバックチャネルを介して、（以下で説明する）入力デバイス・レポートを逆
にモバイル・コンピューティング・デバイスに提供する能力をほとんど有さない、あるい
は全く有さないダム・スクリーンとペアリングされるときに使用するのに特に適したもの
であり得る。
【０１８１】
　入力デバイス命令は、実行されたときに、さらに、モバイル・コンピューティング・デ
バイスに、デジタル・ポインタの位置をアップデートさせるために、且つ／あるいはアク
ションを実行させるために、センサ・データ、及び／又はモバイル・コンピューティング
・デバイスに接続された１以上の入力デバイス（例えば、ボタン）を用いてなされた入力
をモニタリングさせることができる。例えば、入力デバイス命令は、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デバイスの動きと関連付けら
れたセンサ（加速度計、ジャイロスコープ等）又はモバイル・コンピューティング・デバ
イスに接続された入力デバイスを用いてなされた入力をモニタリングさせることができる
。入力デバイス命令は、さらに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、そのよう
なデータを、加速度、速度、及び傾き等であるがこれらに限定されない、デジタル・ポイ
ンタの動きに関連するファクタと関連付けさせることができる。入力デバイス命令は、さ
らに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、そのようなファクタを２次元スクリ
ーン面座標（例えば、水平画素座標及び／又は垂直画素座標）に変換させることができる
。この２次元スクリーン面座標は、投げられるディスプレイの寸法及び／又は解像度によ
り、束縛され得る、あるいは規定され得る。入力デバイス命令はまた、モバイル・コンピ
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ューティング・デバイスに、センサ・データ及び／又は入力デバイス・データの検出され
た変化に応答して２次元スクリーン座標をアップデートさせ、それに従ってデジタル・ポ
インタを移動させることができる。
【０１８２】
　入力デバイス命令はまた、モバイル・コンピューティング・デバイスに、所定の動き及
び／又は入力（対応するデータにより表される）を、左／右クリック、左／右ダブル・ク
リック、ドラッグ、スワイプ、これらの組合せ、及び同様のもの等の１以上の入力デバイ
ス・アクションと関連付けさせることができる。このように、入力デバイス命令は、モバ
イル・コンピューティング・デバイスを用いてなされる動き及び／又は入力を、コンピュ
ータ・マウスの従来のオペレーションをシミュレートするアクションに変換することがで
き、潜在的に慣れ親しんだユーザ経験をもたらすことができる。
【０１８３】
　次に図１５を参照すると、図１５は、本開示と整合する、入力デバイス・モジュール内
の入力デバイス命令の実行により実行され得る、あるいは生じ得る例示的なオペレーショ
ンを示している。図示されるように、方法はブロック１５０１で始まる。ブロック１５０
２において、入力デバイス命令は、モバイル・コンピューティング・デバイスにより実行
されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、上述したように、デジタル
・ポインタの動きに関連するファクタと関連付けられ得るデータのために、モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに接続された１以上のセンサ及び／又は入力デバイス（例え
ば、ボタン、タッチ・パッド等）をモニタリングさせることができる。ブロック１５０３
において、入力デバイス命令は、モバイル・コンピューティング・デバイスに、そのデー
タを、様々なタイプのクリック、ドラッグ、スワイプ等とともに、デジタル・ポインタ・
イベント、位置（例えば、２次元ディスプレイ上の座標）、左の動き、右の動き、上の動
き、下の動き、及び／又は斜めの動きに翻訳（すなわち、変換）させることができる。ブ
ロック１５０４において、入力デバイス命令は、実行されたときに、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、デジタル・ポインタ・イベントをモバイル・コンピューティン
グ・デバイス上で実行されているアプリケーション／ＯＳにレポートさせることができる
。これは、アプリケーション／ＯＳに、デジタル・ポインタの画像が投げられるディスプ
レイ内の適切な位置に現れるように、デジタル・ポインタの画像をそのフレーム・バッフ
ァ出力内に挿入させることができる。
【０１８４】
　ブロック１５０５に従って、入力デバイス命令は、実行されたときに、アプリケーショ
ン／ＯＳに、ブロック１５０４に従ってレポートされたデジタル・ポインタ・イベントの
結果を実行させることができる。この点に関して、アプリケーション／ＯＳは、アプリケ
ーション及び／又はＯＳ内での対応するアクションをもたらすように、入力デバイス命令
によりレポートされたデジタル・ポインタ・イベントの結果を実行するよう構成され得る
。
【０１８５】
　例えば、入力デバイス命令は、デジタル・ポインタの動きと関連する入力デバイス・イ
ベントをＯＳ／アプリケーションにレポートすることができる。そのようなレポートは、
アプリケーション／ＯＳに、デジタル・ポインタが投げられるディスプレイ内で正しい方
向に動いて見えるように、デジタル・ポインタをそのフレーム・バッファの適切な１以上
の位置に挿入させるよう構成され得る。入力デバイス命令が、ダブル・クリック等の入力
デバイス・イベントの発生をアプリケーション／ＯＳにレポートする場合、そのようなレ
ポートは、アプリケーション／ＯＳに、デジタル・ポインタの状況的位置の観点で、その
イベントと整合するオペレーションを実行させるよう構成され得る。例えば、デジタル・
ポインタが、アプリケーションにリンクされている、オペレーティング・システムのアイ
コン・ショートカットの上にあり、入力デバイス命令が、ダブル・クリック・イベントを
ＯＳにレポートするとき、ＯＳは、アイコン・ショートカット上でのダブル・クリック・
オペレーションを実行することができる。これは、モバイル・コンピューティング・デバ
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イスによる、ショートカットにリンクされているアプリケーションの実行をもたらし得る
。
【０１８６】
　次いで、方法はブロック１５０６に進み得る。ブロック１５０６において、入力デバイ
ス命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、センサ・デ
ータ／入力デバイス・データのモニタリングを続けるかどうかに関する判定を行わせるこ
とができる。モニタリングを続ける場合、方法はブロック１５０２にループバックして繰
り返し得る。モニタリングを終了する場合、方法はブロック１５０７に進み終了し得る。
【０１８７】
　本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスはまた、モバイル・コン
ピューティング・デバイスに有線接続又は無線接続されている１以上の入力デバイスを介
したオペレーティング・システム及び／又はアプリケーションとのユーザ・インタラクシ
ョンを可能にするよう構成され得る。このコンセプトが図１６Ａに示されている。図１６
Ａにおいて、入力デバイス１６０１は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１
に接続されており、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、そのディスプレ
イを非一体型スクリーン１０３に投げている。適切な入力デバイスの非限定的な例として
、無線コンピュータ・マウス及び有線コンピュータ・マウス、キーボード、トラックパッ
ド、タッチ・スクリーン、トラックボール、これらの組合せ、及び同様のものが挙げられ
る。限定ではないが、入力デバイスは、好ましくは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、
近距離通信、ＷｉＦｉ（登録商標）、無線周波数通信、赤外線通信、又はこれらの組合せ
等の無線通信プロトコルを用いて、モバイル・コンピューティング・デバイスに無線で接
続される。そのような通信モード及びプロトコルは、当分野において良く理解されており
、したがって、本明細書において詳細に説明しない。
【０１８８】
　入力デバイスを用いたアプリケーション／ＯＳとのインタラクションは、モニタリング
されているセンサ・データの変換を必要とし得ないことを除いて、図１５に関連して上述
したのとほとんど同じ形で生じ得る。例えば、本明細書で説明したモバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、入力デバイス命令を含む入力デバイス・モジュールを含み得る。
この入力デバイス命令は、プロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスに、本開示と整合する入力デバイス・オペレーションを実行させる。こ
の点に関して、図１６Ｂを参照すると、図１６Ｂは、本開示と整合する、モバイル・コン
ピューティング・デバイスに接続された入力デバイスを用いて、ＯＳ／アプリケーション
とインタラクトする例示的な方法を示している。
【０１８９】
　図示されるように、方法はブロック１６０２で始まる。ブロック１６０３において、入
力デバイス命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、モ
バイル・コンピューティング・デバイスに接続された入力デバイスから受信される入力デ
バイス・イベントをモニタリングさせることができる。例えば、入力デバイス命令は、実
行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、図１６Ａにおける入力デ
バイス１６０１から受信される入力デバイス要素をモニタリングさせることができる。入
力デバイス・イベントは、入力デバイスの動き、左／右クリック、左／右ダブル・クリッ
ク、タッチ、スワイプ、ドラッグ、これらの組合せ、及び同様のものを含むが、これらに
限定されるものではない。
【０１９０】
　次いで、方法はブロック１６０４に進み得る。ブロック１６０４において、入力デバイ
ス命令は、モバイル・コンピューティング・デバイスに、検出された入力デバイス・イベ
ントを実行されているＯＳ及び／又はアプリケーションにレポートさせることができる。
例えば、入力デバイス命令は、入力デバイス・イベントに関連する情報を、そのような情
報にアクセスするＯＳ及び／又はアプリケーションに対して利用可能にさせることができ
る。いくつかの実施形態において、入力デバイス命令は、モバイル・コンピューティング
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・デバイスに、検出されたイベントを、カーソル位置（例えば、２次元スクリーンと関連
する画素座標）、動き（すなわち、画素座標の変化）、及びクリック、ドラッグ等のイン
タラクション・イベント等のデジタル・ポインタの動き及び／又はオペレーションに関連
し得るファクタに変換させることができる。次いで、入力デバイス・イベントから得られ
たファクタが、ＯＳ／アプリケーションにレポートされ得、ＯＳ／アプリケーションは、
そのようなファクタを用いて、デジタル・ポインタを関連するフレーム・バッファに挿入
することができる。
【０１９１】
　次いで、方法はブロック１６０５に進み得る。ブロック１６０５において、入力デバイ
ス命令は、モバイル・コンピューティング・デバイスに、入力デバイス・イベントの結果
を実行させることができる。例えば、入力デバイス・イベントが、接続された入力デバイ
スの動きを示す場合、入力デバイス命令は、ＯＳ／アプリケーションに、デジタル・ポイ
ンタが接続された入力デバイスの動きと整合するよう動くように、デジタル・ポインタを
適切な位置に挿入させ、その位置をアップデートさせることができる。同様に、入力デバ
イス命令が、ダブル・クリック等の入力デバイス・イベントの発生をアプリケーション／
ＯＳにレポートする場合、そのようなレポートは、アプリケーション／ＯＳに、デジタル
・ポインタの状況的位置の観点で、そのダブル・クリック・イベントと整合するオペレー
ションを実行させるよう構成され得る。例えば、デジタル・ポインタが、アプリケーショ
ンにリンクされている、オペレーティング・システムのアイコン・ショートカットの上に
あり、入力デバイス命令が、ダブル・クリック・イベントをＯＳにレポートするとき、Ｏ
Ｓは、アイコン・ショートカット上でのダブル・クリック・オペレーションを実行するこ
とができる。
【０１９２】
　ブロック１６０６において、入力デバイス命令は、実行されたときに、モバイル・コン
ピューティング・デバイスに、接続された入力デバイスからの入力デバイス・イベントを
モニタリングするのを続けるかどうかに関する判定を行わせることができる。モニタリン
グを続ける場合、方法はブロック１６０３にループバックして繰り返し得る。しかしなが
ら、モニタリングを続けない場合、方法はブロック１６０７に進み終了し得る。
【０１９３】
　本開示の別の態様は、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリングされてい
る非一体型スクリーンに接続された１以上の入力デバイスを用いて、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイス上で実行されるオペレーティング・システム及び／又はアプリケー
ションとのインタラクションを可能にするための技術に関する。以下で詳細に説明するよ
うに、非一体型スクリーン（例えば、スマート／ダム・スクリーン）は、そのスクリーン
に有線接続又は無線接続されている入力デバイスにより生成された入力デバイス・イベン
トをモニタリングするよう構成され得る。スクリーンのサイズ及び解像度と、モバイル・
コンピューティング・デバイス上で実行されているＯＳ／アプリケーションの予想（例え
ば、投げられるディスプレイのサイズ／解像度により反映される）と、の間の差異を補償
するために検出されたイベントを任意的に調整した後、スクリーンは、検出された入力デ
バイス・イベントをモバイル・コンピューティング・デバイスにレポートすることができ
る。入力デバイス・イベントの通信は、上述したように、非一体型スクリーンとモバイル
・コンピューティング・デバイスとの間に確立されたバックチャネルを介して生じ得る。
モバイル・コンピューティング・デバイスは、（例えば、バックチャネルを介して）その
ようなレポートを受信し、レポートに含まれる情報を、モバイル・コンピューティング・
デバイス上で実行されているＯＳ／アプリケーションに利用可能にするよう構成され得る
。ＯＳ／アプリケーションは、そのような情報を使用して、検出されたイベントと関連す
る１以上のオペレーションを実行することができる。
【０１９４】
　このコンセプトの非限定的な例示として、次に図１７Ａを参照すると、図１７Ａにおい
て、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１が、非一体型スクリーン１０３とペ
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アリングされているものとして示されている。スクリーン１０３及びモバイル・コンピュ
ーティング・デバイス１０１は、前述したペアリング・プロトコルのうちのいずれかを含
む任意の適切な方法でペアリングすることができる。この例において、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス１０１及びスクリーン１０３は、それらの間の通信が双方向であ
るようにペアリングされているものとして示されている。例えば、モバイル・コンピュー
ティング・デバイス１０１は、フォワード・チャネル（例えば、ソケット）を介してビデ
オ情報をスクリーン１０３に送信することができる。スクリーン１０３は、上述したよう
に、ビデオ情報を受信して、ビデオ情報をそのディスプレイ上にレンダリング／表示する
ことができる。同様に、スクリーン１０３は、ペアリング・プロセス中に確立されたバッ
クチャネルを介して、情報をモバイル・コンピューティング・デバイス１０１に送信する
ことができる。
【０１９５】
　図１７Ａにさらに示されるように、スクリーン１０３は、入力デバイス１７０１に有線
接続又は無線接続され得る。入力デバイス１７０１は、上述したもの等の任意の適切な入
力デバイスであってよい。例示及び説明のしやすさのために、入力デバイス１７０１は、
図１７Ａにおいて、コンピュータ・マウスとして示されている。
【０１９６】
　ユーザが、入力デバイス１７０１を用いてＯＳ及び／又はアプリケーションとインタラ
クトすることを可能にするために、スクリーン１０３は、入力デバイス・モジュールを記
憶したメモリとともに、入力デバイス・モジュール内のコンピュータ読み取り可能入力デ
バイス命令を実行するのに十分な処理能力（汎用プロセッサ又は特定用途向けプロセッサ
の形態）を含むスマート・スクリーン又はダム・スクリーンとして構成され得る。さらに
、スクリーン１０３は、スクリーン１０３が、スクリーン１０３とモバイル・コンピュー
ティング・デバイス１０１との間に確立された通信チャネル（フォワード・チャネル及び
バックチャネル）を介してデータ信号を送受信することを可能にする有線／無線通信能力
を有することができる。入力デバイス命令は、プロセッサにより実行されたときに、スク
リーン１０３に、本開示と整合する入力デバイスのモニタリングとオペレーションのレポ
ートとを実行させることができる。いくつかの実施形態において、入力デバイス・モジュ
ールは、ＪＡＶＡ（登録商標）又は別のコンピュータ・プログラミング言語とすることが
できるコンピュータ読み取り可能コードを含み得る、あるいはそのようなコンピュータ読
み取り可能コードの形態であり得る。本開示は、適切な入力デバイス・モジュールがスク
リーンに予め提供されている実施形態を想定しているが、そのような予めの提供は必須で
はない。実際、いくつかの実施形態において、入力デバイス・モジュールは、モバイル・
コンピューティング・デバイスからスクリーンに送信され得る。例えば、入力デバイス・
モジュールは、モバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンがペアリングさ
れている間に、あるいはモバイル・コンピューティング・デバイス及びスクリーンがペア
リングされた後に、モバイル・コンピューティング・デバイスからスクリーンに送信され
得る。
【０１９７】
　次に図１７Ｂを参照すると、図１７Ｂは、非一体型スクリーンにより、入力デバイス・
イベントを検出してレポートする例示的な方法を示している。このような方法は、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスとペアリングされている非一体型スクリーンのプロセ
ッサによる入力デバイス命令の実行により実行され得る、あるいは生じ得る例示的なオペ
レーションとみなされ得る。
【０１９８】
　図示されるように、方法はブロック１７０２で始まる。ブロック１７０３において、入
力デバイス命令は、スクリーンのプロセッサにより実行されたときに、スクリーンに、ス
クリーンに接続された１以上の入力デバイスにより生成された入力デバイス・イベントを
モニタリングさせることができる。入力デバイス・イベントのタイプ及び性質は、スクリ
ーンに接続された１以上の入力デバイスのタイプに依存し得る。例えば、スクリーンに接
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続された１以上の入力デバイスがコンピュータ・マウスを含む場合、そのような入力デバ
イス・イベントは、マウスの動き、左／右クリック、ダブル・クリック、スワイプ、ドラ
ッグ、これらの組合せ、及び同様のものにより生成されるイベントを含み得る。代替的又
は追加的に、スクリーンがタッチ・スクリーンを含む場合、入力デバイス・イベントは、
シングル・タッチ又はマルチタッチ、スワイプ、ドラッグ、これらの組合せ、及び同様の
ものと関連し得る。同様に、入力デバイスがキーボードである場合、入力デバイス・イベ
ントは、１以上のキー押下と関連し得る。
【０１９９】
　スクリーンによる入力デバイス・イベントのモニタリングは、任意の適切な間隔で一回
、あるいは継続的に生じ得る。例えば、入力デバイス命令は、実行されたときに、スクリ
ーンに、５秒ごとに約一回、２．５秒ごとに約一回、１秒ごとに約一回、０．５秒ごとに
約一回、０．１秒ごとに約一回等といった予め定められた間隔でデバイス入力イベントを
モニタリングさせることができる。もちろん、この間隔は、スクリーンの能力と継続的又
は周期的アップデートの必要性とに応じて、長くなってもよいし、短くなってもよい。
【０２００】
　入力デバイス・イベントのモニタリングは、スクリーン上のイベントの位置の判定を含
み得る。スクリーンに接続された入力デバイスが、例えば、マウスである例において、入
力デバイス命令は、スクリーンに、イベントが発生したときのスクリーンのディスプレイ
上のデジタル・ポインタの画素座標を判定させることができる。イベントが、例えば、マ
ウス・クリックである場合、入力デバイス命令は、スクリーンに、マウス・クリックが検
出されたときのスクリーンのディスプレイ上のデジタル・ポインタの画素座標を判定させ
ることができる。クリック及びドラッグ・オペレーション、クリック、ホールド、及びリ
リース・オペレーション、これらの組合せ、及び同様のもの等のより複雑なイベントでは
、画素座標の範囲が判定され得る。例えば、入力デバイス命令は、実行されたときに、ス
クリーンに、イベントの開始（例えば、最初のクリック及びホールド）に対応する、スク
リーンのディスプレイ上のデジタル・ポインタの画素座標と、イベントの終了（例えば、
リリース）時の、デジタル・ポインタの画素座標と、をモニタリングさせることができる
。
【０２０１】
　同様に、スクリーンに接続された入力デバイスがタッチ・スクリーンである場合、入力
デバイス命令は、実行されたときに、スクリーンに、タッチ・スクリーン上でなされる１
以上のタッチの画素座標を判定させることができる。例えば、入力デバイス命令は、スク
リーンに、タッチ・イベントと関連する、スクリーンのディスプレイ上の画素座標を判定
させることができる。（シングル・タッチ等の）比較的単純なタッチ・イベントでは、入
力デバイス命令は、スクリーンに、スクリーンのディスプレイ上のシングル・タッチの画
素座標を判定させることができる。（例えば、マルチタッチ、スワイプ、ピンチ、ドラッ
グ等の）比較的複雑なタッチ・イベントでは、入力デバイス命令は、スクリーンに、その
イベントに対応する一連の画素座標を判定させることができる。例えば、スワイプの場合
、入力デバイス命令は、スクリーンに、スワイプの開始時及びスワイプの終了時の画素座
標と、任意的にスワイプの開始から終了の間の画素座標と、を判定させることができる。
【０２０２】
　いずれの場合でも、次いで、方法はオプションのブロック１７０４に進み得る。ブロッ
ク１７０４において、入力デバイス命令は、実行されたときに、スクリーンに、スクリー
ンのディスプレイのサイズ及び／又は解像度と、モバイル・コンピューティング・デバイ
スからスクリーンに投げられるディスプレイのサイズ及び／又は解像度と、の差異を補償
させるために、入力デバイス・イベントと関連付けられた画素座標を調整させることがで
きる。すなわち、入力デバイス命令は、スクリーンに、それらがモバイル・コンピューテ
ィング・デバイスから投げられるディスプレイの本来の（native）解像度と整合するよう
に、判定された画素座標を調整させるために、スカラ・デバイス（scalar　device）又は
他の数学的デバイス（mathematical　device）を適用させることができる。
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【０２０３】
　例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスは、６４０画素×４８０画素の解像
度を有するディスプレイをスクリーンに投げることがある。スクリーンは、投げられるデ
ィスプレイの２倍の解像度、すなわち、１２８０画素×９６０画素のディスプレイを含む
ことがある。いくつかの実施形態において、投げられるディスプレイは、スクリーンのデ
ィスプレイの完全な領域を充足させるために、スクリーンにより拡大され得る。次いで、
スクリーンは、上述したように、入力デバイス・イベントをモニタリングし、そのような
イベントと関連付けられた画素座標を記録することができる。しかしながら、スクリーン
の解像度は、投げられたディスプレイの本来の解像度の２倍であるので、判定された画素
座標は、投げられたディスプレイの対応する画素座標の値の２倍であり得る。これを補償
するために、スクリーンは、それらが投げられたディスプレイの本来の解像度にスケーリ
ングされるように、判定された画素座標を２で除算し得る。
【０２０４】
　判定された画素座標が調整されると、あるいは調整が行われない場合、方法はブロック
１７０５に進み得る。このブロックに従って、入力デバイス命令は、実行されたときに、
スクリーンに、バックチャネルを介して、入力デバイス情報を含むデータ信号をモバイル
・コンピューティング・デバイスに送信させることができる。一般に、このデータ信号は
、入力デバイス・イベント及び関連情報をモバイル・コンピューティング・デバイスにレ
ポートするよう構成される。モバイル・コンピューティング・デバイスは、そのような信
号を受信し、そのような信号に含まれる情報を、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上で実行されているＯＳ及び／又はアプリケーションに提供するよう構成され得る。
【０２０５】
　いくつかの実施形態において、入力デバイス命令は、実行されたときに、スクリーンに
、検出された入力デバイス・イベントに関連する情報をパケット化させ、データ信号にお
いてそのようなパケットをバックチャネルを介してモバイル・コンピューティング・デバ
イスに送信させることができる。パケットは、スクリーンにより検出された入力デバイス
・イベントに関連する情報を含み得る。例えば、データ信号に含まれるパケットは、信号
のオリジン（origin）、すなわち、当該のスクリーンを識別するヘッダを含み得る。パケ
ットは、コマンド識別子をさらに含み得る。コマンド識別子は、入力デバイスのタイプの
アイデンティティ（例えば、マウス、タッチ・スクリーン、キーボード等）、検出された
入力デバイス・イベントの性質（例えば、クリック、タッチ、スワイプ、キー押下等）、
他の関連情報、又はこれらの組合せを含み得る。パケットはまた、レポートされている入
力デバイス・イベントの性質及びタイプに応じて異なり得るコンテンツを有するペイロー
ド部を含み得る。
【０２０６】
　検出された入力デバイス・イベントが、スクリーンに接続されたマウス又はタッチ・ス
クリーンより生成された例において、パケットのペイロード部は、ブロック１７０４に従
っておそらくは調整された、スクリーンにより生成されたカーソルの開始画素座標、終了
画素座標、又は他の画素座標に関連する情報を含み得る。入力デバイス・イベントが、ス
クリーンに接続されたキーボードからのキー押下である例において、パケットのペイロー
ド部は、押下されたキーのアイデンティティを含み得る。
【０２０７】
　前述したように、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、上
述したもの等のデータ信号を、スクリーンから受信するよう構成され得る。そのような例
において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、入力デバイス・モジュール命令
を有する入力デバイス・モジュールを含み得る。この入力デバイス・モジュール命令は、
モバイル・コンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに、受信されたデータ信号に含まれるパケットを復号
させる。より詳細には、この入力デバイス命令は、モバイル・コンピューティング・デバ
イスにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、入力デバイ



(65) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ス・イベントのタイプ及び位置（例えば、おそらくは、スクリーンにより、投げられたデ
ィスプレイの本来の解像度に元に戻された（normalized）、入力デバイス・イベントの画
素座標）を判定させるために、受信されたデータ信号内のパケットを解析させることがで
きる。
【０２０８】
　次いで、得られた情報が、上述したように、モバイル・コンピューティング・デバイス
上で実行されているＯＳ及び／又はアプリケーションに提供され得る。ＯＳ及び／又はア
プリケーションは、通常の入力デバイス・データ、すなわち、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに接続された入力デバイスから従来のように取得され得るデータとして、
このように提供された入力デバイス情報を取り扱うことができる。すなわち、モバイル・
コンピューティング・デバイス上で実行されているＯＳ及び／又はアプリケーションは、
検出された入力デバイス・イベントと関連する結果を生成するために、スクリーンにより
提供された入力デバイス・イベント情報を利用することができる。
【０２０９】
　図１７Ｂに戻って、スクリーンが、入力デバイス・イベントを含むデータ信号をモバイ
ル・コンピューティング・デバイスに送信すると、方法はブロック１７０６に進み得る。
このブロックに従って、入力デバイス命令は、スクリーンのプロセッサにより実行された
ときに、スクリーンに、入力デバイス・イベントのモニタリングを続けるかどうかに関す
る判定を行わせることができる。このようなモニタリングを続ける場合、方法はブロック
１７０３にループバックして繰り返し得る。しかしながら、このようなモニタリングを繰
り返さない場合、方法はブロック１７０７に進み終了し得る。
【０２１０】
　前述のことから理解され得るように、スクリーンと一体化された入力デバイス及び／又
はスクリーンに接続された入力デバイスを使用して、スクリーンとペアリングされたモバ
イル・コンピューティング・デバイス上で実行されるリソースとインタラクトすることが
できる、且つ／あるいはそのようなリソースを制御することができる。いくつかの実施形
態において、スクリーンとペアリングされた入力デバイスを使用して、コマンド、テキス
ト入力を入力することができ、入力デバイス・オペレーションを実行することができる。
そのようなコマンド、入力、及びオペレーションは、上述したように、スクリーンにより
、確立されたバックチャネルを介してモバイル・コンピューティング・デバイスに伝送さ
れ得る。そのようなコマンド、入力、及びオペレーションを受信すると、モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、そのようなコマンド、入力、及びオペレーションの結果を
実行するよう構成され得る。この機能を利用して、ユーザが、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとペアリングされた非一体型スクリーンを介してモバイル・コンピューテ
ィング・デバイス上のリソースを制御できる、且つ／あるいはそのようなリソースにアク
セスできる、いくつかの興味深いユース・ケースを可能にすることができる。
【０２１１】
　１つの例示的なユース・ケースとして、モバイル・コンピューティング・デバイスは、
写真共有アプリケーションを有するメモリを含み得る。写真共有アプリケーションは、モ
バイル・コンピューティング・デバイスに記憶された、あるいはモバイル・コンピューテ
ィング・デバイスがアクセス可能な（例えば、クラウド／インターネット・ストレージに
記憶された）写真及び任意的に他のメディアにアクセスすることができる。写真共有アプ
リケーションは、モバイル・コンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行され
たときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、このアプリケーションのグラフ
ィカル・ユーザ・インタフェースに対応するビデオをフレーム・バッファに出力させる命
令を含み得る。モバイル・コンピューティング・デバイスは、（前述したように、）フレ
ーム・バッファをキャプチャし、例えば、有線接続又は無線接続を介して、そのフレーム
・バッファを非一体型スクリーンに送信するよう構成され得る。これは、グラフィカル・
ユーザ・インタフェースを非一体型スクリーン上に表示させ得る。次いで、スクリーンに
接続された入力デバイスを使用して、グラフィカル・ユーザ・インタフェースとインタラ
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クトすることができる。このようなインタラクションが、スクリーンにより、入力デバイ
ス・イベントとして記録され、バックチャネルを介してモバイル・コンピューティング・
デバイスにレポートされ得る。モバイル・コンピューティング・デバイスは、そのような
イベントを写真共有アプリケーションに利用可能にすることができ、写真共有アプリケー
ションは、そのようなイベントを用いて、適切なアクションを実行することができる。こ
のように、非一体型スクリーンのユーザは、非一体型スクリーンに接続されている入力デ
バイスを用いて、写真共有アプリケーションにアクセスすることができる、且つ／あるい
は写真共有アプリケーションを制御することができる。
【０２１２】
　前に説明したように、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは
、非一体型スクリーンとペアリングし、ペアリング・プロセス中にスクリーンとの間に確
立されたデータ・チャネルを介して、ビデオ情報をペアリングされたスクリーンに送信す
るよう構成され得る。明瞭さ及び理解のしやすさのために、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスが１つの非一体型スクリーンとペアリングするという想定の下で、このコン
セプトについて説明した。このような実施形態は有用であるが、本開示の技術は、１つの
モバイル・コンピューティング・デバイスが複数の非一体型スクリーンと同時にペアリン
グすることを可能にし得る。複数のスクリーンの各々とのペアリングは、モバイル・コン
ピューティング・デバイスが異なる非一体型スクリーンからの複数の接続を受け入れるこ
とを可能にするように必要に応じて修正される、上述したペアリング・プロトコルのうち
のいずれかを用いて生じ得る。このように、モバイル・コンピューティング・デバイスは
、第１のスクリーン、第２のスクリーン、及び第３のスクリーンと同時にペアリングして
、そのビデオ情報を、表示のためのそれらスクリーンに投げることができる。
【０２１３】
　そのようなスクリーンの性質及び能力は、同じであってもよいし、異なってもよい。例
えば、第１のスクリーンは、テレビジョン（例えば、ダム・スクリーン）であり得、第２
のスクリーンは、モバイル通信デバイス（例えば、スマートフォンのディスプレイ、携帯
電話機のディスプレイ等）であり得、第３のスクリーンは、デスクトップ・コンピュータ
・モニタであり得る。代替的に、第１のスクリーン、第２のスクリーン、及び第３のスク
リーンは、同じであってもよい。例えば、第１のスクリーン、第２のスクリーン、及び第
３のスクリーンはそれぞれ、デスクトップ・コンピュータ・ディスプレイであってもよい
。もちろん、同時にペアリングされるスクリーンの数は、３に限定されるものではなく、
任意の適切な数であってよい。同様に、モバイル・コンピューティング・デバイスと同時
にペアリングすることができるスクリーンのタイプの性質も、限定されるものではない。
実際、モバイル・コンピューティング・デバイスは、前述したもの等の任意の適切なタイ
プの非一体型スクリーンとペアリングするよう構成され得る。
【０２１４】
　複数のスクリーンがモバイル・コンピューティング・デバイスと同時にペアリングされ
る実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、任意的に、モバイル
・コンピューティング・デバイスのリソースに対する制御を、ペアリングされた複数のス
クリーンのうちの１以上に割り当てるよう構成されてもよい。図１８Ａを参照すると、モ
バイル・コンピューティング・デバイス１０１は、スクリーン１０３１、スクリーン１０
３２、及びスクリーン１０３ｎの３つのスクリーンと同時にペアリングされ得る。いくつ
かの実施形態において、スクリーン１０３１、スクリーン１０３２、及びスクリーン１０
３ｎの各々は、例えば、１以上の入力デバイスを用いて、モバイル・コンピューティング
・デバイス１０１上のリソースにアクセスでき得る、且つ／あるいはそのようなリソース
を制御でき得る。代替的又は追加的に、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１
は、モバイル・コンピューティング・デバイスのリソースに対する制御及び／又はそのよ
うなリソースへのアクセスを、スクリーン１０３１、スクリーン１０３２、及びスクリー
ン１０３ｎのサブセット（例えば、これらのうちの１以上）に制限してもよい。例えば、
モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、スクリーン１０３１がモバイル・コ
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ンピューティング・デバイスのリソースにアクセスしそのようなリソースを制御すること
を許可し得るが、スクリーン１０３２、スクリーン１０３ｎに対してはそのようなアクセ
ス及び／又は制御を拒否し得る。
【０２１５】
　この点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイスは、アクセス制御モジュー
ルを記憶したメモリを含み得る。アクセス制御モジュールは、実行されたときに、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに、本開示と整合するアクセス管理オペレーションを
実行させるアクセス命令を含む。前述の説明と整合するように、アクセス管理オペレーシ
ョンは、モバイル・コンピューティング・デバイス内のリソースに対するアクセス及び／
又は制御を１以上のペアリングされたスクリーンに割り当てること、及び／又はモバイル
・コンピューティング・デバイス内のリソースに対するアクセス及び／又は制御を１以上
のペアリングされたスクリーンに制限することを含み得る。例えば、アクセス命令は、実
行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとペアリングされている非一体型スクリーンの全て若しくは一部にアク
セス・トークンを送信させるか、又はそのような非一体型スクリーンのいずれにもアクセ
ス・トークンを送信させないようにすることができる、あるいはそのような非一体型スク
リーンの全て若しくは一部にアクセス・トークンを割り当てさせるか、又はそのような非
一体型スクリーンのいずれにもアクセス・トークンを割り当てさせないようにすることが
できる。いくつかの実施形態において、ペアリングされたスクリーンへのアクセス・トー
クンの割り当ては、モバイル・コンピューティング・デバイスを用いて／介してなされた
ジェスチャ又は他の入力に応答して開始され得る。例えば、モバイル・コンピューティン
グ・デバイスは、ユーザが、特定のペアリングされたスクリーンに対してジェスチャを行
うことにより、当該のスクリーンにアクセス・トークンを割り当てることができるように
構成され得る。
【０２１６】
　アクセス・トークンは、ペアリングされたスクリーンに与えられるアクセスの程度を指
定するよう構成され得る。例えば、アクセス・トークンは、特定のアプリケーション（例
えば、上述した写真共有アプリケーション）と関連付けられたリソースに対する制限のな
いアクセスを提供するとともに、スクリーンのアクセスをモバイル・コンピューティング
・デバイスの所定のシステム・リソース（例えば、システム重要リソース、ＯＳ設定等）
に制限するよう構成され得る。アクセス・トークンの性質及び構成は、スクリーン間で異
なり得るものであり、これにより、モバイル・コンピューティング・デバイスは、同時に
ペアリングされるスクリーンがモバイル・コンピューティング・デバイスのリソースにア
クセスできる、且つ／あるいはそのようなリソースを制御できる程度を個別に制御するこ
とが可能になる。
【０２１７】
　次に図１８Ｂを参照すると、図１８Ｂは、モバイル・コンピューティング・デバイスを
複数の非一体型スクリーンとペアリングし、１以上の制御トークンを用いて、モバイル・
コンピューティング・デバイス上のリソースへのアクセス及び／又はそのようなリソース
の制御を管理する非限定的な方法を示している。図示されるように、方法はブロック１８
０１で始まる。ブロック１８０２において、モバイル・コンピューティング・デバイスは
、ブロードキャスト・ペアリング・モードにされ得る。このモードでは、モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、複数の非一体型スクリーンとのペアリングのために利用可
能であり得る。次いで、方法はブロック１８０３に進み得る。ブロック１８０３において
、モバイル・コンピューティング・デバイスは、複数の非一体型スクリーンとペアリング
される。モバイル・コンピューティング・デバイスと各スクリーンとのペアリングは、図
５Ａ～図７Ｂに関連して上述したペアリング方法を含む任意の適切なペアリング方法を用
いて実行され得る。したがって、簡潔さのために、各スクリーンをモバイル・コンピュー
ティング・デバイスとペアリングするプロセスの詳細な説明は繰り返さない。
【０２１８】
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　モバイル・コンピューティング・デバイスが、複数の非一体型スクリーンとペアリング
されると、方法はブロック１８０４に進み得る。ブロック１８０４において、モバイル・
コンピューティング・デバイスは、そのディスプレイをペアリングされたスクリーンに送
信する、あるいは「投げる」ことができる。モバイル・コンピューティング・デバイスか
ら各スクリーンへのビデオの送信は、モバイル・コンピューティング・デバイスから１つ
のスクリーンへのディスプレイの送信に関連して上述した方法を含む任意の適切な方法を
用いて生じ得る。したがって、簡潔さのために、ブロック１８０４に従ってモバイル・コ
ンピューティング・デバイスがディスプレイを各スクリーンに送信する方法は、詳細に説
明しない。
【０２１９】
　次いで、方法はブロック１８０５に進み得る。ブロック１８０５において、モバイル・
コンピューティング・デバイスは、１以上の制御トークンをペアリングされたスクリーン
の全て又は一部に送信することができる、あるいは１以上の制御トークンをペアリングさ
れたスクリーンのいずれにも送信しないようにすることができる。前述したように、１以
上の制御トークンは、ペアリングされたスクリーンが有する、モバイル・コンピューティ
ング・デバイス内のリソースに対するアクセス及び／又は制御を制限又は指定するよう構
成され得る。例えば、モバイル・コンピューティング・デバイスは、制御トークンを第１
のペアリングされたスクリーンに送信し得るが、制御トークンを第２のペアリングされた
スクリーンに送信し得ない。そのような例において、第１のペアリングされたスクリーン
は、制御トークンにより指定された程度において、モバイル・コンピューティング・デバ
イス内のリソースにアクセスすることができる、且つ／あるいはそのようなリソースを制
御することができる。第２のペアリングされたスクリーンは、制御トークンを有していな
いので、モバイル・コンピューティング・デバイス上のリソースへのアクセス及び／又は
そのようなリソースの制御を拒否され得る。理解され得るように、これは、第１のペアリ
ングされたスクリーンのユーザが、モバイル・コンピューティング・デバイス上のアプリ
ケーション及び他のリソースを制御することを可能にし、したがって、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスから第２のスクリーン（及び、第１のスクリーン）に投げられる
ビデオのコンテンツを制御することを可能にし得る。
【０２２０】
　モバイル・コンピューティング・デバイスが、１以上の制御トークンを送信すると、方
法はブロック１８０６に進み得る。ブロック１８０６において、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、制御トークンを有するペアリングされたスクリーンからの入力／制
御信号の受信をモニタリングする。いくつかの実施形態において、入力／制御信号は、上
述したもの等の、ペアリングされたスクリーンからの入力デバイス・イベント・レポート
を含むデータ信号の形態であり得る。もちろん、入力／制御信号は、入力デバイス・イベ
ント・レポートを含むデータ信号と関連している必要はなく、任意の適切な形で構成され
てよい。例えば、入力／制御信号は、モバイル・コンピューティング・デバイス上での指
定されたオペレーションの実行を指示する１以上のコマンドを含んでよい。
【０２２１】
　次いで、方法はブロック１８０７に進み得る。ブロック１８０７において、モバイル・
コンピューティング・デバイスは、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行さ
れている適切なアプリケーション及び／又はＯＳ内で、入力／制御信号の結果を実行する
ことができる。例えば、入力／制御信号が、アプリケーションを開くことを指示する場合
、その入力／制御信号を発したスクリーンが、モバイル・コンピューティング・デバイス
上の関連リソースへの十分なアクセス／そのような関連リソースに対する十分な制御を許
可されているならば、モバイル・コンピューティング・デバイスは、そのアプリケーショ
ンを開くことができる。
【０２２２】
　ブロック１８０８において、モバイル・コンピューティング・デバイスは、１以上のペ
アリングされたスクリーンからの入力／制御信号のモニタリングを続けるかどうかに関す
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る判定を行うよう構成され得る。そのようなモニタリングを続ける場合、方法はブロック
１８０９に進み得る。ブロック１８０９において、モバイル・コンピューティング・デバ
イスが、１以上のペアリングされたスクリーンに関する、モバイル・コンピューティング
・デバイスのリソースに対する制御を移行又は変更するかどうかに関する判定がなされる
。制御を移行又は変更しない場合、方法はブロック１８０６に進み繰り返し得る。しかし
ながら、制御の移行／変更が生じる場合、方法はブロック１８０５に戻り得、ブロック１
８０５において、以前の制御トークンが無効にされ得、１以上の（おそらくはアップデー
トされた）制御トークンが、ペアリングされたスクリーンの全て又は一部に伝送され得る
か、あるいはペアリングされたスクリーンのうちのいずれにも伝送され得ない。ブロック
１８０８に戻って、入力／制御信号のモニタリングを続けない場合、方法はブロック１８
０１に進み終了し得る。
【０２２３】
　前述の説明は、モバイル・コンピューティング・デバイスが、１以上の非一体型スクリ
ーンと無線でペアリングし、そのビデオ出力を、表示のための１以上のペアリングされた
スクリーンに送信する（「投げる」）ことができる技術に大部分フォーカスしている。こ
のことを考慮すると、本開示の別の態様は、一体化されたコンピューティング・システム
を形成するために、モバイル・コンピューティング・デバイスが、非一体型スクリーンと
物理的且つ可逆的にドッキングすることができる技術に関する。このコンセプトが図１９
Ａ及び図１９Ｂに示されており、図１９Ａ及び図１９Ｂは、異なる能力及び／又は機能を
有する一体化されたコンピューティング・システムを形成するために、異なる非一体型ス
クリーンと交換可能にドッキングすることができるモバイル・コンピューティング・デバ
イスを含む例示的なシステムを示している。例えば、図１９Ａの実施形態において、モバ
イル・コンピューティング・デバイスは、スクリーン１０３等の非一体型スクリーンの対
応するドッキング・コネクタと結合することができるドッキング・コネクタを含み得る。
この場合、スクリーン１０３は、タブレット・パーソナル・コンピュータのディスプレイ
と整合し得るような、比較的大型の平らなディスプレイの形態である。モバイル・デバイ
ス１０１のドッキング・コネクタは、モバイル・デバイス１０１が他のフォーム・ファク
タの非一体型スクリーンとドッキングすることも可能にし得る。図１９Ｂに示されるよう
に、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、非一体型スクリーン１０３’と
ドッキングすることができ、非一体型スクリーン１０３’は、この場合、携帯電話機及び
／又はスマートフォンのスクリーンと整合し得るような、比較的小型のスクリーンの形態
である。もちろん、図１９Ａ及び図１９Ｂにおけるスクリーン１０３及びスクリーン１０
３’のフォーム・ファクタは、例示的なものに過ぎず、スクリーン１０３及びスクリーン
１０３’は、上述したものを含む任意の適切なフォーム・ファクタを有してよい。
【０２２４】
　モバイル・コンピューティング・デバイスと、ドッキングされた非一体型スクリーンと
、のペアリングは、上述した無線ペアリング・プロトコル及び有線ペアリング・プロトコ
ルを含む任意の適切な方法を用いて生じ得る。限定ではないが、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、好ましくは、有線ペアリング・プロトコルを用いて、ドッキングさ
れた非一体型スクリーンとペアリングする。
【０２２５】
　いくつかの実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイスとドッキング
するよう構成される非一体型スクリーンは、ペアリングが成功すると、１以上のさらなる
リソースをモバイル・コンピューティング・デバイスに提供することができる。例えば、
ドッキングされた非一体型スクリーンは、１以上の電源（例えば、バッテリ）を含み得る
。この１以上の電源を使用して、モバイル・コンピューティング・デバイスの内蔵電源を
補完することができ、再充電することなくモバイル・コンピューティング・デバイスを使
用できる時間を潜在的に延ばすことができる。同様に、ドッキングされた非一体型スクリ
ーンは、モバイル・コンピューティング・デバイスのオペレーションを拡張又は補完する
ために利用することができる、通信デバイス、メモリ・デバイス、処理デバイス、入力デ
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バイス、他のリソース等を含み得る。例えば、図１９Ｂの場合、スクリーン１０３’は、
モバイル・コンピューティング・デバイス１０１には含まれないセルラ無線機を含み得る
。そのような例において、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、スクリー
ン１０３’とドッキングするとき、セルラ無線機を制御することができる。これは、モバ
イル・コンピューティング・デバイス１０１が、スクリーン１０３’内のセルラ無線機を
用いて、セルラ・ネットワークを介して通信することを可能にし得る。スクリーン内のさ
らなるリソース及びコンポーネントの性質及びタイプは、スクリーンのフォーム・ファク
タ及びその意図される目的に依存し得る。例えば、スクリーンが自動車に含まれる場合、
スクリーンは、ＧＰＳ、カメラ、及び他のセンサを含み得る、あるいはこれらに接続され
得る。これらＧＰＳ、カメラ、及び他のセンサは、ＧＰＳナビゲーション・オペレーショ
ン、駐車カメラ・オペレーション、運転手認証オペレーション、これらの組合せ、及び同
様のもの等の所望の機能を実行するように、ドッキングされたモバイル・コンピューティ
ング・デバイスにより制御され得る。
【０２２６】
　本開示の別の態様は、モバイル・コンピューティング・デバイスとペアリング又はドッ
キングすることができる非一体型スクリーンによりデータの保持を制御するための技術に
関する。理解され得るように、モバイル・コンピューティング・デバイスは、相当の量の
ビデオ情報及び／又は他の情報を、ペアリング及び／又はドッキングした非一体型スクリ
ーンに送信することがある。したがって、非一体型スクリーンが、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスとのペアリングをやめた後、非一体型スクリーンによるそのようなデ
ータ及び情報の保持に関するセキュリティの問題が生じ得る。実際、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスから非一体型スクリーンに送信されるビデオ情報及び他の情報の全
て又は一部が、メモリ又は他のリソース内に残り得る。同様に、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスが、（例えば、ペアリングを可能にするために、あるいは別の目的のた
めに）１以上のアプリケーションをスクリーンに伝送する場合、非一体型スクリーンが、
モバイル・コンピューティング・デバイスともはやペアリングされなくなった後も、その
ようなアプリケーションは、非一体型スクリーン上に残り得る。結果として、そのような
アプリケーション及びデータは、マルウェア、ハッカー、又は非一体型スクリーンを標的
とする別の不認可のサード・パーティにより取得されやすいものであり得る。
【０２２７】
　この問題に対処するために、本明細書で説明した非一体型スクリーンは、終了イベント
が発生すると、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信した情報を削除するよ
う構成され得る。終了イベントの非限定的な例は、モバイル・コンピューティング・デバ
イスとスクリーンとの間の接続の終了、スクリーンによる終了信号の受信、指定された時
間期間の満了、予め定められた閾値を超える通信レイテンシ（介入者攻撃、クローニング
攻撃）、これらの組合せ、及び同様のものを含む。
【０２２８】
　本明細書で説明した非一体型スクリーンはまた、セキュア・メモリ・エンクレーブ、ト
ラステッド実行環境、又はこれらの組合せ等の保護された環境に、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスから受信したアプリケーション及び他の情報を記憶又は保持するよう
構成され得る。保護された環境は、コンピュータ読み取り可能一時記憶命令を含む一時記
憶モジュールをさらに記憶することができる。このコンピュータ読み取り可能一時記憶命
令は、プロセッサにより実行されたときに、スクリーンに、終了イベントが発生すると、
例えば、非一体型スクリーン内のセキュア環境内のメモリ及び／又は非一体型スクリーン
内の他の位置から、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信したアプリケーシ
ョン及び他の情報を削除させる。
【０２２９】
　例えば、本明細書で説明した非一体型スクリーンは、上述したように、モバイル・コン
ピューティング・デバイスとペアリングすることができる。モバイル・コンピューティン
グ・デバイスとの通信チャネルが確立されると、スクリーンは、モバイル・コンピューテ
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ィング・デバイスからのビデオ情報及び他の情報（例えば、アプリケーション）の受信の
ために通信チャネルをモニタリングすることができる。モバイル・コンピューティング・
デバイスから受信した情報は、ビデオ・バッファ、データ・ストア、別のタイプのメモリ
、これらの組合せ、及び同様のもの等のスクリーンのメモリに記憶され得る。そのような
メモリは、スクリーン上に保持される保護された環境内にあり得る、あるいは別の位置に
あり得る。いずれの場合でも、その後に、スクリーンは、モバイル・コンピューティング
・デバイスから受信したビデオ情報を表示することができる、且つ／あるいはモバイル・
コンピューティング・デバイスから受信したアプリケーションを実行することができる。
【０２３０】
　同時に、スクリーンのプロセッサは、ディスプレイに記憶された一時記憶モジュール内
の一時記憶命令を実行することができる。一時記憶命令は、実行されたときに、スクリー
ンに、上述したもの等の終了イベントの発生をモニタリングさせることができる。終了イ
ベントが発生すると、一時記憶命令は、実行されたときに、スクリーンに、ビデオ情報、
アプリケーション、及び／又は他の情報を含む、モバイル・コンピューティング・デバイ
スから受信したいずれかの情報又は全ての情報を削除させることができる。
【０２３１】
　本明細書で説明したスクリーンは、モバイル・コンピューティング・デバイスから受信
したビデオ情報及び他の情報を、暗号化された形態又は暗号化されていない形態で記憶す
ることができる。前者の場合、本明細書で説明したスクリーンは、メモリに記憶され得る
暗号化モジュールを含む。暗号化モジュールは、スクリーンのメモリに予め提供されてい
てもよいし、例えば、ペアリング・プロトコルの一部として、モバイル・コンピューティ
ング・デバイスからスクリーンにプッシュされてもよい。いずれの場合でも、暗号化モジ
ュールは、スクリーンのプロセッサにより実行されたときに、スクリーンに、モバイル・
コンピューティング・デバイスから受信したビデオ情報及び他の情報並びにアプリケーシ
ョンを暗号化させるコンピュータ読み取り可能命令を含み得る。いくつかの実施形態にお
いて、この暗号化命令はまた、実行されたときに、スクリーンに、例えば、スクリーンの
ディスプレイ上に画像をレンダリング／表示するために暗号化されたビデオ情報及び他の
情報の使用が必要とされるまで、そのような情報を暗号化された状態で保持させることが
できる。そのような情報が必要とされるとき、暗号化命令は、実行されたときに、スクリ
ーンに、暗号化された情報を復号させることができる。いくつかの実施形態において、そ
のような情報は、そのような情報を求めるアクションを実行する必要がある限り、復号さ
れた状態であり続け得る。そのようなアクションが終了すると、あるいは別のときに、暗
号化命令は、実行されたときに、スクリーンに、そのような情報を再暗号化させることが
できる。代替的又は追加的に、スクリーン上の一時記憶命令は、実行されたときに、スク
リーンに、スクリーンによりもはや使用されていない復号された情報を削除させてもよい
。
【０２３２】
　上述したように、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスは、自身のディス
プレイ出力を１以上の非一体型スクリーンに送信するよう構成され得る。この機能に加え
て、いくつかの実施形態におけるモバイル・コンピューティング・デバイスはまた、先進
的なネットワーク接続を含むよう構成され得る。例えば、本明細書で説明したモバイル・
コンピューティング・デバイスは、短距離通信の１以上の形態、長距離通信の１以上の形
態、これらの組合せ、及び同様のものを用いて通信できるように構成され得る。この点に
関して、図２を再度参照すると、図２において、ＷＣＯＭＭＳが、ＷｉＦｉ（登録商標）
、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、セルラ・ネットワーク、ＴＶホ
ワイトスペース・ネットワーク、又はこれらの組合せを介して通信可能なハードウェア及
び／又はソフトウェアを含むものとして示されている。もちろん、通信のこれらの形態は
、例示的なものに過ぎず、ＷＣＯＭＭＳ２０４は、図示した通信形態の組合せを含む必要
はない。実際、ＷＣＯＭＭＳ２０４は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１
が、任意の所望の通信モード又は通信モードの組合せを用いて通信することを可能にする
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よう構成され得る。
【０２３３】
　いくつかの実施形態において、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デ
バイスは、上述し図２に示したもの等の異なる通信モードのうちの１つ又はこれらの組合
せを用いて、ワイド・エリア・ネットワーク（例えば、インターネット）と通信すること
ができ得る。モバイル・コンピューティング・デバイスが、ワイド・エリア・ネットワー
クへのアクセス・ポイントの通信レンジ内に存在する例において、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、通信の適切なモードを用いて、アクセス・ポイントと直接通信す
ることができる。しかしながら、ワイド・エリア・ネットワークへのアクセス・ポイント
が、通信レンジ内に存在しない場合、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング
・デバイスは、ワイド・エリア・ネットワークとの通信を確立することを試みるために、
レンジ内にある他のデバイスと通信するよう構成され得る。すなわち、本明細書で説明し
たモバイル・コンピューティング・デバイスは、モバイル・コンピューティング・デバイ
スが、１以上の介在デバイスを介してワイド・エリア・ネットワークに／からデータ信号
を送信／受信することを可能にするメッシュ・ネットワークを確立及び／又はサポートす
ることを試みることができる。
【０２３４】
　例えば、第１のモバイル・コンピューティング・デバイスは、ＷｉＦｉ（登録商標）通
信及びＮＦＣを介した通信が可能であり得、第１のモバイル・コンピューティング・デバ
イスは、インターネット等のワイド・エリア・ネットワークと通信することを試みるため
に、これらを用いることができる。しかしながら、ワイド・エリア・ネットワークへのア
クセス・ポイントが、通信レンジ内に存在しない場合、第１のモバイル・コンピューティ
ング・デバイスは、レンジ内にある他のデバイスと通信するよう構成され得、第１のモバ
イル・コンピューティング・デバイスは、他のデバイスを利用して、ワイド・エリア・ネ
ットワークへの通信経路を確立することができる。例えば、第１のモバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、データ信号を、通信レンジ内にある第２のモバイル・コンピュー
ティング・デバイスに送信することができる。第２のモバイル・コンピューティング・デ
バイスは、第１のモバイル・コンピューティング・デバイスと実質的に同じであってもよ
いし、異なってもよい。いずれの場合でも、第２のモバイル・コンピューティング・デバ
イスは、他のモバイル・コンピューティング・デバイスから受信したデータ信号を、例え
ば、ワイド・エリア・ネットワーク（ワイド・エリア・ネットワークが第２のモバイル・
コンピューティング・デバイスの通信レンジ内に存在する場合）又はレンジ内にある他の
モバイル・コンピューティング・デバイスにリレーするよう構成され得る。このプロセス
は、第１のモバイル・コンピューティング・デバイスから送信されたデータ信号がワイド
・エリア・ネットワークへのアクセス・ポイントに到達するまで続き得る。例えば、第１
のモバイル・コンピューティング・デバイスが、ワイド・エリア・ネットワークのアクセ
ス・ポイントの通信レンジ外にあり続ける場合、ワイド・エリア・ネットワークからのデ
ータ信号も、第１のモバイル・コンピューティング・デバイスに同様にリレーされ得る。
【０２３５】
　前述のコンセプトが、図２０に概括的に示されている。図２０は、本開示と整合する、
１以上のモバイル・コンピューティング・デバイスを含む例示的なメッシュ・ネットワー
クを示している。図示されるように、図２０は、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス１０１１を含む。図示される実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバ
イス１０１１は、セルラ・ネットワーク等の長距離通信ネットワークを用いてワイド・エ
リア・ネットワーク２００２（例えば、インターネット）と通信することができる無線通
信回路を含む。
【０２３６】
　さらに図示されるように、図示されるメッシュ・ネットワークは、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイス１０１２を含む。図示される実施形態において、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス１０１２は、レンジ外に存在する、セルラ・ネットワーク接続を
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有していない、あるいは（以下で説明するように）セルラ・ネットワークの使用を制限又
は回避するよう構成されているために、セルラ・ネットワーク２００１と通信することが
できない。しかしながら、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１２は、他の通
信モードを利用して、ワイド・エリア・ネットワーク２００２と通信することができる。
例えば、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１２は、データ信号をモバイル・
コンピューティング・デバイス１０１３に送信することができる。モバイル・コンピュー
ティング・デバイス１０１３は、図示される実施形態において、ワイド・エリア・ネット
ワーク２００２と直接通信することができ得ないので、モバイル・コンピューティング・
デバイス１０１３は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１２から受信したデ
ータ信号を、レンジ内にある他のデバイス／ネットワーク（この場合、モバイル・コンピ
ューティング・デバイス１０１ｎ）にリレーし得る。モバイル・コンピューティング・デ
バイス１０１ｎは、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１３から受信したデー
タ信号を、その通信レンジ内にある他のデバイス／ネットワーク（この場合、ＷｉＦｉ（
登録商標）／テレビジョン・ホワイトスペース（ＴＶＷＳ）ネットワーク２００３）に転
送し得る。ＷｉＦｉ（登録商標）／ＴＶＷＳネットワークも、ワイド・エリア・ネットワ
ーク２００２と直接通信することができ得ないので、ＷｉＦｉ（登録商標）／ＴＶＷＳネ
ットワークは、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１ｎから受信したデータ信
号を、レンジ内にある他のデバイス／ネットワーク（この場合、ＷｉＦｉ（登録商標）／
ＴＶＷＳバックホール・ネットワーク２００４）にリレーし得る。図示される実施形態に
おいて、ＴＶＷＳバックホール２００４は、ワイド・エリア・ネットワーク２００２と直
接通信することができ、したがって、ＷｉＦｉ（登録商標）／ＴＶＷＳネットワーク２０
０３から受信したデータ信号をワイド・エリア・ネットワーク２００２に転送することが
できる。このように、デバイス１０１２は、メッシュ・ネットワーク内の他のデバイスを
利用して、データ信号を、ワイド・エリア・ネットワーク２００２に／から送信／受信す
ることができる。
【０２３７】
　図２０の実施形態は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１４をさらに含む
。モバイル・コンピューティング・デバイス１０１４は、上述したように、１以上の非一
体型スクリーン１０３１～１０３ｎとペアリングすることができる。１以上の非一体型ス
クリーンを介してなされる入力が、例えば、確立されたバックチャネルを介してモバイル
・コンピューティング・デバイス１０１４に送信され得る。このような入力は、モバイル
・コンピューティング・デバイス１０１４に、ワイド・エリア・ネットワーク２００２と
通信させることを試みさせることがある。図示される実施形態において、モバイル・コン
ピューティング・デバイス１０１４は、通信レンジ外に存在する、必要な接続を有してい
ない、あるいは（以下で説明する理由のために）ワイド・エリア・ネットワークとの直接
通信を回避するよう構成されているために、ワイド・エリア・ネットワーク２００２と直
接通信することができない。しかしながら、モバイル・コンピューティング・デバイス１
０１２と同様に、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１４は、メッシュ・ネッ
トワークを使用して、ワイド・エリア・ネットワーク２００２と通信することができる。
この場合、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１４は、データ信号を、家２０
０６のＷｉＦｉ（登録商標）／ＴＶＷＳネットワーク２００５を介してＷｉＦｉ（登録商
標）／ＴＶＷＳバックホール２００４にリレーし、最終的にワイド・エリア・ネットワー
ク２００２にリレーすることができる。同様に、モバイル・コンピューティング・デバイ
ス１０１４は、メッシュ・ネットワークの同じ要素又は他の要素を介してルーティングさ
れるデータ信号を、ワイド・エリア・ネットワーク２００２から受信するよう構成され得
る。
【０２３８】
　メッシュ・ネットワークに関する１つの課題はサービス品質である。すなわち、メッシ
ュ・ネットワークに対する信頼性の高い接続及び帯域幅（すなわち、サービス品質）を維
持しながらユーザ・コストを低く保つことは困難であり得る。本開示の一態様は、メッシ
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ュ・ネットワークの使用を奨励するためのシステム及び方法に関する。そのようなシステ
ム及び方法の１つの特徴は、メッシュ・ネットワーク内の各デバイス上に存在し得るネッ
トワーク管理モジュールの使用である。ネットワーク管理モジュールは、ネットワーク管
理（ＮＭ）命令を含み得る。ＮＭ命令は、メッシュ・ネットワーク内のデバイスにより実
行されたときに、そのデバイスに、メッシュ・ネットワークを介してそのデバイスにより
リレーされるデータの量をモニタリングさせる。ＮＭ命令はまた、実行されたときに、デ
ータの相対量（relative　amount）を、帯域幅クレジット（bandwidth　credit）、通貨
（currency）、又は、ネットワーク帯域幅をメッシュ・ネットワークの他のユーザに提供
するための別のインセンティブ（incentive）等の報酬（reward）と関連付けさせること
ができる。そのような報酬は、接続、サービス品質ニーズのための帯域幅予約、又は別の
商品若しくはサービスを購入するために、ユーザにより利用され得る。
【０２３９】
　利用可能な通信オプション／チャネルの数が増えるにつれ、人々が、通信のそれら様々
な形態の費用、能力、及びコストに対する自身のニーズを主体的に管理することがますま
す重要になりつつある。例えば、セルラ・ネットワークを介した通信は、特に、ユーザが
、割り当てられた時間（minute）及び／又はデータ・プールを超えて使用した場合、高価
であり得る。そのような例において、ユーザが、より高価な形態（潜在的により高機能な
形態）の通信よりも、より低価な形態（潜在的により低機能な形態）の通信を使用するこ
とが望ましいことであり得る。例えば、ユーザは、セルラ・ネットワークを介した通信等
の比較的高価な形態の通信の代わりに、メッシュ・ネットワーク、ＷｉＦｉ（登録商標）
、及び／又は所定のアクションのための他の比較的低価な形態の通信を優先的に使用する
ことが望ましいと感じているであろう。
【０２４０】
　前述のことを考慮して、本開示の別の態様は、本明細書で説明したもの、並びに、携帯
電話機、スマートフォン、タブレットＰＣ、これらの組合せ、及び同様のもの等の他のモ
バイル・デバイスを含むモバイル・コンピューティング・デバイスにより使用される通信
の形態を管理するための技術に関する。前述したように、そのようなデバイスは、ＷｉＦ
ｉ（登録商標）、ＮＦＣ、セルラ、テレビジョン・ホワイトスペース、これらの組合せ、
及び同様のものを含むがこれらに限定されない通信の様々な形態を可能にする無線通信イ
ンタフェースを備えることができる。以下で説明するように、本明細書で説明したモバイ
ル・コンピューティング・デバイスは、所望の目標を達成するために、データ信号を通信
するのに使用される通信の形態を管理するよう構成され得る。例えば、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスは、データ信号を通信するコストを制限するために、且つ／ある
いはデータ信号の受信を容易にするために（例えば、緊急メッセージ又は緊急的状況の場
合）、通信形態を管理するよう構成され得る。
【０２４１】
　この点に関して、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、モ
バイル・コンピューティング・デバイスのメモリに記憶された通信管理モジュール（ＣＭ
Ｍ）を含み得る。ＣＭＭは、プロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに、本開示と整合する通信管理オペレーションを実行させるコンピュ
ータ読み取り可能通信管理（ＣＭ）命令を含み得る。例えば、ＣＭ命令は、実行されたと
きに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、モバイル・コンピューティング・デ
バイスが利用可能な１以上の通信モードを用いてデータ信号を送信させることができる。
通信モードのタイプの選択は、通信のタイプ、通信の緊急性、ユーザの位置、１以上のセ
ンサを有するモバイル・コンピューティング・デバイスにより検出された状況情報（cont
extual　information）、サービス品質要件、これらの組合せ、及び同様のもの等の様々
なファクタに基づき得る。
【０２４２】
　例えば、データ信号を送信するリクエストに応答して、ＣＭ命令は、実行されたときに
、モバイル・コンピューティング・デバイスに、そのようなファクタを分析させ、緊急レ
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ベルをデータ信号に割り当てさせることができる。モバイル・コンピューティング・デバ
イスにより分析されたファクタが、データ信号が緊急でない（例えば、第１の緊急性閾値
を下回る）ことを示唆する場合、ＣＭ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに、ＷｉＦｉ（登録商標）、ＮＦＣ、別の形態の短距離通信、これら
の組合せ、及び同様のもの等の、１以上の比較的低価な通信モードを用いてデータ信号を
送信させることができる。モバイル・コンピューティング・デバイスが、データ信号の緊
急性がいくらか緊急である（例えば、第１の緊急性閾値を超える）と判定した場合、ＣＭ
命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに、ＴＶホワイト
スペース・ネットワーク、１バイトごとの支払いのセルラ・ネットワーク（pay　the　by
te　cellular　network）、サテライト通信、これらの組合せ、及び同様のもの等の、比
較的より高価であり得る１以上の通信モードを用いてデータ信号を送信させることができ
る。モバイル・コンピューティング・デバイスが、データ信号の緊急性が非常に高い（例
えば、第２の緊急性閾値を超える）と判定した場合、ＣＭ命令は、実行されたときに、モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、コストにかかわらず、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスが利用可能な全ての通信モードを用いてデータ信号を送信させること
ができる。
【０２４３】
　同様に、ＣＭ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに
、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーションの帯域
幅要件をモニタリングさせ、そのような要件を、モバイル・コンピューティング・デバイ
スが利用可能な様々な通信モードで利用可能であり得る／得られ得る帯域幅と比較させる
ことができる。この比較に基づいて、ＣＭ命令は、実行されたときに、モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、アプリケーションの帯域幅要件を満たし得る（あるいは、満
たすことが可能な）通信モードを使用させることができる。この点に関して、本明細書で
説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、例えば、ビデオ及び他のデータ・
ストリームのための、アプリケーション又は別のエンティティにより指定され得るサービ
ス品質を維持するよう構成され得る。
【０２４４】
　現在の電子メール、情報ストリーム、ソーシャル・ストリーム、写真、音楽、映画等に
ついて、人々は、大量の（例えば、数ギガバイト又はさらに数テラバイトの）個人データ
を求め得る。多くの例において、このデータの全て又は一部が、大容量ストレージ、又は
個人のモバイル・デバイス上に保持されない他のメモリに保持され得る。例えば、人々は
、数ギガバイトの写真、アプリケーション等を、自身のモバイル・デバイス以外のシステ
ムに記憶することができる。モバイル・デバイス上でそのような情報へのアクセスを可能
にするために、Ｂｏｘ、Ｄｒｏｐｂｏｘ（登録商標）、ｉＣｌｏｕｄ（登録商標）、及び
同様のもの等のサービスが開発されており、そのようなサービスは、一般に、「クラウド
内での」データ・ファイルの中央集約を提供するよう機能する。これら既存のサービスは
有用であるが、これら既存のサービスが提供するユーザ経験は限定的であり得る。例えば
、多くの既存のサービスは、所定のデジタル・データ・タイプを無視又は隔離する、ある
いは、ポータブル・デバイス上でどのデータをキャッシュすべきかを選択することをユー
ザに強いる。結果として、所望のデータが所望のモバイル・デバイスに記憶されることを
確実にするために、ユーザ介入が必要とされ得る。これは、特に、ユーザが、データ分散
を制御するための機構にすぐにアクセスできない場合、不便であり得る。
【０２４５】
　いくつかの実施形態において、本開示のモバイル・コンピューティング・デバイスは、
ユーザの個人データ、ファイル、ストリーム、及び他のデジタル・コンテンツの所定の部
分を、フォブ（fob）のローカルにあるメモリにインテリジェントにキャッシュするとと
もに、リモート位置に記憶された他のデータへのネットワーク・アクセスを提供するよう
構成され得る。以下で説明するように、モバイル・コンピューティング・デバイスは、ヒ
ューリスティックス（例えば、機械学習）及び／又は状況情報を用いて、どの情報をモバ
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イル・コンピューティング・デバイスのローカル・メモリにキャッシュするかを決定する
ことができる。これは、デバイスが、ユーザが望むデータをモバイル・コンピューティン
グ・デバイスにインテリジェントにキャッシュすることを可能にし得るとともに、ユーザ
・インタラクションの必要性を低減させる、最小限にする、あるいは取り除くことさえ可
能にし得る。
【０２４６】
　この点に関して、図２１を参照すると、図２１は、本開示と整合する例示的なインテリ
ジェント・キャッシング・システムを示している。図示されるように、インテリジェント
・キャッシング・システム２１００は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１
及びサーバ２１０１を含む。例示の目的上、図２１において、モバイル・コンピューティ
ング・デバイス１０１は、非一体型スクリーンとペアリングされているものとして示され
ているが、本明細書で説明するインテリジェント・キャッシング・オペレーションは、モ
バイル・コンピューティング・デバイス１０１をスクリーン１０３とペアリングすること
なく実行されてもよい。
【０２４７】
　サーバ２１０１は、１以上の有線通信リンク又は無線通信リンクを介してデータ・トラ
ンスミッション（data　transmission）を送受信するよう構成されるリモート・コンピュ
ーティング・システムであり得る。詳細には、サーバ２１０１は、例えば、モバイル・コ
ンピューティング・デバイス１０１又は別のソースから、ユーザ・データを受信し、その
ようなデータを、メモリ２１０５等の、サーバ２１０１のメモリに記憶するよう構成され
得る。この点に関して、ユーザ・データは、ネットワーク２１０３等の１以上のネットワ
ークを介して、あるいは、モバイル・コンピューティング・デバイスとの直接接続等の別
の手段を介して、サーバ２１０１に／から送信され得る。このコンセプトが図２１に示さ
れており、図２１において、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、ネット
ワーク２１０３を介してサーバ２１０１と双方向通信するものとして示されている。
【０２４８】
　ネットワーク２１０３は、データを搬送する任意のネットワークであってよい。本開示
に従ったネットワーク２１０３として用いることができる適切なネットワークの非限定的
な例として、インターネット、プライベート・ネットワーク、仮想プライベート・ネット
ワーク（ＶＰＮ）、公衆交換電話網（ＰＴＳＮ）、統合デジタル・サービス通信網（ＩＳ
ＤＮ）、デジタル加入者リンク・ネットワーク（ＤＳＬ）、無線データ・ネットワーク（
例えば、セルラ電話ネットワーク）、これらの組合せ、及びデータを搬送できる他のネッ
トワークが挙げられる。いくつかの非限定的な実施形態において、ネットワーク２１０３
は、インターネット、少なくとも１つの無線ネットワーク、及び少なくとも１つのセルラ
電話ネットワークのうちの少なくとも１つを含む。
【０２４９】
　サーバ２１０１は、単一のサーバ・マシン又は複数のサーバ・マシンの形態であり得る
。複数のサーバ・マシンは、同一位置にあってもよいし、地理的に分散されてもよい。前
述したように、サーバ２１０１は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１等の
１以上のソースからユーザ・データを受信するよう動作することができる。
【０２５０】
　サーバ２１０１は、ユーザ・データを、例えば、１以上のファイルとして、メモリ２１
０５に記憶することができる。メモリ２１０５は、本明細書で説明したモバイル・コンピ
ューティング・デバイス及びスクリーンに関して上述したメモリのタイプ等の任意の適切
なタイプのメモリであってよい。いくつかの実施形態において、メモリ２１０５は、磁気
記録メモリ、不揮発性（フラッシュ）メモリ、又はこれらの組合せの形態である。
【０２５１】
　モバイル・コンピューティング・デバイス１０１及びサーバ２１０２はそれぞれ、キャ
ッシュ管理命令（ＣＭＩ）を記憶した１以上のコンピュータ読み取り可能媒体の形態のキ
ャッシュ管理モジュール（ＣＭＭ）を含み得る。ＣＭＩは、プロセッサ（例えば、プロセ
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ッサ２１０４）により実行されたときに、そのプロセッサに、本開示と整合するインテリ
ジェント・キャッシング・オペレーションを実行させることができる。ＣＭＭ及び関連す
る命令は、サーバ２１０１のローカル又は外部にある、メモリ２１０５等のメモリに記憶
され得る。このコンセプトが図２１に示されており、図２１において、メモリ２１０５は
、ＣＭＭ２１０６を含むものとして示されている。
【０２５２】
　いくつかの実施形態において、ＣＭＩは、プロセッサ２１０４により実行されたときに
、サーバ２１０１に、１以上のモバイル・デバイス又は他の電子デバイスによりネットワ
ーク・ストレージ１０６に記憶された設定情報の配布（例えば、ダウンロード）を容易に
させることができる。ＣＭＩは、実行されたときに、サーバに、ユーザ情報を、例えば、
ユーザ・データ・ファイルとして、メモリ２１０５に記憶させることができる。ＣＭＩ命
令はまた、実行されたときに、サーバ２１０１に、そのファイルを、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイス１０１のユーザに対応するユーザ・プロファイル（図示せず）と関
連付けさせることができる。いくつかの実施形態において、ネットワーク・サーバ１０５
は、特定のユーザ・プロファイルと関連する１以上のソースからアップロードされたユー
ザ情報を、データベースに投入することができる。
【０２５３】
　いくつかの実施形態において、ＣＭＩ命令は、実行されたときに、サーバ２１０１に、
ユーザ・プロファイルと関連する、メモリ２１０５に記憶されたユーザ・データの全て又
は一部をモバイル・コンピューティング・デバイス１０１に送信又は「プッシュ」させる
ことができる。いくつかの例において、データ・プッシュ・オペレーションの実行は、ユ
ーザ・プロファイル内の情報に依存し得る、あるいはそのような情報に左右され得る。例
えば、ユーザ・プロファイルは、ユーザのデータ・プリファレンス、使用パターン、使用
（employment）、個人アクティビティ、他の状況情報、これらの組合せ、及び同様のもの
に関する情報を記憶することができる。ＣＭＩ命令は、実行されたときに、サーバ２１０
１に、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１（例えば、モバイル・コンピュー
ティング・デバイス１０１の１以上のセンサ）から受信した状況情報をモニタリングさせ
、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１にプッシュする、メモリ２１０５に記
憶されたデータのタイプ及び性質を判定させるために、そのような情報を（単独で、ある
いはユーザ・プロファイル内の情報と組み合わせて）使用させることができる。
【０２５４】
　このように、サーバ２１０１は、例えば、ヒューリスティックス、機械学習、又は同様
のものを用いて、メモリ２１０５内のどのデータをモバイル・コンピューティング・デバ
イス１０１にプッシュするかをインテリジェントに決定することができる。これはまた、
サーバ２１０１が、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１のユーザのセキュア
・デジタル・ペルソナ（secure　digital　persona）のためのキャッシング・エージェン
トとして機能することを可能にし得る。詳細には、ユーザ個人データに加えて、サーバ２
１０１は、ユーザ・アカウント、モバイル機器識別子、これらの組合せ、及び同様のもの
に関する情報を記憶することができる。結果として、モバイル・コンピューティング・デ
バイス１０１をなくした場合、サーバ２１０１を使用して、ユーザのデータ及びアカウン
ト情報を新たなデバイスに復旧させることができる。同様に、サーバ２１０１は、リモー
ト削除オペレーションを開始するよう構成され得る。すなわち、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイス１０１をなくした場合、サーバ２１０１は、例えば、ネットワーク２１
０３を介して、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１にリモート削除信号を送
信するよう構成され得る。リモート削除信号を受信したことに応答して、モバイル・コン
ピューティング・デバイス１０１は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１の
メモリから、ユーザ・データ及び任意的に他のデータを削除することができる。
【０２５５】
　近年、小売業者、サービス・プロバイダ、及び他のエンティティは、大量のユーザ・デ
ータ（以後、「ビッグ・データ」）の集約に関与するようになってきている。ビッグ・デ
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ータは、消費者の購入パターンを予測するため、特定の個人の購入習慣を突き止めるため
、あるいは、さらには特定の個人の位置を経時的に追跡するためといった様々な目的のた
めに、そのようなエンティティにより使用され得る。この情報の大部分又は全ては、消費
者の個人的なプライベート情報であると考えられ得る。したがって、こうした情報へのア
クセスに対する制御が望まれ得る。
【０２５６】
　サード・パーティがコンピュータ上でのユーザのアクティビティを追跡することをユー
ザが防止するのを支援するために、いくつかのサービスが開発されている。一例として、
ユーザは、１以上のプロキシ・サービスを用いることにより、インターネット上でのユー
ザのアクティビティを匿名化することを試みることができる。一般に、プロキシ・サービ
スは、ユーザが、プロキシ・サーバ・ポータルにログインすることを要求する。これは、
ユーザ又はサード・パーティにより操作され得る。ユーザのコンピュータからインターネ
ットへのクエリが、プロキシ・サーバ・ポータルを介してルーティングされるが、プロキ
シ・サーバ・ポータルは、そのクエリを、１以上のプロキシ・サーバを介して、最終的に
その意図される宛先にルーティングする。そのようなルーティングの進行中に、クエリの
ユーザとの関連付けが低減され、あるいは取り除かれ、プロキシ・サーバとの関連付けに
置き換わる。結果として、クエリを受信するパーティは、クエリを、クエリを生成したユ
ーザと関連付けることができ得ない。
【０２５７】
　既存のプロキシ・サービスは、ユーザを効果的に匿名化することができるが、プロキシ
・サーバは、電子商取引小売業者等の商用エンティティにより、しばしば信頼されない。
結果として、（例えば、購入を行うための、あるいは別の目的のための）プロキシ・サー
バから商用ウェブ・サイトへの通信は、無視又は拒否され得る。したがって、既存のプロ
キシ・サービスは、ビッグ・データに対する制御を保ちながら、ユーザが、オンライン・
ショッピング等の所望のアクティビティを行うことを可能にすることができないことがあ
る。
【０２５８】
　前述のことを考慮して、本開示の別の態様は、信頼できるプロキシ・オペレーションが
、モバイル・コンピューティング・デバイスとプロキシ・サーバとサービス・プロバイダ
との間で生じることを可能にするための技術に関する。以下で説明するように、プロキシ
・サーバは、モバイル・コンピューティング・デバイス及びサービス・プロバイダの両方
により信頼され得る。結果として、サービス・プロバイダは、プロキシ・サーバを介して
ルーティングされる匿名の問合せが、従来の（すなわち、ユーザを識別可能な）クエリで
あるかのように、そのような匿名の問合せがサービス・プロバイダに到達するのを可能に
しし、そのような問合せに応じて動作することができる。
【０２５９】
　この点に関して、図２２を参照すると、図２２は、本開示と整合する例示的なプロキシ
・システムを示している。図示されるように、プロキシ・システム２２００は、モバイル
・コンピューティング・デバイス１０１、サーバ２１０２、及びサービス・プロバイダ２
２０１を含む。モバイル・コンピューティング・デバイス１０１、サーバ２１０２、及び
サービス・プロバイダ２２０１は、互いと直接通信又は間接通信することができる。例え
ば、これらのコンポーネントは、図２２に示されるネットワーク２１０３を介して、互い
と一方向通信又は双方向通信することができる。サービス・プロバイダ２２０１は、商用
ウェブ・サイト又は非商用ウェブ・サイト、リモート・リソース、これらの組合せ、及び
同様のもの等の任意のタイプのサービス・プロバイダであってよい。
【０２６０】
　サーバ２１０２は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１から、サービス・
プロバイダ２２０１上のリソースを対象とするクエリを受信し、そのようなクエリを匿名
化し、そのようなクエリをサービス・プロバイダ２２０１にルーティングするよう動作す
ることができる。例えば、サービス・プロバイダ２２０１は、ウェブを通じて販売用の製
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品を提供する電子商取引ウェブ・サイトであり得る。そのような例において、モバイル・
コンピューティング・デバイス１０１は、サービス・プロバイダ２２０１を対象とするク
エリを、サーバ２１０２に送信することができる。クエリは、例えば、サービス・プロバ
イダにより販売用に提供されているアイテムを購入するリクエストを含み得る。サーバ２
１０２は、そのようなクエリを受信したことに応答して、例えば、クエリから識別情報（
identifying　indicia）（例えば、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１のＩ
Ｐアドレス）を取り除き、そのような情報を対応するサーバ２１０２の情報で置き換える
ことにより、クエリを匿名化することができる。次いで、サーバ２１０２は、匿名化され
たクエリをサービス・プロバイダ２２０１に送信することができる。
【０２６１】
　匿名化されたクエリの送信の前に、匿名化されたクエリの送信中に、あるいは匿名化さ
れたクエリの送信の後に、サーバ２１０２は、例えば、１以上の認証プロトコルを用いて
、サービス・プロバイダ２２０１に対してサーバ２１０２のアイデンティティを認証させ
ることができる。そのようなプロトコルの非限定的な例は、直接自律認証（ＤＡＡ）、エ
ンハンスト・プライバシ識別（ＥＰＩＤ）、リモート認証、これらの組合せ、及び同様の
ものを含む。サーバ２１０２は、適切なプライベート・キーにより署名された認証信号を
サービス・プロバイダ２２０１に送信することにより、そのような認証を実行することが
できる。サービス・プロバイダ２２０１は、対応するパブリック・キーを用いて、プライ
ベート・キーの信ぴょう性を検証することができる。認証が成功した場合、サービス・プ
ロバイダ２２０１とサーバ２１０２との間に、信頼のルートが確立され得る。信頼のルー
トが確立されると、サービス・プロバイダ２２０１は、上述した匿名のクエリ等の、サー
バ２１０２からの受信される匿名化されたトランスミッションを信頼するよう構成され得
る。
【０２６２】
　上述した購入の例に戻り、サービス・プロバイダ２２０１との信頼のルートを確立する
と、サーバ２１０２は、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１からの匿名化さ
れたクエリをサービス・プロバイダ２２０１に送信することができる。サーバ２１０２と
の信頼のルートを確立したサービス・プロバイダ２２０１は、匿名化されたクエリを従来
のクエリとして取り扱うよう構成され得る。すなわち、サービス・プロバイダ２２０１は
、クエリを処理して（service）、リプライ（reply）をサーバ２１０２に戻すようルーテ
ィングすることができる。次いで、サーバ２１０２は、リプライをモバイル・コンピュー
ティング・デバイス１０１に戻すようルーティングすることができる。リプライをモバイ
ル・コンピューティング・デバイス１０１に送信する前に、サーバ２１０２は、リプライ
に対して１以上のオペレーションを実行するよう構成され得る。例えば、サーバ２１０２
は、リプライをモバイル・コンピューティング・デバイス１０１に送信する前に、マルウ
ェア、ウイルス、他の悪意のあるコード、これらの組合せ、及び同様のもののために、リ
プライを解析することができる。
【０２６３】
　図２２に示されるように、サーバ２１０２は、メモリ２１０５又は別のメモリに記憶さ
れたプロキシ・モジュール（ＰＭ）２２０２を含み得る。ＰＭ２２０２は、プロセッサ（
例えば、プロセッサ２１０４）により実行されたときに、サーバ２１０２に、本開示と整
合するプロキシ・オペレーション（及び任意的に認証オペレーション）を実行させるコン
ピュータ読み取り可能プロキシ命令（ＰＩ）を含み得る。そのようなオペレーションは、
概して、上述したサーバ２１０２のオペレーションと整合するものであり、したがって、
繰り返さない。サービス・プロバイダ２２０１は、同様に、コンピュータ読み取り可能命
令を含むプロキシ・モジュールを含み得る。このコンピュータ読み取り可能命令は、実行
されたときに、サービス・プロバイダ２２０１に、サービス・プロバイダ２２０１が信頼
のルートを確立したプロキシ・サーバからのプロキシ命令を受け入れさせる。
【０２６４】
　いくつかの実施形態において、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１は、ネ



(80) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ットワーク２１０３等のネットワークを介して配信された通信を、サーバ２１０２又は別
の信頼できるプロキシ・サーバにルーティングするよう構成され得る。例えば、モバイル
・コンピューティング・デバイス１０１は、プロキシ・サーバのデータベースと、プロキ
シ・ブラウジング・モジュールと、をモバイル・コンピューティング・デバイス１０１の
メモリに含み得る。プロキシ・ブラウジング・モジュールは、コンピュータ読み取り可能
プロキシ・ブラウジング命令（ＰＢＩ）を含み得る。このコンピュータ読み取り可能ＰＢ
Ｉは、プロセッサにより実行されたときに、モバイル・コンピューティング・デバイスに
、１以上のサービス・プロバイダを対象とする通信を、サーバ２１０２等の、データベー
ス内の信頼できるプロキシ・サーバを介してルーティングさせる。
【０２６５】
　説明の目的上、図２１及び図２２に示したシステムを、モバイル・コンピューティング
・デバイス、すなわち、モバイル・コンピューティング・デバイス１０１との関連で説明
した。そのようなシステムにおけるモバイル・コンピューティング・デバイス１０１の使
用は例示的なものに過ぎず、そのようなシステムは、任意の適切なモバイル・デバイス又
は他の電子デバイスを用いて実行されてもよいことを理解すべきである。
【０２６６】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、車、列車、飛行機、又は
他の自動車等の乗り物内で本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイス及
びスクリーンを使用することを伴う。このコンテキストにおいて、本開示と整合するスク
リーンは、乗り物と一体化され得、モバイル・コンピューティング・デバイスは、上述し
たように、有線インタフェース、無線インタフェース、又はこれらの組合せを介して、ス
クリーンとのペアリング接続を確立するよう構成され得る。例えば、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、乗り物内に配置されスクリーンに接続されるドッキング・コネ
クタと少なくとも部分的にドッキングすることにより、スクリーンとのペアリング接続を
確立するよう構成され得る。代替的又は追加的に、モバイル・コンピューティング・デバ
イスは、スクリーンとのペアリング接続を無線で確立してもよい。そのような例において
、ナビゲーション・アプリケーション、オーディオ・ストリーミング・アプリケーション
等の有用なアプリケーションが、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行され
得、それぞれのメディア出力が、スクリーンに投げられる。
【０２６７】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、ヘルスケアのコンテキス
トにおいて、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスを使用すること
を伴う。そのようなコンテキストにおいて、モバイル・コンピューティング・デバイスは
、ユーザの医療レコードを記憶するメモリを含んでもよいし、（リモート位置に記憶され
得る）そのようなレコードにアクセスしてもよい。いずれの場合でも、ユーザの医療レコ
ードを伝送すること、又は自身の医療レコードへのアクセスを許可することを望むユーザ
は、モバイル・コンピューティング・デバイスを介して、ユーザの医療レコード及び他の
情報のディスプレイを、医師のコンピューティング・デバイス等の非一体型スクリーンに
「投げる」ことができる。含まれる情報の秘密度（sensitivity）に起因して、医師のコ
ンピューティング・デバイス上での医療レコードのディスプレイは、医師のコンピューテ
ィング・デバイスとの信頼のルートを確立することを条件とし得る。いずれの場合でも、
医療レコードのディスプレイが「投げられる」と、医師又は非一体型スクリーンの他のユ
ーザは、スクリーンを介してレコードを見ることができる、且つ／あるいはスクリーンを
介してレコードをアップデートすることができる。アップデートは、モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに記憶される、あるいはリモート位置（例えば、リモート・サーバ
）に記憶されているレコードのコピーに保存され得る。医師がレコードを見るのを終える
と、モバイル・コンピューティング・デバイスは、終了信号を送信することができ、この
終了信号は、非一体型スクリーン（すなわち、医師のコンピューティング・デバイス）に
、非一体型スクリーンに記憶されたユーザの医療レコードの全てのコピーを削除させる。
【０２６８】
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　本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、他の医療のコンテキ
ストにおける興味深いユース・ケースも可能にし得る。例えば、本開示と整合するモバイ
ル・コンピューティング・デバイスは、患者のアイデンティフィケーション（identifica
tion）、バイタル・サイン、薬剤送達、患者の動き、患者の訪問者、医師の回診の長さ等
をモニタリングするよう構成されたセンサを備え、そのような情報を（例えば、オーディ
オの形態及び／又は視覚的な形態で）非一体型スクリーンに「投げる」ことができる。
【０２６９】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、金融サービスのコンテキ
ストにおいて、本開示と整合するモバイル・コンピューティング・デバイスを使用するこ
とを伴う。このコンテキストにおいて、モバイル・コンピューティング・デバイスは、金
融取引のためのコンピューティング・プラットフォームとして使用することができる。例
えば、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスは、金融取引におけ
る使用のために、銀行の顧客に配給され得る。モバイル・コンピューティング・デバイス
上で実行されるバンキング・アプリケーションは、１以上の保護された環境に記憶され得
、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行される仮想マシンにおいて等、耐マ
ルウェアという形で実行され得る。そのようなアプリケーションからのメディア出力（オ
ーディオ、ビデオ等）が、モバイル・コンピューティング・デバイスにより、非一体型ス
クリーン（例えば、現金自動預け払い機）に投げられ得る。これにより、ユーザは、例え
ば、金融取引を実行するために、そのようなアプリケーションとインタラクトすることが
可能となる。ユーザが、アプリケーション／取引を終えるときに、モバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、終了信号をスクリーンに送信することができ、この終了信号は、
スクリーンに、アプリケーション及び／又はユーザ入力に関連してスクリーンに記憶され
た情報を削除させる。これは、高度にセキュアな金融取引を可能にし得、ユーザの金融レ
コード又はアクティビティの痕跡は、スクリーン上に残され得ない。
【０２７０】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、１以上のサービス及び／
又は共有リソースへのアクセスを管理するために、モバイル・コンピューティング・デバ
イスを使用することを伴う。このユース・ケースは、化粧室、レストラン、自動販売機、
及び同様の場所等において、多くの人が制限されたリソースに同時にアクセスすることを
望み得る場合、特に興味深いものであり得る。このコンテキストにおいて、本明細書で説
明したモバイル・コンピューティング・デバイスを使用して、サービス又は共有リソース
にリモートで登録することができる。登録は、ジェスチャ、入力デバイスの出力、センサ
・データ等に応答して、モバイル・コンピューティング・デバイスによりトリガされ得る
。登録は、サービス／共有リソースのためのキュー（queue）を管理するサード・パーテ
ィ・システム（例えば、サーバ）に信号を送信することを伴い得る。次いで、モバイル・
コンピューティング・デバイスは、例えば、サード・パーティ・システムからの１以上の
信号に応答して、サービス／リソースを使用するユーザの順番がきたときをユーザに通知
することができる。同様に、モバイル・コンピューティング・デバイスを使用して、ユー
ザをサービス／共有リソースの位置に向かわせることができる。
【０２７１】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、バス、列車、シャトル（
shuttle）、及び同様の場所上等、公共の場又は公共交通機関でモバイル・コンピューテ
ィング・デバイスを使用することを伴う。そのような例において、本開示と整合するモバ
イル・コンピューティング・デバイスは、ユーザの位置、目的地、及び旅程（itinerary
）のうちの１以上を認識している。このことを考慮して、モバイル・コンピューティング
・デバイスは、入力（例えば、ジェスチャ、センサ入力等）に応答して、目的地に対する
ユーザの位置を追跡することができる。ユーザが目的地に到着したことを検出すると、モ
バイル・コンピューティング・デバイスは、ユーザに通知することができる。例えば、モ
バイル・コンピューティング・デバイスは、アラートを含むビデオ情報を、ユーザの眼鏡
、ユーザにより装着された時計、又は別の非一体型スクリーン等の非一体型スクリーンに



(82) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

投げることにより、ユーザに通知することができる。
【０２７２】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、キオスクとともにモバイ
ル・コンピューティング・デバイスを使用することを伴う。そのような例において、キオ
スクは、モバイル・コンピューティング・デバイスがペアリングすることができる非一体
型スクリーンであり得る。これは、ユーザが休暇中である例において、特に有用であり得
る。そのような例において、キオスクは、ユーザにとって興味のある場所（例えば、観光
名所）に設けられ得る。そのような例におけるモバイル・コンピューティング・デバイス
は、仮想観光アプリケーション（virtual　tour　application）を記憶することができる
。キオスクとペアリングすると、モバイル・コンピューティング・デバイスは、仮想観光
アプリケーションを実行して、そのオーディオ／ビジュアル出力をキオスクに投げること
ができる。理解され得るように、これは、ユーザが、キオスク及びモバイル・コンピュー
ティング・デバイスを介して観光名所の仮想ツアーを受け取って、そのような仮想ツアー
とインタラクトすることを可能にし得る。同様に、キオスクが空港内にある場合、モバイ
ル・コンピューティング・デバイスは、航空旅行管理アプリケーションを含み得る。キオ
スクとペアリングすると、モバイル・コンピューティング・デバイスは、航空旅行管理ア
プリケーションを実行して、そのオーディオ／ビジュアル出力をキオスクに投げることが
できる。これは、ユーザが、キオスクを介して、航空旅行サービス（例えば、搭乗券の発
行、ゲートの指示、フライト出発のリマインダ、ゲートへのユーザの推定到着時刻の通知
等）を得ることを可能にし得る。
【０２７３】
　本明細書で説明した技術の別の非限定的なユース・ケースは、エンタープライズのコン
テキストにおいて、本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デバイスを使用
することを伴う。多くの例において、従業員は、パーソナル・コンピューティング機器及
び他の電子機器を自身の職場に持ち込んで、仕事を行う際にそのような機器を使用したい
と望んでいる。特に、従業員の仕事が、秘密度又は機密性の高い性質のものであり、従業
員の機器が、マルウェア等の脅威に対して不完全にセキュアにされている場合、これはセ
キュリティの問題を生じさせる。本明細書で説明したモバイル・コンピューティング・デ
バイスは、従業員に提供される機器を非一体型スクリーンとして使用することにより、こ
の問題の全て又は一部に対処することができ得る。
【０２７４】
　より詳細には、モバイル・コンピューティング・デバイスは、上記で一般的に説明した
ように、従業員に提供される機器（例えば、タブレット、モニタ等）とのペアリング接続
を確立するよう構成され得る。次いで、モバイル・コンピューティング・デバイスは、エ
ンタープライズ・アプリケーションを実行して、そのオーディオ／ビジュアル出力（及び
おそらくは他のデータ）を従業員の機器に「投げる」ことができる。いくらか後の時点に
おいて、モバイル・コンピューティング・デバイスは、終了信号を従業員の機器に送信す
ることができる。この終了信号は、従業員の機器に、モバイル・コンピューティング・デ
バイスから受信したデータ及び他の情報を削除させるよう構成される。エンタープライズ
・アプリケーションは、モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行され、その実
行に関連する情報の全て又は一部は、従業員の機器から削除されるので、エンタープライ
ズ・リソースのセキュリティは向上し得る。
【０２７５】
　さらにエンタープライズのコンテキストにおいて、モバイル・コンピューティング・デ
バイスは、従業員位置及び通信サービスを可能にするセンサ及び他のリソースを備えるこ
とができる。この点に関して、モバイル・コンピューティング・デバイスは、グローバル
・ポジショニング・センサ、電話機能、及び／又はメッセージング・サービスを備えるこ
とができ、これらを使用して、従業員を探すことができる、且つ／あるいは従業員に連絡
することができる。同様に、モバイル・コンピューティング・デバイスは、例えば、ミー
ティング、プレゼンテーション、又は同様のものに関するデータ及び他の情報を、他の従
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業員に投げる（配信する）よう構成され得る。
【０２７６】
　例
　以下の例は、さらなる実施形態に関する。本開示の以下の例は、以下で提供されるよう
に、システム、デバイス、方法、実行されたときに機械に前記方法に基づく動作を実行さ
せる命令を記憶しているコンピュータ読み取り可能記憶媒体、及び／又は前記方法に基づ
く動作を実行する手段等の主題を含み得る。
【０２７７】
　例１：この例に従うと、プロセッサ及びメモリを含むモバイル・コンピューティング・
デバイスが提供される。前記メモリは、コンピュータ読み取り可能命令を含む少なくとも
１つのモジュールを含む。前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより
実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、有線通信インタフ
ェース及び無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つを介して、少なくとも１つの
ターゲット・スクリーンとのペアリング接続を確立することであって、前記ターゲット・
スクリーンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスと一体化されていないスク
リーンである、確立することと、少なくとも前記ペアリング接続を介して、前記ターゲッ
ト・スクリーンに、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中のアプリケ
ーションと、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中のオペレーティン
グ・システム（ＯＳ）と、のうちの少なくとも１つにより生成されたビデオ情報を少なく
とも送信することと、を含むオペレーションを実行させ、当該モバイル・コンピューティ
ング・デバイスは、一体型ディスプレイを有していない。
【０２７８】
　例２：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・スクリーン
は、ダム・スクリーン及びスマート・スクリーンのうちの少なくとも１つである。
【０２７９】
　例３：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、携帯電話機、電子リーダ、眼鏡、モバイル・ゲーム・コンソール、
ネットブック・コンピュータ、ノートブック・コンピュータ、インターネット・デバイス
、携帯情報端末、ポータブル・メディア・プレーヤ、ポータブル・メディア・レコーダ、
スマートフォン、タブレット・パーソナル・コンピュータ、ウルトラモバイル・パーソナ
ル・コンピュータ、及びウェアラブル・コンピューティング・デバイスのうちの１つであ
る。
【０２８０】
　例４：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、前記ターゲット・スクリーンとドッキングするよう構成される。
【０２８１】
　例５：この例は、例４の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、前記ターゲット・スクリーンの対応するコネクタと結合するよう構
成された少なくとも１つのドッキング・コネクタを含む。
【０２８２】
　例６：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスは、有線メディア・インタフェースを含み、前記ペアリング接続は、前
記有線メディア・インタフェースを用いて確立され、当該モバイル・コンピューティング
・デバイスは、前記ペアリング接続を介して、前記ターゲット・スクリーンに、ビデオ情
報を少なくとも送信するよう構成される。
【０２８３】
　例７：この例は、例６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線メディア・インタフ
ェースは、高精細度マルチメディア・インタフェース、デジタル・ビデオ・インタフェー
ス、ユニバーサル・シリアル・バス・インタフェース、及びこれらの組合せのうちの少な
くとも１つを含む。
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【０２８４】
　例８：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、少なくとも１つのセンサをさ
らに含む。
【０２８５】
　例９：この例は、例８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのセンサ
は、光学センサ、位置センサ、方位センサ、触覚センサ、動きセンサ、生体センサ、及び
これらの組合せのうちの少なくとも１つを含む。
【０２８６】
　例１０：この例は、例９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのセン
サは、前記光学センサ、前記位置センサ、前記方位センサ、前記触覚センサ、前記動きセ
ンサ、及び前記生体センサのうちの少なくとも２つを含む。
【０２８７】
　例１１：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、電源をさらに含む。
【０２８８】
　例１２：この例は、例１１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記電源は、バッテリを
含む。
【０２８９】
　例１３：この例は、例１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記バッテリは、ＡＣコ
ード電力、ＤＣコード電力、無線充電技術、及びこれらの組合せのうちの少なくとも１つ
により再充電可能である。
【０２９０】
　例１４：この例は、例１３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記バッテリは、無線充
電技術により再充電可能であり、当該モバイル・コンピューティング・デバイスは、電磁
放射を受け取って前記電磁放射を電力に変換するためのレシーバをさらに含む。
【０２９１】
　例１５：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、少なくとも１つの入力デバ
イスをさらに含む。
【０２９２】
　例１６：この例は、例１５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つの入
力デバイスは、ボタン、タッチ・パネル、トラックボール、トラックパッド、キーボード
、マウス、及び動きセンサのうちの少なくとも１つを含む。
【０２９３】
　例１７：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、無線通信インタフェースを
含み、前記少なくとも１つのモジュールは、入力デバイス・モジュールを含み、前記入力
デバイス・モジュールは、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスに、前記無線通信インタフェースを介して、少なくとも１つの
入力デバイスと無線でペアリングさせるコンピュータ読み取り可能命令を含む。
【０２９４】
　例１８：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュー
ティング・デバイスは、無線通信インタフェース及び有線通信インタフェースの両方を含
む。
【０２９５】
　例１９：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモジ
ュールは、コンピュータ読み取り可能ペアリング命令を含むデバイス・ペアリング・モジ
ュールをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサ
により実行されたときに、前記プロセッサに前記ターゲット・スクリーンのアイデンティ
ティを判定させることを含むペアリング・オペレーションを少なくとも実行することによ
り、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ペアリング接続を確立される
。
【０２９６】
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　例２０：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサに、
前記ターゲット・スクリーンのインターネット・プロトコル・アドレスを少なくとも部分
的に識別させることにより、前記ターゲット・スクリーンの前記アイデンティティを判定
させる。
【０２９７】
　例２１：この例は、例２０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、リクエスト・メッセージ
を前記ターゲット・スクリーンに送信させることであって、前記リクエスト・メッセージ
は、前記ターゲット・スクリーンに、識別子を当該モバイル・コンピューティング・デバ
イスに送信させるよう構成される、送信させることと、当該モバイル・コンピューティン
グ・デバイスに、少なくとも前記識別子から、前記ターゲット・スクリーンの前記アイデ
ンティティを判定させることと、をさらに含む。
【０２９８】
　例２２：この例は、例２０の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、有線通信インタフェースを含み、前記コンピュータ読み取り可
能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、前記有線通信インタフェースを少なくとも部分的に用いて、前
記ターゲット・スクリーンの前記アイデンティティを判定させる。
【０２９９】
　例２３：この例は、例２０の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、少なくとも短距離通信が可能な無線通信インタフェースを含み
、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記短距離通信を少なくとも部
分的に用いて、前記ターゲット・スクリーンの前記アイデンティティを判定させる。
【０３００】
　例２４：この例は、例２３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記短距離通信は、近距
離通信及びｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信のうちの少なくとも１つを含む。
【０３０１】
　例２５：この例は、例２１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・スクリ
ーンは、無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）に前記識別子を記憶し、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、ＲＦＩＤ通信デバイスを少なくとも含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサ
に、前記ＲＦＩＤ通信デバイスによる前記識別子の受信をモニタリングさせ、少なくとも
部分的に前記識別子から、前記ターゲット・スクリーンの前記アイデンティティを判定さ
せる。
【０３０２】
　例２６：この例は、例２１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、前記プロセ
ッサに、前記識別子を受信したことに応答して、前記識別子を前記メモリに記憶すること
を含むオペレーションを実行させる。
【０３０３】
　例２７：この例は、例２０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスに、リクエスト・メッセージを、前記ターゲット・スクリーン
を認識しているサード・パーティ・システムに少なくとも部分的に送信させることであっ
て、前記リクエスト・メッセージは、前記サード・パーティ・システムに、前記ターゲッ
ト・スクリーンの前記アイデンティティを当該モバイル・コンピューティング・デバイス
に送信させるよう構成される、送信させることにより、前記ターゲット・スクリーンの前
記アイデンティティを判定させる。
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【０３０４】
　例２８：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・スクリー
ンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに近接している。
【０３０５】
　例２９：この例は、例２０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、ペアリング・キーを前記
ターゲット・スクリーンと交換させることをさらに含む。
【０３０６】
　例３０：この例は、例２９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・キーは
、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに固有である。
【０３０７】
　例３１：この例は、例２９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイ
ル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーンとのペアリング・セ
ッション及び通信チャネルを少なくとも部分的に確立させることにより、前記ペアリング
接続を確立させる。
【０３０８】
　例３２：この例は、例３１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは、双
方向である。
【０３０９】
　例３３：この例は、例３１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは、一
方向である。
【０３１０】
　例３４：この例は、例３１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスに、無線通信プロトコルを用いて、前記ペアリング・セッショ
ン及び前記通信チャネルを確立させる。
【０３１１】
　例３５：この例は、例３４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信プロトコル
は、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）及びユーザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ）の
うちの少なくとも１つを含む。
【０３１２】
　例３６：この例は、例３３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリ
ーンとの通信バックチャネルを確立させることをさらに含む。
【０３１３】
　例３７：この例は、例３１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスの第１のソ
ケットを少なくとも用いて、前記通信チャネルを確立させる。
【０３１４】
　例３８：この例は、例３７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１のソケットは、
リアルタイム・ストリーミング・プロトコル・ソケットである。
【０３１５】
　例３９：この例は、例３６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリは、コンピュ
ータ読み取り可能バックチャネル命令を含むバックチャネル・モジュールをさらに含み、
前記コンピュータ読み取り可能バックチャネル命令は、前記プロセッサにより実行された
ときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、相互にサポートされるソケッ
トについて前記ターゲット・スクリーンと少なくとも部分的にネゴシエートさせることに
より、前記通信バックチャネルを確立させる。
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【０３１６】
　例４０：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、終了イベントをモニタリ
ングさせることと、前記終了イベントが検出されない場合、前記ペアリング接続を維持す
ることと、前記終了イベントの検出に応答して、前記ペアリング接続を終了することと、
をさらに含む。
【０３１７】
　例４１：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、前記プロセッサに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスをパブリ
ック・ドメインに置かせることをさらに含む。
【０３１８】
　例４２：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、パブリック接続リクエス
トをブロードキャストさせることをさらに含む。
【０３１９】
　例４３：この例は、例４２の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、少なくとも１つの入力に応答して、前記パブリック接続リクエ
ストのブロードキャストを開始するよう構成される。
【０３２０】
　例４４：この例は、例４３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つの入
力は、ボタン押下及びジェスチャのうちの少なくとも１つを含む。
【０３２１】
　例４５：この例は、例４２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリ
ーンからの接続キーの受信をモニタリングさせることをさらに含む。
【０３２２】
　例４６：この例は、例４５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・オペレ
ーションは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記接続キーを受信した
ことに応答して、前記接続キーの信ぴょう性を検証させ、前記接続キーの前記信ぴょう性
の検証が失敗した場合、前記ペアリング・オペレーションを終了させることをさらに含む
。
【０３２３】
　例４７：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、有線通信インタフェースを含み、前記ペアリング・オペレーシ
ョンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記有線通信インタフェース
を介して前記ペアリング接続を確立させることをさらに含む。
【０３２４】
　例４８：この例は、例１９の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスは、無線通信インタフェースを含み、前記ペアリング・オペレーシ
ョンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記無線通信インタフェース
を介して前記ペアリング接続を確立させることをさらに含む。
【０３２５】
　例４９：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続は、当
該モバイル・コンピューティング・デバイスと前記ターゲット・スクリーンとの間のピア
・ツー・ピア接続である。
【０３２６】
　例５０：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記アプリケーションと、当該モバ
イル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペレーティング・システム（Ｏ
Ｓ）と、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを含み、前記少なくと
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も１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能フレームスローワ（ＦＴ）命令を含む
ＦＴモジュールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサによ
り実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記フレームを
キャプチャすることと、前記フレームをパケットにカプセル化することと、前記ペアリン
グ接続を介して、前記パケットを前記ターゲット・スクリーンに送信することと、を含む
オペレーションを実行させる。
【０３２７】
　例５１：この例は、例５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記フレームを前記パケットにカプセル化させる前に、
前記フレームを圧縮させる。
【０３２８】
　例５２：この例は、例５１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、フレーム間圧縮、フレーム内圧縮、色空間圧縮、及びデ
ータ削減のうちの少なくとも１つを用いて、前記フレームを圧縮させる。
【０３２９】
　例５３：この例は、例５１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームを圧縮する
よう構成されたハードウェア圧縮エンジンをさらに含む。
【０３３０】
　例５４：この例は、例５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、終了イベントをモニタリングさせ、前記終了イベントが
検出されない場合、前記パケットを前記ターゲット・スクリーンに送信するのを続けさせ
、前記終了イベントの検出に応答して、前記ターゲット・スクリーンへの前記パケットの
送信を終了させる。
【０３３１】
　例５５：この例は、例５１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマンス・
メトリックをモニタリングさせ、前記少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマン
ス・メトリックに少なくとも部分的に基づいて、前記フレームに適用された圧縮のレベル
及びタイプのうちの少なくとも１つを動的に調整させる。
【０３３２】
　例５６：この例は、例５５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモ
ニタリングされるパフォーマンス・メトリックは、プロセッサ・パフォーマンス、プロセ
ッサ負荷、前記ターゲット・スクリーンのパフォーマンス、前記ペアリング接続の帯域幅
消費、当該モバイル・コンピューティング・デバイスの電力消費、前記ターゲット・スク
リーンの電力消費、及び当該モバイル・コンピューティング・デバイスのバッテリ・レベ
ルのうちの少なくとも１つを含む。
【０３３３】
　例５７：この例は、例５５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記フレームに適用された圧縮の前記タイプ及び前記レ
ベルのうちの少なくとも１つを示す情報を用いて、前記パケットの各パケットに注釈を付
けさせる。
【０３３４】
　例５８：この例は、例５５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記のモニタリングされているパフォーマンス・メトリ
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ックを予め定められたパフォーマンス閾値と比較させ、前記のモニタリングされているパ
フォーマンス・メトリックが、前記予め定められたパフォーマンス閾値を満たすか、ある
いは超えるかに少なくとも部分的に基づいて、前記フレームに適用された圧縮の前記タイ
プ及び前記レベルのうちの少なくとも１つを動的に調整又は維持させる。
【０３３５】
　例５９：この例は、例５５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記のモニタリングされ
ているパフォーマンス・メトリックは、前記ペアリング接続の帯域幅使用及び当該モバイ
ル・コンピューティング・デバイスの前記プロセッサに課せられる負荷を含み、前記コン
ピュータ読み取り可能ＦＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当
該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ペアリング接続の前記帯域幅使用と
当該モバイル・コンピューティング・デバイスの前記プロセッサに課せられる前記負荷と
の間の所望のバランスを達成するために、前記フレームに適用された圧縮の前記タイプ及
び前記レベルのうちの少なくとも１つを動的に調整させる。
【０３３６】
　例６０：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記アプリケーションと、当該モバ
イル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペレーティング・システム（Ｏ
Ｓ）と、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを含み、前記少なくと
も１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能ストリームスローワ（ＳＴ）命令を含
むＳＴモジュールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＳＴ命令は、前記プロセッサに
より実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記フレーム
をキャプチャすることと、前記フレームをビデオに変換することと、予め定められたビデ
オ伝送プロトコルと整合するように、前記ペアリング接続を介して、前記ビデオを含む信
号を前記ターゲット・スクリーンに送信することと、を含むオペレーションを実行させる
。
【０３３７】
　例６１：この例は、例６０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＳＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、予め定められたビデオ変換プロトコルを用いて、前記フ
レームをビデオに変換させる。
【０３３８】
　例６２：この例は、例６０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記予め定められたビデ
オ伝送プロトコルは、ビデオ・ストリーミング・プロトコルである。
【０３３９】
　例６３：この例は、例６２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ・ストリーミ
ング・プロトコルは、リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）である。
【０３４０】
　例６４：この例は、例６０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＳＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記信号を前記ターゲット・スクリーンに送信させる前
に、前記ビデオを圧縮させる。
【０３４１】
　例６５：この例は、例６４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオを圧縮するよ
う構成されたハードウェア圧縮エンジンをさらに含む。
【０３４２】
　例６６：この例は、例６０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＳＴ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、終了イベントをモニタリングさせ、前記終了イベントが
検出されない場合、前記ビデオを含む前記信号を前記ターゲット・スクリーンに送信する
のを続けさせ、前記終了イベントの検出に応答して、前記ターゲット・スクリーンへの前
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記ビデオを含む前記信号の送信を終了させる。
【０３４３】
　例６７：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモジ
ュールは、コンピュータ読み取り可能マルチチャネル（ＭＣ）命令を含むマルチチャネル
・ビデオ伝送（ＭＶＴ）モジュールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令は、
前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイス
に、前記ターゲット・スクリーンのディスプレイ・パフォーマンス特性をモニタリングす
ることと、前記ターゲット・スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかどうかを判
定するために、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフォーマンス
閾値と比較することと、前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいく
ものである場合、変更することなく、前記ビデオ情報を前記ターゲット・スクリーンに送
信するのを続けることと、前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足のい
くものでない場合、さらなる伝送モードを用いて、前記ターゲット・スクリーンとの補助
的接続を確立することであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続が確立
されるときの第１の伝送モードとは異なる、確立することと、前記ペアリング接続及び前
記補助的接続を用いて、前記ビデオ情報を前記ターゲット・スクリーンに送信することと
、を含むオペレーションを実行させる。
【０３４４】
　例６８：この例は、例６７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ディスプレイ・パフ
ォーマンス特性は、前記ターゲット・スクリーンにより表示される、前記ビデオ情報の１
秒当たりのフレームの数、前記ターゲット・スクリーンによりドロップされる、前記ビデ
オ情報のフレームの数、及び前記ターゲット・スクリーンのフレーム・アップデート間の
時間のうちの少なくとも１つを含む。
【０３４５】
　例６９：この例は、例６７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モードは
、短距離通信モードであり、前記さらなる伝送モードは、長距離通信モードである。
【０３４６】
　例７０：この例は、例６７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モードは
、当該モバイル・コンピューティング・デバイスと前記ターゲット・スクリーンとの間の
無線接続を含み、前記さらなる伝送モードは、当該モバイル・コンピューティング・デバ
イスと前記ターゲット・スクリーンとの間の有線接続を含む。
【０３４７】
　例７１：この例は、例６７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モードは
、第１のタイプの無線通信を含み、前記さらなる伝送モードは、前記第１のタイプの無線
通信とは異なる第２のタイプの無線通信を含む。
【０３４８】
　例７２：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、第１の
向きを有し、当該モバイル・コンピューティング・デバイスは、第２の向きを有し、前記
少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能向き制御（ＯＣ）命令を含む
ＯＣモジュールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサによ
り実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記第２の向き
に対する前記第１の向きを管理させる。
【０３４９】
　例７３：この例は、例７２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに、前記オペレーティング・システムに前記第２の向きが固定されて
いると前記アプリケーションに少なくとも部分的にレポートさせることにより、前記第１
の向きを管理させる。
【０３５０】
　例７４：この例は、例７２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、前記
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アプリケーションにより少なくとも部分的に生成され、前記コンピュータ読み取り可能Ｏ
Ｃ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、前記アプリケーションに、
前記ビデオ情報が前記第２の向きと整合することを要求させる。
【０３５１】
　例７５：この例は、例７２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、前記
アプリケーションにより少なくとも部分的に生成され、前記コンピュータ読み取り可能Ｏ
Ｃ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング
・デバイスに、少なくとも部分的に、前記アプリケーションのディスプレイ出力の１以上
の予想パラメータの変化をモニタリングさせ、前記１以上の予想パラメータの変化の検出
に応答して、前記アプリケーションの予想ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメー
タの前記変化を伝達するメッセージを前記ターゲット・スクリーンに送信させることによ
り、前記第１の向きを管理させる。
【０３５２】
　例７６：この例は、例７５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、前記
アプリケーションのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を規定す
るヘッダを含む。
【０３５３】
　例７７：この例は、例７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、前記
１以上の予想パラメータの新たに予想された値を規定するボディ部をさらに含む。
【０３５４】
　例７８：この例は、例７５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーションの
ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータは、前記ディスプレイ出力の、前記アプ
リケーションにより予想された向き、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーションに
より予想されたスケール、及び、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーションにより
予想された解像度のうちの少なくとも１つを含む。
【０３５５】
　例７９：この例は、例７７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、さら
に、前記ターゲット・スクリーンに、前記ビデオ情報が表示されている既存のウィンドウ
を終了させ、前記アプリケーションのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの
前記変化と整合する前記ビデオ情報を表示するための新たなウィンドウを開かせるよう構
成される。
【０３５６】
　例８０：この例は、例７５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーンからの、前記１以上の予想
パラメータの前記変化の受信を確認するアクノレッジメント・メッセージの受信をモニタ
リングさせる。
【０３５７】
　例８１：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモジ
ュールは、コンピュータ読み取り可能オフロード（ＯＬ）命令を含むＯＬモジュールを含
み、前記コンピュータ読み取り可能ＯＬ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに
、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、符号化情報の受信に応答して、前記
符号化情報を、復号のために前記ターゲット・スクリーンにルーティングすることを含む
オペレーションを実行させる。
【０３５８】
　例８２：この例は、例８１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記符号化情報は、符号
化ビデオを含む。
【０３５９】
　例８３：この例は、例８１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＯＬ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
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ンピューティング・デバイスに、フレーム・バッファ出力を生成させるために、前記符号
化情報と関連付けられた情報を処理させる。
【０３６０】
　例８４：この例は、例８３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリは、前記メモ
リに記憶されたフレームスローワ（ＦＴ）モジュールをさらに含み、前記ＦＴモジュール
は、コンピュータ読み取り可能ＦＴ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＦＴ命令
は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバ
イスに、前記フレーム・バッファ出力のフレームをキャプチャすることと、前記フレーム
をパケットにカプセル化することと、前記パケットを前記ターゲット・スクリーンに送信
することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３６１】
　例８５：この例は、例８３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリは、前記メモ
リに記憶されたストリームスローワ（ＳＴ）モジュールをさらに含み、前記ＳＴモジュー
ルは、コンピュータ読み取り可能ＳＴ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＳＴ命
令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デ
バイスに、前記フレーム・バッファ出力のフレームをキャプチャすることと、前記フレー
ムをビデオに変換することと、予め定められたビデオ伝送プロトコルと整合するように、
前記ペアリング接続を介して、前記ビデオを前記ターゲット・スクリーンに送信すること
と、を含むオペレーションを実行させる。
【０３６２】
　例８６：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、１以上の入力デバイス出力
を１以上のアクションと関連付ける第１のデータベースをさらに含み、前記少なくとも１
つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令を含むジェスチャ・モジュ
ールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、前記プロセッサにより実
行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、検出された入力デバ
イス出力を判定するために、少なくとも１つの入力デバイスからの入力デバイス出力の受
信をモニタリングすることと、前記検出された入力デバイス出力を、前記第１のデータベ
ース内の入力デバイス出力と比較することと、前記検出された入力デバイス出力が、前記
第１のデータベース内の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前記第１のデータベ
ース内の入力デバイス出力と関連する前記１以上のアクションを実行することと、を含む
オペレーションを実行させる。
【０３６３】
　例８７：この例は、例８６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つの入
力デバイスは、マウス、キーボード、トラックボール、トラックパッド、及び動きセンサ
のうちの少なくとも１つを含む。
【０３６４】
　例８８：この例は、例８６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ジェスチャ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、前記プロセ
ッサに、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と関連する検出される入力デバイ
ス出力が検出されない場合、予め定められた時間期間が満了したかどうかを判定すること
と、前記予め定められた時間期間が満了していない場合、前記第１のデータベース内の入
力デバイス出力と関連する検出された入力デバイス出力をモニタリングするのを続けるこ
とと、前記予め定められた時間期間が満了した場合、前記検出された入力デバイス出力を
モニタリングするのを終了することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３６５】
　例８９：この例は、例８６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１のデータベース
は、前記第１のデータベース内の少なくとも１つの入力デバイス出力と関連付けられた前
記１以上のアクションを修飾する（modify）少なくとも１つの状況的修飾子（contextual
　modifier）をさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、前記プロ
セッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイス
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に、検出された入力デバイス出力が、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と一
致又は関連する場合、前記少なくとも１つの状況的修飾子が存在するかどうかを判定させ
、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力及び前記状況的修飾子と整合するアクシ
ョンを実行させる。
【０３６６】
　例９０：この例は、例８９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記状況的修飾子は、当
該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されるアプリケーションのステータ
ス、前記検出された入力デバイス出力の重大さ（magnitude）、前記少なくとも１つの入
力デバイスによりレポートされた入力アクション、およびこれらの組合せのうちの少なく
とも１つを含む。
【０３６７】
　例９１：この例は、例９０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つの入
力デバイスは、ボタン及び動きセンサを含み、前記入力アクションは、前記ボタンの押下
を含み、前記状況的修飾子は、前記入力アクションと、前記動きセンサからの出力と、の
組合せを含む。
【０３６８】
　例９２：この例は、例８６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーションは
、ソーシャル・メディア・アプリケーションを含み、前記第１のデータベースは、第１の
入力デバイス出力を前記ソーシャル・メディア・アプリケーションの実行の開始と関連付
け、第２の入力デバイス出力を前記ソーシャル・メディア・アプリケーション内でのアク
ションの実行と関連付け、前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、前記プロセ
ッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記検
出された入力デバイス出力が、前記第１の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前
記ソーシャル・メディア・アプリケーションを実行させ、前記検出された入力デバイス出
力が、前記第２の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前記ソーシャル・メディア
・アプリケーション内で前記アクションを実行させる。
【０３６９】
　例９３：この例は、例８６の特徴のいずれか又は全てを含み、１以上の入力デバイス出
力を、当該モバイル・コンピューティング・デバイスの１人以上の認証ユーザと関連付け
るセキュリティ・データベースをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ
命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・
デバイスに、前記検出された入力デバイス出力を、前記セキュリティ・データベース内の
入力デバイス出力と比較することと、前記検出された入力デバイス出力が、前記セキュリ
ティ・データベース内の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスへのアクセスを許可することと、を含むオペレーションを実行
させる。
【０３７０】
　例９４：この例は、例９３の特徴のいずれか又は全てを含み、保護された環境をさらに
含み、前記セキュリティ・データベースは、前記保護された環境に記憶される。
【０３７１】
　例９５：この例は、例９４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記保護された環境は、
メモリ・エンクレーブ及びトラステッド実行環境のうちの少なくとも１つを含む。
【０３７２】
　例９６：この例は、例９３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１のデータベース
は、前記セキュリティ・データベースを含む。
【０３７３】
　例９７：この例は、例９６の特徴のいずれか又は全てを含み、保護された環境をさらに
含み、前記第１のデータベースは、前記保護された環境に記憶される。
【０３７４】
　例９８：この例は、例５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリは、前記メモ
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リに記憶された入力デバイス（ＩＤ）モジュールをさらに含み、前記ＩＤモジュールは、
コンピュータ読み取り可能ＩＤ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＩＤ命令は、
前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイス
に、前記フレーム・バッファの、入力デバイスの出力に少なくとも部分的に基づく位置に
、デジタル・ポインタを挿入させ、前記ビデオ情報は、前記デジタル・ポインタを含む。
【０３７５】
　例９９：この例は、例９８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み取
り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、前記入力デバイスの前記出力の検出された変化に少なく
とも部分的に基づいて、前記デジタル・ポインタの前記位置を変えることを含むオペレー
ションを実行させる。
【０３７６】
　例１００：この例は、例９９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み
取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・
コンピューティング・デバイスに、前記入力デバイスの前記出力を２次元スクリーン面座
標に変換することと、前記フレーム・バッファの、前記２次元スクリーン面座標に少なく
とも部分的に基づく位置に、前記デジタル・ポインタを挿入することと、前記２次元スク
リーン面座標の検出された変化に少なくとも部分的に基づいて、前記デジタル・ポインタ
の前記位置を変えることと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３７７】
　例１０１：この例は、例９８の特徴のいずれか又は全てを含み、少なくとも１つの入力
デバイスは、マウス、キーボード、トラックボール、トラックパッド、及び動きセンサの
うちの少なくとも１つを含む。
【０３７８】
　例１０２：この例は、例９８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み
取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル・
コンピューティング・デバイスに、検出された入力デバイス・イベントのための前記入力
デバイスの前記出力をモニタリングすることと、前記アプリケーション、前記オペレーテ
ィング・システム、又はこれらの組合せに、前記検出された入力デバイス・イベントと整
合するアクションを実行させるために、前記検出された入力デバイス・イベントを前記ア
プリケーション及び前記オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つにレポート
することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３７９】
　例１０３：この例は、例１０２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンは、少なくとも１つのソーシャル・メディア・アプリケーションを含む。
【０３８０】
　例１０４：この例は、例１０２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記検出された入力
デバイス・イベントは、少なくとも１つの入力デバイスの動き、前記少なくとも１つの入
力デバイスを用いたジェスチャ、前記少なくとも１つの入力デバイスを用いたドラッグ、
及び前記少なくとも１つの入力デバイス上のボタンの押下のうちの少なくとも１つを含む
。
【０３８１】
　例１０５：この例は、例９８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイスは、
有線接続、無線接続、又はこれらの組合せを介して、当該モバイル・コンピューティング
・デバイスに接続される。
【０３８２】
　例１０６：この例は、例９８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読み
取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーンからの前記入力デバイスの前記出
力の受信をモニタリングさせ、前記フレーム・バッファの、前記入力デバイスの前記出力
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に少なくとも部分的に基づく位置に、デジタル・ポインタを挿入させる。
【０３８３】
　例１０７：この例は、例１０６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
は、双方向であり、前記コンピュータ読み取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実
行されたときに、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、少なくとも
前記ペアリング接続を介して、前記入力デバイスの前記出力の受信をモニタリングさせる
。
【０３８４】
　例１０８：この例は、例１０６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスと前
記ターゲット・スクリーンとの間に確立されたバックチャネルを少なくとも介した、前記
入力デバイスの前記出力の受信をモニタリングさせ、前記バックチャネルは、前記ペアリ
ング接続と異なる。
【０３８５】
　例１０９：この例は、例１０６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、前記入力デバイスの前記出力に対応する画素座標を
、前記オペレーティング・システム及び前記アプリケーションのうちの少なくとも１つの
本来の解像度にスケーリングさせる。
【０３８６】
　例１１０：この例は、例１０６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＩＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーンからのデータ信号の受
信をモニタリングすることであって、前記データ信号は、前記入力デバイスの前記出力が
符号化されているパケットを含む、モニタリングすることと、前記データ信号の受信に応
答して、前記入力デバイスの前記出力を取得するために、前記パケットを復号することと
、を含むオペレーションを実行させる。
【０３８７】
　例１１１：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモ
ジュールの前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたとき
に、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、少なくとも１つのさらな
る非一体型ターゲット・スクリーンとのさらなるペアリング接続を確立させ、前記ビデオ
情報を前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲッ
ト・スクリーンに送信させる。
【０３８８】
　例１１２：この例は、例１１１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
のモジュールは、コンピュータ読み取り可能アクセス制御（ＡＣ）命令を含むＡＣモジュ
ールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行され
たときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリー
ン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンが当該モバイル・
コンピューティング・デバイス上のリソースにアクセスする程度、前記ターゲット・スク
リーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンが当該モバイ
ル・コンピューティング・デバイスを制御する程度、又はこれらの組合せを制限させる。
【０３８９】
　例１１３：この例は、例１１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上のリソース
へのアクセス、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに対する制御、又はこれら
の組合せを、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型タ



(96) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ーゲット・スクリーンのうちの少なくとも１つに対して制限させる。
【０３９０】
　例１１４：この例は、例１１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、アクセス制御トークンを、前記ターゲット・スクリーン及び
前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上に送信さ
せ、前記アクセス制御トークンは、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上のリ
ソースへのアクセスの指定された程度、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに
対する制御の指定された程度、又はこれらの組合せを可能にするよう構成される。
【０３９１】
　例１１５：この例は、例１１４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
のモジュールは、コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令を含むジェスチャ・モジュー
ルを含み、前記コンピュータ読み取り可能ジェスチャ命令は、前記プロセッサにより実行
されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスを用いてなされたジェスチャに応答して、前記アクセス制御トー
クンを送信させる。
【０３９２】
　例１１６：この例は、例１１３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アクセス制御ト
ークンは、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ター
ゲット・スクリーンに送信される前記ビデオ情報のコンテンツを制御するよう構成される
。
【０３９３】
　例１１７：この例は、例１１１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１
つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上からの信号の受信をモニタ
リングすることであって、前記信号は、少なくとも１つのオペレーションの実行を指定す
る、モニタリングすることと、前記信号の受信に応答して、前記少なくとも１つのオペレ
ーションを実行することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３９４】
　例１１８：この例は、例１１４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、前記アクセス制御トークンを、前記ターゲット・ス
クリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１
以上に発することと、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非
一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上からの信号の受信をモニタリングすること
であって、前記信号は、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行される少
なくとも１つのオペレーションを指定する、モニタリングすることと、前記信号の受信に
応答して、前記信号が、前記アクセス制御トークンを有していないターゲット・スクリー
ンから受信された場合、前記オペレーションを無視することと、前記信号の受信に応答し
て、前記信号が、前記アクセス制御トークンを有するターゲット・スクリーンから受信さ
れた場合、前記オペレーションを実行することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０３９５】
　例１１９：この例は、例１１８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記オペレーション
は、当該モバイル・コンピューティング・デバイス上のリソースに関わるものであり、前
記コンピュータ読み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さら
に、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記オペレーションを実行する前
に、前記アクセス制御トークンを有するターゲット・スクリーンが、前記オペレーション
を実行する前記リソースへの十分なアクセス又は前記オペレーションを実行する前記リソ
ースに対する十分な制御を許可されているかどうかを判定することを含むオペレーション
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を実行させる。
【０３９６】
　例１２０：この例は、例１１４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＡＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１
つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上に発せられたアクセス制御
トークンを変更すること、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらな
る非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上に発せられたアクセス制御トークンを
無効にすること、又はこれらに組合せにより、当該モバイル・コンピューティング・デバ
イス上のリソースへのアクセスの前記指定された程度、当該モバイル・コンピューティン
グ・デバイスに対する制御の前記指定された程度、又はこれらの組合せを変更することを
含むオペレーションを実行させる。
【０３９７】
　例１２１：この例は、例４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのタ
ーゲット・スクリーンは、複数のターゲット・スクリーンを含み、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々と交換可能にドッ
キングするよう構成される。
【０３９８】
　例１２２：この例は、例１２１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々の対応するコネ
クタと結合するよう構成された少なくとも１つのドッキング・コネクタを含む。
【０３９９】
　例１２３：この例は、例１２１の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々のドッキング凹
部内で受け入れ可能に嵌合されるよう構成される。
【０４００】
　例１２４：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記プロセッサにより実
行される少なくとも１つのアプリケーションは、当該モバイル・コンピューティング・デ
バイスに、前記ビデオ情報を生成させる。
【０４０１】
　例１２５：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・スクリ
ーンは、１以上のリソースを含み、前記少なくとも１つのモジュールの前記コンピュータ
読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスに、前記１以上のリソースに対する制御を行わせる。
【０４０２】
　例１２６：この例は、例１２５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記１以上のリソー
スは、補助電源、入力デバイス、センサ、及びセルラ無線機のうちの少なくとも１つを含
む。
【０４０３】
　例１２７：この例は、例１２５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記１以上のリソー
スは、カメラ、グローバル・ポジショニング・センサ、生体スキャナからなる群から選択
される少なくとも１つのセンサを含む。
【０４０４】
　例１２８：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモ
ジュールの前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたとき
に、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、ワイド・エリア・ネットワークへ
の直接有線接続又は直接無線接続を確立することを試みることと、前記ワイド・エリア・
ネットワークへの直接接続を実現できない場合、データ信号を、メッシュ・ネットワーク
の１以上の要素に送信することであって、前記データ信号は、前記１以上の要素に、前記
データ信号を前記ワイド・エリア・ネットワークの少なくとも１つのさらなる要素を介し
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てルーティングさせることにより、あるいは直接、前記データ信号を前記ワイド・エリア
・ネットワークにルーティングさせるよう構成される、送信することと、を含むオペレー
ションを実行させる。
【０４０５】
　例１２９：この例は、例１２８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッシュ・ネッ
トワークの前記１以上の要素は、さらなるモバイル・コンピューティング・デバイス、タ
ーゲット・スクリーン、ＷｉＦｉ（登録商標）ネットワーク、及びテレビジョン・ホワイ
トスペース・ネットワークのうちの少なくとも１つを含む。
【０４０６】
　例１３０：この例は、例１２８の特徴のいずれか又は全てを含み、当該モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記ワイド・エリア・ネットワークから、前記メッシュ・
ネットワークの前記１以上の要素のうちの１以上を介して、あるいは直接、データ信号を
受信するよう構成される。
【０４０７】
　例１３１：この例は、例１２８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
のモジュールの前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行された
ときに、さらに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記メッシュ・ネッ
トワークの前記１以上の要素との通信チャネルを確立させる。
【０４０８】
　例１３２：この例は、例１２８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
のモジュールは、コンピュータ読み取り可能ネットワーク管理（ＮＭ）命令を含むＮＭモ
ジュールを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＮＭ命令は、前記プロセッサにより実行
されたときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記メッシュ・ネット
ワークを介して当該モバイル・コンピューティング・デバイスにより送信されたデータの
量、及び前記メッシュ・ネットワークを介して当該モバイル・コンピューティング・デバ
イスにより受信されたデータの量のうちの少なくとも１つをモニタリングすることと、前
記メッシュ・ネットワークを介して当該モバイル・コンピューティング・デバイスにより
送信された前記データの量、前記メッシュ・ネットワークを介して当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスにより受信された前記データの量、又はこれらの組合せを、報酬
と関連付けることと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４０９】
　例１３３：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、複数の通信モードをサポ
ートする複数の無線通信インタフェースをさらに含み、前記少なくとも１つのモジュール
は、コンピュータ読み取り可能通信管理（ＣＭ）命令を含むＣＭモジュールを含み、前記
コンピュータ読み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、データ信号を送信するリクエストを受信した
ことに応答して、前記リクエストを分析して、緊急性レベルを前記データ信号に割り当て
ることと、前記緊急性レベルに少なくとも部分的に基づいて、前記複数の通信モードのう
ちの１以上を選択することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４１０】
　例１３４：この例は、例１３３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記複数の通信モー
ドは、比較的高価な通信モード及び比較的低価な通信モードを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、前記緊急性レベルと予め定められた緊急性閾値との比較に少
なくとも部分的に基づいて、前記データ信号の伝送のために、前記比較的高価な通信モー
ド又は前記比較的低価な通信モードを選択することを含むオペレーションを実行させる。
【０４１１】
　例１３５：この例は、例１３４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、前記緊急性レベルが、前記予め定められた緊急性閾値を満た
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す、あるいは超える場合、前記データ信号の伝送のために、前記比較的高価な通信モード
を選択することと、前記緊急性レベルが、前記予め定められた緊急性閾値以下の場合、前
記データ信号の伝送のために、前記比較的低価な通信モードを選択することと、を含むオ
ペレーションを実行させる。
【０４１２】
　例１３６：この例は、例１３４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モバイル・コンピ
ューティング・デバイスに、前記緊急性レベルが、前記予め定められた緊急性閾値を満た
す、あるいは超える場合、前記データ信号の伝送のために、前記比較的高価な通信モード
及び前記比較的低価な通信モードを選択することを含むオペレーションを実行させる。
【０４１３】
　例１３７：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、複数の通信モードをサポ
ートする複数の無線通信インタフェースをさらに含み、前記少なくとも１つのモジュール
は、コンピュータ読み取り可能通信管理（ＣＭ）命令を含むＣＭモジュールを含み、前記
コンピュータ読み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該モ
バイル・コンピューティング・デバイスに、当該モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上で実行されるアプリケーションによりデータ信号を送信するリクエストを受信したこ
とに応答して、前記アプリケーションの帯域幅要件と、前記複数の通信モードのうちの１
以上を介する、当該モバイル・コンピューティング・デバイスが利用可能な帯域幅と、の
比較に少なくとも部分的に基づいて、前記データ信号の伝送のために、前記複数の通信モ
ードのうちの１以上を選択することを含むオペレーションを実行させる。
【０４１４】
　例１３８：この例は、例１３７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該モバイル
・コンピューティング・デバイスに、予め定められたサービス品質の維持に少なくとも部
分的に基づいて、前記データ信号の伝送のために、前記複数の通信モードのうちの１以上
を選択することを含むオペレーションを実行させる。
【０４１５】
　例１３９：この例は、例１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つのモ
ジュールは、コンピュータ読み取り可能キャッシュ管理（ＣＭ）命令を含むＣＭモジュー
ルを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＣＭ命令は、前記プロセッサにより実行された
ときに、当該モバイル・コンピューティング・デバイスに、データ信号を少なくとも１つ
のサーバに送信することであって、前記データ信号は、状況情報を含み、前記サーバに、
前記状況情報に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのプッシュ・オペレーショ
ンにおいて当該モバイル・コンピューティング・デバイスにプッシュするデータのタイプ
及び性質のうちの少なくとも１つを判定させるよう構成される、送信することを含むオペ
レーションを実行させる。
【０４１６】
　例１４０：この例に従うと、ディスプレイ、プロセッサ、及び、デバイス・ペアリング
・モジュールを記憶したメモリを含むスクリーンが提供される。前記デバイス・ペアリン
グ・モジュールは、コンピュータ読み取り可能ペアリング命令を含み、前記コンピュータ
読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリー
ンに、識別子メッセージをモバイル・コンピューティング・デバイスに送信することであ
って、前記識別子メッセージは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスに、当該
スクリーンを識別させるよう構成される、送信することと、有線通信インタフェース及び
無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つを介して、前記モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとのペアリング接続を確立することと、前記ペアリング接続を介した、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスからの、ビデオ情報を少なくとも含むメデ
ィア信号の受信に応答して、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示することと、を
含むオペレーションを実行させる。
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【０４１７】
　例１４１：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記プロセッサは、
特定用途向け集積回路、汎用プロセッサ、及びこれらの組合せからなる群から選択される
。
【０４１８】
　例１４２：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのペアリング・リクエス
ト・メッセージの受信をモニタリングすることと、前記ペアリング・リクエスト・メッセ
ージに応答して、前記識別子メッセージを前記モバイル・コンピューティング・デバイス
に送信し、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの前記ペアリング接続を確立
することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４１９】
　例１４３：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
さらに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスから、前記ペアリング接続を介し
て、パケットを受信するよう構成され、前記パケットは、符号化ビデオ情報を含む。
【０４２０】
　例１４４：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れたビデオ復号（ＶＤ）モジュールをさらに含み、前記ＶＤモジュールは、コンピュータ
読み取り可能ＶＤ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッ
サにより実行されたときに、当該スクリーンに、パケットの受信に応答して、前記パケッ
トに含まれる前記ビデオ情報を取得するために、前記パケットを復号することを含むオペ
レーションを実行させる。
【０４２１】
　例１４５：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れた入力デバイス・モニタリング（ＩＤＭ）モジュールをさらに含み、前記ＩＤＭモジュ
ールは、コンピュータ読み取り可能ＩＤＭ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能Ｉ
ＤＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、入力デバイス
からの出力信号の受信に応答して、入力デバイス・イベントのための前記出力信号をモニ
タリングすることと、入力デバイス・イベントの検出に応答して、前記ペアリング接続を
介して、前記入力デバイス・イベントを前記モバイル・コンピューティング・デバイスに
レポートすることと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４２２】
　例１４６：この例は、例１４５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記出力信号は、前
記入力デバイスとの有線接続、前記入力デバイスとの無線接続、又はこれらの組合せを介
して、当該スクリーンにより受信される。
【０４２３】
　例１４７：この例は、例１４５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイス・
イベントは、マウス・クリック、マウス・リリース、タッチ入力、スワイプ・オペレーシ
ョン、及び動きオペレーションのうちの少なくとも１つを含む。
【０４２４】
　例１４８：この例は、例１４５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＩＤＭ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリ
ーンに、入力デバイス・レポートを含むレポート信号を前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスに少なくとも部分的に送信させることにより、前記入力デバイス・イベント
を前記モバイル・コンピューティング・デバイスにレポートさせ、前記入力デバイス・レ
ポートは、前記入力デバイス・イベントを識別する。
【０４２５】
　例１４９：この例は、例１４８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリン
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グ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前記メディア・
インタフェースを少なくとも部分的に用いて、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスとの前記ペアリング接続を確立させ、前記コンピュータ読み取り可能ＩＤＭ命令は、
前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前記ペアリング接続を少な
くとも部分的に介して、前記レポート信号を送信させる。
【０４２６】
　例１５０：この例は、例１４８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイス・
レポートは、前記入力デバイス・イベントの位置を示す画素座標、及び前記入力デバイス
・イベントのタイプを示す画素座標のうちの少なくとも１つを含む。
【０４２７】
　例１５１：この例は、例１４８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイス・
レポートは、マウス・クリック・オペレーション中のマウス・ポインタの位置、マウス・
クリック及びリリース・オペレーション中のマウス・ポインタの位置、タッチ・スクリー
ン上のタッチの位置、及びスワイプ・オペレーションの画素座標のうちの少なくとも１つ
を示す。
【０４２８】
　例１５２：この例は、例１４８の特徴のいずれか又は全てを含み、無線通信インタフェ
ースと、前記メモリに記憶されたバックチャネル（ＢＣ）モジュールと、をさらに含み、
前記ＢＣモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＢＣ命令を含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＢＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前
記無線通信インタフェースと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間に、無
線バックチャネルを確立することと、前記無線バックチャネルを介して、前記レポート信
号を前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送信することと、を含むオペレーシ
ョンを実行させる。
【０４２９】
　例１５３：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
ダム・スクリーン及びスマート・スクリーンからなる群から選択される。
【０４３０】
　例１５４：この例は、例１５３の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
ダム・スクリーンであり、テレビジョン、コンピュータ・モニタ、ディスプレイ・ドック
、及びプロジェクタからなる群から選択される。
【０４３１】
　例１５５：この例は、例１５３の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
スマート・スクリーンであり、ラップトップ・コンピュータのディスプレイ、デスクトッ
プ・コンピュータに接続されるディスプレイ、電子リーダのディスプレイ、タブレット・
パーソナル・コンピュータのディスプレイ、パーソナル・データ・アシスタントのディス
プレイ、スマートフォンのディスプレイ、及び携帯電話機のディスプレイからなる群から
選択される。
【０４３２】
　例１５６：この例は、例１５３の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
自動車、飛行機、自転車、オートバイ、スノーモービル、列車、医療機器、ヘッドアップ
・ディスプレイ、制御インタフェース、電子ショッピング・ポータル、キオスク、レスト
ラン・メニュー、双眼鏡、眼鏡、調理ツール、オーディオ機器、医療記録システム、金融
取引システム、バッジ、及び衣類のうちの少なくとも１つの一部を形成する。
【０４３３】
　例１５７：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、デジ
タル・ビデオ・インタフェース（ＤＶＩ）、高精細度マルチメディア・インタフェース（
ＨＤＭＩ（登録商標））、及びユニバーサル・シリアル・バス（・インタフェース）のう
ちの少なくとも１つを含む。
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【０４３４】
　例１５８：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、前記
モバイル・コンピューティング・デバイスの対応するコネクタと結合するよう構成された
ドッキング・コネクタを含む。
【０４３５】
　例１５９：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスと物理的に結合するよう構成されたスクリーン・ボディをさら
に含む。
【０４３６】
　例１６０：この例は、例１５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、少な
くとも１つのドッキング・コネクタを含み、前記少なくとも１つのドッキング・コネクタ
は、前記スクリーン・ボディ及び前記モバイル・コンピューティング・デバイスが物理的
に結合されるとき、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの対応するコネクタと
結合するよう構成される。
【０４３７】
　例１６１：この例は、例１５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合する凹部を
含む。
【０４３８】
　例１６２：この例は、例１６０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合する凹部を
含み、前記ドッキング・コネクタは、前記凹部内に配置される。
【０４３９】
　例１６３：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、無線通信インタフェ
ースをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサに
より実行されたときに、さらに、当該スクリーンに、前記無線通信インタフェースを少な
くとも部分的に用いて前記ペアリング接続を確立させる。
【０４４０】
　例１６４：この例は、例１６３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信インタ
フェースは、短距離通信を用いて通信するよう構成される。
【０４４１】
　例１６５：この例は、例１６４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信インタ
フェースは、近距離通信を用いて通信するよう構成される。
【０４４２】
　例１６６：この例は、例１６４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信インタ
フェースが、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの対応する無線通信インタフ
ェースと近接するように、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと物理的に結合
するよう構成されたスクリーン・ボディをさらに含む。
【０４４３】
　例１６７：この例は、例１６６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合するよう構
成された凹部を含み、前記無線通信インタフェースは、前記凹部内に、あるいは前記凹部
に近接して配置される。
【０４４４】
　例１６８：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記識別子メッセー
ジは、当該スクリーンのインターネット・プロトコル・アドレスを含む。
【０４４５】
　例１６９：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
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み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリング・キーを受信
したことに応答して、前記ペアリング・キーを少なくとも部分的に用いて前記ペアリング
接続を確立することを含むオペレーションを実行させる。
【０４４６】
　例１７０：この例は、例１６９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング・キーを前記ディスプレイ上に表示させる。
【０４４７】
　例１７１：この例は、例１６９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング・キーが妥当であるかどうかを判定することと、前記ペアリ
ング・キーが妥当でない場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリ
ングを終了することと、前記ペアリング・キーが妥当である場合、前記モバイル・コンピ
ューティング・デバイスとのペアリング・セッション及び通信チャネルを少なくとも部分
的に確立することにより、前記ペアリング接続を確立することと、を含むオペレーション
を実行させる。
【０４４８】
　例１７２：この例は、例１７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは
、双方向である。
【０４４９】
　例１７３：この例は、例１７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは
、一方向である。
【０４５０】
　例１７４：この例は、例１７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング・キーが妥当である場合、無線通信プロトコルを用いて前記
ペアリング接続を確立させる。
【０４５１】
　例１７５：この例は、例１７４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信プロト
コルは、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ）
、及びインターネット・プロトコルのうちの少なくとも１つを含む。
【０４５２】
　例１７６：この例は、例１７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れたバックチャネル（ＢＣ）モジュールをさらに含み、前記ＢＣモジュールは、コンピュ
ータ読み取り可能ＢＣ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＢＣ命令は、前記プロ
セッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前記無線通信インタフェースと前記
モバイル・コンピューティング・デバイスとの間に、無線バックチャネルを確立すること
を含むオペレーションを実行させる。
【０４５３】
　例１７７：この例は、例１７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＢＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリー
ンに、前記無線バックチャネルにおいて使用するための相互にサポートされるソケットに
ついて前記モバイル・コンピューティング・デバイスと少なくとも部分的にネゴシエート
させることにより、前記無線バックチャネルを確立させる。
【０４５４】
　例１７８：この例は、例１７７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記相互にサポート
されるソケットは、リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）ソケットで
ある。
【０４５５】
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　例１７９：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのパブリック・ペアリン
グ・リクエストの受信をモニタリングすることであって、前記パブリック・ペアリング・
リクエストは、ペアリング・リクエスト・メッセージを含む、モニタリングすることと、
前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、予め定められた時間期間の
間、他のペアリング・リクエスト・メッセージ及びパブリック・ペアリング・リクエスト
を無視することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４５６】
　例１８０：この例は、例１７９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、接続キーの受
信をモニタリングすることを含むオペレーションを実行させる。
【０４５７】
　例１８１：この例は、例１８０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記接続キーが予め定められた時間期間内に受信されない場合、前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスとのペアリングを終了することと、予め定められた時
間期間内での前記接続キーの受信に応答して、前記接続キーを前記モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに送信することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４５８】
　例１８２：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
は、当該スクリーンと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間のピア・ツー
・ピア接続である。
【０４５９】
　例１８３：この例は、例１７９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れた接続キーをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロ
セッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリーンに、前記パブリック・ペアリン
グ・リクエストの受信に応答して、前記接続キーを前記モバイル・コンピューティング・
デバイスに送信することを含むオペレーションを実行させる。
【０４６０】
　例１８４：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスのユーザのアイデンティティを検証することを含むオペレーションを実行させる
。
【０４６１】
　例１８５：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、ペアリング・リクエスト・メッセージを前記モバイル・コンピューティング
・デバイスに送信することにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペ
アリングを開始することを含むオペレーションを実行させる。
【０４６２】
　例１８６：この例は、例１８５の特徴のいずれか又は全てを含み、センサ及び無線通信
インタフェースをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プ
ロセッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリーンに、互換モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスの存在を検出するために、前記センサ及び前記無線通信インタフェ
ースのうちの少なくとも１つの出力をモニタリングすることと、互換モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスの検出に応答して、前記ペアリング・リクエスト・メッセージを前
記互換モバイル・コンピューティング・デバイスに少なくとも部分的に送信することによ



(105) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

り、前記互換モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリングを開始することと
、を含むオペレーションを実行させる。
【０４６３】
　例１８７：この例は、例１８５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・リ
クエスト・メッセージは、当該スクリーンの識別子と、当該スクリーンによりサポートさ
れる通信モードの説明と、を含む。
【０４６４】
　例１８８：この例は、例１８５の特徴のいずれか又は全てを含み、無線通信インタフェ
ースをさらに含み、前記コンピュータ読み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサに
より実行されたときに、さらに、当該スクリーンに、前記無線通信インタフェース及び短
距離通信プロトコルを用いて前記ペアリング・リクエスト・メッセージを送信させる。
【０４６５】
　例１８９：この例は、例１８５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスとの第１のレベルの接続を確立することと、前記第１のレベルの接続を介して、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの信頼のルートを確立することを試みる
ことと、前記信頼のルートが、予め定められた時間期間内に確立されない場合、前記モバ
イル・コンピューティング・デバイスとのペアリングを終了することと、前記信頼のルー
トが、予め定められた時間期間内に確立された場合、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスとの前記ペアリング接続を確立するのを続けることと、を含むオペレーション
を実行させる。
【０４６６】
　例１９０：この例は、例１８９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスのユーザのアイデンティティを検証することと、前記ユーザの前記アイデンティ
ティが、予め定められた時間期間内に検証されなかった場合、前記モバイル・コンピュー
ティング・デバイスとのペアリングを終了することと、前記ユーザの前記アイデンティテ
ィが、前記予め定められた時間期間内に検証された場合、前記モバイル・コンピューティ
ング・デバイスとの前記ペアリング接続を確立するのを続けることと、を含むオペレーシ
ョンを実行させる。
【０４６７】
　例１９１：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、当該スクリーンをペアリング・モードにすることと、ロックダウン信号を送
信することであって、前記ロックダウン信号は、当該スクリーンに近接する少なくとも１
つの第２のスクリーンに、前記第２のスクリーンが、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスとのペアリングのために利用可能でなくなるロックダウン状態に入らせるよう
構成される、送信することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４６８】
　例１９２：この例は、例１９１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのペアリング・リクエス
ト・メッセージの受信、当該スクリーンになされた入力の受信、又はこれらの組合せに応
答して、当該スクリーンを前記ペアリング・モードにさせる。
【０４６９】
　例１９３：この例は、例１９１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、前記少なくとも１つの第２のスクリーンを前記ロックダウン状態から解放す



(106) JP 6142008 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

るよう構成されたリリース信号を送信することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７０】
　例１９４：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ペアリング命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該ス
クリーンに、当該スクリーンをペアリング・モードにすることと、指定された時間期間内
での異なるモバイル・コンピューティング・デバイスからの複数のペアリング・リクエス
ト・メッセージの受信に応答して、前記複数のペアリング・リクエスト・メッセージを無
視することと、指定された時間期間内での１つのモバイル・コンピューティング・デバイ
スからの１つのペアリング・リクエスト・メッセージの受信に応答して、前記識別子メッ
セージを前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送信することと、を含むオペレ
ーションを実行させる。
【０４７１】
　例１９５：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーション及び
オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを
カプセル化しているパケットを含み、前記メモリは、前記メモリに記憶されたビデオ復号
（ＶＤ）モジュールを有し、前記ＶＤモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令
を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたと
きに、当該スクリーンに、前記メディア信号を受信したことに応答して、前記フレームを
取得するために前記パケットを処理して、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示す
ることを含むオペレーションを実行させる。
【０４７２】
　例１９６：この例は、例１９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームは、圧
縮されており、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行さ
れたときに、当該スクリーンに、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示する前に、
前記フレームを伸張することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７３】
　例１９７：この例は、例１９６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記パケットは、前
記フレームに適用された圧縮のタイプ及びレベルのうちの少なくとも１つを識別するヘッ
ダを含み、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行された
ときに、当該スクリーンに、前記フレームを伸張する前に、圧縮の前記タイプ及び前記レ
ベルのうちの少なくとも１つを判定するために、前記ヘッダを調べることを含むオペレー
ションを実行させる。
【０４７４】
　例１９８：この例は、例１９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームは、暗
号化されたフレームであり、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサ
により実行されたときに、当該スクリーンに、前記フレームを取得するために前記暗号化
されたフレームを復号することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７５】
　例１９９：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されているアプリケーション及び
オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのキャプチャ
されたフレームから生成されたビデオを含み、前記ビデオは、あるビデオ・フォーマット
で符号化され、前記メモリは、前記メモリに記憶されたビデオ復号（ＶＤ）モジュールを
有し、前記ＶＤモジュールは、コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令を含み、前記コンピュ
ータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーン
に、前記メディア信号を受信したことに応答して、前記ビデオを復号して、前記ビデオ情
報を前記ディスプレイ上に表示することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７６】
　例２００：この例は、例１９９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオは、圧縮
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されており、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサにより実行され
たときに、当該スクリーンに、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上に表示する前に、前
記ビデオを伸張することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７７】
　例２０１：この例は、例１９９の特徴のいずれか又は全てを含み、当該スクリーンは、
リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）に従って前記メディア信号を受
信するよう構成される。
【０４７８】
　例２０２：この例は、例１９９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオは、暗号
化されたビデオであり、前記コンピュータ読み取り可能ＶＤ命令は、前記プロセッサによ
り実行されたときに、当該スクリーンに、前記ビデオを取得するために前記暗号化された
ビデオを復号することを含むオペレーションを実行させる。
【０４７９】
　例２０３：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れたマルチチャネル・ビデオ伝送（ＭＣ）モジュールをさらに含み、前記ＭＣモジュール
は、コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＭＣ命令
は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、当該スクリーン上での
前記ビデオ情報のディスプレイのディスプレイ・パフォーマンス特性をモニタリングする
ことと、レポートを前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送信することであっ
て、前記レポートは、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を含み、前記モバイル・コ
ンピューティング・デバイスに、当該スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかど
うかを判定させるために、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフ
ォーマンス閾値と比較させるよう構成される、送信することと、を含むオペレーションを
実行させる。
【０４８０】
　例２０４：この例は、例２０３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＭＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリー
ンに、当該スクリーンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、さらなる伝送
モードを用いて、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの補助的接続を確立す
ることであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続が確立されるときの第
１の伝送モードとは異なる、確立することと、前記ペアリング接続及び前記補助的接続を
介したビデオ情報の受信に応答して、前記ビデオ情報を表示することと、を含むオペレー
ションを実行させる。
【０４８１】
　例２０５：この例は、例２０３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ディスプレイ・
パフォーマンス特性は、前記ディスプレイにより表示される、前記ビデオ情報の１秒当た
りのフレームの数、前記ディスプレイによりドロップされる、前記ビデオ情報のフレーム
の数、前記ディスプレイのフレーム・アップデート間の時間、及びビデオ情報が前記モバ
イル・コンピューティング・デバイスから受信される速度のうちの少なくとも１つを含む
。
【０４８２】
　例２０６：この例は、例２０４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、短距離通信モードであり、前記さらなる伝送モードは、長距離通信モードである。
【０４８３】
　例２０７：この例は、例２０４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと当該スクリーンとの間の無線接続
を含み、前記さらなる伝送モードは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと当
該スクリーンとの間の有線接続を含む。
【０４８４】
　例２０８：この例は、例２０４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
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ドは、第１のタイプの無線通信を含み、前記さらなる伝送モードは、前記第１のタイプの
無線通信とは異なる第２のタイプの無線通信を含む。
【０４８５】
　例２０９：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れた向き制御（ＯＣ）モジュールをさらに含み、前記ＯＣモジュールは、コンピュータ読
み取り可能ＯＣ命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサ
により実行されたときに、当該スクリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イス上で実行されているアプリケーション及びオペレーティング・システムのうちの少な
くとも１つのディスプレイ出力の１以上の予想パラメータの変化を伝達するメッセージの
受信に応答して、前記ビデオ情報が、前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメー
タの前記変化と整合するように前記ディスプレイ上に表示されるように、前記ビデオ情報
及び前記ディスプレイのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの特性を変更すること
を含むオペレーションを実行させる。
【０４８６】
　例２１０：この例は、例２０９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を規定するヘッダを含み
、前記コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を判
定するために、前記ヘッダを調べることを含むオペレーションを実行させる。
【０４８７】
　例２１１：この例は、例２１０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記１以上の予想パラメータの新たに予想された値を規定するボディ部をさらに含み、前
記コンピュータ読み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該
スクリーンに、前記１以上の予想パラメータの前記新たに予想された値を判定するために
、前記メッセージの前記ボディを調べることと、前記ビデオ情報が、前記１以上の予想パ
ラメータの前記新たに予想された値と整合するように前記ディスプレイ上に表示されるよ
うに、前記ビデオ情報及び前記ディスプレイのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つ
の特性を変更することと、を含むオペレーションを実行させる。
【０４８８】
　例２１２：この例は、例２０９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータは、前記ディスプレイ出力の、前記
アプリケーションにより予想された向き、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーショ
ンにより予想されたスケール、及び、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーションに
より予想された解像度のうちの少なくとも１つを含む。
【０４８９】
　例２１３：この例は、例２０９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能ＯＣ命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前
記メッセージに応答して、前記ビデオ情報が表示されている既存のウィンドウを終了して
、前記１以上の予想パラメータの前記変化と整合する前記ビデオ情報を表示するための新
たなウィンドウを開くことを含むオペレーションを実行させる。
【０４９０】
　例２１４：この例は、例２１３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
の確立が成功した場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの能力を補完する
ための１以上のリソースと、前記メモリに記憶された少なくとも１つのモジュールと、を
さらに含み、前記少なくとも１つのモジュールは、コンピュータ読み取り可能命令を含み
、前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、当該
スクリーンに、前記ペアリング接続の確立に応答して、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスが、前記１以上のリソースに対する制御を行うことを可能にすることを含む
オペレーションを実行させる。
【０４９１】
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　例２１５：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れた少なくとも１つのモジュールをさらに含み、前記少なくとも１つのモジュールは、コ
ンピュータ読み取り可能命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセ
ッサにより実行されたときに、当該スクリーンに、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスからの終了信号の受信と、予め定められた時間期間の満了と、前記ペアリング接
続を終了する終了イベントの検出と、予め定められたレイテンシ閾値を超える通信レイテ
ンシの検出と、のうちの少なくとも１つに応答して、前記ペアリング接続を介して受信し
た前記ビデオ情報及び他の情報の少なくとも一部を、前記メモリから削除することを含む
オペレーションを実行させる。
【０４９２】
　例２１６：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、保護された環境と、
前記メモリに記憶された、コンピュータ読み取り可能命令を含む少なくとも１つのモジュ
ールと、をさらに含み、当該スクリーンは、前記ペアリング接続を介して受信した前記ビ
デオ情報、アプリケーション、及び他の情報を、前記保護された環境に記憶するよう構成
され、前記コンピュータ読み取り可能命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、
当該スクリーンに、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからの終了信号の受信
と、予め定められた時間期間の満了と、前記ペアリング接続を終了する終了イベントの検
出と、予め定められたレイテンシ閾値を超える通信レイテンシの検出と、のうちの少なく
とも１つに応答して、前記ペアリング接続を介して受信した前記ビデオ情報及び前記他の
情報の少なくとも一部を、前記保護された環境から削除することを含むオペレーションを
実行させる。
【０４９３】
　例２１７：この例は、例１４０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メモリに記憶さ
れた暗号化モジュールをさらに含み、前記暗号化モジュールは、コンピュータ読み取り可
能暗号化命令を含み、前記コンピュータ読み取り可能暗号化命令は、前記プロセッサによ
り実行されたときに、当該スクリーンに、暗号化されたビデオ・データを生成するために
ビデオ・データを暗号化することと、前記ビデオ・データが、前記ディスプレイ上に表示
されるようになるまで、前記暗号化されたビデオ・データを前記メモリに記憶することと
、前記ビデオ・データが、前記ディスプレイ上に表示されるときに、前記暗号化されたビ
デオ・データを復号して、前記ビデオ・データを前記ディスプレイ上に表示することと、
を含むオペレーションを実行させる。
【０４９４】
　例２１８：この例は、例２１７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記コンピュータ読
み取り可能暗号化命令は、前記プロセッサにより実行されたときに、さらに、当該スクリ
ーンに、前記ビデオ・データが、前記ディスプレイ上に表示された後、再暗号化されたビ
デオ・データを生成するために前記ビデオ・データを再暗号化して、前記再暗号化された
ビデオ・データを前記メモリに記憶することを含むさらなるオペレーションを実行させる
。
【０４９５】
　例２１９：この例に従うと、方法が提供される。当該方法は、モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中のア
プリケーションと、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中のオペレー
ティング・システムと、のうちの少なくとも１つにより生成されたビデオ情報を少なくと
も含むビデオ信号を、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとターゲット・スク
リーンとの間に確立されたペアリング接続を介して、前記ターゲット・スクリーンに送信
するステップを含み、前記ペアリング接続は、有線通信インタフェース及び無線通信イン
タフェースのうちの少なくとも１つを介して確立され、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスは、一体型ディスプレイを有しておらず、前記ターゲット・スクリーンは、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスと一体化されておらず、前記ビデオ信号は
、前記ターゲット・スクリーンに、前記ビデオ情報を表示させるよう構成される。
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【０４９６】
　例２２０：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・ス
クリーンは、ダム・スクリーン及びスマート・スクリーンのうちの少なくとも１つである
。
【０４９７】
　例２２１：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、携帯電話機、電子リーダ、眼鏡、モバイル・ゲーム・コン
ソール、ネットブック・コンピュータ、ノートブック・コンピュータ、インターネット・
デバイス、携帯情報端末、ポータブル・メディア・プレーヤ、ポータブル・メディア・レ
コーダ、スマートフォン、タブレット・パーソナル・コンピュータ、ウルトラモバイル・
パーソナル・コンピュータ、及びウェアラブル・コンピューティング・デバイスのうちの
１つである。
【０４９８】
　例２２２：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを前記ターゲット・スクリーンと少な
くとも部分的にドッキングすることにより確立される。
【０４９９】
　例２２３：この例は、例２２２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、第１のドッキング・コネクタを含み、前記ターゲット・ス
クリーンは、第２のドッキング・コネクタを含み、前記ドッキングすることは、前記第１
のドッキング・コネクタを前記第２のドッキング・コネクタと結合することを含む。
【０５００】
　例２２４：この例は、例２２３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第２のドッキン
グ・コネクタは、スクリーン・ボディの凹部内にあり、前記凹部は、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合するよう構成される。
【０５０１】
　例２２５：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、有線メディア・インタフェースを含み、当該方法は、前記
有線メディア・インタフェースを少なくとも部分的に用いて前記ペアリング接続を確立す
るステップをさらに含む。
【０５０２】
　例２２６：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記アプリケーションと、前
記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペレーティング・システ
ムと、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを含み、前記ビデオ情報
を送信することは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記フレーム
をキャプチャすることと、前記フレームをパケットにカプセル化することと、前記ビデオ
信号を送信することであって、前記ビデオ信号は、前記パケットを含む、送信することと
、を含み、前記ビデオ信号は、前記ターゲット・スクリーンに、前記パケットを処理させ
、前記ビデオ情報を取得させるよう構成される。
【０５０３】
　例２２７：この例は、例２２６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームを前記
パケットにカプセル化する前に、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、
前記フレームを圧縮するステップをさらに含む。
【０５０４】
　例２２８：この例は、例２２６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、ハードウェア圧縮エンジンを含み、前記カプセル化するこ
とは、前記ハードウェア圧縮エンジンを用いて実行される。
【０５０５】
　例２２９：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
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ピューティング・デバイスにより、終了イベントの検出に応答して、前記ビデオ信号の送
信を終了するステップをさらに含む。
【０５０６】
　例２３０：この例は、例２２７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、少なくとも１つのモニタリングされるパフォーマンス
・メトリックをモニタリングするステップと、前記少なくとも１つのモニタリングされる
パフォーマンス・メトリックに少なくとも部分的に基づいて、前記フレームに適用された
圧縮のレベル及びタイプのうちの少なくとも１つを動的に調整するステップと、をさらに
含む。
【０５０７】
　例２３１：この例は、例２３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
のモニタリングされるパフォーマンス・メトリックは、モバイル・コンピューティング・
デバイス・プロセッサ・パフォーマンス、モバイル・コンピューティング・デバイス・プ
ロセッサ負荷、前記ターゲット・スクリーンのパフォーマンス、前記ペアリング接続の帯
域幅消費、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの電力消費、前記ターゲット・
スクリーンの電力消費、及び前記モバイル・コンピューティング・デバイスのバッテリ・
レベルのうちの少なくとも１つを含む。
【０５０８】
　例２３２：この例は、例２３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記フレームに適用された圧縮の前記タイプ及び前記
レベルのうちの少なくとも１つを示す情報を用いて、前記パケットの各パケットに注釈を
付けるステップをさらに含む。
【０５０９】
　例２３３：この例は、例２３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記のモニタリングされているパフォーマンス・メト
リックを予め定められたパフォーマンス閾値と比較するステップと、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記のモニタリングされているパフォーマンス・メト
リックが、前記予め定められたパフォーマンス閾値を満たすか、あるいは超えるかどうか
に少なくとも部分的に基づいて、前記フレームに適用された前記レベル及び前記タイプの
うちの少なくとも１つを動的に調整又は維持するステップと、をさらに含む。
【０５１０】
　例２３４：この例は、例２３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記のモニタリング
されているパフォーマンス・メトリックは、前記ペアリング接続の帯域幅使用及び前記モ
バイル・コンピューティング・デバイスのプロセッサに課せられる負荷を含み、当該方法
は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ペアリング接続の前記帯
域幅使用と前記モバイル・コンピューティング・デバイスの前記プロセッサに課せられる
前記負荷との間の所望のバランスを達成するために、前記フレームに適用された圧縮の前
記タイプ及び前記レベルのうちの少なくとも１つを動的に調整するステップをさらに含む
。
【０５１１】
　例２３５：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記アプリケーションと、前
記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行中の前記オペレーティング・システ
ムと、のうちの少なくとも１つのフレーム・バッファのフレームを含み、前記ビデオ情報
を送信することは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記フレーム
をキャプチャすることと、前記フレームをビデオに変換することと、予め定められたビデ
オ伝送プロトコルと整合するように、前記ビデオ信号を送信することであって、前記ビデ
オ信号は、前記ビデオを含む、送信することと、を含む。
【０５１２】
　例２３６：この例は、例２３５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームをビデ
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オに変換することは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、予め定めら
れたビデオ変換プロトコルを用いて実行される。
【０５１３】
　例２３７：この例は、例２３５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記予め定められた
ビデオ伝送プロトコルは、ビデオ・ストリーミング・プロトコルである。
【０５１４】
　例２３８：この例は、例２３７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ・ストリ
ーミング・プロトコルは、リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）であ
る。
【０５１５】
　例２３９：この例は、例２３５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ビデオ信号を送信する前に、前記ビデオを圧縮す
るステップをさらに含む。
【０５１６】
　例２４０：この例は、例２３９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、ハードウェア圧縮エンジンを含み、当該方法は、前記ハー
ドウェア圧縮エンジンを用いて前記圧縮を実行するステップをさらに含む。
【０５１７】
　例２４１：この例は、例２３５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、終了イベントの検出に応答して、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスによる前記ビデオ信号の送信を終了するステップをさらに含む
。
【０５１８】
　例２４２：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンのディスプレイ・パフォ
ーマンス特性をモニタリングするステップと、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスにより、前記ターゲット・スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかどうかを
判定するために、前記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフォーマン
ス閾値と比較するステップと、前記ターゲット・スクリーンの前記パフォーマンスが満足
のいくものである場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、変更する
ことなく、前記ビデオ信号を送信するのを続けるステップと、前記ターゲット・スクリー
ンの前記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスにより、さらなる伝送モードを用いて、前記ターゲット・スクリーンとの補
助的接続を確立するステップであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続
が確立されるときの第１の伝送モードとは異なる、ステップと、前記モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスにより、前記ペアリング接続及び前記補助的接続を用いて、前記ビ
デオ信号を前記ターゲット・スクリーンに送信するステップと、をさらに含む。
【０５１９】
　例２４３：この例は、例２４２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ディスプレイ・
パフォーマンス特性は、前記ターゲット・スクリーンにより表示される、前記ビデオ情報
の１秒当たりのフレームの数、前記ターゲット・スクリーンによりドロップされる、前記
ビデオ情報のフレームの数、及び前記ターゲット・スクリーンのフレーム・アップデート
間の時間のうちの少なくとも１つを含む。
【０５２０】
　例２４４：この例は、例２４２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、短距離通信モードであり、前記さらなる伝送モードは、長距離通信モードである。
【０５２１】
　例２４５：この例は、例２４２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと前記ターゲット・スクリーンとの
間の無線接続を含み、前記さらなる伝送モードは、前記モバイル・コンピューティング・
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デバイスと前記ターゲット・スクリーンとの間の有線接続を含む。
【０５２２】
　例２４６：この例は、例２４２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、第１のタイプの無線通信を含み、前記さらなる伝送モードは、前記第１のタイプの
無線通信とは異なる第２のタイプの無線通信を含む。
【０５２３】
　例２４７：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
第１の向きを有し、前記モバイル・コンピューティング・デバイスは、第２の向きを有し
、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記第２の向きに
対する前記第１の向きを管理するステップをさらに含む。
【０５２４】
　例２４８：この例は、例２４７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記オペレーティング・システムに、前記第２の向きが固
定されていると前記アプリケーションに少なくとも部分的にレポートさせることにより、
前記第１の向きを管理する。
【０５２５】
　例２４９：この例は、例２４７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記アプリケーションに、前記ビデオ情報が前記第２の向
きと整合することを少なくとも部分的に要求させることにより、前記第１の向きを管理す
る。
【０５２６】
　例２５０：この例は、例２４７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記アプリケーションにより少なくとも部分的に生成され、当該方法は、前記モバイル・
コンピューティング・デバイスにより、前記アプリケーションのディスプレイ出力の１以
上の予想パラメータの変化をモニタリングするステップと、前記モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにより、前記１以上の予想パラメータの変化の検出に応答して、前記ア
プリケーションの予想ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を伝達
するメッセージを、前記ターゲット・スクリーンに送信するステップと、をさらに含む。
【０５２７】
　例２５１：この例は、例２５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記アプリケーションのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を規
定するヘッダを含む。
【０５２８】
　例２５２：この例は、例２５１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記１以上の予想パラメータの新たに予想された値を規定するボディ部をさらに含む。
【０５２９】
　例２５３：この例は、例２５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータは、前記ディスプレイ出力の、前記
アプリケーションにより予想された向き、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーショ
ンにより予想されたスケール、及び、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーションに
より予想された解像度のうちの少なくとも１つを含む。
【０５３０】
　例２５４：この例は、例２５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
さらに、前記ターゲット・スクリーンに、前記ビデオ情報が表示されている既存のウィン
ドウを終了させ、前記アプリケーションのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメー
タの前記変化と整合する前記ビデオ情報を表示するための新たなウィンドウを開かせるよ
う構成される。
【０５３１】
　例２５５：この例は、例２５０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンからの、前記１以上の予
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想パラメータの前記変化の受信を確認するアクノレッジメント・メッセージの受信をモニ
タリングするステップをさらに含む。
【０５３２】
　例２５６：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、符号化情報を受信したことに応答して、前記符号化情
報を、復号のために前記ターゲット・スクリーンにルーティングするステップをさらに含
む。
【０５３３】
　例２５７：この例は、例２５６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記符号化情報は、
符号化ビデオを含む。
【０５３４】
　例２５８：この例は、例２５６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、フレーム・バッファ出力を生成するために、前記符号
化情報と関連付けられた情報を処理するステップをさらに含む。
【０５３５】
　例２５９：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、１以上の入力デバイス出力を１以上のアクションと関連付
ける第１のデータベースを含み、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスにより、検出された入力デバイス出力を判定するために、少なくとも１つの入力デバ
イスからの入力デバイス出力の受信をモニタリングするステップと、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記検出された入力デバイス出力を、前記第１のデー
タベース内の入力デバイス出力と比較するステップと、前記検出された入力デバイス出力
が、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスにより、前記第１のデータベース内の入力デバイス出
力と関連する前記１以上のアクションを実行するステップと、をさらに含む。
【０５３６】
　例２６０：この例は、例２５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
の入力デバイスは、マウス、キーボード、トラックボール、トラックパッド、及び動きセ
ンサのうちの少なくとも１つを含む。
【０５３７】
　例２６１：この例は、例２５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力と関連
する検出される入力デバイス出力が検出されない場合、予め定められた時間期間が満了し
たかどうかを判定するステップと、前記予め定められた時間期間が満了していない場合、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記第１のデータベース内の入力
デバイス出力と関連する検出された入力デバイス出力をモニタリングするのを続けるステ
ップと、前記予め定められた時間期間が満了した場合、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスにより、前記検出された入力デバイス出力をモニタリングするのを終了する
ステップと、をさらに含む。
【０５３８】
　例２６２：この例は、例２５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１のデータベ
ースは、前記第１のデータベース内の少なくとも１つの入力デバイス出力と関連付けられ
た前記１以上のアクションを修飾する少なくとも１つの状況的修飾子をさらに含み、当該
方法は、検出された入力デバイス出力が、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力
と一致又は関連する場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記少
なくとも１つの状況的修飾子が存在するかどうかを判定するステップと、前記モバイル・
コンピューティング・デバイスにより、前記第１のデータベース内の入力デバイス出力及
び前記状況的修飾子と整合するアクションを実行するステップと、をさらに含む。
【０５３９】
　例２６３：この例は、例２６２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記状況的修飾子は
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、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されるアプリケーションのステ
ータス、前記検出された入力デバイス出力の重大さ、前記少なくとも１つの入力デバイス
によりレポートされた入力アクション、およびこれらの組合せのうちの少なくとも１つを
含む。
【０５４０】
　例２６４：この例は、例２６３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記少なくとも１つ
の入力デバイスは、ボタン及び動きセンサを含み、前記入力アクションは、前記ボタンの
押下を含み、前記状況的修飾子は、前記入力アクションと、前記動きセンサからの出力と
、の組合せを含む。
【０５４１】
　例２６５：この例は、例２５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンは、ソーシャル・メディア・アプリケーションを含み、前記第１のデータベースは、第
１の入力デバイス出力を前記ソーシャル・メディア・アプリケーションの実行の開始と関
連付け、第２の入力デバイス出力を前記ソーシャル・メディア・アプリケーション内での
アクションの実行と関連付け、当該方法は、前記検出された入力デバイス出力が、前記第
１の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前記モバイル・コンピューティング・デ
バイスにより、前記ソーシャル・メディア・アプリケーションを実行するステップと、前
記検出された入力デバイス出力が、前記第２の入力デバイス出力と一致又は関連する場合
、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ソーシャル・メディア・ア
プリケーション内で前記アクションを実行するステップと、をさらに含む。
【０５４２】
　例２６６：この例は、例２５９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、１以上の入力デバイス出力を、前記モバイル・コンピュー
ティング・デバイスの１人以上の認証ユーザと関連付けるセキュリティ・データベースを
さらに含み、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記検
出された入力デバイス出力を、前記セキュリティ・データベース内の入力デバイス出力と
比較するステップと、前記検出された入力デバイス出力が、前記セキュリティ・データベ
ース内の入力デバイス出力と一致又は関連する場合、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスへのアクセスを許可す
るステップと、をさらに含む。
【０５４３】
　例２６７：この例は、例２６６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、保護された環境を含み、前記セキュリティ・データベース
は、前記保護された環境に記憶される。
【０５４４】
　例２６８：この例は、例２２６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ビデオ情報が、デジタル・ポインタを含むように
、前記フレーム・バッファの、入力デバイスの出力に少なくとも部分的に基づく位置に、
前記デジタル・ポインタを挿入するステップをさらに含む。
【０５４５】
　例２６９：この例は、例２６８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記入力デバイスの前記出力の検出された変化に少な
くとも部分的に基づいて、前記デジタル・ポインタの前記位置を変えるステップをさらに
含む。
【０５４６】
　例２７０：この例は、例２６９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記入力デバイスの前記出力を２次元スクリーン面座
標に変換するステップと、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記フ
レーム・バッファの、前記２次元スクリーン面座標に少なくとも部分的に基づく位置に、
前記デジタル・ポインタを挿入するステップと、前記モバイル・コンピューティング・デ
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バイスにより、前記２次元スクリーン面座標の検出された変化に少なくとも部分的に基づ
いて、前記デジタル・ポインタの前記位置を変えるステップと、をさらに含む。
【０５４７】
　例２７１：この例は、例２６８の特徴のいずれか又は全てを含み、少なくとも１つの入
力デバイスは、マウス、キーボード、トラックボール、トラックパッド、及び動きセンサ
のうちの少なくとも１つを含む。
【０５４８】
　例２７２：この例は、例２６８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、検出された入力デバイス・イベントのための前記入力
デバイスの前記出力をモニタリングするステップと、前記アプリケーション、前記オペレ
ーティング・システム、又はこれらの組合せに、前記検出された入力デバイス・イベント
と整合するアクションを実行させるために、前記モバイル・コンピューティング・デバイ
スにより、前記検出された入力デバイス・イベントを前記アプリケーション及び前記オペ
レーティング・システムのうちの少なくとも１つにレポートするステップと、をさらに含
む。
【０５４９】
　例２７３：この例は、例２７２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンは、少なくとも１つのソーシャル・メディア・アプリケーションを含む。
【０５５０】
　例２７４：この例は、例２７２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記検出された入力
デバイス・イベントは、少なくとも１つの入力デバイスの動き、前記少なくとも１つの入
力デバイスを用いたジェスチャ、前記少なくとも１つの入力デバイスを用いたドラッグ、
及び前記少なくとも１つの入力デバイス上のボタンの押下のうちの少なくとも１つを含む
。
【０５５１】
　例２７５：この例は、例２６８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイスは
、有線接続、無線接続、又はこれらの組合せを介して、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスに接続される。
【０５５２】
　例２７６：この例は、例２６８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンからの前記入力デバイス
の前記出力の受信をモニタリングするステップと、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスにより、前記フレーム・バッファの、前記入力デバイスの前記出力に少なくとも
部分的に基づく位置に、デジタル・ポインタを挿入するステップと、をさらに含む。
【０５５３】
　例２７７：この例は、例２７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
は、双方向であり、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、
少なくとも前記ペアリング接続を介した、前記入力デバイスの前記出力の受信をモニタリ
ングするステップをさらに含む。
【０５５４】
　例２７８：この例は、例２７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと前記
ターゲット・スクリーンとの間に確立されたバックチャネルを少なくとも介した、前記入
力デバイスの前記出力の受信をモニタリングするステップをさらに含み、前記バックチャ
ネルは、前記ペアリング接続と異なる。
【０５５５】
　例２７９：この例は、例２７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記入力デバイスの前記出力に対応する画素座標を、
前記オペレーティング・システム及び前記アプリケーションのうちの少なくとも１つの本
来の解像度にスケーリングするステップをさらに含む。
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【０５５６】
　例２８０：この例は、例２７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーンからの、前記入力デバイ
スの前記出力が符号化されているパケットを含むデータ信号の受信に応答して、前記入力
デバイスの前記出力を取得するために前記パケットを復号するステップをさらに含む。
【０５５７】
　例２８１：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スク
リーンとのさらなるペアリング接続を確立するステップと、前記モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにより、前記ビデオ信号を前記ターゲット・スクリーン及び前記少なく
とも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンに送信するステップと、をさらに含
む。
【０５５８】
　例２８２：この例は、例２８１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つ
のさらなる非一体型ターゲット・スクリーンが前記モバイル・コンピューティング・デバ
イス上のリソースにアクセスする程度、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも
１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンが前記モバイル・コンピューティング・
デバイスを制御する程度、又はこれらの組合せを制限するステップをさらに含む。
【０５５９】
　例２８３：この例は、例２８２の特徴のいずれか又は全てを含み、アクセスを制限する
ことは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、アクセス制御トークンを
、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・
スクリーンのうちの１以上に送信することを含み、前記アクセス制御トークンは、前記モ
バイル・コンピューティング・デバイス上のリソースへのアクセスの指定された程度、前
記モバイル・コンピューティング・デバイスに対する制御の指定された程度、又はこれら
の組合せを可能にするよう構成される。
【０５６０】
　例２８４：この例は、例２８３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを用いてな
されたジェスチャに応答して、前記アクセス制御トークンを送信する。
【０５６１】
　例２８５：この例は、例２８２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つ
のさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上からの信号の受信をモニタリ
ングするステップであって、前記信号は、少なくとも１つのオペレーションの実行を指定
する、ステップと、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記信号の受
信に応答して、前記少なくとも１つのオペレーションを実行するステップと、をさらに含
む。
【０５６２】
　例２８６：この例は、例２８３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記アクセス制御トークンを、前記ターゲット・スク
リーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以
上に発するステップと、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記ター
ゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる非一体型ターゲット・スクリーン
のうちの１以上からの信号の受信をモニタリングするステップであって、前記信号は、前
記モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行される少なくとも１つのオペレーシ
ョンを指定する、ステップと、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前
記信号の受信に応答して、前記信号が、前記アクセス制御トークンを有していないターゲ
ット・スクリーンから受信された場合、前記オペレーションを無視するステップと、前記
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モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記信号の受信に応答して、前記信号
が、前記アクセス制御トークンを有するターゲット・スクリーンから受信された場合、前
記オペレーションを実行するステップと、をさらに含む。
【０５６３】
　例２８７：この例は、例２８６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記オペレーション
は、前記モバイル・コンピューティング・デバイス上のリソースに関わるものであり、当
該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記オペレーションを
実行する前に、前記アクセス制御トークンを有するターゲット・スクリーンが、前記オペ
レーションを実行する前記リソースへの十分なアクセス又は前記オペレーションを実行す
る前記リソースに対する十分な制御を許可されているかどうかを判定するステップをさら
に含む。
【０５６４】
　例２８８：この例は、例２８３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つ
のさらなる非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上に発せられたアクセス制御ト
ークンを変更すること、前記ターゲット・スクリーン及び前記少なくとも１つのさらなる
非一体型ターゲット・スクリーンのうちの１以上に発せられたアクセス制御トークンを無
効にすること、又はこれらに組合せにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイ
ス上のリソースへのアクセスの前記指定された程度、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスに対する制御の前記指定された程度、又はこれらの組合せを変更するステップ
をさらに含む。
【０５６５】
　例２８９：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・ス
クリーンは、複数のターゲット・スクリーンを含み、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々と交換可能にドッキングするよ
う構成され、前記ペアリング接続を確立することは、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスを、前記複数のターゲット・スクリーンのうちの少なくとも１つとドッキング
することを含む。
【０５６６】
　例２９０：この例は、例２８９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々の対応するコネ
クタと結合するよう構成された少なくとも１つのドッキング・コネクタを含む。
【０５６７】
　例２９１：この例は、例２８９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記複数のターゲット・スクリーンの各々のドッキング凹
部内で受け入れ可能に嵌合されるよう構成される。
【０５６８】
　例２９２：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ターゲット・ス
クリーンは、１以上のリソースを含み、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング
・デバイスにより、前記１以上のリソースに対する制御を行うステップをさらに含む。
【０５６９】
　例２９３：この例は、例２９２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記１以上のリソー
スは、補助電源、入力デバイス、センサ、及びセルラ無線機のうちの少なくとも１つを含
む。
【０５７０】
　例２９４：この例は、例２９２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記１以上のリソー
スは、カメラ、グローバル・ポジショニング・センサ、生体スキャナからなる群から選択
される少なくとも１つのセンサを含む。
【０５７１】
　例２９５：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
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ピューティング・デバイスにより、ワイド・エリア・ネットワークへの直接有線接続又は
直接無線接続を確立することを試みるステップと、前記ワイド・エリア・ネットワークへ
の直接接続を実現できない場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、
データ信号を、メッシュ・ネットワークの１以上の要素に送信するステップであって、前
記データ信号は、前記１以上の要素に、前記データ信号を前記ワイド・エリア・ネットワ
ークの少なくとも１つのさらなる要素を介してルーティングさせることにより、あるいは
直接、前記データ信号を前記ワイド・エリア・ネットワークにルーティングさせるよう構
成される、ステップと、をさらに含む。
【０５７２】
　例２９６：この例は、例２９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッシュ・ネッ
トワークの前記１以上の要素は、さらなるモバイル・コンピューティング・デバイス、タ
ーゲット・スクリーン、ＷｉＦｉ（登録商標）ネットワーク、及びテレビジョン・ホワイ
トスペース・ネットワークのうちの少なくとも１つを含む。
【０５７３】
　例２９７：この例は、例２９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、前記ワイド・エリア・ネットワークから、前記メッシュ・
ネットワークの前記１以上の要素のうちの１以上を介して、あるいは直接、データ信号を
受信するよう構成される。
【０５７４】
　例２９８：この例は、例２９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記メッシュ・ネットワークの前記１以上の要素との
通信チャネルを確立するステップをさらに含む。
【０５７５】
　例２９９：この例は、例２９５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、前記メッシュ・ネットワークを介して前記モバイル・
コンピューティング・デバイスにより送信されたデータの量、及び前記メッシュ・ネット
ワークを介して前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより受信されたデータの
量のうちの少なくとも１つをモニタリングするステップと、前記モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスにより、前記メッシュ・ネットワークを介して前記モバイル・コンピュ
ーティング・デバイスにより送信された前記データの量、前記メッシュ・ネットワークを
介して前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより受信された前記データの量、
又はこれらの組合せを、報酬と関連付けるステップと、をさらに含む。
【０５７６】
　例３００：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、複数の通信モードをサポートする複数の無線通信インタフ
ェースを含み、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、デー
タ信号を送信するリクエストを受信したことに応答して、前記リクエストを分析して、緊
急性レベルを前記データ信号に割り当てるステップと、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスにより、前記緊急性レベルに少なくとも部分的に基づいて、前記複数の通信
モードのうちの１以上を選択するステップと、をさらに含む。
【０５７７】
　例３０１：この例は、例３００の特徴のいずれか又は全てを含み、前記複数の通信モー
ドは、比較的高価な通信モード及び比較的低価な通信モードを含み、当該方法は、前記モ
バイル・コンピューティング・デバイスにより、前記緊急性レベルと予め定められた緊急
性閾値との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記データ信号の伝送のために、前記比
較的高価な通信モード又は前記比較的低価な通信モードを選択するステップをさらに含む
。
【０５７８】
　例３０２：この例は、例３０１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記緊急性レベルが
、前記予め定められた緊急性閾値を満たす、あるいは超える場合、前記モバイル・コンピ
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ューティング・デバイスにより、前記データ信号の伝送のために、前記比較的高価な通信
モードを選択するステップと、前記緊急性レベルが、前記予め定められた緊急性閾値以下
の場合、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記データ信号の伝送の
ために、前記比較的低価な通信モードを選択するステップと、をさらに含む。
【０５７９】
　例３０３：この例は、例３０１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記緊急性レベルが
、前記予め定められた緊急性閾値を満たす、あるいは超える場合、前記モバイル・コンピ
ューティング・デバイスにより、前記データ信号の伝送のために、前記比較的高価な通信
モード及び前記比較的低価な通信モードを選択するステップをさらに含む。
【０５８０】
　例３０４：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスは、複数の通信モードをサポートする複数の無線通信インタフ
ェースを含み、当該方法は、前記モバイル・コンピューティング・デバイスにより、前記
モバイル・コンピューティング・デバイス上で実行されるアプリケーションによりデータ
信号を送信するリクエストを受信したことに応答して、前記アプリケーションの帯域幅要
件と、前記複数の通信モードのうちの１以上を介する、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスが利用可能な帯域幅と、の比較に少なくとも部分的に基づいて、前記データ
信号の伝送のために、前記複数の通信モードのうちの１以上を選択するステップをさらに
含む。
【０５８１】
　例３０５：この例は、例３０４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、予め定められたサービス品質の維持に少なくとも部分
的に基づいて、前記データ信号の伝送のために、前記複数の通信モードのうちの１以上を
選択するステップをさらに含む。
【０５８２】
　例３０６：この例は、例２１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスにより、状況情報を含むデータ信号を少なくとも１つのサーバ
に送信するステップであって、前記データ信号は、前記サーバに、前記状況情報に少なく
とも部分的に基づいて、少なくとも１つのプッシュ・オペレーションにおいて前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスにプッシュするデータのタイプ及び性質のうちの少な
くとも１つを判定させるよう構成される、ステップをさらに含む。
【０５８３】
　例３０７：この例に従うと、コンピュータ読み取り可能命令を含む少なくとも１つのコ
ンピュータ読み取り媒体が提供される。前記コンピュータ読み取り可能命令は、モバイル
・コンピューティング・デバイスのプロセッサにより実行されたときに、前記モバイル・
コンピューティング・デバイスに、例２１９～例３０６のいずれか１つの方法を実行させ
る。
【０５８４】
　例３０８：この例に従うと、方法が提供される。当該方法は、ディスプレイを含むスク
リーンにより、識別子メッセージを送信するステップであって、前記識別子メッセージは
、モバイル・コンピューティング・デバイスに、前記スクリーンを識別させるよう構成さ
れる、ステップと、前記スクリーンにより、有線インタフェース及び無線インタフェース
のうちの少なくとも１つを介して、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペ
アリング接続を確立するステップと、前記スクリーンにより、前記ペアリング接続を介し
て、ビデオ情報を含むメディア信号を受信したことに応答して、前記ビデオ情報を前記デ
ィスプレイ上に表示するステップと、を含み、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスは、一体型ディスプレイを有しておらず、前記ビデオ情報は、前記モバイル・コンピ
ューティング・デバイス上で実行されているアプリケーションと、前記モバイル・コンピ
ューティング・デバイス上で実行されているオペレーティング・システムと、のうちの少
なくとも１つにより生成される。
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【０５８５】
　例３０９：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
特定用途向け集積回路、汎用プロセッサ、及びこれらの組合せからなる群から選択される
プロセッサを含む。
【０５８６】
　例３１０：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのペアリング・リクエスト・メッ
セージの受信をモニタリングするステップと、前記スクリーンにより、前記ペアリング・
リクエスト・メッセージに応答して、前記識別子メッセージを前記モバイル・コンピュー
ティング・デバイスに送信し、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの前記ペ
アリング接続を確立するステップと、をさらに含む。
【０５８７】
　例３１１：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メディア信号は
、前記ビデオ情報を符号化しているパケットを含み、当該方法は、前記スクリーンにより
、前記パケットに含まれる前記ビデオ情報を取得するために、前記パケットを復号するス
テップをさらに含む。
【０５８８】
　例３１２：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、入力デバイスからの出力信号の受信に応答して、入力デバイス・イベントのための前
記出力信号をモニタリングするステップと、前記スクリーンにより、入力デバイス・イベ
ントの検出に応答して、前記ペアリング接続を介して、前記入力デバイス・イベントを前
記モバイル・コンピューティング・デバイスにレポートするステップと、をさらに含む。
【０５８９】
　例３１３：この例は、例３１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
前記入力デバイスとの有線接続、前記入力デバイスとの無線接続、又はこれらの組合せを
介して、前記出力信号を受信するよう構成される。
【０５９０】
　例３１４：この例は、例３１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイス・
イベントは、マウス・クリック、マウス・リリース、タッチ入力、スワイプ・オペレーシ
ョン、及び動きオペレーションのうちの少なくとも１つを含む。
【０５９１】
　例３１５：この例は、例３１２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、入力デバイス・レポートを含むレポート信号を少なくとも部分的に送信することによ
り、前記入力デバイス・イベントを前記モバイル・コンピューティング・デバイスにレポ
ートするステップであって、前記入力デバイス・レポートは、前記入力デバイス・イベン
トを識別する、ステップをさらに含む。
【０５９２】
　例３１６：この例は、例３１５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線インタフェ
ースは、メディア・インタフェースを含み、当該方法は、前記スクリーンにより、前記メ
ディア・インタフェースを少なくとも部分的に用いて、前記モバイル・コンピューティン
グ・デバイスとの前記ペアリング接続を確立するステップと、前記スクリーンにより、前
記ペアリング接続を少なくとも部分的に介して、前記レポート信号を送信するステップと
、をさらに含む。
【０５９３】
　例３１７：この例は、例３１５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記入力デバイス・
レポートは、前記入力デバイス・イベントの位置を示す画素座標、及び前記入力デバイス
・イベントのタイプを示す画素座標のうちの少なくとも１つを含む。
【０５９４】
　例３１８：この例は、例３１５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
無線通信インタフェースを含み、当該方法は、前記スクリーンにより、前記無線通信イン
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タフェースと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間に、無線バックチャネ
ルを確立するステップと、前記スクリーンにより、前記無線バックチャネルを介して、前
記レポート信号を前記モバイル・コンピューティング・デバイスに送信するステップと、
をさらに含む。
【０５９５】
　例３１９：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
ダム・スクリーン及びスマート・スクリーンからなる群から選択される。
【０５９６】
　例３２０：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
テレビジョン、コンピュータ・モニタ、ディスプレイ・ドック、及びプロジェクタからな
る群から選択されるダム・スクリーンである。
【０５９７】
　例３２１：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
ラップトップ・コンピュータのディスプレイ、デスクトップ・コンピュータに接続される
ディスプレイ、電子リーダのディスプレイ、タブレット・パーソナル・コンピュータのデ
ィスプレイ、パーソナル・データ・アシスタントのディスプレイ、スマートフォンのディ
スプレイ、及び携帯電話機のディスプレイからなる群から選択されるスマート・スクリー
ンである。
【０５９８】
　例３２２：この例は、例３１９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
自動車、飛行機、自転車、オートバイ、スノーモービル、列車、医療機器、ヘッドアップ
・ディスプレイ、制御インタフェース、電子ショッピング・ポータル、キオスク、レスト
ラン・メニュー、双眼鏡、眼鏡、調理ツール、オーディオ機器、医療記録システム、金融
取引システム、バッジ、及び衣類のうちの少なくとも１つの一部を形成する。
【０５９９】
　例３２３：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、デジ
タル・ビデオ・インタフェース（ＤＶＩ）、高精細度マルチメディア・インタフェース（
ＨＤＭＩ（登録商標））、及びユニバーサル・シリアル・バス（・インタフェース）のう
ちの少なくとも１つを含む。
【０６００】
　例３２４：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、前記
モバイル・コンピューティング・デバイスの対応するコネクタと結合するよう構成された
ドッキング・コネクタを含む。
【０６０１】
　例３２５：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
前記モバイル・コンピューティング・デバイスと物理的に結合するよう構成されたスクリ
ーン・ボディをさらに含む。
【０６０２】
　例３２６：この例は、例３２５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記有線通信インタ
フェースは、メディア・インタフェースを含み、前記メディア・インタフェースは、少な
くとも１つのドッキング・コネクタを含み、前記少なくとも１つのドッキング・コネクタ
は、前記スクリーン・ボディ及び前記モバイル・コンピューティング・デバイスが物理的
に結合されるとき、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの対応するコネクタと
結合するよう構成される。
【０６０３】
　例３２７：この例は、例３２５の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合する凹部を
含む。
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【０６０４】
　例３２８：この例は、例３２６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合する凹部を
含み、前記ドッキング・コネクタは、前記凹部内に配置される。
【０６０５】
　例３２９：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記無線通信インタフェースを少なくとも部分的に用いて、前記ペアリング接続を確
立ステップをさらに含む。
【０６０６】
　例３３０：この例は、例３２９の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信インタ
フェースは、短距離通信を用いて通信するよう構成される。
【０６０７】
　例３３１：この例は、例３３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記短距離通信は、
近距離通信を含む。
【０６０８】
　例３３２：この例は、例３３０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
前記無線通信インタフェースが、前記モバイル・コンピューティング・デバイスの対応す
る無線通信インタフェースと近接するように、前記モバイル・コンピューティング・デバ
イスと物理的に結合するよう構成されたスクリーン・ボディを含む。
【０６０９】
　例３３３：この例は、例３３２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーン・ボ
ディは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスを受け入れ可能に嵌合するよう構
成された凹部を含み、前記無線通信インタフェースは、前記凹部内に、あるいは前記凹部
に近接して配置される。
【０６１０】
　例３３４：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記識別子メッセー
ジは、前記スクリーンのインターネット・プロトコル・アドレスを含む。
【０６１１】
　例３３５：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
前記スクリーンの識別子を記憶している無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグをさらに含み
、前記識別子メッセージは、前記識別子を含み、当該方法は、前記ＲＦＩＤタグを少なく
とも部分的に用いて前記識別子メッセージを送信するステップを含む。
【０６１２】
　例３３６：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからペアリング・キーを受信したこと
に応答して、前記ペアリング・キーを少なくとも部分的に用いて、前記ペアリング接続を
確立するステップをさらに含む。
【０６１３】
　例３３７：この例は、例３３６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記モバイル・コンピューティング・デバイスから前記ペアリング・キーを受信した
ことに応答して、前記ペアリング・キーを前記ディスプレイ上に表示するステップをさら
に含む。
【０６１４】
　例３３８：この例は、例３３６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記ペアリング・キーが妥当であるかどうかを判定するステップと、前記ペアリング
・キーが妥当でない場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・
デバイスとのペアリングを終了するステップと、前記ペアリング・キーが妥当である場合
、前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリング
・セッション及び通信チャネルを少なくとも部分的に確立することにより、前記ペアリン
グ接続を確立するステップと、をさらに含む。
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【０６１５】
　例３３９：この例は、例３３８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは
、双方向である。
【０６１６】
　例３４０：この例は、例３３８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記通信チャネルは
、一方向である。
【０６１７】
　例３４１：この例は、例３３８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・キ
ーが妥当である場合、前記スクリーンにより、無線通信プロトコルを用いて前記ペアリン
グ接続を確立するステップをさらに含む。
【０６１８】
　例３４２：この例は、例３４１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記無線通信プロト
コルは、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ）
、及びインターネット・プロトコルのうちの少なくとも１つを含む。
【０６１９】
　例３４３：この例は、例３３８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記無線通信インタフェースと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間
に、無線バックチャネルを確立するステップをさらに含む。
【０６２０】
　例３４４：この例は、例３４３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記無線バックチャネルにおいて使用するための相互にサポートされるソケットにつ
いて前記モバイル・コンピューティング・デバイスと少なくとも部分的にネゴシエートす
ることにより、前記無線バックチャネルを確立するステップをさらに含む。
【０６２１】
　例３４５：この例は、例３４４の特徴のいずれか又は全てを含み、前記相互にサポート
されるソケットは、リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）ソケットで
ある。
【０６２２】
　例３４６：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記モバイル・コンピューティング・デバイスからのパブリック・ペアリング・リク
エストの受信をモニタリングするステップであって、前記パブリック・ペアリング・リク
エストは、ペアリング・リクエスト・メッセージを含む、ステップと、前記スクリーンに
より、前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、予め定められた時間
期間の間、他のペアリング・リクエスト・メッセージ及びパブリック・ペアリング・リク
エストを無視するステップと、をさらに含む。
【０６２３】
　例３４７：この例は、例３４６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、接続キーの受信をモニ
タリングするステップをさらに含む。
【０６２４】
　例３４８：この例は、例３４７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記接続キーが予め
定められた時間期間内に受信されない場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コン
ピューティング・デバイスとのペアリングを終了するステップと、前記スクリーンにより
、予め定められた時間期間内での前記接続キーの受信に応答して、前記接続キーを前記モ
バイル・コンピューティング・デバイスに送信するステップと、をさらに含む。
【０６２５】
　例３４９：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング接続
は、前記スクリーンと前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの間のピア・ツー
・ピア接続である。
【０６２６】
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　例３５０：この例は、例３４６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
メモリを含み、前記メモリは、接続キーを記憶しており、当該方法は、前記スクリーンに
より、前記パブリック・ペアリング・リクエストの受信に応答して、前記接続キーを前記
モバイル・コンピューティング・デバイスに送信するステップをさらに含む。
【０６２７】
　例３５１：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・デバイス
のユーザのアイデンティティを検証するステップをさらに含む。
【０６２８】
　例３５２：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、ペアリング・リクエスト・メッセージを前記モバイル・コンピューティング・デバイ
スに送信することにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとのペアリング
を開始するステップをさらに含む。
【０６２９】
　例３５３：この例は、例３５２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
センサ及び前記無線通信インタフェースを含み、当該方法は、前記スクリーンにより、互
換モバイル・コンピューティング・デバイスの存在を検出するために、前記センサ及び前
記無線通信インタフェースのうちの少なくとも１つの出力をモニタリングするステップと
、前記スクリーンにより、互換モバイル・コンピューティング・デバイスの検出に応答し
て、前記ペアリング・リクエスト・メッセージを前記互換モバイル・コンピューティング
・デバイスに少なくとも部分的に送信することにより、前記互換モバイル・コンピューテ
ィング・デバイスとのペアリングを開始するステップと、をさらに含む。
【０６３０】
　例３５４：この例は、例３５２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ペアリング・リ
クエスト・メッセージは、前記スクリーンの識別子と、前記スクリーンによりサポートさ
れる通信モードの説明と、を含む。
【０６３１】
　例３５５：この例は、例３５２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
前記無線通信インタフェースを含み、当該方法は、前記スクリーンにより、前記無線通信
インタフェース及び短距離通信プロトコルを用いて、前記ペアリング・リクエスト・メッ
セージを送信するステップをさらに含む。
【０６３２】
　例３５６：この例は、例３５２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・デバイス
との第１のレベルの接続を確立するステップと、前記スクリーンにより、前記第１のレベ
ルの接続を介して、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの信頼のルートを確
立することを試みるステップと、前記信頼のルートが、予め定められた時間期間内に確立
されない場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと
のペアリングを終了するステップと、前記信頼のルートが、予め定められた時間期間内に
確立された場合、前記スクリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイス
との前記ペアリング接続を確立するのを続けるステップと、をさらに含む。
【０６３３】
　例３５７：この例は、例３５６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記ペアリング接続を確立する前に、前記モバイル・コンピューティング・デバイス
のユーザのアイデンティティを検証するステップと、前記ユーザの前記アイデンティティ
が、予め定められた時間期間内に検証されなかった場合、前記スクリーンにより、前記モ
バイル・コンピューティング・デバイスとのペアリングを終了するステップと、前記ユー
ザの前記アイデンティティが、前記予め定められた時間期間内に検証された場合、前記ス
クリーンにより、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの前記ペアリング接続
を確立するのを続けるステップと、をさらに含む。
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【０６３４】
　例３５８：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記スクリーンをペアリング・モードにするステップと、前記スクリーンにより、ロ
ックダウン信号を送信するステップであって、前記ロックダウン信号は、前記スクリーン
に近接する少なくとも１つの第２のスクリーンに、前記第２のスクリーンが、前記モバイ
ル・コンピューティング・デバイスとのペアリングのために利用可能でなくなるロックダ
ウン状態に入らせるよう構成される、ステップと、をさらに含む。
【０６３５】
　例３５９：この例は、例３５８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンを前
記ペアリング・モードにすることは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスから
のペアリング・リクエスト・メッセージの受信、前記スクリーンになされた入力の受信、
又はこれらの組合せに応答するものである。
【０６３６】
　例３６０：この例は、例３５８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記少なくとも１つの第２のスクリーンを前記ロックダウン状態から解放するよう構
成されたリリース信号を送信するステップをさらに含む。
【０６３７】
　例３６１：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記スクリーンをペアリング・モードにするステップと、前記スクリーンにより、指
定された時間期間内での異なるモバイル・コンピューティング・デバイスからの複数のペ
アリング・リクエスト・メッセージの受信に応答して、前記複数のペアリング・リクエス
ト・メッセージを無視するステップと、前記スクリーンにより、指定された時間期間内で
の１つのモバイル・コンピューティング・デバイスからの１つのペアリング・リクエスト
・メッセージの受信に応答して、前記識別子メッセージを前記モバイル・コンピューティ
ング・デバイスに送信するステップと、をさらに含む。
【０６３８】
　例３６２：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記アプリケーション及び前記オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのフ
レーム・バッファのフレームをカプセル化しているパケットを含み、当該方法は、前記ス
クリーンにより、前記メディア信号を受信したことに応答して、前記フレームを取得する
ために前記パケットを処理するステップと、前記スクリーンにより、前記ビデオ情報を前
記ディスプレイ上に表示するステップと、をさらに含む。
【０６３９】
　例３６３：この例は、例３６２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームは、圧
縮されており、当該方法は、前記スクリーンにより、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ
上に表示する前に、前記フレームを伸張するステップをさらに含む。
【０６４０】
　例３６４：この例は、例３６３の特徴のいずれか又は全てを含み、前記パケットは、前
記フレームに適用された圧縮のタイプ及びレベルのうちの少なくとも１つを識別するヘッ
ダを含み、当該方法は、前記スクリーンにより、前記フレームを伸張する前に、圧縮の前
記タイプ及び前記レベルのうちの少なくとも１つを判定するために、前記ヘッダを調べる
ステップをさらに含む。
【０６４１】
　例３６５：この例は、例３６２の特徴のいずれか又は全てを含み、前記フレームは、暗
号化されたフレームであり、当該方法は、前記スクリーンにより、前記フレームを取得す
るために前記暗号化されたフレームを復号するステップをさらに含む。
【０６４２】
　例３６６：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオ情報は、
前記アプリケーション及び前記オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つのフ
レーム・バッファのキャプチャされたフレームから生成されたビデオを含み、前記ビデオ
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は、あるビデオ・フォーマットで符号化され、当該方法は、前記スクリーンにより、前記
メディア信号を受信したことに応答して、前記ビデオを復号して、前記ビデオ情報を前記
ディスプレイ上に表示するステップをさらに含む。
【０６４３】
　例３６７：この例は、例３６６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオは、圧縮
されており、当該方法は、前記スクリーンにより、前記ビデオ情報を前記ディスプレイ上
に表示する前に、前記ビデオを伸張するステップをさらに含む。
【０６４４】
　例３６８：この例は、例３６６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンは、
リアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）に従って前記メディア信号を受
信するよう構成される。
【０６４５】
　例３６９：この例は、例３６６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ビデオは、暗号
化されたビデオであり、当該方法は、前記スクリーンにより、前記ビデオを取得するため
に前記暗号化されたビデオを復号するステップをさらに含む。
【０６４６】
　例３７０：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記スクリーン上での前記ビデオ情報のディスプレイのディスプレイ・パフォーマン
ス特性をモニタリングするステップと、前記スクリーンにより、レポートを前記モバイル
・コンピューティング・デバイスに送信するステップであって、前記レポートは、前記デ
ィスプレイ・パフォーマンス特性を含み、前記モバイル・コンピューティング・デバイス
に、前記スクリーンのパフォーマンスが満足のいくものかどうかを判定させるために、前
記ディスプレイ・パフォーマンス特性を予め定められたパフォーマンス閾値と比較させる
よう構成される、ステップと、をさらに含む。
【０６４７】
　例３７１：この例は、例３７０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンの前
記パフォーマンスが満足のいくものでない場合、前記スクリーンにより、さらなる伝送モ
ードを用いて、前記モバイル・コンピューティング・デバイスとの補助的接続を確立する
ステップであって、前記さらなる伝送モードは、前記ペアリング接続が確立されるときの
第１の伝送モードとは異なる、ステップと、前記スクリーンにより、前記ペアリング接続
及び前記補助的接続を介したビデオ情報の受信に応答して、前記ビデオ情報を表示するス
テップと、をさらに含む。
【０６４８】
　例３７２：この例は、例３７０の特徴のいずれか又は全てを含み、前記ディスプレイ・
パフォーマンス特性は、前記ディスプレイにより表示される、前記ビデオ情報の１秒当た
りのフレームの数、前記ディスプレイによりドロップされる、前記ビデオ情報のフレーム
の数、前記ディスプレイのフレーム・アップデート間の時間、及びビデオ情報が前記モバ
イル・コンピューティング・デバイスから受信される速度のうちの少なくとも１つを含む
。
【０６４９】
　例３７３：この例は、例３７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、短距離通信モードであり、前記さらなる伝送モードは、長距離通信モードである。
【０６５０】
　例３７４：この例は、例３７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと前記スクリーンとの間の無線接続
を含み、前記さらなる伝送モードは、前記モバイル・コンピューティング・デバイスと前
記スクリーンとの間の有線接続を含む。
【０６５１】
　例３７５：この例は、例３７１の特徴のいずれか又は全てを含み、前記第１の伝送モー
ドは、第１のタイプの無線通信を含み、前記さらなる伝送モードは、前記第１のタイプの
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無線通信とは異なる第２のタイプの無線通信を含む。
【０６５２】
　例３７６：この例は、例３０８の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記アプリケーション及び前記オペレーティング・システムのうちの少なくとも１つ
のディスプレイ出力の１以上の予想パラメータの変化を伝達するメッセージの受信に応答
して、前記ビデオ情報が、前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変
化と整合するように前記ディスプレイ上に表示されるように、前記ビデオ情報及び前記デ
ィスプレイのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの特性を変更するステップをさら
に含む。
【０６５３】
　例３７７：この例は、例３７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータの前記変化を規定するヘッダを含み
、当該方法は、前記スクリーンにより、前記ディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメ
ータの前記変化を判定するために、前記ヘッダを調べるステップをさらに含む。
【０６５４】
　例３７８：この例は、例３７７の特徴のいずれか又は全てを含み、前記メッセージは、
前記１以上の予想パラメータの新たに予想された値を規定するボディ部をさらに含み、当
該方法は、前記スクリーンにより、前記１以上の予想パラメータの前記新たに予想された
値を判定するために、前記メッセージの前記ボディを調べるステップと、前記スクリーン
により、前記ビデオ情報が、前記１以上の予想パラメータの前記新たに予想された値と整
合するように前記ディスプレイ上に表示されるように、前記ビデオ情報及び前記ディスプ
レイのうちの少なくとも１つの、少なくとも１つの特性を変更するステップと、をさらに
含む。
【０６５５】
　例３７９：この例は、例３７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記アプリケーショ
ンのディスプレイ出力の前記１以上の予想パラメータは、前記ディスプレイ出力の、前記
アプリケーションにより予想された向き、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーショ
ンにより予想されたスケール、及び、前記ディスプレイ出力の、前記アプリケーションに
より予想された解像度のうちの少なくとも１つを含む。
【０６５６】
　例３８０：この例は、例３７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記メッセージに応答して、前記ビデオ情報が表示されている既存のウィンドウを終
了して、前記１以上の予想パラメータの前記変化と整合する前記ビデオ情報を表示するた
めの新たなウィンドウを開くステップをさらに含む。
【０６５７】
　例３８１：この例は、例３７６の特徴のいずれか又は全てを含み、前記スクリーンによ
り、前記メッセージの受信に応答して、アクノレッジメント・メッセージを前記モバイル
・コンピューティング・デバイスに送信するステップであって、前記アクノレッジメント
・メッセージは、前記１以上の予想パラメータの前記変化の受信を確認するよう構成され
る、ステップをさらに含む。
【０６５８】
　例３８２：この例に従うと、コンピュータ読み取り可能命令を記憶した少なくとも１つ
のコンピュータ読み取り媒体が提供される。前記コンピュータ読み取り可能命令は、スク
リーンのプロセッサにより実行されたときに、前記スクリーンに、例３０８～例３８１の
いずれか１つの方法を実行させる。
【０６５９】
　本明細書及び添付の図面において使用されている用語及び表現は、限定の用語ではなく
説明の用語として使用されており、そのような用語及び表現の使用において、図示及び説
明されている特徴（又は、その一部）の均等物を除外する意図はなく、様々な変更が、本
開示の範囲内で可能であることを認識されたい。したがって、本開示は、全てのそのよう
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な均等物をカバーするものと解釈すべきである。
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