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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電子デバイスにおいて存在する第１のファイル
を、所与のファイルサイズ制限及びファイル解像度制限
と互換性のある第２のファイルに変換する方法を提供す
る。
【解決手段】変換方法は、電子デバイスＸによって又は
他の装置Ｄによって実行され、他の装置Ｄに、電子デバ
イスＸ及びＹが、ファイルＡのバージョン、電子デバイ
スＸ又はＹのレジスタ又はファイルにおいて定義されて
いるファイルＢについて受け入れ可能なバージョン、電
子デバイスＸ、Ｙ又はＤが有する変換手段に基づいて接
続する。サーバＳ又は他の装置Ｄは、ファイルＡの、よ
り新しいバージョンＡ’を有する。ファイルＡは、その
変換前にファイルＡ’に置き換えられる。サーバ又は他
の装置Ｄにおいて存在するファイルＡ’は、ファイルＡ
を置換することができるものとしてリストされている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスＸにおいて存在する第１のファイルＡを、前記電子デバイスＸにおいて及
び／又は他の電子デバイスＹにおいて使用されることができ且つハードウェア、ソフトウ
ェア又は所与のファイルサイズ制限及びファイル解像度制限と互換性のある第２のファイ
ルＢに変換する方法であって、該方法において、前記変換が、前記電子デバイスＸによっ
て又は他の装置Ｄによって実行されることができ、前記他の装置Ｄには前記電子デバイス
Ｘ及びＹが、
　　前記ファイルＡのバージョン、
　　前記電子デバイスＸ又はＹのレジスタ又はファイルにおいて定義されているファイル
Ｂについて受け入れ可能なバージョン、
　前記電子デバイスＸ、Ｙ又はＤが有する変換手段
に基づいて接続することができ、
　ここで、前記電子デバイスＸ、Ｙ又はＤのうちの１つがサーバＳに又は前記他の装置Ｄ
に直接的に又は間接的に接続する場合に、前記サーバＳ又は前記他の装置Ｄは、前記ファ
イルＡの、より新しいバージョンＡ’を有し、前記ファイルＡは、その変換前にファイル
Ａ’で置き換えられ、前記サーバＳ又は前記他の装置Ｄにおいて存在する前記ファイルＡ
’は、前記ファイルＡを置換することができるものとしてリストされている、
　前記方法。
【請求項２】
　前記ファイルＡがドキュメントモデルであり、ユーザによって変更されることができる
が、前記ファイルＡがファイルＢに変換される場合には変更されないところの要素を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デバイスＸ又はＹが、前記ファイルＡのオリジナルのバージョン又はそのより新し
いバージョンＡ’を含むところのサーバＳ又は他の装置に接続する場合、前記電子デバイ
スＸ又はＹは、前記ファイルＡの前記オリジナルのバージョン又は、変換され又は変換さ
れるべき最新のバージョンＡ’を取得し、ここで、該最新のバージョンＡ’は、前記ファ
イルＡのオリジナルのバージョンを実行しなければならない若しくは前記ファイルＡのオ
リジナルのバージョンを使用しなければならないところの前記電子デバイスＸ又はＹと互
換性がある、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記変換が、前記ファイルＡの前記変換の結果であり且つ事前定義された最適化ルール
を満たす１以上の前記ファイルＢについての少なくとも１つの優先基準に基づいて生じる
、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記電子デバイスＸが、他の電子デバイスＹに又は前記サーバＳに接続することができ
、該方法において、前記ファイルＡを変換する手段が、この接続の間に、前記電子デバイ
スＸにインポートされる、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　ａ．ファイルＡ及びファイルＢに、使用されるファイルのバージョンについての情報Ｉ
１及び変換されたファイルについての選好度を計算する為の情報Ｉ２を含めること、
　ｂ．変換されたファイルＢを使用することができる各電子デバイスＸに、該電子デバイ
スＸに受け入れ可能なバージョンについての情報（Ａ１）とこの電子デバイスＸが有する
変換手段についての情報（Ａ２）を含むファイルを配置すること、
　ｃ．各ファイルＡに、その様々なバージョンに共通の識別子（Ｉ３）を含めること、こ
こで、該識別子は、該ファイルＡのオリジナルのファイル又は置換ファイル（該オリジナ
ルのファイルの参照ファイル（Ｒ）とも呼ばれる）を前記ファイルＡに関連付けることを
可能にする、
　ｄ．前記参照ファイル（Ｒ）をサーバＳ上に所持すること、
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　ｅ．前記サーバＳにおいて、参照ファイル（Ｒ）を同じ識別子（Ｉ３）を有する他のフ
ァイルに置き換えることを許すこと
の工程を含み、
　前記ファイルＡを前記ファイルＢに変換する工程が、
　ｉ）前記変換に参加する前記電子デバイスＸが、前記ファイルＡの前記バージョンにつ
いての前記情報（Ｉ１）を読み取り、前記ファイルＢを受け入れ可能な前記バージョンに
ついての前記ファイルから情報（Ａ１）を読み取り、及び該電子デバイスＸが有する変換
手段についての前記情報（Ａ２）を読み取ること、
　ｉｉ）前記電子デバイスＸが、前記ファイルＡが前記ファイルＢに変換されるべき該フ
ァイルＢの前記バージョンを決定すること、そして、
　ｉｉｉ）前記電子デバイスＸが、前記ファイルＡをファイルＢに変換すること
　の工程を含む、
請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記工程ｉ）と前記工程ｉｉ）との間に、
ａ）受け入れ可能でありうる各バージョンについて、前記選好度（Ｉ２）を計算する為に
必要な値を推定すること、
　ｂ）受け入れ可能であるとみなされるバージョンが特定されるまで、好ましいと判断さ
れたバージョンから開始して、受け入れ基準について必要な値を計算すること
の工程を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　受け入れ基準（Ａ１）を満たし且つ選好度（Ｉ２）を最も満たす、コーディングと解像
度との組み合わせを見つける為に、二分法が前記工程ａ）と前記工程ｂ）との間で使用さ
れる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　選好度（Ｉ２）及び受け入れ基準（Ａ１）の最初の計算が、前記ファイルＡの様々なデ
ータの、それぞれの解像度及びコーティング値についての中間値を使用して行われ、そし
て次に、最後の結果が受け入れ可能である場合にはより高いか又は等しい中間値が使用さ
れ、そして、そうでない場合などには、実行されることができる更なる新しい計算がなく
なるまで、より低いか又は等しい値が使用される、請求項６～８のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１０】
　選好度（Ｉ２）に従い重要であると判断されたファイルについてのより良い解像度と、
重要でないファイルについての最小の解像度とを達成することを可能にする極値を採用す
ること、そして次に、結果が受け入れ基準（Ａ１）に従って受け入れ可能でない場合には
重要なファイルの解像度を下げることにより、又は２番目に重要なファイルの最大許容解
像度が見つかるまで次々と、最も重要でないファイルまで、重要度の低いファイルの解像
度を上げることにより、各後の計算についてのこれらの選択肢を変えることによって、二
分法が、重要度係数（ＭＰ）を使用して最高の解像度及びコーディング値を選択する為に
使用される、請求項６～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記変換がデュアルリーダーＤによって行われる、請求項１～１０のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１２】
　電子デバイスＸが前記サーバＳに接続するときに、該デバイスによってホストされ且つ
前記オリジナルのファイルＡよりも劣る品質又は前記オリジナルのファイルＡの日付（Ｄ
１）とは異なる日付（Ｄ１）のいずれかを有する在りうるファイルが、該サーバＳにおい
て存在する前記オリジナルのファイルＡから変換されたファイルＢで置き換えられる、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記ファイルＡが少なくとも１人のユーザを識別する為の生体認証データ（Ｉｄ１）を
有し、及び変更されたバージョンＢが、このユーザを他の追加の生体認証データ（Ｉｄ２
）で識別することを可能にする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記変更されたバージョンが、少なくとも１つの新しいコーディングタイプを用いて前
記ファイルＡのコンテントを表示又は使用することを可能にする、請求項１～１３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記変更されたバージョンＢが、前記ファイルＡの情報の表示を変更する、請求項１～
１４のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイルを更新する為の方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファイルが更新されることを可能にする幾つかの方法が既にある。例えば、コンピュー
タソフトウェア及び電子デバイスがインターネット接続を介してサーバに接続する場合に
、該コンピュータソフトウェア及び電子デバイスは定期的に更新される。サーバに接続す
る可能性がない場合には、手動による介入なしに、部分的な更新であってさえも更新を実
行することはできない。
【０００３】
　その上、データ、例えばワードプロセッサのファイル又はスプレッドシート、を含むフ
ァイルが、ソフトウェアの別のバージョンによって使用される為に更新されるべき必要が
ある場合に、ユーザによる介入に応じて該ファイルを変換するのはこの同じソフトウェア
であり、及びその逆変換は該ユーザによる別の介入が必要である。
【０００４】
　米国特許第７０６５５８８Ｂ２号明細書は、サーバを使用して異種ドキュメントを変換
する為の方法を記載する。
【０００５】
　米国特許第５２５１３１４Ａ号明細書はファイルを変換する為の方法を記載し、最終文
書から最初の文書を再作成できるようにする為に、該方法は、最終文書に変換される最初
の文書が受けた様々な逐次の変換のレジスタを作成する。
【０００６】
　米国特許出願公開第２０１３／０９７６７０号明細書は、様々なユーザに、様々な形式
及びサイズにおける画像ファイルを表示し且つ該画像ファイルへのアクセスを制御する為
のサーバ実装方法を開示し、ここで、ウェブサーバは、要求された画像ファイルの識別子
を１以上の基準とともに含むユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ：Uniform　Resourc
e　Locator）を受信し及び要求された画像ファイルの保存されたバージョンを１以上の基
準に基づいて変更することによって、変換された画像ファイルを生成する。この方法はサ
ーバベースであり、及び画像ファイルを処理する為にインターネット接続を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電子デバイスのユーザにコンテントの変更を求める許可を求める必要なしに及びサーバ
を体系的に使用する必要なしに、電子デバイスの編集者がコンテントを変更できることを
可能にすることによって、該電子デバイスによって使用されるファイルを改善する必要性
がある。これは特に、編集者が時間の経過とともにファイルを最初に変更すること、例え
ばファイルのページレイアウトを変更すること、を可能にする為の場合だけでなく、該フ
ァイルが様々なタイプの新しい電子デバイスと互換性があるようにする為の場合にでもあ
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り、これらはおそらく、拡張されたデータ記憶手段、これらのデータを処理する為の、よ
り高性能な手段、又はより優れた解像度若しくはより高品質のラウドスピーカーを有する
ディスプレイ画面を備えた、コンピュータ、接続された時計、タブレット若しくはスマー
トフォン等である。これらはまた、新しい機能、例えば新しい生体認証チェック、を備え
ている電子デバイスで有り得、新しい表示手段、例えばビデオ眼鏡、に接続することを可
能にする電子デバイス、又は新しいタイプのオーディオ及びビデオコーディングと互換性
がある電子デバイス、又は新しいより高性能な通信手段を備えている電子デバイスであり
得、これらの更新は、上記ファイルが、より低い性能の装置によって、少なくとも部分的
に使用されるこができることを妨げるものでない。
【０００８】
　アップデートはまた、ファイルに新しい機能を与える為に有用であり得、例えば、会員
カードが、例えばポイントを集める為のポイントカードになる可能性があり、又は電子ロ
ックキーが、ロッカーを開けるように変更されることができ、アイデンティティカード（
identity　card）が、予防接種記録に関する情報を該アイデンティティカード上に記録す
るように使用されることができ、又は例えば異なる会員カードを持つ２つのクラブが合併
した場合に、該アイデンティティカードが他の事業者によって運営される他のシステムと
互換性を持たせる為に使用されることができる。
【０００９】
　ファイルに含まれる情報を変更することを目的とした更新を実行できることは、特に、
例えば金銭的利益若しくは宝くじで獲得したポイントを表すクレジットを追加する為に、
又はより単純に誤植を修正する為に、また有益でありうる。
【００１０】
　加えて、場合によっては、ファイルを保存又は使用する為に必要とされる技術的機能を
有していない電子デバイスに該ファイルが「コピーされた」又は「移動された」場合に、
該ファイルを異なるバージョンにおいて使用されることができるべきであり、それ故に、
該ファイルがより良い技術的機能を有する電子デバイスに再度転送される場合には、該フ
ァイルを元の状態に又は後にその最後のバージョンに戻すことができる一方で、該ファイ
ルが転送されるときに、該ファイルは変換されるべきである。
【００１１】
　そのような変換はまた、上記ファイルが同一の電子デバイス上に保持されているが、該
電子デバイスそれ自体が可変の機能又は能力を有する場合に、例えば、該電子デバイスの
情報格納場所が飽和状態になり、及び該電子デバイスが保持するファイルのサイズを減ら
すことを必要とする場合に、又は対照的に、該電子デバイスから他のファイルを削除する
ことが最終的には、より大きく且つより高品質のファイルを保存することを可能にする場
合に、有用でありうる。
【００１２】
　本発明は、特に電子デバイスの性能をよりよく利用し且つ使用されているファイルの有
用な更新を許す為に、マルチメディア又は生物測定情報を含む可能性のある第１のファイ
ルを、ハードウェア、ソフトウェア又は所与のファイルサイズ制限及び解像度制限と互換
性のある第２のファイルに変換することを容易にすることを目的とする。 
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、電子デバイスＸにおいて存在する第１のファイルＡを、該電子デバイスＸ、
特にマルチメディア又は生体認証情報を含む該電子デバイスＸ、において及び／又は他の
電子デバイスＹにおいて使用されることができ且つハードウェア、ソフトウェア又は所与
のファイルサイズ制限及びファイル解像度制限と互換性のある第２のファイルＢに変換す
る方法であって、該方法において、該変換が、該電子デバイスＸによって又は他の装置Ｄ
によって実行されることができ、該他の装置Ｄには前記電子デバイスＸ及びＹが、
　・該ファイルＡのバージョン、
　・該電子デバイスＸ又はＹのレジスタ又はファイルにおいて定義されているファイルＢ
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について受け入れ可能なバージョン、ここで、上記情報は好ましくは、該ファイルＢが該
電子デバイスＹにおいて使用されることを意図されている場合に、該電子デバイスＹから
発信される、
　・該電子デバイスＸ、Ｙ又はＤが有する変換手段
に基づいて接続することができ、
　ここで、該電子デバイスＸ、Ｙ又はＤのうちの１つが、該ファイルＡの、より新しいバ
ージョンＡ’を有するところのサーバＳ又は他の装置Ｄに接続する場合に、該ファイルＡ
は、その変換前にファイルＡ’で置き換えられ、該サーバＳ又は該他の装置Ｄにおいて存
在する該ファイルＡ’は、該ファイルＡを置換することができるものとしてリストされて
いる、
上記方法によって、上記の目的を達成する。
【００１４】
　該サーバＳ又は該他の装置Ｄへの該電子デバイスＸ、Ｙ又はＤの接続は、直接的又は間
接的でありうる。
【００１５】
　該ファイルＡは、該当する場合、ドキュメントモデルであり得、該ファイルＡは、ユー
ザによって変更されることができるが、該ファイルＡがファイルＢに変換される場合に変
更されないところの要素を含む。
【００１６】
　該電子デバイスＸ、Ｙ及びＤは、ワールドワイドウェブを介してクライアントからの要
求を受信しうるウェブサーバでない。従って、本発明は、サーバへの接続が不可欠である
こと無しにファイルを変換することを可能にする。従って、本発明のおかげでファイルを
変更することがより容易であり、及び該電子デバイスＸが別の電子デバイスＹに、例えば
該デバイスＸと該デバイスＹと情報を交換し及び情報がＸからＹに又はその逆に転送され
ることを許すデュアルリーダーＤ、特には米国特許第１０６４３１９８号明細書に記載さ
れているデュアルリーダー、を介して、接続されている場合に、該当する場合に、上記変
換が行われうる。
【００１７】
　該ファイルＡは、該サーバＳに接続すること無しに、好ましくは自動的に、ファイルＢ
に変換されうるが、本発明はまた、該デバイスＸ又はＹが、該ファイルＡのオリジナルの
バージョン又はファイルＡの全てのバージョンの最新バージョン、すなわちより新しいバ
ージョンＡ’を含むところのサーバＳ又は他の装置に接続する場合、該電子デバイスＸ又
はＹが、該サーバから又はこの他の装置から、該ファイルＡの該オリジナルのバージョン
又は、変換され又は変換されるべき最新のバージョンＡ’を取得することができ、ここで
、該最新のバージョンＡ’は、前記ファイルＡのオリジナルのバージョンを実行しなけれ
ばならない若しくは前記ファイルＡのオリジナルのバージョンを使用しなければならない
ところの前記電子デバイスＸ又はＹと互換性がある、ところの方法を提供する。言い換え
れば、サーバＳへの接続がない場合の変換中に劣化したファイルは、該ファイルＡのオリ
ジナルのバージョン又はより新しいバージョンＡ’を有するところのサーバＳ又は他の装
置への接続に応じて、新しいバージョンＡ’の元の、劣化していないバージョンＡに、好
ましくは自動的に、戻される。
【００１８】
　該ファイルＡは、該ファイルＡの変換から結果として生じる１以上のファイルＢの少な
くとも１つの選好基準に基づいて、特に事前定義された最適化規則を満たす該選好基準に
基づいて、有利に変換され、ここで、この選好基準又はこれらの選好度は、該変換を導く
。１以上の複数の選好度を使用することは、該選好度を使用する電子デバイスの機能及び
／又はこのデバイスに設定されたユーザの選好度に最もよく適合するファイルＢへの変換
を実行することが可能になりうる。
【００１９】
　該電子デバイスＸが、他の電子デバイスＹに又は上述されたサーバに、特に直接的に又
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は間接的に、接続することができる場合に、この方法は、この接続中に、該ファイルＡを
変換する手段、例えばフォーマット変換ソフトウェア、を、該電子デバイスＸに、好まし
くは自動的に、インポートする工程を含みうる。
【００２０】
　電子デバイスがサーバに接続されている場合、該デバイスＡによってホストされ且つオ
リジナルのファイルＡの品質よりも悪い品質又は該ファイルＡの最新のバージョンの日付
Ｄ１と異なる日付Ｄ１のいずれかを有するところの在りうるファイルＡを、オリジナルの
ファイルＡ又は該ファイルＡのより最新のバージョンのうちの１つから変換されたファイ
ルに置き換えることが有利にありうる。
【００２１】
　該ファイルＡは、少なくとも１人のユーザを識別する為の生体認証データ、例えば彼の
指紋、を含み得、及び、変更されたバージョンＢは、追加の生体認証データ、例えば彼の
顔のプリント、又は他の個人の生体認証データ、例えば該ファイルの新しいバージョンを
使用するために必要とされる他の個人の生体認証データ、を用いてこのユーザを識別する
ことを可能にしうる。
【００２２】
　該変更されたバージョンＢはまた、少なくとも１つの新しいコーディングタイプを用い
て、該ファイルＡのコンテントを表示又は使用することが可能でありうる。
【００２３】
　該変更されたバージョンＢはまた、該ファイルＡの情報、例えばドキュメントの背景画
像、の提示を修正しうる。
【００２４】
　幾つかの例示的な実装において、該方法は、下記の特徴の全て又は幾つかを有し得、特
に、
　・サーバの存在無しに、好ましくは自動的に、変換すること；
　・ドキュメント又はフォーマットを、サーバに由来する別のバージョンに置き換えるこ
とによって、ドキュメント又はフォーマットを更新すること；
　・ファイルに含まれる情報をコーディングすることのモードを変換すること；及び／又
は
　・ファイルに含まれる情報をコーディングすることを最適化すること
を可能にする。
【００２５】
　該方法は好ましくは、下記を行うことによって実装される。
　・変換されるべきファイルＡ及び変換されたファイルＢに、ファイルのバージョンにつ
いての情報Ｉ１及び該ファイルの該変換されたファイルＢについての選好度を計算する為
の情報Ｉ２を含めること、
　・変換されたファイルを使用することができる各電子デバイスＸに、この電子デバイス
に受け入れ可能なバージョンについての情報Ａ１とこの電子デバイスが、特にメモリ容量
及び／又はプロセッサ若しくは利用可能な変換ソフトウェアの性能に関して、この電子デ
バイスが有する変換手段についての情報Ａ２を含むファイルを配置すること、
　・各ファイルＡに、その様々なバージョンに共通の識別子Ｉ３を含めること、ここで、
該識別子は、該ファイルＡのオリジナルのファイル又は置換ファイル（該オリジナルのフ
ァイルの参照ファイルＲとも呼ばれる）を前記ファイルＡに関連付けることを可能にする
、
　・上記参照ファイルＲをサーバＳ上に所持することによって、
　・上記サーバＳにおいて、参照ファイルを同じ識別子Ｉ３を有する他のファイルに置き
換えることを許すことによって、ここで、該２つのバージョンは、該２つのバージョンが
上記サーバにおいてサービスを開始された日付Ｄ１（ファイルのバージョンに関する情報
Ｉ１に含まれている）によって、互いに区別されることができ、新しいファイルの前の参
照ファイルは、好ましくは該サーバＳ上に保持される、
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　・該当する場合、ユーザによって変更されることが出来るが、変換中に変更されないと
ころの要素を該ファイルが含むことを許すことによって、ここで、該参照ファイルは「フ
ォーマット」ファイルであり、電子デバイスが上記変更可能な情報を表示すること、伝送
すること又は使用することを許す。
【００２６】
　該ファイルＡを該ファイルＢに変換する工程が、下記の工程を含みうる。
　ｉ．該変換に参加する該電子デバイスＸが、該ファイルＡの該バージョンについての該
情報Ｉ１を読み取り、該ファイルＢを受け入れ可能な該バージョンについての該ファイル
から情報Ａ１を読み取り、及び該電子デバイスＸが有する変換手段についての該情報Ａ２
を読み取ること、
　ｉｉ．該電子デバイスＸが、該ファイルＡが該ファイルＢに変換されるべき該ファイル
Ｂの該バージョンを決定すること、そして、
　ｉｉｉ．該電子デバイスＸが、該ファイルＡをファイルＢに変換すること。
【００２７】
　上記方法が、上記工程ｉ）と上記工程ｉｉ）との間に、下記の工程を含みうる。
　ａ）受け入れ可能でありうる各バージョンについて、上記選好度Ｉ２を計算する為に必
要な値、特に、ファイルに含まれる様々なマルチメディア又は生体認証情報の解像度及び
サイズ並びに様々な情報の表示に影響を与えうる、特に装飾しうる、情報の存在又は不存
在、を推定すること、並びに、
　ｂ）受け入れ可能であるとみなされるバージョンが特定されるまで、好ましいと判断さ
れたバージョンから開始して、受け入れ基準を計算する為に必要な値を計算すること。
【００２８】
　幾つかの例において、ファイルを変換する装置又はサーバは、ファイルに電子的に署名
する為の手段を有し得、これは、例えば、ファイルのハッシュを計算すること、秘密鍵と
公開鍵とのペアのうちの秘密鍵を介して該ハッシュを暗号化すること、又は、変形として
、秘密にされている番号と一緒にされた、ファイルのハッシュを計算することを含み、こ
こで、ハッシュは秘密に保たれている使い捨て鍵によって暗号化され、及び秘密番号（se
cret　number）及び該秘密鍵は依然として、装置、例えば署名をチェックするサーバ、に
よってアクセス可能である。
【００２９】
　該当する場合、上記装置又は上記サーバは、変換されるべきファイルに、ファイルの署
名及びそれ自体の識別子、並びに該当する場合、署名を計算する為に使用された該秘密番
号及び使い捨て鍵の識別子を有利に追加しうる。
【００３０】
　ファイルＡをファイルＢに変換する場合、該ファイルＡの変換に関与する電子デバイス
Ｃは好ましくは、該ファイルＡを運ぶもの、又は該ファイルＢを運ぶ必要があるもの、又
は中間電子デバイスであり、おそらくは例えば、転送を指示するデュアルリーダーＤであ
る。
【００３１】
　１つの例示的な実装において、この電子デバイスＣは、上述されている通り、該ファイ
ルＡのバージョンについての情報Ｉ１、ファイルＢに受け入れ可能なバージョンについて
のファイルから情報Ａ１、及びこの電子デバイスが有する変換手段についての情報Ａ２を
読み取りうる。
【００３２】
　１つの例において、該デバイスは、
　　１．受け入れ可能でありうる各バージョンについて、Ｉ２に書き込まれた選好度を計
算する為に必要な値、例えば、ファイルに含まれる様々なマルチメディア又は生体認証情
報の解像度及びサイズ、並びに、参照ファイルＲを含むサーバＳにおそらく問い合わせた
後、様々な情報の提示を装飾しうる情報の存在又は不存在を推定する、ここで、該電子デ
バイスが情報を変換する為の何らの手段も有していない場合に、このことは、空白（blan
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k）又は欠落情報（missing　information）に変換されうる。サーバＳが到達可能でない
場合は、該サーバからの情報の抽出を必要としないバージョンのみが受け入れ可能として
選択されうる；
　　２．受け入れ基準について必要な値、例えばファイルのサイズ及びファイルを使用す
る為に必要な様々なソフトウェア及びハードウェアのバージョン等、を計算する、好まし
くは、受け入れ可能であるとみなされるバージョンが特定されるまで、好ましいものであ
ると判断されたバージョンから開始して、受け入れ基準について必要な値を計算する；
　　３．ファイルＡがそれに変換されるべきであるところのファイルＢのバージョンを決
定する；
　　４．該ファイルＡを選択されたファイルＢに変換する、ここで、この変換はおそらく
、工程２又は３において接続された場合、サーバＳに問い合わせが必要であり、及び該フ
ァイルＢを生成する為に選択されたバージョンは、電子デバイスＣに対してまた利用でき
ない情報であることを必要とする。
【００３３】
　代替として、上記の工程２及び３は一緒にされうる；二分法が、例えば、受け入れ可能
なコーディングの最適な組み合わせを見つける為に使用される。受け入れ基準（Ａ１）を
満たし且つ選好度（Ｉ２）を最も満たす、コーディングと解像度との組み合わせを見つけ
る為に、二分法が例えば上記の工程ａ）と工程ｂ）との間で使用される。該選好度と該受
け入れ基準の最初の計算が、例えば、該ファイルＡの様々なデータの、それぞれの解像度
及びコーディング値についての中間値、例えば中央値に最も近い値のうちの１つの値、を
使用して行われ、そして次に、最後の結果が受け入れ可能である場合にはより高いか又は
等しい中間値が使用され、そして、そうでない場合などには、実行されることができる更
なる新しい計算がなくなるまで、より低いか又は等しい値が使用される。
【００３４】
　幾つかのマルチメディア又は生体認証情報の解像度が他の解像度よりも多かれ少なかれ
重要であり、それ故に、多かれ少なかれ好ましい場合、該情報についての重要度はファイ
ルＩ２に含まれうる。音楽ファイルを読み取るためのリーダーは例えば、関連付けられた
任意の画像の品質よりもオーディオファイルの品質に対して選好度を与える。中間解像度
の値を採用するのではなく、二分法を使用して、重要であると判断されたファイルについ
てのより良い解像度と、重要でないファイルについての最小の解像度とを達成することを
可能にする極値を採用すること、そして次に、結果が受け入れ基準（Ａ１）に従って受け
入れ可能でない場合には重要なファイルの解像度を下げること、又は２番目に重要なファ
イルの最大許容解像度が見つかるまで次々と、最も重要でないファイルまで、重要度の低
いファイルの解像度を上げることがまた可能である。
【００３５】
　該サーバが工程２と工程４との間に電子デバイスＣから切断された場合、手順が該工程
２から開始して繰り返されうるが、該サーバへの接続はない。
【００３６】
　接続されたありうる電子デバイスにおいて利用可能な、より良い変換機能から利益を得
る為に、下記の場合が好ましい。
　・上記の工程４で該電子デバイスによって計算されたファイルＢのサイズは、該ファイ
ルＡのサイズよりも小さいサイズ、例えば２０％超小さいサイズ、を有し、及び変換され
たファイルＢについての受け入れ可能なサイズはこれよりも大きく、例えば２０％超であ
る、及び
　・該ファイルＡは、別の電子デバイスＤによって、例えば該ファイルＡが配置されてい
る電子デバイス、によって変換されることができる。このことが、該ファイルＡを受け入
れ可能なバージョンに変換する為に必要な手段を備えている場合において、結果として得
られるファイルが、該電子デバイスＣによって生成することができる変換されたファイル
よりも好ましい場合に、この他の電子デバイスＤは上述の工程１～４を実行しうる。
【００３７】
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　使用されるバージョンに関する情報は好ましくは、該ファイルが配置されている電子デ
バイスによって該ファイルが使用されることができるかどうかを示すフラグを含むであろ
う。具体的には、本発明の幾つかの例示的な実装態様において、ファイルは、別の電子デ
バイスにコピーされるか、又は該サーバへの接続に応じて更新されることができるとして
も、このデバイスによって使用されることができずに、ファイルは電子デバイス上に存在
しうる。任意のビデオ表示手段又は任意のオーディオリーダを備えていないデバイスは例
えば、ビデオ、テキスト又はオーディオファイルを含むファイルを受け入れうる。
【００３８】
　１つの例示的な実装態様において、該サーバに接続された電子デバイスは、該電子デバ
イスがホストし及びオリジナルのファイルよりも品質劣るか又はオリジナルのファイルの
日付Ｄ１とは異なる日付Ｄ１のいずれかを有する在りうるファイルを、サーバにおいて存
在する上記のオリジナルのファイルから変換されたファイルに、好ましくは自動的に、置
き換える。
【００３９】
　１以上の選考度基準Ｉ２
　本発明の意味における選好度基準は例えば、様々な情報の品質についての評価等級の合
計であり、各等級は、データの項目に固有の重要度係数（ＭＰ）によってそれぞれが重み
付けされている。ファイルの品質の評価は、使用されるコーディングのタイプに応じた等
級であり得、該等級は、そのサイズを掛け、テキスト、ビデオ又はオーディオファイルの
場合には、上記のファイルによってコード化されたビデオのページ数又はサウンドの分（
minutes）数で割った値である。
【００４０】
　選考度基準はまた、上記の追加要素に様々なデータを変換する為の評価時間に重み係数
を掛けて、ファイルを変換する為におそらく必要である作業を考慮に入れうる。例えば、
様々なタイプのオーディオコーディングが同等の品質であり、異なるが、全ての受け入れ
可能である場合、最小の変換を必要とするコーディングは、本発明の１つの例示的な実装
において、他のものよりも好ましい。
【００４１】
　ファイルのバージョンに関する情報Ｉ１
　ファイルのバージョンに関する情報Ｉ１は例えば、下記の情報の全て又は幾つかを含む
。
　・バージョンの日付Ｄ１；
　・メインファイルのコーディング：テキスト、ｈｔｍ、ｈｔｍｌ、ｐｄｆ等、及びその
サイズ；
　・画像の解像度とそれらのコーディング（ＪＰＥＧ、ＴＩＦ、ＴＦＦ　ＪＰＥＧ、ＰＮ
Ｇ等）；
　・ビデオの解像度とそのコーディング（ａｖｉ、ｍｐｇ２、ｍｐｇ４、ｗｍｖ等）；
　・オーディオファイルの解像度とそのコーディング（ＶＡＶ、ＦＬＡＣ、ＭＰ３等）；
　・他のファイルの解像度とそれらのコーディング（例えば、指紋ファイル、顔ファイル
、及び他の生体認証プリントファイル、例えば声紋を包含する他の生体認証プリントファ
イル）。
【００４２】
　受け入れ可能なバージョン
　受け入れ可能なバージョンに関する情報Ａ１は例えば、下記の情報の全て又は幾つかを
含む。
　・ファイルの最大サイズ；
　・メインファイルのコーディング：テキスト、ｈｔｍ、ｈｔｍｌ、ｐｄｆ等とその最大
サイズ；
　・画像の最大解像度とそれらのコーディング（ＪＰＥＧ、ＴＩＦ、ＴＩＦＦ　ＪＰＥＧ
、ＰＮＧ等）、並びに各ファイルの最大サイズ、及びメインファイルに関連付けられた画
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像ファイルの最大サイズ。
　・ビデオの最大解像度とそれらのコーディング（ａｖｉ、ｍｐｇ２、ｍｐｇ４、ｗｍｖ
等）、及び各ファイルの最大サイズ、及びメインファイルに関連付けられたビデオファイ
ルの最大サイズ。
　・オーディオファイルの最大解像度とそのコーディング（ＶＡＶ、ＦＬＡＣ、ＦＬＡＣ
、ＭＰ３等）、並びに各ファイルの最大サイズ、及びメインファイルに関連付けられたオ
ーディオファイルの最大サイズ。
　・他のファイルの解像度、それらのコーディング（例えば、指紋ファイル、顔ファイル
、及び他の生体認証プリントファイル、例えば声紋を包含する生体認証プリントファイル
）、並びに各ファイルの最大サイズ、及びメインファイルに関連付けられたこのタイプの
ファイルの最大サイズ。
　・メインファイルそれ自体を含む、メインファイルに関連付けられた全てのファイルの
最大サイズ。
【００４３】
　しかしながら、全てのファイルの最大サイズが設定されている場合は特に、ファイル又
はファイルのグループの一部のサイズ又は解像度が制限されえない。
【００４４】
　最近のバージョン
　サーバに接続された電子デバイスは、メインファイルについて、より新しいバージョン
が存在しないかどうかをチェックしうる。より新しいバージョンが存在する場合、関連付
けられたファイルの解像度は、特にファイル変換方法の上記の例で使用されている選好度
及び受け入れ基準に沿って選択されうる。次に、該変換されたファイルは、該電子デバイ
スにコピーされうる。
【００４５】
　ありうる使用
　本発明に従う方法は、なかんずく、下記の場合に実装されうる。
　・従って、マルチメディアコンテントプロバイダーによって、マルチメディアコンテン
トを再生する電子デバイスの品質が向上する場合に、又はユーザがより高品質の電子デバ
イスを取得した後に、提供される写真、オーディオ録音若しくはビデオの品質を向上させ
ることを可能にする、ここで、変更されたバージョンは、ファイルＡのコンテンツが表示
されること又は少なくとも１つの新しいコーディングタイプで使用されることを許す；
　・使用されるファイル又はファイル形式が、該ファイルを読み取る為の該リーダーによ
って提供される新しい機能と一致することを保証する為に、特に、新しい機能、例えば新
しい生体認証チェックを使用する可能性等、が表示される場合、次に、新しい形式が、新
しいタイプの生体認証チェックを許すファイルをメインファイルに関連付ける可能性を提
供する；
　・ファイルの機能、特にドキュメントの機能、が変更される場合。例えば、クラブ会員
カードは、施設にアクセスする為の電子キーに関連付けられうる。
【００４６】
　該方法は、上記の米国特許第１０６４３１９８号明細書に記載されている通り、システ
ム、特にデュアルリーダーを備えているシステム、に実装され得、電子文書の真正性を保
証することを可能にする。これらのデバイスの技術的機能が異なる場合であってさえも、
該デュアルリーダーは、ファイルを変換しうる、又は該デュアルリーダーに接続されてい
るデバイス間で情報を交換しうる。該デュアルリーダーへの該デバイスの接続は、コネク
タを介して、物理的に行うことも、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｗｉ－Ｆｉ、又はＮＦＣリンク
等を介してワイヤレスで及びリモートで実行されうる。該デュアルリーダーはまた、有利
には、サーバに接続することができる。
【００４７】
　本発明は、その非限定的な例示的な実装の以下の詳細な説明を読むこと及び添付された
図面を考察することからよりよく理解されうる。
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【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、本発明に従うシステムの一例の様々な要素を示す。
【図２】図２は、ファイルを変換する工程を示す。
【図３】図３は、ファイルを変更して新しい生体認証手段を追加する方法の使用の一例を
示す。
【図４】図４は、ビデオファイルが転送される転送先のメディアに応じて、該ビデオデー
タの画像の鮮明度が変化する、ビデオファイルの販売方法の使用を示す。
【図５】図５は、更新されたファイルに変更可能な情報が含まれている場合の本発明の一
例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　図１は、本発明に従う方法を実装する範囲内で更新の対象でありうるファイルＡを有す
る電子デバイスＸを概略的に示す。
【００５０】
　電子デバイスは、別の装置への又はサーバへの直接的な又は間接的な接続を介して更新
することができる少なくとも１つのファイルを使用する任意の電子デバイス、特に任意の
支払い手段又はアクセスフォブ、マルチメディア装置、接続された装置、特に、センサー
、オーディオリーダ、ビデオリーダー、携帯電話、写真機器、カメラ、電子キー、接続さ
れた時計、接続されたヘッドセット、車両、コンピュータ等、を意味すると理解されるべ
きである。
【００５１】
　該電子デバイスは、プロセッサ、内部メモリ、ヒューマン／マシンインターフェース、
リモート通信回路、例えば、ＲＦＩＤ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＮＦＣ、オプ
ティカル（optical）等、及び／又はその環境に反応する１以上のセンサーを備えうる。
【００５２】
　該電子デバイスは好ましくは、情報を表示するための画面、特にタッチスクリーン、を
有する。
【００５３】
　該電子デバイスは、それ自体の電力供給、特に充電式電池、を有する携帯型装置、例え
ばハンドヘルド装置、でありうる。
【００５４】
　２つの装置間の直接接続は、交換されたデータが別の装置を介して転送されない接続を
意味する。間接接続とは、交換されたデータが別の装置を介して転送される接続を意味す
る。仕様が指定されていない場合、該接続は直接又は間接でありうることを考慮されるべ
きである。該直接接続はワイヤレスであってもよく又はワイヤレスでなくてもよい。
【００５５】
　該ファイルＡは、なかんずく、下記の情報を含みうる。
　・上記ファイルＡのバージョンに関する情報Ｉ１、
　・上記ファイルＡの様々なありうるバージョンの選好度に関する情報Ｉ２、
　・上記ファイルＡの様々なバージョンに共通の、該ファイルＡの識別子Ｉ３、
　・上記ファイルＡのバージョンの日付Ｄ１、
　　特にファイルＡの使用中に、該デバイスのユーザによって変更できる情報Ｍ。
【００５６】
　該電子デバイスＸは有利には、該電子デバイスＸのレジスタの幾つかに配置された下記
の情報をさらに含む。
　・ファイルＡの変換から結果として生じる１以上のファイルＢの、該電子デバイスに受
け入れられるバージョンに関する情報Ａ１、
　・変換されたファイルＢを生成する為の、該デバイスＸが有する変換手段に関する情報
Ａ２。



(13) JP 2021-193554 A 2021.12.23

10

20

30

40

50

【００５７】
　このデバイスＸは、リモート接続、例えば、該デバイスに対して外部のリーダーに含ま
れうる且つコンタクター（contactors）を介してインターネットに接続されうるところの
モデムを介したインターネット接続、を介してサーバＳと通信しうる。
【００５８】
　該サーバＳは、必要に応じて、該ファイルＡの少なくとも１つの、より新しいバージョ
ンＡ’を含みうる。この場合、該ファイルＡは、該ファイルＡ’で又は該ファイルＡ’か
ら変換されたファイルＢで置き換えられうる。
【００５９】
　図２は、本発明に従う変換方法の一例を実装する工程を示す。
【００６０】
　この図において、Ｃは、ファイルＡを変換する電子デバイスを示す。
【００６１】
　これは、図１を参照して記載された、該ファイルＡを含む電子デバイスＸ、又は該ファ
イルＡが転送される電子デバイスＹであり得、このファイルは例えば、例えば２つのデバ
イスが接続できるデュアルリーダーを介して又は２つのデバイス間の直接の物理的接続又
はワイヤレス接続を介して、２つの間の物理的接続に続いて、デバイスＸからデバイスＹ
に転送される。該デバイスＣはまた、上述されたデュアルリーダーでありうる。
【００６２】
　工程１において、該電子デバイスＣは、該ファイルＡのバージョンについての情報Ｉ１
を読み取り、該ファイルＢに受け入れ可能なバージョンについてのファイルＡから情報Ａ
１を読み取る。該デバイスＣは、変換を実行する為に該デバイスＣが有する変換手段につ
いての情報Ａ２を読み取る。
【００６３】
　次に、該電子デバイスＣは、工程２において、受け入れ可能でありうるファイルＢの各
バージョンについて、ファイルＡではなく参照ファイルに基づく計算を行う為に、Ｉ２に
書き込まれた選好度を計算する為に必要な値、例えば該ファイルＡ中に含まれる様々なマ
ルチメディア又は生体情報の解像度、コーディング及びサイズ等、並びに参照ファイルＲ
を含むサーバＳにおそらく問い合わせた後、様々な情報の提示表示に影響を与えうる、特
に修飾しうる、情報、例えばロゴ又は本のイラスト、の存在又は不存在を推定する。該電
子デバイスＣが情報を変換する為の何らの手段を有していない場合に、このことは、空白
（blank）又は欠落情報（missing　information）に変換されうる。
【００６４】
　工程３において、該電子デバイスＣは、受け入れ基準について必要な値を計算する、好
ましくは、受け入れ可能であるとみなされるバージョンが特定されるまで、好ましいもの
であると判断されたバージョンから開始して、受け入れ基準について必要な値を計算する
。
【００６５】
　工程４において、該電子デバイスＣは、工程５においてサーバからダウンロードされた
ファイルＡ又は該ファイルＡのオリジナルをファイルＢに変換する前に、選択されるべき
ファイルＢのバージョンを決定する。
【００６６】
　図３は、個人のＭ１の指紋をチェックする為にファイルの変換に適用される方法の一例
の工程を示す。従って、このファイルはまた、個人の顔がチェックされることを許しうる
。
【００６７】
　該ファイルＡは、少なくとも１人のユーザを識別する為の生体認証データを含み、及び
、変更されたバージョンＡ’は、このユーザを他の生体認証データを用いて識別すること
を可能にする。
【００６８】
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　この方法において、顔の生体認証登録を監督する認定を受けた人物の指紋Ｉｄ２がファ
イルＡ’に含まれ、及びこの人物が個人の顔の登録を承認することができるように使用さ
れる。図面において、参照記号Ｉｄ１、Ｉｄ２及びＦ１は、それらが提供されるデータを
表す場合は太字で記載され、及び情報の在りうる項目がそれらの中に含まれていない前記
データ項目のレジスタがある場合は通常のフォントで記載されている。図面は、ユーザと
、登録を監督する為に認定された人とをそれぞれ表す半身像の黒と白のアイコンを通して
、個人からの必要な介入を示す。
【００６９】
　工程１において、個人Ｍ１は、電子デバイスにおける彼の指紋Ｉｄ１に関する情報を所
有している。
【００７０】
　工程２において、該個人は、顔の生体認証と互換性のある参照ファイルＡ’を有するサ
ーバＳに電子デバイスを接続する。それ故に、この新しいファイルは、ファイルＢに変換
された後に電子デバイス上に配置され、従って該ファイルＢは、該ファイルＡの、該電子
デバイスと互換性のあるファイルＢへの変換の好ましいバージョンである。該ファイルＡ
に由来する個々のＭ１のフィンガープリントＩｄ１がそれに導入され、これらのデータは
「交換可能」であり、すなわち、これらのデータは、実行される変換にかかわらず保持さ
れる。ファイルＡ’、及びそれ故にファイルＢはまた、個人Ｍ１の顔写真（faceprint）
のエントリを認定できる人物の指紋Ｉｄ２を含む。
【００７１】
　工程３において、顔写真の取得を承認する資格のある人が、指紋をスキャンすることに
よって自分の存在を確認する。
【００７２】
　工程４において、自分の部分についての個人Ｍ１が指紋をスキャンすることによって自
分の存在を確認し、そして次に、工程５におけるシステムを使用して自分自身の写真を撮
る。次に、該システムは自分の顔写真Ｆ１を取得する。
【００７３】
　工程６において、個人は最後に自分の指紋をスキャンし、認定された人がまた工程７に
おいてこれを再度実行する。このステップは、ユーザと認定者が、実行されたばかりの顔
写真の入力を確認することを許す。
【００７４】
　図４は、本発明に従う方法を使用する別の例として、ビデオファイルの提供を示し、該
ビデオファイルの画像の鮮明度は、該ビデオファイルが転送される媒体に応じて、好まし
くは自動的に、変化しうる。
【００７５】
　工程１において、ユーザは、高解像度（ＨＤ：high-definition）ビデオファイルＡを
サーバＳから彼のコンピュータによって形成されたデバイスＹにダウンロードする。この
ファイルはまた、ビデオ中に含まれているフィルムの表示を表す画像を含む。
【００７６】
　工程２において、該ユーザは、このビデオファイルＡを該ユーザの電話によって形成さ
れたデバイスＸに転送する。該デバイスＸにおいて存在するファイルＡ１中の情報は、該
デバイスＸにおいて利用可能なメモリが該ファイルを受け入れることに十分ではないこと
を示し、該ファイルのサイズは、該ファイルＡから抽出された情報Ｉ１中に書き込まれる
。次に、該ファイルＡは、該ファイルＡが該デバイスＸに転送されるときに、該デバイス
Ｘそれ自体によって標準のビデオコーディングを用いてファイルＢに、好ましくは自動的
に、変換される。
【００７７】
　工程３において、該ユーザは、該ファイルＢを該ユーザの電話から該ユーザのコンピュ
ータに再転送し、しかし該ビデオを提供したウェブサイトは今、同じビデオのＨＤバージ
ョンとＵＨＤバージョンとの両方を含むファイルに、ＵＨＤ形式のビデオを含む。このフ
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ァイルは例えば、読み取り能力を有する装置についてのＨＤファイル、例えば装置ＹのＵ
ＨＤファイル、を置き換えることができるのでサーバにおいてリストされている。該コン
ピュータにおいて該ファイルＢを読み取る前に、該コンピュータは、該ファイルからの識
別子Ｉ３及び情報Ｉ１並びに該コンピュータＹからの情報Ａ１を該サーバに送信すること
によって、該サーバに問い合わせる。該サーバは、該コンピュータと互換性のある超高解
像度（ＵＨＤ）バージョンのファイルを、該コンピュータのハードディスクにおいて十分
な空き容量がある場合はＨＤバージョンとともに送信することによって応答する。
【００７８】
　図５は、更新されたファイルが変更可能な情報を含む場合に、本発明を実装する別の例
を示す。
【００７９】
　工程１において、ユーザは、該ユーザの電子デバイスＸをサーバ又は別の電子デバイス
Ｓに接続し、そして該ファイルＡの識別子Ｉ３、情報Ｉ１及びその情報Ａ１を該デバイス
Ｓに送信する。この例において、ファイルＡが古く、該デバイスＳにおいてこのファイル
の最新の更新Ａ’がある。特に、該デバイスＳは、該ファイルＡ’が該ファイルＡのより
新しいバージョンであることがリストされているＡ’のレジスタＳ１を有する。
【００８０】
　工程２において、該電子デバイスＸは、Ｓ上に存在する新しいファイルＡ’から変換さ
れたファイルＢを受信する。
【００８１】
　工程３において、該電子デバイスＸは、該ファイルＡに含まれる可変情報をコピーし、
そして該可変情報をそのために予約された場所で新しいファイル中に挿入し、それによっ
て新しいファイルＢを生成する。代替として、工程２において、該デバイスＳは、該ファ
イルＢを該デバイスＸに送信する前に、該交換可能な情報を該ファイルＢ内に挿入するよ
うに、例えば、該デバイスＸが限定された計算手段を有する場合、交換可能な情報は、工
程１において該デバイスＳに送信されうる。
【００８２】
　言うまでもなく、本発明は今説明されている例に限定されない。



(16) JP 2021-193554 A 2021.12.23

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(17) JP 2021-193554 A 2021.12.23

【外国語明細書】
2021193554000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	foreign-language-body

