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(57)【要約】
本発明は、マルチメディアの情報表示方法及び装置に関
し、端末技術分野に属する。上記方法は、アプリケーシ
ョンの起動イベントが検出された場合に、事前設定され
た投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリ
ケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
定し、マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマル
チメディア情報を含むことと、アプリケーションの起動
インターフェースにマルチメディア情報を表示すること
と、を含む。本発明は、インストールされた各アプリケ
ーションを統一的に管理し、各アプリケーションが個別
的にアプリケーションサーバーからマルチメディア情報
をダウンロードする必要がなく、同一なマルチメディア
情報を重複してダウンロードすることを防止し、端末の
ネットワーク資源と電気量を節約する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマルチメディア情報を含
むことと、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示するこ
とと、
　を含むことを特徴とするマルチメディア情報の表示方法。
【請求項２】
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードすることを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーショ
ンに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、前記投入アプリ
ケーションのリストに前記アプリケーションが含まれているか否かを判断することと、
　前記投入アプリケーションのリストに前記アプリケーションが含まれている場合に、前
記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定することと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーショ
ンに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に前記アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す
現在のシステム時間を取得することと、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属するか否かを判断することと、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属する場合に、前記投入戦略と前記マルチメディ
ア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
定することと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーショ
ンに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投
入頻度により総投入頻度を計算し、前記第１投入頻度が前記本端末の投入頻度を示すこと
と、
　前記総投入頻度が前記第１投入頻度より小さい場合に、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定することと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入し
ようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に更に前記アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含ま
れている場合に、前記マルチメディア情報集合から前記アプリケーションに対応する指定
のマルチメディア情報を取得することを含むことを特徴とする請求項１から請求項５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　前記投入戦略に前記アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び
各指定のマルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、前記アプリケーショ
ンに対応する各指定のマルチメディア情報に対して、前記指定のマルチメディア情報の投
入頻度を取得し、前記第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示
すことと、
　前記指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合に、前
記指定のマルチメディア情報を、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディ
ア情報とすることとを、更に含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入し
ようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、前
記重みは対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示すことと、
　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、前記マルチ
メディア情報集合から、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
選択することと、を含むことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項９】
　前記マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報の詳細ページを表示すること、または、
　前記マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報に対する共有要求をサーバーに送信すること、または、
　前記マルチメディア情報の表示が完了した後、前記アプリケーションのメインインター
フェースを表示すること、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマルチメディア情報を含
む確定モジュールと、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示する表
示モジュールと、を含むことを特徴とするマルチメディア情報の表示装置。
【請求項１１】
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードするダウンロードモジュールを更に含むことを特徴とする請
求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、前記投入アプリ
ケーションのリストに前記アプリケーションが含まれているか否かを判断し、
　前記投入アプリケーションのリストに前記アプリケーションが含まれている場合に、前
記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定することを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　上記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に前記アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す
現在のシステム時間を取得し、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属するか否かを判断し、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属する場合に、前記投入戦略と前記マルチメディ
ア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
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定することを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　上記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投
入頻度により総投入頻度を計算し、前記第１投入頻度は前記本端末の投入頻度を示し、
　前記総投入頻度が前記第１投入頻度より小さい場合に、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定することを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記確定モジュールは、更に、前記投入戦略に前記アプリケーションに対応する指定の
マルチメディア情報が更に含まれている場合に、前記マルチメディア情報集合から、前記
アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報を取得することを特徴とする請求
項１０から請求項１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に前記アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び
各指定マルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、前記アプリケーション
に対応する各指定のマルチメディア情報に対して、前記指定のマルチメディア情報の投入
頻度を取得し、前記第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示し
、
　前記指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合に、前
記指定のマルチメディア情報を、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディ
ア情報とすることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記確定モジュールは、更に、
　前記マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、前
記重みは対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示し、
　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、前記マルチ
メディア情報集合から前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を選
択することを特徴とする請求項１０ら請求項１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記表示モジュールは、更に、前記マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された
場合に、前記マルチメディア情報の詳細ページを表示すること、または、
　前記マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報に対する共有要求をサーバーに送信する送信モジュール、または、
　前記表示モジュールは、更に、前記マルチメディア情報の表示が完了した後、前記アプ
リケーションのメインインターフェースを表示すること、
　を更に含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　プロセッサと、
　プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶しているメモリーと、を含み、
　前記プロセッサは、
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は複数のマルチメディア情報を含み、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示するこ
とを特徴とするマルチメディア情報の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、端末技術分野に関し、具体的にはマルチメディア情報の表示方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマート端末の発展によって、端末用アプリケーションの普及率がますます高まる傾向
があり、アプリケーションにおいてスタート画面の広告を投入することもだんだん普通の
広告の投入方式になっている。ここで、スタート画面の広告とは、アプリケーションが起
動される場合に、起動されたインターフェースに表示される広告を指す。
【０００３】
　一般的に、アプリケーションに関連されるアプリケーションサーバーは、広告主に提供
された複数のスタート画面の広告を予め取得し、且つスタート画面の広告の投入戦略を設
定する。当該アプリケーションサーバーは、当該投入戦略に基づきアプリケーションに投
入しようとするスタート画面の広告を確定できる。端末におけるアプリケーションは、当
該アプリケーションサーバーとのインターフェースを呼び出し、当該スタート画面の広告
をダウンロードできる。当該アプリケーションが起動される時に当該スタート画面の広告
を表示することができる。
【０００４】
　端末について、当該端末にインストールされる複数のアプリケーションがいずれも上述
した方法を使用して、相応するスタート画面の広告を表示でき、各アプリケーションの間
にお互いに影響を与えない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、かかる技術に存在する課題を解決するために、マルチメディア情報の表示方
法及び装置を提供している。上述した技術案は以下のようである。
【０００６】
　本発明の実施例の第１形態によると、マルチメディア情報の表示方法を提供し、前記方
法は、
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマルチメディア情報を含
むことと、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示するこ
とと、を含む。
【０００７】
　他の実施例において、前記方法は、
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードすることを更に含む。
【０００８】
　他の実施例において、前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、前記投入アプリ
ケーションのリストに前記アプリケーションが含まれているか否かを判断することと、
　前記投入アプリケーションのリストに前記アプリケーションが含まれている場合に、前
記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定することと、を含む。
【０００９】
　他の実施例において、前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に前記アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す
現在のシステム時間を取得することと、
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　前記システム時間が前記投入時間帯に属するか否かを判断することと、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属する場合に、前記投入戦略と前記マルチメディ
ア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
定することと、を含む。
【００１０】
　他の実施例において、前記事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投
入頻度により総投入頻度を計算し、前記第１投入頻度が前記本端末の投入頻度を示すこと
と、
　前記総投入頻度が前記第１投入頻度より小さい場合に、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定することと、を含む。
【００１１】
　他の実施例において、前記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプ
リケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記投入戦略に更に前記アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含ま
れている場合に、前記マルチメディア情報集合から前記アプリケーションに対応する指定
のマルチメディア情報を取得することを含む。
【００１２】
　他の実施例において、前記方法は、
　前記投入戦略に前記アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び
各指定のマルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、前記アプリケーショ
ンに対応する各指定のマルチメディア情報に対して、前記指定のマルチメディア情報の投
入頻度を取得し、前記第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示
すことと、
　前記指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合に、前
記指定のマルチメディア情報を、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディ
ア情報とすることとを、更に含む。
【００１３】
　他の実施例において、前記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプ
リケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　前記マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、前
記重みは対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示すことと、
　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、前記マルチ
メディア情報集合から、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
選択することと、を含む。
【００１４】
　他の実施例において、前記方法は、
　前記マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報の詳細ページを表示すること、または、
　前記マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報に対する共有要求をサーバーに送信すること、または、
　前記マルチメディア情報の表示が完了した後、前記アプリケーションのメインインター
フェースを表示すること、
　を更に含む。
【００１５】
　本発明の実施例の第２形態によると、マルチメディア情報の表示装置を提供し、前記装
置は、
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
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チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマルチメディア情報を含
む確定モジュールと、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示する表
示モジュールと、を含む。
【００１６】
　他の実施例において、前記装置は、
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードするダウンロードモジュールを更に含む。
【００１７】
　他の実施例において、前記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、前記投入アプリ
ケーションのリストに前記アプリケーションが含まれているか否かを判断し、
　前記投入アプリケーションのリストに前記アプリケーションが含まれている場合に、前
記投入戦略と前記マルチメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定する。
【００１８】
　他の実施例において、上記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に前記アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す
現在のシステム時間を取得し、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属するか否かを判断し、
　前記システム時間が前記投入時間帯に属する場合に、前記投入戦略と前記マルチメディ
ア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
定する。
【００１９】
　他の実施例において、上記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投
入頻度により総投入頻度を計算し、前記第１投入頻度は前記本端末の投入頻度を示し、
　前記総投入頻度が前記第１投入頻度より小さい場合に、前記投入戦略と前記マルチメデ
ィア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定する。
【００２０】
　他の実施例において、前記確定モジュールは、更に、前記投入戦略に前記アプリケーシ
ョンに対応する指定のマルチメディア情報が更に含まれている場合に、前記マルチメディ
ア情報集合から、前記アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報を取得する
。
【００２１】
　他の実施例において、前記確定モジュールは、更に、
　前記投入戦略に前記アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び
各指定マルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、前記アプリケーション
に対応する各指定のマルチメディア情報に対して、前記指定のマルチメディア情報の投入
頻度を取得し、前記第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示し
、
　前記指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合に、前
記指定のマルチメディア情報を、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディ
ア情報とする。
【００２２】
　他の実施例において、前記確定モジュールは、更に、
　前記マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、前
記重みは対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示し、
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　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、前記マルチ
メディア情報集合から前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を選
択する。
【００２３】
　他の実施例において、前記装置は、
　前記表示モジュールは、更に、前記マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された
場合に、前記マルチメディア情報の詳細ページを表示すること、または、
　前記マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、前記マルチメディア情
報に対する共有要求をサーバーに送信する送信モジュール、または、
　前記表示モジュールは、更に、前記マルチメディア情報の表示が完了した後、前記アプ
リケーションのメインインターフェースを表示すること、
　を更に含む。
【００２４】
　本発明の実施例の第３形態によると、マルチメディア情報の表示装置を提供し、前記装
置は、
　プロセッサと、
　プロセッサの実行可能なコマンドを記憶しているメモリーと、を含み、
　前記プロセッサは、
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、前記アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定し、前記マルチメディア情報集合は複数のマルチメディア情報を含み、
　前記アプリケーションの起動インターフェースに前記マルチメディア情報を表示する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施例に提供された実施案は下記のような有益の効果を有する。
【００２６】
　本発明の一つの実施例において、アプリケーションの起動イベントが検出された場合に
、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケーションに投入
しようとするマルチメディア情報を確定し、マルチメディア情報集合は少なくとも一つの
マルチメディア情報を含むことと、アプリケーションの起動インターフェースにマルチメ
ディア情報を表示することと、を含む。インストールされた各アプリケーションを統一的
に管理し、任意の一つのアプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定
された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定することで、当該アプリケーションの起動インターフェ
ースに当該マルチメディア情報を表示し、アプリケーションが個別的にアプリケーション
サーバーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がなく、同一なマルチメディア
情報を重複してダウンロードすることを防止し、ネットワーク資源と電気量を無駄にせず
、端末のネットワーク資源と電気量を節約する。
【００２７】
　本発明の他の実施例において、上記方法は、サーバーとの間のインターフェースを呼び
出すことで、投入戦略とマルチメディア情報集合をダウンロードすることを更に含む。当
該サーバーに当該投入戦略とマルチメディア情報集合を設定すればよく、複数のアプリケ
ーションサーバーにそれぞれ設定する必要はない。そして、当該端末は一部の投入戦略と
マルチメディア情報集合のみダウンロードすればよく、各アプリケーションが個別的にア
プリケーションサーバーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がなく、同一な
マルチメディア情報を重複してダウンロードすることを防止し、ネットワーク資源と電気
量を節約する。
【００２８】
　本発明の他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基
づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、投入



(9) JP 2017-532700 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、投入アプリケーションのリ
ストにアプリケーションが含まれているか否かを判断することと、投入アプリケーション
のリストにアプリケーションが含まれている場合に、投入戦略とマルチメディア情報集合
に基づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することと、
を含む。本発明は、投入アプリケーションのリストに基づき、マルチメディア情報が投入
されるアプリケーションを管理することで、指定されたアプリケーションに対してマルチ
メディア情報を投入する需要を満足するのみでなく、他のアプリケーションにマルチメデ
ィア情報を投入することも防止できる。
【００２９】
　他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、投入戦略にア
プリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す現在のシステム時間を取
得することと、システム時間が投入時間帯に属するか否かを判断することと、システム時
間が投入時間帯に属する場合に、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケ
ーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することと、を含む。本発明は、
アプリケーションの投入時間帯を設定することで、当該投入時間帯内にマルチメディア情
報をアプリケーションに投入し、当該投入時間帯の以外にマルチメディア情報を当該アプ
リケーションに投入しないように保障でき、当該時間帯の以外に使用者に迷惑をかけるこ
とを防止する。
【００３０】
　本発明の他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基
づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、投入
戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投入頻度によ
り総投入頻度を計算し、第１投入頻度が本端末の投入頻度を示すことと、総投入頻度が第
１投入頻度より小さい場合に、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケー
ションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することと、を含む。本発明は、第
１投入頻度を設定することで、当該端末へマルチメディア情報を投入する頻度を限定し、
マルチメディア情報の投入が多すぎて使用者の反感を起こすことを避ける。
【００３１】
　本発明の他の実施例において、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケ
ーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、投入戦略に更にアプ
リケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含まれている場合に、マルチメディ
ア情報集合からアプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報を取得することを
含む。当該投入戦略において、当該アプリケーションに投入することが許可された指定の
マルチメディア情報が既に指定された場合に、当該指定のマルチメディア情報を、当該ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報とする。
【００３２】
　本発明の他の実施例において、投入戦略にアプリケーションに対応する複数の指定のマ
ルチメディア情報及び各指定のマルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に
、アプリケーションに対応する各指定のマルチメディア情報に対して、指定のマルチメデ
ィア情報の投入頻度を取得し、第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入
頻度を示すことと、指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さ
い場合に、指定のマルチメディア情報を、アプリケーションに投入しようとするマルチメ
ディア情報とすることとを、更に含む。当該投入戦略において、当該アプリケーションに
投入することが許可された複数の指定マルチメディア情報が既に指定された場合に、指定
のマルチメディア情報の投入頻度に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマ
ルチメディア情報を選択する。
【００３３】
　本発明の他の実施例において、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケ
ーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、マルチメディア情報
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集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、重みは対応的マルチメディア
情報が選ばれる確率を示すことと、各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから
小さいものへと順に、マルチメディア情報集合から、アプリケーションに投入しようとす
るマルチメディア情報を選択することと、を含む。本発明は、マルチメディア情報の重み
を設定することで、加重値が大きいマルチメディア情報を選択して投入することであり、
マルチメディア情報を無作為に選択することではなく、各マルチメディア情報を均一的に
投入し、あるマルチメディア情報の投入が多すぎる一方、他のマルチメディア情報の投入
が少なすぎることを防止でき、信頼性を向上させる。
【００３４】
　本発明の他の実施例において、上記方法は、マルチメディア情報に対する閲覧操作が検
出された場合に、マルチメディア情報の詳細ページを表示すること、または、マルチメデ
ィア情報に対する共有操作が検出された場合に、マルチメディア情報に対する共有要求を
サーバーに送信すること、または、マルチメディア情報の表示が完了した後、アプリケー
ションのメインインターフェースを表示すること、を更に含む。本発明は、マルチメディ
ア情報を投入した後、使用者が当該マルチメディア情報に対して閲覧操作及び共有操作を
行うことができ、柔軟性を向上させ、当該マルチメディアに対する使用者の依頼度を強め
、当該マルチメディア情報を宣伝する効果を有する。
【００３５】
　なお、以上の一般的な説明及び下記の詳細な説明は、例示であり、本発明を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　ここの図面は明細書に含まれて明細書の一部分を構成し、本発明に適する実施例を示し
、明細書と共に本発明の原理を解釈するためである。
【００３７】
【図１】図１は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示方法を示すフロ
チャートである。
【図２】図２は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示方法を示すフロ
チャートである。
【図３】図３は、一つの例示的な実施例に係るネットワークシステムを示す構造模式図で
ある。
【図４】図４は、一つの例示的な実施例に係る操作フローを示す模式図である。
【図５】図５は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示装置を示すブロ
ック図である。
【図６】図６は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示装置を示すブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明の目的、技術案及び利点を更に明確にするように、以下、実施形態と図面を結合
して本発明を更に詳細に説明する。ここで、本発明の例示的な実施形態及びその説明は本
発明を解釈するためであり、本発明を限定するものではない。
【００３９】
　本発明の実施例にはマルチメディア情報の表示方法及び装置が提供され、以下、図面を
参照して、本発明を詳しく説明する。
【００４０】
　図１は一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示方法を示すフロチャート
である。図１に示すように、当該マルチメディア情報の表示方法が端末に適用され、以下
のステップを含む。
【００４１】
　ステップ１０１において、アプリケーションの起動イベントが検出された場合、事前設
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定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しよ
うとするマルチメディア情報を確定する。当該マルチメディア情報集合は、少なくとも一
つのマルチメディア情報を含む。
【００４２】
　当該端末は、少なくとも一つのアプリケーションがインストールされ、且つ各アプリケ
ーションをモニタリングできる。当該端末は、任意の一つのアプリケーションが起動され
る場合に、当該アプリケーションの起動イベントを検出することができる。
【００４３】
　ステップ１０２において、当該アプリケーションの起動インターフェースで、当該マル
チメディア情報を表示する。
【００４４】
　かかる技術において、端末における各アプリケーションは、それぞれ異なるアプリケー
ションサーバーに関連付けられる。各アプリケーションについて、当該アプリケーション
に関連付けられているアプリケーションサーバーにマルチメディア情報の投入戦略を設定
する必要があり、当該投入戦略に基づき、端末のアプリケーションに投入しようとするマ
ルチメディア情報を確定する。当該端末は、当該アプリケーションを介して、当該アプリ
ケーションサーバーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がある。ダウンロー
ドする時に、端末のネットワーク資源と電気量を消費する。端末における各アプリケーシ
ョンは、いずれもこのような方法を採用してマルチメディア情報をダウンロードする。当
該端末における任意の二つの異なるアプリケーションについて、同一なマルチメディア情
報を取得しても、当該端末がこの二つの異なるアプリケーションを介して、異なるアプリ
ケーションサーバーからそれぞれに当該マルチメディア情報をダウンロードする必要があ
る。よって、同一なマルチメディア情報が重複してダウンロードされ、端末のネットワー
ク資源と電気量が無駄になることを生じる。
【００４５】
　本実施例において、端末は、インストールされたアプリケーションを統一的に管理する
。当該端末は、投入戦略とマルチメディア情報集合を事前設定し、操作の過程で各アプリ
ケーションをモニタリングする。当該端末は、任意の一つのアプリケーションの起動イベ
ントが検出された場合に、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入する。そし
て、当該端末は一部の投入戦略とマルチメディア情報集合をダウンロードすればよく、ア
プリケーションごとに個別的にアプリケーションサーバーからマルチメディア情報をダウ
ンロードする必要がなく、同一なマルチメディア情報が重複してダウンロードされること
を防止し、ネットワーク資源及び電気量を無駄にせず、端末のネットワーク資源と電気量
を節約する。
【００４６】
　本発明に提供された方法は、インストールされた各アプリケーションを統一的に管理す
ることで、任意の一つのアプリケーションの起動イベントが検出された場合に、予め確定
された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しよう
とするマルチメディア情報を確定して、当該アプリケーションの起動インターフェースに
当該マルチメディア情報を表示する。各アプリケーションが個別的にアプリケーションサ
ーバーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がなく、同一なマルチメディア情
報が重複してダウンロードされることを防止し、端末のネットワーク資源と電気量を節約
する。
【００４７】
　他の実施例において、当該方法は、更に、
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、当該投入戦略と当該マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードすることを含む。
【００４８】
　他の実施例において、当該事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
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　当該投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれる場合に、当該投入アプリケー
ションのリストに当該アプリケーションが含まれているか否かを判断することと、
　当該投入アプリケーションのリストに当該アプリケーションが含まれている場合、当該
投入戦略と当該マルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようと
するマルチメディア情報を確定することと、を含む。
【００４９】
　他の実施例において、当該事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　当該投入戦略に当該アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、現在の時計
が示すシステム時間を取得することと、
　当該システム時間が当該投入時間帯に属するか否かを判断することと、
　当該システム時間が当該投入時間帯に属する場合に、当該投入戦略と当該マルチメディ
ア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確
定することと、を含む。
【００５０】
　他の実施例において、当該事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき
、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　当該投入戦略に本端末の投入頻度を示す第１投入頻度が含まれている場合、当該本端末
の各アプリケーションの投入頻度により総投入頻度を計算することと、
　当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さい場合に、当該投入戦略と当該マルチメデ
ィア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定することと、を含む。
【００５１】
　他の実施例において、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合に基づき、当該アプ
リケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　当該投入戦略に当該アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報が更に含ま
れている場合、当該マルチメディア情報集合から当該アプリケーションに対応する指定の
マルチメディア情報を取得することを含む。
【００５２】
　他の実施例において、当該方法は、更に、
　当該投入戦略に当該アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報、及
び各指定マルチメディア情報の指定マルチメディア情報に対応する投入頻度を示す第２投
入頻度が含まれている場合、当該アプリケーションに対応する各指定のマルチメディア情
報に対して当該指定のマルチメディア情報の投入頻度を取得することと、
　当該指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応する第２投入頻度より小さい場合に、
当該指定のマルチメディア情報を当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディ
ア情報とすることと、含む。
【００５３】
　他の実施例において、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合に基づき、当該アプ
リケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　当該マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得するこ
とと、
　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、当該マルチ
メディア情報集合から当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を選
択することと、を含み、
　当該重みは、対応するマルチメディア情報が選抜される確率を示す。
【００５４】
　他の実施例において、当該方法は、更に、
　当該マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された場合に、当該マルチメディア情
報の詳細ページを表示すること、または、
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　当該マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、当該マルチメディア情
報に対する共有要求をサーバーに送信すること、または、
　当該マルチメディア情報の表示が完了した後、当該アプリケーションのメインインター
フェースを表示すること、を含む。
【００５５】
　上述したすべての選択可能な技術案は、任意の組み合わせを使用して本発明の選択可能
な実施例を構成でき、ここでその詳細な説明を省略する。
【００５６】
　図２は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示方法を示すフロチャー
トである。図２に示すように、当該マルチメディア情報の表示方法は端末に適用され、以
下のステップを含む。
【００５７】
　ステップ２０１において、端末は、インストールされた各アプリケーションをモニタリ
ングし、任意の１つのアプリケーションの起動イベントを検出する。
【００５８】
　ここで、当該端末は、携帯電話、コンピュータ、タブレットＰＣなどのデバイスであっ
てもよい。当該端末には、例えば、チャットアプリケーション、ショッピングアプリケー
ション、ビデオ再生アプリケーションなどの少なくとも一つのアプリケーションがインス
トールされ、本実施例はこれらを限定しない。
【００５９】
　端末は、実行過程において、インストールされた各アプリケーションをモニタリングで
き、任意の一つのアプリケーションの起動イベントが発生された場合、当該端末が当該ア
プリケーションの起動イベントを感知できる。このような場合に、当該端末は、マルチメ
ディア情報を当該アプリケーションに投入することができ、即ち、当該マルチメディア情
報を当該アプリケーションのスタート画面の広告とする。
【００６０】
　ここで、当該起動イベントは、使用者が当該アプリケーションを起動する操作によりト
リガーされることができる。使用者が当該アプリケーションを起動する操作は、アプリケ
ーションアイコンに関するクリック操作であってもよく、または起動メニューにおける当
該アプリケーションに対する選択操作であってもよい。本発明はこれらを限定しない。
【００６１】
　ステップ２０２において、当該端末は、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報
集合に基づき、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入するか否かを判断し、
「はい」の場合にステップ２０３を実行し、「いいえ」の場合にプロセスを終了させる。
【００６２】
　ここで、当該投入戦略はマルチメディア情報の投入情況を管理するためのものであり、
例えば、マルチメディア情報の投入時間を管理したり、マルチメディア情報を投入するア
プリケーションを管理したりするなどのものであり、本実施例はこれらを限定しない。当
該マルチメディア情報集合は、少なくとも一つのマルチメディア情報を含んでいる。各マ
ルチメディア情報は、フォーマットに基づき、図画情報、ビデオ情報、オーディオ情報、
ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）の中の少なくとも一つを
含めてもよく、内容に基づき、メークアップ類、衣服類、日用品類など様々なタイプの情
報を含めてもよく、本実施例にこれらを限定しない。
【００６３】
　当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合は、当該端末に関連付けられるサーバーと
マルチメディア情報を生成する広告主が協議することで確定できる。当該サーバーは、ア
プリケーションの実行過程で、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合をアップデー
トすることもできる。当該端末は、当該サーバーから当該投入戦略と当該マルチメディア
情報集合をダウンロードし、且つ当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合を保存する
。
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【００６４】
　例えば、当該端末は、当該サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、当該
サーバーから当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合をダウンロードする。当該端末
は、当該サーバーとの間のインターフェースをリアルタイムに呼び出して当該サーバーか
ら当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合をダウンロードでき、又は当該サーバーと
の間のインターフェースを周期的に呼び出して当該サーバーから当該投入戦略と当該マル
チメディア情報集合をダウンロードできる。当該端末のダウンロード周期は１０時間、２
４時間などでよく、本実施例はこれを限定しない。
【００６５】
　又は、当該端末は、当該サーバーが当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合をアッ
プデートした時に、アップデートされた投入戦略とマルチメディア情報集合をダウンロー
ドすることもできる。例えば、当該サーバーは、アップデートされた投入戦略とマルチメ
ディア情報集合に基づき、新たな投入データファイルを生成し、且つ当該投入データファ
イルのバージョン情報を生成できる。当該バージョン情報には、当該投入データファイル
のバージョンの名称と生成時間などを含めることができる。当該端末は、当該バージョン
情報を取得し、当該バージョン情報と当該端末に現在保存されている投入データファイル
のバージョン情報が同一であるか否かを判断することができる。当該端末は、当該バージ
ョン情報と現在保存されているバージョン情報が異なると確定した場合に、当該サーバー
で当該投入データファイルが既にアップデートされたことを示すため、当該サーバーとの
間のインターフェースを呼び出して、当該アップデートされた投入データファイルをダウ
ンロードし、当該アップデートされた投入データファイルを解析してアップデートされた
投入戦略とマルチメディア情報集合を得る。
【００６６】
　一方、当該端末は、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合を同時にダウンロード
できるのみでなく、更に当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合を個別的にダウンロ
ードすることもできる。例えば、当該サーバーは設定された投入戦略に基づき投入戦略フ
ァイルを生成し、設定されたマルチメディア情報集合によって投入情報ファイルを生成す
ることができる。当該端末は、当該サーバーが投入戦略ファイルをアップデートする時に
、当該サーバーからアップデートされた投入戦略ファイルをダウンロードし、当該投入戦
略ファイルを解析してアップデートされた投入戦略を取得することができる。この場合に
、当該端末は、アップデートされた投入戦略に基づき、現在保存されているマルチメディ
ア情報集合を管理することができる。又は、当該端末は、当該サーバーが投入情報ファイ
ルをアップデートする時に、当該サーバーからアップデートされた投入情報ファイルをダ
ウンロードし、当該投入情報ファイルを解析してアップデートされたマルチメディア情報
集合を取得することができる。この場合に、当該端末は現在保存されている投入戦略に基
づき、アップデートされたマルチメディア情報集合を管理することができる。
【００６７】
　本実施例において、当該端末は、当該アプリケーションの起動イベントを検出したとき
に、現在保存されている投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーシ
ョンにマルチメディア情報を投入するか否かを判断できる。例えば、当該ステップ２０２
は下記ステップ（１）－（３）中の少なくとも一つを含むことができる。
【００６８】
　（１）当該投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合、当該投入ア
プリケーションのリストに当該アプリケーションが含まれているか否かを判断し、「はい
」の場合にステップ２０３を実行し、「いいえ」の場合にプロセスを終了させる。
【００６９】
　当該投入戦略は投入アプリケーションのリストを含めていることができる。当該投入ア
プリケーションのリストには、マルチメディア情報を投入することが許可された少なくと
も一つのアプリケーションが含まれる。よって、当該端末は、当該投入アプリケーション
のリスト中に当該アプリケーションが含まれているか否かを判断できる。当該投入アプリ
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ケーションのリスト中に当該アプリケーションが含まれている場合に、当該アプリケーシ
ョンにマルチメディア情報を投入することが許可されていることを示すため、当該端末が
ステップ２０３を実行する。当該投入アプリケーションのリスト中に当該アプリケーショ
ンが含まれていない場合に、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入すること
が許可されていないことを示すため、当該端末が当該アプリケーションにマルチメディア
情報を投入しない。
【００７０】
　（２）当該投入戦略に当該アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、現在
の時計が示すシステム時間を取得し、当該システム時間が当該投入時間帯に属するか否か
を判断し、「はい」の場合にステップ２０３を実行し、「いいえ」の場合にプロセスを終
了させる。
【００７１】
　当該投入戦略は、各アプリケーションの投入時間帯を更に含むことができる。当該投入
時間帯は、対応的なアプリケーションにマルチメディア情報を投入することが許可された
時間帯を限定し、異なるアプリケーションの投入時間帯が同一であってもよく、異なって
もよく、本実施例でこれを限定しない。
【００７２】
　当該端末は、当該アプリケーションの投入時間帯を取得でき、現在の時計が示すシステ
ム時間を取得し、当該システム時間が当該アプリケーションの投入時間帯に属するか否か
を判断することができる。当該システム時間が当該投入時間帯に属する場合に、現在の時
間で当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入することが許されていることを示
すため、当該端末がステップ２０３を実行する。当該システム時間が当該投入時間帯に属
しない場合に、現在の時間でアプリケーションにマルチメディア情報を投入することは許
可されていないことを示すため、当該端末は当該アプリケーションにマルチメディア情報
を投入しない。
【００７３】
　（３）当該投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合、当該端末の各アプリケーショ
ンの投入頻度により総投入頻度を計算し、当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さい
か否かを判断し、「はい」の場合にステップ２０３を実行し、「いいえ」の場合に、プロ
セスを終了させる。
【００７４】
　実際の適用において、当該端末が複数のアプリケーションにマルチメディア情報を投入
するため、投入頻度が高すぎる場合に、使用者の反感を起こしやすく、使用者の体験に影
響を与える。そのため、当該投入戦略は、当該端末の投入頻度を示す第１投入頻度を含め
ることができ、当該端末がマルチメディア情報を投入する頻度を限定することができる。
【００７５】
　当該端末は、マルチメディア情報を投入する過程において、各アプリケーションに投入
されたマルチメディア情報を含む投入記録を生成できる。よって、当該端末は、現在起動
したアプリケーションにマルチメディア情報を投入するか否かを判断する場合、各アプリ
ケーションへの投入頻度を取得でき、且つ当該端末の各アプリケーションへの投入頻度に
より当該端末の総投入頻度を計算し、当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さいか否
かを判断する。当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さい場合に、当該端末の総投入
頻度が限定された最大投入頻度を超えていないことを示すため、当該端末は更に当該アプ
リケーションにマルチメディア情報を投入することができ、ステップ２０３を実行する。
一方、当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さくない場合に、当該端末のマルチメデ
ィア情報を投入する頻度が高すぎであることを示すため、こらから当該アプリケーション
にマルチメディア情報を投入できない。
【００７６】
　ここで、アプリケーションの投入頻度が事前設定時間内の投入回数で示すことができ、
当該事前設定時間が当該投入戦略に基づき確定可能であり、一日または一週間などであっ
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てもよく、本実施例でこれを限定しない。例えば、当該事前設定時間が１日である場合に
、あるアプリケーションが当日にスタート画面の広告をすでに３回投入されれば、当該ア
プリケーションの投入頻度が３である。
【００７７】
　なお、本実施例は上述したステップ（１）－（３）における三種の方式のみを例として
説明したが、当該端末が任意の一つの方式に満足すれば、当該アプリケーションにマルチ
メディア情報を投入することを確定できる。しかし、実際的に、当該端末は、上述した三
つの判断方式における任意の二つ又は三つを任意の形態で組み合わせて、マルチメディア
情報を当該アプリケーションに投入するか否かを判断できる。
【００７８】
　上述した（１）と（２）の組み合わせを例として、当該端末は、当該投入戦略に投入ア
プリケーションのリストが含まれている場合に、当該投入アプリケーションのリストに当
該アプリケーションが含まれているか否かを判断する。当該投入アプリケーションのリス
トに当該アプリケーションが含まれている場合に、当該アプリケーションの投入時間帯を
取得し、且つ現在の時計が示すシステム時間を取得し、当該システム時間が当該投入時間
帯に属するか否かを判断し、当該システム時間が当該投入時間帯に属する場合に、当該ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定し、ステップ２０３を実行
する。一方、当該投入アプリケーションのリストに当該アプリケーションが含まれていな
い場合、又は当該システム時間が当該投入時間帯に属しない場合に、当該端末は当該アプ
リケーションにマルチメディア情報を投入しない。
【００７９】
　一方、当該端末は、他の判断方式をさらに採用し、当該アプリケーションにマルチメデ
ィア情報を投入するか否かを判断することができる。本実施例にはこれが限定されない。
【００８０】
　本実施例には、当該端末は当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入する必要
がないと確定した後、如何なる操作も実行しないのみを例として説明した。しかし、実際
的に、当該端末は、マルチメディア情報を当該アプリケーションに投入する必要がないと
確定した後、当該アプリケーションを介して、相応的な起動操作を実行し、例えば、当該
アプリケーションのメインインターフェースを表示したり、当該アプリケーションにおけ
る使用者の記録情報などをアップロードしたりするものなどであり、ここでは、その説明
を省略する。
【００８１】
　ステップ２０３において、当該端末は、当該アプリケーションにマルチメディア情報を
投入すると確定された場合、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合に基づき、当該
アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定する。
【００８２】
　当該端末は、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入すると確定した後、当
該マルチメディア情報集合から当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を選択することができる。
【００８３】
　本実施例において、当該投入戦略は、各アプリケーションに対応する指定のマルチメデ
ィア情報を含めることができる。つまり、当該投入戦略は、対応的なアプリケーションに
投入するマルチメディア情報を予め指定することができる。この場合に、当該端末は当該
アプリケーションに対して対応的な指定のマルチメディア情報のみを投入でき、他のマル
チメディア情報を投入できない。ここで、各アプリケーションに対応する指定のマルチメ
ディア情報は、マルチメディア情報を提供する広告主により確定されてもよく、更に当該
端末のメーカーにより確定されてもよく、または広告主と当該端末のメーカーが協議する
ことで確定されても良く、本実施例がこれを限定しない。
【００８４】
　当該端末は当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入すると確定した場合に、



(17) JP 2017-532700 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

当該投入戦略に当該アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含まれてい
るか否かを判断する。「はい」の場合に、当該マルチメディア情報集合から、当該アプリ
ケーションに対応する指定マルチメディア情報を取得することで、当該指定マルチメディ
ア情報を当該アプリケーションに投入する。例えば、当該投入戦略は、当該アプリケーシ
ョンに対応する指定のマルチメディア情報の記憶アドレスを含むことができる、当該端末
は、当該記憶アドレスに基づき当該指定のマルチメディア情報を取得することができる。
【００８５】
　ここで、当該端末は、当該投入戦略に当該アプリケーションに対応する複数の指定のマ
ルチメディア情報が含まれている場合に、当該複数の指定のマルチメディア情報を取得す
ることで、当該複数の指定のマルチメディア情報を当該アプリケーションに投入する。
【００８６】
　当該端末は、更に当該複数の指定のマルチメディア情報における各指定のマルチメディ
ア情報の投入頻度に基づき、対応的な指定のマルチメディア情報を投入するか否かを確定
できる。当該投入頻度は、対応的な指定マルチメディア情報が既に投入された回数を示す
。
【００８７】
　例えば、当該端末は、各指定のマルチメディア情報の投入頻度を計算し、複数の指定の
マルチメディア情報から、投入頻度が一番低い指定のマルチメディア情報を選択して、当
該アプリケーションに投入するマルチメディア情報とすることができる。又は、当該投入
戦略は各指定のマルチメディア情報の第２投入頻度をさらに含めることができ、当該第２
投入頻度は、指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示し、対応的な指定のマル
チメディア情報の投入頻度を限定することができる。当該アプリケーションに対応する各
指定のマルチメディア情報について、当該端末は、当該指定のマルチメディア情報の投入
頻度を取得し、当該投入頻度が当該指定のマルチメディア情報の第２投入頻度より低いか
否かを判断することができ、当該投入頻度が当該指定のマルチメディア情報の第２投入頻
度より低い場合に、当該指定のマルチメディア情報の投入頻度が限定された最大投入頻度
を超えていないことを示すため、当該マルチメディア情報をさらに投入することができ、
当該指定マルチメディア情報を当該アプリケーションに投入するマルチメディア情報とす
る。当該投入頻度が当該指定マルチメディア情報の第２投入頻度より低くない場合に、当
該指定マルチメディア情報を投入する頻度が高すぎていることを示すため、当該端末は当
該指定マルチメディア情報を投入できない。
【００８８】
　なお、当該指定のマルチメディア情報の投入頻度は、当該マルチメディア情報集合の全
部のマルチメディア情報に対する当該指定のマルチメディア情報の投入頻度であり、即ち
、当該端末における当該指定のマルチメディア情報の投入頻度である。当該投入頻度は、
当該指定のマルチメディア情報の投入回数を当該端末に投入されたマルチメディア情報の
総投入回数で割った値である。
【００８９】
　または、当該指定のマルチメディア情報の投入頻度は、各アプリケーションに対応する
複数の指定のマルチメディア情報に対する当該指定のマルチメディア情報の投入頻度であ
ることができる。即ち、当該指定マルチメディア情報が投入することが許可された各アプ
リケーションに対して、当該指定のマルチメディア情報の投入頻度は、当該アプリケーシ
ョンに対する当該指定のマルチメディア情報の投入頻度を示すためである。当該投入頻度
は、当該指定のマルチメディア情報の当該アプリケーションにおける投入回数を当該アプ
リケーションの総投入回数で割った値である。
【００９０】
　本実施例において、当該端末は更に当該アプリケーションに投入することが許可された
指定のマルチメディア情報を指定しなくてもよく、各マルチメディア情報の当該マルチメ
ディア情報集合における現在の重みを確定し、各マルチメディア情報の現在の重みが大き
いものから小さいものへと順に、当該マルチメディア情報集合から当該アプリケーション
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に投入するマルチメディア情報を選択する。
【００９１】
　また、当該端末はマルチメディア情報を選択する場合、各マルチメディア情報の現在の
重みが大きいものから小さいものへと順に、当該マルチメディア情報集合から一つのマル
チメディア情報を選択でき、即ち、重もが一番大きいマルチメディア情報を選択する。当
該端末は、更に当該マルチメディア情報集合から事前設定数のマルチメディア情報を選択
でき、即ち、重みが大きい事前設定数のマルチメディア情報を選択することができる。当
該事前設定数は当該投入戦略に基づき確定でき、異なるアプリケーションに対応する事前
設定数は同一であってもよく、異なってもよく、本実施例でこれを限定しない。
【００９２】
　当該重みは、対応的なマルチメディア情報が選択される確率を示す。各マルチメディア
情報の重みの数値は事前設定範囲内に属することができ、当該事前設定範囲は（０、１）
又は（０、１０）などであり、当該複数のマルチメディア情報の重みの総合は１であって
もよく、他の数値であってもよく、本実施例でこれを限定しない。各マルチメディア情報
の重みは、当該投入戦略に基づき当該端末に確定されてもよく、適用の過程でアップデー
トされてもよい。
【００９３】
　例えば、当該端末は、一つのマルチメディア情報をあるアプリケーションに投入する場
合に、当該マルチメディア情報の重みを減少でき、後続の他のアプリケーションが起動さ
れるときに、当該重みが減少されたマルチメディア情報を投入しなく、他の重みが大きい
マルチメディア情報を投入することができる。すでに投入されたマルチメディア情報の重
みを減少し、且つ投入されなかったマルチメディア情報の重みを増加することで、各マル
チメディア情報を均一的に投入することができる。あるマルチメディア情報が投入過ぎ、
且つ他のマルチメディア情報の投入が少ないことを防止することができる。
【００９４】
　または、当該端末は、当該アプリケーションの起動イベントを検出された時に、当該ア
プリケーションのタイプを取得し、当該マルチメディア情報集合におけるあるマルチメデ
ィア情報のタイプと当該アプリケーションのタイプが同一であると確定される場合に、当
該マルチメディア情報の重みを増加することで、当該マルチメディア情報が選ばれた確率
を向上させる。例えば、当該端末は、起動イベントを発生するアプリケーションがビデオ
再生アプリケーションである場合に、当該マルチメディア情報集合における映画タイプの
マルチメディア情報の重みを増加することができる。
【００９５】
　もちろん、当該端末は、当該マルチメディア情報のタイプと当該アプリケーションのタ
イプが同一であると確定される場合に、当該マルチメディア情報を直接選んで、当該マル
チメディア情報を当該アプリケーションに投入すると確定でき、マルチメディア情報の重
みに基づき選択することでない。本実施例では当該端末がマルチメディア情報を選択する
方式を限定しない。
【００９６】
　ステップ２０４において、当該端末は、当該アプリケーションの起動インターフェース
に当該マルチメディア情報を表示する。
【００９７】
　当該端末は、当該アプリケーションに投入するマルチメディア情報を確定した後、当該
アプリケーションの起動インターフェースを表示でき、当該起動インターフェースに当該
マルチメディア情報を表示する。例えば、当該端末は、当該マルチメディア情報がピクチ
ャ情報を含めている場合に、当該起動インターフェースに当該ピクチャ情報を表示し、当
該マルチメディア情報がビデオ情報である場合に、当該起動インターフェースに当該ビデ
オ情報を再生する。
【００９８】
　当該端末は、当該アプリケーションに投入する一つのマルチメディア情報をすでに確定
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した場合に、当該起動インターフェースに当該マルチメディア情報を表示する。また、当
該端末は、当該アプリケーションに投入する複数のマルチメディア情報をすでに確定した
場合に、当該起動インターフェースに当該複数のマルチメディア情報を順番に表示しても
よく、当該起動インターフェースに当該複数のマルチメディア情報を同時に表示してもよ
く、又は当該複数のマルチメディア情報を二つのグループに区分して、各グループが複数
のマルチメディア情報を含め、当該起動インターフェースに一つのグループのマルチメデ
ィア情報を先に表示し、その後にもう一つのグループのマルチメディア情報を切り替えて
表示する。当該複数のマルチメディア情報の表示方式は、当該投入戦略に基づき確定でき
、本実施例はこれを限定しない。
【００９９】
　実際上、当該端末は、当該アプリケーションが起動される場合に、当該アプリケーショ
ンを介して当該アプリケーションのメインインターフェースを表示する。本実施例におい
て、当該端末は、起動インターフェースを表示し、起動インターフェースに当該マルチメ
ディア情報を表示する。当該端末は、マルチメディア情報を表示する時に、使用者が当該
マルチメディア情報に対して如何なるトリガー操作を行わない場合に、当該マルチメディ
ア情報の表示が完了した後、当該アプリケーションのメインインターフェースを表示する
。
【０１００】
　ここで、当該マルチメディア情報の表示時間が事前設定時間に達した時に、マルチメデ
ィア情報の表示が完了したことを確定できる。当該事前設定時間は、当該投入戦略に基づ
き確定される。異なるマルチメディア情報に対応する事前設定時間は同一であってもよく
、異なってもよい。異なるアプリケーションに対応する事前設定時間は同一であってもよ
く、異なってもよい。本実施例はこれを限定しない。
【０１０１】
　本実施例で、当該端末は、先に当該アプリケーションのメインインターフェースを表示
せず、当該起動インターフェースを表示することでき、当該マルチメディア情報の表示が
完了した後、当該アプリケーションのメインインターフェースを表示する。又は、当該端
末は、当該アプリケーションを利用して当該アプリケーションのメインインターフェース
を表示し、且つ当該メインインターフェースの最上層に当該起動インターフェースを表示
することで、当該起動インターフェースにより当該アプリケーションのメインインターフ
ェースをカバーし、当該起動インターフェースに当該マルチメディア情報を表示し、当該
マルチメディア情報の表示を完成した後、当該起動インターフェースの表示を取り消す。
このとき、当該端末は、当該メインインターフェースを表示することができる。本実施例
において、マルチメディア情報を表示する時に当該メインインターフェースを表示するか
否かが限定されない。
【０１０２】
　当該端末がマルチメディア情報を表示する時に、使用者が当該マルチメディア情報に対
して閲覧操作のトリガーを行うことができる。当該閲覧操作は、当該マルチメディア情報
をクリックする操作又は他の操作などであり、本実施例でこれを限定しない。当該端末は
、当該マルチメディアへの閲覧操作が検出された場合に、当該マルチメディア情報の詳細
ページを表示することができる。後続の過程で、当該端末が当該詳細ページを閉じる時に
、当該アプリケーションのメインインターフェースが表示される。
【０１０３】
　ここで、当該詳細ページは、当該マルチメディア情報の詳細情報を含め、例えば、当該
マルチメディア情報が示す製品のブランド、価格、メーカーなどを含めている。本実施例
は、当該詳細情報を限定しない。当該詳細ページは、当該端末により当該サーバーから予
めダウンロードしてもよく、当該端末により当該マルチメディア情報に対応するサーバー
からダウンロードしてもいい。例えば、当該端末は、当該マルチメディア情報が一つのウ
ェブサイトのアドレスである場合、当該ウェブサイトのアドレスにより、当該ウェブサイ
トのアドレスに対応するサーバーにアクセス要求を送信し、当該サーバーから返信したウ
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ェブページを受信する。当該ウェブページが当該マルチメディア情報の詳細ページである
。
【０１０４】
　当該端末にルチメディア情報を表示する場合に、使用者が当該マルチメディア情報に対
する共有操作のトリガーを更に行う。例えば、当該起動インターフェースに共有オプショ
ンが含まれて、当該共有操作が当該共有オプションをクリックする操作であってもよい。
当該端末は、当該マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、当該マルチ
メディア情報に対する共有要求をサーバーに送信する。当該サーバーは、当該共有要求を
受信する場合に、当該マルチメディア情報を共有するメッセージを配信する。当該端末の
友達は、当該メッセージを閲覧し、当該端末が当該マルチメディア情報をすでに共有する
ことを知ることができる。一方、当該端末は、当該共有要求を当該サーバーに送信した後
、当該アプリケーションのメインインターフェースを表示することができる。
【０１０５】
　また、当該端末は、当該マルチメディア情報の表示が完了した後、生成された投入記録
をアップデートし、当該アプリケーションに当該マルチメディア情報を投入したことを示
すために、当該投入記録に当該アプリケーションと当該マルチメディア情報の間の対応関
係を追加する。そして、当該端末は、当該アプリケーションに当該マルチメディア情報を
表示した時間、使用者の当該マルチメディア情報に対するトリガーの操作などを、当該投
入記録に追加でき、本実施例でこれを限定しない。その後に、当該端末が当該サーバーに
当該投入記録を送信し、当該サーバーが当該投入記録を保存することができる。
【０１０６】
　当該端末は、当該投入戦略と当該マルチメディア情報集合をダウンロードした後、サー
バーとの間のネットワーク接続が切れられた場合に、アプリケーションにマルチメディア
情報を投入し、且つ投入記録を生成する。全体の過程はオフラインの状態で行われて、ネ
ットワークに接続される必要がない。後続の過程において、当該端末は、当該サーバーと
の間のネットワーク接続を回復するときに、当該サーバーに当該投入記録を送信すればよ
い。
【０１０７】
　図３は、本実施例に提供されたネットワークシステムの構造模式図である。図３を参照
すると、当該ネットワークシステムが端末とサーバーを含み、当該端末がネットワークを
介して当該サーバーに接続され、当該サーバーが当該端末にサービスを提供する。当該サ
ーバーは、投入戦略を設定し、且つマルチメディア情報集合を取得できる。当該端末は、
当該サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、サーバーから当該投入戦略と
当該マルチメディア情報集合をダウンロードすることができ、当該投入戦略と当該マルチ
メディア情報集合に基づき、起動されたアプリケーションにマルチメディア情報を投入す
る。
【０１０８】
　なお、本実施例では、端末が当該マルチメディア情報の表示方法を実行するのみを例と
して説明したが、実際上、端末が投入サービスプロセスを実行し、当該投入サービスプロ
セスにより当該マルチメディア情報の表示方法を実行することができる。図４を参照して
、当該投入サービスプロセスの操作フローは下記ステップ（１）－（４）を含むことがで
きる。
【０１０９】
　（１）投入サービスプロセスは各アプリケーションの起動や終了のイベントをモニタリ
ングし、アプリケーションが起動される時に、投入サービスプロセスがアプリケーション
の起動イベントを検出した。
【０１１０】
　（２）当該投入サービスプロセスは、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投
入するか否かを判断し、「はい」の場合に、予め取得された複数のマルチメディア情報か
ら適当なマルチメディア情報を選択する。
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【０１１１】
　当該投入サービスプロセスは、投入戦略とマルチメディア情報をサーバーからダウンロ
ードし、当該投入戦略に基づき当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入するか
否かを判断することができる。当該投入サービスプロセスは、当該アプリケーションにマ
ルチメディア情報を投入しないと確定した場合に、当該アプリケーションの起動イベント
を無視し、当該アプリケーションにメインインターフェースを表示する。当該投入サービ
スプロセスは、当該アプリケーションにマルチメディア情報を投入すると確定した場合に
、適当なマルチメディア情報を選択する。
【０１１２】
　（３）当該アプリケーションに投入されるマルチメディア情報を確定した後、当該投入
サービスプロセスはマルチメディア情報のフォーマットに従って、当該マルチメディア情
報を当該フォーマットに対応的処理モジュールに提出し、当該処理モジュールにより当該
マルチメディア情報を表示する。
【０１１３】
　当該投入サービスプロセスにより確定されたマルチメディア情報はピクチャ情報、ビデ
オ情報、オーディオ情報などの様々なフォーマットの情報であってもいい。当該投入サー
ビスプロセスは、当該マルチメディア情報のフォーマットを確定し、当該マルチメディア
情報を当該のフォーマットに対応する処理モジュールに提出し、当該処理モジュールによ
り当該マルチメディア情報を表示することができる。
【０１１４】
　例えば、当該投入サービスプロセスは、当該マルチメディア情報がピクチャ情報である
場合に、当該ピクチャ情報を表示モジュールに提出し、表示モジュールにより当該ピクチ
ャ情報を表示する。当該投入サービスプロセスは、当該マルチメディア情報がビデオ情報
である場合に、当該ビデオ情報をビデオ再生モジュールに提出し、ビデオ再生モジュール
により当該ビデオ情報を再生する。
【０１１５】
　（４）当該マルチメディア情報の表示が完了した後、当該アプリケーションがメインイ
ンターフェースを表示する。
【０１１６】
　本実施例に提供された方法は、インストールされた各アプリケーションを統一的に管理
し、任意の一つのアプリケーションの起動イベントが検出された場合、予め確定された投
入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマ
ルチメディア情報を確定することで、当該アプリケーションの起動インターフェースに当
該マルチメディア情報を表示し、各アプリケーションが個別的にアプリケーションサーバ
ーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がなく、同一なマルチメディア情報を
重複してダウンロードすることを防止し、端末のネットワーク資源と電気量を節約する。
【０１１７】
　関連技術において、複数のアプリケーションサーバーは個別的に投入戦略を設定する。
また、各アプリケーションは個別的に対応的アプリケーションサーバーから広告資源をダ
ウンロードする。実際の適用において、アプリケーションのメーカーは、自分のニーズに
基づき広告主と協議する必要がある。広告主は、アプリケーションの使用者の数量などの
情報に基づき、スタート画面の広告を投入するか否かを決定する。アプリケーションにス
タート画面の広告を投入すると確定されると、アプリケーションサーバーは広告主から提
供されたスタート画面の広告のデータパケットを集める必要があり、且つ、多い投入戦略
を設定し、投入されるスタート画面の広告を管理する。端末におけるアプリケーションは
、相応するインターフェースを呼び出してスタート画面の広告を取得することで、スター
ト画面の広告の表示を実現する。アプリケーションサーバーが配置を行うことは大変複雑
なことであり、端末アプリケーションは定期的にサーバーから最新の資源を取得する必要
があり、操作が頻繁になる場合に、端末の大量のネットワーク資源を消耗し、且つ端末の
電気量を消耗する。一部の使用者の数量が少ないアプリケーションについて、適当な広告
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主さえ見つけなく、スタート画面の広告の投入を実現することはできない。また、端末に
おいて、各アプリケーションは個別的に管理され、統一的な管理を実現することができな
い。
【０１１８】
　本実施例のネットワークシステムは端末と一つのサーバーのみを含む。当該端末は、当
該サーバーから１部の投入戦略と広告資源を統一的にダウンロードすることで、異なるア
プリケーションにスタート画面の広告を投入することができ、複数のアプリケーションの
統一的な管理を実現する。そして、端末は、定期的にサーバーからバージョン情報を取得
して、投入戦略と広告資源のアップグレード及びアップデートを実現する。各アプリケー
ションが個別的にアプリケーションサーバーから広告資源をダウンロードする必要がない
ため、同一な広告資源を重複してダウンロードすることを避けて、ネットワーク資源及び
電気量を無駄にせず、端末のネットワーク資源および電気量を節約する。端末は、例えば
時間帯制御、頻度制御などの戦略である相応する投入戦略をさらに提供し、端末全体の使
用者の体験を考慮した。また、当該端末のサーバーが一部のみの投入戦略と広告資源を配
置すればよく、アプリケーションサーバーが投入戦略と広告資源を設定する必要がないた
め、アプリケーションサーバーの操作を簡単にする。
【０１１９】
　本発明は、端末においてシステムレベルのスタート画面の広告の表示プラットフォーム
を提供し、端末メーカーが広告主と協議して、特定のアプリケーションが起動される場合
に、適当なスタート画面の広告を自動的に表示する。したがって、アプリケーションの使
用者の数量の多少と関係なく、端末のメーカーとの協議が成功すれば、アプリケーション
サーバーに対して如何なる設定が必要なく、如何なる投入戦略とインターフェースの呼び
出しが必要なく、アプリケーションサーバーから如何なる広告資源を定期に取り込む必要
なく、スタート画面の広告の投入を実現することができ、関連技術と同様な投入効果に達
成し、且つ端末メーカーに分配される奨励を更に得ることができる。
【０１２０】
　図５は、一つの例示的な実施例に係るマルチメディア情報の表示装置を示すブロック図
である。図５を参照して、当該装置は確定モジュール５０１と表示モジュール５０２を含
む。
【０１２１】
　確定モジュール５０１は、アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前
設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入し
ようとするマルチメディア情報を確定するように配置される。当該マルチメディア情報集
合は、少なくとも一つのマルチメディア情報を含む。
【０１２２】
　表示モジュール５０２は、当該アプリケーションの起動インターフェースに当該マルチ
メディア情報を表示する。
【０１２３】
　本実施例に提供された装置は、インストールされた各アプリケーションを統一的に管理
し、任意の一つのアプリケーションの起動イベントが検出された場合に、予め確定された
投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとする
マルチメディア情報を確定することで、当該アプリケーションの起動インターフェースに
当該マルチメディア情報を表示し、各アプリケーションが個別的にアプリケーションサー
バーからマルチメディア情報をダウンロードする必要がなく、同一なマルチメディア情報
を重複してダウンロードすることを防止し、端末のネットワーク資源と電気量を節約する
。
【０１２４】
　他の実施例において、当該装置は、
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、当該投入戦略と当該マルチメデ
ィア情報集合をダウンロードするダウンロードモジュールを更に含む。
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【０１２５】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は、更に、
　当該投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、当該投入アプリ
ケーションのリストに当該アプリケーションが含まれているか否かを判断し、当該投入ア
プリケーションのリストに当該アプリケーションが含まれている場合に、当該投入戦略と
当該マルチメディア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマルチ
メディア情報を確定するように配置される。
【０１２６】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は、更に、
　当該投入戦略に当該アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合、時計が示す現
在のシステム時間を取得し、当該システム時間が当該投入時間帯に属するか否かを判断し
、当該システム時間が当該投入時間帯に属する場合、当該投入戦略と当該マルチメディア
情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定
するように配置される。
【０１２７】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は、更に、
　当該投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合、装置の各アプリケーションの投入頻
度により総投入頻度を計算し、当該第１投入頻度は当該装置の投入頻度を示すためであり
、当該総投入頻度が当該第１投入頻度より小さい場合に、当該投入戦略と当該マルチメデ
ィア情報集合に基づき、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を
確定するように配置される。
【０１２８】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は、更に、当該投入戦略に当該アプリ
ケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含まれている場合に、当該マルチメデ
ィア情報集合から当該アプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報を取得する
ように配置される。
【０１２９】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は、更に、
　当該投入戦略に当該アプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び
各指定のマルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、当該アプリケーショ
ンに対応する各指定のマルチメディア情報について、当該指定のマルチメディア情報の投
入頻度を取得し、当該第２投入頻度が指定マルチメディア情報に対応する投入頻度を示し
、当該指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合、当該
指定のマルチメディア情報を、当該アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報とするように配置される。
【０１３０】
　他の実施例において、当該確定モジュール５０１は更に、
　当該マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、当
該重みは対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示し、各マルチメディア情報の現在
の重みが大きいものから小さいものへと順に、当該マルチメディア情報集合から、当該ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を選択するように配置される。
【０１３１】
　他の実施例において、当該装置においては、更に
　当該表示モジュール５０２は、当該マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された
場合に、当該マルチメディア情報の詳細ページを表示するように配置される、または、
　送信モジュールは、当該マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、当
該マルチメディア情報に対する共有要求をサーバーに送信するように配置される、または
、
　当該表示モジュール５０２は、当該マルチメディア情報の表示が完了した後、当該アプ
リケーションのメインインターフェースを表示するように配置される。
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【０１３２】
　上記実施例における装置について、各モジュールにより操作を実行する具体的な形態は
、既に該方法に関する実施例に詳細に説明され、ここでその説明を省略する。
【０１３３】
　上述したすべての選択可能な技術案は、如何なる組み合わせを使用して本発明の選択可
能な実施例を構成することができ、ここでは、その説明を省略する。
【０１３４】
　なお、上記実施例に提供されるマルチメディア情報の表示装置は、マルチメディア情報
を表示する時、上記各機能モジュールの分割を例として説明し、実際の適用において、必
要に応じて上記機能を異なる機能モジュールに割り当てて完成させることができ、つまり
、装置の内部構造を異なる機能モジュールに分割し、上記の全部又は一部の機能を実現す
ることができる。また、上記実施例に提供されたマルチメディア情報の表示装置及びマル
チメディア情報の表示方法の実施例は同一な思想に属し、その具体的な実現過程について
は方法の実施例を参照し、ここでは、その説明を省略する。
【０１３５】
　図６は一例示的な実施例に示されたマルチメディア情報の表示装置６００のブロック図
である。例えば、装置６００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセー
ジ送受信装置、ゲームコンソール、タブレット型デバイス、医療機器、運動器具、パーソ
ナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
【０１３６】
　図６を参照して、装置６００は、処理部６０２、メモリー６０４、電源部６０６、マル
チメディア部６０８、オーディオ部６１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース６１
２、センサー部６１４、及び通信部６１６の一つ又は複数の部材を含むことができる。
【０１３７】
　処理部６０２は、一般的に装置６００の全体的操作、例えば、表示、電話の呼び出し、
データ通信、カメラ操作と記録操作に係る操作を制御する。処理部６０２は、上記方法の
全部又は一部のステップを完成するように、コマンドを実行する一つ又は複数のプロセッ
サ６２０を含むことができる。なお、処理部６０２は、その他の部材との間のインタラク
ションを行うための一つ又は複数のモジュールを含むことができる。例えば、処理部６０
２は、マルチメディア部６０８と処理部６０２とのインタラクションを行うマルチメディ
アモジュールを含むことができる。
【０１３８】
　メモリー６０４は、装置６００における操作を支持するように様々な種類のデータを記
憶するように構成される。これらのデータの例は、装置６００に操作される全てのアプリ
ケーションプログラム又は方法のコマンド、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、
画像、ビデオなどを含む。メモリー６０４は、全ての種類の揮発性又は不揮発性メモリー
又はそれらの組み合わせ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリー（ＳＲＡＭ、
ｓｔａｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、電気的消去可能なプログ
ラム可能な読み取り専用メモリー（ＥＥＰＲＯＭ、Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓ
ａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、消去可能
なプログラム可能な読み取り専用メモリー（ＥＰＲＯＭ、Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、プログラム可能な読み取り専用
メモリー（ＰＲＯＭ、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、読み取り専用メモリー（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリー
、フラッシュメモリー、磁気ディスク又は光ディスクにより実現することができる。
【０１３９】
　電源部６０６は、装置６００の様々な部材へ電力を提供する。電源部６０６は、電源管
理システム、一つ又は複数の電源、及びその他の装置６００に対する電力の生成、管理及
び供給に関連する部材を含むことができる。
【０１４０】



(25) JP 2017-532700 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

　マルチメディア部６０８は、前記装置６００とユーザの間の出力インターフェースを提
供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンは液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）とタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。スクリーンにタッチパネルが含まれる
場合、ユーザからの入力信号を受信するように、スクリーンがタッチパネルとして実現し
てもいい。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパネルに対するジェスチャーを
検知するための一つ又は複数のタッチセンサーを含む。前記タッチセンサーは、タッチ又
はスワイプ動作の境界を検知するのみでなく、前記タッチ又はスワイプの動作に関連する
持続時間及び圧力を検出することができる。一部の実施例において、マルチメディア部６
０８は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを含む。装置６００が操作モードにある
場合、例えば、撮影モード又はビデオモードである場合、フロントカメラ及び／又はバッ
クカメラは外部からのマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラ
及びバックカメラは、固定された光学レンズシステムであり、又は焦点距離と光学ズーム
能力を有してもいい。
【０１４１】
　オーディオ部６１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように構成される。
例えば、オーディオ部６１０は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を含んでいる。マイクロフォ
ンは、装置６００が操作モードにある場合、例えば、呼び出しモード、記録モード、音声
認識モードにある場合、外部のオーディオ信号を受信するように構成される。受信された
オーディオ信号は、さらにメモリー６０４に記憶され、又は通信部６１６を介して送信さ
れる。一部の実施例において、オーディオ部６１０は、さらにオーディオ信号を出力する
スピーカーを含んでいる。
【０１４２】
　Ｉ／Ｏインターフェース６１２は、処理部６０２と周辺インタフェースモジュールの間
にインターフェースを提供する。上記周辺インタフェースモジュールは、キーボード、ク
リックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、ボリュ
ームボタン、スタートボタン及びロックボタンを含んでもいいが、それに限定されない。
【０１４３】
　センサー部６１４は、装置６００へ各方面からの状態評価を提供する一つ又は複数のセ
ンサーを含んでいる。センサー部６１４は、例えば、装置６００のオン／オフ状態、例え
ば装置６００のディスプレイ及びキーパッドである部品の相対的位置決めを検出すること
ができ、さらに装置６００又は装置６００の一つの部品の位置変化、ユーザと装置６００
の接触の有無、装置６００の方位又は加速／減速、及び装置６００の温度変化を検出する
ことができる。センサー部６１４は、物理的接触がない時、近傍物体の存在を検出する近
接センサーを含んでいるように構成される。
【０１４４】
　センサー部６１４は、さらに、例えばＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサーなどの、イ
メージングアプリケーションに用いられる光学センサーを含むことができる。一部の実施
例において、該センサー部６１４は、さらに加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気セ
ンサー、圧力センサー又は温度センサーを含むことができる。
【０１４５】
　通信部６１６は、装置６００とその他の装置との間の有線又は無線方式による通信のた
めに構成される。装置６００は、通信標準に基づく例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、２Ｇ又は３Ｇ、
又はそれらの組み合わせの無線ネットワークにアクセスすることができる。一例示的な実
施例において、通信部６１６は、放送チャンネルを介して外部放送管理システムからの放
送信号又は放送関連情報を受信する。一例示的な実施例において、前記通信部６１６は、
さらに狭域通信を促進するための近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを含む。例えば、
ＮＦＣモジュールにおいて、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会（Ｉｒ
ＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）及びその他の技術により
実現することができる。
【０１４６】
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　一例示的な実施例において、装置６００は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プ
ログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はその他の電子
部品により実現され、上記ユーザの推薦方法を実行するためである。
【０１４７】
　一例示的な実施例において、さらに、装置６００のプロセッサ６１８により実行されて
上記方法を完成することができるコマンドを有する、例えばメモリー６０４である非一時
的コンピュータ可読記憶媒体を提供している。例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶
媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フ
ロッピーディスク及び光データ記憶装置などであってもよい。
【０１４８】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、記憶媒体におけるコマンドが端末のプロセッ
サにより実行されることで、本明細書により提供されるマルチメディア情報の表示方法を
、端末に実行させることができる。
　上記方法は、
　アプリケーションの起動イベントが検出された場合に、事前設定された投入戦略とマル
チメディア情報集合に基づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報
を確定し、マルチメディア情報集合は少なくとも一つのマルチメディア情報を含むことと
、
　アプリケーションの起動インターフェースにマルチメディア情報を表示することと、を
含む。
【０１４９】
　他の実施例において、上記方法は、
　サーバーとの間のインターフェースを呼び出すことで、投入戦略とマルチメディア情報
集合をダウンロードすることを更に含む。
【０１５０】
　他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　投入戦略に投入アプリケーションのリストが含まれている場合に、投入アプリケーショ
ンのリストにアプリケーションが含まれているか否かを判断することと、
　投入アプリケーションのリストにアプリケーションが含まれている場合に、投入戦略と
マルチメディア情報集合に基づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア
情報を確定することと、を含む。
【０１５１】
　他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　投入戦略に前記アプリケーションの投入時間帯が含まれている場合に、時計が示す現在
のシステム時間を取得することと、
　システム時間が投入時間帯に属するか否かを判断することと、
　システム時間が投入時間帯に属する場合に、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づ
き、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することと、を含む
。
【０１５２】
　他の実施例において、事前設定された投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、ア
プリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　投入戦略に第１投入頻度が含まれている場合に、本端末の各アプリケーションの投入頻
度により総投入頻度を計算し、第１投入頻度が本端末の投入頻度を示すことと、
　総投入頻度が第１投入頻度より小さい場合に、投入戦略とマルチメディア情報集合に基
づき、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を確定することと、を含
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【０１５３】
　他の実施例において、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケーション
に投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　投入戦略に更にアプリケーションに対応する指定のマルチメディア情報が含まれている
場合に、マルチメディア情報集合からアプリケーションに対応する指定のマルチメディア
情報を取得することを含む。
【０１５４】
　他の実施例において、上記方法は、
　投入戦略にアプリケーションに対応する複数の指定のマルチメディア情報及び各指定の
マルチメディア情報の第２投入頻度が含まれている場合に、アプリケーションに対応する
各指定のマルチメディア情報に対して、指定のマルチメディア情報の投入頻度を取得し、
第２投入頻度は指定のマルチメディア情報に対応する投入頻度を示すことと、
　指定のマルチメディア情報の投入頻度が対応的第２投入頻度より小さい場合に、指定の
マルチメディア情報を、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報とする
こととを、更に含む。
【０１５５】
　他の実施例において、投入戦略とマルチメディア情報集合に基づき、アプリケーション
に投入しようとするマルチメディア情報を確定することは、
　マルチメディア情報集合における各マルチメディア情報の現在の重みを取得し、重みは
対応的マルチメディア情報が選ばれる確率を示すことと、
　各マルチメディア情報の現在の重みが大きいものから小さいものへと順に、マルチメデ
ィア情報集合から、アプリケーションに投入しようとするマルチメディア情報を選択する
ことと、を含む。
【０１５６】
　他の実施例において、上記方法は、
　マルチメディア情報に対する閲覧操作が検出された場合に、マルチメディア情報の詳細
ページを表示すること、または、
　マルチメディア情報に対する共有操作が検出された場合に、マルチメディア情報に対す
る共有要求をサーバーに送信すること、または、
　マルチメディア情報の表示が完了した後、アプリケーションのメインインターフェース
を表示すること、を更に含む。
【０１５７】
　上述したすべての選択可能な技術案は、如何なる組み合わせを使用しても本発明の望ま
しい実施例を構成でき、ここで逐一説明しない。
【０１５８】
　当業者であれば、明細書を考慮しここに開示された発明を実践した後、本発明のその他
の実施態様を容易に想到できる。本願は、本発明の如何なる変形、用途又は適応的変化を
含むためのものであり、これらの変形、用途又は適応的変化は本発明の一般的な原理に準
じ、本発明の開示されていない当該技術分野における周知知識又は慣用の技術手段を含む
。明細書と実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の実際の範囲と精神は特許請求の範囲
により与えられる。
【０１５９】
　ここで理解すべきことは、本発明は既に上記のように説明され、図面に示された精確な
構成に限定されず、その範囲を逸脱しない限りにおいて様々な修正や変更を行うことがで
きる。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲のみにより限定される。
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