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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ストリーミングされたビデオからなるワイヤレスコンテンツを受信すべく形成されたワイ
ヤレス受信機と、
　少なくとも１つの第１の接続式メディアプレゼンテーションホストデバイスを有する第
１のドッキングステーション、および少なくとも１つの第２の接続式メディアプレゼンテ
ーションホストデバイスを有する第２のドッキングステーションのうちのいずれか１つに
接続する通信インタフェース（６０８，６１２）と、
　コンテンツ再生成回路とを備え、前記コンテンツ再生成回路は、
　前記第１のドッキングステーションを通じた前記第１の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスへの接続が行われたときに前記第１の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスが要求する第１のフォーマットを判定する工程と、
　前記通信インタフェースを介して前記ワイヤレスコンテンツを前記第１のフォーマット
で前記第１の接続式メディアプレゼンテーションホストデバイスにストリーミングする工
程と、
　携帯型電子デバイスが前記第１のドッキングステーションから取り外されたときに、前
記ワイヤレスコンテンツの対応するメディアプレゼンテーションホストデバイスへのスト
リーミングを停止する工程と、
　前記ワイヤレス受信機による前記ワイヤレスコンテンツの受信を停止する工程と、
　前記第２のドッキングステーションを通じた前記第２の接続式メディアプレゼンテーシ
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ョンホストデバイスへの接続が行われたときに前記第２の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスが要求する第２のフォーマットを判定する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第２のドッキングステーションに接続されたときに、前
記ワイヤレス受信機による前記ワイヤレスコンテンツの受信を再開し、および、前記ワイ
ヤレスコンテンツの前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスへの前記第２
のフォーマットでのストリーミングを開始する工程とを行う、携帯型電子デバイス。
【請求項２】
ストリーミングされたビデオからなるワイヤレスコンテンツを受信すべく形成されたワイ
ヤレス受信機と、
　少なくとも１つの第１の接続式メディアプレゼンテーションホストデバイスを有する第
１のドッキングステーション、および少なくとも１つの第２の接続式メディアプレゼンテ
ーションホストデバイスを有する第２のドッキングステーションのうちのいずれか１つに
接続する通信インタフェース（６０８，６１２）と、
　コンテンツ再生成回路とを備え、前記コンテンツ再生成回路は、
　前記第１のドッキングステーションを通じた前記第１の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスへの接続が行われたときに前記第１の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスが要求する第１のフォーマットを判定する工程と、
　前記通信インタフェースを介して前記ワイヤレスコンテンツを前記第１のフォーマット
で前記第１の接続式メディアプレゼンテーションホストデバイスにストリーミングする工
程と、
　携帯型電子デバイスが前記第１のドッキングステーションから取り外されたときに、前
記ワイヤレスコンテンツの対応するメディアプレゼンテーションホストデバイスへのスト
リーミングを停止する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のドッキングステーションにも前記第２のドッキン
グステーションにも接続されていないときに、前記携帯型電子デバイスのディスプレイ上
で前記ワイヤレスコンテンツを再生する工程と、
　前記第２のドッキングステーションを通じた前記第２の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスへの接続が行われたときに前記第２の接続式メディアプレゼンテーシ
ョンホストデバイスが要求する第２のフォーマットを判定する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第２のドッキングステーションに接続されたときに、前
記ワイヤレスコンテンツの前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスへの前
記第２のフォーマットでのストリーミングを開始する工程とを行う、携帯型電子デバイス
。
【請求項３】
前記携帯型電子デバイスは前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスへの第
１の接続を検出すべく形成された回路をさらに備える、請求項１または２に記載の携帯型
電子デバイス。
【請求項４】
前記ワイヤレスコンテンツのソースと通信すべく形成された供給源と通信するためのワイ
ヤレス送信機をさらに備える、請求項１または２に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項５】
　ディスプレイスクリーンをさらに備える請求項１に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項６】
　ディスプレイスクリーンをさらに備える請求項２に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項７】
　前記コンテンツ再生成回路は、携帯型電子デバイスが前記第１および第２のドッキング
ステーションに接続されないとき、さらに、前記ディスプレイスクリーン上で前記ワイヤ
レスコンテンツを再生成する、請求項５に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項８】
前記コンテンツ再生成回路は、あるフォーマットから、前記第１のメディアプレゼンテー
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ションホストデバイスによって要求される前記第１のフォーマットに前記ワイヤレスコン
テンツを変換する請求項１または２に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項９】
前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスによって要求される前記第１のフ
ォーマットは、テレビジョンブロードキャストフォーマット、無線ブロードキャストフォ
ーマット、高品位ビデオフォーマット、高品位オーディオフォーマット、従来のアナログ
ビデオフォーマット、従来のアナログオーディオフォーマット、ストリーム転送用ビデオ
フォーマット、ならびに、その組合せおよびその派生物からなる群から選択される、請求
項１または２に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項１０】
前記携帯型電子デバイスは前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスへの第
２の接続を検出すべく形成された回路をさらに備える、請求項１または２に記載の携帯型
電子デバイス。
【請求項１１】
前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスによって要求される前記第２のフ
ォーマットは、テレビジョンブロードキャストフォーマット、無線ブロードキャストフォ
ーマット、高品位ビデオフォーマット、高品位オーディオフォーマット、従来のアナログ
ビデオフォーマット、従来のアナログオーディオフォーマット、ストリーム転送用ビデオ
フォーマット、ならびに、その組合せおよびその派生物からなる群から選択される、請求
項１または２に記載の携帯型電子デバイス。
【請求項１２】
リモートコンテンツプロバイダとワイヤレス通信をしている携帯型電子デバイスによって
行われる、モバイルメディアプレゼンテーションの方法において、
　ストリーミングされたビデオからなるコンテンツを前記リモートコンテンツプロバイダ
から受信する工程と、
　前記コンテンツを第１のフォーマットで第１のメディアプレゼンテーションホストデバ
イスに送信する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第
１のドッキングステーションから取り外されたときに、前記コンテンツの前記第１のメデ
ィアプレゼンテーションホストデバイスへの送信を停止する工程と、
　前記リモートコンテンツプロバイダからのコンテンツの受信を停止する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスの前
記第２のドッキングステーションに接続されたときに、前記リモートコンテンツプロバイ
ダからのコンテンツの受信を再開し、および、前記コンテンツの前記第２のメディアプレ
ゼンテーションホストデバイスへの前記第２のフォーマットでのストリーミングを開始す
る工程とを備える、モバイルメディアプレゼンテーションの方法。
【請求項１３】
リモートコンテンツプロバイダとワイヤレス通信をしている携帯型電子デバイスによって
行われる、モバイルメディアプレゼンテーションの方法において、
　ストリーミングされたビデオからなるコンテンツを前記リモートコンテンツプロバイダ
から受信する工程と、
　前記コンテンツを第１のフォーマットで第１のメディアプレゼンテーションホストデバ
イスに送信する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第
１のドッキングステーションから取り外されたときに、前記コンテンツの前記第１のメデ
ィアプレゼンテーションホストデバイスへの送信を停止する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスに接
続されていないときに、前記携帯型電子デバイスのディスプレイ上で前記コンテンツを再
生する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスの前
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記第２のドッキングステーションに接続されたときに、前記コンテンツの前記第２のメデ
ィアプレゼンテーションホストデバイスへの前記第２のフォーマットでのストリーミング
を開始する工程とを備える、モバイルメディアプレゼンテーションの方法。
【請求項１４】
前記携帯型電子デバイスはディスプレイスクリーン、スピーカ、およびその組合せからな
る群から選択されるメディア再生成装置を備える請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記携帯型電子デバイスは、前記コンテンツを前記第１および第２のメディアプレゼンテ
ーションホストデバイスに送信しないとき、前記ディスプレイスクリーン上で前記コンテ
ンツを再生成するよう構成される請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記携帯型電子デバイスは、第１のドッキングステーションに選択的に接続するよう構成
されるインタフェース回路を備え、前記第１のドッキングステーションは、前記第１のメ
ディアプレゼンテーションホストデバイスと通信状態にある請求項１２または１３に記載
の方法。
【請求項１７】
前記インタフェース回路は、前記第１のドッキングステーションへの第１の接続を検出し
、第１の検出である前記検出によって、前記第１のメディアプレゼンテーションホストデ
バイスから第１の解像度情報を取出す、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記携帯型電子デバイスは、前記第１のドッキングステーションの接続状態の変化を検出
するとすぐ、前記コンテンツの前記第１の解像度を変更するための要求を前記リモートコ
ンテンツプロバイダに送信する、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１９】
前記第１および第２のフォーマットは、テレビジョンブロードキャストフォーマット、無
線ブロードキャストフォーマット、高品位ビデオフォーマット、高品位オーディオフォー
マット、従来のアナログビデオフォーマット、従来のアナログオーディオフォーマット、
ストリーム転送用ビデオフォーマット、ならびに、その組合せおよびその派生物からなる
群から選択される請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項２０】
前記第２のドッキングステーションを選択的に接続するステップをさらに備え、前記第２
のドッキングステーションは前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスと通
信している、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項２１】
前記第２のドッキングステーションへの第２の接続を検出する工程と、
　第２の検出となる前記検出のときに前記第２のメディアプレゼンテーションホストデバ
イスから第２の解像度情報を取出す、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記第２のドッキングステーションの接続状態の変化を検出するとすぐ、前記コンテンツ
の前記第２の解像度を変更するための要求を前記リモートコンテンツプロバイダに送信す
る工程をさらに備える、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項２３】
リモートコンテンツプロバイダとワイヤレス通信をしている携帯型電子デバイスの１つ以
上のプロセッサによって実効されたときに、前記携帯型電子デバイスにモバイルメディア
プレゼンテーションの方法を行わせるための命令を記憶した持続性コンピュータ読出し可
能記録媒体において、前記方法は、
　ストリーミングされたビデオからなるコンテンツを前記リモートコンテンツプロバイダ
から受信する工程と、
　前記コンテンツを第１のフォーマットで第１のメディアプレゼンテーションホストデバ
イスに送信する工程と、
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　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第
１のドッキングステーションから取り外されたときに、前記コンテンツの前記第１のメデ
ィアプレゼンテーションホストデバイスへの送信を停止する工程と、
　前記リモートコンテンツプロバイダからのコンテンツの受信を停止する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第２の
ドッキングステーションに接続されたときに、前記リモートコンテンツプロバイダからの
コンテンツの受信を再開し、および、前記コンテンツの前記第２のメディアプレゼンテー
ションホストデバイスへの第２のフォーマットでのストリーミングを開始する工程とを備
える、記録媒体。
【請求項２４】
リモートコンテンツプロバイダとワイヤレス通信をしている携帯型電子デバイスの１つ以
上のプロセッサによって実効されたときに、前記携帯型電子デバイスにモバイルメディア
プレゼンテーションの方法を行わせるための命令を記憶した持続性コンピュータ読出し可
能記録媒体において、前記方法は、
　ストリーミングされたビデオからなるコンテンツを前記リモートコンテンツプロバイダ
から受信する工程と、
　前記コンテンツを第１のフォーマットで第１のメディアプレゼンテーションホストデバ
イスに送信する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第
１のドッキングステーションから取り外されたときに、前記コンテンツの前記第１のメデ
ィアプレゼンテーションホストデバイスへの送信を停止する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが前記第１のメディアプレゼンテーションホストデバイスに接
続されていないときに、前記携帯型電子デバイスのディスプレイ上で前記コンテンツを再
生する工程と、
　前記携帯型電子デバイスが第２のメディアプレゼンテーションホストデバイスの第２の
ドッキングステーションに接続されたときに、前記コンテンツの前記第２のメディアプレ
ゼンテーションホストデバイスへの第２のフォーマットでのストリーミングを開始する工
程とを備える、記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯型電子デバイス用移動体メディアプレゼンテーションドッキングステーシ
ョンの装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型電子デバイスは、ユーザに、益々増加する一連の特徴および能力をユーザに提供
する。たとえば、ワイヤレス電話、携帯情報端末、スマートフォン、ポケットコンピュー
タ、および同様なデバイスは、ユーザがデータを管理し、電話をかけ、テキストまたは電
子メールメッセージを送受信することを可能にする。
【０００３】
　さらに、多くの携帯型電子デバイスは、インターネットへのワイヤレス接続を提供しう
る。この接続は、たとえば、ワイヤレスまたはｗｉ－ｆｉホットスポットを通して、ある
いは、移動体電話ネットワークなどのサービスエリア全体を通して配設される送受信機ス
テーションのネットワークを通して提供されてもよい。多くの異なるシステムおよびプロ
トコルが使用されて、携帯型電子デバイスが、ワイヤレスサービスプロバイダのシステム
を通してインターネットまたは他のコンピュータネットワークにワイヤレスで接続されう
る。
【０００４】
　インターネットまたは他のサービスプロバイダのコンピュータネットワークへのアクセ
スによって、携帯型電子デバイスは、益々、いろいろなオーディオおよびオーディオビジ
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ュアルメディアコンテンツに対するアクセスを提供できる。たとえば、携帯型電子デバイ
スを使用して、ユーザは、歌、ニュース映像、ビデオクリップ、音楽ビデオ、ムービー、
テレビジョンプログラムなどのようなオーディオまたはオーディオビジュアルコンテンツ
をダウンロードできるかまたはストリーム転送できてもよい。いずれのオーディオ、ビジ
ュアル、またはオーディオビジュアルコンテンツも、これらの携帯型電子デバイスにダウ
ンロードされうるか、または、ストリーム転送されうる。
【０００５】
　携帯型電子デバイスを通した無制限の種類のコンテンツに対するこのアクセスは、携帯
型電子デバイスをサポートするワイヤレスサービスエリア内の任意のロケーションからコ
ンテンツがアクセスされ享受されうるため、ユーザにとって特に役立つ。その結果、ユー
ザは、家庭またはオフィスから離れたとき、たとえば旅行するとき、面会の約束を待つと
き、使い走りをするときなどに、所望のオーディオまたはオーディオビジュアルコンテン
ツにアクセスできる。
【０００６】
　しかし、携帯型電子デバイスは、その性質上、ユーザである人に装着されて容易に運ば
れるために、サイズがコンパクトである。結果として、携帯型電子デバイス上のディスプ
レイデバイスは、通常、著しく小さく、携帯型電子デバイス上でストリーム転送されるビ
デオコンテンツを凝視するユーザの能力または希望に影響を及ぼす可能性がある。
【０００７】
　さらに、携帯型電子デバイスを使用してオーディオを聞くとき、ユーザは、通常、イヤ
フォンまたはヘッドフォンを装着しなければならない。これは、ユーザの近くの人々が、
ユーザによって享受されるオーディオを聞くことを妨げる。さらに、イヤフォンまたはヘ
ッドフォンは、ユーザがヘッドフォンを装着していない場合に大型スピーカを作動させる
のに必要とされることになる電力と比較して、携帯型電子デバイス内の制限された電力を
節約する。
【０００８】
　比較的小さなディスプレイデバイスを凝視すること、および／または、イヤフォンまた
はヘッドフォンを使用することは、携帯性を可能にするのに十分である可能性がある。し
かし、ユーザは、大型の高精細ディスプレイ、高品質スピーカ、またはオーディオビジュ
アルコンテンツの再生用の他の強化された機構を有するデバイスにアクセスしうる、自分
の家庭か、オフィスか、または他のある場所に到着するとき、時として、携帯型電子デバ
イス上のコンテンツを視聴している最中、かつ／または、聞いている最中である場合があ
る。
【０００９】
　こうした場合、ユーザは、通常、携帯型電子デバイスの比較的不便な小型ディスプレイ
上のコンテンツを凝視することを終えるか、または、携帯型電子デバイス上の所望のコン
テンツを凝視することを中止し、次に、コンピュータまたはセットトップボックスなどの
別のデバイスを作動させ、大型スクリーン、スピーカおよび／または強化されたユーザイ
ンタフェースの利点を提供する新しいデバイスに対する所望のコンテンツのダウンロード
またはストリーム転送を、ほぼ確実に追加コストを払って再開しなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－６０６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　明らかに、携帯型電子デバイス上のコンテンツを視聴することを中止し、別のデバイス
上でコンテンツに追加コストを払って再アクセスすることは不便である。第２のデバイス
は、コンテンツを享受することを容易にさせる大型スクリーンまたは他の機構を提供する
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可能性があるが、ユーザは、デバイス間を移行する時間を浪費することになる。さらに、
ユーザは、かなりの部分が携帯型電子デバイス上で既に経験されているにもかかわらず、
プログラムまたはコンテンツの始めから再び開始しなければならない可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　大型ディスプレイまたはコンテンツについてのユーザの享受を高める他の機構を有する
デバイスにそのコンテンツの経験を移行したいとおそらくは思うが、携帯型電子デバイス
に対してコンテンツをダウンロードするかまたはストリーム転送する能力によって提示さ
れる問題に対処するために、本仕様は、大型ディスプレイまたはコンテンツについてのユ
ーザの享受を高める他の機構を提供するかまたは含む第２のオーディオビジュアル再生シ
ステムに、携帯型電子デバイスが、選択的に接続されうるかまたは通信状態になりうる新
規なシステムを述べる。本明細書で述べるように、携帯型電子デバイスと第２のオーディ
オビジュアル再生システムのこのインタフェースは、間断なくあるいはコンテンツを再開
するまたはコンテンツに再アクセスする必要なしで、第２のオーディオビジュアルシステ
ム上でのコンテンツの再生を自動的に始動しうる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】例証的な携帯型電子デバイスを示す斜視図。
【図２】例証的な携帯型電子デバイスが例証的なドッキングステーションに挿入される状
態を示す斜視図。
【図３】例証的な携帯型電子デバイスの別の視点の斜視図。
【図４】例証的な携帯型電子デバイスからのメディアコンテンツが例証的なドッキングス
テーションの例証的なホストデバイス上で表示される図。
【図５】移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステムを示す図。
【図６】移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステムのブロック図。
【図７】移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステムのブロック図。
【図８】移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステムのブロック図。
【図９】移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステムのブロック図。
【図１０】例証的な携帯型電子デバイスのブロック図。
【図１１】移動体メディアプレゼンテーションの例証的な方法のブロック図。
【図１２】移動体メディアプレゼンテーションの例証的な方法のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付図面は、本明細書で述べる原理の種々の実施形態を示し、また、仕様の一部である
。示す実施形態は、例に過ぎず、特許請求項の範囲を制限しない。複数の図面にわたって
、同一の参照数字は、必ずしも同一ではないが、同様の要素を示す。
【００１５】
　本明細書でまた添付特許請求の範囲で使用されるように、用語「携帯型電子デバイス」
は、特にサポーティングワイヤレスネットワークを通して携帯型電子デバイスにコンテン
ツがワイヤレスで提供される場合、オーディオ、ビジュアル、またはオーディオビジュア
ルコンテンツを経験するのに使用されうる任意の携帯型電子デバイスを指すのに使用され
る。その結果、用語「携帯型電子デバイス」は、限定はしないが、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、携帯電話および移動体電話、スマートフォン、ＭＰ３プレーヤ、携帯型全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）ユニット、携帯型衛星受信機、ポケットコンピュータおよびラップトッ
プコンピュータなどを含んでもよい。新しい携帯型デバイスは、新しい携帯型デバイスを
いろいろな目的で使用する消費者に対して開発され市販され続けることが当業者によって
認識されるであろう。こうした新しい携帯型デバイスはまた、本仕様および開示される技
法のために、携帯型電子デバイスの広範な定義に含まれてもよい。
【００１６】
　本仕様でまた添付特許請求の範囲で使用されるように、用語「コンテンツ」または「メ
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ディアコンテンツ」は、限定はしないが、オーディオ有りかまたは無しの静止画像、オー
ディオ有りかまたは無しのビデオ画像、オーディオコンテンツだけ、およびその任意の組
合せを含む、任意のオーディオ、ビジュアル、またはオーディオビジュアルデータを指す
。こうしたコンテンツの例は、ブロードキャストテレビジョンコンテンツ、ペイパービュ
ーコンテンツ、ビデオオンデマンドコンテンツ、音楽ビデオ、ビデオ無しの音楽、電子メ
ールメッセージ、電子テキスト、ｅｂｏｏｋ、ビデオブック、ウェブページなどを含んで
もよい。
【００１７】
　本仕様でまた添付特許請求の範囲で使用されるように、用語「ホストデバイス」は、電
子コンテンツ再生デバイスを指すのに使用されるであろう。通常、ホストデバイスは、携
帯型電子デバイス上での再生に比較して、再生されるメディアコンテンツについてのユー
ザの享受を改善するかまたは高める傾向がある比較的大型のスクリーン、スピーカ、およ
び／または他の機構を含むかまたは提供することになる。通常、ホストデバイスは、一般
に、携帯型でないデバイスであるが、これは必ずしもそうであるわけではない。
【００１８】
　本仕様でまた添付特許請求の範囲で使用されるように、用語「ドッキングステーション
」は、携帯型電子デバイスとホストデバイスを通信可能に接続する、すなわち、インタフ
ェースするよう構成される電子デバイスを指す。ドッキングステーションは、携帯型電子
デバイスを物理的に支持するかまたは収容してもよいが、これは必ずしもそうであるわけ
ではない。一部の実施形態では、ドッキングステーションは、メディアコンテンツを携帯
型電子デバイスからホストデバイスへ送信するよう特に構成される。こうして、ユーザは
、携帯型電子デバイス上でコンテンツ再生を経験することと、ホストデバイス上での同じ
コンテンツの再生との間でシームレスに移行できる。
【００１９】
　上述した問題を克服するために、本仕様は、携帯型電子デバイスと、携帯型電子デバイ
スにインタフェースできるホストデバイスとの間でユーザがメディアコンテンツの再生を
シームレスにシフトすることを可能にするシステムの種々の実施形態を開示する。これら
の実施形態の一部は、携帯型電子デバイス用のドッキングステーションを含む。こうした
実施形態では、第１通信インタフェースは、携帯型電子デバイスとドッキングステーショ
ンを接続するよう構成される。第２の通信インタフェースは、ドッキングステーションと
ホストデバイスを接続するよう構成される。一部の実施形態では、ドッキングステーショ
ンは、携帯型電子デバイスがドッキングステーションに接続したことを検出し、携帯型電
子デバイスからのコンテンツを用いて、ホストデバイス上で再生されている既存のメディ
アコンテンツに自動的に先んじるかまたは既存のメディアコンテンツを置換えるよう構成
される。メディアコンテンツは、ホストデバイスによってサポートされるフォーマットで
ホストデバイスに送信されてもよい。
【００２０】
　さらに、本仕様は、ホストデバイスと携帯型電子デバイスとの間の新しいインタフェー
スを検出するステップと、ホストデバイスに関連する他のコンテンツ送出手段に先んじる
ステップと、携帯型電子デバイスからのストリーム転送用メディアコンテンツを受信する
ステップと、ホストデバイスに適合するフォーマットでホストデバイスにメディアコンテ
ンツをストリーム転送するステップと、ホストデバイス上でメディアコンテンツを提示す
るステップとを含む移動体メディアプレゼンテーション方法を開示する。
【００２１】
　以下の記述では、説明のため、多数の特定の詳細が、本システムおよび方法の完全な理
解を与えるために述べられる。しかし、本システムおよび方法が、これらの特定の詳細無
しで実施されてもよいことが当業者に明らかになるであろう。「ある実施形態(an embodi
ment)」、「ある実施例(an example)」、または同様な言語に対する本仕様における参照
は、実施形態または実施例に関連して述べる特定の特徴、構造、または特性が、少なくと
もその１つの実施形態に含まれるが、必ずしも他の実施形態に含まれるわけではないこと
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を意味する。句「ある実施形態では(in an embodiment)」または仕様の種々の場所におけ
る同様な句の種々の例は、必ずしも全てが同じ実施形態を参照するわけではない。
【００２２】
　本明細書に開示される原理は、ここで、例示的なメディアコンテンツプレゼンテーショ
ンシステムおよび方法に関して説明されるであろう。
例証的システム
　ここで図１を参照すると、例証的な携帯型電子デバイス（１００）は、本明細書で述べ
る原理に従って示される。例証的な携帯型電子デバイス（１００）は、主ケースまたはハ
ウジング（１０１）、一部の実施形態では接触感応性スクリーンであってよいスクリーン
（１０３）、およびユーザインタフェースを有する。
【００２３】
　例証的な実施例では、スクリーン（１０３）は、接触感応性スクリーンであり、ユーザ
インタフェースは、スクリーン（１０３）の下方部分上に表示される「ソフトボタン」ス
タイルコントロール（１０９、１１１、１１３、１１５、１１７）を含む。その結果、携
帯型電子デバイス（１００）の「ソフトボタン」コントロール（１０９、１１１、１１３
、１１５）は、スタイラス（１１９）、ユーザの指などによる接触感応性スクリーンに対
する圧力によって作動されてもよい。
【００２４】
　他の実施形態では、接触感応性が必ずしも使用されない場合、携帯型電子デバイス（１
００）のユーザインタフェースは、ハウジング（１０１）上の物理的ボタンを含んでもよ
く、物理的ボタンは、作動されると、ディスプレイスクリーン（１０３）上で、その物理
的ボタンに関連して表示されるラベルに応じて種々の機能を提供する。なお他の実施形態
では、ハウジング（１０１）内の物理的ボタンは、変わらない所定の機能を有してもよい
。
【００２５】
　例示的な携帯型電子デバイス（１００）が示され、スクリーン（１０３）上にビデオコ
ンテンツ（１０７）を表示する。一部の実施形態では、メディアコンテンツ（１０７）は
、携帯型電子デバイス（１００）のアンテナ（１０５）にワイヤレスで送信される。アン
テナ（１０５）は、携帯型電子デバイス（１００）の内部にあってもよく、または、外部
にあってもよい。一部の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）のユーザは、携帯
または移動体ネットワークプロバイダから有料メディアコンテンツを受信してもよい。他
の実施形態では、ビデオメディアコンテンツ（１０７）は、ワイヤレスコンピュータネッ
トワーク（「Ｗｉ－Ｆｉ」ネットワークとも呼ばれる）によって提供されるインターネッ
トアクセス、すなわち、コンピュータなどの別の電子デバイスまたは別の携帯型電子デバ
イスに対する接続を通してワイヤレスで受信されてもよい。なお他の実施形態では、メデ
ィアコンテンツ（１０７）は、テレビジョンブロードキャストなどの、一般に大衆にブロ
ードキャストされるコンテンツであってよい。
【００２６】
　一部の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）によって再生成されるビデオメデ
ィアコンテンツ（１０７）は、携帯型電子デバイス（１００）にダウンロードされ、携帯
型電子デバイス（１００）のハードディスクまたは他の電子記憶デバイス（たとえば、フ
ラッシュＲＡＭ）上に格納されたコンテンツであってよい。他の実施形態では、ビデオメ
ディアコンテンツ（１０７）は、上述したワイヤレス接続を通して携帯型電子デバイス（
１００）に対してストリーム転送すなわちストリーミングしてもよい。
【００２７】
　携帯型電子デバイス（１００）および／または携帯型電子デバイス（１００）上で実行
されるソフトウェアは、スクリーン（１０３）上で再生成されるメディアコンテンツ（１
０７）の操作を容易にするようにデザインされてもよい。たとえば、「ソフトボタン」コ
ントロール（１０９、１１１、１１３、１１５）の一部は、再生モードの速度または方向
に影響を及ぼすために使用されてもよい。メニュー「ソフトボタン」コントロール（１１



(10) JP 5598779 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

７）を通して、さらなるオプションが調整されるか、または、追加の機能が提供されても
よい。同様のコントロール機能は、携帯型デバイス（１００）に関して提供されるユーザ
インタフェースのタイプによらずに提供されうる。
【００２８】
　先に述べたように、種々の異なる実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）は、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話および移動体電話、パーソナルメディアプレーヤ、また
は他の汎用デバイスであってよい。こうした実施形態では、携帯型電子デバイス（１００
）は、ユーザが、携帯型電子デバイス（１００）上に格納されるかまたは携帯型電子デバ
イス（１００）にワイヤレスで送信されるメディアコンテンツにアクセスすることを可能
にする特別なソフトウェアがインストールされていてもよい。他の実施形態では、携帯型
電子デバイス（１００）は、特定のプロバイダからのメディアコンテンツ（１０７）のワ
イヤレス送信を受信し、次に、メディアコンテンツ（１０７）を再生成するかまたは再生
するために特別にデザインされてもよい。
【００２９】
　いずれにしても、携帯型電子デバイス（１００）は、以下で詳細に述べるように、メデ
ィアコンテンツ（１０７）を再生するときのユーザの経験を高めるために、ホストデバイ
スに選択的にインタフェースされるよう構成される。こうした事例では、携帯型電子デバ
イス（１００）は、ホストデバイス用のコンテンツ供給源になる。
【００３０】
　ここで図２を参照すると、携帯型電子デバイス（１００）は、メディアコンテンツ（１
０７）を再生するときのユーザの経験を高めるために、ホストデバイス（２０３）に選択
的にインタフェースされる。ドッキングステーション（２０１）は、ファームウェア、ソ
フトウェア、またはその組合せ（一まとめに本明細書では「ソフトウェア(software)」と
呼ぶ）を実行するよう構成される処理要素（２０２）を備えてもよい。適した処理要素（
２０２）の実施例は、マイクロプロセッサ、コンピューティングデバイス、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ、およびその組合せを含
むが、それに限定されない。処理要素（２０２）上で実行されルソフトウェアは、携帯型
電子デバイス（１００）から受信されるメディアコンテンツを、ホストデバイス（２０３
）によってサポートされるフォーマットに変換するよう構成されてもよい。一部の実施形
態では、ソフトウェアは、ホストデバイス（２０３）によってサポートされるフォーマッ
トを識別し、利用可能である場合、ホストデバイス（２０３）によってサポートされるフ
ォーマットで携帯型電子デバイス（１００）からメディアコンテンツを要求してもよい。
【００３１】
　図２に示すように、携帯型電子デバイス（１００）は、ドッキングステーション（２０
１）にインタフェースされる、ドッキングステーション（２０１）に接続される、ドッキ
ングステーション（２０１）によって支持される、かつ／またはドッキングステーション
（２０１）内に収容されるようデザインされる。一部の実施形態では、ドッキングステー
ションは、携帯型電子デバイス（１００）のポートに単にケーブル接続されてもよい。な
お他の実施形態では、ドッキングステーション（２０１）は、両者が物理的接触状態にあ
るか否かによらず、携帯型電子デバイス（１００）にワイヤレスでインタフェースするワ
イヤレス送受信機であってよい。図２の例証的な実施例では、ドッキングステーション（
２０１）は、携帯型電子デバイス（１００）を受取り、物理的に支持すると共に、携帯型
電子デバイス（１００）とホストデバイス（２０３）との間にデータ通信経路を提供する
クレードルを含む。ドッキングステーション（２０１）は、ホストデバイス（２０３）か
ら分離されてもよく、または、ホストデバイス（２０３）内に統合されてもよい。いずれ
の場合も、ドッキングステーション（２０１）は、ホストデバイス（２０３）に通信可能
に結合する。
【００３２】
　携帯型電子デバイス（１００）によって受信されるかまたは格納されるメディアコンテ
ンツ（１０７）を、ユーザがホストデバイス（２０３）上で提示されるように再生したい
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と思うとき、携帯型電子デバイス（１００）は、ドッキングステーション（２０１）にイ
ンタフェースする。ドッキングステーション（２０１）にインタフェースされると、携帯
型電子デバイス（１００）は、ホストデバイス（２０３）上で所望のメディアコンテンツ
（１０７）表示するのに必要とされるデータを送信する。
【００３３】
　本実施例では、ホストデバイス（２０３）は、大型スクリーンモニタまたはテレビジョ
ンデバイスとして示される。しかし、ホストデバイス（２０３）は、携帯型電子デバイス
（１００）からのメディアコンテンツ（１０７）を再生成するのに適した任意のデバイス
、たとえば、コンピュータシステムまたはセットトップボックスおよびモニタシステムで
あってよい。一部の実施形態では、コンテンツ（１０７）は、ビデオコンテンツであり、
ディスプレイとスピーカの両方を利用する。他の実施形態では、メディアコンテンツ（１
０７）は、オーディオだけであり、スピーカが、ホストデバイス（２０３）として十分で
ある可能性がある。なお他の実施形態では、コンテンツ（１０７）は、静止のまたはアク
ティブなビデオおよび／またはオーディオの任意の組合せを含んでもよい。
【００３４】
　示すように、携帯型電子デバイス（１００）とドッキングステーション（２０１）を通
信可能にインタフェースするいくつかの異なる配置構成が存在する。多くの実施形態では
、このインタフェースは電気的なものである。図３は、携帯型電子デバイス（１００）の
１つの縁部上に配設される電気コネクタ（３０１）を有する携帯型電子デバイス（１００
）の実施例を示す。電気コネクタ（３０１）は、ドッキングステーション（２０１、図２
）内の対応する電気コネクタに嵌合するよう構成され、そのため、携帯型電子デバイス（
１００）とドッキングステーション（２０１、図２）との間にデータ通信を確立する。電
気コネクタ（３０１）は、複数の個々のピンまたは電気トレースを有してもよい。
【００３５】
　他の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）とドッキングステーションとの間の
通信インタフェースは、光学手段またはワイヤレス手段によって得られてもよい。たとえ
ば、図２に戻ると、携帯型電子デバイス（１００）およびドッキングステーション（２０
１）は共に、携帯型電子デバイス（１００）とドッキングステーション（２０１）との間
にブルートゥース通信または赤外線（ＩＲ）通信を使用可能にするハードウェアおよびソ
フトウェアを有してもよい。多くのタイプの通信システムが、当技術分野で利用可能であ
り、携帯型電子デバイス（１００）とドッキングステーション（２０１）との間で双方向
通信を使用可能にする通信のうちの任意の通信が、本仕様の原理に従って使用されてもよ
い。
【００３６】
　なお図２を参照すると、携帯型電子デバイス（１００）とドッキングステーション（２
０１）との間のインタフェースは、メディアコンテンツ信号、コントロール信号、および
電力を含むいくつかの異なるタイプの信号を搬送しうる。一部の実施形態では、増加した
データ帯域幅は、携帯型電子デバイス（１００）からドッキングステーション（２０１）
へコネクタ（３０１、図３）のいくつかの個々のピンを通じてメディアコンテンツを送信
することによって達成される。他の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）とドッ
キングステーション（２０１）との間の追加の電気接続が、携帯型電子デバイス（１００
）にコントロール信号または電力を供給するために使用されてもよい。
【００３７】
　一部の実施形態では、リモートコントロールデバイス（２０５）は、ドッキングステー
ション（２０１）またはホストデバイス（２０３）と通信状態にあり、ユーザ選好に従っ
てメディアコンテンツが操作されるように、ドッキングステーション（２０１）を通して
携帯型電子デバイス（１００）にユーザ入力を供給してもよい。他の実施例では、リモー
トコントロールデバイス（２０５）は、携帯型デバイス（１００）と直接通信してもよい
。
【００３８】
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　ここで図４を参照すると、携帯型電子デバイス（１００）は、ドッキングステーション
（２０１）内にドッキングされて示される。ドッキングステーション（２０１）は、ホス
トデバイス（２０３）と通信状態にあり、ホストデバイス（２０３）は、ディスプレイま
たはスクリーン（４０１）上に携帯型電子デバイス（１００）からのメディアコンテンツ
（１０７）を表示する。
【００３９】
　携帯型電子デバイス（１００）からのメディアコンテンツは、ホストデバイス（２０３
）によって使用されるフォーマットおよび解像度でホストデバイス（２０３）のスクリー
ン（４０１）上に表示される。当業者によって理解されるように、また、本実施例によっ
て実証されるように、解像度と表示サイズとの間の大きな相違が、携帯型電子デバイス（
１００）とホストデバイス（２０３）との間に、または、異なるホストデバイス間に存在
する可能性がある。そのため、携帯型電子デバイス（１００）にとって許容可能なフォー
マットおよび解像度であるメディアコンテンツが、必ずしもホストデバイス（２０３）に
よる表示に適するわけではない場合がある。携帯型デバイス（１００）の固有の表示特性
とホストデバイス（２０３）の固有の表示特性との間のこの差は、いくつかの方法で対処
されうる。
【００４０】
　一部の実施形態では、ドッキングステーション（２０１）は、携帯型デバイス（１００
）がドッキングステーション（２０１）に接続されるかまたはドッキングステーション（
２０１）にその他の方法でインタフェースされるときを検出するよう構成される。応答し
て、ドッキングステーション（２０１）は、携帯型電子デバイス（１００）から到来する
コンテンツを用いて、ホストデバイス（２０３）上で表示される任意の既存のメディアコ
ンテンツに先んじるかまたは任意の既存のメディアコンテンツを置換えるように、ホスト
デバイス（２０３）に合図することになる。たとえば、携帯型電子デバイス（１００）以
外のある供給源からのあるメディアコンテンツをホストデバイス（２０３）が表示してい
る場合、ドッキングステーション（２０１）は、携帯型電子デバイス（１００）とのイン
タフェースを確立するとすぐ、ホストデバイス（２０３）内のメディアコンテンツの入力
源を携帯型電子デバイス（１００）から受信されるメディアコンテンツ（１０７）に自動
的に切換え、したがって、ホストデバイス（２０３）上の既存のメディアコンテンツに先
んじる。携帯型電子デバイス（１００）とのインタフェースがドッキングステーション（
２０１）によって検出されると、ドッキングステーション（２０１）は、ホストデバイス
（２０３）に特別なコントロール信号を送出することによってこれを達成してもよい。
【００４１】
　一部の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）は、メディアコンテンツ（１０７
）を、いずれもホストデバイス（２０３）に適合しない制限された数のフォーマットでド
ッキングステーション（２０１）に送信できるだけであってよい。これらの場合、ドッキ
ングステーション（２０１）は、メディアコンテンツ（１０７）を第１フォーマットで携
帯型電子デバイス（１００）から受信し、再生のためにメディアコンテンツ（１０７）を
ホストデバイス（２０３）に出力する前に、ホストデバイス（２０３）に適合する第２フ
ォーマットにメディアコンテンツ（１０７）を再変換するよう構成されてもよい。ドッキ
ングステーション（２０１）によるこの変換は、一部の実施形態ではリアルタイムに、ま
た、他の実施形態では時間遅延方式で起こってもよい。
【００４２】
　ある場合には、異なるドッキングステーション（２０１）が、異なるホストデバイス（
２０３）と共に使用するために作成されてもよい。他の場合には、ユニバーサルドッキン
グステーション（２０１）が、メディアコンテンツを、使用されてもよい全てのまたは少
なくとも最も可能性が高いフォーマットに変換するよう構成される。なお他の実施形態で
は、プログラマブルなドッキングステーション（２０１）が、メディアコンテンツ（１０
７）を１つの特定のフォーマットから別のフォーマットへ変換するように、ユーザまたは
オペレータによって柔軟に構成されてもよい。
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【００４３】
　なお他の実施形態では、携帯型電子デバイス（１００）は、複数の異なるフォーマット
でドッキングステーション（２０１）にメディアコンテンツ（１０７）を送信するよう構
成されてもよい。ホストデバイス（２０３）用の適切なメディアコンテンツ（１０７）フ
ォーマットは、ドッキングステーション（２０１）によって、利用可能なフォーマットの
中から選択され、ホストデバイス（２０３）に中継されてもよい。
【００４４】
　他の実施例では、ホストデバイス（２０３）用の正しいフォーマットは、ドッキングス
テーション（２０１）、ホストデバイス（２０３）、またはユーザ入力によって、ドッキ
ングステーション（２０１）を通して携帯型電子デバイス（１００）に自動的に通信され
てもよい。携帯型電子デバイス（１００）は、その後、指示されたフォーマット以外の任
意のフォーマットでメディアコンテンツ（１０７）を出力することを中止しうる。　
【００４５】
　ここで図５を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステム（５
００）が示される。システム（５００）は、ユーザ（５０１）によって作動される、複数
のホストデバイス（５０７、５１７、５１９）および少なくとも１つの携帯型電子デバイ
ス（１００）を含む。
【００４６】
　例証的なシステム（５００）は、携帯型電子デバイス（１００）とワイヤレス通信状態
にある衛星送信機（５０３）を含む。この実施例の衛星送信機（５０３）は、携帯型電子
デバイス（１００）に、ストリーム転送用のまたはダウンロード用のメディアコンテンツ
（１０７、図１）を提供し、メディアコンテンツ（１０７、図１）は、携帯型電子デバイ
ス（１００）によって再生されるか、一時停止されるか、またはその他の方法で再生成さ
れてもよい。他の実施形態では、メディアコンテンツ（１０７、図１）は、携帯タイプ送
信機、無線周波数（ＲＦ）送受信機、ブルートゥース送受信機、公共ブロードキャストア
ンテナなどによって携帯型電子デバイス（１００）に供給されてもよい。これらの実施形
態のうちの任意の実施形態では、メディアコンテンツ（１０７、図１）は、携帯型電子デ
バイス（１００）内に電子的に格納されるかまたはリアルタイムにストリーム転送されて
もよい。
【００４７】
　ホストデバイス（５０７、５１７、５１９）はそれぞれ、携帯型電子デバイス（１００
）にインタフェースするよう構成される対応するドッキングステーション（５１３、５１
５、５２０）を有する。先に説明したように、携帯型デバイス（１００）とホストデバイ
スをインタフェースすることは、携帯型電子デバイス（１００）からまたは携帯型電子デ
バイス（１００）を通して受信されるメディアコンテンツ（１０７、図１）をホストデバ
イスが表示することを可能にする。
【００４８】
　図５に示すように、ホストデバイスの１つ（５１９）は、自動車（５２２）の内部に設
置されてもよい。他の事例の場合と同様に、ホストデバイス（５１９）に対応するドッキ
ングステーション（５２０）は、自動車（５２２）内に設けられる。車両（５２２）の内
部のドッキングステーション（５２０）は、携帯型電子デバイス（１００）から搭乗者に
よってアクセス可能な内部ディスプレイおよびスピーカ（５１９）へのメディアコンテン
ツ（１０７、図１）の転送を可能にする。
【００４９】
　図５に示すシステム（５００）は、メディアコンテンツ（１０７、図１）の再生につい
ての真のシームレスな移動性を示す。携帯型電子デバイス（１００）は、ロケーションの
物理的変化によらず、メディアコンテンツ（１０７、図１）を絶えず受信する。点線（５
０５、５０９、５１１）は、異なるホストデバイス（５０７、５１７、５１９）間の携帯
型電子デバイス（１００）の例示的な経路を示す。
【００５０】
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　本実施例によれば、携帯型電子デバイス（１００）は、衛星送信機（５０３）からメデ
ィアコンテンツ（１０７、図１）のストリームを絶えず受信していてもよい。携帯型電子
デバイス（１００）は、最初、第１ホストデバイス（５０７）にインタフェースされ、ド
ッキングステーション（５１３）を通して第１ホストデバイス（５０７）上でコンテンツ
（１０７、図１）を表示してもよい。携帯型電子デバイス（１００）のユーザ（５０１）
は、その後、ロケーションを変更し、対応するドッキングステーション（５１５）を介し
て別のホストデバイス（５１７）上でメディアコンテンツ（１０７、図１）を表示するこ
とを希望してもよい。この第２のホストデバイス（５１７）は、別の部屋または建物内に
あってよく、または、第１ホストデバイス（５０７）に関して利用可能でない、ユーザに
よって所望される特徴を提供してもよく、あるいは、第２のホストデバイス（５１７）は
、単に、ユーザ（５０１）がそこへ移動したいと思う別のロケーションにあってもよい。
【００５１】
　最終的に、ユーザ（５０１）は、第２のホストデバイス（５１７）から携帯型電子デバ
イス（１００）をはずし、携帯型電子デバイス（１００）を自動車（５２２）内のホスト
デバイス（５１９）に関連するドッキングステーション（５２０）に接続してもよい。自
動車のホストデバイス（５１９）は、その後、自動車（５２２）の内部オーディオビジュ
アルシステム上でメディアコンテンツ（１０７、図１）を表示してもよい。
【００５２】
　ロケーションの変更によって、ユーザ（５０１）は、単一供給源（たとえば、５０３）
からメディアコンテンツ（１０７、図１）を受信してもよい。ユーザ（５０１）はまた、
ロケーションからロケーションへのメディアコンテンツ（１０７、図１）の再生を、合間
にメディアコンテンツを喪失することなく、または、各ロケーションでプログラムを再始
動させることなく、シームレスに移す可能性がある。
【００５３】
　ホストデバイスのいずれにもインタフェースされないとき、携帯型デバイス（１００）
自体は、ユーザ選好に応じてユーザが選択したメディアコンテンツを再生してもよい。一
部の実施形態では、メディアコンテンツ（１０７、図１）は、ドッキングステーション（
５１３、５１５、５２０）間での移行中に携帯型電子デバイス（１００）によって一時停
止されてもよい。他の実施形態では、ユーザ（５０１）は、携帯型電子デバイス（１００
）をホストデバイス（５０７、５１７、５１９）間で移しながら、携帯型電子デバイス（
１００）のディスプレイ上でメディアコンテンツ（１０７、図１）を視聴してもよい。
【００５４】
　ドッキングステーション（５１５）は、リモートコントロールデバイス（５２３）から
信号を受信するよう構成されるセンサ（５２１）を有するとして示される。リモートコン
トロールデバイスからの信号は、メディアコンテンツ（１０７、図１）のある再生態様を
制御してもよい。示す実施例のドッキングステーションの任意のものまたは全てが、同じ
または別個のリモートコントロールデバイスを用いて制御可能であってよい。リモートコ
ントロール信号が影響を及ぼす可能性がある再生態様の実施例は、再生速度、再生シーケ
ンス、再生ボリューム、および再生解像度を含むが、それに限定されない。リモートコン
トロールデバイス（５２３）からの信号が、センサ（５２１）で検出されると、適切なコ
ントロール信号が、ドッキングステーション（５１５）によって携帯型電子デバイス（１
００）に送出されてもよい。他の実施形態では、リモートコントロールデバイス（５２３
）は、携帯型デバイス（１００）と直接通信してもよい。
【００５５】
　ここで図６を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの例証的なシステム（６
００）が示される。システム（６００）は、携帯型電子デバイス（６０７）と通信状態に
あるコンテンツ供給源（６０５）を含む。コンテンツ供給源（６０５）は、契約ベースの
ネットワークプロバイダ、ワイヤレスネットワークによるインターネットサーバ、アドホ
ックタイプのネットワーク上のデバイスなどであってよい。示す実施例では、コンテンツ
供給源（６０５）および携帯型電子デバイス（６０７）はそれぞれ、アンテナ（それぞれ
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６０１、６０３）を有し、したがって、コンテンツ供給源（６０５）と携帯型電子デバイ
ス（６０７）との間でワイヤレス通信を使用可能にする。しかし、コンテンツ供給源（６
０５）と携帯型電子デバイス（６０７）との間の他の通信システムが使用されうる。
【００５６】
　携帯型電子デバイス（６０７）はまた、第１通信インタフェース（６０８）を通してド
ッキングステーション（６０９）と通信状態にある。ドッキングステーション（６０９）
は、本仕様において先に述べた原理に従って、第２の通信インタフェース（６１２）を通
してホストデバイス（６１３）と通信状態にある。一部の実施形態では、ドッキングステ
ーション（６０９）は、確立されると、携帯型電子デバイス（６０７）とのインタフェー
ス（６０８）を検出し、ホストデバイス（６１３）上でそのとき提示されている既存のメ
ディアコンテンツに先んじるよう構成される。メディアコンテンツは、その後、ドッキン
グステーション（６０９）を介して、携帯型電子デバイス（６０７）から再生用のホスト
デバイス（６１３）に送信される。
【００５７】
　本実施例のドッキングステーション（６０９）はまた、リモートコントロールデバイス
（６１１）と通信状態にある。ドッキングステーション（６０９）は、リモートコントロ
ールデバイス（６１１）からの信号を検出するよう構成されるセンサを有してもよい。処
理要素（６１０）は、リモートコントロールデバイス（６１１）からの信号を復号化し、
相応して、携帯型電子デバイス（６０７）と相互作用してもよい。リモートコントロール
デバイス（６１１）からの信号は、限定はしないが、再生速度、再生シーケンス、再生ボ
リューム、再生解像度、および組合せなどの、メディアコンテンツのある再生態様を制御
するよう構成されてもよい。
【００５８】
　ここで図７を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの別の例証的なシステム
（７００）が示される。図７の実施例では、単一のコンテンツ供給源（７０１）が、それ
ぞれのアンテナ（７０３、７０５、７０７、７０９）を通して複数の携帯型電子デバイス
（７１１、７１３、７１５）と通信状態にあってもよい。コンテンツ供給源（７０１）は
、携帯型電子デバイス（７１１、７１３、７１５）のそれぞれに同じメディアコンテンツ
をブロードキャストしてもよい。他の実施形態では、携帯型電子デバイス（７１１、７１
３、７１５）は、周波数領域または時間領域で信号を多重化するか、特定のデバイスに対
してデータパケットをアドレス指定するか、マルチキャストアドレス指定するか、または
、当技術分野で利用可能な他の方法を使用することによって、同じコンテンツ供給源（７
０１）から異なるメディアコンテンツを受信してもよい。
【００５９】
　携帯型電子デバイスの２つ（７１１、７１５）は、ドッキングステーション（それぞれ
７１７、７１９）と通信状態にあり、ドッキングステーション（それぞれ７１７、７１９
）は、次に、ホストデバイス（７２１、７２３）と通信状態にある。メディアコンテンツ
は、携帯型電子デバイス（７１１、７１３、７１５）のドッキング状態によらず、携帯型
電子デバイス（７１１、７１３、７１５）に送信されてもよい。しかし、一部の実施形態
では、特定の携帯型電子デバイス（７１１、７１３、７１５）に送信されるメディアコン
テンツの解像度および／またはフォーマットは、デバイスのドッキング状態および携帯型
電子デバイス（７１１、７１５）がインタフェースされるドッキングステーション（７１
７、７１９）に関連するホストデバイス（７２１、７２３）のタイプに応じて変わっても
よい。特に、コンテンツ供給源（７０１）は、対応する携帯型電子デバイス（たとえば７
１１）が特定のタイプのホストデバイス（７２１）にインタフェースされていることを合
図されると、その特定のホストデバイス（７２１）用にフォーマットされるメディアコン
テンツを提供してもよい。
【００６０】
　ここで図８を参照すると、携帯電話ネットワークが、携帯型電子デバイス（８０８）に
メディアコンテンツを送信するのに使用されてもよい。移動体メディアプレゼンテーショ
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ンの例証的なシステム（８００）が示され、コンテンツ供給源として働く中央サーバ（８
０１）と通信状態にある複数の送受信機（８０２、８０３、８０４）を有する。送受信機
（８０２、８０３、８０４）はそれぞれ、ある地理的領域（８０５、８０６、８０７）ま
たは「セル(cell)」に関連する。全てのセルが共にサービスエリアを構成する。
【００６１】
　携帯型電子デバイス（８０８）は、メディアコンテンツ送信の最中に、１つの地理的領
域（８０５、８０６、８０７）から別の地理的領域に横断しながら、サービスエリア内を
移動してもよい。その結果、携帯型電子デバイス（８０８）にメディアコンテンツを提供
する送受信機（８０２、８０３、８０４）は、任意の所与の時間に携帯型電子デバイス（
８０８）によって使用される地理的領域（８０５、８０６、８０７）に対応するその送受
信機（８０２、８０３、８０４）に切換えられてもよい。こうして、メディアコンテンツ
ストリームおよび再生の連続性が、携帯型電子デバイス（８０８）を通して提供されても
よい。
【００６２】
　先の実施例の場合と同様に、本実施例の携帯型電子デバイス（８０８）は、ドッキング
ステーション（８０９）、拡張すると、携帯型電子デバイス（８０８）によって受信され
るメディアコンテンツを表示するよう構成されるメディアプレゼンテーションホストデバ
イス（８１０）にインタフェースされてもよい。本実施例のドッキングステーション（８
０９）およびホストデバイス（８１０）は、携帯型であり、サービスエリアの種々の地理
的領域（８０５、８０６、８０７）間を携帯型電子デバイス（８０８）が移動するときに
、携帯型電子デバイス（８０８）と通信状態にあるままである。一部の実施形態では、ド
ッキングステーション（８０９）およびメディアプレゼンテーションホストデバイス（８
１０）は、自動車に関連してもよく、したがって、単一のエンティティ内に位置しながら
、移動性があるように見える。
【００６３】
　あるいは、携帯型電子デバイス（８０８）は、移動の前にまたは移動中に、ドッキング
ステーション（８０９）およびホストデバイス（８１０）からはずされてもよい。一部の
実施形態では、随伴するメディアプレゼンテーションホストデバイスを有するさらなるド
ッキングステーションが、他の地理的領域（８０５、８０６、８０７）内で利用可能であ
ってもよい。
例証的方法
　ここで図９を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの例証的方法（９００）
のフローチャートが示される。示す方法（９００）は、携帯型電子デバイスおよびメディ
アプレゼンテーションホストデバイスにインタフェースされるかまたは通信状態にあるド
ッキングステーション内で実行されてもよい。方法（９００）は、確立されると、携帯型
電子デバイスとのインタフェースを検出するステップを含む（ステップ９０１）。新しく
確立されるインタフェースは、ホストデバイスと携帯型電子デバイスとの間の通信がドッ
キングステーションを通して確立されるときに検出されてもよい。携帯型電子デバイスま
たはドッキングステーションは、その後、メディアコンテンツが携帯型電子デバイスから
入手可能であることをホストデバイスに合図してもよい。
【００６４】
　一部の実施形態では、携帯型電子デバイスは、その後、それ自身のハードウェアおよび
ユーザインタフェースを使用してコンテンツを出力することを止めてもよい（ステップ９
０３）。いずれの場合も、携帯型電子デバイスは、その後、ドッキングステーションとの
外部インタフェースを通してコンテンツを送信する（ステップ９０５）。
【００６５】
　一部の実施形態では、データは、ホストデバイスに適合するフォーマットで携帯型電子
デバイスに既に提供されている。こうした場合、コンテンツは、ドッキングステーション
を通して携帯型電子デバイスからホストデバイスへ未変更のままストリーム転送されうる
。他の実施形態では、携帯型電子デバイスによって最初に受信されるコンテンツのフォー



(17) JP 5598779 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

マットは、ホストデバイスに適合しない可能性がある。そのため、コンテンツが、ホスト
デバイス用に再フォーマットされるべきかどうかが判定されてもよい（ステップ９０７）
。再フォーマットが指示される場合、携帯型電子デバイスは、コンテンツのフォーマット
をホストデバイスによって使用されるフォーマットに変換してもよい（ステップ９０９）
。しかし、代替の実施形態では、この変換は、ある他のシステムコンポーネントによって
実施されてもよい。
【００６６】
　メディアコンテンツは、その後、ホストデバイス上でユーザに提示される（ステップ９
１１）。一部の実施形態では、その後、ホストデバイスに関連する他のコンテンツ送出手
段が先んじられる（ステップ９１０）。換言すれば、携帯型電子デバイスからのメディア
コンテンツの送信の継続時間全体を通して、ホストデバイスは、携帯型電子デバイス以外
の任意の供給源から受信されるメディアコンテンツを再生しない。さらに、一部の実施形
態では、メディアコンテンツがホストデバイス上で提示される方法は、リモートコントロ
ールデバイスからの入力に応じて変わってもよい。
【００６７】
　ここで図１０を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの別の例証的方法（１
０００）のフローチャートが示される。方法（１０００）は、確立されると、携帯型電子
デバイスとのインタフェースを検出するステップを含む（ステップ１００１）。
【００６８】
　ストリーム転送用メディアコンテンツは、携帯型電子デバイスからドッキングステーシ
ョンによって受信され（ステップ１００３）、メディアコンテンツのフォーマットが、そ
の後判定される（ステップ１００５）。ドッキングステーションは、メディアコンテンツ
のフォーマットがホストデバイスに適合するかどうかを判定する（判定１００７）。フォ
ーマットがホストデバイスに適合しない場合、ストリーム転送用メディアコンテンツは、
ドッキングステーションによって、ホストデバイスに適合するフォーマットに変換される
（ステップ１００９）。メディアコンテンツは、その後、ホストデバイスに適合するフォ
ーマットでホストデバイスにストリーム転送され（ステップ１００９）、ホストデバイス
にて、コンテンツがユーザに提示される（ステップ１０１３）。メディアコンテンツのフ
ォーマットがホストデバイスに適合することが見出される（判定１００７）場合、メディ
アコンテンツは、ホストデバイスにストリーム転送されるだけであり（ステップ１０１１
）、ホストデバイスにて、コンテンツがユーザに提示される（ステップ１０１３）。
【００６９】
　ここで図１１を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの別の例証的方法（１
１００）のフローチャートが示される。方法（１１００）は、ストリーム転送用メディア
コンテンツを携帯型電子デバイスにワイヤレスで受信することを含む（ステップ１１０１
）。メディアコンテンツは、その後、携帯型電子デバイスがインタフェースされる第１ド
ッキングステーションに関連する第１ホストデバイス上で再生成される（ステップ１１０
３）。
【００７０】
　携帯型電子デバイスからのメディアコンテンツのストリームが一時停止され（ステップ
１１０５）、携帯型電子デバイスが第１ドッキングステーションから取外される（ステッ
プ１１０７）。携帯型電子デバイスは、その後、第２ドッキングステーションにインタフ
ェースされ（ステップ１１０９）、携帯型電子デバイスからのメディアコンテンツのスト
リームが、その後再開する（ステップ１１１１）。メディアコンテンツは、その後、第２
ドッキングステーションを通して第２ホストデバイスに送信される（ステップ１１１３）
。
【００７１】
　一部の実施形態では、メディアコンテンツの表示および再生成は、第１ドッキングステ
ーションからの取外し（ステップ１１０７）と第２ドッキングステーションへのインタフ
ェース（ステップ１１０９）との間に、携帯型電子デバイスによって継続されてもよい。
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間で一時停止してもよい。
【００７２】
　あるいは、携帯型電子デバイスが第１または第２ドッキングステーションのいずれにも
インタフェースされないとき、コンテンツ供給源から携帯型電子デバイスへのメディアコ
ンテンツのストリームは一時停止されてもよい。この一時停止は、自動であってよく、ま
たは、ユーザ始動式であってよい。
【００７３】
　ここで図１２を参照すると、移動体メディアプレゼンテーションの別の方法（１２００
）のフローチャートが示される。方法（１２００）は、携帯型電子デバイスと通信状態に
あるメディアコンテンツプロバイダによって実行されてもよい。
【００７４】
　方法（１２００）は、第１フォーマットで、たとえば、第１解像度で携帯型電子デバイ
スにデジタルコンテンツをストリーム転送する（ステップ１２０１）ことを含む。その後
、フォーマットが、異なるフォーマット、たとえば、第２解像度に変更されるべきである
という指示が受信される（ステップ１２０３）。これは、携帯型電子デバイスがドッキン
グステーションにインタフェースされること、および、ホストデバイスが異なるフォーマ
ットを要求するという判定によってトリガーされる。ドッキングステーションは、携帯型
電子デバイスからストリーム転送されるメディアコンテンツを受信し、メディアコンテン
ツをメディアプレゼンテーションホストデバイスに送信するよう構成されてもよい。
【００７５】
　指示は、携帯型電子デバイスからメディアコンテンツプロバイダに戻るように送信され
るデジタルデータの形態であってよい。指示は、ドッキングステーションと通信状態にあ
るホストデバイスのタイプを指定するデータおよびメディアコンテンツ信号がそのホスト
デバイスによって再生されるための適切なフォーマットを含んでもよい。
【００７６】
　第２のフォーマットが必要とされる、すなわち、携帯型電子デバイスがドッキングステ
ーションにインタフェースされたという指示が受信される（ステップ１２０３）と、デジ
タルコンテンツは、指示されたホストデバイスのニーズに対応する第２のフォーマットで
携帯型電子デバイスにストリーム転送される（ステップ１２０５）。たとえば、第１フォ
ーマットは、携帯型電子デバイス上でメディアコンテンツを表示するのに使用される解像
度であってよく、第２のフォーマットは、ホストデバイス上でメディアコンテンツを表示
するのに使用される解像度であってよい。
【００７７】
　先の説明は、述べられる原理の実施形態および実施例を示し述べるだけのために提示さ
れた。この説明は、網羅的であること、または、開示される任意の厳密な形態にこれらの
原理を制限することを意図されない。多くの変更および変形が、上記教示に照らして可能
である。
【００７８】
　たとえば、図９～１２に示し、本仕様において述べるプロセスは、汎用の、多目的の、
または単一目的のプロセッサにおいて実施されてもよい。こうしたプロセッサは、アセン
ブリレベルか、コンパイルレベルか、またはマシンレベルで、そのプロセスを実施するた
めの命令を実行することになる。これらの命令は、図９～１２の説明に従って当業者によ
って書かれ、コンピュータ読取り可能媒体上に格納されるかまたは送信されうる。命令は
また、ソースコードまたは任意の他の知られているコンピュータ支援設計ツールを使用し
て生成されてもよい。コンピュータ読取り可能媒体は、これらの命令を搬送することが可
能な任意の媒体であり、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、磁気または他の光ディスク、テープ、シ
リコンメモリ（たとえば、取外し可能、取外し不可、揮発性、または不揮発性）、パケッ
ト化または非パケット化ワイヤラインまたはワイヤレス送信信号を含む。
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