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(57)【要約】
　モバイル装置などの遠隔装置に、コンテンツのクリッ
プを供給するための方法と装置を目的とする。本発明は
、エンドユーザがパーソナルコンピュータなどのネット
ワーク化された装置からコンテンツを決定することを可
能にする。決定されたコンテンツは、ウェブページ、グ
ラフィックイメージ、オーディオファイル、ファイル、
などからのコンテンツを含むことができる。決定された
コンテンツは、ブラウザあるいは他のアプリケーション
の中のクリップ・メカニズムを使用して選択されること
ができる。クリップ・メカニズムは、遠隔装置と関連す
る識別子の入力を可能にする、ポップアップウィンドウ
、フィールドエントリ、等を提供することができる。ク
リップされたコンテンツは、次いで、遠隔装置の構成に
基づいてフォーマットされることができる。クリップさ
れフォーマットされたコンテンツは、クリップされたコ
ンテンツへの汎用リソースロケータ（ＵＲＬ）を含む、
ＳＭＳメッセージなどの様々なメッセージ機構を使用し
て遠隔装置に送信されることができる。
【選択図】図１



(2) JP 2008-515082 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介してコンテンツを通信するためのサーバであって、
　ネットワークを介してコンテンツを送受信するためのトランシーバと、
　クリップマネージャであって、
　　第１のコンピューティング装置上の選択されたコンテンツのクリッピングを可能にす
ることと、
　　前記第１のコンピューティング装置および第２のコンピューティング装置が現在分離
している、第２のコンピューティング装置と関連する識別子を受信することと、
　　前記第２のコンピューティング装置上のアプリケーションと互換の前記クリップされ
たコンテンツに対して、前記第２のコンピューティング装置と関連する前記識別子を使用
して決定されるフォーマットを決定することと、
　　前記クリップされたコンテンツを前記決定されたフォーマットにフォーマットするこ
とと、
　　前記第２のコンピューティング装置による前記クリップされたコンテンツへのアクセ
スを可能にすることと、を含む動作を実行するように構成される前記クリップマネージャ
と、
　を備える、前記サーバ。
【請求項２】
　前記第２のコンピューティング装置は、モバイル装置である、ことを特徴とする請求項
１に記載のサーバ。
【請求項３】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、インスタントメッ
セージ（ＩＭ）、インターネットリレーチャット（ＩＲＣ）、ｍＩＲＣ、ジャバーおよび
ＨＴＴＰプロトコル、のうち少なくとも１つを使用することを更に含む、ことを特徴とす
る請求項１に記載のサーバ。
【請求項４】
　前記クリップされたコンテンツをフォーマットすることは、標準汎用マークアップ言語
（ＳＭＧＬ）、携帯装置マークアップ言語（ＨＤＭＬ）、無線マークアップ言語（ＷＭＬ
）スクリプト、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）およびＪａｖａスクリプト、
のうち少なくとも１つを使用して前記クリップされたコンテンツをフォーマットすること
を更に含む、ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項５】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、汎用リソースロケー
タ（ＵＲＬ）、スクリプトおよび実行可能プログラム、のうち少なくとも１つを含むメッ
セージフックを使用することを更に含む、ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項６】
　前記メッセージフックは、前記クリップされたコンテンツと関連する記憶位置アドレス
を更に含む、ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項７】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、ＳＭＳメッセージを
前記第２のコンピューティング装置に送信することを更に含む、ことを特徴とする請求項
１に記載のサーバ。
【請求項８】
　前記コンテンツは、ウェブページからクリップされる、ことを特徴とする請求項１に記
載のサーバ。
【請求項９】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、非同期メッセージプ
ロトコルを使用することを更に含む、ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
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【請求項１０】
　クリッピングを可能にすることは、前記コンテンツを選択し、かつクリップするために
、ツールバーボタン、アイコン、スクリプト、リンク、ドロップダウンメニュー、ポップ
アップメニューおよびアプリケーション、のうち少なくとも１つを供給することを更に含
む、ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項１１】
　ネットワークを介してコンテンツを通信する方法であって、
　第１のコンピューティング装置にコンテンツを供給することと、
　前記第１のコンピューティング装置において前記コンテンツの選択対象をクリップする
ことと、
　前記第１のコンピューティング装置および第２のコンピューティング装置が現在分離し
ている、第２のコンピューティング装置と関連する識別子を供給することと、
　前記第２のコンピューティング装置と互換の前記クリップされたコンテンツのためのフ
ォーマットであって、部分的に前記識別子を用いて決定されるフォーマットを決定するこ
とと、
　前記決定されたフォーマットに前記クリップされたコンテンツをフォーマットすること
と、
　前記第２のコンピューティング装置による前記クリップされたコンテンツへのアクセス
を可能にすることと、
　を含む前記方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツは、オーディオファイル、画像ファイル、バイナリファイルおよびテキ
ストファイルのうち少なくとも１つを更に含む、ことを特徴とする請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、インスタントメッ
セージ（ＩＭ）、インターネットリレーチャット（ＩＲＣ）、ｍＩＲＣ、ジャバーおよび
ＨＴＴＰプロトコル、のうち少なくとも１つを使用することを更に含む、ことを特徴とす
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、汎用リソースロケー
タ（ＵＲＬ）、スクリプトおよび実行可能プログラム、のうち少なくとも１つを含むメッ
セージフックを使用することを更に含む、ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記クリップされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、ＳＭＳメッセージを
前記第２のコンピューティング装置に送信することを更に含む、ことを特徴とする請求項
１１に記載の方法。
【請求項１６】
　コンテンツを供給することは、ブラウザアプリケーションを使用してコンテンツを供給
することを更に含む、ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　選択対象をクリップすることは、前記コンテンツをクリップするために、ツールバーボ
タン、アイコン、スクリプト、リンク、ドロップダウンメニュー、ポップアップメニュー
およびアプリケーションのうち少なくとも１つを供給することを更に含む、ことを特徴と
する請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　ネットワークを介してコンテンツを通信するための変調されたデータ信号であって、前
記変調されたデータ信号は、
　第１のコンピューティング装置における前記コンテンツの選択対象のクリッピングを可
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能にすることと、
　前記第１のコンピューティング装置および第２のコンピューティング装置が現在分離し
ている、第２のコンピューティング装置と関連する識別子を供給することと、
　前記クリップされたコンテンツを前記第２のコンピューティング装置によって読取り可
能なようにするフォーマッティングを可能にすることと、
　前記第２のコンピューティング装置によって前記クリップされフォーマットされたコン
テンツへのアクセスを可能にすることと、
　を含む、前記変調されたデータ信号。
【請求項１９】
　前記クリップされたコンテンツのフォーマッティングを可能にすることは、フォーマッ
ト機能を確認するためにメッセージを前記第２のコンピューティング装置に送信すること
を更に含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の変調されたデータ信号。
【請求項２０】
　前記第２のコンピューティング装置は、モバイル装置を更に含む、ことを特徴とする請
求項１８に記載の変調されたデータ信号。
【請求項２１】
　前記クリップされフォーマットされたコンテンツへのアクセスを可能にすることは、Ｓ
ＭＳメッセージで前記クリップされフォーマットされたコンテンツを送信することを更に
含む、ことを特徴とする請求項１８に記載の変調されたデータ信号。
【請求項２２】
　ネットワークを介してコンテンツを通信するための装置であって、
　第１のコンピューティング装置においてコンテンツのクリッピングを可能にするための
手段と、
　前記第１のコンピューティング装置および第２のコンピューティング装置が現在分離し
ている、第２のコンピューティング装置を決定するための手段と、
　前記クリップされたコンテンツを前記第２のコンピューティング装置によって読取り可
能なようにフォーマッティングするための手段と、
　前記第２のコンピューティング装置によって前記クリップされフォーマットされたコン
テンツへのアクセスを供給する手段と、
　を備える前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にネットワークを介してコンテンツを管理することに関し、より詳細に
は、しかし限定することなく、ネットワーク化されたソースからモバイル装置などの遠隔
装置まで、クリップされたコンテンツを供給するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のコンピューティング環境において、ユーザーは様々なコンピューティング装置を
使用することができる。例えばユーザーは、自宅等において、固定した作業場所でデスク
トップパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を使用することができる。しかし、同じユーザー
が、移動中に可搬式のコンピューティング装置、例えば携帯電話、パームサイズＰＣおよ
びおそらく個人データ補助手段（ＰＤＡ）さえ使用することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような様々なコンピューティング装置によって、これらのコンピューティング装置
全体にわたって情報を共有できるようにしたいという願望がある。現在、データ同期とし
て知られる機構であるが、データを共有するためのいくつかの限られた機能がある。しか
し、この機構は、転送されるべきデータに対して、しばしば２つの装置が物理的に照合さ
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れ、かつ、しばしばネットワーク化されることが必要である。したがって、これらの考察
およびその他に対して本発明がなされたものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　本発明の限定されないおよび非網羅的な実施態様が、以下の図面を参照して説明される
。図面において、同様な参照番号は、特に明記しない限り各種の図の全体にわたって同様
な部分を参照する。
　本発明のより十分な理解のために、参照が、添付の図面に関連して読みとられるべき以
下の本発明の詳細な説明に対してなされる。
【０００５】
　本発明は、次に、この文書の一部を構成し、かつ例証として、本発明が実施されること
ができる特定の例示的な実施態様を示す、添付の図面を参照して、以下により十分に説明
される。しかしこの発明は、多くの異なる形式において実施されることができ、かつ、本
願明細書に記載される実施態様に限定されるものとして解釈されるべきでなく、むしろ、
これらの実施態様は、この開示が詳細かつ完全であり、および当業者に本発明の有効範囲
を十分に伝達するように提供される。とりわけ、本発明は方法あるいは装置として実施さ
れることができる。したがって、本発明は、全面的にハードウェア実施態様、全面的にソ
フトウェア実施態様、あるいはソフトウェア態様とハードウェア態様を組み合わせた実施
態様、という形をとることができる。以下の詳細な説明は、したがって、限定する意味に
はとられるべきものではない。
【０００６】
　簡潔に述べると、本発明は、コンテンツのクリップをモバイル装置などの遠隔装置に供
給するための方法と装置に関連する。本発明は、エンドユーザが、パーソナルコンピュー
タなどのネットワーク化された装置から、コンテンツを決定することを可能にする。決定
されたコンテンツは、例えば運転指示（driving instructions）、グラフィックイメージ
、オーディオファイル、スクリーンショット、などのウェブページからのコンテンツを含
むことができる。決定されたコンテンツは、次いでブラウザあるいは他のアプリケーショ
ンと関連するクリップ・メカニズムを用いて、供給のために選択されることができる。ク
リッピングのためのコンテンツを選択することは、更に、遠隔装置と関連する識別子の入
力を可能にするポップアップウィンドウ、フィールドエントリ、等に結びつくことができ
る。クリップされたコンテンツは、次いで、遠隔装置の構成に基づいて、フォーマットさ
れることができる。クリップされフォーマットされたコンテンツは、次いで、任意の様々
な非同期メッセージプロトコルを使用して遠隔装置に送信されることができる。例えば、
一実施態様において、クリップされたコンテンツは、ショートメッセージサービス（ＳＭ
Ｓ）メッセージを使用して送信される。別の実施態様において、クリップされたコンテン
ツに対するメッセージフック、例えば汎用リソースロケータ（ＵＲＬ）を含むＳＭＳメッ
セージが使用される。
【０００７】
　例証となる動作環境
　図１は、本発明が実施されることができる例示的な環境の構成要素を示す。全ての構成
要素が本発明を実施するのに必要とされるわけではなく、本発明の趣旨あるいは有効範囲
から逸脱することなく、構成要素の配置および種類における変形が、なされることができ
る。示すように、図１のシステム１００は、クライアントコンピュータ１０４、ローカル
エリアネットワーク（「ＬＡＮ」）／広域ネットワーク（「ＷＡＮ」）１０５、無線ネッ
トワーク１１０、クリップサーバ１０８および遠隔装置１０６－１０７を含む。
【０００８】
　一般に、遠隔装置１０６は別のコンピューティング装置に接続し、情報を受信すること
ができる実質上任意のコンピューティング装置を含むことができる。このような装置は、
例えば携帯電話、多機能電話、表示型ポケットベル、無線周波数（ＲＦ）装置、赤外線（
ＩＲ）装置、パーソナル携帯情報機器（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、装着型コ
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ンピュータ、タブレットコンピュータ、上記の装置の一つ以上を組み合わせた統合化され
た装置、などの携帯装置を含む。遠隔装置１０６は、また、例えばパーソナルコンピュー
タ、マルチプロセッサーシステム、マイクロプロセッサベースの民生用電子機器あるいは
プログラム可能な民生用電子機器、ネットワークＰＣ、などの他のコンピューティング装
置を含むことができる。そのようなものとして、遠隔装置１０６は、一般的に機能および
特徴に関して広い範囲にわたる。例えば、携帯電話は数値キーパッドおよびテキストだけ
が表示できる少しの行のモノクロＬＣＤディスプレイを有することができる。別の例では
、ウエブ使用可能な遠隔装置が、タッチ式画面、スタイラスおよびテキストとグラフィク
スの両方が表示できるいくつかの行のカラーＬＣＤディスプレイを有することができる。
さらに、このウエブ使用可能な遠隔装置は、無線アプリケーションプロトコルメッセージ
（ＷＡＰ）などを送受信可能なブラウザアプリケーションを含むことができる。一実施態
様において、このブラウザアプリケーションは、メッセージを表示して送信するために、
例えば無線マークアップ言語（ＷＭＬ）、ＷＭＬスクリプト、Ｊａｖａ（登録商標）スク
リプトなどの携帯装置マークアップ言語（ＨＤＭＬ）を使用することを可能にされる。
【０００９】
　遠隔装置１０６は、また、別のコンピューティング装置からコンテンツを受信するよう
に構成される少なくとも一つのクライアントアプリケーションを含むことができる。この
クライアントアプリケーションは、テキストコンテンツ、画像コンテンツ、オーディオコ
ンテンツ、などを供給し、および受信するための機能を含むことができる。このクライア
ントアプリケーションは、種類、機能、名称、識別子などを含む、それ自体を識別する情
報を更に供給することができる。この情報は、また、遠隔装置１０６が使用することを可
能にされるコンテンツフォーマットを指示することができる。このような情報はメッセー
ジ等で供給され、クリップサーバ１０８などに送信されることができる。
【００１０】
　遠隔装置１０６は、例えばクリップサーバ１０８などの別のコンピューティング装置と
の間で、例えばショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサー
ビス（ＭＭＳ）、インスタントメッセージ（ＩＭ）、インターネットリレーチャット（Ｉ
ＲＣ）、ｍＩＲＣ、ジャバー、などを介して、メッセージを通信するように構成されるこ
とができる。一実施態様において、メッセージは、例えばＵＲＬ、スクリプト、プログラ
ムなどのメッセージフックを含む。遠隔装置１０６は、更に、例えばクリップサーバ１０
８、などから、別のメッセージへのアクセスを要求するためにこのメッセージフックを使
用するように構成されることができる。一実施態様において、この別のメッセージは、電
子メールメッセージである。別の実施態様では、この別のメッセージは、無線アプリケー
ションプロトコル（ＷＡＰ）フォーマットなどでフォーマットされる電子メールメッセー
ジである。しかし、本発明は電子メールメッセージに限定されず、実質上、他のいかなる
メッセージタイプなどでも、含まれたメッセージフックを介してアクセス可能とすること
ができる。例えば、このメッセージは、ドキュメント、オーディオファイル、ビットマッ
プファイルを含むグラフィクスファイル、ＪＰＥＧファイル、バイナリファイル、ビデオ
ファイル、ファイル転送プロトコルコマンド、圧縮ファイル、などを含むことができるが
、これに限定されない。
【００１１】
　遠隔装置１０７は、例えばパーソナルコンピュータ、マルチプロセッサーシステム、マ
イクロプロセッサベースの民生用電子機器あるいはプログラム可能な民生用電子機器、ネ
ットワークＰＣ、などの遠隔装置の別の実施態様を表す。遠隔装置１０７は、様々な点で
遠隔装置１０６と実質的に同様に動作することができ、および他の点で異なって動作する
ことができる。例えば、遠隔装置１０７はより従来の有線の装置を表すことができる。そ
のようなものとして、遠隔装置１０７は、有線の装置導入のために、遠隔装置１０６と実
質的に同様の機構を使用して、クリップサーバ１０８および他のネットワーク装置と通信
するように構成されることができる。
【００１２】
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　クライアント装置１０４は、例えばクリップサーバ１０８、遠隔装置１０６－１０７な
どの別のコンピューティング装置へ、そして、それらから、例えばネットワーク１０５、
無線ネットワーク１１０などのネットワークを介してメッセージを送受信することができ
る実質上任意のコンピューティング装置を含むことができる。このような装置の組は、一
般的に、例えばパーソナルコンピュータ、マルチプロセッサーシステム、マイクロプロセ
ッサベースの民生用電子機器あるいはプログラム可能な民生用電子機器、ネットワークＰ
Ｃ、などの有線の通信媒体を使用して接続する装置を含むことができる。このような装置
の組は、また、一般的に、例えば携帯電話、多機能電話、ポケットベル、ウォーキートー
キー、無線周波数（ＲＦ）装置、赤外線（ＩＲ）装置、ＣＢ、上記の装置の一つ以上を組
み合わせた統合化された装置あるいは実質上任意のモバイル装置、などの無線通信媒体を
使用して接続する装置を含むことができる。同様に、クライアント装置１０４は、例えば
ＰＤＡ、ポケットＰＣ、装着型コンピュータ、ならびに有線通信媒体および／または無線
通信媒体を介して通信する能力がある他の任意の装置、などの有線通信媒体あるいは無線
通信媒体を使用して接続することができる任意の装置とすることができる。
【００１３】
　クライアント装置１０４は、ウェブページ、ウエブベースのメッセージ、などを送受信
するように構成されるブラウザアプリケーションを含むことができる。このブラウザアプ
リケーションは、例えばハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）、その他の標準
汎用マークアップ言語（ＳＭＧＬ）を含む実質上任意のウエブベースの言語を使用して、
グラフィクス、テキスト、マルチメディア、などを受信し、表示するように構成されるこ
とができる。
【００１４】
　クライアント装置１０４は、それが、例えばショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、
マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、インスタントメッセージ（ＩＭ）、イン
ターネットリレーチャット（ＩＲＣ）、ｍＩＲＣ、ジャバー、などを介して、それ自体と
別のコンピューティング装置との間でメッセージを通信することを含む、様々な他の動作
を実行することを可能にするクライアントアプリケーションを更に含むことができる。ブ
ラウザアプリケーションおよび／または例えばクライアントアプリケーション、プラグイ
ンアプリケーション、などの別のアプリケーションは、クライアント装置１０４が、クリ
ップされ再フォーマットされ、かつ遠隔装置１０６－１０７などの遠隔装置に供給される
べきコンテンツを選択することを可能にすることができる。一実施態様において、クライ
アント装置１０４は、例えば図３と連携して以下に記載する、遠隔装置への供給のために
コンテンツを選択してクリップするなどの、動作を実行するように構成されることができ
る。
【００１５】
　無線ネットワーク１１０は、ＷＡＮ／ＬＡＮ１０２と遠隔装置１０６およびその構成要
素を接続するように構成される。無線ネットワーク１１０は、インフラストラクチャ指向
の接続を遠隔装置１０６に供給するために、独立臨時目的ネットワークなどを更にオーバ
レイすることができる任意の様々な無線サブネットワークを含むことができる。このよう
なサブネットワークは、メッシュ状ネットワーク、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）ネット
ワーク、携帯電話ネットワーク、などを含むことができる。
【００１６】
　無線ネットワーク１１０は、無線リンクなどによって接続された端末、ゲートウェイ、
ルーターなどの自律システムを更に含むことができる。これらのコネクタは、自由におよ
び無作為に動いて、任意に編成するように構成されることができ、そうすると、無線ネッ
トワーク１１０のトポロジが迅速に変化することができる。
【００１７】
　無線ネットワーク１１０は、更に携帯電話システム用の第２世代（２Ｇ）、第３世代（
３Ｇ）無線アクセス、ＷＬＡＮ、無線ルーター（ＷＲ）メッシュ、などを含む複数のアク
セス技術を使用することができる。２Ｇ、３Ｇなどのアクセス技術および将来のアクセス
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ネットワークは、様々な程度の可動性を備えた遠隔装置１０６などのモバイル装置に対す
る広いカバー範囲を可能にすることができる。例えば、無線ネットワーク１１０は、例え
ばモービル通信用大域システム（ＧＳＭ）、一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、拡
張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ）、広帯域符号分割多重アクセス方式（ＷＣＤＭＡ）、な
どの無線ネットワークアクセスを介した無線接続を可能にすることができる。本質的には
、無線ネットワーク１１０は、情報が遠隔装置１０６と別のコンピューティング装置、ネ
ットワークなどとの間でそれによって伝わることができる、実質上任意の無線通信機構を
含むことができる。
【００１８】
　ネットワーク１０５は、遠隔装置１０７、クライアントコンピュータ１０４、クリップ
サーバ１０８を含む他のコンピューティング装置と、遠隔装置１０６への無線ネットワー
ク１１０を介して、クリップサーバ１０８とその構成要素を接続するように構成される。
ネットワーク１０５は、ある電子装置から別の電子装置へ情報を通信するための任意の形
式のコンピュータ可読の媒体を使用することを可能にされる。また、ネットワーク１０５
はローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、例えば汎用シ
リアルバス（ＵＳＢ）ポート、他の形式のコンピュータ可読の媒体などを通した直結、あ
るいはそれらの任意の組合せに加えて、インターネットを含むことができる。異なる構造
およびプロトコルに基づくそれらを含む相互に連結したＬＡＮの組上で、ルーターがＬＡ
Ｎ間のリンクとして働き、メッセージが一方から他方へ送信されることを可能にする。ま
た、ＬＡＮ内の通信リンクは、一般的にツイストペア線あるいは同軸ケーブルを含み、一
方、ネットワーク間の通信リンクは、アナログ電話線、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３およびＴ４を含
む完全あるいは部分的専用デジタル回線、統合サービスデジタル通信網（ＩＳＤＮ）、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）、衛星リンクを含む無線リンク、あるいは当業者にとって公知
の他の通信リンクを利用することができる。さらに、リモートコンピュータおよび他の関
連した電子装置が、モデムおよび一時的な電話リンク経由でＬＡＮあるいはＷＡＮのどち
らかに遠隔で接続されることができる。本質的には、ネットワーク１０５は、情報がクリ
ップサーバ１０８と別のコンピューティング装置の間で、それによって伝わることができ
る任意の通信方式を含む。
【００１９】
　さらに、通信媒体は、一般的にコンピュータ可読の命令、データ構造、プログラムモジ
ュールあるいは他のデータを、例えば搬送波、データ信号あるいは他の搬送機構などの変
調されたデータ信号に組み入れ、および任意の情報供給媒体を含む。用語「変調されたデ
ータ信号」および「搬送波信号」は、信号内の情報、命令、データ、などをコード化する
ような方法で設定され、あるいは変更された、その特性の一つ以上を有する信号を含む。
一例として、通信媒体は、例えばツイストペア、同軸ケーブル、光学ファイバー、導波管
などの有線媒体および他の有線媒体、ならびに例えば音響、ＲＦ、赤外線などの無線媒体
および他の無線媒体を含む。
【００２０】
　クリップサーバ１０８の一実施態様が、図２と連携して以下で更に詳細に説明される。
簡潔に、しかし、クリップサーバ１０８は、クライアント装置１０４のユーザーが遠隔装
置への供給のためにコンテンツをクリップすることを可能にするように、ネットワーク１
０５に接続することが可能な任意のコンピューティング装置を含むことができる。クリッ
プサーバ１０８として動作することができる装置は、パーソナルコンピュータデスクトッ
プコンピュータ、マルチプロセッサーシステム、マイクロプロセッサベース民生用電子機
器あるいはプログラム可能な民生用電子機器、ネットワークＰＣ、サーバ、などを含む。
クリップサーバ１０８は、クライアント装置１０４と識別された遠隔装置の間でクリップ
サービスを実行するために図４の過程４００を使用することができる。
【００２１】
　例証となるサーバ環境
　本発明の一実施態様に従って、図２はサーバ装置の一実施態様を示す。サーバ装置２０
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０は、示されるものと比べてより多数の構成要素を含むことができる。示される構成要素
は、しかし本発明を実施するための例示の実施態様を開示するのに十分である。サーバ装
置２００は、例えば、図１のクリップサーバ１０８として動作するように使用されること
ができる。
【００２２】
　サーバ装置２００は、すべてバス２２２経由で相互に通信する、演算処理装置２１２、
ビデオ表示アダプタ２１４および大容量記憶装置を含む。この大容量記憶装置は、一般に
ＲＡＭ　２１６、ＲＯＭ　２３２および例えばハードディスクドライブ２２８、テープ装
置、オプティカルドライブおよび／またはフロッピー（登録商標）ディスクドライブなど
の一つ以上の恒久的な大容量記憶装置を含む。大容量記憶装置は、サーバ１０２の動作を
制御するためのオペレーティングシステム２２０を記憶する。任意の汎用オペレーティン
グシステムが、使用されることができる。基本入出力システム（「ＢＩＯＳ」）２１８が
、また、サーバ装置２００の低レベルの動作を制御するために提供される。図２にて図示
したように、サーバ装置２００は、また、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル、ＵＤＰ／ＩＰプロト
コルなどを含む様々な通信プロトコルとともに使用するために構成されるネットワークイ
ンタフェースユニット２１０経由で、インターネットあるいは例えば図１内のネットワー
ク１０５および無線ネットワーク１１０などの他のいくつかの通信ネットワークと通信す
ることができる。ネットワークインタフェースユニット２１０は、時にはトランシーバ、
データ送受信装置、ネットワークインターフェイスカード（ＮＩＣ）、などとして公知で
ある。
【００２３】
　サーバ装置２００は、また、電子メールを送受信するためのＳＭＴＰハンドラアプリケ
ーションを含むことができる。サーバ装置２００は、また、ＨＴＴＰリクエストを受信し
ておよび引き渡すためのＨＴＴＰハンドラアプリケーション、およびセキュアな接続を処
理するためのＨＴＴＰＳハンドラアプリケーションを含むことができる。ＨＴＴＰＳハン
ドラアプリケーションは、セキュアな方法で外部アプリケーションとの通信を始めること
ができる。
【００２４】
　サーバ装置２００は、また、例えばマウス、キーボード、スキャナあるいは図２内に示
されない他の入力装置などの外部装置と通信するための入出力インタフェース２２４を含
む。同様に、サーバ装置２００は、例えばＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ２２６
およびハードディスクドライブ２２８などの追加的な大容量記憶装置を更に含むことがで
きる。ハードディスクドライブ２２８は、とりわけ、アプリケーションプログラムなどを
記憶するためにサーバ装置２００によって利用される。
【００２５】
　上記の通りの大容量記憶装置は、別の種類のコンピュータ可読の媒体、すなわち、コン
ピュータ記憶媒体を例示する。コンピュータ記憶媒体は、例えばコンピュータ可読の命令
、データ構造、プログラムモジュールあるいは他のデータなどの情報の記憶のための任意
の方法あるいは技術で実施される揮発性の、不揮発性の、着脱可能なおよび着脱不可能な
媒体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体の具体例は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュメモリあるいは他の記憶装置技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）あるいは他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶
装置あるいは他の磁気記憶装置、あるいは所望の情報を記憶するために使用されることが
でき、かつコンピューティング装置によってアクセスされることができるその他の任意の
媒体を含む。
【００２６】
　大容量記憶装置は、また、プログラムコードおよびデータを記憶する。一つ以上のアプ
リケーション２５０が、大容量記憶装置へロードされ、オペレーティングシステム２２０
上で実行される。アプリケーションプログラムの具体例は、電子メールプログラム、スケ
ジューラ、カレンダ、セキュリティサービス、トランスコーダ、データベースプログラム
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、ワードプロセッシングプログラム、表計算プログラム、その他を含む。大容量記憶域は
、例えばウエブサービス２５２、クリップマネージャ２５４およびクリップ記憶２５６な
どのアプリケーションを更に含むことができる。
【００２７】
　ウエブサービス２５２は、クライアント装置のブラウザアプリケーションからのリクエ
ストを管理し、および応答でウエブベースのコンテンツを供給するように構成される。そ
のようなものとして、ウエブサービス２５２は、Ａｐａｃｈｅ、インターネット情報サー
バ（ＩＩＳ）、Ｎｅｔｓｃａｐｅ、米国立スーパーコンピュータ応用研究所（ＮＣＳＡ）
、などのアプリケーションを含むことができる。一実施態様において、ウエブサービス２
５２はＨＴＴＰを使用してクライアントのブラウザアプリケーションと通信する。しかし
、ウエブサービスは、また、例えばデータベース検索、電子商取引、などの機能を提供す
るサーバ側スクリプト（ＣＧＩスクリプト、ＪＳＰ、ＡＳＰ、その他）も実行することが
できる。一実施態様において、ウエブサービス２５２は別のコンピューティング装置への
供給のためにクライアントのブラウザに供給されるコンテンツのクリッピングを可能にす
るためにクリップマネージャ２５４と相互作用する。一実施態様において、ウエブサービ
ス２５２は、クリップアイコン、ドロップダウンメニュー、ポップアップメニューあるい
はエンドユーザが供給のためのコンテンツを選択できるようにする同様のクリップ・メカ
ニズムを可能にすることができる。ウエブサービス２５２は、クリップマネージャ２５４
からクリップ・メカニズムを受け取ることができる。クリップ・メカニズムは、エンドユ
ーザがクリップされたコンテンツが供給されるべき遠隔装置を一意的に指示する識別子を
供給することを更に可能にすることができる。
【００２８】
　クリップマネージャ２５４は、遠隔装置の識別子とともに、ウエブサービス２５２から
クリップされたコンテンツを受け取るように構成される。クリップマネージャ２５４は、
識別された遠隔装置と互換のフォーマットを決定するために識別子を使用することができ
、および、必要に応じて、クリップマネージャ２５４は、クリップされたコンテンツを共
通フォーマットに再フォーマットすることができる。クリップマネージャ２５４は、クリ
ップされ再フォーマットされたコンテンツを遠隔装置に供給するために遠隔装置の識別子
を更に使用することができる。一実施態様において、クリップマネージャ２５４は、ＳＭ
Ｓを含む任意の様々なメッセージプロトコルを使用して、クリップされ再フォーマットさ
れたコンテンツを遠隔装置に送信することができる。別の実施態様において、クリップマ
ネージャ２５４は、メッセージを遠隔装置に送信することができ、このメッセージは、フ
ックあるいはクリップされたコンテンツが得られることができるところを指示する同様の
機構を含むことができる。例えば、一実施態様において、このフックはサーバ上のクリッ
プされたコンテンツのための記憶位置識別子を更に含むＵＲＬを含むことができる。遠隔
装置のエンドユーザがメッセージを受信してフックを選択すると、クリップされたコンテ
ンツが記憶位置識別子を使用してアクセスされ、遠隔装置のブラウザあるいは他の適切な
アプリケーションを使用して表示される。例えば、クリップされたコンテンツが、例えば
運転指示、ウェブページコンテンツ、などのテキストを含む場合、適切なアプリケーショ
ンは、クライアントのブラウザ、ワードプロセッサ、等を含んでもよい。いずれにしても
、クリップマネージャ２５４は、一実施態様において、図４の過程４００を使用すること
ができ、および図３の過程３００と相互に作用することができる。
【００２９】
　クリップ記憶２５０は、ファイル、フォルダ、データベース、などを含んで、クリップ
されたコンテンツを記憶しておよび管理するための、実質上任意の記憶機構を含む。一実
施態様において、クリップされたコンテンツは、遠隔装置の識別子と関連する情報を使用
して編成される。しかし、クリップされたコンテンツは、また、コンテンツをクリップし
たクライアント装置によって容易にアクセスされることができる。そのようなものとして
、クリップされたコンテンツは、クライアント装置、クライアント装置のエンドユーザ、
などと関連する情報を含むことができる。例えば、一実施態様において、クライアント装
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置のエンドユーザは、クライアント装置がクリップ記憶２５０からクリップされたコンテ
ンツを記憶し取り出すことを可能にするアカウント識別子を有する。
【００３０】
　サーバ装置２００内の異なった構成要素として図２内に例示されるとはいえ、ウエブサ
ービス２５２、クリップマネージャ２５４およびクリップ記憶２５６は、本発明の範囲か
ら逸脱することなく任意の様々な方法で、配置され、組み合わせられ、などされることが
できる。例えば、ウエブサービス２５２およびクリップマネージャ２５４は、単一の構成
要素として配置されることができる。さらに、ウエブサービス２５２、クリップマネージ
ャ２５４およびクリップ記憶２５６は、サーバ装置２００と実質的に同様の一つ以上の別
のコンピューティング装置内に存在することができる。
【００３１】
　一般化した動作
　本発明のある態様の動作が、次に図３に関して説明される。図３は、遠隔装置への供給
のためのクリップコンテンツを選択するための過程の一実施態様を一般に示す論理流れ図
を例示する。図３の過程３００は、例えば、クライアント装置、例えばクライアント装置
１０４とサーバ装置、例えばクリップサーバ１０８との間の相互作用を表すことができる
。
【００３２】
　過程３００は、開始ブロックの後、ブロック３０２において、例えば図１のクライアン
ト装置１０４などのコンピューティング装置を使用するエンドユーザが、ネットワークを
介してコンテンツにアクセスした後で、開始する。一実施態様において、コンテンツはウ
ェブブラウザを使用してクライアント装置によってアクセスされる。
【００３３】
　例証となる具体例として、エンドユーザのクライアントコンピューティング装置が遠隔
装置に現在ネットワークされていないにもかかわらず、エンドユーザが、特定の興味のあ
る地点への一組の運転方向を遠隔装置に与えたいと望む場合がある。エンドユーザは、ク
ライアントのウェブブラウザを使用してサーバ上のウェブサイトにアクセスすることがで
き、かつ所望の運転方向を要求することができる。しかし、明らかに、本発明は表示され
たコンテンツに限定されず、かつ、オーディオファイル、動画、画像ファイル、バイナリ
ファイル、などを含む他のコンテンツが決定されることができる。
【００３４】
　処理は次いでブロック３０４へと流れ、ここでエンドユーザは、様々なクリップ・メカ
ニズムを使用して所望のコンテンツを選択し、クリップすることができる。例えば、使用
されるクリップ・メカニズムは、例えばブラウザツールバーなどのツールバー上のボタン
、ブラウザを介してアクセス可能なリンク、表示されたアイコン、実行可能なアプリケー
ション、スクリプト、などを含むことができる。一実施態様において、クリップ・メカニ
ズムはサーバ上に存在することができ、およびクライアントのブラウザを介して使用する
ために表示されることができる。したがって、一実施態様において、何の恒久的な変更も
、あるいは追加的な恒久的なアプリケーションも、クライアント装置に存在する必要はな
い。いずれにしても、エンドユーザはクリップ・メカニズムを選択してもよく、次にクリ
ップ・メカニズムは決定されたコンテンツを取り込む。本具体例において、クリップ・メ
カニズムは表示された運転指示をクリップする。
【００３５】
　過程３００はブロック３０６に続き、ここでクリップ・メカニズムあるいは関連アプリ
ケーションは、エンドユーザが行き先の識別を入力することを要求する。我々の具体例に
おいて、エンドユーザはモバイル装置あるいは同様の遠隔装置に運転指示を供給するよう
望むことができる。この具体例において次いで、識別子は、クリップされたコンテンツの
供給が意図される遠隔装置を一意的に識別するために電話番号、移動識別番号（ＭＩＮ）
、電子シリアル番号（ＥＳＮ）あるいは同様の識別子を含んでもよい。一実施態様におい
て、識別子は遠隔装置と関連するＩＰアドレスである。
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【００３６】
　過程３００はブロック３０８へと流れ、ここで、エンドユーザは次いでクリップ・メカ
ニズムあるいは同様の機構を使用して、クリップされたコンテンツが識別された行き先に
供給されることを要求する。処理は、次に判定ブロック３１０に続き、ここでより多くの
コンテンツが供給のためにクリップされるべきかどうかについて判定がなされる。もし何
の追加的なコンテンツもクリップされないならば、過程３００は他の動作を実行するため
にコール過程へ戻る。もし追加的なコンテンツがクリップされるべきならば、過程３００
がブロック３０２にループして戻り、実質的に上記の通りに実行する。
【００３７】
　図４は、本発明に従って、遠隔装置へのクリップされたコンテンツの供給を管理するた
めの過程の一実施態様を一般に示す論理流れ図を例示する。図４の過程４００は、例えば
、図１のクリップサーバ１０８などのサーバ上で実施されることができる。
【００３８】
　過程４００は、開始ブロックの後、ブロック４０２において開始し、ここで別のコンピ
ューティング装置への供給のためにクリップされたコンテンツが受信される。この別のコ
ンピューティング装置は、例えば、図１の遠隔装置１０６－１０７を含むことができる。
さらに、このコンテンツは、上記の図３の過程３００を使用してクリップされることがで
きる。処理は次いでブロック４０４に続き、ここでクリップされたコンテンツを受信する
コンピューティング装置と関連する識別子が受信される。
【００３９】
　処理は、次のブロック４０６に続き、ここで識別子が目的コンピューティング装置の特
性を決定するために使用されることができる。一実施態様において、識別子はデータベー
ス、テキスト、ファイル、などを検索するために使用され、目的コンピューティング装置
と互換のコンテンツフォーマットを決定することができる。別の実施態様において、識別
子はクリップされたコンテンツの共通フォーマットを確認するためにクエリを目的コンピ
ューティング装置に送信するように使用されることができる。共通フォーマットの決定の
際に、処理はクリップされたコンテンツが共通フォーマットを使用してフォーマットされ
ることができるブロック４０８まで進む。我々の現在の運転指示具体例では、クリップさ
れたコンテンツは、ＳＭＳメッセージにフォーマットされることができる。別の実施態様
では、クリップされたコンテンツは、ＨＴＭＬ、ＷＭＬ、ＷＭＬスクリプト、Ｊａｖａ（
登録商標）スクリプト、などを使用してブラウザフォーマットでの表示のためにフォーマ
ットされることができる。同様に、クリップされたコンテンツは、互換のオーディオフォ
ーマット、画像フォーマット、あるいはクリップされたコンテンツのタイプおよび目的コ
ンピューティング装置に適した他のフォーマットを使用してフォーマットされることがで
きる。一実施態様において、例えばＵＲＬ、スクリプト、プログラム、などのメッセージ
フックが、例えばＳＭＳメッセージなどのメッセージ機構に挿入されることができ、ここ
で、メッセージフックは、クリップされたコンテンツの記憶位置と関連する記憶位置アド
レス、等を含む。ＳＭＳメッセージが目的コンピューティング装置によって受信されると
、メッセージフックが選択され、クリップされたコンテンツのアクセスをトリガーするこ
とができる。
【００４０】
　本発明は、しかしこれらの機構に限定されず、実質上任意のメッセージ機構が供給のた
めにクリップされフォーマットされたコンテンツを実装するように選択されることができ
る。例えば、クリップされたコンテンツは、電子メール、ＨＴＴＰ、ＩＭ、ＭＭＳなどを
介して供給されることができる。
【００４１】
　過程４００は、次にブロック４１０に続き、ここで、クリップされフォーマットされた
コンテンツが、選択されたメッセージ機構を使用して、目的コンピューティング装置に供
給される。クリップされたコンテンツの供給の際に、過程４００は他の動作を実行するた
めにコール過程へ戻る。
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　上記で論じられたフローチャート図の各ブロックおよび上記のフローチャート図内のブ
ロックの組合せは、コンピュータプログラム命令によって実施されることができることは
理解されよう。これらのプログラム命令がプロセッサに与えられると、プロセッサ上で実
行する命令が、流れ図の中のブロックまたは複数のブロックで指定される動作を実行する
手段を生成するようなマシンを作り出すことができる。このコンピュータプログラム命令
は、プロセッサによって実行されることができ、このプロセッサによって実行されるべき
一連の操作可能ステップによって、プロセッサ上で実行する命令が、流れ図の中のブロッ
クまたは複数のブロックで指定される動作を実行するステップを供給するようなコンピュ
ータ実行過程を作り出すようにさせることができる。
【００４３】
　したがって、流れ図のブロックは、指定された動作を実行する手段の組み合わせと、指
定された動作を実行するステップの組み合わせと、指定された動作を実行するプログラム
命令の手段をサポートする。流れ図の各ブロックおよび流れ図内のブロックの組合せは、
指定された動作あるいはステップ、あるいは特殊目的ハードウェアとコンピュータ命令の
組合せを実行する、特殊目的ハードウエアベースのシステムによって実施されることがで
きることもまた理解されよう。
【００４４】
　上記説明、具体例、及び、データは、本発明の構成を製造しおよび使用するのに十分な
説明を提供するものである。本発明の多くの実施態様が本発明の精神と範囲から逸脱する
ことなく、なされることができるので、本発明は、以下に添付される請求の範囲内に存在
する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明を実施するための環境の一実施態様を例示する機能ブロック図を示す。
【図２】本発明を実施するシステムにおいて使用されることができるクライアント装置の
一実施態様を示す。
【図３】遠隔装置への供給のためのクリップコンテンツを選択するための過程の一実施態
様を一般に示す論理流れ図を例示する。
【図４】本発明に従う、遠隔装置へのクリップされたコンテンツの供給を管理するための
過程の一実施態様を一般に示す論理流れ図を例示する。
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