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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）第１表示要素を有する可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を、（Ｂ）少
なくとも１つのスピーカを駆動するように適合されている第１オーディオ増幅器及びテレ
ビジョン互換性の第２表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムと、接続して
用いるために適合されているドッキングアセンブリであって：
　前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を嵌合するように適合されている電気
的結合と；
　前記電気的結合を介して前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置と通信するよ
うに適合されているマイクロプロセッサと；
　無線遠隔制御装置から入射信号を受信し、前記マイクロプロセッサに出力信号を供給す
るように適合されている遠隔制御受信器と；
　前記第１オーディオ増幅器にオーディオ信号を通信するように適合されたオーディオ出
力ポートと；
　前記第２表示要素にテレビジョン互換性ビデオ信号を通信するように適合されたビデオ
出力ポートと；
　前記マイクロプロセッサと通信状態にあるビデオプロセッサであって、前記ビデオプロ
セッサは、前記第２表示要素による表示のために前記可搬型ディジタルメディア記憶及び
再生装置から受信される信号を表すテレビジョン互換性ビデオ信号を前記ビデオ出力ポー
トに通信するように適合されている、ビデオプロセッサと；
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　一体型構造であって、電気的結合、マイクロプロセッサ、オーディオ出力ポート、ビデ
オ出力ポート、及びビデオプロセッサが前記一体型構造において備えられている、一体型
構造と；
　を有し；
　前記第１表示要素は、前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置が使用されてい
るとき、複数の情報集合を表示するように適合され、前記ビデオプロセッサは、前記電気
的結合が前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を嵌合するとき、前記複数の情
報集合のレプリカを生成するように適合されており；
　前記複数の情報集合は、
（１）プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジャンル、楽曲及び作曲者の何れかの総
数、（２）プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジャンル、楽曲及び作曲者の何れか
の名前、（３）楽曲の長さ、楽曲の位置及び再生／一時停止／中止状態の何れかを示す現
在の再生状態、並びに（４）楽曲名、アーティスト名及びアルバム名の何れかを示す現在
の楽曲の状態、
を含むグループのうちの２以上のグループを含み；
　前記一体型構造は、前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置の一部を受け入れ
るように適合された第１キャビティを規定し、前記電気的結合は前記第１キャビティ内に
備えられ、前記電気的結合は、前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置が前記一
体型構造により受け入れられるとき、前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を
嵌合するように適合されており、かつ遠隔制御装置が第２キャビティにより受け入れられ
るとき、前記遠隔制御装置において備えられた対応する電気的接触要素を嵌合するように
適合された前記第２キャビティ内に備えられている前記電気的接触要素により、前記遠隔
制御装置の一部を受け入れるように適合された前記第２キャビティを規定し、；
　前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置に認証信号を与えるように適合された
認証要素を更に有する、
　ドッキングアセンブリ。
【請求項２】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオプロセッサは、
　（ａ）プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジャンル、楽曲及び作曲者の何れかの
総数；
　（ｂ）プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジャンル、楽曲及び作曲者の何れかの
名前；
　（ｃ）楽曲長さ、楽曲位置及び再生／一次停止／中止状態の何れかを示す現在の再生状
態；
　（ｄ）楽曲名、アーティスト名及びアルバム名の何れかを示す現在の楽曲状態；
　の何れかを表すビデオ信号を通信するように適合されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項３】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオプロセッサは、静止画を
実施するビデオ信号を通信するように適合されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項４】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオプロセッサは、動画を実
施するビデオ信号を通信するように適合されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項５】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオプロセッサは、前記第２
表示要素に送信されるようになっている画像を記憶するように適合されているフレームバ
ッファを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項６】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオプロセッサはマイクロプ
ロセッサと一体化されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項７】
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　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記オーディオ出力ポートは、前記
第１オーディオ増幅器にラインレベルアナログ信号を通信するように適合されている、ド
ッキングアセンブリ。
【請求項８】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記オーディオ出力ポートと通信状
態にあり、前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置から受信されるオーディオ信
号を増幅するように適合されている第２増幅器であって、該第２増幅器の出力レベルはボ
リューム入力信号に対応している、第２増幅器を更に有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項９】
　請求項８に記載のドッキングアセンブリであって、前記ボリューム入力信号は、前記無
線遠隔制御装置から、前記遠隔制御受信器により受信される、ドッキングアセンブリ。
【請求項１０】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記テレビジョン互換性ビデオ信号
はＮＴＳＣ信号及びＰＡＬ信号の何れかを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記テレビジョン互換性ビデオ信号
はディジタルビデオ信号を有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１２】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記テレビジョン互換性ビデオ信号
は高精細ビデオ信号を有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートはＳビデオコ
ネクタを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートは複数の複合
ビデオコネクタを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１５】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートはディジタル
ビジュアルインタフェース（ＤＶＩ）互換性コネクタを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１６】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートは高精細マル
チメディアインタフェース互換性コネクタを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１７】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートはＵｎｉｆｉ
ｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ互換性コネクタを有する、ドッキングアセン
ブリ。
【請求項１８】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記ビデオ出力ポートはＤｉｓｐｌ
ａｙＰｏｒｔ互換性コネクタを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項１９】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、ユニバーサルシリアルバスポートを
更に有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項２０】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、ネットワークインタフェースポート
を更に有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項２１】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、カメラインタフェースポートを更に
有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項２２】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、シリアルインタフェースポートを更
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に有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のドッキングアセンブリであって、前記シリアルインタフェースポー
トは、コンピュータ及び遠隔制御メディア装置の何れかとの相互接続を可能にするように
適合されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項２４】
　請求項２２に記載のドッキングアセンブリであって、前記シリアルインタフェースポー
トはＲＳ－２３２ポートを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項２５】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記一体型構造から遠隔的に備えら
れた無線受信器に対する有線接続のために適合されたポートを更に有する、ドッキングア
センブリ。
【請求項２６】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、モード選択スイッチを更に有する、
ドッキングアセンブリ。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のドッキングアセンブリであって、前記モード選択スイッチは、ユー
ザが好ましいビデオ出力フォーマットを選択することを可能にする、ドッキングアセンブ
リ。
【請求項２８】
　請求項２６に記載のドッキングアセンブリであって、前記モード選択スイッチは、ユー
ザがオーディオ出力モード及びビデオ出力モードの何れかを選択することを可能にする、
ドッキングアセンブリ。
【請求項２９】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、外部電源から前記電気的結合に電力
を導くように適合された少なくとも１つの電気回路要素を更に有する、ドッキングアセン
ブリ。
【請求項３０】
　請求項２９に記載のドッキングアセンブリであって、該ドッキングアセンブリは、（ａ
）前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置に電力供給する機能、（ｂ）前記可搬
型ディジタルメディア記憶及び再生装置に関連するバッテリを充電する機能、並びに（ｃ
）遠隔制御装置に関連するバッテリを充電する機能の何れかを実行するように適合されて
いる、ドッキングアセンブリ。
【請求項３１】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、交流電流を受け入れ、直流電流を出
力するように適合された関連スイッチング電源を更に有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項３２】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記一体型構造から突き出し、可搬
型ディジタルメディア記憶及び再生装置が前記電気的結合を嵌合するときに前記可搬型デ
ィジタルメディア記憶及び再生装置の少なくとも１つの面に適合された支持要素を更に有
する、ドッキングアセンブリ。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のドッキングアセンブリであって、前記支持要素はユーザ調整可能で
ある、ドッキングアセンブリ。
【請求項３４】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、遠隔制御受信器は前記一体型構造に
備えられている、ドッキングアセンブリ。
【請求項３５】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、無線ネットワークトランシーバを更
に有する、ドッキングアセンブリ。
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【請求項３６】
　請求項３５に記載のドッキングアセンブリであって、無線ネットワークトランシーバは
ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６及びＩＥＥＥ８０２．１５．１に準拠して
いる、ドッキングアセンブリ。
【請求項３７】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記認証要素は集積回路を有する、
ドッキングアセンブリ。
【請求項３８】
　請求項３７に記載のドッキングアセンブリであって、前記認証要素はメモリを有する、
ドッキングアセンブリ。
【請求項３９】
　請求項３８に記載のドッキングアセンブリであって、前記メモリは公開メモリ及び秘密
メモリを有する、ドッキングアセンブリ。
【請求項４０】
　請求項３７に記載のドッキングアセンブリであって、前記認証要素は、チャレンジ及び
応答認証スキームを実行するように適合されている、ドッキングアセンブリ。
【請求項４１】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記認証信号は、前記電気的結合を
介して前記可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置に供給される、ドッキングアセン
ブリ。
【請求項４２】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリであって、前記認証要素は再プログラム可能で
ある、ドッキングアセンブリ。
【請求項４３】
　請求項１に記載のドッキングアセンブリ及び遠隔制御装置を有するキット。
【請求項４４】
　請求項４３に記載のキット並びにオーディオ及びビデオ再生システムを有するエンター
テインメントシステム。
【請求項４５】
　請求項４４に記載のエンターテインメントシステムであって、前記第２表示要素は、テ
レビジョン、ＣＲＴモニタ、ＬＣＤモニタ、プラズマモニタ、投影モニタ及びディジタル
プロジェクタの何れかを有する、エンターテインメントシステム。
【請求項４６】
　請求項４４に記載のエンターテインメントシステムであって、前記可搬型ディジタルメ
ディア記憶及び再生装置はハードディスクである、エンターテインメントシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＭＰ３（即ち、ＭＰＥＧ－１オーディオレイヤ）オーディオファイ
ル、ＷＭＡ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）オーディオファイ
ル、ＭＰＥＧ－４マルチメディアファイル及びＱｕｉｃｋＴｉｍｅマルチメディアファイ
ルのようなディジタルメディアファイルをオンラインでダウンロードし、記憶し、再生す
るように用いられる携帯型ディジタルメディア記憶及び再生装置のためのアクセサリに関
する。更に具体的には、本発明は、種々の特徴において、次の機能、即ち、信号送信、信
号中継、遠隔制御、遠隔映像インタフェース、電力供給及び／又は充電、携帯型ディジタ
ル媒体記憶及び再生装置のための認証等の機能の何れかを備えている、好適に遠隔的に制
御可能な多機能ドッキングアセンブリ、並びに同様な機能に関する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の種類のメディアプレーヤは、世界中いたるところに存在し、１９５０年代の可搬
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型で単独のトランジスタラジオから、テープカセットプレーヤまで、コンパクトディスク
プレーヤまで、更に近年の、ユーザがディジタルメディアファイル（例えば、インターネ
ットサイトからのダウンロードにより）を得、後の選択的な再生のための種々の好適に圧
縮されたフォーマットの何れかにおいてプレーヤの記憶媒体にその同じディジタルメディ
アファイルを記憶することを可能にするディジタルメディア記憶及び再生装置まで、長年
に亘って、種々の形式を経て展開されてきている。
【０００３】
　好適なディジタルメディア記憶及び再生装置は、ディジタルメディアファイルを記憶す
るように、ハードドライバ及び／又はフラッシュメモリを用いている。Ａｐｐｌｅ社のｉ
Ｐｏｄ（登録商標）製品群、ｉＲｉｖｅｒ社のｉＲｉｖｅｒ（登録商標）製品群、Ｃｒｅ
ａｔｉｖｅ　Ｔｓｃｈｎｏｌｏｇｙ社のＮｏｍａｄ（登録商標）、Ｚｅｎ（登録商標）及
びＭｕＶｏ（登録商標）製品群、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍ
ｅｒｉｃａ社のＲｉｏ（登録商標）製品群、Ｄｅｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ社のＤＪ（登録
商標）製品群、ＲＣＡ／Ｔｈｏｍｓｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ社のＬｙｃａ（登録商標
）製品群、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社のＹｅｐｐ’（登録商標）及びｎ
ｅＸｕｓ（登録商標）製品群を含む多くのディジタルメディア記憶及び再生装置を購入し
て用いることができる。約１０００又はそれ以上の商業再生長オーディオファイルの記憶
を可能にする種々の容量及びモデルを有するそれらの装置が一般的になっている。実質的
な記憶容量が、セキュアディジタル又はコンパクトフラッシュ（登録商標）等のフォーマ
ットのフラッシュメモリーカードの取り外しを可能にする特定のモデルにより、ハードデ
ィスク及び／又はフラッシュメモリの存在により提供されている。高機能なディスプレイ
を有するディジタルメディア記憶及び再生装置のモデルは更に、画像ファイル及び／又は
映像ファイルを記憶及び再生することができる。
【０００４】
　上記の種類のメディア記憶及び再生装置は、それらの携帯性のためにバッテリに依存し
、一般に、個人的な楽しみのためにヘッドフォンを接続することが可能であるヘッドフォ
ンジャックを備えている。
【０００５】
　それらの装置の携帯性及び使用容易性にとって必要なものとして、生体型ディジタルメ
ディア記憶及び再生（“ＰＤＭＳＰ”）装置の小さいサイズ及び軽量の特徴に関連する１
つの課題はバッテリの寿命である。他の課題は、ヘッドフォンを備えたＰＤＭＳＰ装置自
体の特徴である。ＰＤＭＳＰ装置は、ビデオプレーヤ及びスピーカを備えることが可能で
あるが、その小さいサイズ及び軽量の特徴は、ディスプレイ及びスピーカのサイズを制限
することであり、そのことは、例えば、部屋又は乗用車の座席において、ＰＤＭＳＰ装置
から、複数の人間のグループに音声又は映像をユーザが送信しようとするとき、好ましく
ない。
【０００６】
　従来のＰＤＭＳＰ装置に関連する他の制限は、メディアファイルをロードし、購入し、
組織化する主要インタフェースとしてのパーソナルコンピュータへのそれらの依存である
。経理担当者から個人のコンピュータへとは別に、そのような装置はしばしば、オフィス
等の仕事について設計された部屋のためにあつらえられ、そしてその部屋内に設置され、
例えば、リビングルーム又はホームシアター等のレクリエーションのために設計された部
屋のためにあつらえられ、そしてその部屋内に設置されたマルチメディア（例えば、テレ
ビ、オーディオ及び通信）エンターテインメント装置と結合されるのに困難ではない。パ
ーソナルコンピュータの所有者は、保存のためにマルチメディアファイルを購入又は組織
化し、ＰＤＭＳＰ装置において視聴することによりくつろぐが、電子メールメッセージが
コンピュータに届くときに、電子メールメッセージをチェックする誘惑を回避するように
、完全に処理することを回避するように望むかも知れない。更に、リビングルーム及びホ
ームシアター等の娯楽室の家具は通常、オフィスの椅子に比べて、より心地よく、快適で
ある。それ故、娯楽室で用いるために適切であり、パーソナルコンピュータの使用を必要
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としないようなアクセサリを備えたＰＤＭＳＰ装置とインタフェースをとるための高機能
アクセサリ装置は望ましいものである。
【０００７】
　従来のＰＤＭＳＰ装置に関連する他の制限は、電話コール等の可能性のある重要な介入
に対してユーザに警告する偶然の困難性に繋がる、集中したエンターテインメント性であ
る。会話によって気を散らすことを最小化するように、着信を受信するかどうか、及びメ
ディア再生を一時停止する又はミュートしている間に通話の受け入れを都合良く開始する
かどうかをユーザが迅速に決定することを可能にする着信コールのような潜在的な中断の
存在について、ＰＤＭＳＰのユーザに、アクセサリ装置が警告することができることは望
ましいことである。
【０００８】
　種々のアクセサリが、ＰＤＭＳＰ装置の使用のために開発されてきた。ＰＤＭＳＰ装置
のメーカー及び購入者にとって、そのような装置と装置に接続されるように意図されたア
クセサリとの間の相互動作性を確実にする及び／又は調整することは望ましいことである
。例えば、ＰＤＭＳＰ装置が、未知の評判を与えるひとによりもたらされる不確かな品質
のアクセサリ装置と接続されるとき、ＰＤＭＳＰ装置の相手先ブランド製造者は、動作に
おける問題又はハードウェアの故障のためにもたらされる可能性がある保証要求及び／又
は評判を損なうことを回避したいと思う。アクセサリを購入することなく及び可能な“困
難な方法”を学ぶことなく、即ち、アクセサリの故障又はＰＤＭＳＰ装置の損傷により、
アクセサリ装置の品質をエンドユーザが判定することは困難である。更に又は代替として
、ＰＤＭＳＰ装置ＯＥＭは、そのようなアクセサリを製造する権利を第３パーティーにラ
イセンス供与することにより又はアクセサリ自体を製造することにより、付加的な収益を
もたらすように、ＰＤＭＳＰ装置とのアクセサリの相互動作性を調節したいと思う。コネ
クタ等のメーカー独自のインタフェース構成要素の好ましい第３パーティアクセサリメー
カーに使用権を供与することによる制約は、この点について、ＰＳＭＳＰ装置ＯＥＭに対
してある程度の制御を提供するが、そのような駆け引きは、そのようなインタフェース接
続をコピーすることにより比較的容易に、ライセンス供与されていないパーティーにより
回避される可能性がある。
【０００９】
　従って、可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置と共に用いる改善されたアクセサ
リについての要請が存在している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１特徴においては、少なくとも１つのスピーカを駆動するように適合された
テレビジョン互換性第２表示要素及び第１オーディオ増幅器を有するオーディオ及びビデ
オ再生システムと第１表示要素を有する可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置との
インタフェーシングで用いるように適合されたドッキングアセンブリは、可搬型ディジタ
ルメディア記憶及び再生装置を嵌合するように適合された電気的結合部と、その電気的結
合部を介して可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置と通信するように適合されたマ
イクロプロセッサと、無線遠隔制御装置から入力信号を受信し、マイクロプロセッサに出
力信号を供給するように適合された遠隔制御受信器と、第１オーディオ増幅器にオーディ
オ信号を通信するように適合されたオーディオ出力ポートと、第２表示要素にテレビジョ
ン互換性ビデオ信号を通信するように適合されたビデオ出力と、マイクロプロセッサと通
信状態にあるビデオプロセッサであって、第２表示要素による表示のために可搬型ディジ
タルメディア記憶及び再生装置から受信された信号を示すテレビジョン互換性ビデオ信号
をビデオ出力ポートに通信するように適合された、ビデオプロセッサと、一体構造体であ
って、電気的結合部、マイクロプロセッサ、オーディオ出力ポート、ビデオ出力ポート及
びビデオプロセッサがその一体構造体内に又は一体構造体において備えられている、一体
構造と、を有する。
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【００１１】
　本発明の他の特徴においては、（Ａ）第１ディスプレイ要素を有する電話携帯用ディジ
タルメディア記憶及び再生装置の（Ｂ）少なくとも１つのスピーカを駆動するように適合
された第１オーディオ増幅器を有するメディア再生システムとのインタフェーシングで用
いるように適合されたドッキングアセンブリは、可搬型ディジタルメディア記憶及び再生
装置を嵌合するように適合された電気的結合部と、その電気的結合部を介して可搬型ディ
ジタルメディア記憶及び再生装置と通信するように適合されたマイクロプロセッサと、無
線遠隔制御装置からの入力信号を受信し、マイクロプロセッサに出力信号を供給するよう
に適合された遠隔制御受信器と、第１オーディオ増幅器にオーディオ信号を通信するよう
に適合されたオーディオ出力ポートと、（ｉ）電話式可搬型ディジタルメディア記憶及び
再生装置と（ｉｉ）遠隔制御装置との間で電話信号を無線で通信するように適合された電
話再放送トランシーバと、を有する。
【００１２】
　本発明の他の特徴においては、（Ａ）電話式可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装
置の（Ｂ）少なくとも１つのスピーカを駆動するように適合された第１オーディオ増幅器
を有するメディア再生システムとのインタフェーシングで用いるように適合されたドッキ
ングアセンブリは、可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を嵌合するように適合さ
れた電気的結合部と、その電気的結合部を介して可搬型ディジタルメディア記憶及び再生
装置と通信するように適合されたマイクロプロセッサと、無線遠隔制御装置からの入力信
号を受信し、マイクロプロセッサに出力信号を供給するように適合された遠隔制御受信器
と、第１オーディオ増幅器にオーディオ信号を通信するように適合されたオーディオ出力
ポートと、電話携帯用ディジタルメディア記憶及び再生装置から遠隔制御装置に電話信号
を示す信号を無線で通信するように適合された信号送信器と、を有する。
【００１３】
　本発明の他の特徴においては、電話式可搬型ディジタルメディア記憶装置、メディア再
生システム、及び電話式可搬型ディジタルメディア記憶装置のメディア再生システムとの
インタフェーシングで用いるように適合されたドッキングアセンブリの何れかを制御する
ように適合された遠隔制御装置は、ドッキングアセンブリからの電話信号を受信するよう
に適合された無線信号受信器と、受信された電話信号を表す可聴信号を再生するように適
合されたスピーカと、音声出力電気信号を生成するように適合された音声トランスデュー
サと、音声トランスデューサに通信可能であるように結合され、音声出力電気信号を表す
電話信号を送信するように適合された第１無線信号送信器と、ドッキングアセンブリに制
御信号を供給するように適合された第２無線信号送信器と、信号受信器、スピーカ、第１
信号送信器及び第２信号送信器の何れかに電力を供給するのに適する電荷蓄積要素と、を
有する。
【００１４】
　本発明の他の特徴においては、ダウンロード及び転送のためのディジタルメディアファ
イルを選択する方法であって、（Ｉ）遠隔制御可能ドッキングアセンブリを介して、（Ａ
）第１表示要素を有する可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を（Ｂ）少なくとも
１つのスピーカを駆動するように適合された第１オーディオ増幅器及びテレビジョン互換
性第２表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムと通信可能であるように結合
するステップであって、ドッキングアセンブリは、（ｉ）第２表示要素にテレビジョン互
換性ビデオ信号を通信するように適合されたビデオ出力ポートと、（ｉｉ）第２表示要素
による表示のために可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置から受信した信号を表す
テレビジョン互換性ビデオ信号をビデオ出力ポートに通信するように適合されたビデオプ
ロセッサと、を有し、ドッキングアセンブリは関連する遠隔制御器を有する、ステップと
、（ＩＩ）ディジタルメディア記憶及び再生装置へのダウンロード又は転送を使用可能で
あるように、（ａ）ディジタルメディアファイル及び（ｂ）ディジタルメディアファイル
鍵の何れかを表す情報を第２表示要素に表示するステップと、（ＩＩＩ）遠隔制御器を用
いて、ディジタルメディアファイル及びディジタルメディアファイル鍵の何れかのダウン
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ロード又は転送を選択するステップと、を有する。
【００１５】
　本発明の他の特徴においては、少なくとも１つのディジタルメディアを選択する方法は
、プレイリストに加えて、（Ｉ）遠隔的に制御可能なドッキングアセンブリを介して、（
Ａ）第１表示要素を有する可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を（Ｂ）テレビジ
ョン互換性第２表示要素及び少なくとも１つのスピーカを駆動するように適合された第１
オーディオ増幅器を有するオーディオ及びビデオ再生システムを通信可能であるように結
合するステップであって、ドッキングアセンブリは、テレビジョン互換性ビデオ信号を第
２表示要素に通信するように適合された（ｉ）ビデオ出力ポート、及び第２表示要素によ
る表示のために可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置から受信された信号を表すテ
レビジョン互換性ビデオ信号をビデオ出力ポートに通信するように適合された（ｉｉ）ビ
デオプロセッサを有する、ステップと、（ＩＩ）少なくとも１つのディジタルメディアフ
ァイルを表す第２表示要素情報を表示するステップと、（ＩＩＩ）遠隔制御器を用いて、
少なくとも１つのメディアファイルをプレイリストへの付加又はそのプレイリストからの
削除を選択するステップと、を有する。
【００１６】
　本発明の他の特徴においては、ドッキングアセンブリは、電気結合要素及び電荷蓄積要
素を有するＰＤＭＳＰ装置に結合可能であり、ドッキングアセンブリは、（Ａ）支持要素
及び電気コネクタを有する本体であって、支持要素は、可搬型ディジタルメディア記憶及
び再生装置の少なくとも一部を受け入れるように適合され、電気コネクタは、可搬型ディ
ジタルメディア記憶及び再生装置の少なくとも一部を支持要素が受け入れるときに、電気
的結合を同時に確実にするように適合された、本体と、（Ｂ）（ｉ）可搬型ディジタルメ
ディア記憶及び再生装置に電力供給することと、（ｉｉ）電荷蓄積要素を充電することの
何れかのために、外部の電源から少なくとも１つの電気的結合に電力を導くように適合さ
れた少なくとも１つの電気回路要素と、（Ｃ）増幅器及び少なくとも１つのスピーカを有
するメディア信号再生システムに可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置により再生
されるディジタルメディアコンテンツを表す信号を通信するように適合された少なくとも
１つの通信要素であって、メディア再生システムは、ユーザ感知可能形式でディジタルメ
ディアコンテンツを表す信号を再生するように適合されている、通信要素と、を有する。
そのような実施形態は更に、ユーザ感知可能表示要素の動作を制御するように適合された
回路を有することが可能である。
【００１７】
　本発明の他の特徴は、上記の装置及び方法への複数の認証要素及びステップの付加に関
する。
【００１８】
　本発明の他の特徴においては、上記の特徴の何れかは、付加的利点のために組み合わさ
れることが可能である。
【００１９】
　他の特徴においては、本発明の特徴及び実施形態については、以下の詳細説明及び同時
提出の特許請求の範囲により更に十分に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】テレビジョン互換性表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムと可搬
型ディジタルメディア記憶及び再生装置をインタフェースするのに用いるように適合され
、遠隔制御器を介して制御可能であるドッキングアセンブリのブロック図であって、それ
らの要素の組み合わせはエンターテインメントシステムを有する、ブロック図である。
【図２Ａ】電話式携帯ディジタルメディア記憶及び再生装置の正面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの電話式携帯ディジタルメディア記憶及び再生装置の底面図である。
【図３】電話式携帯ディジタルメディア記憶及び再生装置を受け入れるように適合された
ドッキングアセンブリで用いる遠隔制御器であって、一体型電話リレートランシーバ、マ
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イクロフォン及びスピーカを有する、遠隔制御器の模式図である。
【図４Ａ】図３の遠隔制御装置の正面図である。
【図４Ｂ】図４Ａの遠隔制御装置の底面図である。
【図５】テレビジョン互換性表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムにより
、無線遠隔制御器（図４Ａ及び４Ｂの制御器）を介して、及び可搬型ディジタルメディア
記憶及び再生装置（図２Ａ及び２Ｂの可搬型ディジタル記憶及び再生装置のような）をイ
ンタフェーシングするのに用いるように適合された制御可能なドッキングアセンブリの斜
視図である。
【図６】図５のドッキングアセンブリの左側側面図である。
【図７】図２Ａ及び２Ｂの可搬型ディジタルメディア記憶並びに再生装置及び図４Ａ及び
４Ｂの遠隔制御装置に結合した図５及び６のドッキングアセンブリの正面図である。
【図８】本発明に従った遠隔制御式ドッキングアセンブリと可搬型ディジタルメディア記
憶及び再生装置とにより、及びそれらの間で利用可能である認証スキームのための機能ブ
ロック図である。
【図９Ａ】本発明に従ったドッキングアセンブリからの信号を受信し、可搬型ディジタル
メディア記憶及び再生装置を有するテレビジョン互換性表示要素から収められた第１スク
リーンショットであって、スクリーンの中央右部分にウェルカムメニューを示している、
第１スクリーンショットである。
【図９Ｂ】本発明に従ったドッキングアセンブリからの信号を受信し、可搬型ディジタル
メディア記憶及び再生装置を有するテレビジョン互換性表示要素から収められた第２スク
リーンショットであって、スクリーンの上部分に、ディジタルメディアファイルアーティ
スト名、歌のタイトル、アルバム名、歌の再生位置及び歌の長さの情報を、そしてスクリ
ーンの中央右部分に設定メニューを示している、第２スクリーンショットである。
【図９Ｃ】本発明に従ったドッキングアセンブリからの信号を受信し、可搬型ディジタル
メディア記憶及び再生装置を有するテレビジョン互換性表示要素から収められた第３スク
リーンショットであって、スクリーンの中央右部分に音楽メニュー（プレイリスト、アー
ティスト、アルバム、歌、ジャンル、作曲者及びソングブックのサブメニュー）を示して
いる、第２スクリーンショットである。
【図１０】ディジタルメディアファイルを購入するために、及び／又は可搬型ディジタル
メディア記憶装置にダウンロード又は転送するために、開示されている遠隔制御器及び遠
隔制御ドッキングアセンブリを用いる方法の複数のステップのフロー図である。
【図１１】可搬型ディジタルメディア記憶装置で利用可能なディジタルメディアファイル
のプレイリストを生成する、修正する及び記憶するように、ここで開示されている遠隔制
御器お余地遠隔制御ドッキングアセンブリを用いる方法の複数のステップのフロー図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　特定の特徴において、本発明は、可搬型ディジタルメディア記憶（ＰＤＭＳＰ）及び再
生装置の有用性を著しく増加させる可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置のための
遠隔制御ドッキングアセンブリを有する。本発明に従ったドッキングアセンブリは、好適
には、パーソナルコンピュータを用いる必要なく、ＰＤＭＳＰ装置とテレビジョン互換性
表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムとの間の遠隔制御可能インタフェー
スとしての役割を果たす一方、ＰＤＭＳＰ装置に電力供給する及び／又はそのＰＤＭＳＰ
装置を充電する。静止環境（例えば、家庭）又は移動型環境に備えられることが可能であ
るオーディオ及びビデオ再生システムは、音楽、写真、ビデオ、ゲーム等のディジタルメ
ディアファイルを、多くの人間が感知可能である形式で再生可能であるようにする。ＰＤ
ＭＳＰ装置についての主インタフェースとしてパーソナルコンピュータからエンターテイ
ンメントシステムに移動させることにより、ＰＤＭＳＰ装置の魅力は、主要ユーザのみの
楽しさのためにかなり拡大するばかりでなく、複数のユーザのグループと楽しさの経験を
共有することができる。
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【００２２】
　種々の実施形態が、例えば、電話通信、遠隔制御メディアファイルの購入及び組織化並
びに装置認証能力等の付加能力を提供する。特定の実施形態に備えられている更なる特徴
は、有線又は無線ネットワーク接続性、改善された遠隔制御構成要素と他のメディアシス
テム装置のための遠隔制御部との相互接続性、並びにビデオ電話式能力を有する。
【００２３】
　図１は、遠隔制御器（好適には、無線遠隔制御器であるが、有線遠隔制御器を用いるこ
とも可能である）を介して、並びに、テレビジョン互換性表示要素５、（オーディオ）増
幅器４及び少なくとも１つのスピーカ６を有するオーディオ及びビデオ再生システム２と
、可搬型ディジタルメディア記憶（ＰＤＭＳＰ）装置をインタフェーシングするのに用い
るように適合された、遠隔制御ドッキングアセンブリ１０を有するシステム９９を示して
いる。ＰＤＭＳＰ装置８０は、バッテリ又は他の電荷蓄積要素８１と、典型的には、専用
ＬＣＤディスプレイ又は専用ＬＥＤディスプレイである第１ディスプレイ要素８２と、を
有する。第１表示要素８２による表示のためにＰＤＭＳＰ装置８０において通信される信
号は、典型的には、専用の第１表示要素８２のためにフォーマットされ、そのような信号
は、典型的には、テレビジョン互換性ではないものである。ＰＤＭＳＰ装置８０は、ハー
ドディスクドライブ及び／又はフラッシュメモリ等のオンボードメモリ要素を有し、好適
には、種々のフォーマットのディジタルオーディオ及びビデオファイルを記憶する及び再
生するように適合される。ＰＤＭＳＰ装置８０は、好適には、ＰＤＭＳＰ装置８０に電力
供給する及び／又はそのＰＤＭＳＰ装置８０を充電するための並びに通信有用性を備える
ためのインタフェースを提供するように適合された少なくとも１つの電気コネクタ（図２
Ｂに示すコネクタ１９０のような）を有する。ＰＤＭＳＰ装置８０とドッキングアセンブ
リ１０との間の通信はまた、ドッキングアセンブリ１０内に又はドッキングアセンブリ１
０において任意に備えられているヘッドフォン又は補助入力ポート１５を介して提供され
ることが可能である。そのような補助入力ポート１５は、ドッキングアセンブリ１０が広
範の異なる可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置と共に機能するようにする。一実
施形態においては、補助入力ポート１５は、オーディオ信号及びビデオ信号の両方を受信
するように適合された直径３．５ｍｍの雌ポートを有する。
【００２４】
　単一本体構造（図５及び６に示す本体構造２１０Ａのような）を好適に有するドッキン
グアセンブリ１０は、バッテリ又は他の電荷蓄積要素５１と関連付けられた遠隔制御器５
０を有する。ドッキングアセンブリ１０は、内部アンテナ又は外部アンテナ（図示せず）
を有することが可能である。無線の場合、遠隔制御器５０が、電磁スペクトルの何れかの
好ましい周波数で動作するように適合されることが可能である。例えば、無線遠隔制御器
５０は、赤外線送信器及び／又は無線周波数（ＲＦ）送信器を有することが可能である。
一実施形態における動作可能ＲＦ周波数は、約８００ＭＨｚ乃至約１０ＧＨｚの範囲内の
周波数を有することが可能である。必要な帯域幅の無線通信のために適切な何れかの好ま
しい周波数が用いられることが可能である。
【００２５】
　ドッキングアセンブリ１０は、無線遠隔制御器５０の１つ又はそれ以上の対応するコネ
クタと結合するように適合される１つ又はそれ以上の結合を任意に有する少なくとも１つ
の電気的結合と共に、ＰＤＭＳＰ装置８０の１つ又はそれ以上の対応するコネクタと結合
するように適合された少なくとも１つの電気的結合１２を有する。少なくとも１つの電気
的結合１２は、好適には、ＰＤＭＳＰ装置８０と結合するように適合された少なくとも１
つの結合と、無線遠隔制御器５０と結合するように適合された少なくとも１つの結合とを
有する。それらの少なくとも１つの結合の何れかの結合は、ＰＤＭＳＰ装置８０又は遠隔
制御器５０のうちの一を受け入れるように適合された凹部（例えば、図５に示す凹部２７
２）内に突き出す又は配置されることが可能であり、又は、ドッキングアセンブリ１０の
上部表面（例えば、図５及び６に示す上部表面２１１Ｃ）に関して高くされることが可能
である。
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【００２６】
　図示しているように、ドッキングアセンブリ１０は、好適には、ドッキングアセンブリ
１０の露出された前面（例えば、図５乃至７に示す前面２１１Ａ）に備えられた無線遠隔
受信器１４を有する。（他方、遠隔制御器５０は、有線遠隔制御器である場合に、無線遠
隔受信器１４は削除されることが可能であると理解され、遠隔制御器５０は無線であるこ
とが好適である。）ドッキングアセンブリ１０は、二次遠隔無線受信器３８（例えば、無
線周波数受信器又は赤外線受信器）が通信可能であるように結合されることが可能である
遠隔無線受信器ポート２２を更に有することが可能である。そのような二次遠隔無線受信
器３８は、好適には、無線遠隔制御器５０と同じ周波数又は周波数範囲で動作する。ただ
し、遠隔制御器５０に対して信号受信するように近接して二次遠隔無線受信器３８を位置
付けることは、ドッキングアセンブリ１０が、又は無線遠隔制御器５０に近接して（又は
、それの視野において）必ずしも備えられていないキャビネット又はクロゼット内のよう
な何れかの簡便な又は美的に満足できる環境下にある種々のメディアシステム構成要素と
共に位置付けられるようにする。
【００２７】
　オーディオ及びビデオ再生システム２（例えば、増幅器及びＣＤ又はＤＶＤチャージャ
等の種々のメディアプレーヤ装置のような構成要素であるが、それらに限定されるもので
なく）に関連する構成要素又はパーソナルコンピュータ等の付加構成要素の改善された遠
隔制御能力又はそれらとの通信能力を備えるように、ドッキングアセンブリ１０は、種々
の他のメディアシステム装置３９との通信を可能にする有線遠隔ポート２３を更に有する
ことが可能である。有線遠隔ポート２３は、好適には、シリアルインタフェースを備えて
いる。例えば、有線遠隔ポート２３は、ＥＩＡ２３２（以前の、ＲＳ－２３２）規格に従
った及びドッキングアセンブリ１０に対して遠隔的に備えられる他のメディア又は演算装
置との通信を可能にする。当業者が容易に理解することができるような他の通信プロトコ
ルを用いることが可能である。他の独立して制御可能なメディアシステム装置３９と相互
接続される有線遠隔ポート２３を用いることにより、ドッキングアセンブリの少なくとも
特定の機能が、ドッキングアセンブリ１０と共に用いるように特に適合された無線遠隔制
御器５０以外の無線遠隔制御器により制御されることを可能にする。
【００２８】
　ドッキングアセンブリ１０と種々のデータ又はメディアネットワーク４０との間の通信
は、有線手段又は無線手段により供給されることが可能である。例えば、ドッキングアセ
ンブリ１０は、用いられるケーブル及び通信規格に対して適切である適切なケーブルター
ミネータ及び何れかのフィルタ又は電子通信装置（例えば、モデム、マルチプレクサ、ト
ランシーバ及び／又はトランスデューサ）を好適に有する少なくとも１つの（有線）ポー
ト２５を有することが可能である。一実施形態においては、そのポート２５は、ワールド
ワイドウェブ及びインターネット等の分散ネットワークへの接続性を好適に有する通信ネ
ットワーク４０と共に使用するために、イーサネット（登録商標）、高速イーサネット（
登録商標）、ギガビットイーサネット（登録商標）、１０ギガビットイーサネット（登録
商標）又は他の演算装置に標準の通信プロトコルについて適合される。他の実施形態にお
いては、ポート２５は、同軸ケーブルレセプタクル及びケーブルモデム又は光ファイバレ
セプタクル及びマルチプレクサ／デマルチプレクサを有し、ケーブル又は衛星通信（例え
ば、テレビジョン）プロバイダの双方向型メディアネットワーク等の演算又はメディアネ
ットワークと共に用いるように適合される。他の実施形態においては、ポート２５は、電
話通信ネットワークと通信可能であるように、電話ケーブルレセプタクル及び電話モデム
及び／又は直接加入者回線（ＤＳＬ）を有する。
【００２９】
　特定の実施形態においては、ドッキングアセンブリ１０は、インターネット及び／又は
ワールドワイドウェブに結合可能である無線ネットワーク４１と通信するように適合され
る一体型無線ネットワークトランシーバ１９を有することが可能である。無線ネットワー
ク４１は、ドッキングアセンブリ１０に関連するドッキングアセンブリ１０とドッキング
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されるＰＤＭＳＰ装置８０とネットワークとの間の若しくはメモリ要素４４（例えば、Ｎ
ＡＮＤメモリ又は他のフラッシュメモリ）とネットワークとの間のディジタルメディアフ
ァイル、ディジタルメディアファイルキー等の無償の又は有償の転送を可能にする、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６に準拠した（ＷｉＭａｘ）ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠
した（Ｗｉ－Ｆｉ）ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５．１に準拠した（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ）ネットワーク、若しくは類似する又は同等のネットワーク等の無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）を有することが可能である。そのようなネットワーク４１は
、関連するオーディオ及び／又はビデオ再生システムを有するネットワーク接続可能遠隔
装置（図示せず）にネットワーク４１全体的にＰＤＭＳＰ装置８０により再生される（即
ち、ドッキングアセンブリ１０にドッキングされるときに）記憶されているディジタルメ
ディアコンテンツをストリーミングする能力を更に有することが可能である。例えば、Ｐ
ＤＭＳＰ装置８０は、ドッキングアセンブリ１０において局所的に備えられているオーデ
ィオ及び／又はビデオ再生システムを有する特定の設備（例えば、家庭又はオフィス）に
おける第１部屋の第１位置におけるドッキングアセンブリ８０とドッキングされることが
可能である一方、メディアコンテンツは、第２オーディオ及びビデオ再生システム（図示
せず）を介する再生のために、その設備の外側の設備の第２部屋において、又は遠隔設備
において備えられている適切な受信装置（図示せず）に無線ネットワーク受信器１９及び
ネットワーク４１を介して同時に放送される。ドッキングアセンブリ１０は、無線ネット
ワークトランシーバ１９と共に用いるように適合された内部アンテナ又は外部アンテナ（
図示せず）を有することが可能である。一体型無線トランシーバ１９を有することの代替
として、有線ネットワークポート２５が、同じ又は同等の無線通信能力を備える別個の無
線トランシーバ（図示せず）と接続するように適合されることが可能である。
【００３０】
　ドッキングアセンブリ１０は、パーソナルコンピュータ又は他のネットワーク装置（図
示せず）を有する他のＵＳＢ対応ネットワーク（例えば、ネットワーク４０）又はＵＳＢ
対応装置との接続を可能にするＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポ
ート２５を更に有することが可能である。ＵＳＢポートは、ドッキングアセンブリ及び／
又はネットワーク装置としてそのドッキングアセンブリにドッキングされる何れかのＰＤ
ＭＳＰ装置８０を表示するように構成されることが可能であり、ＰＤＭＳＰ装置８０と相
互接続されるパーソナルコンピュータ又はネットワーク装置（図示せず）との間のメディ
アファイル、データ及び動作可能なプログラム又はアプリケーションの転送を可能にする
。ＵＳＢポート２５は更に、例えば、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ又は専用診断用装
置（図示せず）等の周辺装置と共にドッキングアセンブリ１０の構成、更新又はトラブル
シューティングを可能にするように用いられることが可能である。
【００３１】
　一実施形態においては、ドッキングアセンブリ１０は、電話式に可能な遠隔装置（例え
ば、図３並びに図４Ａ及び４Ｂに示している電話式遠隔制御器１５０）と電話式ＰＤＭＳ
Ｐ装置（図２Ａ及び２Ｂに示す電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０のような）との間の電話信号
を再放送可能であるように適合された無線電話受信器１８を有する。そのような電話式Ｐ
ＤＭＳＰ装置は、好適には、無線（例えば、セルラー）電話能力を有し、電話コールの送
信又は受信、電子メール又はテキストメッセージ等のデータの送信又は受信無線データネ
ットワークへの接続等の種々の従来の可搬型電話の機能の何れかを実行するように適合さ
れる。無線電話トランシーバ１８との関連における用語“再放送”は、電話式ＰＤＭＳＰ
装置１８０から無線電話式装置（例えば、電話式遠隔制御器１５０）に入来電話信号を送
信する又は中継する、及び転送するための無線電話式装置から電話式ＰＤＭＳＰ装置の送
信部分への入来信号を同様に受信する能力のことをいう。ドッキングアセンブリ１０に関
連する無線電話（再放送）トランシーバ１８は、好適には、電話式遠隔制御装置（例えば
、装置１５０）に関連する電話受信器１５８と同じ周波数又は複数の周波数で動作する。
何れかの適切な周波数領域が、アナログ又はディジタルで、そして固定周波数又は広がっ
たスペクトルで用いられることが可能である。好適には、そのようなトランシーバ１８、
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１５８は、特に、９００ＭＨｚ、１．９ＧＨｚ及び５．８ＧＨｚの何れかの周波数を有す
る約８００ＭＨｚ乃至約１０ＧＨｚの範囲内の周波数で動作する。これに関連する用語“
トランシーバ”は、同じ装置（例えば、ＰＤＭＳＰ装置又は遠隔制御装置）に存在する送
信器及び受信器の何れかの組み合わせのことをいい、それらの組み合わせがマイクロチッ
プレベルで集積されているか否かに拘わらない。ドッキングアセンブリ１０に関連する無
線電話トランシーバ１８は、それ故、電話式ＰＤＭＳＰ装置（例えば、ＰＤＭＳＰ装置１
８０）から電話式化可能な遠隔装置（例えば、電話式遠隔制御器１５０）への継ぎ目のな
いユーザ入力及び出力電話機能を転送する一方、ＰＤＭＳＰ装置は、少なくとも１つの電
気的結合１２及び結合されたコネクタ１８０を介して好適に経路付けられるドッキングア
センブリ１０とＰＤＭＳＰ装置との間の信号により、ドッキングアセンブリ１０とドッキ
ングされる。そのような電話式機能の転送は、ＰＤＭＳＰ装置が、オーディオ通信又はデ
ータ通信をスクリーニングする、送信する及び／又は受信するように、ドッキングアセン
ブリ１０から検索される又はドッキング解除される必要はないため、ユーザに対してかな
りの簡便さを提供することができる。
【００３２】
　好適には、電話式遠隔装置（例えば、装置１５０）への電話式再放送トランシーバ１８
により通信される電話信号は、ユーザが入来コールを受け入れるかどうかを評価すること
を可能にするように、入来コールの存在をユーザに報知するのに及びコーラーについて識
別するのに十分な報知信号及びコーラー識別情報を有する。好適には、ディスプレイ（例
えば、図３に示すディスプレイ１５２）を有する電話式遠隔装置は、好適には、少なくと
も１つの通信（例えば、コール）報知要素を有する。通信報知要素は、何れかのユーザ知
覚可能報知信号を供給することが可能であり、電話コール、テキストメッセージ、電子メ
ールメッセージ、ビデオメッセージ、ビデオ会議招集の知らせ、ディジタルメディアファ
イル等のような入来通信又は受信された（及び記憶されている通信）の、何れかの視認可
能報知、可聴報知及び／又は震動性報知又は他の感知可能報知を供給することが可能であ
る。視認可能報知は、表示装置１５２（又は、表示装置の一部）及び専用ＬＥＤ１５６（
図３に示す）の何れかを又は何れかの他の適切な視認可能報知要素を介して供給されるこ
とが可能である。可聴報知は、スピーカ１６６（図３に示す）、又はリンガのような専用
の可聴報知要素により供給されることが可能である。入来コールの報知時に、ユーザは、
ユーザ入力要素１５７をアクティブにすることによりそのコールを受け入れるように選ぶ
ことが可能である。ユーザは、コールが位置付けられる又は受信されるときに、ＰＤＭＳ
Ｐ装置に記憶されている何れかのディジタルメディアの再生を任意に一時停止する又はミ
ュートするユーザ入力を更に用いることが可能である。
【００３３】
　好適には、ディジタルメディアファイルは、電話式ＰＤＭＳＰ装置により再生される又
は電話式ＰＤＭＳＰ装置に記憶されることが可能である一方、電話式ＰＤＭＳＰ装置（例
えば、装置１８０）は電話信号を送信する又は受信する（即ち、ユーザが電話コールに関
わる）ことを可能にし、ドッキングアセンブリ１０は、同時に、ＰＤＭＳＰと遠隔電話式
装置（例えば、遠隔制御装置１５０）との間の電話信号の再放送可能通信に関わる。
【００３４】
　好適な実施形態においては、無線電話トランシーバ１８は、電話式機能及び遠隔制御機
能が互いから独立して実行されることを可能にするように、異なる周波数で動作するそれ
らの要素により、無線遠隔受信器１４から区別可能である。他の実施形態においては、無
線遠隔受信器１４は、共通の周波数領域を用いて電話式機能及び遠隔制御機能により、無
線電話トランシーバ１８（又は少なくともその無線電話トランシーバ１８の受信部分）と
一体化されることが可能である。そのような実施形態は、ドッキングアセンブリ１０及び
電話式遠隔制御器１５０（図３及び図４Ａ、４Ｂに示している）のコストの削減及びサイ
ズの減少を促進することが可能である。
【００３５】
　カメラポート２６は、カメラ装置４２の相互接続を可能にするように、ドッキングアセ
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ンブリ１０に備えられ、例えば、テレビ電話について有用である、及び／又はドッキング
アセンブリ１０に関連するＰＤＭＳＰ装置８０及び／又はメモリ装置４４（例えば、ハー
ドドライブ、フラッシュメモリ又は他の適切なメモリフォーマット）での記録についての
イベントのビデオ映像を捕捉するようにすることが可能である。カメラ装置４２は、ドッ
キングアセンブリ１０に一体化されることが可能であり、より好適には、カメラ装置４２
は、好ましい最終使用のための何れかの適切な位置にカメラ装置４２を位置付けることを
可能にするように、ドッキングアセンブリ１０から分離される。一実施形態においては、
カメラ装置４２は、無線カメラ装置（図示せず）と共に用いる無線受信器を有し、それ故
、好ましい最終使用のためのカメラ設置において改善された自由度を提供することができ
る。カメラ装置４２は、好適には、テレビ電話を可能にするように、従来の電話ネットワ
ーク又はセルラーネットワーク等のネットワークにおける通信について適切である圧縮デ
ータフォーマットを出力するように適合されている。好適な実施形態においては、カメラ
装置４２の出力フォーマット及び／又はデータ出力レートは、利用可能なメモリ、ネット
ワーク制限及び／又は好ましい最終使用に対して適切に調整された出力を提供するように
、ユーザ設定可能である。
【００３６】
　一実施形態においては、電話遠隔制御器はカメラ（例えば、ビデオカメラ）を有し、テ
レビ電話を可能にする表示要素１５２に電話遠隔制御器（例えば、図３及び図４Ａ、４Ｂ
に示している制御器）において局所的に表示可能である受信ビデオ信号と共に、ビデオ信
号を送信及び受信するように適合される。好適には、電話遠隔制御器に関連するユーザ入
力は、ドッキングアセンブリ１０を介して電話式ＰＤＭＳＰ装置（例えば、装置１８０）
に通信可能であるようにリンクされるオーディオ及びビデオ再生システム２に関連するテ
レビジョン互換性表示要素５において及び／又はローカルスピーカーとローカル表示要素
１５２の組み合わせを介してオーディオ及びビデオ再生を可能にするように用いられるこ
とが可能である。
【００３７】
　図１のドッキングアセンブリは、マイクロプロセッサ４５のような、直流電流（ＤＣ）
電力を必要とする種々の要素を用いる。交流電流（ＡＣ）電源３５と共に用いるドッキン
グアセンブリを適合させるように、スイッチング（例えば、整流）電源３６（好適には、
ドッキングアセンブリ１０の外部にある）は、ＡＣ電源３５とドッキングアセンブリ１０
内に備えられている電力ポート２０との間に挿入されている。一実施形態においては、Ｄ
Ｃ電力アダプター（図示せず）は、ＤＣ電源にドッキングアセンブリ１０を適合させるよ
うに電源３６と置き換えられることが可能であり、例えば、自動車、レクリエーショナル
ビークル、飛行機、又はオーディオ及びビデオ再生システム２を有する類似する移動環境
に存在することが可能である。ドッキングアセンブリにおいて、電力分配バス２１は、図
１のドッキングアセンブリ１０に対して内部の破線で示している種々の内部要素に適切で
ある電圧及び電流レベルの電力を供給する。ドッキングアセンブリ１０の内部において、
少なくとも１つの充電要素４３は、ＰＤＭＳＰ装置８０及び無線遠隔制御装置５０に電力
供給するように適切なレベルで電力を供給するように、及び／又は装置８０、５０が少な
くとも１つの電気的結合１２を介してドッキングアセンブリ１０とドッキングされるとき
、装置８０、５０に関連するバッテリを充電するように備えられている。少なくとも１つ
の充電要素４３は、ドッキングされたＰＤＭＳＰ装置８０に関連するバッテリ８１及び／
又は遠隔制御装置５０に関連するバッテリ５１を過充電する可能性を最小化するように、
電流を検知して電流の調整を可能にするように好適に備えられた適切な電流トランスデュ
ーサと共に、少なくとも１つの電気導電回路要素を有する。充電要素４３及び／又は少な
くとも１つの電気的結合１２は、ドッキングされた装置８０、５０のバッテリ８１、５１
に供給される電荷を調整するために適切な熱フィードバックを与えるようにサーミスタ又
は熱電対（図示せず）等の関連温度トランスデューサを更に有することが可能である。一
実施形態においては、電荷は、そのような装置のバッテリ８１、５１を充電しながら、第
１レートでドッキングされたＰＤＭＳＰ装置１８０及び／又は遠隔制御装置５０に供給さ
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れ、それに次いで、それらの装置のバッテリ８１、５１は、それらのバッテリ８１、５１
を過充電することなく、装置８０、５０に電力供給するように、十分に充電されるとき、
より低い第２の“維持”レートで供給される。そのようなバッテリ８１、５１は十分に充
電されるとき、充電要素４３は、ＰＤＭＳＰ装置８０の電力供給を支援するように用いら
れることが可能である。
【００３８】
　ドッキングアセンブリ１０は、ドッキングアセンブリ及び／又はドッキングアセンブリ
にドッキングされたＰＤＭＳＰ装置８０の特定の機能を制御するように適合された種々の
ローカルユーザ制御部１７（例えば、そのアセンブリの前面、上面又は他のアクセス可能
表面に備えられた）を有することが可能である。ローカル制御部の例としては、電力ボタ
ン又はスイッチ、ボリュームボタン、モード選択ボタン又はスイッチ（例えば、何れかの
種々のオーディオ及びビデオ出力モード間で、若しくは何れかの種々のオーディオ又はビ
デオ出力フォーマット間でユーザが選択することを可能にする）を有する。無線遠隔制御
装置５０により備えられている改善された機能のために、ローカル制御部１７は、機能に
おいて最小化される又は、必要に応じて、全体で除去されることが可能である。
【００３９】
　電力オン、ドッキング状態、通信状態等の基本的機能のローカル表示は、ドッキングア
センブリ１０の外面的な視認部分（例えば、前面）に好適に備えられている１つ又はそれ
以上のＬＥＤ１６により与えられることが可能である。複数のＬＥＤ又はより少数のマル
チカラーのＬＥＤが、必要に応じて、異なる状態の表示を与えるように用いられることが
可能である。
【００４０】
　ドッキングアセンブリ１０の主要機能は、ドッキングアセンブリ１０にドッキングされ
たＰＤＭＳＰ装置８０とテレビジョン互換性表示要素５を有するビデオ再生システム２と
の間のオーディオ／ビデオインタフェースとしての役割を果たすようになっている。信号
（例えば、オーディオ信号、ビデオ信号、オーディオ信号及びビデオ信号の両方、並びに
／若しくは他の種類の信号）が、少なくとも１つの電気的結合１２としてドッキングアセ
ンブリ１０のマイクロプロセッサとＰＤＭＳＰ装置との間で通信されることが可能である
。
【００４１】
　マイクロプロセッサ４５は、ビデオプロセッサ４６、ディジタル信号プロセッサ４８及
び増幅器４９と好適に通信する。また、ビデオプロセッサ４６は、少なくとも１つのビデ
オポート３２と、好適には、オーディオ／ビデオ再生システム２に結合可能な少なくとも
１つのオーディオ／ビデオポート３３と通信可能であるように結合される。ディジタル信
号プロセッサ４８（例えば、オーディオ信号ストリームに平均化効果及び音場効果を付加
するように、用いられることが可能である）は、オーディオ／ビデオ再生システム２に結
合可能である少なくとも１つのオーディオ／ビデオポート３３及び少なくとも１つのオー
ディオポート３０にオーディオ信号の出力レベルを調整するように適合可能である増幅器
４５（ドッキングアセンブリに対して内部の）と通信する。増幅器４９の出力信号レベル
は、好適には、ボリューム入力信号に対して応答可能であり、例えば、無線遠隔制御器５
０から無線遠隔受信器１４を介して受信されることが可能であり、又はローカルユーザ制
御部１７を介して受信可能である（必要に応じて）。種々のディジタル－アナログ信号変
換器（図示せず）は、必要に応じて、ＰＤＭＳＰ装置８０により供給されるディジタルメ
ディア信号からアナログ出力信号を生成するように、ビデオプロセッサ４６、ディジタル
信号プロセッサ４８及びマイクロプロセッサ４５に一体化される、又は、そのような構成
要素の下流に備えられる。マイクロプロセッサ４５及びビデオプロセッサ４６は更に、ド
ッキングされたＰＤＭＳＰ装置１８０のような装置８０に記憶されているディジタルオー
ディオファイルの再生中に、ビデオフォーマット変換有用性（例えば、非テレビジョン互
換性フォーマットからテレビジョン互換性フォーマットへの）を提供するように、及び何
れかの好ましいビデオ出力信号（例えば、静止画像、ビデオ画像、及び／又はスクリーン
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セーバー、スキン及び他の視覚化のようなコンピュータにより生成される表示アプリケー
ションであって、同期されるかどうか又はオーディオ再生に対応するかどうかに拘わらな
い）を生成するように、用いられることが可能である。
【００４２】
　ディジタル信号プロセッサ４８及びビデオプロセッサ４６は、汎用チップ又は特殊マイ
クロプロセッサチップを有することが可能である。図１は、一方でのＰＤＭＳＰ装置８０
と他方でのビデオプロセッサ４６、ディジタル信号プロセッサ４８及び増幅器４９との間
で通信状態にあるように中間に備えられたマイクロプロセッサ４５を示している一方、必
要に応じて、マイクロプロセッサ４５に依存しない（しかし、好適には、マイクロプロセ
ッサによりスイッチング可能であるように制御される）通信経路が、ＰＤＭＳＰ装置８０
と、ビデオプロセッサ４６、ディジタル信号プロセッサ及び増幅器４９の何れかとの間に
備えられることが可能である。代替として、ビデオプロセッサ４６及びディジタル信号プ
ロセッサ４８の何れかが、全体に又は一部において、（中央）マイクロプロセッサ４５と
一体化されることが可能である。ビデオプロセッサ４６は、好適には、オーディオ及びビ
デオ再生システム２への送信のために、少なくとも１つのビデオポート３２及び／又は少
なくとも１つのオーディオ／ビデオポート３３に送信されるようになっている画像を記憶
するように適合された関連フレームバッファを有する。
【００４３】
　ＰＤＭＳＰ装置８０は、インタフェースコネクタ（例えば、図２Ｂに示しているコネク
タ１９０）を介して、ドッキングアセンブリ１０のようなアセンブリ装置に種々の種類の
信号を通信することが可能である。それらの信号の種類の例には、例えば、（ａ）メニュ
ーコンテンツを表す信号、（ｂ）ディジタルメディアファイル識別子又はディジタルメデ
ィアファイルキー識別子を有する信号、（ｃ）ディジタルメディアファイルコンテンツ、
（ｄ）制御信号、（ｅ）状態信号等を有することが可能である。それらの信号は、典型的
には、テレビジョン互換性形式にあるＰＤＭＳＰ装置８０によりインタフェースコネクタ
を介して通信されない。上記のように、第１表示要素８２による表示のためのＰＤＭＳＰ
装置８０において通信される信号は、典型的には、特殊第１表示要素８２についてフォー
マットされるが、テレビジョン互換性表示要素についてはフォーマットされない。ドッキ
ングアセンブリ１０におけるビデオプロセッサ４６及び／又はマイクロプロセッサ４５の
好ましい機能は、少なくとも１つのビデオポート３２及び／又は少なくとも１つのオーデ
ィオ／ビデオポート３３を介してテレビジョン互換性表示要素５に通信可能なテレビジョ
ン互換性（例えば、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、種々の従来の高精細テレビジョンフォーマット又
は同等の信号規格）信号を生成するようにＰＤＭＳＰ装置８０から受信される信号の処理
を有する。このことは、例えば、テレビジョン互換性表示メニューを構築すること、ドッ
キングアセンブリ１０において同様のテレビジョン互換性表示メニューを記憶する（例え
ば、メモリ要素４４において）こと、ＰＤＭＳＰ装置８０から受信されるディジタル信号
データにより表示メニューをポピュレートすること、及び少なくとも１つのビデオポート
３２及び少なくとも１つのオーディオ－ビデオポート３３にテレビジョン互換性信号とし
てそのポピュレートされた表示メニューを供給することにより達成されることが可能であ
る。装置８０が使用されているとき、第１表示要素８２により総第１情報集合を表示する
ように適合されたＰＤＭＳＰ装置８０により、ドッキングアセンブリ１０（ビデオプロセ
ッサ４６を有する）は、好適には、ＰＤＭＳＰ装置８０がドッキングアセンブリ１０とド
ッキングされているとき、テレビジョン互換性表示要素５において第１情報集合の実質的
に完全なレプリカを生成するように適合される。例えば、ドッキングアセンブリ１０及び
ビデオプロセッサ４６は、好適には、（１）プレイリスト、アーティスト、アルバム、ジ
ャンル、楽曲及び作曲者の何れかの総数、（２）プレイリスト、アーティスト、アルバム
、ジャンル、楽曲及び作曲者の何れかの名前、（３）楽曲の長さ、楽曲の位置及び再生／
一時停止／中止状態の何れかを示す現在の再生状態、並びに（４）楽曲名、アーティスト
名及びアルバム名の何れかを示す現在の楽曲の状態、の何れかを有するテレビジョン互換
性ビデオ信号を出力するように適合される。
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【００４４】
　本発明に従ったドッキングアセンブリから出力された、ポピュレートされたメニューを
示し、そのドッキングアセンブリに通信可能であるようにドッキングされたＰＤＭＳＰ装
置を有するテレビジョン互換性表示要素からとられるスクリーンショットについて、図９
Ａ乃至９Ｃに示す。図９Ａに示す第１スクリーンショットは、スクリーンの中央右の位置
にウェルカムメニューを示し、次のユーザ選択可能オプション、即ち、メニュー設定、シ
ャッフル楽曲設定、プレイリスト設定及びＨｏｍｅＤｏｃｋ（登録商標）設定を挙げてい
る。図９Ａに示されている“ＨｏｍｅＤｏｃｋ（登録商標）”、“ＨｏｍｅＤｏｃｋＤｅ
ｌｕｘｅ（登録商標）”及び“ＤＬＯ（登録商標）”はＮｅｔａｌｏｇ，Ｉｎｃ．（米国
ノースカロライナ州Ｄｕｒｈａｍ市）の登録商標である。図９Ｂに示す第２スクリーンシ
ョットは、スクリーンの上部の、スクリーンの上部のディジタルメディアファイルアーテ
ィスト名情報、楽曲タイトル情報、アルバム名情報、楽曲再生位置情報及び楽曲長情報、
並びにスクリーンの中央右部分の設定メニューを示している。設定メニューは、Ｃｏｌｏ
ｒ　Ｔｈｅｍｅｓ、スクリーンセーバー、セーバータイム及びＡｂｏｕｔ　ＨｏｍｅＤｏ
ｃｋ（登録商標）のユーザ選択可能オプションを有する。図９Ｃに示す第３スクリーンシ
ョットは、プレイリスト、アーティスト、アルバム、楽曲、ジャンル、作曲者及び楽曲本
のユーザ選択可能オプションを有する音楽メニューと共に、スクリーンの中央右部分に音
楽メニューを示している。各々の例においては、ユーザ選択可能オプションは、ここで記
載している装置５０、１５０等の遠隔制御装置により選択可能である。図９Ａ乃至９Ｃに
示すスクリーンショットは、本発明の一実施形態に従った特定のメニューのみを単に示し
ている。種々の静止情報及び動的情報についての他のメニュー及び表示を提供することが
可能である。一実施形態においては、テレビジョン互換性表示要素５の少なくとも一部は
、アルバムアート、音楽ビデオ、視覚化パターン（音楽再生に同期するか否かに拘わらず
）、ディジタルスキン、又はドッキングアセンブリによりドッキングされるＰＤＭＳＰ装
置（例えば、ＰＤＭＳＰ装置８０又は１８０）からのディジタル音楽の再生と同期された
他のユーザ選択画像又はビデオ等の映像メディアを表示する。そのような映像メディアは
、ＰＤＭＳＰ装置自体に記憶され、ドッキングアセンブリ１０に関連するメモリに記憶さ
れ、又はオーディオファイルの再生の開始時にネットワーク（例えば、ネットワーク１９
又は４０）において自動検索されることが可能である。一実施形態においては、表示可能
映像メディアは、手数料の徴収等のために、検索又はダウンロードについて選択可能であ
るディジタルメディアファイルのリストを有する。更なる実施形態においては、再生可能
映像メディアは、他の申し込みベースの媒体提供、コマーシャルプログラミング提供又は
コマーシャル（例えば、プロダクト又はサービス）提供を有することが可能である。
【００４５】
　ドッキングアセンブリ１０により生成される又は提供されるテレビジョン互換性形式に
ある表示メニューは、実質的に静止画像（例えば、オーディオファイル再生時間又は残り
の時間を除いて）と適合して実質的に静止していることが可能であり、表示メニューは、
ディジタルオーディオファイルの再生による視覚化のために選択される画像（ディジタル
“スキン”等）を表示するように又はスクリーン画像のバーンインを回避するように、動
的画像を有することが可能である。代替として、ＰＤＭＳＰ装置８０に記憶されている、
静止画を具現化する１つ又はそれ以上のディジタル写真画像、動画を具現化するディジタ
ルビデオ画像、コンピュータにより生成された表示アプリケーション（例えば、スクリー
ンセーバー、スキン、他の視覚化及び／又はゲーム）は、ＰＤＭＳＤがドッキングアセン
ブリ１０と通信可能であるようにドッキングされるとき、第２表示要素５を介して表示さ
れることが可能である。更なる他の代替の実施形態においては、ディジタル画像、ディジ
タルビデオ画像及び／又はコンピュータ生成表示アプリケーションが、ドッキングアセン
ブリに通信可能であるように接続されたテレビジョン互換性表示要素における再生のため
に、本発明に従ったドッキングアセンブリ（例えば、図１に示すメモリ要素４４）に記憶
されることが可能である。
【００４６】
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　ドッキングアセンブリ１０から出力される少なくとも１つのビデオ信号は、好適には、
ディジタルであるが、ディジタル－アナログ信号変換が、好ましい出力フォーマットに対
して適切である処理ビデオ信号の一部として実行されることが可能である。ＰＤＭＳＰ装
置８０からもたらされるオーディオ信号は、そのような信号が実質的に変わらない形式に
ある又は処理された（例えば、ディジタル信号プロセッサ４８及び／又は何れかのディジ
タル－アナログ変換器として）形式にあるに拘わらず、少なくとも１つのオーディオポー
ト３０及び少なくとも１つのオーディオ／ビデオポート３３に更に通信される。
【００４７】
　少なくとも１つのオーディオポート３０、少なくとも１つのビデオポート３２及び少な
くとも１つのオーディオ／ビデオポート３３の各々は、好適には、所定のユーザのオーデ
ィオ及びビデオ再生システム２における種々の外部装置と忠実性及び互換性の適切なレベ
ルを与えるように複数のコネクタを有する。適切なコネクタの例としては、光ファイバコ
ネクタ、同軸コネクタ、ＲＧ－６同軸コネクタ、ＲＣＡプラグコネクタ、Ｓビデオコネク
タ、合成ビデオコネクタ、ディジタルビジュアルインタフェース（ＤＶＩ）コネクタ、高
精細マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ（登録商標））コネクタ、ＳＣＡＲＴコネ
クタ、Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅコネクタ及びＤｉｓｐｌａ
ｙＰｏｒｔコネクタがあるが、それらに限定されるものではない。オーディオ及びビデオ
信号は、個別のコネクタを介して搬送されることが可能であり、又は、必要に応じて、多
機能コネクタ（例えば、高精細マルチメディアインタフェース）に一体化されることが可
能である。複数のコネクタが、例えば、複数のオーディオ増幅器４及び複数のテレビジョ
ン互換性ディスプレイ要素５がドッキングアセンブリ１０を介してＰＤＭＳＰ装置８０か
ら同時に信号を受信することを可能にするように、同時に有効にされることが可能である
。一実施形態においては、オーディオ出力ポートは、線レベルアナログ信号を外部のオー
ディオ増幅器４に通信するように適合されている。
【００４８】
　電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０の２つのビューを図２Ａ及び２Ｂに示している。これに関
連する用語“電話式”とは、例えば、電話コールを送受信すること、電子メール又はテキ
ストメッセージ等のデータを送受信すること、無線データネットワークに接続すること等
の種々の従来の携帯電話の機能の何れかを実行する装置１８０の能力のことをいう。ＰＤ
ＭＳＰ装置１８０は、ＬＣＤディスプレイ等の第１表示要素１８２と、スピーカ１８６と
、マイクロフォン１８８と、種々の制御部１８３、１８４、１８５Ａ乃至１８５Ｄ、１８
８、１８９とを有する。そのような制御部１８３、１８４、１８５Ａ乃至１８５Ｄ、１８
８、１８９は、例えば、スクロールホイール１８３又は類似する多目的の多箇所要素、‘
選択’ボタン１８４、‘メニュー’ボタン１８５Ａ、‘返信ファイル又は前ファイル’ボ
タン１８５Ｂ、‘前進ボタン又は次ボタン“、再生／一次停止ボタン１８５Ｄ、及び標準
的な１２個のボタンの電話式キーパッド１８９を有することが可能である。必要に応じて
、ディスプレイ１８２は、更なるユーザ入力有用性を備えるように、タッチスクリーン式
ディスプレイを有することが可能である。電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０は、ドッキングア
センブリ１０に関連する少なくとも１つの電気的結合１２（又は、図５に示すドッキング
アセンブリ２１０Ａに関連する電気的結合２１２Ａ）等の充電及び／又は信号送信のため
に適合された適切な電気的結合を有するコネクタを受け入れるコネクタポート１９０を更
に有する。電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０は、好適には、従来の標準的な電話装置及び／又
は従来のディジタルメディア記憶及び再生装置、例えば、バッテリ、マイクロプロセッサ
、電話の受話器、アンテナ、メモリ等に典型的に備えられる他の構成要素（図示せず）を
有する。電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０は、好適には、電話データネットワークを介して携
帯ディジタルメディアファイルを送信する及び／又は受信するように適合される。
【００４９】
　図３は、電話式ＰＤＭＳＰ装置１８０の機能を改善するように、電話中継有用性及び遠
隔制御有用性を有する遠隔制御器１５０と共に、電話式ＰＤＭＳＰ装置（図５に示す電話
式ＰＤＭＳＰ装置）を受け入れるように適合されたドッキングアセンブリ（例えば、図１
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に示すドッキングアセンブリ、又は図５乃至７に示すアセンブリ２１０）と共に用いる無
線遠隔制御器の模式図である。遠隔制御装置１５０は、好適には、関連メモリ１６４を有
し、所定の命令の集合を実行するように適合されたマイクロプロセッサ１５５を有する。
遠隔制御装置１５０は、装置１５０における種々の電力消費要素に電力を供給するのに適
するバッテリ１５１（又は同等の電荷蓄積要素）を有する。充電要素１６３は、好適には
、バッテリ１５１を充電する適切なレベルに電力を供給するように及び／又は制御器１５
０における種々の電力消費要素の何れかに電力供給するように、少なくとも１つの電気的
接触（ドッキングアセンブリの対応する接触と結合する、図４Ｂに示す接触１６２等）及
び何れかの適切な電気回路要素を有する。充電要素１６３は、好適には、マイクロプロセ
ッサ１５５により制御され、温度センサ１６１が、過充電を回避するように、熱フィード
バック信号を供給するように備えられることが可能である。電流センシング要素（図示せ
ず）は、好適には、過剰電流又は過充電を最小化するように、装置１５０におけるバッテ
リ１５１又は何れかの他の要素に供給される電流を更にモニタするように備えられる。図
示しているように、遠隔制御器１５０は、ドッキングアセンブリ２１０（図５に示す）に
おけるキャビティ又は凹部２７２の一エッジに沿って備えられた対応する横方向凹部２６
９Ａ、２６９Ｂにより登録するように、裏面に沿って凸状部分１６９Ａ、１６９Ｂを有す
る。
【００５０】
　電話式中継有用性を備えるように、遠隔制御装置１５０は、一体化される電話式中継ト
ランシーバ１５８（又は、代替として、電話中継送信機及び別個の電話中継受信器）、ス
ピーカ１６６、及びマイクロフォン１６８を有することが可能である。オーディオ入力／
出力機能は、電話式トランシーバ１５８とスピーカ１６６及びマイクロフォンとの間に置
かれたオーディオ入力／出力要素１６０により管理されることが可能である。オーディオ
増幅器１６７は、好適には、適切なオーディオ出力レベルを与えるように、スピーカ１６
６に関連付けられる。電話式中継トランシーバ１５８は、好適には、ドッキングアセンブ
リ（図１に示す）と関連付けられた無線電話トランシーバ（例えば、図１に示す電話トラ
ンシーバ）と通信するように適合される。
【００５１】
　遠隔制御有用性を備えるように、遠隔制御装置１５０は、遠隔制御及び／又は電話機能
を性ｇｙするように、マイクロプロセッサ１５５と通信状態にあるマイクロプロセッサ及
び種々のユーザ入力１５７（ボタン、タッチスクリーン、スクロールホイール要素等）を
好適に有する遠隔制御送信器１５４を有する。マイクロプロセッサ１５５及びメモリ１６
４と好適に通信状態にある発話認識要素１６１は、遠隔制御送信器１０か又は電話式トラ
ンシーバ１５８のどちらかを介して音声入力を認識し、ドッキングアセンブリ１０に送信
可能なコマンド信号を生成するように備えられることが可能である。発話認識要素１６１
は、好適には、プロセッサと、プロセッサ及びメモリ（例えば、メモリ要素１６４）と共
に動作可能であるソフトウェアルーチンとを有する。必要に応じて、発話認識要素は、マ
イクロプロセッサ１５５に実質的に一体化されることが可能である。代替の実施形態にお
いては、発話認識要素１６１は、遠隔制御器１５０に備えられるのではなく、ドッキング
アセンブリ（例えば、図１に示すドッキングアセンブリ１０）に備えられることが可能で
あり、それ故、音声信号は、電話式遠隔制御器１５０からドッキングアセンブリに通信さ
れ、次いで、特定の音声入力を認識し且つ適切なコマンド信号を生成するように、ドッキ
ングアセンブリにおいて解析される。
【００５２】
　遠隔制御器１５０は、好適には、一体化されたディスプレイ１５２及び関連バックライ
ト１５２Ａを有する。そのようなディスプレイは、発信者識別信号の表示と、テレビ電話
信号のビデオ部分の表示と、提供された視認性入来又は受信通信報知と、提供されたテキ
ストデータと、ユーザにより入力された入力信号（例えば、電話番号又は遠隔制御コマン
ド）、コール時間、信号強度、バッテリ寿命、電話モード、電話設定、制御器モード、制
御器設定、不在コール、受信コール、掛けたコール、連絡情報、累積された金額チャージ



(21) JP 5643512 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

（例えば、電話使用又はディジタルメディア購入についての）、残りの借金、診断信号等
の何れかの提供された視認性表示又は視認性識別と、を有する種々の機能のために用いら
れることが可能である。
【００５３】
　遠隔制御器１５０は、ドッキングアセンブリ１０の少なくとも１つの電気的結合１２と
結合するように、又は遠隔制御器１５０に関連するソフトウェアのプログラムのアップデ
ートを可能にするように又はトラブルシューティングを可能にするようにパーソナルコン
ピュータ（図示せず）のような外部装置と結合するように、適合されたコネクタを好適に
有するインタフェース要素１５９を更に有することが可能である。一実施形態においては
、インタフェース要素１５９は、ドッキングアセンブリと通信可能であるように結合され
たオーディオ及びビデオ再生システム（例えば、図１に示すシステム２）を介して与えら
れるゲーム遊技のオーディオ及びビデオ再生により、ＰＤＭＳＰ装置に記憶されているビ
デオゲームの無線制御を容易にするように、ゲームパッド又はジョイスティック等のビデ
オゲーム制御装置（図示せず）と関連するコネクタを嵌合するように適合される。一実施
形態においては、インタフェース要素１５９はＵＳＢコネクタを有する。インタフェース
要素１５９は、遠隔制御器１５０のマイクロプロセッサ１５５（又は何れかの他の適切な
内部要素）との通信を可能にするように何れかの必要な回路を更に有することが可能であ
る。
【００５４】
　電話式遠隔制御器１５０を用いる他の実施形態においては、ドッキングアセンブリ１０
（図１に示す）は、無線ネットワークトランシーバ１９、ネットワークポート２４又は従
来の電話回線により動作可能である有線電話入力ポート（図示せず）、及び電話式遠隔制
御器１５０の何れかを介して、何れかのＰＤＭＳＰ装置と無関係である電話信号（例えば
、従来の電話信号又はボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）電話信号）
を受信し、電話式遠隔制御器１５０は、そのような電話信号を受信し、互換性出力信号を
提供するように適合されている。このように、電話式遠隔制御器１５０は、電話中継受信
器として機能するように電話式ＰＤＭＳＰ装置（例えば、ＰＤＭＳＰ装置１８０）を介し
て経路付けられた１つの電話信号により電話通信状態にあり、そして、従来のコードレス
電話として機能するようにドッキングアセンブリ１０に対して有効である他御電話信号に
より電話通信状態にある多重回線電話トランシーバとしての役割を果たすことが可能であ
る。入来通信信号は、遠隔制御器１５０の方に自動的に経路付けられることが可能である
。一通信が進行中であり、入来通信信号が受信される場合、電話回線間の切り換えは、ユ
ーザ入力１５７（例えば、図４Ａに示す入力１５７Ａ乃至１５７Ｉ）の何れかにより
遠隔制御器１５０を介して実行されることが可能である。
【００５５】
　一実施形態に従った電話式遠隔制御装置１５０の正面図及び底面図を図４Ａ及び４Ｂの
それぞれに示す。遠隔制御装置１５０は、英数字文字を表示するのに適する表示要素（例
えば、ＬＣＤディスプレイ又はＬＥＤディスプレイ）を有する。他の実施形態（図示せず
）においては、英数字文字に加えて静止画像又はビデオ画像を更に表示するように適合さ
れた表示要素が備えられることが可能である。遠隔制御装置１５０は、スピーカ１６６と
、マイクロフォン又は発話トランスデューサ１６８とを有する。マルチカラーＬＥＤのよ
うなＬＥＤ１５６は、好適には、通信（例えば、入来コール）報知のために備えられる。
振動通信報知が、遠隔制御器１５０における振動要素（図示せず）を介して提供されるこ
とが可能である。１２個のキーの電話式キーパッド１５７Ｘは、好適には、必要に応じて
、電話ダイヤリング及びテキストメッセージングを容易に可能にするように備えられる。
キーパッド１５７Ｘはまた、好適には、ＰＤＭＳＰ装置についての関連ドッキングアセン
ブリの遠隔制御を可能にする、種々の付加的制御キー１５７Ａ乃至１５７Ｉが、好適には
、ドッキングアセンブリ、ドッキングされたＰＤＭＳＰ装置、関連ネットワーク（例えば
、ディジタルメディアファイルを選択しユーザによる購入又はダウンロードを許可するよ
うに）及び／又はオーディオ及びビデオ再生システム２に関連する構成要素に関連する主
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順お機能を制御するように備えられている。そのような制御可能機能は、次の例示として
の実施例であって、即ち、メディアソース、メディア識別、プレイリスト識別、メディア
選択、再生速度、再生ボリューム、動作モード、出力モード、電話操作等を含むことが可
能であるが、それらに限定されるものではない。種々の機能は、ローカルディスプレイ１
５２において表示可能な“オンスクリーン”メニュー及び／又は（より好適には）、テレ
ビジョン互換性第２表示要素５において表示可能なメニューの支援により制御されること
が可能である。
【００５６】
　図５及び６は、図２Ａ及び２ＢのＰＤＭＳＰ装置１８０並びに図４Ａ及び４Ｂの電話式
遠隔制御装置１５０のそれぞれにより動作可能であるドッキングアセンブリ２１０の斜視
図及び側面図である。ドッキングアセンブリ２１０は、図１に示すドッキングアセンブリ
１０と関連して上記の種々の要素の何れかを含むことが可能である。ドッキングアセンブ
リ２１０は、前面２１１Ａ、後面２１１Ｂ、上面２１１Ｃ、底面２１１Ｄ及び側面２１１
Ｅ、２１１Ｆを有する一体型構造２１０Ａを有する。無線遠隔受信器２１４は、好適には
、無線遠隔制御器１５０との直接見通すことができる通信を容易にするように、一体型構
造２１０Ａの前面２１１Ａに備えられる。電力オン、受信信号、ドッキング状態等のよう
なイベントの可視的情報をユーザに提供するように、少なくとも１つのＬＥＤ２１６が更
に、前面２１１Ａに備えられる。少なくとも１つのＬＥＤ２１６は、出力カラー及び／又
は複数の異なるＬＥＤに基づく種々の情報を通信するように、少なくとも１つのマルチカ
ラーＬＥＤを有することが可能である。種々のポート（例えば、オーディオポート２３０
Ａ）は、好適には、外観の雑然さを最小化するように、後面２１１Ｂに備えられ、前面２
１１Ａは前方を向くことを前提としている。
【００５７】
　ドッキングアセンブリ２１０は、ＰＤＭＳＰ装置１８０（図２Ｂに示す）の関連コネク
タ１９０と結合するように適合された上方に突き出た電気的結合２１２Ａを有する凸状表
面部分２７１を有する。結合２１２Ａ及びコネクタ１９０の各々は、好適には、コマンド
信号及びディジタルメディアコンテンツを表す信号のような電力又は充電電流信号及び低
電力信号を通信するのに十分である複数の電気的接触を有する。凸状表面部分の背後には
、構造的な堅牢さを増強するように筋交い２７７を有するもたせかけ支持要素２７５が備
えられている。その支持要素２７５の前部分から後部分においては、凹部又はトラック２
７３において支持要素２７５の水平方向一２７４をスライドさせ、好ましい位置に支持要
素２７５を固定するように取り付けネジ２７４Ａを取り付けることにより調整されること
が可能である。支持要素２７５又はその支持要素の少なくとも前面２７５Ａは、好適には
、シリコンゴム又は他の適切な滑り止め材料から製造することが可能である、滑り止め付
きクッション要素２７６を有する。調整可能な支持要素２７５に隣接する凸状表面部分２
７１に結合２１２Ａを備えることにより、各々のＰＤＭＳＰ装置が結合２１２と互換性を
有するコネクタ１９０を有する限り、固定結合２１２が種々のサイズ（厚さ）の多様なＰ
ＤＭＳＰ装置と共に機能することを可能にする。代替の実施形態においては、結合２１２
Ａは、実質的に、凸状表面部分２７１の代わりをする凹部（図示せず）において備えられ
、ＰＤＭＳＰ装置を受け入れる及び保持するように適合されることが可能である。
【００５８】
　ドッキングアセンブリ２１０は、図４Ａ及び４Ｂに示している無線遠隔制御器１５０の
少なくとも一部を受け入れるように適合された凹部２７２を更に有する。制御器１５０の
底面に沿って備えられた対応する接触１６２を介して遠隔制御器１５０への電力供給又は
充電をやりとりするように用いられることが可能である、電気的接触２１２Ｂが凹部の底
面に沿って備えられている。凹部２７２は、遠隔制御器１５０がドッキングアセンブリと
ドッキングされるとき、通信信号（例えば、トラブルシューティング、再プログラミング
、周波数同期又はその他の好ましい機能のための）を遠隔制御器１５０とドッキングアセ
ンブリ２１０との間での交換する遠隔制御装置１５０のコネクタ１５９と結合するように
適合された多接触電気的結合（図示せず）を更に有することが可能である。凹部２７２は
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、凹部２７０への遠隔制御器１５０の挿入ミスを回避するように、遠隔制御器１５０の対
応する凸部分１６９Ａ、１６９Ｂをうけいれるように適合された横方向凹部２６９Ａ、２
６９Ｂを更に有する。
【００５９】
　図７は、図２Ａ及び２Ｂの携帯型ディジタルメディア記憶及び再生装置１８０、並びに
図４Ａ及び４Ｂの電話式遠隔制御装置１５０ドッキングされた図５及び６に記載のドッキ
ングアセンブリ２１０の正面図である。ドッキングアセンブリ２１０にドッキングされる
とき、遠隔制御器１５０に関連するバッテリ（例えば、図３に示すバッテリ）は、好適に
は、結合される接触１６２、２１２Ｂから受け入れられる充電要素１６３を通る電流経路
を介して充電される。同様に、アセンブリ２１０にドッキングされるとき、ＰＤＭＳＰ装
置１８０は、好適には、装置１８０に電力供給するように電流を受け入れ、及び／又は、
関連ＰＤＭＳＰ装置バッテリ８１（図１に示す）を充電する。ドッキングされたＰＤＭＳ
Ｐ装置１８０と共にドッキングアセンブリ２１０の動作中、遠隔制御装置１５０は、ドッ
キングアセンブリから距離を置き、電話中継又は主な電話の有用性を提供するように、又
は上記の何れの他の機能性を提供するように、種々の機能（例えば、ドッキングアセンブ
リ２１０、ＰＤＭＳＰ装置１８０及び／又は図１に示すオーディオ及びビデオ再生システ
ム）の何れかを無線制御するように用いられる。
【００６０】
　アセンブリ装置（多機能ドッキングアセンブリ）とＰＤＭＳＰ装置との間の相互運用性
を確実にする又は調整する一方法は、認証技術を用いる。好適な実施形態においては、ド
ッキングアセンブリ及びＰＤＭＳＰ装置の各々は、ＰＤＭＳＰ装置とアクセサリ装置との
間における何れかの実質的なコンテンツ信号又は制御信号の転送のための必要条件である
成功裏の認証により、アクセサリ装置がＰＤＭＳＰ装置に接続される少なくとも最初に用
いられる認証スキームを実行するように、互いと通信するように適合された集積回路等の
認証要素を有する。好適には、チャレンジ及び応答ベースの認証スキームが用いられる。
【００６１】
　そのような機能を提供するように用いられる又は容易に適合される集積回路の例として
は、ＩＣのＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＢＱ２６１５０ファミリー（モデルＢ
Ｑ２６１５０ＤＣＫＲ及びＢＱ２６１５０ＤＣＫＲＧ４を含む）（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔｓ社（米国テキサス州ダラス市））、ＩＣのＤａｌｌａｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ／Ｍａｘｉｍ　ＤＳ２７０３ファミリー（モデルＤＳ２７０３Ｕ及びＤＳ２
７０３Ｕ＋を含む）（Ｍａｘｉｍ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（米国カリ
フォルニア州サニーベール市））及びＩＣのＩｎｔｅｒｓｉｌ　ＩＳＬ６２９６ファミリ
ー（Ｉｎｔｅｒｓｉｌ　Ｃｏｒｐ．（米国カリフォルニア州ミルピタス市））がある。
【００６２】
　図８は、認証有用性を備えるように適合された、好適に結合されたＰＤＭＳＰ装置３８
０及び遠隔制御ドッキングアセンブリ３１０の組み合わせのブロック図である。ドッキン
グアセンブリ３１０は、ＰＤＭＳＰ装置と関連する、対応する少なくとも１つの電気コネ
クタ（例えば、図２Ｂに示すコネクタ１９０）と結合する少なくとも１つの電気的インタ
フェース結合（例えば、図１に示す結合１２）のブロック図である。
【００６３】
　ＰＤＭＳＰ装置（上記装置８０、１８０等）は、好適には、種々の他の構成要素と、種
々のユーザ入力要素と、他のデータファイル及び／又は実行可能プログラムに加えて種々
のメディアファイルを記憶するように、回転ディスク（ハードドライブ又はマイクロドラ
イブ）及びフラッシュメモリの何れかを典型的に有するデータ記憶要素（図示せず）と、
のインタフェースを行う複雑命令集合コンピュータマイクロコントローラのような中央演
算処理装置（ＣＰＵ）を有する。認証集積回路のような認証要素は、好適には、直接的で
ある又はＣＰＵを介するに拘わらず、コネクタ１９０（図２Ｂに示す）に通信可能である
ように結合される。必要に応じて、認証要素は、ＰＤＭＳＰ装置のＣＰＵと一体化される
ことが可能である。そのような認証要素は、ＰＤＭＳＰ装置と共に用いるドッキングアセ
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ンブリ等のアクセサリ装置を認証する（例えば、通信又は他の相互運用性を可能にするこ
とを確認する）ように用いられることが可能である。
【００６４】
　好適には、認証要素は、集積回路及びメモリを有し、そのメモリは、好適には、暗号化
されていない通信可能情報及び秘密又は暗号化情報の両方を記憶する公開メモリ（ｐｕｂ
ｌｉｃ　ｍｅｍｏｒｙ）を有する。認証要素は、好適には、必要に応じて、再プログラミ
ング機能を達成するように、パーソナルコンピュータ又はＰＤＡ等の適切な装置に接続さ
れることが可能であるデータ交換コネクタ（例えば、上記のコネクタ１５９又は１９０）
への接続として再プログラム可能である。そのような再プログラミング有用性は、例えば
、有望な新しい及び異なる認証データ又は認証スキームを有する新しく出された又は更新
されたＰＤＭＳＰ装置と共にドッキングアセンブリを用いることを可能にするのに好まし
い。
【００６５】
　図８は、関連認証要素３１３、３９５を各々有する遠隔制御ドッキングアセンブリ３１
０及びＰＤＭＳＰ装置３８０により又はそれらの間で用いられることが可能である基本チ
ャレンジ及び応答ベースの認証スキームについての機能ブロック図である。基本調整及び
応答スキームにおいては、“ホスト”又は“チャレンジャ”（例えば、ＰＤＭＳＰ装置４
１０に関連する認証要素３９５）は、それら２つの間の初期接続時に、ランダムチャレン
ジを“応答者”（例えば、ドッキングアセンブリ３１０に関連する認証要素３１３）に送
る。ランダムチャレンジは、ホストにより生成されたランダムデータのビット数を有する
ことが可能である。各々の認証要素３１３、３９５は、好適には、特定の認証情報を記憶
するメモリを有し、少なくともドッキングアセンブリ認証要素３１３のそのメモリは、好
適に再プログラム可能である。各々の認証要素３１３、３９５のメモリは、好適には、秘
密メモリ（例えば、好適には、送信するようになっていない秘密鍵及び／又は暗号化され
ていない情報を有する）及び公開メモリ（例えば、暗号化された情報及び／又は公開鍵、
一意の装置ＩＤ又は他の機密性の低い情報）の両方を有する。記憶されている情報を用い
て、応答者３１３は、ホスト３９５に戻るように送信するための応答列を生成するように
、ホストにより送信されたチャレンジ情報（例えば、秘密鍵又は公開鍵のようなホストか
らもたらされるある情報を好適に用いて、認証変換又は計算を実行することによる）を処
理する。他の側においては、ホスト３９５は、記憶されている情報、若しくは記憶されて
いる情報及び応答者により通信される情報（例えば、応答者３１３により渡される暗号化
鍵）のある組み合わせを用いて、同様の認証変換を実行する。その結果は、応答者３１３
から得られる応答（変換値）に対してホスト３９５により計算された変換値と比較される
。応答者からの計算されたデータがホストにより計算された答と適合している場合、ホス
トは応答者を認証し、ＰＤＭＳＰ装置及びアクセサリ装置が動作及び／又は実質的な通信
を開始するようにする。そうではく、認証が失敗した場合、認証要素（単独で、又はマイ
クロプロセッサの支援と共に）は、相互接続されたＰＤＭＳＰ装置３８０及びドッキング
アセンブリ３１０の動作を抑制し、例えば、ＰＤＭＳＰ装置３８０に関連する表示要素を
介して、ドッキングアセンブリ３１０に接続している表示要素を介して、及び／又はドッ
キングアセンブリ３１０に備えられたＬＥＤ（図示せず）を介して、ユーザに警告信号を
与えることが可能である。
【００６６】
　一実施形態においては、チャレンジ及び応答認証スキームは、認証変換において巡回冗
長チェック（ＣＲＣ）を用いることが可能である。種々のビット長のチャレンジ及び鍵が
用いられることが可能である。一実施形態においては、３２ビットランダムチャレンジ及
び９６ビット秘密ＩＤが、１６ビットＣＲＣ応答を生成するように、ランダム多項式及び
１６ビットシード値と共に用いられる。一意のＣＲＣ多項式、ＣＲＣシード及び装置ＩＤ
値が各々の装置において用いられることが可能である。それらの値は、公開メモリに暗号
化文として及び秘密メモリに非暗号化（平）文として記憶されることが可能である。応答
者を認証するように、ホストは、暗号化装置ＩＤ、多項式及び公開メモリからのシード値
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を読み込み、秘密鍵を用いてそれらの値を複合化し、次いで、（例えば、３２ビット）ラ
ンダムチャレンジを生成する。そのランダムチャレンジは応答者に送信され、そのことは
、多項式の係数の平文バージョンと共にホストからのチャレンジ情報と、認証ＣＲＣ値を
計算するように装置ＩＤとを用いる。ホストは、認証ＣＲＣ値を計算するように応答者に
送られるランダムチャレンジと共に、多項式係数、シード及び複合化された装置ＩＤを用
いる。応答者認証ＣＲＣ値は、２つの認証ＣＲＣ値が比較され、適合すると、応答者を認
証し、システムの動作及び／又は実質的な通信が開始される場合に、ホストの方に戻るよ
うに送信されることが可能である。
【００６７】
　他の実施形態においては、チャレンジ及び応答認証スキームは、インターネット取引の
認証について広く用いられてきたＳＨＡ－１／ＨＭＡＣセキュアハッシュアルゴリズム等
の反復ハッシングアルゴリズムを用いることが可能である。その認証方法は、異なるアル
ゴリズムを用いることを除いて、ＣＲＣベースのスキームに類似している。ホストは、公
開メモリから（例えば、１２８ビット）暗号化装置ＩＤを読み込み、ルート鍵により平文
情報を生成するように秘密鍵を用いて、それらの値を複合化する。その場合、そのことは
、応答者に送信される（例えば、１６０ビット）ランダムチャレンジを生成し、その応答
者は、認証ダイジェスト値を計算するようにランダムチャレンジと共にＩＤの平文バージ
ョンを用いる。ホストは、それ自体の認証ダイジェスト値を計算するように、複合化され
たＩＤ及び同様のランダムチャレンジを用いる。両方のダイジェスト値が計算されたとき
、ホストは、応答者から認証ダイジェスト値を読み込み、その値をそのホスト自体の認証
ダイジェスト値と比較する。そのマッチングが得られる場合、応答者は認証され、システ
ム動作及び／又は実質的な通信が開始される。
【００６８】
　一実施形態においては、認証要素は、国連邦情報処理規格公開番号１８０－１及び１８
０－２並びにＩＳＯ／ＩＥＣ１０１１８－３において定められているセキュアハッシュア
ルゴリズム（ＳＨＡ－１）を用いる。アクセサリ装置において実施されている認証は、ホ
ストに戻るように送信するための応答語を生成する一意のＲＯＭ　ＩＤ及び記憶されてい
る秘密鍵を用いて、ホストにより送信されたチャレンジを処理する。秘密鍵は、オンチッ
プで安全に記憶され、バッテリとホストとの間に送信されることはない。秘密鍵及びＲＯ
Ｍ　ＩＤの各々が６４ビットを有する場合、好適な実施形態においては、応答は１６０ビ
ットを有することが可能である。
【００６９】
　ＰＤＭＳＰ装置と共に用いられる本明細書に記載している遠隔制御ドッキングアセンブ
リは、例えば、ディジタルメディアをダウンロードする又はそれを方法、及びディジタル
メディアプレイリストを生成する又はそれを修正する方法を含む種々の新規な方法を可能
にする。
【００７０】
　一実施形態においては、ディジタルメディアファイル又はディジタルメディアファイル
鍵が、ＰＤＭＳＰ装置がドッキングされる本明細書で記載している遠隔制御ドッキングア
センブリを用いてダウンロード又は転送されることが可能である。本明細書で用いている
用語“ディジタルメディアファイル鍵”とは、読み込み可能（一時的又は永久的に拘わら
ず）又は読み込み不可能（例えば、暗号化された）ディジタルメディアファイル何れかの
コード、スクリプト、データファイル等のことをいう。例えば、著作権のあるコンテンツ
を有するディジタルメディアファイルは、暗号化ディジタルメディアファイルが読み込ま
れるようにする申し込み又は他の費用について消費者に対して割り当てられるディジタル
メディアファイル鍵により、コピーを未然に防止するように制作者又は配信社により暗号
化されることが可能である。そのようなディジタルメディアファイル鍵を用いるスキーム
は、著作権のある作品における制御をより良好に維持するように著作権者による迅速な且
つ頻繁の更新に従う。更に、そのことは、暗号化ファイルがインターネット及び／又は他
のネットワーク等の種々のソースを介して配布されることを可能にし、そして暗号化ファ
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イルが迅速なユーザによるダウンロードを容易にするようにローカル高速データレポジト
リにキャッシュされることを可能にする。
【００７１】
　図１０は、ここで記載している遠隔制御ドッキングアセンブリ及びそれにドッキングさ
れるＰＤＭＳＰ装置を用いて、ディジタルメディアファイル又はディジタルメディアファ
イル鍵を選択及びダウンロードする方法のフロー図である。方法４００は複数の例示とし
てのステップを有する。第１ステップ４０２は、遠隔制御ドッキングアセンブリを介して
、第１表示要素を有する可搬下駄ディジタルメディア記憶及び再生装置を、テレビジョン
互換性第２表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムと通信可能であるように
結合することを有する。第２ステップ４０４は、ネットワーク（例えば、インターネット
、ワールドワイドウェブ、ディジタルケーブル（テレビジョン）ネットワーク、電話ネッ
トワーク又は他のメディアネットワーク）のようなメディアソースへの結合を確立するこ
とを有する。第３ステップ４０６は、メディアソースから得ることが可能である少なくと
も１つのディジタルメディアファイル及び／又はディジタルメディアファイル鍵を表す要
素情報を第２ディスプレイに表示することを有する。そのような情報は、タイトル、アー
ティスト、プロデューサ、ラベル、ディストリビュータ、ジャンル、価格情報等を有する
ことが可能である。第４ステップ４０８は、遠隔制御器（好適には、無線遠隔制御器（有
線遠隔制御器を用いることが可能であるが））、可搬型ディジタルメディア記憶及び再生
装置へのダウンロード又は転送のためのディジタルメディアファイル及び／又はディジタ
ルメディアファイル鍵を選択することを有する。第５ステップ４１０は、ディジタルメデ
ィアファイル及び／又はディジタルメディアファイル鍵のダウンロード又は転送に代えて
、遠隔制御器を用いて金融債務又は資金移動を認証することを有する。そのようなステッ
プは、金融口座又は商業口座に請求する又はそれらから引き落とすことを可能にする情報
のような機密情報の通信を開始することを有することが可能である。任意の中間ステップ
は、購入認証ステップに先行してドッキングアセンブリに通信可能であるように結合され
たオーディオ及びビデオ再生システムにおけるディジタルメディアファイルの１つ又はそ
れ以上の部分のプレビュー（即ち、再生）を開始するように遠隔制御器を用いることを有
する。他の実施形態においては、ユーザは、ドッキングされたＰＤＭＳＰ装置からネット
ワークを介して遠隔装置へのディジタルメディアファイルの転送を開始するように遠隔制
御ドッキングアセンブリを用いることが可能である。上記の方法のステップに従ってダウ
ンロード又は転送されるディジタルメディアファイルは、オーディオファイル、画像ファ
イル、ビデオファイル、テキストファイル、スキン、インタラクティブゲーム等を有する
。ここで説明しているドッキングアセンブリを用い、上記の方法のステップを用いて、ユ
ーザは、一次ＰＤＭＳＰ装置インタフェースとしてのパーソナルコンピュータを必要とす
ることなく、ＰＤＭＳＰ装置からディジタルメディアファイルをダウンロードする又はそ
のＰＤＭＳＰ装置にディジタルメディアファイルを転送することが可能である。
【００７２】
　図１１は、ここで述べている遠隔制御ドッキングアセンブリを用いて、ＰＤＭＳＰ装置
と共に用いるプレイリストを作成する又は修正する方法のフロー図である。方法４５０は
複数の例示としてのステップを有する。第１ステップ４５２は、遠隔制御ドッキングアセ
ンブリを介して第１表示要素を有する可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置を、テ
レビジョン互換性表示要素を有するオーディオ及びビデオ再生システムと通信可能である
ように結合することを有する。第２ステップ４５４は、第２表示要素に表示される作成さ
れた又は検索されたプレイリストを表す情報により、遠隔制御器（好適には、無線遠隔制
御器（有線遠隔制御器を用いることも可能であるが））を用いて、プレイリストを作成す
る又は検索することを有する。第３ステップ４５６は、第２表示要素に可搬型ディジタル
メディア記憶及び再生装置に記憶されている少なくとも１つのディジタルメディアファイ
ルを表す情報を表示することを有する。第４ステップ４５８は、遠隔制御器を用いて、少
なくとも１つのディジタルメディアファイルを作成されたプレイリスト又は検索されたプ
レイリストへの付加又はそれらからの削除のために選択することを有する。第５ステップ
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４６０は、可搬型ディジタルメディア記憶及び再生装置及び／又は遠隔制御可能度キング
アセンブリに関連するメモリについて修正されたプレイリストを選択することを有する。
このように、ユーザは、ＰＤＭＳＰ装置のための一次インタフェースとしてパーソナルコ
ンピュータを必要とせず、快適にプレイリストを管理することが可能である。
【００７３】
　ＰＤＭＳＰ装置についてここで述べている遠隔制御ドッキングアセンブリは、それ故、
個人のエンターテインメントを越えて、ＰＤＭＳＰ装置のエンターテインメント性を拡大
することによりユーザに実質的な有用性を提供することができる。
【００７４】
　本発明については、上で種々の例示としての特徴、側面及び実施形態に関連して説明さ
れているが、本発明はそれらに限定されるものでなく、他の特徴、側面及び代替の実施形
態に拡張される及びそれらを包含することができ、ここでの開示及び例示としての教示に
基づいて当業者はそれらを容易に案出することが可能である。同時提出の特許請求の範囲
は、それ故、本発明の主旨及び範囲において、そのような特徴、修正及び代替の実施形態
の全てを網羅するとして解釈され、意図されている。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図４Ｂ】 【図５】
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【図８】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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