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(57)【要約】
コンピュータ装置に亘る分散型エンターテインメント
システムを実現する方法及びシステムを提供する。エン
ターテインメントシステムが生のイベント又はテレビ番
組に直接関連する分散型エンターテインメントシステム
を実現する際、例えば、異なるタイミング及びテレビ番
組のチャンネル、個別の州法等、対処すべき多くの課題
がある。更に、モデル固有のソフトウェアを必要とする
多くの異なるコンピュータ装置モデルがある。このよう
な課題に対処するために、「アクティビティクライアン
ト」を提供する。更に、時間は、テレビジョン放送され
た生のイベントに基づくアクティビティの重要な要素で
あるので、イベントが開始される前に、コンピュータ装
置がプログラムの必要な更新情報を受信できることを確
実にする必要がある。本発明では、データパッケージ全
体の代わりに、必要なコンポーネントだけを提供するこ
とによって、時間内に効率的にユーザのコンピュータ装
置を準備できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータ装置上でエンターテインメントサービスを実現するサービス提供方法にお
いて、
ａ．コンピュータ装置にアクティビティクライアントをダウンロードするステップと、
ｂ．上記アクティビティクライアントに一組のイベント情報をロードするステップと、
ｃ．利用可能なイベントのリストから参加するイベントを選択するステップと、
ｄ．サーバから上記コンピュータ装置に一組のアクティビティ固有の情報をダウンロー
ドするステップと、
ｅ．上記コンピュータ装置上のイベントに対応するアプリケーションを実行するステッ
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プとを有するサービス提供方法。
【請求項２】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティ情報及びデータを管理するプログ
ラムであることを特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項３】
テレビジョン関連サービスを選択して登録するステップを更に有する請求項１記載のサ
ービス提供方法。
【請求項４】
ユーザ状態を特定するステップを更に有する請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項５】
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上記ユーザ状態を特定するステップは、上記コンピュータ装置の地理的位置を特定する
ステップを含むことを特徴とする請求項４記載のサービス提供方法。
【請求項６】
上記アクティビティクライアントは、上記コンピュータ装置用に特別に設計されている
ことを特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項７】
上記アプリケーションは、上記イベントに同期してリアルタイムで実行されることを特
徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項８】
上記一組のイベント情報は、利用可能なイベントのスケジュールを含むことを特徴とす
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る請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項９】
上記利用可能なイベントのスケジュールは、テレビジョンイベントの名称、テレビジョ
ンイベントで再生されるアクティビティの識別情報、テレビジョンイベントを提供するテ
レビジョンネットワーク及びローカルチャンネル、テレビジョンイベントに関連する賞品
の内容、及びテレビジョンイベントの期間に関連する情報を含むことを特徴とする請求項
８記載のサービス提供方法。
【請求項１０】
上記一組のイベント情報を表示するステップを更に有する請求項１記載のサービス提供
方法。

40

【請求項１１】
上記一組のイベント情報は、サーバから継続的に同報され、上記コンピュータ装置によ
って受信されることを特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項１２】
上記一組のアクティビティ固有の情報は、アクティビティ固有のインストラクション及
びアクティビティ及びイベントの内容に関連する情報を含むことを特徴とする請求項１記
載のサービス提供方法。
【請求項１３】
上記アクティビティクライアントに常駐するアクティビティインタプリタを用いて、上
記アプリケーションを実行することを特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
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【請求項１４】
上記アクティビティインタプリタは、上記アクティビティをリアルタイムで実行するた
めにアクティビティ、イベント及びデバイスインストラクションを結合することを特徴と
する請求項１３記載のサービス提供方法。
【請求項１５】
上記アプリケーションは、ゲーム、調査及び投票からなるグループから選択されること
を特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項１６】
上記コンピュータ装置は、無線機器であることを特徴とする請求項１記載のサービス提
供方法。
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【請求項１７】
上記コンピュータ装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコ
ンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からな
るグループから選択されることを特徴とする請求項１記載のサービス提供方法。
【請求項１８】
ａ．上記サーバからアセットのリストを受信するステップと、
ｂ．上記アセットのリストを上記コンピュータ装置上のアセットの第１の組と比較する
ステップと、
ｃ．上記アセットのリスト内のアセットのうち、上記コンピュータ装置に常駐していな
いアセットの第２の組のみを受信するステップとを更に有する請求項１記載のサービス提

20

供方法。
【請求項１９】
上記アセットの第２の組を優先させることによって効率を向上させるステップを更に有
する請求項１８記載のサービス提供方法。
【請求項２０】
上記アセットの第２の組は、必要なアセットの組と、好ましいアセットの組とにグルー
プ化されていることを特徴とする請求項１９記載のサービス提供方法。
【請求項２１】
クライアント装置において、特定の対話型イベントに参加するためにデータを受信する
データ受信方法において、
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ａ．上記サーバからアセットのリストを受信するステップと、
ｂ．上記アセットのリストを上記クライアント装置上のアセットと比較するステップと
、
ｃ．上記アセットのリスト内のアセットのうち、上記クライアント装置に常駐していな
いアセットのみを受信するステップとを有するデータ受信方法。
【請求項２２】
イベントのメニューから、イベントに対応するアクティビティを選択するステップを更
に有する請求項２１記載のデータ受信方法。
【請求項２３】
上記アクティビティは、ゲームであることを特徴とする請求項２２記載のデータ受信方
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法。
【請求項２４】
上記特定の対話型イベントに参加するために必要なアセットのリストをサーバに要求す
るステップを更に有する請求項２１記載のデータ受信方法。
【請求項２５】
上記アセットのリストは、上記サーバから送信されることを特徴とする請求項２１記載
のデータ受信方法。
【請求項２６】
上記クライアント装置上に未だ無いアセットを要求するステップを更に有する請求項２
１記載のデータ受信方法。
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【請求項２７】
上記アセットを優先させることによって、効率を向上させるステップを更に有する請求
項２１記載のデータ受信方法。
【請求項２８】
上記アセットは、必要なアセットの組と、好ましいアセットの組とにグループ化されて
いることを特徴とする請求項２７記載のデータ受信方法。
【請求項２９】
上記クライアント装置は、無線機器であることを特徴とする請求項２１記載のデータ受
信方法。
【請求項３０】
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上記クライアント装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコ
ンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からな
るグループから選択されることを特徴とする請求項２１記載のデータ受信方法。
【請求項３１】
クライアント装置において、特定の対話型イベントに参加するためにデータを受信する
データ受信方法において、
ａ．上記クライアント装置から、アクティビティに必要なアセットの要求をサーバに送
信し、同時に、現在該クライアント装置に常駐しているアセットのリストを該サーバに送
信するステップと、
ｂ．上記クライアント装置によって送信された上記常駐しているアセットのリストを、
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上記サーバ上の以前に生成されたアセットのリストと比較するステップと、
ｃ．上記クライアント装置が有さないアセットのみを含む、該クライアント装置のため
にカスタマイズされたパケットをダウンロードするステップとを有するデータ受信方法。
【請求項３２】
上記アセットを優先させることによって、効率を向上させるステップを更に有する請求
項３１記載のデータ受信方法。
【請求項３３】
上記アセットは、必要なアセットの組と、好ましいアセットの組とにグループ化されて
いることを特徴とする請求項３２記載のデータ受信方法。
【請求項３４】
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上記クライアント装置は、無線機器であることを特徴とする請求項３１記載のデータ受
信方法。
【請求項３５】
上記クライアント装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコ
ンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からな
るグループから選択されることを特徴とする請求項３４記載のデータ受信方法。
【請求項３６】
特定の対話型イベントに参加するためのデータを提供するデータ提供システムにおいて
、
ａ．サーバと、
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ｂ．上記サーバに接続され、該サーバから一組のアクティビティ固有のデータを受信し
、アクティビティクライアントを保存するためのメモリを有するクライアント装置とを備
えるデータ提供システム。
【請求項３７】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティ情報及びデータを管理するプログ
ラムであることを特徴とする請求項３６記載のデータ提供システム。
【請求項３８】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティインタプリタを備えることを特徴
とする請求項３６記載のデータ提供システム。
【請求項３９】
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上記アクティビティクライアントにどのアセットをダウンロードするかを、アセットの
リストを用いて決定することを特徴とする請求項３６記載のデータ提供システム。
【請求項４０】
一組の必要なアセットのみを上記クライアント装置にダウンロードすることを特徴とす
る請求項３９記載のデータ提供システム。
【請求項４１】
上記クライアント装置は、無線機器であることを特徴とする請求項３６記載のデータ提
供システム。
【請求項４２】
上記クライアント装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコ
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ンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からな
るグループから選択されることを特徴とする請求項３６記載のデータ提供システム。
【請求項４３】
ａ．通信インタフェースと、
ｂ．上記通信インタフェースを介して、アクティビティ情報を受信するアクティビティ
クライアントと、
ｃ．上記アクティビティクライアントが受信したアクティビティ情報を表示するディス
プレイとを備えるクライアント装置。
【請求項４４】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティ情報及びデータを管理するプログ
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ラムであることを特徴とする請求項４３記載のクライアント装置。
【請求項４５】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティインタプリタを備えることを特徴
とする請求項４３記載のクライアント装置。
【請求項４６】
上記アクティビティクライアントは、アプリケーションに関連する一組のアセットを受
信することを特徴とする請求項４３記載のクライアント装置。
【請求項４７】
上記アプリケーションは、ゲーム、調査及び投票からなるグループから選択されること
を特徴とする請求項４６記載のクライアント装置。
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【請求項４８】
アセットのリストを用いて、上記アクティビティクライアントにどのアセットをダウン
ロードするかを決定することを特徴とする請求項４６記載のクライアント装置。
【請求項４９】
一組の必要なアセットのみを上記アクティビティクライアントにダウンロードすること
を特徴とする請求項４８記載のクライアント装置。
【請求項５０】
当該クライアント装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコ
ンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からな
るグループから選択されることを特徴とする請求項４６記載のクライアント装置。
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【請求項５１】
上記アクティビティ情報は、将来のイベントのスケジュールを含むことを特徴とする請
求項４６記載のクライアント装置。
【請求項５２】
上記将来のイベントのスケジュールは、機器固有の情報であることを特徴とする請求項
５１記載のクライアント装置。
【請求項５３】
上記将来のイベントのスケジュールは、地理的位置固有の情報であることを特徴とする
請求項５１記載のクライアント装置。
【請求項５４】
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上記将来のイベントのスケジュールは、アクティビティ固有の情報であることを特徴と
する請求項５１記載のクライアント装置。
【請求項５５】
上記将来のイベントのスケジュールから、ユーザがイベントをナビゲート及び選択する
ことを特徴とする請求項５１記載のクライアント装置。
【請求項５６】
それぞれがアクティビティクライアントを保存する複数の位置のクライアント装置と通
信するように構成され、該クライアント装置に位置固有のアクティビティ情報を提供する
サーバ装置において、
ａ．上記クライアント装置で通信するための通信インタフェースと、
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ｂ．各クライアント装置がどのアセットを必要とするかを判定するアセットモジュール
と、
ｃ．上記各クライアント装置に、必要なアセットを送信する配信モジュールとを備える
サーバ装置。
【請求項５７】
上記アクティビティクライアントは、アクティビティ情報及びデータを管理するプログ
ラムであることを特徴とする請求項５６記載のサーバ装置。
【請求項５８】
上記アクティビティ情報は、将来のイベントのスケジュールを含むことを特徴とする請
求項５６記載のサーバ装置。
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【請求項５９】
上記将来のイベントのスケジュールは、アクティビティ固有の情報であることを特徴と
する請求項５８記載のサーバ装置。
【請求項６０】
上記将来のイベントのスケジュールは、機器固有の情報であることを特徴とする請求項
５８記載のサーバ装置。
【請求項６１】
上記将来のイベントのスケジュールから、ユーザがイベントをナビゲート及び選択する
ことを特徴とする請求項５８記載のサーバ装置。
【請求項６２】
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当該サーバ装置は、上記クライアント装置がアプリケーションを実行するために必要な
アセットのリストを保存することを特徴とする請求項５６記載のサーバ装置。
【請求項６３】
当該サーバ装置は、上記アセットのリストを上記クライアント装置に送信することを特
徴とする請求項６２記載のサーバ装置。
【請求項６４】
当該サーバ装置は、要求されたアセットのみを各クライアント装置に送信することを特
徴とする請求項６３記載のサーバ装置。
【請求項６５】
当該サーバ装置は、各クライアント装置が、当該サーバ装置にクライアントアセットの
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リストを送信した後に、上記アセットのリストを、該クライアントアセットのリストと比
較することを特徴とする請求項６２記載のサーバ装置。
【請求項６６】
当該サーバ装置は、上記アセットのリストにおいて、上記各クライアント装置のクライ
アントアセットのリストには無いアセットだけを送信することを特徴とする請求項６５記
載のサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づき、引用によって全体が本願に援用さ
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れる、２００５年６月２０日に出願された米国仮特許出願番号第６０／６９２，３５６号
、発明の名称「ライブテレビジョン番組に関連して、スケジューリングされた様々なゲー
ムを提供する携帯電話機ベースの契約サービスを実現するシステム及び方法（SYSTEMS AN
D METHODOLOGIES ENABLING A CELL PHONE BASED SUBSCRIPTION SERVICE OFFERING A VARI
ETY OF SCHEDULED GAMES IN CONNECTION WITH LIVE TELEVISION PROGRAMMING）」の優先
権を主張する。
【０００２】
また、本出願は、２００５年１２月９日に出願された係属中の米国特許出願番号第１１
／２９８，９０１号、発明の名称「共通のゲームイベントに関連して、無線機器を使用す
る遠隔参加者によって遊技されるスキルゲーム（A GAME OF SKILL PLAYED BY REMOTE PAR
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TICIPANTS UTILIZING WIRELESS DEVICES IN CONNECTION WITH A COMMON GAME EVENT）」
と、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づき、２００４年７月１４日に出願された係属中
の米国仮特許出願番号第６０／５８８，２７３号、発明の名称「放送を介して、一方向で
ゲーム制御情報を受信でき、携帯電話機によって、現在のランキングで遊技可能なスキル
ゲームの全てのコンテンツを提供する方法（A METHODOLOGY FOR PROVIDING ALL CONTESTA
NTS IN GAMES OF SKILL PLAYABLE ON CELL PHONES WITH THEIR CURRENT STANDING WHILE
RECEIVING GAME CONTROL INFORMATION ONE‑WAY VIA A BROADCAST TRANSMISSION）」の優
先権を主張する、２００５年６月２４日に出願された係属中の米国特許出願番号第１１／
１６６，５９６号、発明の名称「モバイル機器に亘る分散型ゲーミングのための方法及び
装置（METHODS AND APPARATUS FOR DISTRIBUTED GAMING OVER A MOBILE DEVICE）」とに
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関連する。これらの特許文献は、引用により本願に援用される。
【技術分野】
【０００３】
本発明は、分散型エンターテインメントの分野に関する。詳しくは、本発明は、エンタ
ーテインメントがイベントに対応し、コンピュータ装置を用いた分散型エンターテインメ
ントに関する。
【背景技術】
【０００４】
携帯電話機は、米国だけで、１億７０００万台以上登録されている。ファセンダ（Fasc
enda）他に付与されていた米国特許第４，５９２，５４６号の特許権の満了に伴い、現在
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、各社は、携帯電話機及びマルチキャストネットワークを利用する他のモバイル通信機器
を用いて、例えば、次のプレイに関して、クォーターバックが何をコールするかといった
予測に基づいて、腕前に左右されるゲーム（game of skill：以下、スキルゲームと呼ぶ
。）におけるテレビジョンビューワをコントロールする技術を利用できるようになった。
更に、携帯電話機の所有者間で、クラシックカード、サイコロ、トリビア及び他のゲーム
に基づくスキルゲームを、共通の開始時刻で、同時に行うことができる。様々な州の反ゲ
ーム法の適用を回避するために、このようなゲームでは、抽選的要素（elements of chan
ce）は、仮想的に存在してはならず、すなわち、各個別のゲームのプレーヤの相対的な技
能、経験、熟練度に基づいて、勝者を決定しなければならない。ある一定の行政区域及び
ある状況では、スキルゲームと同様の技術を用いて、抽選的要素を含むゲームを行っても
よい。

40

携帯電話機を用いて、ゲームを遊戯し、及び現在のイベントに対応する他のアク

ティビティを享受することができるが、全国的なネットワークを介するゲームの制御には
、多くの問題がある。セルラネットワーク及び他のネットワークのトラヒック量は、制限
されており、このため、定期的に予定されているイベントについて、何百万人もの参加者
が同時にネットワークを使用する場合、ネットワークにオーバーロードが生じ、ユーザが
タイムリーに必要なデータを受信できないレベルにまで、通信が停滞することがある。
【０００５】
更に、携帯電話機及び他のコンピュータ装置は、自ら性能の限界を有している。例えば
、技術の進歩に伴い、携帯電話機のメモリ容量は増加しているものの、携帯電話機のメモ
リ容量は、未だ限定的である。更に、多くのユーザは、最新のモデルよりメモリ容量が小
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さい旧型の携帯電話機を使用している。このようなメモリの制約に加えて、複数の携帯電
話機サービスプロバイダは、それぞれ僅かに異なるプロトコルを用いる多数の携帯電話機
モデルを提供している。また、携帯電話機のユーザは、ゲームを遊戯し又はアクティビテ
ィを享受するために必要なデータをダウンロードするために掛かる時間にも敏感である。
【０００６】
エンターテインメントプロバイダのサーバのリソースにも限界があるが、これらのサー
バは、潜在的に存在する数百万のユーザが、スケジューリングされた対話型プログラムに
参加するために、必要で適切なソフトウェアを携帯電話機に常駐させることを確実にしな
くてはならない。また、サーバも、日々進歩し、より強力になり、処理速度が速くなり、
安定性を高めているが、それでも過剰なトラヒックによって、サーバにオーバーロードが

10

生じる可能性は残されている。
【０００７】
更に、全国的なサービスの他の側面として、例えば、複数のタイムゾーン、異なるタイ
ミング及びテレビ番組のチャンネル、個別の州法等に起因する問題が生じる可能性がある
。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、コンピュータ装置に亘る分散型エンターテインメントシステムを実現する方
法及びシステムを提供する。エンターテインメントシステムが生のイベント又はテレビ番
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組に直接関連する分散型エンターテインメントシステムを実現する際、例えば、異なるタ
イミング及びテレビ番組のチャンネル、個別の州法等、対処すべき多くの課題がある。更
に、モデル固有のソフトウェアを必要とする多くの異なるコンピュータ装置モデルがある
。本発明では、このような課題に対処するために、「アクティビティクライアント（Acti
vity Client）」を提供する。更に、時間は、テレビジョン放送された生のイベントに基
づくアクティビティの重要な要素であるので、イベントが開始される前に、コンピュータ
装置がプログラムの必要な更新情報を受信できることを確実にする必要がある。本発明で
は、データパッケージ全体の代わりに、必要なコンポーネントだけを提供することによっ
て、時間内に効率的にユーザのコンピュータ装置を準備できる。
【０００９】
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一側面において、本発明に係るサービス提供方法は、コンピュータ装置上でエンターテ
インメントサービスを実現するサービス提供方法において、コンピュータ装置にアクティ
ビティクライアントをダウンロードするステップと、アクティビティクライアントに一組
のイベント情報をロードするステップと、可能なイベントのリストから参加するイベント
を選択するステップと、サーバからコンピュータ装置に一組のアクティビティ固有の情報
をダウンロードするステップと、コンピュータ装置上のイベントに対応するアプリケーシ
ョンを実行するステップとを有する。アクティビティクライアントは、アクティビティ情
報及びデータを管理するためのプログラムであってもよい。サービス提供方法は、テレビ
ジョン関連サービスを選択し、テレビジョン関連サービスに登録するステップを更に有し
ていてもよい。サービス提供方法は、ユーザ状態を特定するステップを更に有していても
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よい。ユーザ状態を特定するステップは、コンピュータ装置の地理的位置を特定するステ
ップを含んでいてもよい。アクティビティクライアントは、コンピュータ装置のために特
別に設計されていてもよい。アプリケーションは、イベントに同期してリアルタイムで実
行してもよい。一組のイベント情報は、利用可能なイベントのスケジュールを含んでいて
もよい。利用可能なイベントのスケジュールは、テレビジョンイベントの名称、テレビジ
ョンイベントで再生されるアクティビティの識別情報、テレビジョンイベントを提供する
テレビジョンネットワーク及びローカルチャンネル、テレビジョンイベントに関連する賞
品の内容、及びテレビジョンイベントの期間に関連する情報を含んでいてもよい。サービ
ス提供方法は、一組のイベント情報を表示するステップを更に有していてもよい。一組の
イベント情報は、サーバから継続的に同報され、コンピュータ装置によって受信されても
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よい。一組のアクティビティ固有の情報は、アクティビティ固有のインストラクション及
びアクティビティ及びイベントの内容に関連する情報を含んでいてもよい。アクティビテ
ィクライアントに常駐するアクティビティインタプリタを用いて、アプリケーションを実
行してもよい。アクティビティインタプリタは、アクティビティをリアルタイムで実行す
るためにアクティビティ、イベント及びデバイスインストラクションを結合する。アプリ
ケーションは、ゲーム、調査及び投票からなるグループから選択してもよい。コンピュー
タ装置は、無線機器であってもよい。コンピュータ装置は、セットトップボックス、パー
ソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯
情報端末及び組合せ装置からなるグループから選択してもよい。サービス提供方法は、サ
ーバからアセットのリストを受信するステップと、アセットのリストをコンピュータ装置
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上のアセットの第１の組と比較するステップと、アセットのリスト内のアセットのうち、
コンピュータ装置に常駐していないアセットの第２の組のみを受信するステップとを更に
有していてもよい。サービス提供方法は、アセットの第２の組を優先させることによって
効率を向上させるステップを更に有していてもよい。アセットの第２の組は、必要なアセ
ットの組と、好ましいアセットの組とにグループ化してもよい。
【００１０】
他の側面として、本発明に係るデータ受信方法は、クライアント装置において、特定の
対話型イベントに参加するためにデータを受信するデータ受信方法において、サーバから
アセットのリストを受信するステップと、アセットのリストをコンピュータ装置上のアセ
ットと比較するステップと、アセットのリスト内のアセットのうち、コンピュータ装置に
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常駐していないアセットのみを受信するステップとを有する。データ受信方法は、イベン
トのメニューから、イベントに対応するアクティビティを選択するステップを更に有して
いてもよい。アクティビティは、ゲームであってもよい。データ受信方法は、特定の対話
型イベントに参加するために必要であるアセットのリストをサーバに要求するステップを
更に有していてもよい。アセットのリストは、サーバから送信してもよい。データ受信方
法は、クライアント装置上に未だ無いアセットを要求するステップを更に有していてもよ
い。データ受信方法は、アセットを優先させることによって、効率を向上させるステップ
を更に有していてもよい。アセットは、必要なアセットの組と、好ましいアセットの組と
にグループ化してもよい。クライアント装置は、無線機器であってもよい。クライアント
装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラップト
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ップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からなるグループから選択
してもよい。
【００１１】
他の側面として、本発明に係るデータ受信方法は、クライアント装置において、特定の
対話型イベントに参加するためにデータを受信するデータ受信方法において、クライアン
ト装置から、アクティビティに必要であるアセットの要求をサーバに送信し、同時に、現
在クライアントに常駐しているアセットのリストをサーバに送信するステップと、クライ
アント装置が送信した常駐しているアセットのリストを、サーバ上の以前に生成されたア
セットのリストと比較するステップと、クライアント装置が有さないアセットのみを含む
、クライアント装置のためにカスタマイズされたパケットをダウンロードするステップと
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を有する。データ受信方法は、アセットを優先させることによって、効率を向上させるス
テップを更に有していてもよい。アセットは、必要なアセットの組と、好ましいアセット
の組とにグループ化してもよい。クライアント装置は、無線機器であってもよい。クライ
アント装置は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラ
ップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からなるグループか
ら選択してもよい。
【００１２】
更に他の側面として、本発明に係るデータ提供システムは、特定の対話型イベントに参
加するためのデータを提供するデータ提供システムにおいて、サーバと、サーバに接続さ
れ、サーバから一組のアクティビティ固有のデータを受信し、アクティビティクライアン
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トを保存するためのメモリを有するクライアント装置とを備える。アクティビティクライ
アントは、アクティビティ情報及びデータを管理するためのプログラムであってもよい。
アクティビティクライアントは、アクティビティインタプリタを備えていてもよい。アセ
ットのリストを用いて、アクティビティクライアントにどのアセットをダウンロードする
かを決定してもよい。一組の必要なアセットのみをクライアント装置にダウンロードして
もよい。クライアント装置は、無線機器であってもよい。クライアント装置は、セットト
ップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラップトップコンピュータ
、携帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からなるグループから選択してもよい。
【００１３】
他の側面として、本発明に係るクライアント装置は、通信インタフェースと、通信イン
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タフェースを介して、アクティビティ情報を受信するアクティビティクライアントと、ア
クティビティクライアントが受信したアクティビティ情報を表示するディスプレイとを備
える。アクティビティクライアントは、アクティビティ情報及びデータを管理するための
プログラムであってもよい。アクティビティクライアントは、アクティビティインタプリ
タを備えていてもよい。アクティビティクライアントは、アプリケーションに関連する一
組のアセットを受信してもよい。アプリケーションは、ゲーム、調査及び投票からなるグ
ループから選択してもよい。アセットのリストを用いて、アクティビティクライアントに
どのアセットをダウンロードするかを決定してもよい。一組の必要なアセットのみをアク
ティビティクライアントにダウンロードしてもよい。クライアント装置は、セットトップ
ボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラップトップコンピュータ、携
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帯電話機、携帯情報端末及び組合せ装置からなるグループから選択してもよい。アクティ
ビティ情報は、将来のイベントのスケジュールを含んでいてもよく、将来のイベントのス
ケジュールは、機器固有の情報であってもよく、地理的位置固有の情報であってもよく、
アクティビティ固有の情報であってもよい。将来のイベントのスケジュールから、ユーザ
は、イベントをナビゲート及び選択する。
【００１４】
他の側面として、本発明に係るサーバ装置は、それぞれがアクティビティクライアント
を保存する複数の位置のクライアント装置と通信するように構成され、クライアント装置
に位置固有のアクティビティ情報を提供するサーバ装置を提供する。サーバ装置は、クラ
イアント装置で通信するための通信インタフェースと、各クライアント装置がどのアセッ
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トを必要とするかを判定するアセットモジュールと、各クライアント装置に、必要なアセ
ットを送信する配信モジュールとを備えるサーバ装置。アクティビティクライアントは、
アクティビティ情報及びデータを管理するためのプログラムであってもよい。アクティビ
ティ情報は、将来のイベントのスケジュールを含んでいてもよい。将来のイベントのスケ
ジュールは、アクティビティ固有の情報であってもよい。将来のイベントのスケジュール
は、機器固有の情報であってもよい。将来のイベントのスケジュールから、ユーザがイベ
ントをナビゲート及び選択する。サーバ装置は、クライアント装置がアプリケーションを
実行するために必要であるアセットのリストを保存してもよい。サーバ装置は、アセット
のリストをクライアント装置に送信してもよい。サーバ装置は、要求されたアセットのみ
を各クライアント装置に送信してもよい。サーバ装置は、各クライアント装置が、サーバ
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装置にクライアントアセットのリストを送信した後に、アセットのリストを、クライアン
トアセットのリストと比較してもよい。サーバ装置は、アセットのリストにおいて、各ク
ライアント装置のクライアントアセットのリストには無いアセットだけを送信してもよい
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
コンピュータ装置上で、全国的なエンターテインメントサービスを実現し、上述した課
題を解決するシステム及び方法を開示する。幾つかの実施の形態では、エンターテインメ
ントサービスは、契約（subscription）に基づく。コンピュータ装置には、以下に限定さ
れるものではないが、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソー
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ル、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末（Personal Digital Assista
nt：ＰＤＡ）及び組合せ装置、例えば、携帯電話機／ｍｐ３プレーヤ等が含まれる。
【００１６】
米国には、２００以上の個別のテレビジョン放送エリアがある。視聴可能な番組は、個
々の物理的な位置に依存する。テレビジョンガイドは、数百種類も発刊されており、視聴
者が居住する特定市場エリア（Designated Market Area：ＤＭＡ）に応じて、同じテレビ
番組が、異なる時刻に、異なるテレビジョンチャンネルで放送されることもある。したが
って、ある個人にとってのイベントのスケジュールが、この個人から僅か数マイル離れた
土地に住む他の個人のイベントのスケジュールとは、全く異なる場合もある。月間契約者
及び試用契約者には、どのテレビ番組が、放送と同時のサービスによって提供されるゲー
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ム又は他のアクティビティを含むかを事前に通知する必要がある。例えば、「ジョパディ
（Jeopardy）」というテレビ番組は、サンフランシスコでは、東部標準時午後４時からチ
ャンネル７で放送され、シカゴでは、東部標準時午後６時から、チャンネル５で放送され
、ニューヨークでは、東部標準時午後７時から、チャンネル１３で放送される。
【００１７】
更に、スケジュールは、何度も変更される。アクティビティのスケジュールは、度々変
更され、新たなアクティビティを追加し、放送が終了したテレビ番組又はエントリを許可
するには遠すぎるテレビ番組に基づいて、アクティビティを削除することによって、アク
ティビティのスケジュールを更新しなければならない。
【００１８】
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また、処理され、クライアントにダウンロードされる必要な情報の全てを得るために、
時間は重要な要素であるので、アクティビティには、速やかにエントリすることが求めら
れる。更に、多くのコンテスト又は競争は、期間が短いため、参加者は、コンテストの開
始時に、勝者を決定するポイントを獲得する機会を逃すと、不利になり、したがって、特
に、テレビ番組ベースのコンテストの場合、ユーザに対しては、コンテストの開始より数
秒前にエントリを許可する必要がある。例えば、世論調査等の他のアクティビティでは、
時間的要素は必ずしも重要ではないが、アクティビティに参加するまでの待ち時間が長く
ない方が、ユーザにとっては望ましい。本発明は、後に詳しく説明するように、アクティ
ビティに最初から参加できる時間内に、ユーザがアクティビティアプリケーションの必要
なコンポーネントを携帯電話機又はコンピュータ装置のメモリに常駐させることを確実に
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する手法を提供する。
【００１９】
ユーザに与えられる賞品は、５０州の個別の州法に基づいて合法的に決定される。例え
ば、ネバダ州及びユタ州は、非常に異なるゲーミング法を有する。スキルゲームを提供す
る場合、合法的なスキルゲームの構成要件を定義する各州法に基づいてゲームの内容が定
められる。同じ賞品について、ある場所でユーザが遊戯できるゲームは、他の州のユーザ
にとっては、必ずしも合法でない場合があり、州の境界線は、一本の道路によって隔てら
れている場合もある。ユーザがいる各行政区域内の法律を遵守することは、エンターテイ
ンメントサービスオペレータの責務である。
【００２０】

40

携帯電話機等のコンピュータ装置のメーカ又はモデルが異なれば、異なるソフトウェア
が必要となることも多い。全国的なエンターテインメントサービスは、様々なメーカ及び
モデルの携帯電話機を使用する広範囲に亘る潜在的なユーザに対応しなくてはならない。
これらの機器の多くは、このようなエンターテインメントサービスの提供に必要なソフト
ウェアを実行するために、ディスプレイ、メモリ、ユーザインタフェース及び他の技術的
要求に関して異なる能力及び要求を有する。したがって、個々のユーザの機器のメーカ及
びモデルのそれぞれについて、僅かに異なるソフトウェアが必要となる可能性がある。
【００２１】
一般的な契約者は、１週間の間に、フットボール、野球、ホイール・オブ・フォーチュ
ン（Wheel of Fortune：商標）、ジ・アプレンティス（The Apprentice：商標）等、何十
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もの異なるＴＶ関連のアクティビティに参加できる。大部分のメーカ及びモデルの携帯電
話機は、ダウンロード可能なアプリケーションソフトウェアを保存するために利用可能な
メモリ容量に著しい制約を有している。したがって、契約者の携帯電話機の一時的メモリ
又は持続的メモリにエンターテインメントサービスによって提供される何十もの別々の独
立したアクティビティアプリケーションを実行できるソフトウェアの全てを保存すること
は期待できない。したがって、エンターテインメントサービスを完全に享受するために必
要なメモリの使用量を最小化し、管理することが必要である。
【００２２】
本発明では、「アクティビティクライアント（Activity Client）」と呼ばれるソフト
ウェアアプリケーションを使用する。「アクティビティクライアント」は、ユーザのコン

10

ピュータ装置のメモリに保存される。使用される携帯電話機又は他のコンピュータ装置の
メモリには、様々な手法で「アクティビティクライアント」をダウンロードすることがで
きる。一実施の形態では、「アクティビティクライアント」は、製造業者又は通信事業者
によって、ユーザが機器を購入する前に機器にプレロードされる。変形例では、サービス
を開始するために、契約者は、登録後に、ベライゾンワイヤレス（Verizon Wireless：商
標）又はスプリント（Sprint：商標）等の無線サービスプロバイダが提供するアクティビ
ティ、ゲーム及び他のエンターテインメントサービスのリストを表示する携帯電話機又は
他のコンピュータ装置上のメニューから、所望の業者の「アクティビティクライアント」
を選択する。幾つかの実施の形態では、試用期間としてではなくアクティビティに参加す
る場合、サービスへの登録及び課金契約は、業者のインターネットサイトにおいて、又は
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携帯電話機又は他のコンピュータ装置を用いて登録情報を入力することによって完了する
。
【００２３】
このメニューから企業のサービスを選択すると、セルサービスプロバイダ又は企業の何
れかのサーバにデータ接続が確立され、「アクティビティクライアント」がユーザの携帯
電話機又は他のコンピュータ装置にダウンロードされる。ここで使用されるプロトコルは
、例えば、ＴＣＰである。携帯電話機実施の形態では、「アクティビティクライアント」
をダウンロードする手順は、現在行われている個別の携帯電話機アクティビティを選択し
、ダウンロードし、プレビュー又は購入する手順と同様である。
【００２４】
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幾つかの実施の形態では、ダウンロードされた「アクティビティクライアント」は、携
帯電話機のコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリに常駐する。次にユーザがユーザの
携帯電話機又は他のコンピュータ装置上で「アクティビティクライアント」を開始すると
、「アクティビティクライアント」は、サーバへのデータ接続を確立する。ユーザが認証
され、権利レベルが判定された後、認証された地理的位置固有のイベントスケジュールが
ユーザの電話機に送信される。この手法を用いて、「アクティビティクライアント」がア
クティブである間、スケジュールは、継続的に更新される。
【００２５】
デフォルトモードの「アクティビティクライアント」は、携帯電話機のＬＣＤに、まだ
開始されていない、通常、３０分後の、次に予定されているアクティビティから始まるエ
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ンターテインメント情報を表示する。登録処理により、サービスプロバイダには、各ユー
ザの電話機のメーカ及びモデルの情報が提供されるため、全ての「アクティビティクライ
アント」のダウンロードは、その電話機及びサービスに固有の処理として実行される。し
たがって、例えば、ユーザが、ベライゾンワイヤレス（Verizon Wireless）ネットワーク
を介して、サムスン電子社（Samsung）製の電話機に「アクティビティクライアント」を
ダウンロードする場合、その電話機への以後のダウンロードは、その電話機のために明確
に設計された処理に基づき、適切に実行される。
【００２６】
国内の多数のプログラミングエリアの問題に対処するために、一実施の形態では、法的
に認められている携帯電話機の物理的な位置を正確に特定するセルラネットワークの技術
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を利用する。これに代えて、携帯電話機以外のコンピュータ装置を用いる場合、例えば、
エリアコード、郵便番号（ＺＩＰコード）又はユーザが申告した請求先の住所等、他の情
報を用いてユーザの位置を特定してもよい。サーバは、取得した又は提供された情報に基
づいて、この特定のユーザの位置に応じて、開始時刻及びＴＶチャンネル指示と共に特定
のアクティビティのスケジュールを選択する。スケジュール情報は、「アクティビティク
ライアント」内に存在するテンプレートにダウンロードされる。例えば、インディアナテ
レビジョンＤＭＡのインディアナポリスに位置するユーザは、午後９時の「マンデー・ナ
イト・フットボール（Monday Night Football：商標）」、ＡＢＣ、チャンネル１３を含
むスケジュールを受信する。
【００２７】

10

変形例では、他の手法を用いて、例えば、ＳＭＳメッセージを用いて電話機を「ウェー
クアップ」し、又は３Ｇ「常時接続（always on）」マルチキャストを用いて、ユーザの
電話機の電源が投入されている限り、ユーザによる操作を待たずにスケジュールを継続的
に更新することによって、全てのユーザの電話機に特定のスケジュール情報を継続的にブ
ロードキャストする。
【００２８】
サーバは、携帯電話機の位置を判定する際、特定の各参加者について、アクティビティ
が、スキルゲームに適用される州法に適合する否かを示す、各特定のアクティビティに関
する情報にもアクセスする。そして、サーバは、ユーザに対して、ユーザの現在地で、該
当するアクティビティについて、ゲームの賞品をユーザに与えられるか否かを通知する。
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【００２９】
「アクティビティクライアント」は、各ユーザの地理的位置に固有のスケジュール及び
アクティビティ参加情報の継続的な受信及び更新を可能にするソフトウェアを有すること
に加えて、ダウンロードされるアクティビティ固有のデータインストラクションをサーバ
から受信し、保存する機能を有する。すなわち、例えば、「マンデー・ナイト・フットボ
ール（Monday Night Football：商標）」、ホイール・オブ・フォーチュン（Wheel of Fo
rtune：商標）又はメジャーリーグ・ベースボール（Major League Baseball：商標）等の
特定のアクティビティにユーザが参加することを選択した場合、サーバは、「アクティビ
ティクライアント」の専用のメモリ空間にアクティビティ固有のインストラクションをダ
ウンロードする。これらのアクティビティ固有のデータインストラクションは、例えば、
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フットボール等の特定のジャンル、例えば、サンフランシスコフォーティーナイナーズ対
ダラスカウボーイズ等の特定のイベント及び例えば、サンヨー（商標）４３００等の無線
モバイル機器を含む特定のコンピュータ装置に基づいている。この後、特定のアクティビ
ティ固有のインストラクションは、ユーザによって選択された異なるアクティビティ固有
のデータインストラクションによって置換される次のアクティビティ参加セッションまで
、「アクティビティクライアント」に一時的に常駐する。
【００３０】
変形例として、本発明に基づくシステムを用いて、自己完結型の、例えば、テレビ番組
に関連しない、共通の予定された開始時刻に開始される、腕前に左右される又は運に左右
されるデュプリケートアクティビティをスケジューリング及び制御してもよい。このよう
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なアクティビティの具体例としては、トリビアゲーム（クイズゲーム）、又はクラシック
カード、サイコロ、ワードゲーム又はテレビジョンクリップに基づくゲーム等がある。
【００３１】
図１は、「アクティビティクライアント」を用いて、携帯電話機又は他のコンピュータ
装置を適切に構成設定する処理の実施の形態のフローチャートを示す。ステップ１００に
おいて、ユーザは、提供されたメニューから、例えば、ベライゾンワイヤレス（Verizon
Wireless：商標）、シンギュラー（Cingular：商標）、スプリント（Sprint：商標）、テ
レビジョンに関連する契約サービス又は他のサービス等、自らのウェブサービスプロバイ
ダ又はセルサービスオペレータを選択する。ステップ１０２において、ユーザは、必要で
あれば、契約サービスに登録する。幾つかのアクティビティは、登録を必要とするが、登
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録が任意のアクティビティもあれば、登録が不要のアクティビティもある。ユーザは、必
要であれば、登録の後、ステップ１０４において、自らの携帯電話機又は他のコンピュー
タ装置に、機器のメーカ及びモデルに固有の「アクティビティクライアント」をダウンロ
ードする。ステップ１０６において、ユーザは、エンターテインメントサービスにアクセ
スするために、メニューから「アクティビティクライアント」を選択し、これにより、ユ
ーザの機器は、セルラネットワーク及び／又はインターネットを介してサービスプロバイ
ダのサーバに接続される。これに代えて、「アクティビティクライアント」をダウンロー
ドした後に機器が自動的にサーバに接続されるようにしてもよい。ステップ１０８におい
て、サーバは、「試用」契約者、「臨時」参加者、「完全な月次」契約者等、ユーザの契
約状況を特定し、及びユーザの特定の地理的位置を特定する。ステップ１１０では、イベ
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ントの名称による全ての参加可能なイベントの現在のスケジュール、イベントを提供する
ＴＶネットワーク及びチャンネル、イベントの期間、賞品の内容、及び適切であれば、ユ
ーザの現在地において、アクティビティによる賞品の授受が合法か否か等の情報が「アク
ティビティクライアント」にロードされ、機器のＬＣＤに表示される。変形例として、一
旦、「アクティビティクライアント」がユーザの機器に常駐すると、スケジュール情報が
継続的に「プッシュ」され又は「ブロードキャスト」され、「アクティビティクライアン
ト」によって受動的に受信及び更新され、これにより現在の最新の情報にいつでもアクセ
スできるようにしてもよい。ステップ１１２では、ユーザは、機器上に表示される様々な
選択肢から、ユーザが参加することを望むイベントを選択する。ステップ１１４では、「
アクティビティクライアント」ソフトウェアが業者のサーバに接続し、特定の機器のため
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のアクティビティ固有のインストラクション、アクティビティの内容及び特定のイベント
が「アクティビティクライアント」にダウンロードされる。ステップ１１６では、「アク
ティビティクライアント」は、「アクティビティクライアント」に含まれるアクティビテ
ィインタプリタを用いて、アクティビティアプリケーションを開始する。ステップ１１８
において、「アクティビティクライアント」に含まれるアクティビティインタプリタは、
アクティビティ、イベント及びデータインストラクションを結合し、これらのデータイン
ストラクションを用いて、テレビジョン番組又はユーザが視聴するライブイベントの再生
と同期させて、アクティビティアプリケーションをリアルタイムで実行する。
【００３２】
更に、例えば、様々なセルラ電話キャリア又はウェブサービスプロバイダによって提供
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される携帯電話機等、異なるモデルのコンピュータ装置によって要求される異なる種類の
ソフトウェアアセット又はコンポーネントの管理について説明する。テレビ番組又はライ
ブイベントに関連するスキルゲーム的なアクティビティに参加するために、ユーザの携帯
電話機は、例えば、ＬＣＤディスプレイに表示される画像、アクティビティによって使用
される音響効果、アクティビティスクリプト、広告コピー、アクティビティの間に挿入さ
れる画像、テレビ番組又はライブイベントの再生に同期させて、リアルタイムで生成され
るイベント固有のデータ等を管理するために、特定のソフトウェアを必要とする。このよ
うなアセットの主要部分及び非主要部分がアクティビティ毎に異なることも、処理を更に
複雑にしている。例えば、フットボール、野球から「ジョパディ（Jeopardy）」（クイズ
）への変更により、これらのアセットも変化する。幾つかのセルラ電話機は、これから参
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加されるアクティビティが、ユーザが直前に参加したアクティビティと同じであれば、セ
ルラ電話機のメモリにアセットの一部又は全部を維持できる。他の電話機は、異なるジャ
ンルのアクティビティに共通のアセットの幾つか又は一部を維持する。また、如何なるア
セットも維持しない電話機もある。例えば、アクティビティに初めて参加するユーザ又は
アクティビティに頻繁に参加するが、異なるジャンルのアクティビティのためにアセット
がアップロードされ、置換されているユーザの場合、必要なアセットを全く有していない
場合もある。
【００３３】
使用されている機器の種類、及びサービスにかかわらず、本発明は、機器に常駐してい
ない、イベントのために必要なアセットだけを各携帯電話機にタイムリーに供給すること
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によって、容量及び遅延の問題を最小化しながら、各ユーザの機器のアプリケーションが
特定の予定されているイベントの特定のジャンルのアクティビティに必要な特定アセット
の全てを受信することを確実にする。このように、不足している必要なデータのみを送信
することにより、伝送される情報は、より少なくて済み、したがって、トラヒック量が軽
減され、ユーザは、必要な時点で、必要なコンポーネントを受信することができる。
【００３４】
上述した具体例では、携帯電話機を説明しているが、本発明は、携帯電話機に限定され
ない。上述したように、及び後述するように、本発明は、携帯電話機に加えて様々なコン
ピュータ装置に適用できる。
【００３５】
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図２は、クライアントのコンピュータ装置のために必要なアセットを定義するアセット
のリストであるマニフェストを実現する実施の形態のフローチャートを示す。ステップ２
００において、ユーザは、メニューからアクティビティを選択し、この操作により、ユー
ザのクライアントのコンピュータ装置上のプログラムは、起動され、サーバに接続し、特
定の対話型イベントに参加するために必要なアセットのマニフェストをサーバに要求する
。ステップ２０２において、サーバは、クライアントにマニフェストを送信する。ステッ
プ２０４において、クライアントは、受信したマニフェストを現在コンピュータ装置に常
駐しているアセットと比較する。ステップ２０６において、クライアントは、アクティビ
ティに参加するために必要なソフトウェアを完全に構築するためにクライアントに常駐さ
せる必要があるアセットをサーバに要求する。そして、サーバは、ステップ２０８におい
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て、クライアントのコンピュータ装置においてマニフェストを完成するために必要なアセ
ットのみを含むパッケージを送信する。
【００３６】
図３は、クライアントのコンピュータ装置のために必要なアセットを定義するマニフェ
ストを実現する変形例のフローチャートを示す。ステップ３００において、特定のアクテ
ィビティを開始するようユーザが入力すると、クライアントは、特定のアクティビティに
必要な全てのアセットに関する要求をサーバに送信すると共に、現在クライアントに常駐
しているアセットのリストも送信する。前もってイベントのためのマニフェストを生成し
ているサーバは、ステップ３０２において、このマニフェストと、要求と共に送信されて
きた、クライアントに常駐しているアセットのリストとを比較し、クライアントが有して
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いないアセットだけを含むクライアントのためにカスタマイズされた単一のパケットを生
成し、ステップ３０４において、クライアントがこのパケットをダウンロードする。
【００３７】
図４は、本発明に基づく例示的なマニフェストを示している。マニフェスト４００にリ
ストとして示されるアセットは、絶対的に必要なアセットから、望ましいアセットまでの
、必要性の範囲を有する。ユーザのコンピュータ装置にコンポーネントを提供する際の効
率を向上させるために、マニフェスト４００は、分析されたクライアント装置へのアセッ
トに優先順位を付すことができる。幾つかの実施の形態では、マニフェスト４００は、必
要なアセットの組である第１の組４０２と、望ましいアセットの組である第２の組４０４
との２つのアセットのグループにアセットをグループ化する。更に、グループ内で最も重
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要なアセットが最優先されるように、各グループ内のアセットにも優先順位を付すことが
できる。例えば、サーバは、イベントのために必要なアセットのリスト「Ａ、Ｄ及び（Ｅ
、Ｆ及びＨ）」を送信する。応答において、アセット（Ｅ、Ｆ及びＨ）は、グループ化さ
れており、これによりクライアントは、イベントに参加するために、これらのアセットの
うちの少なくとも１つがクライアントに必要であることを知る。更に、アセットがリスト
されている順序は、クライアント装置に、アセットの優先順位に関する追加的情報を提供
できる。例えば、上述した具体例では、必要なアセットの第１の組４０２において、アセ
ットＥが最も好適なアセット４０６であり、次に好適なアセットがＦであり、次に好適な
アセットがＨである。クライアントがこれらのアセットの何れも有していない場合、クラ
イアントは、例えば、イベント開始までの残り時間、クライアント装置のメモリのサイズ
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、及び他の同様の条件を含む現在の制約に応じて、アセットＥのみを要求してもよい。上
述した具体例では、２つのレベル及び合計で５つのアセットを含むマニフェストを用いて
いるが、マニフェストのサイズは、必要に応じて変更できる。３レベルのグループ化が好
ましい場合、階層構造を用いてもよい。更に、マニフェスト内に含まれるアセットは、必
要に応じて、５つより多くても少なくてもよい。
【００３８】
クライアントにおいて、各アプリケーションに使用される一時的記憶域の量を最小化す
ることによって、イベントに参加するためのソフトウェアをロードするために必要な時間
を削減し、各クライアントのメモリをより効率的に使用することができる。このように、
サーバは、特定の時点で、クライアントが特定のアプリケーションに特に必要であるアセ

10

ットのみを送信することによって、このオーバヘッドを最小化できる。一実施の形態にお
いては、アクティビティに必要なアセットの管理に関する柔軟性をクライアントに提供す
る。他の実施の形態においては、クライアントが実行する必要がある処理が最小化される
。
【００３９】
図５は、本発明の実施の形態のブロック図を示す。例えば、セットトップボックス、パ
ーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携
帯情報端末（Personal Digital Assistant：ＰＤＡ）、及び組合せ装置、例えば、携帯電
話機／ｍｐ３プレーヤ等であるコンピュータ装置５００は、データを格納するためのメモ
リ５０２を備える。上述したように、コンピュータ装置の種類及び機種によって、メモリ
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５０２のサイズは様々であり、近年に製造されたコンピュータ装置は、より大きなメモリ
を備え、より多くのデータを保存できる傾向がある。一方、より旧式のコンピュータ装置
は、保存できるデータ量が小さい。メモリ５０２には、アクティビティ固有のデータ５０
８を受信するための「アクティビティクライアント」５０４が保存される。アクティビテ
ィ固有のデータ５０８は、特定のコンピュータ装置、アクティビティの内容及び特定のイ
ベントのためのインストラクションを含む。コンピュータ装置５００は、サーバ５１２か
ら受信した、アクティビティを実行するためのアセットを含むマニフェスト５１４を使用
して、アクティビティ固有のデータ５０８を効率的に検索することができる。コンピュー
タ装置５００に必要なアセットのリスト５１６は、コンピュータ装置５００からサーバ５
１２に送信される。そして必要なアセット５１８が、コンピュータ装置５００のメモリ５
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０２にダウンロードされる。アクティビティインタプリタ５０６は、「アクティビティク
ライアント」内でアクティビティ固有のデータ５０８を用いて、アクティビティ、イベン
ト及びデバイスインストラクションを結合し、アクティビティをリアルタイムで実行する
ことによって、アクティビティアプリケーションを開始する。また、コンピュータ装置５
００は、ディスプレイ５２０、通信インタフェース５２２及び適切な機能に必要な他の標
準コンポーネントを備える。また、サーバ５１２は、クライアント装置であるコンピュー
タ装置（以下、クライアント装置とも言う。）５００と通信するための通信インタフェー
ス５２４と、クライアント装置５００がどのアセットを必要とするかを判定するアセット
モジュール５２６と、クライアント装置５００に必要なアセットを送信する配信モジュー
ル５２８とを備える。
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【００４０】
本発明は、例えば、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソー
ル、ラップトップコンピュータ、携帯電話機、携帯情報端末（Personal Digital Assista
nt：ＰＤＡ）及び組合せ装置、例えば、携帯電話機／ｍｐ３プレーヤ等、如何なる通信コ
ンピュータ装置にも適用できる。コンピュータ装置は、ネットワークにアクセス可能であ
る必要があるが、無線機器であっても、有線機器であってもよい。また、コンピュータ装
置は、モバイル機器であっても、固定機器であってもよい。更に、ネットワークは、セル
ラネットワーク、ウェブベースのネットワーク、又は他の何らかの情報共有ネットワーク
の何れを含んでいてもよい。
【００４１】
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本発明を用いて参加されるアクティビティは、ゲーム、世論調査、投票及び他の対話型
のアクティビティの何れであってもよい。
【００４２】
ある特定の実施の形態では、ユーザは、無線機器、例えば、携帯電話機を用いて、対話
型のゲーミングサービスに契約する。そして、ユーザは、サービスに登録し、ユーザの携
帯電話機の機種のために特別に構成された「アクティビティクライアント」をこの携帯電
話機にダウンロードする。そして、携帯電話機は、セルラネットワーク及びインターネッ
トを介してゲームサーバに接続する。ゲームサーバは、特定の地理的位置を含むユーザの
状態を特定する。そして、イベントの名称による全ての参加可能なイベントの現在のスケ
ジュール、イベントを提供するＴＶネットワーク及びチャンネル、イベントの期間、賞品
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の内容等の情報が「アクティビティクライアント」にダウンロードされる。ユーザは、ス
ケジュール及び他の情報を確認し、参加を望むイベントを選択できる。そして、「アクテ
ィビティクライアント」は、ゲームサーバに接続し、ゲーム固有のデータをダウンロード
する。幾つかのゲーム固有のデータが携帯電話機のメモリに既にダウンロードされている
場合、不足するアセットのみがダウンロードされる。好ましくは、必要なアセットを最初
にダウンロードし、次に、好ましいアセットをダウンロードする。これにより、ユーザが
定刻にゲームに参加できることが確実になる。そして、「アクティビティクライアント」
は、ゲームインタプリタを用いて、ゲームを開始する。また、ゲームインタプリタは、ゲ
ーム、イベント及びデバイスインストラクションを結合し、テレビジョン番組と同期しな
がら、ゲームをリアルタイムで実行する。
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【００４３】
また、本発明は、例えば、テレビゲームの遊戯、音楽の聴取、ウェブブラウジング等、
幾つかのアセットがリモートサーバに維持され、様々なアセットを利用する如何なる種類
のアプリケーションソフトウェアに適用してもよい。
【００４４】
本発明を利用するために、ユーザは、例えば、携帯電話機、又は他の適切なコンピュー
タ装置等のコンピュータ装置を有し、ユーザは、このコンピュータ装置を用いて、対話型
のエンターテインメントサービスに契約することができる。そして、ユーザは、サービス
に登録し、ユーザの携帯電話機の機種のために特別に構成された「アクティビティクライ
アント」をコンピュータ装置にダウンロードする。そして、コンピュータ装置は、サーバ
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に接続する。サーバは、特定の地理的位置を含むユーザの状態を特定する。そして、イベ
ントの名称による全ての参加可能なイベントの現在のスケジュール、イベントを提供する
ＴＶネットワーク及びチャンネル、イベントの期間、賞品の内容等の情報が「アクティビ
ティクライアント」にダウンロードされる。ユーザは、スケジュール及び他の情報を確認
し、参加を望むイベントを選択できる。そして、「アクティビティクライアント」は、サ
ーバに接続し、アクティビティ固有のデータをダウンロードする。幾つかのアクティビテ
ィ固有のデータが携帯電話機のメモリに既にダウンロードされている場合、不足するアセ
ットのみがダウンロードされる。好ましくは、必要なアセットを最初にダウンロードし、
次に、好ましいアセットをダウンロードする。これにより、ユーザが定刻にアクティビテ
ィに参加できることが確実になる。そして、「アクティビティクライアント」は、アクテ
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ィビティインタプリタを用いて、アクティビティを開始する。また、アクティビティイン
タプリタは、アクティビティ、イベント及びデバイスインストラクションを結合し、テレ
ビジョン番組と同期しながら、アクティビティをリアルタイムで実行する。
【００４５】
実際の動作では、ユーザは、自らの携帯電話機又は他のコンピュータ装置を用いて、対
話型のエンターテインメントに参加することができる。例えば、ユーザは、メニューをス
クロールし、参加することを望む対話型のエンターテインメントを選択する。その後、必
要な情報がダウンロードされ、ディスプレイに指示及びオプションが表示され、ユーザは
、これを読んで、どの対話型のエンターテインメントに参加するかを決定する。アクティ
ビティが選択されると、ユーザのコンピュータ装置に適切なコンポーネントが確実にイン
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ストールされるように、更に必要な情報がダウンロードされる。例えば、日曜日の太平洋
標準時午後１２時５０分に、カリフォルニア州サンフランシスコにいるユーザは、サンフ
ランシスコフォーティーナイナーズとオークランドレイダーズとの試合の放送が太平洋標
準時午後１時００分開始されることを確認すると、ユーザは、そのアクティビティを選択
できる。また、ユーザは、テレビジョンを介して、このアクティビティを視聴することが
できる。他の実施の形態として、例えば、コンピュータ装置、携帯電話機又はコンピュー
タ装置自体を含む他の機器によって、又はライブでアクティビティを視聴してもよい。太
平洋標準時午後１時０分にアクティビティが開始されると、ユーザは、例えば、アクティ
ビティの経過を予想することによって、視聴しているアクティビティに対話的に参加する
ことができる。

10

【００４６】
以上では、主な例示的なコンピュータ装置として、携帯電話機を用いて本発明を説明し
たが、上述した方法及びシステムに関連して、如何なるコンピュータ装置を用いてもよい
ことは明らかである。
【００４７】
本発明の構成及び動作原理を明瞭に説明するために、様々な詳細を含む特定の実施の形
態を用いて本発明を説明した。このような特定の実施の形態の説明及びその詳細は、特許
請求の範囲を制限するものではない。本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、例示
的に選択された実施の形態を変更できることは、当業者にとって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】「アクティビティクライアント」を用いて、携帯電話機又は他のコンピュータ装
置を適切に構成設定する処理の実施の形態のフローチャートである。
【図２】クライアントのコンピュータ装置のために必要なアセットを定義するアセットの
リストであるマニフェストを実現する実施の形態のフローチャートである。
【図３】クライアントのコンピュータ装置のために必要なアセットを定義するマニフェス
トを実現する変形例のフローチャートである。
【図４】本発明に基づく例示的なマニフェストを示す図である。
【図５】本発明の実施の形態のブロック図である。
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