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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を有する媒体であって、実施時に、
コンテント構造ファイルと、データファイルと、スクリプトファイルとを格納する工程で
あって、前記データファイルは情報を表すデータを有し、前記スクリプトファイルは、表
現されるデータの所望の形式を表すスクリプト情報を有し、前記コンテント構造ファイル
と、前記データファイルと、前記スクリプトファイルとは、前記コンピュータにより独立
して受信可能である、前記工程と、
前記スクリプトファイルのどのスクリプトを、表現されるデータと関連づけるかを確認す
るために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程と、
データを表現するために、前記データを前記データファイルから検索し、かつ前記スクリ
プトファイルにおける前記関連づけられたスクリプトを実行する工程と、
を実行することによって前記コンピュータに情報を処理させる、コンピュータ可読媒体。
【請求項２】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を有する請求項１記載のコンピュータ可読媒体
であって、実施時に、
第１のスクリプトファイルと第２のスクリプトファイルを格納する工程を実行することに
よって前記コンピュータに情報を処理させ、
どのスクリプトかを確認するために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程は、前記
関連づけられたスクリプトの前記第１のスクリプトファイルを検討する工程を含み、前記
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実行工程は、前記関連づけられたスクリプトが見つからない場合に前記第２のスクリプト
ファイルから別のスクリプトを実行する工程を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項３】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を有する請求項１または２記載のコンピュータ
可読媒体であって、実施時に、
　前記データファイルに格納されるデータに関する情報を有するプリファレンスファイル
を格納する工程と、
　更新されたデータを間欠的に受信し、かつ前記更新されたデータが前記データファイル
に格納されるかを確認するために前記プリファレンスファイルを読み取る工程と、
を実行することによって前記コンピュータに情報を処理させる、コンピュータ可読媒体。
【請求項４】
　前記コンテント構造ファイルは、デフォルトプリファレンスと関連づけられるプリファ
レンスタグを有し、かつプリファレンスファイルを格納する前記工程は、前記プリファレ
ンスタグを読み取る工程を含む、請求項３記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項５】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を有する請求項４記載のコンピュータ可読媒体
であって、実施時に、
前記プリファレンスファイルにおける情報を変更する工程
を実行することによって前記コンピュータに情報を処理させる、コンピュータ可読媒体。
【請求項６】
　前記コンテント構造ファイルは、階層におけるデータ及びスクリプトヘの参照を含む、
請求項１ないし５のいずれかに記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項７】
　前記スクリプトファイルのどのスクリプトを、表現されるデータと関連づけるかを確認
するために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程は、前記階層の関数として前記ス
クリプトを選ぶ工程を含む、請求項６記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項８】
　前記コンテント構造ファイルは、前記スクリプトファイルにおけるスクリプトと関連づ
けられるスクリプトタグを含み、前記スクリプトタグが前記階層にある、請求項７記載の
コンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記スクリプトファイルを選ぶ工程は、前記階層の下位部分に前記データについて関連
づけられるスクリプトタグがない場合に、データを前記階層の下位部分において表現する
際に、前記階層の上位部分においてスクリプトタグにより参照されるスクリプトを選ぶ工
程を含む、請求項８記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　前記スクリプトを実行する工程は、プロセッサ独立形式で前記データを表現する工程を
有する、請求項１ないし９のいずれかに記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記スクリプトを実行する工程は、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）形
式で前記データを表現する工程を有する、請求項１０記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記コンピュータはモバイル装置で構成され、前記コンテント構造ファイルと、データ
ファイルと、スクリプトファイルとを格納する工程は、前記コンテント構造ファイルと、
データファイルと、スクリプトファイルとを前記デスクトップコンピュータから受信する
工程を含む、請求項１０記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　コンピュータ上で情報を表現する方法であって、
コンテント構造ファイルと、データファイルと、スクリプトファイルとをコンピュータに
格納する工程であって、前記データファイルは情報を表すデータを有し、前記スクリプト
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ファイルは、表現されるデータの所望の形式を表すスクリプト情報を有し、前記コンテン
ト構造ファイルと、前記データファイルと、前記スクリプトファイルとは、前記コンピュ
ータにより独立して受信可能である、前記工程と、
前記スクリプトファイルのどのスクリプトを、表現されるデータと関連づけるかを確認す
るために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程と、
データを表現するために、前記データを前記データファイルから検索し、かつ前記スクリ
プトファイルにおける前記関連づけられたスクリプトを実行する工程と、
を含む、方法。
【請求項１４】
　第１のスクリプトファイルと第２のスクリプトファイルを格納する工程をさらに含み、
どのスクリプトかを確認するために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程は、前記
関連づけられたスクリプトの前記第１のスクリプトファイルを検討する工程を含み、前記
実行工程は、前記関連づけられたスクリプトが見つからない場合に前記第２のスクリプト
ファイルから別のスクリプトを実行する工程を含む、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記データファイルに格納されるデータに関する情報を有するプリファレンスファイル
をコンピューターに格納する工程と、
更新されたデータを間欠的に受信し、かつ前記更新されたデータが前記データファイルに
格納されるかを確認するために前記プリファレンスファイルを読み取る工程と、
をさらに含む、請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　前記コンテント構造ファイルは、デフォルトプリファレンスと関連づけられるプリファ
レンスタグを有し、かつプリファレンスファイルを格納する前記工程は、前記プリファレ
ンスタグを読み取る工程を含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記プリファレンスファイルにおける情報を変更する工程をさらに含む、請求項１５ま
たは１６載の方法。
【請求項１８】
　前記コンテント構造ファイルは、階層におけるデータ及びスクリプトヘの参照を含む、
請求項１３ないし１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記スクリプトファイルのどのスクリプトを、表現されるデータと関連づけるかを確認
するために前記コンテント構造ファイルを読み取る工程は、前記階層の関数として前記ス
クリプトを選ぶ工程を含む、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンテント構造ファイルは、前記スクリプトファイルにおけるスクリプトと関連づ
けられるスクリプトタグを含み、前記スクリプトタグが前記階層にある、請求項１９記載
の方法。
【請求項２１】
　前記スクリプトファイルを選ぶ工程は、前記階層の下位部分に前記データについて関連
づけられるスクリプトタグがない場合に、データを前記階層の下位部分において表現する
際に、前記階層の上位部分においてスクリプトタグにより参照されるスクリプトを選ぶ工
程を含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記スクリプトを実行する工程は、プロセッサ独立形式で前記データを表現する工程を
有する、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記スクリプトを実行する工程は、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）形
式で前記データを表現する工程を有する、請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
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　前記コンピュータはモバイル装置で構成され、前記コンテント構造ファイルと、データ
ファイルと、スクリプトファイルとを格納する工程は、前記コンテント構造ファイルと、
データファイルと、スクリプトファイルとを前記デスクトップコンピュータから受信する
工程を含む、請求項２２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
本発明は、一般にモバイル装置として知られているパーソナルモバイルコンピューティン
グ装置に関する。より詳細には、本発明は、モバイル装置に情報を配信し、受信するシス
テム及び方法に関する。
【０００２】
モバイル装置は、しばしば携帯情報端末（personal digital assistant）と呼ばれる小型
電子計算装置である。かかるモバイル装置の多くは、ハンドヘルド装置又は手のひらサイ
ズの装置であり、手の中に楽に収まるものである。商業的に入手可能なモバイル装置の１
つは、ワシントン州、レッドモンド（Redmond）のマイクロソフト・コーポレイションに
よって提供されるソフトウェアを有し、ＨａｎｄＨｅｌｄ　ＰＣ（又はＨ／ＰＣ）という
商品名で販売されている。
【０００３】
一般に、モバイル装置は、プロセッサと、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と、キーボ
ード及びディスプレイ等の入力装置と、を有している。なお、キーボードをタッチ感知型
ディスプレイとして組み込む場合には、ディスプレイと一体化することも可能である。通
信インタフェースは、任意に提供され、通常、デスクトップコンピュータと通信するため
に使用される。交換可能又は再充電可能な電池が、モバイル装置に電源を供給する。任意
に、モバイル装置は、組込み電池を切り離す又は再充電する外部電源から電源を受けるこ
とができる。
【０００４】
いくつかの従来の用途において、モバイル装置は、デスクトップコンピュータと協動して
使用される。例えば、モバイル装置のユーザは、仕事場又は家庭で、あるいは両方の場で
、デスクトップコンピュータにアクセスしまたそれを使用する場合もある。一般に、ユー
ザは、デスクトップコンピュータとモバイル装置との両方で同じタイプのアプリケーショ
ンを実行する。従って、モバイル装置を、そのデスクトップコンピュータと情報を交換し
かつ情報を共有するデスクトップコンピュータに結合されるよう設計することは、非常に
有利である。
【０００５】
上記のモバイル装置に情報を提供する別の手法として、ワイヤレス送信リンクが考えられ
る。かかる情報には、電子メール、あるいはニュース、天気、スポーツ、交通そしてロー
カルイベントの各情報が含まれる。通常、情報は、インターネットに接続されたデスクト
ップコンピュータから入手され、ワイヤード接続上で配信される。しかしながら、上記の
情報をワイヤレス接続上でも配信することが望ましい場合もある。モバイル装置に搭載さ
れたワイヤレス受信機は、情報を、モバイル装置に送信しながら受信するような役割を果
たすことが可能である。
【０００６】
現在、プッシュ式コンテント（インターネット及びワールドワイドウェブ等のグローバル
ネットワーク上で提供されるハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）コンテント
等）を上記の装置にワイヤレスで、オープンかつ利用可能なアーキテクチャで配信する合
理的な方法は存在しない。従来のワイヤレスチャンネルのビットレートは非常に低速であ
る。このため、膨大な量のコンテント（ＨＤＭＬコンテント等）の配信は、非常に非実用
的である。
【０００７】
上記の情報を配信する１つの従来タイプのアプローチは、ＨＴＭＬ等のコンテントをデバ
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イスフレンドリなフォーマットに書き換えるものである。そうすれば、コンテントはプル
式モデルを介して得られる。ワイヤレス媒体を介して情報を配信するために現在使用され
ている別のアプローチは、クローズドモデルである。クローズドモデルでは、コンテント
プロバイダが提供し得るコンテントは、特定タイプのソフトウェアを実施する特定の装置
が受信する際に適するフォーマットに書き込まれたもののみである。これは、大多数のウ
ェブコンテントがかかる装置上では閲覧できないことを意味する。
【０００８】
たとえば、コンピュータ上でインターネットを通して入手可能な情報を表現する方法は、
コンテント構造ファイル、データファイル及びスクリプトファイルを格納することを含む
。データファイルは、情報を表すデータを含み、スクリプトファイルは、表現しようとす
るデータの所望のフォーマットを表すスクリプト情報を含む。コンテント構造ファイル、
データファイル及びスクリプトファイルは、コンピュータにより独立的に受信可能である
。コンテント構造ファイルを読み込んで、スクリプトファイルのどのスクリプトを、表現
しようとするデータと関連づけるかを確認する。データファイルからのデータを検索し、
関連づけられたスクリプトファイルを実行して、データを表現する。コンピュータが読み
取り可能な媒体に命令を提供することで、当該方法を実施することが可能である。
【０００９】
好ましい一つの実施の形態において、コンテント構造ファイルは、階層におけるデータ及
びスクリプトへの参照を含む。特に、コンテント構造ファイルは、スクリプトファイル内
のスクリプトと関連づけられたスクリプトタグを含み、該スクリプトタグは上記階層に配
置されている。コンテント構造ファイルを読み取り、スクリプトファイルのどのスクリプ
トを表現対象のデータと関連づけると、そのスクリプトを上記階層の関数として選出する
。スクリプトタグを１つの階層で編成することで、タグ継承が可能となる。具体的には、
上記階層の下位にデータの関連スクリプトタグがなければ、階層の上位のスクリプトタグ
により参照されるスクリプトを実行してデータを表現する。別の一つの実施の形態におい
て、コンテント構造ファイルにおける参照されたスクリプトをスクリプトファイルで見つ
けることができなければ、データを表現するためにデフォルトスクリプトを実行する。
【００１０】
図１は、本発明を例示的に実施するシステム１０を示す。システム１０は、コンテントプ
ロバイダ１２と、ワイヤレスキャリア１４と、デスクトップコンピュータ１６と、モバイ
ル装置１８と、で構成される。コンテントプロバイダ１２は、データベース又は他のデー
タソースからあらゆる適当なタイプのデータを提供する。たとえば、以下では、コンテン
トプロバイダ１２をインターネットワールドワイドウェブコンテントのプロバイダとして
説明する。好ましい実施の形態において、上記コンテントは、ＨＴＭＬ、ＪＰＥＧ、ＧＩ
Ｆ、ＷＡＶ等の標準フォーマットで提供される。また、ウェブコンテントは、チャンネル
定義フォーマット（ＣＤＦ）ファイルとしても通常知られるコンテント構造ファイルにお
いて記述されることが好ましい。コンテントの単一部分（ウェブページ又はウェブサイト
等）を本明細書ではモバイルチャンネルという。
【００１１】
モバイルチャンネルは、ウェブコンテントをモバイル装置１８に効率よくダウンロードす
るために必要な情報すべてを含む自己記述式ウェブサイトである。好ましいモバイルチャ
ンネルでは、３つの要素が提供される。これらの要素は、チャンネル定義フォーマット（
ＣＤＦ）ファイルと、チャンネルを表現するためのスクリプトファイル一式と、表現され
るデータファイル一式である。ＣＤＦファイルについては、さらに詳細を後述する。概説
すれば、ＣＤＦは、モバイルチャンネル上に含まれるコンテントのインベントリである。
【００１２】
スクリプトファイルは、モバイル装置１８の画面上でのデータの外観を特定するテンプレ
ートを定義するスクリプトを含む。スクリプトは、ビジュアルベーシックスクリプト（Ｖ
ＢＳ）で書かれていることが好ましい。
【００１３】
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データファイルは、１つ以上のスクリプトファイルに相当し、表現されるチャンネルの実
質コンテントを表すデータで構成される。データは、小さく単純なテキストファイルにパ
ッケージ化される。この情報のすべてを用いて、ウェブコンテントを定義する。
【００１４】
スクリプトファイルとデータファイルを別個に使用するシステム１０の動作については、
１９９８年６月３０日付で出願された同時係属中の米国特許出願第０９／１０７，６６６
号「低速ビットレート送信チャンネル上でデータコンテントを配信するシステム(SYSTEM 
FOR DELIVERING DATA CONTENT OVER A LOW BIT RATE TRANSMISSION CHANNEL)」に詳細に
説明されており、ここに参照として組み込む。しかしながら、端的に言えば、ワイヤレス
キャリア１４は、ウェブコンテントプロバイダ１２からダイヤルアップ又は直接インター
ネット接続、もしくはネットワーク接続を介してウェブコンテントを受信するように構成
されている。また、ワイヤレスキャリア１４は、ワイヤレスプッシュサーバ２０も有する
。サーバ２０は、コンテントプロバイダ１２から受信されたコンテントを、ワイヤレスキ
ャリア１４により使用されている特定のトランスポートタイプと互換性のあるピースに分
割する。たとえば、サーバ２０は、使用されているチャンネルタイプ又はトランスポート
タイプに合わせて最大パケットサイズ制約、文字集合要件等に合致するようにデータを分
割することができる。送信に先立って、データは、異なる形式に翻訳されることが好まし
い。翻訳は、圧縮、暗号化、符号化そしてパッケージ化を含む。
【００１５】
トランスポート制約に合致するようにデータを適宜分割してしまうと、データは、次にワ
イヤレスネットワークを通して（ページングチャンネルを通して等）空間に送信し、直接
モバイル装置１８により受信されるように構成される。送信されたデータは、モバイル装
置１８に搭載されたワイヤレス受信機及びドライバ要素２２により受信され、データは、
モバイル装置１８によって使用されるように手配される。
【００１６】
また、モバイル装置１８は、モデム２４を有してもよい。このため、ワイヤレスキャリア
１４を通して送信されるより、むしろ、ウェブコンテントは、モバイル装置１８との直接
ダイヤルアップモデム接続を通してウェブコンテントプロバイダ１２から直接送信できる
。
【００１７】
また、本明細書では、デスクトップコンピュータ１６についてもさらに詳細に後述する。
しかしながら、端的に言えば、デスクトップコンピュータ１６は、ワシントン州レッドモ
ンドにあるマイクロソフト・コーポレイションから市販化されているインターネットエク
スプローラ４．０等の標準ウェブブラウザを装着していることが好ましい。このようにし
て、好ましくは、デスクトップ１６のユーザは、オフライン又はオンラインでブラウズ可
能なチャンネルコンテントをユーザに提供する標準的な方法で、チャンネルに購読申し込
みを行うことができる。デスクトップコンピュータ１６には、スクリプトファイルにアク
セスするロード可能なトランスポートを装着していることが好ましく、対応するデータフ
ァイル（スクリプトにしたがって）に作用してコンテントの表現を行い、デスクトップコ
ンピュータ１６がデータを表現する。デスクトップコンピュータ１６は、トランスポート
を通して、新規かつ更新されたスクリプト、データ及びＣＤＦファイルを定期的に検索又
は受信して、さらにモバイル装置１８に送信し、あるいは、データを単に表現することが
可能である。スクリプト、データ又はＣＤＦファイルは、一緒に又は互いに独立して送信
され得る。典型的なスクリプト用ファイルが必要とする更新の頻度は、データファイルよ
りはるかに少ないため、ユーザには、デスクトップ（オフライン）上でウェブコンテント
を閲覧できる機能を与えるが、データファイルを段階的に更新する帯域幅は僅かな量で済
む。
【００１８】
また、デスクトップコンピュータ１６は、同期化コンポーネント２６も有することが好ま
しい。端的に言えば、同期化コンポーネント２６は、モバイル装置１８に搭載される同様
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の同期化コンポーネント２８と対話して、同期化の対象となるファイルをデスクトップコ
ンピュータ１６からモバイル装置１８に、又はその逆に同期化できるように構成されてい
る。同期化されると、双方のファイル（コンピュータ１６とモバイル装置１８上のもの）
が最新情報を含む。
【００１９】
より詳細には、好ましい実施の形態において、モバイル装置１８は、デスクトップコンピ
ュータ１６又は別のモバイル装置１８のいずれか一方又は両方と同期化される。このイン
スタンスでは、モバイル装置１８に搭載されるオブジェクト記憶装置に格納されたオブジ
ェクトの特性は、デスクトップコンピュータ１６又は別のモバイル装置１８に搭載される
オブジェクト記憶装置に格納された同一オブジェクトの他のインスタンスの特性と同様で
ある。したがって、たとえば、ユーザが、デスクトップコンピュータ１６に搭載されるオ
ブジェクト記憶装置に格納されたオブジェクトの１つのインスタンスを変更すると、モバ
イル装置１８に搭載されるオブジェクト記憶装置におけるそのオブジェクトの第２のイン
スタンスは、モバイル装置１８が次にデスクトップコンピュータ１６に接続される際に更
新されるため、同一オブジェクトの両方のインスタンスは、最新データを含んでいる。こ
れを同期化という。
【００２０】
同期化を行うためには、同期化コンポーネント２６及び２８をモバイル装置１８とデスク
トップコンピュータ１６（又は別のモバイル装置１８）の両方で稼働する。これらの同期
化コンポーネントは、通信と同期化を管理するために明確に規定されたインタフェースを
通して相互通信を行う。
【００２１】
また、モバイル装置１８は、好ましい一つの実施の形態において、デスクトップコンピュ
ータ１６に搭載されるロード可能なトランスポートと同一又は同様のスクリプトインタプ
リタを有することが好ましい。上記トランスポートは、たとえば、フォーマット用スクリ
プトを受信して翻訳する小型化されたビジュアルベーシックインタープリタとしてもよい
。スクリプトは、ウェブコンテントの生データを保持するデータファイル（典型的には、
テキストファイル）と関連づけられる。したがって、スクリプトインタプリタは、所定の
スクリプトと関連づけられたデータについて動作して、ウェブコンテントの表現をモバイ
ル装置１８のユーザに提供する。
【００２２】
スクリプトをウェブコンテントのデータと分けることによって、ウェブコンテントを非常
に低速のビットレートのチャンネルを介してモバイル装置１８に送信することが可能であ
る。通常、スクリプトは、必要とする送信の頻度が非常に少ないだけではなく、個々のフ
ァイルが通常スクリプトファイルよりはるかに小さいため、データをかなり頻繁に更新す
ることが可能であり、モバイル装置１８のユーザに、新たなスクリプトを送信することな
く更新済みのウェブコンテント情報をもたらすことができる。したがって、スクリプトと
データを分けたことにより、低速ビットレートチャンネルを介してウェブコンテント情報
の送信を非常に効率よく行うことが可能となる。
【００２３】
好ましい実施の形態において、モバイル装置１８をデスクトップコンピュータ１６と結合
した状態で、別のモバイル装置１８とも結合することができることに着目する価値がある
。この接続は、いずれの適当かつ商業的に入手可能な通信リンクを利用して、さらに適当
な通信プロトコルを利用して行うことが可能である。たとえば、好ましい一つの実施の形
態において、モバイル装置１８は、デスクトップコンピュータ１６又は別のモバイル装置
１８のいずれか一方と、シリアル通信プロトコルを用いて通信する物理的ケーブル通信に
より通信を行う。本発明は、赤外線（ＩＲ）通信又は他の適当な通信機構等の他の通信機
構をも意図している。
【００２４】
図２は、モバイル装置１８のさらに詳細なブロック図である。モバイル装置１８は、マイ
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クロプロセッサ３０と、メモリ３２と、入出力（Ｉ／Ｏ）コンポーネント３４と、デスク
トップ通信インタフェース３６と、ワイヤレス受信機３７と、アンテナ３９と、を有する
ことが好ましい。好ましい一つの実施の形態において、モバイル装置１０のこれらのコン
ポーネントは、適当なバス３８を介して互いに通信接続されている。
【００２５】
メモリ３２は、バッテリバックアップモジュール（図示せず）を備えたランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）等の不揮発性電子記憶装置として実施され、メモリ３２に記憶された情
報がモバイル装置１８への一般電力が遮断されても失われることがないよう構成されるこ
とが好ましい。メモリ３２の一部を、プログラム実行のためのアドレス指定可能なメモリ
として割り当て、メモリ３２の別の部分をディスクドライブ上の仮想記憶装置等の記憶装
置に使用することが好ましい。
【００２６】
メモリ３２は、オペレーティングシステム４０と、アプリケーションプログラム４２（個
人情報マネージャ、すなわちＰＩＭなど）と、オブジェクト記憶装置４４と、を有する。
動作時、オペレーティングシステム４０は、メモリ３２からプロセッサ３０により実行さ
れることが好ましい。好ましい一つの実施の形態において、オペレーティングシステム４
０は、マイクロソフト・コーポレイションから市販化されるＷｉｎｄｏｗｓＣＥブランド
のオペレーティングシステムである。オペレーティングシステム４０は、モバイル装置に
合わせて設計されることが好ましく、ＰＩＭ４２により利用可能なデータベース特性を、
露出したアプリケーションプログラミングインタフェースと方法とのセットにより実施す
るオブジェクト記憶装置４４におけるオブジェクトは、露出したアプリケーションプログ
ラミングインタフェースと方法に対する呼び出しに少なくとも一部応じて、アプリケーシ
ョンＰＩＭ４２とオペレーティングシステム４０により維持されることが好ましい。
【００２７】
好ましい一つの実施の形態において、Ｉ／Ｏコンポーネント３４は、モバイル装置１８の
ユーザからの入出力動作を容易にするよう設けられる。Ｉ／Ｏコンポーネント３４は図３
及び図４において、より詳細に説明する。
【００２８】
デスクトップ通信インタフェース３６は、任意の適当な通信インタフェースとしてオプシ
ョンで設けられる。インタフェース３６は、図１において説明したように、デスクトップ
コンピュータ１６、コンテントプロバイダ１２、ワイヤレスキャリア１４及びオプション
として別のモバイル装置１８との通信を行うために使用されることが好ましい。したがっ
て、通信インタフェース３６は、デスクトップコンピュータ１６と通信を行う同期化コン
ポーネント２８と、コンテントプロバイダ１２と通信を行うモデム２４と、を有すること
が好ましい。ワイヤレス受信機及びドライバ２２は、ワイヤレスキャリア１４と通信を行
うために使用される。
【００２９】
図３は、本発明にしたがって使用可能なモバイル装置１０の好ましい一つの実施の形態の
視覚的簡略図である。図３に示すように、モバイル装置１０は、ソフトウェアをマイクロ
ソフト・コーポレイションから提供されたＨ／ＰＣ（ハンドヘルドＰＣ）の名称で販売さ
れるデスクトップ支援とすることができる。好ましい一つの実施の形態において、モバイ
ル装置１８は、小型化されたキーボード４３と、ディスプレイ４５と、スタイラス４６と
、を有する。図３に示す実施の形態において、ディスプレイ４５は、タッチ感知型ディス
プレイ画面をスタイラス４６とともに使用する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）である。スタ
イラス４６は、ユーザ入力機能を実行するために指定された座標において、ディスプレイ
４５を押したりタッチするために使用される。小型化されたキーボード４３は、好ましく
は、小型化された英数字キーボードとして実施され、ユーザ入力機能を実行するために任
意の適当かつ所望のファンクションキーを設けられている。
【００３０】
図４は、本発明の別の好ましい実施の形態に係るモバイル装置１８の別の視覚的間略図で
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ある。図４に示すように、モバイル装置１８は、図３において説明したものと同様のアイ
テムをいくつか備え、同様に符号が付されている。たとえば、モバイル装置１８は、図４
に示すように、タッチ感知型スクリーン４５をスタイラス４６とともに使用することで、
ユーザ入力機能を行うことができる。なお、図３及び図４に示すモバイル装置のディスプ
レイ４５は、相互に同寸法であってもよく、また互いに異なる寸法としてもよいが、通常
は、デスクトップコンピュータとともに使用される従来のディスプレイよりはるかに小型
となることに留意されたい。たとえば、図３及び図４に示すディスプレイ４５は、２４０
×３２０座標のみ、又は１６０×１６０座標、あるいは、その他あらゆる適当なサイズの
もののマトリクスにより規定され得る。
【００３１】
図４に示すモバイル装置１８も多数のユーザ入力キー又はボタン（スクロールボタン４７
等）を備え、これにより、ユーザは、ディスプレイ４５に表示されるメニューオプション
又は他の表示オプションをスクロールすることができ、又は、ディスプレイ４５にタッチ
することなく、ユーザがアプリケーションを変更することができる。さらに、同様に図４
に示すモバイル装置１８も、モバイル装置１８に対する一般電源のオン／オフを行うため
に使用可能な電源ボタン４９も有することが好ましい。
【００３２】
また、図４に示す実施の形態において、モバイル装置１８は、手書きエリア５１を有する
ことにも留意されたい。手書きエリア５１は、スタイラス４６とともに使用され、ユーザ
がメッセージを書き込み、メモリ４２に記憶して後でモバイル装置１８により使用できる
ように構成される。例示的な一つの実施の形態において、手書きされたメッセージは、単
に手書き形式で記憶され、ユーザが再度呼び出すことも可能であり、モバイル装置１８に
入力された手書きメッセージをユーザが確認できるようにディスプレイ画面４５で表示す
ることも可能である。別の好ましい実施の形態において、モバイル装置１８には、文字認
識モジュールが設けられ、ユーザは、エリア５１に英数字情報をスタイラス４６で書き込
むことによって、その英数字情報をモバイル装置１８に入力することができる。その場合
には、モバイル装置１８における文字認識モジュールは、英数字文字を認識し、上記文字
を、モバイル装置１８におけるアプリケーションプログラム４２に使用することが可能な
コンピュータが認識可能な英数字文字に変換する。
【００３３】
図５及び関連の説明は、本発明の一部を実施し得る適当なデスクトップコンピュータ１６
の簡単な一般的説明を行うことを意図されている。必須ではないが、本発明は、少なくと
も一部は、プログラムモジュール等のコンピュータが実行可能な命令の一般コンテキスト
をパーソナルコンピュータ１６又はモバイル装置１８により実行しているときに説明され
る。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、あるいは特定の抽象
データタイプを実施するルーチンプログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構
造等を有する。さらに、デスクトップコンピュータ１６が、他のコンピュータシステム構
成、たとえば、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベース又はプログラマブ
ルコンシューマエレクトロニクス、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレー
ムコンピュータ等とともに実施され得ることが、当業者には理解されよう。本発明は、通
信ネットワークを介してリンクされたリモート処理装置によって複数タスクが実行される
分散型コンピューティング環境においても、実用化され得る。分散型コンピューティング
環境において、プログラムモジュールは、ローカルメモリ記憶装置とリモートメモリ記憶
装置の両方に配設してもよい。
【００３４】
図５を参照して、デスクトップコンピュータ１６を実施する代表的なシステムは、従来の
パーソナルコンピュータ１６形式の汎用コンピューティング装置を備え、処理装置４８と
、システムメモリ５０と、システムメモリ５０を含む各種システムコンポーネントを処理
装置４８に結合させるシステムバス５２と、を有する。システムバス５２は、メモリバス
又はメモリコントローラと、周辺バスと、種々のバスアーキテクチャをのいずれかを使用
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するローカルバスと、を含むいくつかのタイプのバス構造のいずれであってもよい。シス
テムメモリ５０は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）５４とランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）５５とを有する。基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ）５６は、開始時等、デスクト
ップコンピュータ１６内のコンポーネント間で情報の転送を助ける基本ルーチンを含み、
ＲＯＭ５４に格納されている。デスクトップコンピュータ１６は、ハードディスク（図示
せず）から読み出し、かつこれに書き込むハードディスクドライブ５７と、リムーバブル
磁気ディスク５９から読み出し、かつこれに書き込む磁気ディスクドライブ５８と、ＣＤ
　ＲＯＭ、他の光媒体等、リムーバブル光ディスク６１から読み出し、かつこれに書き込
む光ディスクドライブ６０と、をさらに有する。ハードディスクドライブ５７、磁気ディ
スクドライブ５８及び光ディスクドライブ６０は、システムバス５２にハードディスクド
ライブインタフェース６２、磁気ディスクドライブインタフェース６３、光ディスクドラ
イブインタフェース６４によりそれぞれ接続される。上記ドライブ及び関連するコンピュ
ータが読み出し可能な媒体は、コンピュータが読み出し可能な命令、データ構造、プログ
ラムモジュール及びその他デスクトップコンピュータ１６についてのデータの不揮発性記
憶装置を提供する。
【００３５】
本明細書に記載の代表的な実施の形態では、ハードディスク、リムーバブル磁気ディスク
５９及びリムーバブル光ディスク６１を採用しているが、当業者に理解されるとおり、コ
ンピュータによりアクセス可能なデータを記憶可能な他のタイプのコンピュータが読み出
し可能な媒体、たとえば、磁気カセット、フラッシュメモリカード、ディジタルビデオデ
ィスク（ＤＶＤ）、ベルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み
取り専用メモリ（ＲＯＭ）等を、代表的な動作環境において使用してもよい。
【００３６】
ハードディスク、リムーバブル磁気ディスク５９及びリムーバブル光ディスク６１、ＲＯ
Ｍ５４又はＲＡＭ５５には、オペレーティングシステム６５、１つ以上のアプリケーショ
ンプログラム６６（ＰＩＭを含む場合もある）、他のプログラムモジュール６７（同期化
コンポーネント２６を含む場合もある）及びプログラムデータ６８を含む、多数のプログ
ラムモジュールが記憶できる。ユーザは、コマンド及び情報をデスクトップコンピュータ
１６に、キーボード７０、ポインティングデバイス７２、マイクロフォン７４等の入力デ
バイスを介して入力することができる。他の入力デバイス（図示せず）として、ジョイス
ティック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、スキャナ等がある。これら及び他の入
力デバイスは、多くの場合、システムバス５２と結合されるシリアルポートインタフェー
ス７６を通して処理装置４８に接続されるが、サウンドカード、パラレルポート、ゲーム
ポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）等の他のインタフェースにより接続されて
もよい。モニタ７７又は他のタイプのディスプレイ装置も、システムバス５２にビデオア
ダプタ７８等のインタフェースを介して接続される。モニタ７７に加え、デスクトップコ
ンピュータは、通常、スピーカ７５、プリンタ等の他の周辺出力デバイスを備えてもよい
。
【００３７】
デスクトップコンピュータ１６は、（モバイル装置１８以外の）リモートコンピュータ７
９等の１つ以上のリモートコンピュータとのロジック接続を利用したネットワーク接続さ
れた環境下で動作することができる。リモートコンピュータ７９は、別のパーソナルコン
ピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピアデバイス又は他のネットワークノー
ドとしてもよく、典型的には、デスクトップコンピュータ１６に関して上述した多くの要
素又はすべての要素を含むが、図４には、メモリ記憶装置８０だけを図示する。図４に示
す論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）８１とワイドエリアネットワーク
（ＷＡＮ）８２とを有する。かかるネットワーク環境は、社内、企業規模のコンピュータ
ネットワークイントラネット及びインターネットでは一般的である。
【００３８】
ＬＡＮネットワーク環境下で使用される場合、デスクトップコンピュータ１６は、ローカ
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ルエリアネットワーク８１にネットワークインタフェース又はアダプタ８３を通して接続
される。ＷＡＮネットワーク環境下で使用される場合、デスクトップコンピュータ１６は
、通常、インターネット等ワイドエリアネットワーク８２を介して通信を確立するための
モデム８４又は他の手段を有する。モデム８４は、内蔵又は外付けの場合もあり、シリア
ルポートインタフェース７６を介してシステムバス５２と接続される。ネットワーク環境
下では、デスクトップコンピュータ１６又はその一部に関して上述したプログラムモジュ
ールをリモートメモリ記憶装置に記憶しても良い。なお、図示のネットワーク接続が代表
的なものであり、コンピュータ間で通信リンクを確立する他の手段を使用してもよいこと
は理解されよう。
【００３９】
デスクトップコンピュータ１６は、典型的には不揮発性メモリ５４に格納され且つプロセ
ッサ４８上で実行されるオペレーティングシステム６５を稼働する。１つの適当なオペレ
ーティングシステムは、マイクロソフト・コーポレイションが販売するＷｉｎｄｏｗｓブ
ランドのオペレーティングシステム、たとえば、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５又はＷｉｎｄｏｗｓ
ＮＴオペレーティングシステム、Ｗｉｎｄｏｗｓブランドオペレーティングシステムの他
の派生バージョン、あるいは別の適当なオペレーティングシステムである。他の適当なオ
ペレーティングシステムには、アップル・コーポレーションから販売されるＭａｃｉｎｔ
ｏｓｈＯＳ、ニューヨーク州アーモンクにあるインターナショナルビジネスマシーンズ（
ＩＢＭ）が販売するＯＳ／２プレゼンテーションマネージャ等のシステムがある。アプリ
ケーションプログラムは、プログラムモジュール６７、揮発性メモリ又は不揮発性メモリ
に記憶されることが好ましく、あるいは、フロッピーディスケット５９、ＣＤＲＯＭドラ
イブ６１から図５に示すコンポーネントのいずれかにロードしたり、ネットワークからネ
ットワークアダプタ８３を介してダウンロードしたり、別の適当な機構を用いてロードす
ることが可能である。
【００４０】
図６は、モバイル装置１８の機能アーキテクチャを示すブロック図である。図６は、本明
細書で上記で説明したものと同様の要素を示している。同様の要素は、同様の符号が割り
当てられている。図６は、モバイル装置１８が、同期化コンポーネント２６、ワイヤレス
受信機（無線受信機及びドライバ）２２又はモデム２４のいずれかを介してウェブコンテ
ント情報を受信することを示す。これらの場合のいずれにおいても、ＣＤＦファイル２０
１ならびにブロック２０４及び２０２で示すスクリプトテンプレート及びデータファイル
は、最終的にキャッシュメモリ２０６に提供される。ウェブコンテント情報が同期化コン
ポーネント２６を通して受信される場合、ＣＤＦファイル２０１、スクリプトテンプレー
ト２０４及びデータファイル２０２は暗号化又は符号化されず、ワイヤレス又はモデムチ
ャンネルを介する送信の場合と同一にフォーマット化できる。したがって、ＣＤＦファイ
ル２０１、スクリプトテンプレート２０４及びデータファイル２０２は、キャッシュマネ
ージャ２０８に直接提供される。キャッシュマネージャ２０８は、ＣＤＦファイル２０１
、スクリプトテンプレート２０４及びデータファイル２０２を受信し、これらをキャッシ
ュメモリ２０６に提供する。キャッシュマネージャ２０８は、メモリマニピュレーション
及びタイミングコンポーネントとともにデータ転送コンポーネントを有し、これらは、Ｃ
ＤＦファイル２０１、スクリプトテンプレート２０４及びデータファイル２０２をキャッ
シュメモリ２０６内の特定の場所に転送し、その場所を追跡するのに適する。
【００４１】
一方、ウェブコンテントがワイヤレス受信機及びドライバ２２又はモデム２４を介して受
信される場合、データをキャッシュに入れる前に追加の処理ステップを行わなければなら
ない。ワイヤレス受信機及びドライバ２２は、メッセージを受信してフィルタリングし、
かつウェークアップイベントをモバイル装置１８に対して生成する物理的レイヤである。
好ましい一つの実施の形態において、送信された情報は、まず翻訳（圧縮、暗号化、符号
化、パッケージ化等）された後に送信される。このため、モバイル装置１８によりさらに
使用される前に、データをその元の形式に翻訳し直さなければならない。したがって、デ
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ータは、まずメッセージルータ２１０に提供される。メッセージルータ２１０は、メッセ
ージを記録し、受信メッセージを翻訳レイヤ２０９にルート指定する役割を果たす。図６
において、翻訳レイヤ２０９は、アンパッケージャ（unpackager）及びジョイナ(joiner)
コンポーネント２１２と、総称的に２１４でラベルした追加翻訳プログラム群と、さらな
るルーティングコンポーネント２１６と、を有する。
【００４２】
アンパッケージャ及びジョイナブロック２１２は、送信されるパケット群を受信し、アン
パックし、整列させる役割を果たす。アンパッケージャは、ワイヤレスキャリア１４によ
り分割された任意の長いメッセージのパケットを再結合する。整列されたデータは、翻訳
コンポーネント２１４に提供される。
【００４３】
翻訳コンポーネント２１４は、コンテントハンドラ２１６がハンドルできるように適当な
形式にデータを再フォーマット又は翻訳する役割を果たす。たとえば、メッセージを構成
するパケットがアンパッカ及びジョイナ２１２によりアンパックされ再結合されると、典
型的な翻訳コンポーネント２１４は、これらのパケットを圧縮解凍し、暗号解読し、復号
することができる。
【００４４】
コンテントハンドラ２１６は、アンパックされ、結合され、かつ翻訳されたメッセージを
モバイル装置１８上の登録された適宜の宛先（すなわち、適宜のアプリケーション又は他
の機能ブロック）に配信する。図５に示す実施の形態において、コンテントハンドラ２１
６は、情報をキャッシュマネージャ２０８に提供し、これをキャッシュ２０６に格納する
。
【００４５】
ユーザが、キャッシュ２０６に格納されたウェブコンテントをオフラインブラウズしよう
とする場合、ユーザは、図５においてチャンネルブラウザブロック２１８で示される適宜
アプリケーションプログラムを立ち上げる。チャンネルブラウザ２１８は、好ましくは、
ディスプレイ４５の適当なユーザインタフェースを生成し、ユーザが、閲覧しようとする
所定のチャンネルを選出することができるようにしている。
【００４６】
チャンネルブラウザ２１８は、ロード可能なトランスポート２２０と対話するような構成
であり、そして該トランスポートがキャッシュマネージャ２０８に結合している。選出し
たチャンネルを介して提供された情報をユーザが閲覧したいと要求すると、ロード可能な
トランスポート２２０は、キャッシュマネージャ２０８に対し、対応するウェブコンテン
ト情報を（スクリプトテンプレート及びデータファイルの形式で）キャッシュ２０６から
検索するように要求する。所望のスクリプトテンプレート２０４及びデータファイル２０
２は、キャッシュマネージャ２０８からロード可能なトランスポート２２０に提供される
。
【００４７】
トランスポート２２０内のスクリプトインタプリタは、スクリプトテンプレート２０４を
解釈し、かつ同様にＣＤＦファイル２０１の関数としてデータファイル２０２に作用して
所望のウェブコンテントの表現を行うビジュアルベーシックスクリプトインタプリタであ
ることが好ましい。図５に示す実施の形態において、ウェブコンテントは、従来のハイパ
ーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）ページ２２４として表現される。次にロード可
能なトランスポート２２０は、このＨＴＭＬページ２２４の表現をチャンネルブラウザ２
１８に提供し、モバイル装置１８のユーザがディスプレイ４５で閲覧できるようにしてい
る。
【００４８】
システム１０は、コンテントプロバイダ１２が使用する所望の情報のロギングを可能にす
る。言い換えれば、ＣＤＦファイル２０１に入力することにより、コンテントプロバイダ
は、追跡したい所定アイテムにタグをつけることが可能である（すなわち、任意の所定ユ
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ーザが、いつ、どのくらいの時間閲覧していたかを知りたい所定アイテムにタグをつける
ことが可能である）。
【００４９】
たとえば、ユーザがチャンネルブラウザ２１８を立ち上げ、ロード可能なトランスポート
２２０から情報を要求する場合、ロード可能なトランスポート２２０は、要求された情報
が、情報が閲覧されていた時刻と時間についての情報のログをコンテントプロバイダが取
ることを希望することを表す適切なＣＤＦタグを備えているかを決定する。備えていれば
、ロード可能なトランスポート２２０は、情報がユーザにより閲覧されていた時刻と時間
を表す情報のログを取る。この情報は、その特定のウェブコンテント情報に対応する場所
にあるキャッシュ２０６に格納される。
【００５０】
次回にモバイル装置１８がデスクトップコンピュータ１６と同期すると、モバイル装置１
８は、デスクトップコンピュータ１６により受信された最新のウェブコンテントが更新さ
れるだけでなく、デスクトップコンピュータ１６は、モバイル装置１８により維持される
最新のロギング情報も更新される。同様に、次回に、デスクトップコンピュータ１６に搭
載されたブラウザがコンテントプロバイダ１２から適切なウェブコンテントにアクセスす
ると、ロギング情報は、デスクトップコンピュータ１６からコンテントプロバイダ１２に
送信される。好ましい一つの実施の形態において、デスクトップコンピュータ１６に搭載
されるブラウザがインターネットエクスプローラ４．０であるため、デスクトップコンピ
ュータ１６と同期されているロギング情報は、インターネットエクスプローラ４．０のス
ケジューラが次にデスクトップコンピュータ１６で呼び出されるときにコンテントプロバ
イダ１２に送信される。
【００５１】
図７は、図６の一部を簡略化したブロック図であり、モバイル装置１８に記憶されたデー
タにアクセスして、ディスプレイ４５を通してユーザに表示するために使用されるこれら
のコンポーネントに焦点を当てている。図７において、後述するＣＤＦファイル２０１、
データ２０２、スクリプトテンプレート２０４及びプリファレンス２３０は、キャッシュ
２０６の一部として図示されている。
【００５２】
本発明の一特徴は、ＨＴＭＬページ２２４を構築するＣＤＦファイル２０１の利用である
。特に、ＨＴＭＬページ２２４は、ＣＤＦファイル２０１に含まれる構造情報を使用して
、スクリプトテンプレート２０４とデータ２０２を組み合わせる。たとえば、特定のスク
リプトテンプレート２０４は、ＣＤＦファイル２０１のどのサブチャンネルが表示されて
いるかを決定し、そのサブチャンネルのタイトル及びロゴをＣＤＦファイル２０１から獲
得し、これらをＨＴＭＬページ２２４に組み込む。さらに、サブチャンネル内の記事(art
icle)や画像(picture)及び／又は追加サブチャンネル等特定のデータアイテムをＣＤＦフ
ァイル２０１から獲得して、表示されているサブチャンネルにインデックスを呈すること
が可能である。典型的には、新規データを獲得するとアイテムは頻繁に変更されるので、
ＨＴＭＬページ２２４のアイテムタイトルは、データ２０２に記憶されたデータから直接
獲得することができる。このスクリプトテンプレート２０４、データ２０２及びＣＤＦフ
ァイル２０１を混在する方法は、フルＨＴＭＬページをサーバからクライアントに転送す
る従来システム及び方法より複雑であるが、この方法は有益である。特に、本システム及
び方法は、フルＨＴＭＬページの代わりに小さなデータのセグメントにおけるコンテント
を配信することが可能である。このインクリメンタルアプローチにより、ピークネットワ
ーク時間中の株式相場値等、時間が決め手となる情報の更新を効率的かつ経済的に行う。
また、本システム及び方法により、キャッシュ２０６に格納されるデフォルトスクリプト
テンプレート２３２の利用が可能となる。デフォルトスクリプトテンプレート２３２を利
用することで、特定のスクリプトテンプレートが紛失した場合にチャンネルコンテント（
すなわち、サブチャンネル及びデータ）の表現を行うことが可能である。
【００５３】
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ＣＤＦは、インターネットエクスプローラ４．０等のブラウザと併用する際、「チャンネ
ル」を作成する標準である。ＣＤＦ標準は、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）に基
づく。本発明の一態様として、ＣＤＦを拡張してモバイル装置上での使用を向上させるた
めの追加タグがある。具体的には、追加タグは、コンテントをディスプレイ４５に表示さ
せようとする場合ＣＤＦファイル２０１においてナビゲーションを行って、モバイル装置
１８上の必要な記憶スペースを削減するために利用される。以下の表１は、本発明に係る
ＣＤＦファイルの一例である。
【００５４】
【表１】

【００５５】
表１を参照して、ＣＤＦの経路は、ＣＤＦファイルにおいて標準であるトップレベル“Ｃ
ＨＡＮＮＥＬ”タグの２つの属性に存在している。特に、ロード可能なトランスポート２
２０（図６）のトランスポートプロトコル、たとえば、モバイルチャンネルトランスポー
トプロトコル（ＭＣＴＰ）を使用するＣＤＦ経路を参照する、“Ａ”で示される“ＨＲＥ
Ｆ”属性を利用することが可能である。ＨＲＥＦ属性は、ＭＣＴＰ接頭部を用いて、ＣＤ
Ｆファイルがモバイル装置１８用であることを示している。ＣＤＦファイルがモバイル装
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置１８ではなくデスクトップコンピュータ１６（図１）上に存在する場合、ＭＣＴＰ接頭
部は、デスクトップコンピュータ１６上で使用されるブラウザにより参照される際に特殊
な処理を呼び出すことが可能である。デスクトップコンピュータ１６に搭載されたインタ
ーネットエクスプローラ４．０等のブラウザにより使用されるＨＲＥＦ属性と異なり、Ｕ
ＲＬは、表現するページを直接示すものではない。むしろ、上記属性は、ＣＤＦファイル
により特定されたトップレベルチャンネルを参照する。
【００５６】
“ＳＥＬＦ”属性“Ｂ”は、標準ＨＴＴＰ接頭部を使用するＣＤＦ経路を参照する。デス
クトップコンピュータ１６上での標準的なＣＤＦの実施と異なり、ＳＥＬＦ属性は、トッ
プレベルＣＨＡＮＮＥＬタグとともに使用されることが好ましい。
【００５７】
“ＢＡＳＥ”属性“Ｃ”は、本発明のＣＤＦファイルにおいて、デスクトップコンピュー
タ１６に搭載されるブラウザにおいて使用される場合と同一機能性を有する。そのＵＲＬ
はＨＴＴＰ　ＵＲＬである。例示では、トップレベルＣＨＡＮＮＥＬタグのＨＲＥＦ属性
“Ａ”は、トランスポートプロトコル形式のＵＲＬのみを有する。他のすべてのＨＲＥＦ
属性値はＨＴＴＰ形式である。
【００５８】
本発明に係るＣＤＦファイル２０１に見られるいつかの属性及び属性値は、標準ＣＤＦタ
グにおいて見られる。これらのタグを以下の表に記載する。
【００５９】
【表２】

以下、各タグ又は属性について、詳細を説明する。
【００６０】
“ＩＤ”
ＩＤタグは、特定された要素を識別するための属性として使用されるテキスト列である。
ＩＤタグは、モバイルチャンネルにおいてＣＨＡＮＮＥＬ、ＩＴＥＭ、ＬＯＧＯの各要素
すべてに提供される必要がある。
ＩＤ＝“ＣｈａｎＩｄ”
ＩＤ＝“ＩｔｅｍＩｄ”
ＩＤ＝“ＬｏｇｏＩｄ”
【００６１】
ＩＤタグは、ＣＤＦファイル２０１内とスクリプトテンプレート２０４内の両方において
、短く迅速な参照に使用される。ＣＤＦファイル２０１内では、ＩＤタグは、後述するＣ
ＨＡＮＳＣＲＩＰＴとＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴの両方のタグの値として使用され、スクリプ
トテンプレート２０４を表す関連づけられたＩＴＥＭタグを示す。
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【００６２】
スクリプトテンプレート２０４内では、ＩＤタグは、後述するＭＣＴＰとともに使用され
、固有のＵＲＬを形成する。ＩＤタグは、ロード可能なトランスポート２２０により使用
され、チャンネル又はアイテムを一意的に参照する。ＭＣＴＰ参照は、
チャンネルの場合“ｍｃｔｐ：／／Ｃｄｆｉｄ／ＣｈａｎＩＤ”、あるいは
アイテムの場合“ｍｃｔｐ：／／ＣＤＦｉｄ／ＩｔｅｍＩＤ”
の形式である。
【００６３】
一つの実施の形態において、ＩＤタグのストリング長は、時間経過とともにＣＤＦにおい
てこれを一意的に定義するのに必要な最小値で保持される。ＩＤストリング長を短くして
おくことは、ネットワーク帯域及び記憶スペースを確保するために重要である。
【００６４】
ＣＤＦファイル２０１において、トップレベルチャンネルのＩＤタグは、チャンネルに対
するハンドルとして使用される。一つの実施の形態において、ＩＤストリングの最大長は
６４文字であるが、トップレベルＩＤを一意とするためには６乃至１０文字のハンドルが
推奨される。以下は３つのコード例である。
【００６５】
【数１】

【００６６】
ＩＤタグは、親要素ごとのものの方が好ましく、単一出現とすることができる。
【００６７】
“ＵＳＡＧＥ”
ＵＳＡＧＥタグでは、３つの新たな値が設けられる。
【００６８】
（１）ＭｏｂｉｌｅＣｈａｎｎｅｌ
ステートメント
＜ＵＳＡＧＥ　Ｖａｌｕｅ＝“ＭｏｂｉｌｅＣｈａｎｎｅｌ”　／＞
は、チャンネルを、モバイル装置１８とともに使用する際のチャンネル又はデータアイテ
ムとして特定する。トップレベルチャンネルには、“ＭｏｂｉｌｅＣｈａｎｎｅｌ”のＵ
ＳＡＧＥ値が与えられるはずである。ＵＳＡＧＥ値が“ＭｏｂｉｌｅＣｈａｎｎｅｌ”に
設定されると、チャンネルブラウザ２１８によりアイテムが認識され、モバイル装置１８
のディスプレイ４５に表示されるが、デスクトップコンピュータ１６のチャンネルブラウ
ザによっては認識されない。この特性により、モバイル装置１８の特殊なデータアイテム
（“．ｍｃｄ”のファイル拡張子を有する）を精確に表示するとともに、ＣＤＦ２０１が
デスクトップコンピュータ１６とともに使用される場合に上記アイテムを無視することが
可能となる。たとえば、
【００６９】
【数２】

である。
【００７０】
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上記のアイテムＴ１はモバイル装置１８のデータアイテムであり、チャンネルブラウザ２
１８により認識されるが、デスクトップコンピュータ１６のチャンネルブラウザによって
は認識されない。アイテムＴ２はスクリプトであり、値が「無」であるため、モバイル装
置１８又はデスクトップコンピュータ１６のチャンネルブラウザにより認識されない。
【００７１】
（２）ＭｏｂｉｌｅＤｅｓｋｔｏｐＣｏｍｐｏｎｅｎｔ
ステートメント
＜ＵＳＡＧＥ　ＶＡＬＵＥ＝“ＭｏｂｉｌｅＤｅｓｋｔｏｐＣｏｍｐｏｎｅｎｔ”　／＞
は、チャンネルを、個人情報マネージャ、たとえば、スケジューラ、電子メールアプリケ
ーション等、他のアプリケーションとともにディスプレイ４５で閲覧可能なコンポーネン
トとして特定する。
【００７２】
（３）ＭｏｂｉｌｅＡｄ
ステートメント
＜Ｕｓａｇｅ　ｖａｌｕｅ＝“ＭｏｂｉｌｅＡｄ”　／＞
は、ディスプレイ４５で閲覧可能な広告としてアイテムを特定する。以下の例では、
【００７３】
【数３】

である。
【００７４】
“ＡＤ１．Ｍａｄ”は、後述するスクリプトテンプレート２０４にしたがって表示される
広告を特定する。表１の例では、“Ｅ”のトップレベルチャンネルにおいて２つの広告が
定義されている。トップレベルチャンネルがスクリプトテンプレート２０４にしたがって
ディスプレイ４５で表示されると、上記の広告の一方又は両方を表示することも可能であ
る。代替的な実施の形態において、スクリプトテンプレート２０４は、２つ以上が存在す
る場合には上記広告の表示を交互に行う。表１の例では、トップレベルチャンネルに関し
て上記広告が定義されるが、サブチャンネル定義において上記広告の構文を繰り返す必要
なくサブチャンネル“Ｃ１”又は“Ｃ２”も表示される場合、本発明の特性により、上記
広告も表示され得る。本明細書で用いられる、この特性を「継承」という。必要であれば
、新たな広告をサブチャンネルにおいて定義することも可能である。
【００７５】
ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦ
ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、以下のように使用することが可能である。
【００７６】
【数４】

【００７７】
表１の例では、ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、“Ｇ”及び“Ｈ”で使用される。
【００７８】
ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、サブチャンネルに特定のデフォルトプリファレンスをマ
ークする。言い換えれば、ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、ユーザが、どのサブチャンネ
ルのコンテントをデフォルトにより受信したかを制御する。デフォルトによって、新たな
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チャンネルのコンテントがモバイル装置１８に提供されると、属性ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥ
Ｆ＝　“ＯＦＦ”がマークされたサブチャンネル内のアイテムは転送されない。
【００７９】
本特性により、コンテントプロバイダ１２は、モバイル装置１８で利用可能な制限された
記憶資源が相応に収容し得るより多くのコンテントを供給するチャンネルを作成すること
ができる上、デフォルトにより、モバイル装置１８をチャンネルのすべてのコンテントで
埋め尽くすことはない。一つの実施の形態において、チャンネルがまずモバイル装置１８
に提供される場合、２３０で格納されるＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグが検討される。ユー
ザは、各自のプリファレンス２３０を必要に応じて変更し、格納して、ＤＥＦＡＵＬＴＰ
ＲＥＦ設定が可能であるより多くの又は少ないコンテントを有することができる。
【００８０】
ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、“ＯＮ”又は“ＯＦＦ”のいずれかの値を有することが
できる。ＤＥＦＡＵＬＴＰＲＥＦ属性が特定されない場合、モバイル装置１８は、ＤＥＦ
ＡＵＬＴＰＲＥＦ＝“ＯＮ”でマークされているかのようにサブチャンネルを扱う。ＤＥ
ＦＡＵＬＴＰＲＥＦタグは、ＣＨＡＮＮＥＬ要素において一度だけ見られる。
【００８１】
従来技術のＣＤＦファイルに存在するが現在は新たな属性を含む上述したタグに加え、Ｃ
ＤＦファイル２０１は、スクリプトテンプレート２０４及びデータ２０２とともに使用す
る新たなタグも有する。新たなタグを以下の表に記載する。
【００８２】
【表３】

以下、各タグを説明する。
【００８３】
ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴ
ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグは、通常
＜ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴ　ＶＡＬＵＥ＝“ＣｈａｎｎｅｌＩＤ”／＞
の形式であり、ここで、“ＣｈａｎｎｅｌＩＤ”はＵＲＬを特定している。表１の例にお
いて、チャンネル又はサブチャンネルを表示するスクリプトは、“Ｊ”で示されるように
拡張子“．ｍｃｓ”で表される。一つの実施の形態において、「タグ継承」は、ＣＨＡＮ
ＳＣＲＩＰＴタグ値がすべてのチャンネル、あるいは、現行チャンネル又はサブチャンネ
ルの「子」チャンネルに当てはまる場合に設けられる。サブチャンネルＣＨＡＮＳＣＲＩ
ＰＴタグは、より上位又は「親」ＣＨＡＮＮＥＬ要素により予め定義された任意のＣＨＡ
ＮＳＣＲＩＰＴ値を引き継ぐ(supersede)。ＶＡＬＵＥ属性は、このチャンネルのレベル
を表現するために稼働するスクリプトに対応するＩＴＥＭ要素のＩＤを特定する。たとえ
ば、表１において、
＜ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴ　ＶＡＬＵＥ＝ＣＳ１”／＞
は、ある特定のスクリプトテンプレートの使用を特定し、ここで、“ＣＳ１”により識別
されるチャンネルスクリプトは、ＣＤＦファイルの開始部分において定義済みである。
【００８４】
トップレベルＣＨＡＮＮＥＬ要素は、少なくとも１つのＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグを子要
素として有することが可能である。各サブチャンネルは、多くとも１つの上記タグを有す
ることが可能である。
【００８５】
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ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグは、通常
＜ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ　ＶＡＬＵＥ＝“ＩｔｅｍＩＤ”／＞
の形式であり、ここで、“ＩｔｅｍＩＤ”はＵＲＬを特定している。表１の例において、
アイテムを表示するスクリプトは、“Ｋ”で示されるように拡張子“．ｍｃｓ”で表され
る。一つの実施の形態において、「タグ継承」は、ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグ値が現行チ
ャンネル又はサブチャンネルのすべての「子」チャンネルに当てはまる場合に設けられる
。サブチャンネルＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグは、「親」ＣＨＡＮＮＥＬ要素によりすでに
定義されたいずれのＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴを引き継ぐ(supersede)。ＶＡＬＵＥ属性は、
このチャンネルのレベルを表現するために稼働するスクリプトに対応するＩＴＥＭ要素の
ＩＤを特定する。たとえば、表１において、
＜ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ　ＶＡＬＵＥ＝“ＩＳ１”　／＞
は、ある特定のスクリプトテンプレートを特定し、ここで、“ＩＳ１”により識別される
スクリプトは、ＣＤＦファイルにおいて予め定義されていた。なお、以下のステートメン
ト
＜ＵＳＡＧＥ　ＶＡＬＵＥ＝“ＮＯＮＥ”／＞
がスクリプトファイルとともに見られる場合、ＵＳＡＧＥタグの“ＮＯＮＥ”のＶＡＬＵ
Ｅ属性により、スクリプトファイルは、チャンネルブラウザ２１８により表示できなくな
ることに留意されたい。
【００８６】
最上位のＣＨＡＮＮＥＬ要素は、少なくとも１つのＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグを有するこ
とが可能である。他のすべてのチャンネルレベルでは、多くとも１つの上記タグが存在す
ることが可能である。
【００８７】
ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴ
ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴタグは、通常
＜ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴ　ＶＡＬＵＥ＝“ｈｅａｄｅｒ＿ｂｌｏｃｋ；ｒｅｐｅａｔ＿ｂ
ｌｏｃｋ”／＞
の形式である。
【００８８】
上記タグは、関連づけられたファイル構造を識別することによってデータアイテムのクラ
スのフォーマットを特定する。データアイテムは、固有のヘッダと、記録指向データを繰
り返すブロック構造と、を有することが可能な単純なテキストファイルである。スクリプ
ト環境には、ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴタグに含まれる情報を用いるデータコンテントにアク
セスするためのヘルパー機能が設けられる。ｈｅａｄｅｒ＿ｂｌｏｃｋとｒｅｐｅａｔ＿
ｂｌｏｃｋは、ともにオプションである。しかし、ｈｅａｄｅｒ＿ｂｌｏｃｋ又はｒｅｐ
ｅａｔ＿ｂｌｏｃｋの少なくとも一方又は他方が存在しなければならない。ｒｅｐｅａｔ
＿ｂｌｏｃｋが存在する場合、上記で示したセミコロン（；）等のデリミタにより先行す
るはずである。典型的なヘッダブロックは、データアイテムについての記述を含む。そし
て、繰り返し可能なデータブロックは、その中にある特定のデータアイテムについての記
述を含む。ｈｅａｄｅｒ＿ｂｌｏｃｋ及びｒｅｐｅａｔ＿ｂｌｏｃｋは、
Ｖｉ［＝Ｔｉ］　ｉ＝１乃至ｎ
ここで、“Ｖｉ”は、ブロック値のフィールド名であり、“ＴＩ”は、ブロック値のオプ
ショナルタイプである。“ＴＩ”が省略されると、デフォルト値“ＨＴＭＬ”が推定され
る。有効タイプを以下の表に挙げる。
【００８９】
【表４】
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【００９０】
データブロックは、単なる値の群にすぎない。１行あたり１つの値がある。いずれの有意
なデータファイルには少なくとも１つのデータブロックがあるはずである。たとえば、３
つの株式のポートフォリオを表すために３つのデータブロックを使用することがある。以
下の例では、“Ｍａｒｋｅｔ”チャンネルは、“Ｓｔｏｃｋｓ．ｍｃｄ”ファイルにリス
トされた株式値を表示している。ヘッダはタイトルを与え、表示された株式のデータを表
示する。リストされるデータには、各株式の名称、低価格、高価格、終わり値がある。
【００９１】
【数５】

【００９２】
ここで、ヘッダブロックには３つの値、“Ｔｉｔｌｅ”、“Ｄａｔｅ”そして“Ｐｉｃｔ
ｕｒｅ”があり、データブロックには“Ｎａｍｅ”、“Ｌｏｗ”、“Ｈｉｇｈ”そして“
Ｃｌｏｓｅ”の４つがある。
【００９３】
ＩＭＧは、ＪＰＧ又はＧＩＦ等、イメージを表すフィールドを示す。フィールド値は、イ
メージのＵＲＬを定義するアイテムの識別子である。ビルトインされたアイテムスクリプ
トは、このアイテムを表示するためにＩＭＧ値を作成する。
【００９４】
データブロックを繰り返すことで、株式価格の表を作り上げることができる。Ｓｔｏｃｋ
ｓ．ｍｃｄファイルが単一のデータブロックを含む場合、スクリプトは、１ページあたり
１つの株式を表示する。データブロックを多数含む場合、スクリプトは、株式の表を表示
することが可能である。
【００９５】
新たな記事をタイトル、イメージ及びテキスト本文とともに表す以下の例
＜ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴ　ＶＡＬＵＥ＝“ＴＩＴＬＥ，ＰＩＣＴＵＲＥ＝ＩＭＧ，ＢＯＤ
Ｙ”／＞
に示すように、繰り返しブロックを省略することができる。株式ページを株式のリストと
ともに表した以下の例に示すように、ヘッダブロックも省略できる。なお、値リストを示
すためにセミコロン（；）が存在することに留意されたい。したがって、繰り返しブロッ
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クがあり、ヘッダブロックがないことである。
＜ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴ　ＶＡＬＵＥ＝“；Ｎａｍｅ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈ，Ｃｌｏｓｅ”
／＞
【００９６】
なお、すべての標準タグが、モバイル装置１８において支援され、かつ使用されるのでは
ないことに留意されたい。特に、ＣＤＦファイル２０１は、チャンネルブラウザ２１８が
「オフライン」モードのみで動作される場合に、ソフトウェア更新チャンネルタグ（ＥＡ
ＲＬＩＥＳＴＴＩＭＥ，ＩＮＴＥＲＶＡＬＴＩＭＥ，そしてＬＡＳＴＴＩＭＥの各タグ）
を支援する必要はない。さらに、ＬＯＧＩＮタグを無視してもよい。しかしながら、オフ
ラインで動作時にＥＡＲＬＩＥＳＴＴＩＭＥ，ＩＮＴＥＲＶＡＬＴＩＭＥ及びＬＡＳＴＴ
ＩＭＥの各タグは、モバイル装置１８において無視される一方、モバイル装置１８が「オ
ンライン」モードで動作され得る場合には支援される。さらに、ＣＤＦファイル２０１、
スクリプトテンプレートファイル２０４及びデータファイル２０２構造がデスクトップコ
ンピュータ１６又は他の同様の装置で使用される場合、ソフトウェア更新タグが認識され
、コンテントプロバイダ１２からチャンネルをダウンロードするために使用される。
【００９７】
モバイルチャンネルデータファイル
データファイル２０２は、チャンネルのインクリメンタルデータを配信するために使用さ
れる。これらは、ファイルにおいて１行あたり１つのデータアイテムを有するデータを含
む単純なテキストファイルである。ＣＤＦファイル２０１において、データファイルの構
造は、先述したＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴタグを使用して宣言され得る。
【００９８】
本例では、各データファイルには“．ｍｃｄ”の拡張子がある。ＣＤＦファイル２０１は
、“ｍｃｄ”ファイルを定義するためのＩＴＥＭタグを含む。ＩＴＥＭタグにおいて、Ｉ
Ｄ属性は、 “ｍｃｄ”ファイルを、その完全なＵＲＬを参照する必要なくスクリプトの
中から参照する即時伝達方法として使用される。
【００９９】
スクリプトファイルを稼働して、表示するデータを呼び出す従来のスクリプト駆動アプロ
ーチと異なり、本システムでは、インクリメンタルデータを表示するために逆のことがな
される。新たな情報は、新たな“ｍｃｄ”ファイル内に随時入ってくる可能性があるため
、スクリプトテンプレート２０４を起動してデータ２０２を到着時に表示することのほう
がより効果的である。このデータをトリガするスクリプトアプローチには、スクリプトテ
ンプレートの継承を可能とする点でさらに利点がある。
【０１００】
データファイル２０２のファイルフォーマットはフレキシブルである。データを含むのは
、各アイテムが別々のライン上にあるイメージへの参照等、テキストファイルにすぎない
。本システムは、スクリプト用環境において、このコンテントをデータファイル２０２か
ら読み出す方法を明らかにする。
【０１０１】
ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴタグは、ファイルに存在するデータの種類を特定するために使用さ
れる。一般的に、ファイルは以下のフォーマットを有する。
［Ｈｅａｄ　Ｂｌｏｃｋ］
［Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ　１］
［Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ　２］
…
［Ｄａｔａ　Ｂｌｏｃｋ　ｎ］
上述したように、ＣＤＦファイル２０１における特定のスクリプトテンプレート２０４の
使用は、ＣＨＡＮＮＥＬＳＣＲＩＰＴ及びＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴの各タグで識別される。
スクリプトテンプレート２０４は、データ駆動状態で呼び出される。特定のデータファイ
ル２０２を表示するときがくると、データファイル２０２への参照が行われ、適切なアイ
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テムスクリプトテンプレートを探索して表示する。同様に、サブチャンネル又はデータア
イテムのリスト等、チャンネルコンテントを示すときがくると、チャンネルへの参照が行
われ、適切なチャンネルスクリプトテンプレートを探索して表示する。
【０１０２】
ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ
チャンネルブラウザ２１８を介して特定のデータファイル２０２を表現することが必要な
場合、適切なスクリプトテンプレート２０４を選出しなければならない。アイテムスクリ
プトテンプレートは、確実にデータファイルを表現し、データファイル２０２のＵＲＬを
参照することにより呼び出される。適切なスクリプトテンプレート２０４は、ＩＴＥＭＳ
ＣＲＩＰＴタグが、表現されるべき特定のデータファイル２０２との近接度に基づいて選
出される。
【０１０３】
例示の実施の形態において、アイテムＵＲＬは、スクリプトに現れる際には以下の形式で
ある。
Ｍｃｔｐ：／／ＣＤＦｉｄ／ＩｔｅｍＩＤ
ここで、ｍｃｔｐは、ＵＲＬを解読し、かつスクリプト用エンジンを呼び出すためのモバ
イルチャンネルトランスポートプロトコルの使用を特定する。ＣＤＦｉｄは、トップレベ
ルＣＨＡＮＮＥＬ要素のＩＤタグであり、ＣＤＦファイル２０１における正しいＣＤＦフ
ァイルを選出するために使用される。ＩｔｅｍＩｄは、データファイル２０２を表現する
際のＩＴＥＭ要素のＩＤタグである。
【０１０４】
データファイルは、チャンネル階層内のＩＴＥＭ要素において現れる。ＩＴＥＭＳＣＲＩ
ＰＴタグに対するＩＴＥＭ要素の場所により、どのスクリプトテンプレート２０４を使用
してデータを表現するかが決定される。スクリプトテンプレート２０４は、ＩＴＥＭＳＣ
ＲＩＰＴタグにおけるＩＤ値を、ＣＤＦファイル２０１における、スクリプトテンプレー
ト２０４のアイテムであるＩＴＥＭ要素のＩＤ値と一致させることによって識別される。
【０１０５】
ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグは、ＣＨＡＮＮＥＬ要素又はＩＴＥＭ要素の子となり得る。Ｉ
ＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグは、現行チャンネル及びそのサブチャンネルのアイテムすべてに
使用されるスクリプトテンプレート２０４を、このサブチャンネルと関連づけられるＩＴ
ＥＭＳＣＲＩＰＴタグがこれ以上ない場合に決定する。ＣＨＡＮＮＥＬ又はＩＴＥＭ要素
について、ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴにより識別されるアイテムスクリプトテンプレート２０
４は、予め定義された任意のＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ値を引き継ぐ。
【０１０６】
したがって、継承モデルが使用される。ある特定のデータアイテムを表現することが必要
な場合、階層における最も近くのＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ要素を用いて、どのスクリプトテ
ンプレート２０４がデータを表現すべきかを決定する。適切なスクリプトテンプレート２
０４がモバイル装置１８において利用可能でない場合、ビルトインスクリプトテンプレー
トを用いてデータを表現する。デフォルトアイテムスクリプトテンプレートは、２３２で
格納され、ＩＴＥＭＦＯＲＭＡＴタグにおいて特定されたフィールドすべてを通して単に
列挙し、１つずつ、特定されたデータファイルから適切なデータを表示する。データファ
イルが繰り返しブロックを含む場合、すべてのブロック値は、データファイルの最後にた
どり着くまでリストのそのページ上に列挙される。
【０１０７】
慣例により、アイテムスクリプトテンプレートは、チャンネルのトップレベル、通常、表
１に示すようにファイルの先頭で特定される。各アイテムスクリプトテンプレートには、
固有のＩＤが割り当てられる。次に、通常のＨＴＴＰプロトコルではなく、ＣＤＦロード
可能なトランスポート２２０の任意の場所からＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴ要素を使用してスク
リプトを参照することができる。
【０１０８】
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なお、デスクトップコンピュータ１６の標準チャンネルブラウザがイメージのＵＲＬをハ
ンドルすることにおける制限により、イメージをデスクトップコンピュータ１６で表現す
るために、ロード可能なトランスポートではなく、標準ＨＴＴＰ参照を用いてイメージを
参照すべきであることに留意されたい。チャンネルを閲覧できるようにする際、デスクト
ップコンピュータ１６が重要ではなければ、ロード可能なトランスポートタイプのＵＲＬ
を使用してもよい。
【０１０９】
ＣＨＡＮＮＥＬ　ＳＣＲＩＰＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ
ニュース記事等、データファイルからデータを表現することに加え、ユーザが所望のデー
タに対するナビゲーションを行うことができるようにＣＤＦ内の現行場所を表現すること
が通常必要である。ディスプレイ４５でＣＤＦナビゲーションページ（すなわち、チャン
ネル及び／又はサブチャンネル）を表現することが必要である場合、適切なスクリプトテ
ンプレートを選出しなければならない。チャンネルスクリプトテンプレートは、コンテン
トプロバイダ１２により提供されたＣＤＦナビゲーションページを表現する責任がある。
アイテムスクリプトテンプレートのように、サブチャンネルのＵＲＬを参照することによ
り、チャンネルスクリプトテンプレートの呼び出しがなされる。適切なスクリプトテンプ
レートは、ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグが、上記ＵＲＬの特定のＣＨＡＮＮＥＬ要素との近
接度に基づいて選出される。
【０１１０】
チャンネルＵＲＬはスクリプトテンプレートに現れる際には以下の形式である。
ｍｃｔｐ：／／ＣＤＦｉｄ／ＣｈａｎＩＤ
【０１１１】
ここで、ｍｃｔｐは、ＵＲＬを解読し、かつスクリプト用エンジンを呼び出すためのロー
ド可能なトランスポートプロトコルの使用を特定する。“ＣＤＦｉｄ”は、トップレベル
ＣＨＡＮＮＥＬ要素のＩＤタグである。これを用いて、正しいＣＤＦファイルが選出され
る。“ＣｈａｎＩｄ”は、ＣＤＦ内のサブチャンネルが表現される際のＣＨＡＮＮＥＬ要
素のＩＤタグである。ユーザがチャンネルをナビゲートするので、データファイルにアク
セスするＣＤＦチャンネル階層を通して効率よく上下移動している。チャンネル階層の各
レベルにおいて、スクリプトテンプレートを関連づけて、通常はサブチャンネル又は利用
可能なアイテムのリストであるチャンネルコンテントを表示することが可能である。
【０１１２】
ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグは、ＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴタグがスクリプトテンプレートを識
別してデータを表現する方法と同様に、現行チャンネル場所を表現するのに使用されるス
クリプトテンプレートを識別する。ＣＨＡＮＮＥＬ要素のＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴに対する
場所により、どのスクリプトテンプレートを使用してサブチャンネルを表現するかを決定
する。スクリプトテンプレートは、ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴ要素におけるＩＤ値をＣＤＦに
おけるＩＴＥＭ要素のＩＤ値、すなわちスクリプトテンプレートのＩＴＥＭと一致させる
ことによって識別される。
【０１１３】
ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグは、ＣＨＡＮＮＥＬ要素の子である。ＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタ
グにより、現行チャンネル及びそのサブチャンネルに使用されるスクリプトテンプレート
が決定される。ＣＨＡＮＮＥＬ要素について特定されたＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグは、予
め特定された任意のＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴ値を引き継ぐ。
【０１１４】
したがって、継承モデルが使用される。ある特定のサブチャンネルを表現することが必要
な場合、階層において上に向かって最も近くのＣＨＡＮＳＣＲＩＰＴタグを用いて、どの
スクリプトテンプレートがデータを表現すべきかを決定する。適切なスクリプトテンプレ
ートがモバイル装置１８において利用可能でない場合、ビルトインスクリプトテンプレー
ト２３２を用いて、可能な最良のものとしてチャンネルを表現する。
【０１１５】
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ＳＣＲＩＰＴＩＮＧ
スクリプトテンプレートは、ＨＴＭＬページのレイアウト及び挙動を特定する。スクリプ
トセグメントは、“＜％”と“％＞”又は“＜％＝”と“％＞”のデリミタ対で括られる
。デリミタの第２の対は、スクリプトテンプレートにおける特殊な用途及び意味をともな
う。各スクリプトセグメントでは、少なくとも１つの有効な実行可能な、又は非コメント
(non-comment)のステートメントがあるはずである。同様に、ｍｃｓファイルには少なく
とも１つのスクリプト用セグメントがあるはずである。一つの実施の形態において、いず
れの空スクリプトセグメントも構文エラーを生成する。スクリプト用セグメントは、スク
リプト生成されたＨＴＭＬ出力が、標準ＨＴＭＬ表示コードのコンテクストにおいて有効
な構文を有するとすれば、標準ＨＴＭＬテキストと自在に混ざり合うことが可能である。
添付書類Ａでは、ＣＨＡＮＮＥＬＳＣＲＩＰＴとＩＴＥＭＳＣＲＩＰＴの一例を挙げる。
添付書類Ｂは、本システムにおいて使用されるスクリプト用環境の記述である。
【０１１６】
図８は、ＣＤＦファイル２０１、スクリプトテンプレート２０４及びデータ２０２を使用
して、コンテント情報を表現するインデックスビューワユーザインタフェース２４０の一
例を示す。インデックスビューワユーザインタフェース２４０は、情報を表現する際にデ
ィスプレイ４５を完全にカバーすることが可能であり、あるいは、インデックスビューワ
ユーザインタフェース２４０は、ディスプレイ４５にて維持されるより大型のグラフィカ
ルユーザインタフェースの一「区画(pane)」としてもよい。
【０１１７】
図５の例示の実施の形態において、トップレベルチャンネルは、２４２で表される。トッ
プレベルチャンネル２４２は、「ニュースとテクノロジ」「スポーツ」「ビジネス」「エ
ンターテインメント」「ライフスタイルと旅行」「マイクロソフトネットワーク」「ＭＳ
ＮＢＣ」等の一般的なサブチャンネルカテゴリを有する。サブチャンネル２４４、２４５
、２４６、２４７、２４８、２４９及び２５０は、表１の例に示す第１レベルのサブチャ
ンネル“Ｔｅｓｔ　Ｓｕｂｃｈａｎｎｅｌ　１”及び“Ｔｅｓｔ　Ｓｕｂｃｈａｎｎｅｌ
　２”に対応する。各サブチャンネル２４４～２５０は、さらなるサブチャンネル及び／
又はデータアイテムに続く。図５の例では、サブチャンネル２４５は、さらなるサブチャ
ンネル２５２、２５３、２５４及び２５５を有する。本例では、サブチャンネル２５２は
、２５７で表される、アクセス時に、リストされた主題ヘッディングに関する最新の記事
を表示する別のサブチャンネルを更に有する。追加情報が存在するが示されていない場合
には、インジケータボタン２６０がユーザに提示される。本例では、インジケータボタン
２６０は、トップレベルチャンネル２４２に対する追加サブチャンネルが存在することを
示している。ユーザインタフェース２４０の一部２６４を広告用に別に設けることができ
る。
【０１１８】
トップレベルチャンネル２４２のコンテント情報を表示するために、チャンネルブラウザ
２１８（図６）は、ロード可能なトランスポート２２０にアクセスし、格納されたＣＤＦ
ファイル２０１においてトップレベルチャンネル２４２のＣＤＦファイルを探索する。ト
ップレベルチャンネル２４２のＣＤＦファイルを検討することによって、ロード可能なト
ランスポート２２０は、どのスクリプトファイルをスクリプトテンプレート２０４から実
行し、図８に示すサブチャンネル２４４～２５０のタイトルを表現するかを決定する。な
お、サブチャンネル２４４～２５０のタイトルは、実行されるスクリプトファイルには含
まれておらず、むしろ、トップレベルチャンネル２４２のＣＤＦファイルの一部を形成す
ることに留意されたい。したがって、トップレベルチャンネル２４２を表現するために使
用されるスクリプトファイルは、トップレベルチャンネル２４２のＣＤＦファイルを検討
して、チャンネルブラウザ２１８に提示されるＨＴＭＬページ２２４を生成する。これに
より、表現される情報の各部分には、特定のスクリプトファイルではなく一般のスクリプ
トファイルを使用できる。上述したように、サブチャンネル２４５等のサブチャンネルを
表現する場合、異なるスクリプトファイルを呼び出すことが可能であり、あるいは、呼び
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トファイルを使用することができる。ここでも、サブチャンネル２５２～２５５又は２５
７のいずれかを表現しようとすると、実行されるスクリプトは、トップレベルチャンネル
２４２のＣＤＦファイルを検討して、表示される関連の情報を獲得するとともに、この情
報を階層においてどのように表示すべきかを決定する。スクリプトテンプレート２０４及
びデータ２０２とともに、ＣＤＦファイル２０１は必要に応じて更新することが可能であ
る。
【０１１９】
好ましい実施の形態を参照して本発明を説明してきたが、本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく首尾よくかつ細部において変更を行ってもよいことは、当業者であれば理解
されよう。
【０１２０】
【表５】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るシステムにおけるモバイル装置の１つの実施の形態を示す簡易ブ
ロック図である。
【図２】　図１に示すモバイル装置の１つの実施の形態の一層詳細なブロック図である。
【図３】　図２に示すモバイル装置の１つの実施の形態の簡易図である。
【図４】　図２に示すモバイル装置の他の実施の形態の簡易図である。
【図５】　本発明の１つの特徴に係るデスクトップコンピュータの１つの実施の形態のブ
ロック図である。
【図６】　本発明の１つの特徴に係るモバイル装置の動作方法を示す流れ図である。
【図７】　図６の簡易ブロック図である。
【図８】　本発明により表現されたグラフィカルユーザインタフェースの図である。
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