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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが実施する方法であって、
　電子機器上でコンテンツにアクセスするためのユーザからの要求を受信するステップと
、
　前記ユーザからの安全なユーザ識別情報を要求することによって、前記ユーザのアイデ
ンティティを認証するステップであって、前記安全なユーザ識別情報は、前記ユーザによ
って前記電子機器の中に入れられた安全な秘密鍵を含む、ステップと、
　前記安全なユーザ識別情報を受信することに応答して、前記安全なユーザ識別情報を検
証し、および、識別されたコンテンツに関する前記ユーザについての権利を決定するステ
ップと、
　少なくとも部分的に、前記電子機器から機能情報を受信することによって、前記電子機
器の１つまたは複数の機能を決定するステップと、
　前記ユーザに関連付けられた所定の期間内に使用可能な帯域幅の量を決定するステップ
と、
　前記ユーザの前記アイデンティティ、前記電子機器の前記１つまたは複数の決定された
機能、前記使用可能な帯域幅の量、および、前記ユーザの経時的な帯域幅の使用パターン
に基づいて、前記電子機器を介して前記ユーザによってアクセス可能となるコンテンツの
少なくとも一部分の少なくとも１つのフォーマットを決定するステップと、
　前記電子機器を介して前記決定された少なくとも１つのフォーマットにて前記コンテン
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ツへアクセスすることを前記ユーザに許可するステップであって、前記電子機器は、前記
ユーザの前記アイデンティティに以前に関連付けられていない、ステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コンテンツおよび前記受信された機能情報に基づいて、前記電子機器の機能を自動
的にアップグレードするステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピ
ュータが実施する方法。
【請求項３】
　前記受信された機能情報に基づいて、前記コンテンツの複数の部分に個別に関連付けら
れたフォーマットの最適化された組み合わせを決定するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項４】
　前記電子機器の前記受信された機能情報および前記ユーザの権利に基づいて、前記コン
テンツの一部または要素のためのフォーマットの選択を前記ユーザに提示する決定点を動
的に提供するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実
施する方法。
【請求項５】
　前記ユーザの使用パターンを監視するステップであって、前記使用パターンは、以前に
要求されたコンテンツに関する前記ユーザのフォーマット選択履歴を示す、ステップと、
　前記ユーザの前記監視された使用パターンに基づいて、推奨のフォーマットを決定する
ステップであって、前記電子機器を介して前記ユーザによってアクセス可能となる前記コ
ンテンツの前記少なくとも一部分の前記少なくとも１つのフォーマットを決定することは
、前記推奨のフォーマットに基づく、ステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項６】
　前記電子機器は、公的にアクセス可能な機器であることを特徴とする請求項１に記載の
コンピュータが実施する方法。
【請求項７】
　前記コンテンツに関する前記ユーザの権利を決定するステップであって、前記電子機器
上でアクセス可能となる前記コンテンツの前記少なくとも一部分の前記少なくとも１つの
フォーマットを決定するステップは、前記決定された権利にさらに基づく、ステップをさ
らに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項８】
　前記コンテンツに関する前記ユーザの権利を決定するステップは、前記ユーザに関連付
けられたライセンスを決定することを含み、前記ライセンスは、前記ライセンスが前記ユ
ーザによって取得されたときに利用不可能であった新しいフォーマットへの前記ユーザの
権利を示すことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項９】
　前記識別されたコンテンツに関する前記ユーザの権利を決定するステップは、前記ユー
ザに関連付けられたライセンスを決定することを含み、前記ライセンスは、複数のフォー
マットに対する前記ユーザの権利を示すことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ
が実施する方法。
【請求項１０】
　前記コンテンツに関する前記ユーザの権利を決定するステップは、前記ユーザに関連付
けられたライセンスを決定することを含み、前記ライセンスは、複数の機器上で前記識別
されたコンテンツにアクセスするための前記ユーザの権利を示すことを特徴とする請求項
７に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１１】
　前記コンテンツに関する前記ユーザの権利を決定するステップは、前記ユーザに関連付
けられたライセンスを決定することを含み、前記ライセンスは、フォーマットで前記識別
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されたコンテンツにアクセスするための前記ユーザの権利を示し、前記フォーマットは、
前記電子機器の前記１つまたは複数の機能に基づく、ことを特徴とする請求項１に記載の
コンピュータが実施する方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツにアクセスすることを前記ユーザに許可するステップは、前記コンテン
ツが、前記電子機器上で、再生されること、表示されること、レンダリングされること、
ダウンロードされること、ストリーミングされること、または、提示されることを可能に
することのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ
が実施する方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツは、複数のフォーマットにて利用可能であり、前記複数のフォーマット
は、異なる解像度、音声品質、ディスプレイ要件、音声チャネル、配信チャネル、および
、実行言語によるフォーマットのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１
に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１４】
　前記電子機器の前記１つまたは複数の受信された機能は、電力消費率、利用可能なバッ
テリ寿命、利用可能な入力機構、利用可能な出力機構、データ接続タイプ、および、周辺
機器情報のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ
が実施する方法。
【請求項１５】
　前記電子機器を介して利用可能となる前記コンテンツの少なくとも一部分の異なるフォ
ーマットを選択することを前記ユーザに許可するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１６】
　異なるフォーマットの選択を前記電子機器についてのユーザオーバライド情報として格
納するステップと、
　前記ユーザオーバライド情報に基づいて、前記ユーザ、前記コンテンツ、または、前記
電子機器のうちの少なくとも１つについてのフォーマットを決定するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１７】
　前記コンテンツは、異なるフォーマットを有する複数のバージョンで利用可能であり、
　前記ユーザの前記権利または前記電子機器のタイプに基づいて、前記電子機器を介して
前記ユーザによってアクセス可能となる前記コンテンツのバージョンを決定するステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１８】
　前記電子機器を介して少なくともコンテンツのタイプに対してアクセス可能またはアク
セス不可能となる１つまたは複数のフォーマットを指定することを前記ユーザに許可する
ステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項１９】
　前記電子機器を介して少なくともコンテンツのタイプに対してアクセス可能となる１つ
または複数のフォーマットをランク付けすることを前記ユーザに許可するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータが実施する方法。
【請求項２０】
　システムであって、
　電子機器上でコンテンツにアクセスするためのユーザからの要求を受信する手段と、
　前記ユーザからの安全なユーザ識別情報を要求することによって、前記ユーザのアイデ
ンティティを認証する手段であって、前記安全なユーザ識別情報は、前記ユーザによって
前記電子機器の中に入れられた安全な秘密鍵を含む、手段と、
　前記安全なユーザ識別情報を受信することに応答して、前記安全なユーザ識別情報を検
証し、および、識別されたコンテンツに関する前記ユーザについての権利を決定する手段
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と、
　少なくとも部分的に、前記電子機器から機能情報を受信することによって、前記電子機
器の１つまたは複数の機能を決定する手段と、
　前記ユーザに関連付けられた所定の期間内に使用可能な帯域幅の量を決定する手段と、
　前記ユーザの前記アイデンティティ、前記電子機器の前記１つまたは複数の決定された
機能、前記使用可能な帯域幅の量、および、前記ユーザの経時的な帯域幅の使用パターン
に基づいて、前記電子機器を介して前記ユーザによってアクセス可能となるコンテンツの
少なくとも一部分の少なくとも１つのフォーマットを決定する手段と、
　前記電子機器を介して前記決定された少なくとも１つのフォーマットにて前記コンテン
ツへアクセスすることを前記ユーザに許可する手段であって、前記電子機器は、前記ユー
ザの前記アイデンティティに以前に関連付けられていない、手段と
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　コンピュータに請求項１－１９のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのプログ
ラムが格納されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　インターネット等のネットワークに接続する装置の数および種類が拡大するにつれ、そ
れらのネットワーク全体からアクセスされるコンテンツの量が増えている。そのコンテン
ツは、データおよび文書等の従来の電子コンテンツだけではなく、映画、音楽、書籍、ゲ
ームおよび他のかかるマルチメディアプレゼンテーション等の量が増大するメディアコン
テンツも含んでいる。これらのタイプのコンテンツは大きな電子ファイルを必要とするこ
とがあるため、および多くの電子機器上での記憶領域の量は相対的に限られているため、
ネットワークでアクセス可能な装置に記憶されるコンテンツ増加中であり、コンテンツは
ダウンロードされ、ストリーミングされ、またはそれ以外の方法で様々な電子機器によっ
てアクセスされる。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク全体でコンテンツを取得する優位点は、利用者が、別のコピーまたはイン
スタンスをダウンロードするまたはストリーミングする等によって、必要に応じて所与の
装置のためにコンテンツのコピーを取得できる点である。場合によっては、コンテンツの
ライセンスは特定の装置に結び付けられており、したがってユーザが新しい装置を購入す
ると、ユーザはその新しい装置用のライセンスを得るために再度コンテンツを購入しなけ
ればならない。ただし、コンテンツライセンスによってユーザが異なる装置でコンテンツ
にアクセスできるとしても、コンテンツは、依然として以前の装置でアクセス可能であっ
たフォーマットのままである。たとえば、ユーザが小型携帯装置で見るために圧縮フォー
マットで映画のコピーを購入し、ユーザがその後表示能力が改善されたより大きな装置に
アップグレードする場合、ユーザは既存のライセンス下では新しい装置のために、その圧
縮バージョンだけにしかアクセスできない。たとえば、ユーザがより大きな解像度のフォ
ーマットを希望する場合、ユーザは通常新しいフォーマットに対するライセンスを購入し
なければならない。ユーザが異なる機能を有する複数の装置を有する場合、ユーザは、通
常、自動車プレーヤー用に標準画質ＤＶＤ、家庭娯楽センター用に高分解度バージョン、
およびパーソナルメディアプレーヤー用に圧縮デジタルコピーまたは低解像度デジタルコ
ピー等、ある特定の１つのコンテンツの所望されるフォーマットごとに別々のライセンス
またはインスタンスを購入しなければならない。ユーザが、３Ｄフォーマット等の新しい
フォーマットまたは異なるフォーマットのコンテンツにアクセスすることを希望する別の
装置を購入する場合、ユーザは、再びそのフォーマットを得るためにコンテンツの別のラ
イセンスまたはインスタンスを購入しなければならない。また、ユーザは、各装置の機能
、およびどのフォーマットが各装置と互換性があるのかを知らなければならない。
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【０００３】
　本開示にかかる様々な実施形態が、以下の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】様々な実施形態を実現できる環境を示す図である。。
【図２】様々な実施形態にかかる、さまざまな機能を備えた装置で表示される同じコンテ
ンツの異なるフォーマットを示す図である。
【図３】様々な実施形態に従って使用できる、さまざまなタイプの装置のための機能を含
む一例のデータ表を示す図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は様々な実施形態にかかる、様々な装置から受け取ることが
できる機能情報の例を示す図である。
【図５】様々な実施形態に従って使用できる、コンテンツのグループのための様々なライ
センス供与オプションを含む一例の表を示す図である。
【図６】様々な実施形態に従って使用できる、特定の装置に適切なフォーマットでユーザ
にコンテンツを配信するための一例のプロセスを示す図である。
【図７】様々な実施形態にかかる、装置ごとに適切であるフォーマットを使用して、コン
テンツを１つの装置で休止し、別の装置で再開できる一例の構成を示す図である。
【図８】様々な実施形態に従って使用できる、装置に適切なフォーマットを使用して別個
の装置でコンテンツを再開するための一例のプロセスを示す図である。
【図９】様々な実施形態に従って使用できる、以前ユーザと関連付けられていない装置か
ら適切なフォーマットでコンテンツにアクセスするための一例のプロセスを示す図である
。
【図１０】様々な実施形態に従って使用できる、一例の構成インタフェースを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の様々な実施形態にかかるシステムおよび方法は、コンテンツにアクセスを提供
する従来の手法の上述の欠陥および他の欠陥の内の１つまたは複数を克服する。特に、様
々な実施形態は、コンテンツを、装置にとって適切であると動的に決定されるフォーマッ
トで装置に配信できるようにする、またはそれ以外の場合、装置によってアクセスできる
ようにする。コンテンツプロバイダまたは他のかかるエンティティまたはソースは、装置
の様々な機能を決定することができ、装置にとって適切および／または最適であるフォー
マットを選択できる。２台の異なる装置上で同じコンテンツにアクセスするユーザは、次
いで、２つの異なるフォーマットでそのコンテンツを自動的に受け取り得、そこでは各フ
ォーマットが、それぞれの装置にとって、少なくとも部分的にその装置の相対的な機能に
基づいて適切となっている。
【０００６】
　本書に提示される手法は、特定のファイルまたはフォーマットの代わりに、コンテンツ
に対する権利という点でコンテンツについて考えると見なすことができる。たとえば、特
定のフォーマットの１つのコンテンツを購入する代わりに、ユーザは、たとえば、複数の
既存のフォーマットおよび／または将来のフォーマット、ならびに共通のフォーマットの
他のバージョンを含み得る、バージョンとは関係ない、またはフォーマットとは関係のな
いコンテンツ可用性ビジネスモデルに従って、コンテンツに対するさまざまなタイプのラ
イセンスまたは権利を購入できる。かかるライセンスの下では、新しいフォーマットの装
置を購入するユーザは、新しいフォーマットがすでに元のライセンスの下で含まれている
ことがあるので、その新しいフォーマットでコンテンツを購入し直す必要はない。さらに
、新しいフォーマットでのコンテンツの配信は、自動的に決定することができ、したがっ
てユーザはつねにそのコンテンツにアクセスするために使用される装置にとって最適であ
る同じ１つのコンテンツのフォーマットを取得できる。いったんユーザがかかるライセン
スを購入すると、ユーザは、所与の装置に適切なそのコンテンツの任意の進化または変型
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に対する権利を有することができる。いくつかの実施形態では、ユーザは、少なくともそ
のコンテンツに関するユーザの権利に応じて、コンテンツの更新されたバージョンが入手
可能になる時には何時でも、かかるバージョンを自動的に受け取ることができる。
【０００７】
　ユーザがある装置で１つのコンテンツにアクセスしようと試みると、その装置は適切な
システムまたはサービスに通信を送信して、その装置が提供する機能のタイプを示すこと
ができる。他の状況では、装置は機能を決定するために使用できる識別子を提供できる。
ユーザエージェントまたは他の適切なモジュールもしくはシステムまたはサービスの他の
構成要素は、これらの機能を分析し、ユーザが権利を有するフォーマットを決定すること
ができ、現在の装置を介してユーザに配信するための最高品質の（または他の適切な）フ
ォーマットを決定できる。多くの実施形態では、システムまたはサービスは、装置のタイ
プ、製造メーカ、または他のかかる情報を知る必要はなく、代わりに装置の１つまたは複
数の機能を知ってさえいればよい。いくつかの場合では、装置は装置によってどのフォー
マットがサポートできるのかを認識する必要さえなく、代わりに音声機能、ビデオ機能、
メモリの量、処理速度、ビデオカード機能、ネットワーク接続速度、および／または他の
かかる情報等の情報を報告する。
【０００８】
　ユーザは、このようにしてそのコンテンツのインスタンスを購入し直す必要なく単一の
ライセンスの下で多くの装置の内のどれにおいてもさまざまなフォーマットを取得できる
。コンテンツは、公的に使用可能な装置、もしくは友人、親戚、または同僚の装置等のユ
ーザと関連付けられていない装置にさえも配信できる。たとえユーザがそのフォーマット
で過去にアクセスしたことがなくても、コンテンツは、これらの装置にとって適切な任意
のフォーマットのライセンス下でアクセスすることができる。また、ユーザは、特定のフ
ォーマットまたは機能を認識している必要もなく、特定の装置で最適なフォーマットを受
け取るために、再設定することや、いかなる行動をとる必要もない。
【０００９】
　言及されたように、コンテンツは、音声、ビデオ、テキスト、電子書籍、ビデオゲーム
、モバイルアプリケーション、または他のマルチメディアコンテンツ等の任意の適切なタ
イプのコンテンツであることができる。コンテンツは異なるソースから提供される可能性
があるが、権利の決定は、論理的に統合化した場所から実行できる。さらに、ユーザの挙
動および履歴情報は、フォーマットの選択および決定を改善するのに役立てるために、統
合化したサービスによって追跡できる。
【００１０】
　さらに、論理的に統合化した場所で情報を収集することで、他の機能もサポートできる
ようになる。たとえば、特定の装置でコンテンツのプレイバックまたは他のアクセスを休
止しているユーザは、別の装置で、コンテンツの同じ場所で再開できる。再開は、装置が
異なるフォーマットのコンテンツにアクセスするときにも実行できる。たとえば、音声書
籍を休止しているユーザは、電子書籍フォーマットでテキストの適切な点で再開できる。
タイムコード技法または他の適切な変換技法が、異なるフォーマットの対応する場所を決
定するために使用できる。
【００１１】
　本書で使用される「フォーマット」は、コンテンツのそのインスタンスを再生する、実
行する、またはそれ以外の場合そのタイプのファイルをサポートする機能を有する装置を
使用してアクセスできるようにする、ある特定の基準、プロトコル、または他のデータ構
造に準拠している電子コンテンツの１つのタイプのファイルまたは他のインスタンスを指
す。異なるフォーマットの例は、標準画質ＤＶＤファイル対Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）
ファイル、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｘｂｏｘ ３６０（登録商標）対Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｗｉ
ｉ（登録商標））ファイル等を含む。本書で使用される「バージョン」は、同じフォーマ
ット向けであることもあれば、異なるフォーマット向けであることもあるコンテンツの変
形物を指す。異なるバージョンの例は、ＤＶＤ上のオリジナルＳｔａｒ　Ｗａｒｓ（登録
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商標）３部作対ＤＶＤの特別版Ｓｔａｒ　Ｗａｒｓ（登録商標）３部作、およびコンパク
トディスクまたはＭＰ３のＢｅａｔｌｅｓのＬｅｔ Ｉｔ Ｂｅのオリジナルバージョン対
Ｌｅｔ Ｉｔ Ｂｅの余分な装備を取り除いたバージョン等を含む。フォーマットまたはバ
ージョンは、様々な例で使用できるが、ライセンス供与および機能の考察は、適用可能な
場合、その両方、ならびに本書に含まれる教示および示唆を鑑みて当業者に明らかとなる
だろう他の変形に適用することがあることが理解されるべきである。 
【００１２】
　さらに、コンテンツのインスタンスは従来の意味で単一のフォーマットまたはバージョ
ンに限られない可能性がある。たとえば、「コンテンツ」のインスタンスは、実際には、
それぞれが異なるフォーマットまたはバージョンを有する可能性がある関連するコンテン
ツの複数の部分または要素から構成され、異なる装置の機能を必要とすることがある。た
とえば、コンテンツのインスタンスは、そのコンテンツの主要な要素または部分として映
画に関する可能性があるが、ゲームコンテンツ、電子書籍コンテンツ、音声またはテキス
トコンテンツ等の他のタイプのコンテンツも含む可能性がある。いくつかのインスタンス
では、これらの部分は、コンテンツのインスタンスが各部分の特定のバージョンまたはフ
ォーマットとセットとなって納品される、本書で「静的」コンテンツと呼ばれるものの一
部である可能性があり、それらの部分はインスタンス内では変化しない。他のインスタン
スでは、コンテンツは、本書で「動的コンテンツ」と呼ばれるものである可能性があり、
コンテンツの部分は経時的に変化する可能性がある、またはコンテンツとのやりとりに基
づいて動的に選択される可能性がある。たとえば、静的コンテンツは、映画とともに脚本
を見る能力とともに映画を含む可能性がある。動的コンテンツは、ユーザが、映画に関し
てソーシャルネットワーキングサイトでコメントを提示するまたは見る、もしくは１つま
たは複数の決定点を介して異なる要素にナビゲートできるようにする。
【００１３】
　さらに、複数の部分があるコンテンツのインスタンスの場合、各部分にどのフォーマッ
トまたはどのバージョンを提供するのかの独立した決定がある場合がある。たとえば、バ
ンドルがともに決定される一実施形態では、音声書籍と電子書籍コンテンツを含むコンテ
ンツのインスタンスは、意図されている装置の機能を分析し、それらの機能に基づいて最
適の組合せを選択する可能性がある。その結果、いくつかのケースでは、バンドルは、数
および／または考えられる組合せで制限される可能性がある。他の実施形態では、決定が
別々である可能性があり、したがって別々に、最適電子書籍コンテンツを決定することが
でき、最適音声書籍コンテンツを決定することができ、それによってユーザはコンテンツ
の各部分の最適なバージョンまたは最適なフォーマットを受け取ることができる。
【００１４】
　ユーザが適切な権利を有するいくつかの実施形態では、コンテンツは、装置の機能およ
び様々な部分のバージョンを自動的にアップグレードすることもできる。たとえば、コン
テンツが、アプリケーションまたは他の実行可能なスクリプトを含む可能性がある。スク
リプトは、メディアプレーヤー、レンダリングアルゴリズム、またはブラウザプラグイン
等の、計算装置上の１つまたは複数のアプリケーションまたはスクリプトのバージョンを
決定することが可能であり、可能な場合、アップグレードされたバージョンをダウンロー
ドさせ、計算装置にインストールさせることもでき、それによって装置が新しいバージョ
ンまたはフォーマットをサポートする必要な機能を備えることができるようになる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、「インテリジェント」コンテンツは、コンテンツのどの部分
またはどの要素にユーザがアクセスできるのかを決定できる１つまたは複数の決定点を提
供できる。いくつかの実施形態では、使用可能な決定点は、少なくとも部分的にユーザお
よび現在の装置の機能および／または権利に依存することがある。たとえば、映画は、映
画の中の一定の点でユーザがアクセスできる３Ｄの任意選択のドリームシーケンスを「含
む」可能性がある。ユーザが３Ｄ対応装置を有していない場合、またはその部分に対する
権利を有さない場合には、決定点はユーザには使用不可となる可能性がある。いくつかの
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実施形態では、ユーザはその部分の二次元バージョンを見る能力、または潜在的に、３Ｄ
部分のコンテンツを説明するストーリーボードまたは解説等の異なる部分にアクセスする
能力等の、異なるオプションまたは要素を入手する可能性がある。経験は、少なくとも部
分的に様々な装置の機能に基づいて異なることがあるので、かかる手法は、コンテンツの
購入、および異なる装置で繰り返し見ることを促進できる。
【００１６】
　言及されたように、装置にとって適切なフォーマットの選択は、少なくとも部分的には
装置の機能に依存することがある。機能は、一般に、音声機能およびビデオ機能のような
ものを含むが、接続速度、プロセッサまたはＧＰＵの機能、サポートされている業界フォ
ーマット、入力装置のタイプ（特に、ゲームのようなものの場合）、出力装置のタイプ等
も含むことがある。様々な他の要因が使用でき、ならびに本開示を鑑みて当業者にとって
明らかとなるであろう。
【００１７】
　たとえば、いくつかの実施形態では、電力消費量または残りの電池寿命等の側面を、装
置に送るバージョンおよび／またはフォーマットについての決定に織り込むことができる
。たとえば、ビデオゲームは、相対的にリソース集約的である高分解度の装置でレンダリ
ングできる可能性がある。ユーザが限られた電池寿命の携帯装置を使用している場合、た
とえば、ユーザは、電力使用量を指定されたレート未満に維持するように装置を構成する
、または残りの電池寿命が一定のレベルに達すると消費量を削減するように装置を構成す
る可能性がある。したがって、携帯装置がこれらの基準の少なくとも１つを満たすと、装
置はより低い解像度でゲームのフォーマットまたはバージョンを実行するまたは受け取る
ことができる。いくつかの実施形態では、装置は、電力消費量あたは他のかかるレベルを
監視する可能性があり、かかる基準が満たされるときにコンテンツ配信または管理サービ
スに連絡をする可能性がある。これによって、バージョンまたはフォーマットは、より低
いレートでリソースを消費するバージョンまたはフォーマットに自動的に変化され得る。
本書の他の部分で説明されるように、バージョンまたはフォーマット間の切り替えは、実
質的に継ぎ目なく行うことができ、ユーザは他のフォーマットで実質的に同じ状態で再開
できる。いくつかの実施形態では、ユーザが、装置をコンセントにつなぐ等のアクション
を実行するとき、装置はより高い解像度のバージョンまたはフォーマット等をレンダリン
グすることに戻ることができる。
【００１８】
　図１は、様々な実施形態に従って使用できる電子ネットワーク全体で様々なタイプの装
置に対する様々なタイプのコンテンツの配信を提供するための環境１００の例を示す。例
の環境は、説明のためにインターネットベースの環境として提示されているが、様々な実
施形態を実現するために、適宜に異なるネットワーク環境が使用され得ることが理解され
るべきである。例の環境は、適切なネットワーク１０４上で要求、メッセージ、または情
報を送受し、装置のユーザに情報を伝達し戻すために動作可能な適切な装置を含むことが
できる、多くの電子クライアント装置１０２を含むことができる。かかるクライアント装
置の例は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ハンドヘルドメッセージング装置、ラッ
プトップコンピュータ、セットアップボックス、パーソナルデジタルアシスタント、電子
書籍読取装置等を含む。各装置は、一人または複数のユーザに対応することができ、各ユ
ーザは１台または複数の装置を有することができる。ネットワークは、イントラネット、
インターネット、セルラーネットワーク、ローカルエリアネットワーク、または任意の他
のかかるネットワーク、またはその組合せを含む、適切なネッワークを含むことができる
。かかるシステムに使用される構成要素は、少なくとも部分的に、選択されたネットワー
クおよび／または環境のタイプに依存する。かかるネットワークを介して通信するための
プロトコルおよび構成要素は周知であり、本誌に詳しく説明されない。ネットワーク上で
の通信は、有線接続または無線接続、もしくはその組合せを介して有効とすることができ
る。この例では、環境はユーザ装置から要求を受信するためのウェブサーバ１０６、それ
に応えてコンテンツを供給するためのウェブサーバ１０６を含むので、ネットワークはイ
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ンターネットを含むが、他のネットワークの場合、本開示を鑑みて当業者に明らかとなる
ように、同様の目的に適う代替の装置が使用でき得る。
【００１９】
　例示的な環境は、少なくとも１つのアプリケーションサーバ１０８（またはコンテンツ
サーバ）および少なくとも１つのデータストア１１０を含む。いくつかのアプリケーショ
ンサーバ、層、プロセス、構成要素、または他のかかる要素がある場合があり、それらは
、チェーンでつながれる、またはそれ以外の場合構成されてよく、適切なデータストアか
らのデータの取得等のタスクを実行するために対話できることが理解されるべきである。
本書で使用される、「データストア」という用語は、データを記憶する、データにアクセ
スする、およびデータを取り出すことができる任意の装置または装置の任意の組合せを指
し、それは任意の標準的な環境、分散された環境、またはクラスタ化された環境での、任
意の組合せおよび任意の数のデータサーバ、データ記憶装置、およびデータ記憶媒体を含
み得る。アプリケーションサーバは、クライアントデバイスの１つまたは複数のアプリケ
ーションの態様を実行するために、必要に応じてデータストアと統合するため、およびア
プリケーションのために大多数のデータアクセスおよびビジネスロジックを処理するため
の任意の適切なハードウェアおよびソフトウェアを含むことができる。アプリケーション
サーバは、データストアと協動してアクセス制御サービスを提供し、この例では、ＨＴＭ
Ｌ、ＸＭＬ、または別の適切な構造化言語の形をとるウェブサーバによってユーザに供給
されてよい、ユーザに転送されるテキスト、グラフィックス、音声および／またはビデオ
等のコンテンツを生成できる。すべての要求および応答の処理、ならびにクライアントデ
バイス１０２とアプリケーションサーバ１０８との間のコンテンツの配信は、ウェブサー
バ１０６によって処理できる。ウェブサーバおよびアプリケーションサーバは、必要とさ
れるわけではなく、本書で説明される構造化コードは、本書の他の箇所で説明されるよう
に任意の適切な装置またはホスト機械上で実行できるので、単なる例となる構成要素にす
ぎないことが理解されるべきである。
【００２０】
　データストア１１０は、ある特定の態様に関するデータを記憶するためのいくつかの別
々のデータ表、データベース、または他のデータ記憶機構および媒体を含むことできる。
たとえば、示されているデータストアは、本書に説明される手法の内の１つまたは複数を
使用してコンテンツを供給するために使用できる、コンテンツ１１２（たとえば、音声コ
ンテンツ、ビデオコンテンツ、ゲームコンテンツ、および電子書籍コンテンツ）、ライセ
ンス供与情報１１４、ユーザ情報１１６、および装置情報１１８を記憶するための機構を
含む。ページ画像情報およびアクセス権情報等の、かかるデータストアに記憶される多く
の他のタイプの情報がある場合もあることが理解されるべきであり、それらは適宜に上に
羅列された機構のどれかに、またはデータストア１１０内の追加の機構に記憶できる。デ
ータストア１１０は、それと関連付けられた論理を通して、アプリケーションサーバ１０
８から命令を受け取り、それに応えてデータを取得する、更新する、またはそれ以外の場
合処理するように動作可能である。一例では、ユーザは、一定のタイプのコンテンツに対
する検索要求を出す可能性がある。この場合、データストアはユーザ情報にアクセスして
、ユーザのアイデンティティを検証し、コンテンツ情報にアクセスしてそのタイプのコン
テンツのインスタンスについての情報を取得し得る。情報および／またはコンテンツは、
次いで、ユーザがブラウザを介してまたはユーザ装置１０２上の他のアプリケーションを
介してみることができるウェブページ上に関する結果リストにおいてのように、ユーザに
戻すことができる。コンテンツの特定のインスタンスのための情報は、ブラウザの専用ペ
ージまたはウィンドウで、メディアプレーヤーで、アプリケーションの一部として、また
は任意の他の適切なインタフェースを介して見ることができる。
【００２１】
　各サーバは、通常、そのサーバの一般的な管理および動作のための実行可能なプログラ
ム命令を提供するオペレーティングシステムを含み、通常、プロセッサまたはサーバによ
って実行されるときに、サーバがその意図されたファンクションを実行できるようにする
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命令を記憶する固定コンピュータ可読媒体を含む。サーバのオペレーティングシステムお
よび一般的な機能のための適切な実装は、既知である、または商業的に入手可能であり、
特に本書の開示を鑑みて、当業者によって容易に実装される。
【００２２】
　一実施形態での環境は、１つまたは複数のコンピュータネットワークまたは直接接続を
使用して、通信リンクを介して相互接続されるいくつかのコンピュータシステム、および
構成部品を活用する分散型コンピューティング環境である。ただし、かかるシステムが、
図１に示されるよりも少ない数または多い数の構成部品を有するシステムでも等しく動作
できることが当業者によって理解される。したがって、図１のシステム１００の描写は、
例示説明の性質を有し、本開示の範囲を制限しないと解釈されるべきである。
【００２３】
　図１に示される環境のような環境は、多くの場合、「クラウドの中で」実行されている
と呼ばれる、様々な機器、場所、および／または地理的地域全体に分散されてよい１台ま
たは複数の装置上でユーザのために様々な動作が発生することができるので、「クラウド
コンピューティング」環境と呼ばれる。かかる分散環境に情報およびコンテンツを記憶し
、少なくともいくつかの計算または動作をリモートシステムまたはリモートサービスにオ
フロードすることによって、ユーザ装置は、装置単体を使用して、それ以外の場合に可能
である、または少なくとも実用になるよりも多くの機能性を提供できる。たとえば、ユー
ザ装置１０２のユーザは、ビデオファイルをストリーミングすることを希望する可能性が
ある。かかるファイルを入手する１つの手法は、１つのコンテンツに対する権利（たとえ
ば、ライセンス）を購入し、ネットワーク１０４全体で適切なアドレス（たとえば、コン
テンツプロバイダのウェブサーバ１０６のＵＲＬ）に要求を送信することである。ウェブ
サーバは、要求（およびあらゆる関連する要求）を分析して、要求のソース、目的とされ
るコンテンツ、およびユーザの識別情報等の情報を決定するための実行可能な命令を含む
、アプリケーションサーバ１０８等の適切なシステムまたはサービスに要求を転送できる
。アプリケーションサーバは、たとえばユーザデータストア１１６での情報に照らし合わ
せてユーザアイデンティティを確証し、ライセンスデータストア１１４、または類似する
場所の情報を使用して、ユーザがコンテンツに対して権利を有するかどうかを決定できる
。ユーザがコンテンツに対する権利を有する場合、アプリケーションサーバは、コンテン
ツに対する情報をコンテンツデータストア１１２または他のかかる場所から引き出させ、
要求によって指定される宛先に送信させることができる。これらのタスクまたは他のかか
るタスクのどれかを、本書に説明され、示唆されるように実行するための多くの追加のま
たは代替のシステムまたはサービスがある場合があることが理解されるべきである。さら
に、宛先に戻される情報は、コンテンツのコピーまたはコンテンツをダウンロードする、
またはそれ以外の場合、コンテンツを取得するアドレス等の任意の適切な情報を含む場合
がある。
【００２４】
　説明されたように、利用者が購入する（またはそれ以外の場合取得する）従来のライセ
ンスは、多くの場合、ユーザに、コンテンツの１つのコピー、または最大限でも、ある一
時点においてコンテンツの１つのコピーに対する権利を与える。いくつかの場合、ユーザ
がマルチユーザライセンスまたはマルチデバイスライセンスを得る可能性がある。ただし
、これらの場合のそれぞれで、ユーザは、通常、ライセンスあたり１つのフォーマットで
コンテンツへのアクセスを得るに過ぎない。たとえば、ユーザが特定のビデオコンソール
用のフォーマットでパズルゲームのコピーを購入する場合、ユーザは、異なる携帯ビデオ
ゲーム機で使用するための異なるフォーマットでのそのパズルゲームのコピーに対する権
利を取得しない。ユーザが、ＤＶＤに対する権利およびコンテンツのデジタルコピーに対
する権利を取得することによって等の、複数のフォーマットを取得できる場合でも、ユー
ザは、装置にＤＶＤを入れるまたは特定のアドレスからデジタルコピーをダウンロードす
る等によって、ライセンスに含まれる装置ごとに、手作業で適切なコンテンツを選択しな
ければならない。ユーザが異なるフォーマットを使用するまたは機能を有する装置を購入
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すると、そのフォーマットまたは機能を利用するためにはコンテンツの別のコピーを購入
しなければならない。コンテンツの各インスタンスの複数の購入に対するニーズは高額に
なり得、複数のバージョンをユーザが管理しなければならないことにつながる。さらに、
人は多くの場合、新しいフォーマットが開発されるたびにお気に入りのアーチストによる
音楽等のコンテンツを購入し直さなければならないことを快く思わない。したがって、利
用者は新しいフォーマットへの購入に躊躇する場合があり、それは製造メーカまたはコン
テンツプロバイダにとってはよくなく、または利用者は新しいフォーマットでコンテンツ
を不法に取得さえすることがあり得、それはなおさらに悪い。　
【００２５】
　本書で論じられ、示唆される様々な実施形態による手法は、ユーザが、コンテンツを購
入する、またはそれ以外の場合、消費する方法を変えることを可能にする。さらに、様々
な実施形態は、インテリジェントなコンテンツ配信を実現し、ユーザが様々なフォーマッ
トまたはバージョンを管理する、または最適なフォーマットが所与の装置でアクセスされ
ていることを確かめる必要がなくなる。様々な実施形態は、ユーザが、一定のコンテンツ
の新しいバージョン、または更新されたバージョン、または既存のコンテンツの追加の部
分を、それらのバージョンが入手可能になると、および／またはユーザが新しいバージョ
ンまたはフォーマットを提示できる装置を取得するまたは装置にアクセスすると、取得で
きるようにする。様々な他の能力および機能が、様々な実施形態に関して提供され、説明
される。 
【００２６】
　例として、ユーザが、２台の装置、つまりタブレットコンピュータ２０２および携帯ゲ
ーム機２１０を有する図２の状況２００を考える。これらの装置のそれぞれが、ビデオコ
ンテンツを表示し、対応する音声を再生することができる。ただし、図２でわかるように
、これらの装置の機能は著しく異なる。たとえば、タブレットコンピュータは、はるかに
大きなディスプレイ要素２０４を有し、この例では縦方向である（ただし、いくつかの装
置は、技術で既知であるように横方向でも表示できるが、説明のために、この機能はこの
例では無視される）。他方、携帯ゲーム機は横方向であるはるかに小さなディスプレイ要
素２１２を有する。変化するカラー階調の画像またはビデオ、白黒画像またはグレースケ
ール画像、特定の鮮明度または明瞭性を備えた画像等を表示するための解像度および能力
等のこれらのディスプレイ要素の様々な他の表示機能も異なることがある。その結果、ビ
デオファイル等のコンテンツのフォーマットは、どちらかの装置で適切な特性をもって再
生するために最適化できる。同様に、この例のタブレットコンピュータ２０２は、モノラ
ル音で音声を再生するための単一のスピーカ２０６を含む。一方、携帯ゲーム機２１０は
、ステレオ音（またはモノラル音）で音声を再生できる２台のスピーカ２１４を有する。
一般的であるように、この例の映画の異なるバージョンまたはフォーマットが各装置に存
在する可能性がある。
【００２７】
　ユーザが、装置の内の一方に最適化された１つのフォーマットだけで映画を購入する場
合、コンテンツの経験は、他方の装置を使用すると最適には及ばないことがある。たとえ
ば、ユーザがゲーム機２１０用のフォーマットのコピーを購入するが、タブレット２０２
で映画を再生する場合、映画の解像度はタブレットで表示できるよりもはるかに低くなる
ことがあり、アスペクト比の差から、映画の一部を削除（たとえば、画面に適合するため
に修正）し、映画のアスペクト比を調整する（それによって映画の中の人物は引き伸ばさ
れすぎるか、圧縮されすぎる等）ことが必要になる、または映画の表示領域が、映画を表
示するために画面の一部しか使用できないように縮小されるかのどちらかとなる。さらに
、購入された映画のバージョンは、ステレオ音での音声を有するので、タブレットコンピ
ュータ２０２のモノラル音機能は音声チャネルの内の１つ（たとえば、ステレオ音声の半
分）しか再生できない、もしくは符号化または他の面によっては音声をまったく再生でき
ない可能性がある。類似する問題は、ユーザが代わりにタブレットコンピュータ用のコン
テンツを購入したが、ゲーム機でそのコンテンツを再生しようと試みた場合にも発生する
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ことがある。
【００２８】
　様々な実施形態にかかる手法は、ユーザが多くの異なる装置のどれかでコンテンツにア
クセスし、そのコンテンツを、各装置（または少なくとも可能な限り多く）の機能に実質
的に適合するフォーマットまたはバージョンで取得できるようにする。ユーザは、各装置
の機能、または各装置に使用できるフォーマット（複数の場合がある）を知る必要はなく
、現在の装置の機能を利用するバージョンおよび／またはフォーマットに自動的にアクセ
スできる。ユーザは、特別なアドレスを活用する必要なくこれらの装置のどれかから要求
を出し、特定の情報を入力または選択する、または任意の他のかかる動作を実行すること
ができ、クラウドまたは別のリモート場所で実行しているアプリケーションが装置を介し
てアクセスされるフォーマットを決定できる。
【００２９】
　図２の例では、ユーザは、タブレットコンピュータ２０２から、「マイライブラリ」ま
たはインタフェース、ウェブペース等の類似する部分でロボットについての映画にアクセ
スでき得る。ユーザは映画のアイコンまたはリンクを選択することができ得、それによっ
てコンテンツプロバイダに送信される要求を生成できる。コンテンツプロバイダは、要求
送信元の装置についての情報を取得することができ、タブレットコンピュータを介してユ
ーザに提供するための映画の適切なフォーマットを決定できる。ユーザが代わりにゲーム
機２１０から同じ動作を実行すると、コンテンツプロバイダは、ゲーム機についての情報
を取得し、各装置の相対的な機能、利用可能なフォーマット、およびユーザによって取得
されるライセンスのタイプ等の情報に基づいて、タブレットコンピュータに対して提供さ
れるフォーマットと同じまたは異なるだろう、ゲーム機を介してユーザに提供するための
適切なフォーマットを決定するだろう。ゲーム装置はステレオ音を提供できるので、コン
テンツプロバイダは、ユーザが、ステレオ音声のサウンドトラックを有する映画のバージ
ョンにアクセスできるようにする。一方、タブレットコンピュータは、モノラル音声のバ
ージョンを得る可能性がある。様々な他のフォーマットも、適宜に提供できる。
【００３０】
　一実施形態では、様々な装置の情報は、単一の場所に維持される。たとえば、コンテン
ツプロバイダは、装置情報のリストを保つことができる、または様々な装置に機能を提供
するサービスに加入できる。図３は、かかる目的のために維持できる例の表３００を示す
。例の表では、第１列３０２は、情報が取得されている各種装置の一意の識別子を含む。
これらの識別子は、製品シリアルナンバーまたは他のかかる識別子等の任意の適切な一意
の識別子であることができる。いくつかの実施形態では、一意のキーが生成され、これは
次いで、類似する機能を有する特定の装置または装置のカテゴリへのマッピングを必要と
する。様々な他のオプションも使用できる。例の表は、各種装置の様々な機能を列挙する
複数の欄３０４も含む。たとえば、（ＩＤ ＳＸ３ｄｆの付いた）第１の装置の情報は、
その種の装置が、ステレオ音声またはモノラル音声、ならびにビデオ標準画質（ＳＤ）テ
レビフォーマットまたは６４０ ｘ ４８０で（までの）解像度に対応できることを示す。
他の装置は、これらの機能および／または他のかかる機能の情報も含む。装置にコンテン
ツを提供するために要求が受信されると、システムまたはサービスはこの表にアクセスし
て、その種の装置の機能を決定できる。機能情報を使用して、フォーマットセレクタもし
くは他のかかる構成要素またはモジュールが１つまたは複数の選択アルゴリズム、基準、
または他のかかる手法を活用して、その種の装置で提示できる１つまたは複数のフォーマ
ットを決定できる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、フォーマットセレクタは、装置と互換性がある、最も高度な
機能の付いたフォーマットを選択する。たとえば、フォーマットセレクタは、最高の解像
度、３Ｄビデオ等の拡張機能、運動制御等付きのフォーマットを選択できる。いくつかの
場合では、セレクタは、フォーマットをランク付けできるアルゴリズムを活用し、最高ラ
ンクのフォーマット（または少なくとも１つの選択基準ごとに別のフォーマット）を選択
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して、装置を介してユーザに提示できる。いくつかのケースでは、異なるレベルの機能組
合せを有する使用可能な様々なフォーマットがある可能性がある。たとえば、第１のフォ
ーマットはより高いビデオ解像度を有するが、より低い音声機能を有する可能性がある。
様々なランク付け係数を、かかるインスタンスで各フォーマットの全体的なランク付け得
点を決定するために活用できる。たとえば、ビデオ解像度は、音声品質よりも重く重み付
けされる可能性がある。いくつかのケースでは、ユーザは、たとえ３Ｄがそれ以外の場合
、より重く重み付けされていても、３ＤよりＨＤ等、他よりも特定の機能を優先する可能
性がある。いくつかの場合では、ユーザは、ランク付けを設定し、優先されるまたは検討
されないフォーマットを指定すること等が可能である。いくつかの実施形態では、コンテ
ンツプロバイダは、ユーザ履歴または挙動の情報等の他の情報を調べて、装置にとって適
切であるだけではなく、その特定のユーザにとって最適でもあるフォーマットを決定しよ
うと試みることができる。
【００３２】
　ただし、少なくともいくつかの実施形態では、新しい装置が利用可能になるたびに、更
新された機能が利用可能になるたび等に更新しなければならない、すべての可能性のある
装置および機能のリストを維持しようと試みることは望ましくない、または少なくとも非
現実的である場合がある。さらに、同種の装置が異なる機能を有し得るように特定の装置
に対して、一定のソフトウェアまたはソフトウェアアップグレードがなされる可能性があ
る。従って、様々な実施形態にかかる手法は、代わりに装置自体から機能情報を取得する
。
【００３３】
　たとえば、コンテンツプロバイダは、特定の装置からコンテンツに対する要求を受け取
る場合がある。すでに初期要求に含まれていない場合には、コンテンツプロバイダは装置
の機能を要求するために装置に応答を送り返し得る。いくつかの実施形態では、応答は、
要求されるコンテンツの複数のフォーマットが利用可能である場合、またはコンテンツが
一定の装置では適切に（またはまったく）アクセスできない可能性があるタイプのフォー
マットである場合にだけ送信される。応答は、特定の規格に準拠し得る、すべての関連す
る機能のリストに対して、または特定の機能の値に対してである場合がある。次いで、装
置は、図４（ａ）の例の表４００に示される形式に類似した形式でコンテンツプロバイダ
に情報を送信できる。この例では、装置は、装置によってサポートされるすべての可能性
のあるフォーマットおよび／または機能のリストを送信する。そこで見られるように、サ
ポートされている各ビデオのタイプ、各音声のタイプ、どの接続が使用できるか等に対し
て別々のリストがある場合がある。この情報を使用して、コンテンツセレクタは、装置に
対するすべての可能性のある機能の組合せを決定し、これらの組合せを使用して、その装
置上でアクセス可能となる最適なコンテンツバージョンを選択できる。いくつかの実施形
態での機能はその機能の相対的な要求によってランクが付けられる。表は例に過ぎず、情
報は任意の適切な方法で伝達できることが理解されるべきである。
【００３４】
　図４（ｂ）は、様々な実施形態に従って装置によって送信可能な機能表４５０の別の例
を示す。この例では、装置は装置の機能のそれぞれを含まないが、ビデオ機能、音声機能
等の特定の機能を列挙する。いくつかの実施形態では、これらは、ユーザが要求するまた
は必要とする特定の機能である場合がある。他の実施形態では、これらの値は、優先され
るものである、または機能ごとの最大値を指定するものであることができる。たとえば、
装置がＨＤビデオまで任意の一般的なビデオ解像度をサポートできる場合、装置は、ＨＤ
の単一の値を返し、コンテンツプロバイダはＨＤ品質のビデオを含む、またはＨＤ品質ま
でのビデオを選択できる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、そのうちの１つまたは複数が特定の装置にとって最適である
可能性がある利用可能な複数のフォーマットがあるという事実は、必ずしも装置またはユ
ーザがどのフォーマットを受け取るのか、またはどのバージョンを受け取るのかを決定し
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ない。たとえば、その１つのコンテンツについてユーザによって取得されたライセンスが
、特定のフォーマットに対するアクセスを含まない可能性がある。ユーザは、単一のフォ
ーマットのライセンスだけを購入した、またはそれ以外の場合取得した（たとえば、他の
バージョンに対する権利なしに特定のバージョンをダウンロードした）可能性があり、し
たがってたとえ購入したライセンスのフォーマットがその装置でアクセスできないとして
も、他のフォーマットは他の装置でアクセスできない。たとえライセンスが、ユーザにラ
イセンスを取得した時点での他のバージョンまたはフォーマットに対する権利を与えたと
しても、ライセンスは将来のバージョンまたは特定のフォーマット等に適用しない可能性
がある。
【００３６】
　本書で説明される実施形態は、以前の手法でのようなそのコンテンツの特定のインスタ
ンスではなく、ユーザ用の特定のコンテンツに対する権利を考慮できる。たとえば、ユー
ザが特定のフォーマットで電子書籍の特定のバージョンを購入したことを登録する代わり
に、ライセンス決定モジュールまたは他のかかる構成要素またはサービスが、代わりに、
ユーザがそのコンテンツのインスタンスに対して有する権利を登録、更新、およびそれ以
外の場合維持できる。たとえば、図５の表５００は、ユーザが取得できる１つのコンテン
ツに対する権利の変形を示す。この例では、ユーザは、ユーザが特定数の装置でコンテン
ツにアクセスできるようにするライセンスを購入できる。たとえば、ユーザは、ユーザが
指定された装置でしかそのコンテンツにアクセスできない単一装置ライセンスを購入する
可能性がある。ライセンスの条件に応じて、ユーザは、異なる装置にそのライセンスを移
行し、多くても一度に１台の装置を指定できる可能性があるか、ライセンスが特定の物理
装置に結び付けられる可能性がある。ユーザは、ユーザがこの例では、一度に最高４台の
装置からコンテンツにアクセスできるようにする複数装置ライセンスを購入できる可能性
もある。費用は、単一装置ライセンスよりも複数装置ラインセンスに対して高くなる場合
がある。いくつかの実施形態でのユーザは、ユーザが、ライセンスが依然としてそのユー
ザ（または指定数以下のユーザ）による個人使用に適用する状態で、任意の装置からコン
テンツにアクセスできるようにするライセンスを購入できる可能性もある。制限のない個
人装置ライセンスでは、ユーザは、コンテンツプロバイダが、コンテンツ窃盗を防止する
ために、ユーザが他のユーザの無制限の個人ライセンスを活用できるようにさせているの
かを監視できるように、コンテンツプロバイダに対して識別されなければならない可能性
がある。無制限の個人使用のコストも相応して上昇することがある。
【００３７】
　技術で既知の様々なタイプのマルチユーザライセンスまたは複数装置ライセンスがある
が、様々な実施形態にかかる手法は、ユーザが、まだ開発されていない、またはまだ入手
できない、および入手可能になると、ユーザが必ずしもフォーマットまたはバージョンを
知らなくてもユーザに自動的に提供できる、さまざまなレベルのフォーマットライセンス
および／またはバージョンライセンスを購入できるようにする。そして、本書の他の箇所
で説明されるように、これらのフォーマットおよび／またはバージンは、少なくとも部分
的にはユーザがコンテンツにアクセスするために使用している装置の機能に基づいて、動
的におよびまたはインテリジェントに選択できる
【００３８】
　たとえば、図５では、ユーザが単一のバージョンおよび／またはフォーマットのライセ
ンスを購入できるようにし、それによってユーザは、ユーザが購入、ダウンロード等を介
して取得したオリジナルのフォーマットおよび／またはバージョンだけにアクセスできる
ようになる。装置ライセンスのタイプに応じて、ユーザは、複数の装置でこのフォーマッ
トおよびバージョンにアクセスできる可能性があるが、それらの装置は、依然としてそれ
らの装置の機能とは無関係に、その特定のバージョンおよび／またはフォーマットにしか
アクセスできない。たとえば、ユーザが標準画質の映画のバージョンを購入し、高分解度
コンテンツを再生できる装置でその映画を再生することを決める場合、装置は、依然とし
てそのライセンスの下で許されている標準画質バージョンしか再生できない。
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【００３９】
　また、ユーザは、少なくともいくつかの実施形態では、すべての現在のバージョンおよ
び／またはフォーマットに対するライセンスを取得できる。たとえば、オンラインビデオ
ゲームを購入するユーザは、既存のフォーマットでそのゲームを再生するためのライセン
スを購入できる可能性があり、したがってユーザは、現時点でそのゲームにアクセスでき
るすべてのフォーマットを含む可能性がある、パーソナルコンピュータ、Ｘｂｏｘ ３６
０（登録商標）、Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ ３（登録商標）、またはＷｉｉ（登録商標）
からそのゲームにアクセスできる。必須コンテンツは異ならない可能性があるので、かか
るライセンスのコストは、単一フォーマットライセンスのコストよりも大きくない可能性
があるが、ユーザがコンテンツにアクセスするインタフェースは、十分に異なるフォーマ
ットとなる可能性がある。別の例では、ユーザが、ＤＶＤ、ブルーレイ（登録商標）、お
よび映画のデジタルコピーバージョンに対するライセンスを取得できる可能性がある。３
つすべてに対するライセンスを取得するためのコストは、これらのフォーマットの内の１
つだけに対するライセンスを取得するためのコストよりも大きくなり得るが、フォーマッ
トの内の２つまたは３つに対するライセンスを個別に取得するコストよりは低い。ユーザ
は比較的低い追加コストで映画の追加のフォーマットを取得できるため、かかる手法は、
ユーザにとって魅力的となる場合があり、かかる価格設定構造が、ユーザに元の購入とと
もにより高価なライセンスを購入するように仕向けるため、映画のプロバイダにとって魅
力的となる場合がある。
【００４０】
　図５でわかるように、ユーザは、少なくともいくつかの実施形態で、コンテンツの任意
の将来のバージョンまたはフォーマットを含む任意のバージョンまたはフォーマットに対
するライセンスを取得できる。たとえば、ユーザは、今日、ビデオファイルの３Ｄ、ＨＤ
、およびＳＤ等のそのコンテンツの既存のフォーマットでコンテンツにアクセスできる可
能性がある。任意のフォーマットに対するライセンスを購入する、またはそれ以外の場合
、任意のフォーマットに対するライセンスを取得することによって、ユーザは、新しいフ
ォーマットででも、それらのフォーマットが入手可能になると、そのコンテンツにアクセ
スできる。たとえば、ビデオファイルを、完全に三次元のホログラムとして表示できるよ
うにする技術が進展する可能性がる。ユーザがある時点でかかるホログラフィックプレー
ヤーを購入する場合、ユーザは新しいフォーマットでそのコンテンツを購入し直す必要は
なくなる。ユーザは１つのコンテンツを一度購入し、新しいフォーマットで後で再びその
コンテンツを購入し直すことについて心配する必要がないので、かかるライセンスはユー
ザにとって魅力的となる場合がある。また、プロバイダはユーザが新しいフォーマットで
コンテンツの彼らのカタログを購入し直すことからの収入を失うが、プロバイダはまだ存
在していないフォーマットに対してお金を取得することになり、それは（フォーマットの
内の１つが多くの場合失敗し、そのフォーマットの支援者または採用者に損失を生じさせ
る、競争するフォーマット戦争等の事象のために危険となることがあるそれらの開発資金
を後で取り戻そうとする代わりに）将来のフォーマットを先行投資で開発するための資金
を提供するしながら、短期の収入を改善できるため、かかるライセンスは、コンテンツプ
ロバイダにとっても魅力的となる場合がある。
【００４１】
　また、図５でわかるように、ユーザは、１台、または複数、または任意の数の装置に対
する無制限のフォーマットおよび／またはバージョンのライセンスを購入するというオプ
ションをもつことができる。価格は相応して上昇することがあるが、ユーザはコンテンツ
を購入し直す、新しいライセンスを購入する等の必要なく、任意のサポートされている装
置から任意のフォーマットのそのコンテンツにアクセスできるので、任意のフォーマット
の無制限の個人使用ライセンスは、ユーザが、一度に１つのコンテンツに対するライセン
スしか購入する必要がないことを保証できる。ただし、特に、ユーザが、ユーザがどの程
度コンテンツを楽しむのか確信がない場合に、ユーザが、コストを削減するために完全に
満たない使用ライセンスを購入する可能性があるが、ユーザが、それ以後の一度または複
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数のときに、追加のフォーマット、バージョン、または装置アクセスを希望する可能性が
あることが理解されるべきである。様々な実施形態にかかる手法は、ユーザが、新しいラ
イセンスのコスト未満でライセンスを更新できるようにする。たとえば、図５では、ユー
ザは、単一装置でのアクセスのために１つのコンテンツの単一のフォーマットおよびバー
ジョンを購入できる。ユーザがコンテンツを楽しむ場合、ユーザはそのコンテンツの任意
のバージョンを所有するようにアップグレードして、任意のデバイスからそのコンテンツ
にアクセスできることをを希望する可能性がある。単一装置およびフォーマットのライセ
ンスは、その例では＄９．９９であり、制限されたライセンスは＄３９．９９である。い
くつかの実施形態では、ユーザは、ライセンスをアップグレードするために追加の＄３０
．００だけを請求される可能性がある。一方、他の実施形態では、ユーザは無制限ライセ
ンスのコストに満たないが、追加のトランザクションのコストをカバーするための別の料
金を含む、＄３２．９９等のなんらかの中間追加価格を請求される可能性がある。様々な
他の手法および価格設定構造を、本開示を鑑みて明らかとなるであろうように、様々な実
施形態の範囲内で使用することもできる。いくつかの場合では、ユーザは、コンテンツプ
ロバイダが、視聴好み、ユーザが一定のコンテンツにどの程度頻繁にアクセスするのか、
ユーザが一定のコンテンツをどの程度頻繁に終了するのか、または平均的なユーザがどれ
ほど遠くに行くのか等についての（ユーザ識別情報を含まない）情報を共有できるように
することによって等、ライセンスに対する割引を受け取ることができる可能性がある。
【００４２】
　ユーザがいったん１つのコンテンツに対するライセンスを取得すると、そのライセンス
の情報は、ネットワークでアクセス可能となるために、図１に示されるライセンスデータ
ストア１１４等の適切な（論理的に）統合化した場所に格納できる。いくつかの実施形態
では、コンテンツプロバイダまたは他のかかるエンティティは、様々なコンテンツプロバ
イダ、ユーザ、および他のエンティティの情報を管理できるライセンス供与サービスまた
は権利サービスに加入できる。権利サービスの優位点は、異なるフォーマットおよび／ま
たはバージョンが、互いと情報を共有することを希望しない可能性があるが、ユーザがそ
の１つのコンテンツに対してすでに購入したライセンスのタイプを知る必要がある場合が
ある、競合するコンテンツプロバイダによって提供される可能性があるという点である。
いくつかの実施形態では、ライセンス供与サービスは、コンテンツと関連する使用料を取
り扱うことができ、様々なライセンスに関連する資金を管理する（または少なくとも管理
するために必要とされる情報を提供する）可能性があり、したがって様々なコンテンツプ
ロバイダは、ユーザが別のプロバイダを通して購入されたライセンスを使用して彼らのフ
ォーマットまたはバージョンにアクセスするときに、報酬を受け取ることができる。様々
な他の収入共有手法も使用できる。
【００４３】
　様々な他のタイプのライセンスも、かかるサービスを使用して購入できる。たとえば、
ユーザは、加入を通して等、任意のフォーマットで一定のスタジオによって製作される任
意の映画に対するライセンスを購入する可能性があり、サービスは、様々なプロバイダに
権利情報を渡すことを処理できる得、ならびに、それらのプロバイダが適切な報酬を受け
取ることを保証する。かかるライセンスは、比較的高価である場合があるが、ユーザはそ
の装置について入手可能な最も新しいフォーマットまたは最善のフォーマットでどんなと
きにもどのような装置からもどのような映画にもアクセスできるので、ユーザにとって魅
力的となる場合がある。ただし既存のサービスは、個人使用ライセンスをもつユーザがど
んなときにもコンテンツの１つのインスタンス（または限られた数のインスタンス）だけ
にアクセスできるという事実に基づいた価格設定モデルを活用するので、購入できないほ
ど高価ではあってはならず、したがってユーザが請求書作成発行サイクル（たとえば、時
、日、月、または年）毎にアクセスできるコンテンツの量は制限される。ここでは類似す
る価格設定理論を適用できるが、本書に説明され、示唆されるように多岐に渡るライセン
スを含むように拡大できる。
【００４４】
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　図６は、適切なフォーマットを動的に決定して、アクセスに対する要求または類似する
イベントまたは発生に応えてユーザに提供するために、上述の機能およびライセンスの情
報を使用するためのプロセス６００の例を示す。この例では、ユーザが、要求をネットワ
ーク上でコンテンツプロバイダに送信させる装置上でアイコンまたはリンクを選択する場
合等、１つのコンテンツ６０２に対して要求が受け取られる。機能情報が初期要求に含ま
れない限り、またはそれ以外の場合、コンテンツプロバイダが初期要求を入手できない限
り、プロバイダは、その装置６０４の機能を要求する要求側装置に応答を送信できる。こ
れは、すべての装置機能、特定の機能、または中間の何かに対する要求を含むことがある
。要求された装置機能の内の少なくともいくつかを含むメッセージまたは他の通信は、次
いで、装置６０６から受信できる。コンテンツプロバイダは、そのコンテンツ６０８に関
して要求側ユーザがもつ権利のタイプを検証できる。この例では、ライセンス検証は装置
機能を取得後に実行されるが、別段に記述しない限りは、これらの（および他の）ステッ
プが、様々な実施形態の範囲内で他の順序で、同時に、または並行して実行できることが
理解されるべきである。初期検証は、ユーザがその装置上でそのコンテンツに対してアク
セスできるかどうかを含むことがある。ユーザがそのコンテンツに対する権利を有すると
の前提で、コンテンツプロバイダは、ユーザが、コンテンツプロバイダがその装置上での
ユーザのためのコンテンツのインスタンスのフォーマット、バージョン、または他の態様
を決定できるようにする可変タイプのライセンス６０８を有するかどうかを決定できる。
ユーザが可変タイプのライセンスを有していない場合、コンテンツプロバイダが、ライセ
ンスされたバージョンが要求側装置６１２と互換性があるかどうかを決定できる。互換性
がない場合、要求は拒絶され６１４、および／またはユーザは、その装置でコンテンツに
アクセスできないことを通知される。ライセンスされたフォーマットおよび／またはバー
ジョンが要求側装置の機能と互換性がある場合、コンテンツプロバイダは、ユーザが、要
求側装置６１８でそのバージョンおよびフォーマットにアクセスできるようにする。「コ
ンテンツプロバイダ」という用語は、説明のために使用されているが、適切なフォーマッ
トまたはバージョンを決定する関係者が、ライセンス情報を記憶する、コンテンツを記憶
する、コンテンツへのアクセスを可能にする、および／またはプロセスの任意の他の態様
を実行する関係者と同じである、または別である可能性があることが理解されるべきであ
る。「プロバイダ」という用語は、少なくともいくつかの実施形態では、ユーザが、特定
のコンテンツへのアクセスを取得できるようにするために本書で説明され、示唆されるプ
ロセスに関与することがある任意の関係者またはエンティティを含むと幅広く解釈できる
。
【００４５】
　ユーザが、単一のフォーマット、バージョン、または他のかかる面に特定的ではない可
変タイプまたは柔軟なタイプのライセンスをもつ場合、コンテンツプロバイダは、少なく
とも部分的には装置機能および権利の情報６１６に基づいて適切なフォーマットおよび／
またはバージョンを決定できる。本書の他の箇所で説明されるように、これは、対応でき
るバージョンまたはフォーマットを決定し、特定のランク付けまたは選択の基準に基づい
て少なくとも１つのバージョンまたはフォーマットをランク付けする、またはそれ以外の
方法で選択すること、ならびにユーザの好みまたは挙動の情報等の任意の他の適切な情報
を使用することを含むことができる。いくつかの実施形態では、コンテンツプロバイダは
、ユーザに、すべての対応できるフォーマットおよびバージョン等の中から受け取るバー
ジョンまたはフォーマットのオプションを提供できる。いったん適切なフォーマットおよ
びバージョンが決定されると、ユーザは、装置６１８からコンテンツのそのインスタンス
にアクセスすることを可能にされ得る。
【００４６】
　いくつかの場合では、装置はその機能についての情報と共に応答しない可能性がある。
装置は、装置がかかる通信機能を備えていないより旧い装置である、もしくは異なるフォ
ーマットまたはプロトコル等で動作している等の多くの理由の内のどれかのために応答し
ない可能性がある。どのフォーマットによってユーザが装置を介してアクセスできるよう



(18) JP 6257707 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

になるのかを決定しようと試みるために、様々な実施形態に従って様々な手法が利用でき
る。いくつかの実施形態では、装置がそのフォーマットをサポートできる可能性が高いの
で、最も少ない、または最も低い機能の要件のフォーマットが提供できる。たとえば、要
求が、インターネットが有効となっているテレビから受信されるが、テレビがその可能な
解像度モードについての情報を提供しない場合、テレビはそのフォーマットをサポートで
きる可能性が高いので、提供されるコンテンツのフォーマットが標準画質となることがあ
る。いくつかの実施形態では、ユーザは、異なるフォーマットを選択するオプションを提
示されることもある。システムが、ユーザがコンテンツについて権利をもつ様々なフォー
マットを決定すると、ユーザはそれらのフォーマットの少なくともいくつかのリストを提
示され、どのフォーマットにアクセスするのかを選ぶことができる。 
【００４７】
　別の手法では、システムが、ユーザの挙動または嗜好の情報を調べて、ユーザがアクセ
スできるようにするための最も可能性が高いフォーマットを決定しようと試みる可能性が
ある。上記のテレビの例を使用すると、ユーザが高分解度ビデオフォーマットを好み、ほ
ぼつねに高解像ビデオフォーマットを見る場合、ユーザは高分解度コンテンツにアクセス
しようとする可能性が高いという決定を下すことができる。その結果、ユーザに配信され
る、またはユーザによってアクセス可能なフォーマットは、高分解度コンテンツとなり得
る。ユーザは、再び、ユーザがアクセスを希望するコンテンツの他のフォーマットまあは
バージョンのオプションのセットを提示されることができる。オプションのセットは、フ
ォーマットが装置上で互換性がないと決定されると自動的に表示される可能性があり、メ
ニュー項目または他のかかるオプションを介していつでもユーザがアクセスできる可能性
がある。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、システムは、コンテンツプロバイダシステムが特定されたフ
ォーマットについて異なるバージョンを検出するときに、ユーザが所望されるバージョン
を選択できるようにする類似メニューを提供できる。たとえば、コンテンツプロバイダは
、装置の機能、権利、等に基づいて、ユーザがコンテンツの高分解度バージョンにアクセ
スできるはずであると決定する可能性がある。コンテンツプロバイダが、色付きのバージ
ョンおよびディレクトリ説明付きのバージョンとともに、古い映画のオリジナルの白黒バ
ージョン等の、複数のバージョンも決定する場合、ユーザはどのバージョンにアクセスす
るのかに関するオプションを提示され得る。ユーザは、そのユーザがすでにアクセス権を
もっている可能性があるコンテンツの他のバージョンについて知ることができるので、か
かる手法はユーザにとって望ましくあり得る。さらに、少なくとも部分的にはその装置に
よってアクセスできるそのコンテンツに基づいて、リメーク、パロディー、または他のか
かる変形物等の関連するバージョンがある場合、それらもオプションとして提示できる。
ユーザがまだ権利をもっていない場合、ユーザは、関心のある任意の関連項目を含む権利
を取得する能力をもち得る。そして、そのライセンスは、少なくとも部分的には機能、嗜
好、および／または本書の他の箇所に説明されるような他の要因に基づいて、コンテンツ
プロバイダシステムもしくは他のかかるシステムまたはサービスによって決定されるよう
に、現在の装置にとって最適なフォーマットに対する権利を少なくとも含むことがある。
【００４９】
　ユーザが、複数の装置で様々なフォーマットのコンテンツにアクセスできる権利を取得
するとき、ユーザは様々な追加の機能性を取得できる。たとえば、データは、クラウド内
またはネットワーク全体で等論理的に統合化した場所に記憶できるので、コンテンツプロ
バイダまたは類似する関係者は、ユーザがナビゲートした、またはそれ以外の場合アクセ
スしたコンテンツの現在の場所、点、または他の部分等の情報を処理できる。たとえば、
ユーザがゲームで一定のレベル、書籍または映画の特定の章、音楽アルバムのトラック、
または別のかかるトリガまたは閾値に達すると、情報は、かかる状態を示すプロバイダに
送信できる。いくつかの実施形態では、ユーザが、装置を止める、コンテンツのインスタ
ンスを休止する、またはコンテンツまたはアプリケーションの別のインスタンスに移動す
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る等によって、コンテンツのインスタンスから離れてナビゲートするたびに、装置は、プ
ロバイダがその状態を記憶できるように、プロバイダに対し状態情報（たとえば、ユーザ
が所与の装置からコンテンツをアクセスするのを停止した中断状態）を送信できる。他の
実施形態では、プロバイダは、コンテンツプロバイダが、ユーザが中止した場合により多
くのコンテンツに対する要求を受け取るのを停止し、ユーザが現在の装置でコンテンツに
アクセスするのを中断したことを示すので、コンテンツの休止状態を自動的に決定できる
。ユーザが装置でそのコンテンツを再開することを希望するとき、コンテンツは、プロバ
イダによってクラウド内に記憶される状態、場所、またはかかる他の情報を使用して、そ
の点からアクセスできる。さらに、中断状態情報は、音量または輝度レベル、または他の
装置に移植できる任意の他の値等の他の面も含むことがある。
【００５０】
　かかる状態情報がしばしば遠隔では記憶されない場合に、かかる手法がコンテンツをス
トリーミングするために特に望ましいことがある。様々な実施形態では、コンテンツは完
全に装置に配信でき、部分はストリーミングすることができ、他の部分または要素は完全
に配信またはインストールすることができ、またはコンテンツ全体がストリーミングでき
る。したがって、中断状態の決定は、少なくとも部分的にはコンテンツ配信のタイプに依
存し得る。インスタンス全体がユーザ装置に記憶される場合、ユーザ装置は、中央システ
ムまたはサービスに中断状態情報を送信するように構成される可能性があり、したがって
ユーザは異なる装置で再開できる。コンテンツがストリーミングされる場合、システムま
たはサービスは、ユーザ装置からの状態情報を受信する必要なく、自動的に中断状態を決
定できる可能性がある。特定の部分または要素だけが装置に記憶されている場合、上記の
手法の組合せが活用される可能性がある。 
【００５１】
　この状態情報をクラウドまたは他のかかる場所に記憶する優位点は、ユーザが別の装置
を使用してもコンテンツの所望される点で再開できる点である。たとえば、図７の状況７
００を考えてみる。この例では、ユーザは、ユーザのカーステレオ７０２とユーザの家庭
用受信機７１０の両方で１つの音楽にユーザがアクセスできるようにする権利を取得した
。カーステレオは、セルラーまたはセルラープロバイダシステム７０４への３Ｇ接続等の
任意の適切な機構を使用して、コンテンツプロバイダ７１２に接続され、セルラープロバ
イダシステム７０４は次いでインターネット等のネットワーク７０６を介して、コンテン
ツプロバイダの適切なサーバ７１４（たとえば、ウェブサーバまたは他のかかる装置）に
接続できる。当業者にとって明らかであるはずのように、図７は、説明を簡単にするため
に基本的な構成要素しか示しておらず、セルラーネットワークの多くの他の構成部分、コ
ンテンツプロバイダシステム、および他の構成部分は図示されていないが、それぞれの技
術で既知であるかかる機能性を提供するために使用でき得る。ユーザがカーラジオ７０２
を切る、ラジオのチャネルを変更する、またはそれ以外で、音楽プレイバックでの一定の
点でその１つの音楽を聴くのをやめると、その点についての情報がコンテンツプロバイダ
システム７１２に転送され、その情報は時間／場所データ表７１６または類似する場所に
記憶される。ユーザがその後家庭用受信機７１０をオンにすると、受信機は無線モデル７
０８または他のかかる装置等の任意の適切な構成部品を使用してネットワーク７０６全体
でコンテンツプロバイダ７１２に要求を送信できる。受信機がすでにそのコンテンツのロ
ーカルコピーを記憶している場合、コンテンツプロバイダは、受信機が、ユーザが車内で
中止した場合にプレイバックを開始できるように、受信機に場所情報を送信できる。受信
機が、代わりにコンテンツをストリーミングする（またはそれ以外の場合、ダウンロード
または取得する）場合、コンテンツストリームは、ユーザが車内で中止した場合に開始で
きる。かかる手法によって、効果的に、ユーザは、それらの装置が互いに関して知る、互
いと通信する等の必要なしに、１つの装置でコンテンツを休止し、別の装置で再開できる
ようになる。ただし、いくつかの実施形態では、ユーザのための各装置は他のユーザ装置
と通信して、この情報のいくらかまたはすべてをクラウドに記憶する代わりに、ユーザが
一定のコンテンツを休止したかどうか、どこでプレイバックを始めるのか等を決定できる
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。
【００５２】
　従来のシステムに優る別の利点および重大な優位点は、ユーザが、異なるフォーマット
でもう１つの装置でそのコンテンツを自動的に再開できるという事実を中心に展開する。
図７の例に戻ると、ユーザは、従来の２チャンネルステレオフォーマットであるカーステ
レオ７０２上でバージョンのフォーマットを受け取る可能性がある。ただし、ユーザの受
信機７１０は、６：１サラウンドサウンドでのフォーマット等、コンテンツのより高品質
のフォーマットを再生できる可能性がある。少なくともいくつかの実施形態では、受信機
は、要求を送信するとき、コンテンツプロバイダシステムによって分析できる機能情報も
（上述と同じまたは別個の要求の一部として）送信できる。コンテンツプロバイダは、受
信機にとって適切なフォーマットを決定することができ、ユーザはプレイバックを再開す
るべきであるそのフォーマットにおける場所を決定できる。ユーザが受信機上でそのコン
テンツにアクセスするとき、受信機は、受信機にとって最適であるフォーマットでそのコ
ンテンツのプレイバックを再開できる。 
【００５３】
　いくつかの実施形態では、コンテンツプロバイダは、コンテンツフォーマットのための
タイムコード変換情報等の情報を記憶する。異なるフォーマットでアクセスをどこで再開
するのかに関しての決定は、容易ではない可能性がある。いくつかのケースでは、システ
ムは、１つのフォーマットのタイムコードまたは位置を、別のフォーマットのタイムコー
ドまたは位置に変換する方法を示す情報にアクセスする必要がある場合がある。たとえば
、ユーザが、カーステレオで音声ブックのプレイバックを聴いている可能性がある。ユー
ザが、車内で中止した点で電子書籍読取装置で書籍へのアクセスを再開しようとするが、
書籍読取装置が音声プレイバックを提供していない、またはユーザが書籍読取装置で読む
ことを好む場合、コンテンツプロバイダは、音声プレイバックのタイムコードに基づいて
、書籍フォーマットのテキスト中のどこで書籍読取装置を再開するのかを決定する必要が
ある。同様に、ユーザが一定の点まで書籍を読み、次いで代わりに映画のバージョンを見
ることによって物語を終了することを希望する場合、コンテンツプロバイダは、映画の中
の対応する場所に、書籍中のユーザの現在位置を相関させることができるためになんらか
の変換情報を必要とすることがある。いくつかのケースでは、ユーザは、映画バージョン
、電子コミックバージョン、書籍バージョン、ビデオゲームへの改作、小説化バージョン
、脚本、ストーリーボード、監督解説等を含むことがある１つのコンテンツの様々なバー
ジョンに対するライセンスを購入する可能性がある。任意の時点で、ユーザは、映画の章
等を見た後に、ある場面のオリジナルの脚本を読む等、別のバージョンまたはフォーマッ
トに切り替えることを希望する可能性がある。かかる実施形態では、システムは、それら
のフォーマットのそれぞれの内部での様々な位置を相関させる方法を有さなければならな
い。いくつかの実施形態では、システムは、フォーマットおよびバージョンのそれぞれ全
体で特定の場所に相当する特定のタイムコードを記憶する可能性がある。他の実施形態で
は、システムは、各１つのコンテンツ内の場所にタイムラインをマッピングする曲線また
は関数を記憶し、次いでコンテンツの２つのバージョンの中での相対的な位置をより正確
に比較できる。様々な実施形態の適用範囲内で、様々な他の比較手法を使用することもで
きる。
【００５４】
　図８は、様々な実施形態に従って使用できる、別の装置でコンテンツ８００を再開する
ための例のプロセスを示す図である。この例では、休止（または類似する）コマンドまた
は要求が装置から受け取られる８０２。説明されたように、これは、ユーザが装置上でコ
ンテンツを中止した、休止した、終わらせた、またはそれ以外の場合は終了した点または
場所を示す任意の適切な通知または通信を含むことができる。通知は、ユーザが休止オプ
ションを選択する、他のコンテンツにナビゲートする、装置をオフにする等の任意の適切
なイベントに応えて生成できる。通知の一部としてまたは以後の通信の一部としてのどち
らかで、ユーザが中止した場所のタイムコード（または別の適切な識別子）を取得できる
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８０４。次いで、現在のフォーマットのタイムコード情報は、後で取り出すために適切な
場所に記憶できる８０６。いくつかの実施形態では、この情報は、指定された期間、ユー
ザの要求時、ユーザが装置で異なるコンテンツにアクセスするまで、もしくはユーザ、コ
ンテンツプロバイダ、または他の適切なエンティティまたは関係者によって選択されてよ
い、または構成可能であってよい多くの他の理由のどれかのためにだけ記憶できる。その
後、要求は、別の装置８０８でコンテンツを再開するために受け取ることができる。この
要求は、ユーザが他の装置で特定のコンテンツに再びアクセスするのに応えて生成できる
、またはユーザがその、他の装置の電源を入れるときに自動的に生成されてよい。たとえ
ば、インターネットラジオ局は、ユーザが、同じユーザまたはライセンスのために同じ装
置または別の装置で中止した場所をつねに取り上げる可能性がある。他の装置の機能は、
本明細書の他の箇所で説明された任意の手法を使用して決定することができ、適切なフォ
ーマットを、他の装置のために決定できる８１０。適切なタイムコード変換（または類似
するプロセス）が、プレイバックまたは他のアクセスを再開する新しいフォーマットの点
を決定するために実行できる８１２ 。いったん決定されると、他の装置は、実質的に、
ユーザが元の装置で中止した点ではあるが、現在の装置にとって最適なフォーマットで、
コンテンツのストリーミング（またはそれ以外の場合プレイバックまたはコンテンツへの
アクセス提供）を開始できる。いくつかの場合では、現在の装置のフォーマットを決定す
ると、元の装置に使用されたのと同じフォーマットが生じる可能性があるが、その決定は
、少なくとも特定の実施形態で使用可能な複数のフォーマットがあるときに、依然として
動的に下される。
【００５５】
　本書で説明される様々な手法を通して取得できる他の有利な機能性は、ユーザが、その
ユーザと以前に関連付けられている、またはそれ以外の場合そのユーザと関連付けられて
おらず、以前ユーザと関連付けられていなかった、またはユーザによってアクセスされな
かったフォーマットを含む可能性がある装置でコンテンツを取得できるという点である。
たとえば、ユーザは、３Ｄディスプレイ機能を備えたテレビがある友人の家に行く可能性
がある。ユーザは３Ｄ対応装置を所有していない可能性があり、いまだかつて友人のテレ
ビによってコンテンツにアクセスしたことはない可能性がある。様々な実施形態では、ユ
ーザは、３Ｄテレビに、ユーザが識別情報または認証情報を入力する、またはそれ以外の
場合提供することによって等、そのユーザに関連付けられているコンテンツに対する要求
を提出させることがある。情報を受信するコンテンツプロバイダは、ユーザを識別するお
よび／または認証することができ、そのユーザが、ユーザライセンスまたはユーザ権利が
許可する場合、テレビで任意のコンテンツにアクセスできるようにする。さらに、ユーザ
は、それ以外の場合、そのユーザに依然関連付けられていなかった可能性がある３Ｄフォ
ーマットのコンテンツにアクセスできる。 
【００５６】
　かかる手法は、ユーザが、ユーザがかかるコンテンツを取得できる任意の装置に対して
最適化されたフォーマットの特定のコンテンツにアクセスできるようにする。たとえば、
ユーザは、航空機内で、音声システムまたはビデオシステムに対して口座を確証する、ま
たは個人識別でき、そのシステムを通してユーザのコンテンツへのアクセスを取得できる
。さらに、コンテンツは、航空機に適切なフォーマットまたはバージョンで配信できる。
たとえば、ある特定の航空会社は、航空機内のビデオシステムで表示できるコンテンツの
タイプに対して制限を課している。ユーザがシステムを通してコンテンツにアクセスする
と、ユーザは、ビデオシステム（たとえば、小型のＬＣＤ画面の場合、相対的に低解像度
のバージョン）にとって適切であるフォーマットを自動的に取得できるだけではなく、航
空機ビデオシステムでの表示のために編集された、または別様に修正されたコンテンツの
バージョンを自動的に受信することもできる。同様に、ユーザが、個々の卓上用電子ジュ
ークボックスを有する食堂車内のテーブルに着席している場合、ユーザは、ジュークボッ
クスを通して自らをシステムに認証し、ジュークボックスを通してユーザの音楽にアクセ
スできる。音楽は適切なフォーマットで配信することができ、食堂車は、施設内で再生さ
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れる明示的な言語に対して制限を課している可能性があるので、再生されるコンテンツは
そのコンテンツの任意のクリーンなバージョンである可能性がある。
【００５７】
　図９は、様々な実施形態に従って使用できる、以前未知のまたは関連付けられていなか
った装置にとって適切なフォーマットのコンテンツにユーザがアクセスできるようにする
ためのプロセス９００の例を示す。この例では、要求は、未知の装置９０２を通してコン
テンツにアクセスするためにユーザから受け取られる。たとえば、要求は、そのユーザに
よってアクセスされているその装置から受け取ることができ、その装置はコンテンツにア
クセスするために以前ユーザによってアクセスされたことがなく、その装置がそれ以外の
場合ユーザまたはユーザアカウントと関連付けられていない。コンテンツプロバイダに対
して要求が受け取られる際、プロバイダは、ユーザのアイデンティティおよびライセンス
供与権利を検証することができ９０４、同時にまたはユーザがその装置を通してコンテン
ツにアクセスる権利をもっているかどうかを決定した後に、元の要求に含まれていない場
合、装置の機能を要求できる９０６。装置機能を受け取ると、適切なフォーマットを決定
することができ９１０、ユーザが、決定されたフォーマットの装置を通してコンテンツに
アクセスすることを可能にできる９１２。個々の卓上電子ジュークボックス等のいくつか
の状況では、複数のユーザが、共通セッション中に自らをシステムに認証することができ
、ジュークボックスに適切なフォーマットでそれらのユーザのそれぞれのためにコンテン
ツにアクセスできる。ユーザは、たとえば、ユーザのカタログ等のそれぞれから音楽を再
生できるランダムプレイリストを設定できる。
【００５８】
　ユーザが任意の装置からコンテンツにアクセスできるようにするために、コンテンツプ
ロバイダは、セキュリティレベルの強化を希望して、許可されていないライセンスの共有
または他のかかるコンテンツ窃盗を防ぐ可能性がある。いくつかの実施形態では、未知の
装置にアクセスするユーザは、単に標準的なユーザ名およびパスワードまたは他の容易に
共用可能な要素以上のものを提供しなければならない。たとえば、ユーザは、いくつかの
実施形態では、ＵＳＢキー、無線フォブ、ブルートゥース装置、またはコンテンツにアク
セスしているユーザの単一のインスタンスがあることを保証できる一種の秘密鍵暗号化付
きの他の装置を提示しなければならない。追加の鍵は、明らかなはずであるように、追加
のライセンスコストのためにユーザに対して取得できる。したがって、ユーザが友人の装
置でコンテンツを再生することを希望する場合、ユーザは最初に秘密安全鍵を使用して認
証される可能性があり、それによってコンテンツプロバイダは、それが代わりに不適切に
コンテンツにアクセスしている友人ではないことに満足できる。航空機ビデオシステムで
コンテンツにアクセスすることを希望するユーザは単にキーをシステムの中に差し込み、
複雑な確認プロセスまたはセットアッププロセスを経験する必要なく、ほとんど瞬間的に
そのシステムに適切なフォーマットでそのユーザのコンテンツにアクセスできるので、か
かる装置はなんらかの簡略さを提供することもできる。
【００５９】
　コンテンツ配信および／またはアクセスの多くの態様は、上述のように、ユーザまたは
他の関係者によって構成可能であり得る。例として、図１０は、ユーザが一実施形態に従
って様々なオプションを構成できるようにするために使用できるだろうサンプルインタフ
ェース１０００を示す。この例では、ユーザはいくつかの構成可能なオプション１００２
をもつ。これらのオプションは、ドロップダウンボックスを通して選択可能であるとして
示されているが、ラジオボタン、テキストボックス、チェックボックス、もしくは既知の
、またはかかる目的のためにその後作成された他のかかる要素等のあらゆる適切な要素も
使用できることが理解されなければならない。かかるインタフェースでは、ユーザは、受
け取られるフォーマット、再生されないフォーマット、好ましいフォーマット、よび他の
かかるオプションを指定できる。この例では、ユーザは、ＨＤまでのビデオ品質のステレ
オ音声だけを受け取ることを指定した。ユーザは、たとえ入手できるとしても３Ｄビデオ
を受け取らないことを選択した。ユーザは、また、他のビデオオプションのために最大解



(23) JP 6257707 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

像度も指定した。ユーザは、帯域幅、メモリ、または他のかかるリソースを節約するため
等の任意の数の理由のために、装置の考えられる品質に満たない最大品質設定値を指定す
る可能性がある。
【００６０】
　ユーザは、ある特定の装置のために、コンテンツフォーマットに対して、ある特定の制
限を課すオプションを有することもある。たとえば、ユーザは、カーシステム、ビデオゲ
ームコンソール、または子供がアクセスする可能性がある他の装置で、映画、音声、また
は他のコンテンツのクリーンなバージョンだけを可能にすることができる。ユーザは、未
編集のバージョンをシアタールームでまたはパーソナルブックリーダーで再生できるよう
にする、またはそれらのフォーマットがそれらの装置のために「アンロック」できる、ま
たは「使用可能」となる前に特定のパスワードまたは他の要件を必要とするようにさせ得
る。同様に、ユーザは公の装置または友人の装置にプレイリストをトランスポートできる
可能性があるが、ユーザは、ある種のタイプのコンテンツが、個人の装置以外の装置でア
クセスされるのを制限し得る。たとえば、ユーザがありふれたホラー映画を好んでいるが
、他人に知られることを恥ずかしい場合、ユーザは、一定のタイトル、ジャンル、または
コンテンツの他の分類が、ユーザのアカウントまたはライセンスを通じて他の装置でアク
セス可能となるのを制限し得る。様々な実施形態の範囲内で、様々な他のアクセスまたは
セキュリティ制御を適用することもできる。
【００６１】
　少なくともいくつかの実施形態では、かかるリソースの節約または機能も、装置にとっ
て適切なフォーマットを決定するときに考慮することができる。たとえば、図７の例に戻
ると、カーラジオ７０２は、サラウンド音響またはなんらかの他の比較的高分解度のオー
ディオフォーマットを再生できる場合の可能性がある。カーラジオにとって最適なフォー
マットを決定するとき、コンテンツプロバイダシステムは、ラジオが３Ｇ接続を介して接
続するという事実を考慮に入れる可能性がある。３Ｇ接続の帯域幅制限のため、バッファ
リングに起因するプレイバックに、またはデータを十分に速く受け取ることができないこ
とに起因する他のかかる機能にギャップがある可能性があるので、高分解度フォーマット
はカーラジオでは満足が行くように再生されない可能性がある。かかる状況では、音質は
最適ではないとしても、全体的な経験は、コンテンツが中断なくアクセスできるためによ
りよいので、システムは、標準ステレオフォーマットが代わりに好ましいと決定する可能
性がある。いくつかのケースでは、ユーザまたは装置は、配信または接続の制限、または
他のかかる要因のために考えられるフォーマットを構成または制限できる。いくつかの場
合では、コンテンツ配信システムはセルラープロバイダまたは他のかかるエンティティと
も通信して、ユーザの月次使用量を決定できる可能性があり、たとえば、そのユーザが月
に許されている帯域幅量に近づいていくと、コンテンツプロバイダはコンテンツ配信の品
質を下げる、またはそれ以外の方法で、その配信チャネルを使用する特定の装置のための
フォーマット選択を、適宜に修正することがある。したがって、より高い機能を備える装
置は、装置のための接続等の面に基づいてより低い機能の装置よりもより低い品質のフォ
ーマットを受け取る可能性がある。さらに、ダウンロード対ストリーミング等の配信チャ
ネルも、様々な機能、接続等に基づいて決定できる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、システムは、経時的にユーザの挙動および使用量を追跡調査
して、コンテンツ配信の全体的な質の向上を試みることができる。たとえば、ユーザが毎
月の制限された帯域幅を有している状況では、ユーザは毎月末になると低品質のフォーマ
ットを得ることになる可能性がある。経時的に使用量パターンを監視することによって、
システムは、フォーマット選択を調整して、毎月末近くの制限を回避しようと試みること
ができる。たとえば、ユーザは、非常に高分解度のフォーマットを受け取ることができる
装置で月中の間に１つのコンテンツにアクセスする可能性があるが、画面のサイズまたは
解像度のために、そのフォーマットとより低い品質のフォーマットとの間にほとんどが差
がない。後の使用のために帯域幅を節約するために、プロバイダは、より低い品質のフォ
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ーマットでコンテンツを配信することを決定する可能性がある。かかるオプションは、ユ
ーザによって許可されない場合がある。一方、いくつかの場合では、ユーザは、結果とし
て生じる経験が著しく影響を受けない場合、配信低品質フォーマットを指定できる。様々
な他のオプションも使用できる。さらに、ユーザは、フォーマット選択をオーバーライド
し、アップグレードされたフォーマットがアクセスされることを要求するオプションを有
することがある
【００６３】
　いくつかの実施形態では、コンテンツプロバイダシステムまたは他の関係者は、フォー
マット決定で使用するために装置の性能情報を取得および／または追跡調査できる。たと
えば、ユーザは、コンピュータが高解像度ビデオをサポートすると報告する高解像度コン
テンツにコンピュータ上でアクセスする可能性がある。使用可能なメモリの量、プロセッ
サ速度、実行中の他のアプリケーションの数、および他のかかる要因等のコンピュータの
制限のため、コンピュータでの高解像度ビデオの再生は、非常に低速または途切れ途切れ
である可能性がある、もしくはコンピュータをハングさせる可能性もある。類似する問題
は、一定の機能を報告するが、実際にはそれらの機能を許容できるレベルの品質で提供す
ることができない他の装置でも発生する場合がある。したがって、システムは、少なくと
も部分的に実際の装置性能に基づいてフォーマットを選択できる。ユーザは装置の実際の
実行能力がまったくわからない場合があるので、かかる手法は、以前未知である、または
ユーザによってアクセスされていない装置にとって、特に有益である場合がある。さらに
、システムは、装置の実際の機能の指標として、ユーザがある特定装置で、何時より高い
品質またはより低い品質を選択するのかを追跡調査できる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、装置は、ユーザが装置に対して認証されるときに、様々なフ
ォーマットおよびバージョンの情報を含む、ユーザが権利をもつすべてのコンテンツのリ
ストを取得する（または少なくともアクセスできる）ことができる。かかるリストは、ユ
ーザが権利をもつ新しいフォーマットが利用可能になったとき等、適宜に更新、維持でき
る。かかるリストの更新および記憶は、特定のリソースを必要とすることがある一方、か
かるリストはコンテンツプロバイダに対する、受け取られた要求の数を最小限に抑え、あ
る特定の１つのコンテンツに関してユーザがもっている権利を決定できる。
【００６５】
　上述のように、様々な実施形態が、多岐に渡る動作環境で実装でき、いくつかのケース
では、それは、１台または複数のコンピュータ、計算装置、または多くのアプリケーショ
ンの内のどれかを操作するために使用できる処理装置を含めることができる。ユーザ装置
またはクライアント装置は、標準オペレーティングシステムを実行するデスクトップコン
ピュータまたはラップトップコンピュータ等の多くの汎用パーソナルコンピュータ、なら
びにモバイルソフトウェアを実行し、多くのネットワーキングプロトコルおよびメッセー
ジングプロトコルをサポートできるセルラー装置、無線装置、およびハンドヘルド装置の
内のどれかも含むことができる。かかるシステムは、開発およびデータベース管理等のた
めに、さまざまな市販されているオペレーティングシステム、および他の既知のアプリケ
ーションのどれかを実行する多くのワークステーションも含むこともできる。また、これ
らの装置は、ダミー端末、シンクライアント、ゲームシステム、およびネットワークを介
して通信可能な他の装置等の他の電子機器を含むこともできる。
【００６６】
　また、様々な態様は、サービス指向アーキテクチャの一部であってよい等、少なくとも
の１つのサービスまたはウェブサービスの一部として実現できる。ウェブサービス等のサ
ービスは、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）フォーマットのメッセージを使用することに
よって等、任意の適切なタイプのメッセージングを使用して通信することが可能で、（「
シンプルオブジェクトアクセスプロトコル」から派生するＳＯＡＰ等の適切なプロトコル
を使用して交換できる。かかるサービスによって提供または実行されるプロセスは、ウェ
ブサービス記述言語（ＷＳＤＬ）等の任意の適切な言語で書き込むことができる。ＷＳＤ
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Ｌ等の言語を使用すると、様々なＳＯＡＰフレームワークでのクライアント側コードの自
動生成等の機能性が可能になる。
【００６７】
　大部分の実施形態は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＯＳＩ、ＦＴＰ、ＵＰｎＰ、ＮＦＳ、ＣＩＦＳ、
およびＡｐｐｌｅＴａｌｋ等のさまざまな市販されているプロトコルのどれかを使用する
通信に対応するための当業者によく知られているであろう少なくとも１つのネットワーク
を利用する。ネットワークは、たとえば、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワー
ク、仮想プライベートネットワーク、インターネット、イントラネット、エクストラネッ
ト、公衆交換電話網、赤外線ネットワーク、無線ネットワーク、およびその任意の組合せ
であることができる。
【００６８】
　ウェブサーバを活用する実施形態では、ウェブサーバは、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰサー
バ、ＣＧＩサーバ、データサーバ、Ｊａｖａサーバ、およびビジネスアプリケーションサ
ーバを含む、さまざまなサーバまたはミッドティアアプリケーションのどれかを実行でき
る。サーバ（複数の場合がある）は、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｃ＃、またはＣ＋＋等
の任意のプログラミング言語、またはＰｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、またはＴＣＬ等の任意の
スクリプト言語、およびその組合せとして実装され得る、１つまたは複数のスクリプトま
たはプログラムとして実装され得る１つまたは複数のウェブアプリケーションを実行する
ことによって等、ユーザ装置からの応答要求でプログラムまたはスクリプトを実行でき得
る。サーバ（複数の場合がある）は、Ｏｒａｃｌｅ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（
登録商標）、Ｓｙｂａｓｅ（登録商標）およびＩＢＭ（登録商標）から市販されているデ
ータベースサーバを含むが、これらに限定されないデータベースサーバも含んでよい。
【００６９】
　環境は、上述のような、さまざまなデータストアおよび他のメモリおよび記憶媒体を含
むことができる。これらは、コンピュータの１台または複数にとってローカルな（および
／またはコンピュータの１台または複数内に存在する）記憶媒体上、またはネットワーク
にわたってのコンピュータのどれかまたはすべてから遠く離れた等、さまざまな場所に存
在することができる。実施形態の特定のセットでは、情報は、当業者によく知られている
ストレージエリアネットワーク（「ＳＡＮ」）に存在してよい。同様に、コンピュータ、
サーバ、または他のネットワーク装置に帰属する機能を実行するために必要なあらゆるフ
ァイルは、適宜に、ローカルにおよび／または遠隔に記憶されてよい。システムがコンピ
ュータ化された装置を含む場合、それぞれのかかる装置は、バスを介して電気的に結合さ
れ得るハードウェア要素を含むことができ、その要素は、たとえば、少なくとも１つの中
央演算処理装置（ＣＰＵ）、少なくとも１つの入力装置（たとえば、マウス、キーボード
、コントローラ、タッチスクリーン、またはキーパッド）、および少なくとも１つの出力
装置（たとえば、表示装置、プリンタ、またはスピーカ）を含む。かかるシステムは、デ
ィスクドライブ、光記憶装置、およびランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または読取
専用メモリ（「ＲＯＭ）」等のソリッドステート記憶装置等の１つまたは複数の記憶装置
、ならびに取り外し可能なメディア装置、メモリカード、フラッシュカード等も含んでよ
い。
【００７０】
　かかる装置は、コンピュータ可読記憶媒体読取装置、通信装置（たとえば、モデム、ネ
ットワークカード（無線または優先）、赤外線通信装置等）、および上述のようなワーキ
ングメモリも含む場合がある。コンピュータ可読記憶媒体読取装置は、遠隔記憶装置、ロ
ーカル記憶装置、固定記憶装置、および／または取外し可能記憶装置を表すコンピュータ
可読記憶媒体、ならびに一時的におよび／または恒久的にコンピュータ可読情報を格納す
る、記憶する、送信する、および取り出すための記憶媒体と接続できる、またはコンピュ
ータ可読記憶媒体を受け入れるように構成できる。また、システムおよび様々な装置は、
通常、クライアントアプリケーションまたはウェブブラウザ等のオペレーティングシステ
ムおよびアプリケーションプログラムを含む、少なくとも１つのワーキングメモリ装置の
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内部に位置する多くのソフトウェアアプリケーション、モジュール、サービス、または他
の要素を含む。代わりの実施形態が、上記に説明されたものからの多数の変形物を有する
ことがあることが認識されるべきである。たとえば、カスタマイズされたハードウェアも
使用される可能性がある、および／または特定の要素がハードウェア、（アプレット等の
高移植性ソフトウェアを含む）ソフトウェア、または両方において実現される可能性があ
る。さらに、ネットワーク入／出力装置等の他の計算装置への接続も利用されてよい。
【００７１】
　コード、またはコードの一部を格納するための記憶媒体およびコンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、または他のメモリ技術、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テ
ープ、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶装置、もしくは所望される情報を記憶
するために使用することができ、システム装置によってアクセスできる任意の他の媒体を
含む、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータ等
の情報の記憶および／または伝送のための任意の方法または技術で実現される揮発性媒体
および不揮発性媒体、取外し可能媒体および取り外しできない媒体を含むことがあるが、
これらに限定されない、技術で既知のまたは使用されている任意の適切な媒体を含むこと
がある。本開示および本書に提供される教示に基づき、当業者は、様々な実施形態を実現
するための他の手段および／または方法を理解する。
【００７２】
　本明細書および図面は、従って、制限的な意味ではなく例示説明的な意味とみなされる
べきである。ただし、様々な実施形態および変更が、特許請求の範囲に述べられる本発明
のより広い精神および範囲から逸脱することなくそれに対して加えられてよいことは明ら
かである。
【００７３】
　付記項１．電子機器に提供されるコンテンツのフォーマットを動的に決定するコンピュ
ータにより実現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　電子機器のユーザから特定されたコンテンツに対する要求を受け取ることと、 
　ユーザが特定されたコンテンツに対してもつ権利を決定することと、 
　電子機器の機能情報を要求する要求を電子機器に送信することと、 
　電子機器の機能情報を含む応答を電子機器から受け取ることと、 
　少なくとも部分的に装置の機能情報およびユーザが特定されたコンテンツに対してもつ
権利に基づいて、電子機器にとって適切なコンテンツ電子機器の少なくとも一部の少なく
とも１つのフォーマットを決定することと、 
　ユーザが、電子機器を介して、コンテンツの少なくとも一部の決定された少なくとも１
つのフォーマットにアクセスできるようにすることと、
を含むコンピュータにより実現される方法。
【００７４】
　付記項２．電子機器の機能情報が、電子機器の複数の機能、または特定されたコンテン
ツのための電子機器の好ましい機能を特定する情報の内の少なくとも１つを含む、付記項
１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００７５】
　付記項３．電子機器に適切なコンテンツ電子機器のフォーマットが、電子機器が対応す
る最高品質のフォーマットである、付記項１に記載のコンピュータにより実現される方法
。
【００７６】
　付記項４．コンテンツフォーマットを決定する、コンピュータにより実現される方法で
あって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　電子機器を介するコンテンツアクセス要求を受け取ることと、 
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　電子機器の１つまたは複数の機能を決定することと、 
少なくとも部分的に電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて、電子機器を介してアク
セス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを決
定することであって、コンテンツの少なくとも１つの部分が、それぞれが異なる機能を要
求することができる複数の異なるフォーマットでアクセス可能となることができる、決定
することと、 
　電子機器を介して少なくとも１つの決定されたフォーマットでのコンテンツの少なくと
も一部のアクセスを可能にすることと、
を含む、コンピュータにより実現される方法。
【００７７】
　付記項５．コンテンツに関する電子機器のユーザの権利を決定することをさらに含み、
コンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを決定することが、
さらに、少なくとも部分的にコンテンツに関するユーザの権利に基づく、付記項４に記載
のコンピュータにより実現される方法。
【００７８】
　付記項６．コンテンツに関するユーザの権利が、コンテンツの単一のフォーマット、コ
ンテンツの少なくとも１つの部分の複数のフォーマット、またはコンテンツの少なくとも
一部の任意の既存のフォーマットおよび将来のフォーマットに対する権利の内の少なくと
も１つを含む、付記項５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００７９】
　付記項７．コンテンツのアクセスを可能にすることが、電子機器上で、コンテンツを再
生できるようにする、表示できるようにする、レンダリングできるようにする、ダウンロ
ードできるようにする、ストリーミングできるようにする、または提示できるようにする
ことの内の少なくとも１つを含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法
。
【００８０】
　付記項８．複数のフォーマットが、異なる解像度、音声品質、表示要件、音声チャネル
、配信チャネル、および実行言語を備えるフォーマットの内の少なくとも１つを含む、付
記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８１】
　付記項９．電子機器の１つまたは複数の機能が、音声機能、ビデオレンダリング機能、
表示機能、電力消費率、使用可能な電池寿命、使用可能な入力機構、使用可能な出力機構
、データ接続タイプ、および周辺装置情報の内の少なくとも１つを含む、付記項４に記載
のコンピュータにより実現される方法。
【００８２】
　付記項１０．ユーザが、電子機器を介してアクセス可能となるコンテンツの少なくとも
一部の、決定されたフォーマットとは異なるフォーマットを選択できるようにすること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８３】
　付記項１１．選択された異なるフォーマットについてユーザによるオーバーライド情報
を記憶することをさらに含み、ユーザによるオーバライド情報が、ユーザ、コンテンツ、
または電子機器の内の少なくとも１つについての将来のフォーマット決定に使用できる、
付記項１０に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８４】
　付記項１２．コンテンツが、さらに１つまたは複数のフォーマットの複数のバージョン
を有することができ、
　少なくとも部分的にユーザの権利に基づいて、電子機器を介してユーザによってアクセ
ス可能となるコンテンツのバージョンを決定すること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８５】



(28) JP 6257707 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

　付記項１３．ユーザに、電子機器で決定されたフォーマットでアクセス可能となるコン
テンツのバージョンを選択するように促すこと、
をさらに含む、付記項１２に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８６】
　付記項１４．電子機器の１つまたは複数の機能を決定することが、電子機器から機能情
報を受け取ることを含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８７】
　付記項１５．電子機器の１つまたは複数の機能を決定することが、少なくとも部分的に
電子機器の識別子に基づいて機能情報を調べることを含む、付記項４に記載のコンピュー
タにより実現される方法。
【００８８】
　付記項１６．電子機器のユーザが、電子機器を介して少なくとも１つのタイプのコンテ
ンツにとってアクセス可能なまたはアクセス不可となる１つまたは複数のフォーマットを
指定できるようにすること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００８９】
　付記項１７．電子機器のユーザが、電子機器を介して少なくとも１つのタイプのコンテ
ンツにとってアクセス可能となる１つまたは複数のフォーマットをランク付けできるよう
にすること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００９０】
　付記項１８．複数のフォーマットの少なくとも一部に関して装置性能を監視することを
さらに含み、適切なフォーマットの決定が、さらに、少なくとも部分的に監視された装置
性能に基づく、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【００９１】
　付記項１９．適切なフォーマットの決定が、さらに、少なくとも部分的にユーザ挙動情
報、ユーザ履歴情報、およびユーザ嗜好情報に基づく、付記項４に記載のコンピュータに
より実現される方法。
【００９２】
　付記項２０．電子機器を介してアクセス可能となるコンテンツフォーマットを決定する
ためのシステムであって、 
　プロセッサ、および 
　プロセッサによって実行されるときに、システムに、 
　電子機器を介するコンテンツアクセス要求を受け取らせる、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定させる、 
　少なくとも部分的に電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて、電子機器を介してア
クセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを
決定させ、コンテンツの少なくとも一部が、それぞれが異なる機能を要求することができ
る複数の異なるフォーマットでアクセス可能となることができる、および 
　電子機器を介して決定されたフォーマットでのコンテンツの少なくとも一部のアクセス
を可能にさせる
命令を含むメモリと、
を備える、システム。
【００９３】
　付記項２１．実行時に、命令が、システムに、 
　コンテンツに関する電子機器のユーザの権利を決定することをさらに行わせ、コンテン
ツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを決定することが、さらに、
少なくとも部分的にコンテンツに関するユーザの権利に基づく、付記項２０に記載のシス
テム。
【００９４】
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　付記項２２．コンテンツに関するユーザの権利が、コンテンツの単一のフォーマット、
コンテンツの少なくとも一部の複数のフォーマット、またはコンテンツの少なくとも一部
の任意の既存のフォーマットおよび将来のフォーマットに対する権利の内の少なくとも１
つを含む、付記項２０に記載のシステム。
【００９５】
　付記項２３．プロセッサによって実行されるときに、プロセッサに、 
　電子機器を介するコンテンツアクセス要求を受け取らせる、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定させる、 
　少なくとも部分的に電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて、電子機器を介してア
クセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを
決定させ、コンテンツの少なくとも一部が、それぞれが異なる機能を要求することができ
る複数の異なるフォーマットでアクセス可能となることができる、および
　電子機器を介して決定されたフォーマットでのコンテンツの少なくとも一部のアクセス
を可能にさせる
命令を含む、固定コンピュータ可読記憶媒体。
【００９６】
　付記項２４．実行時に、命令が、プロセッサに、 
　コンテンツに関する電子機器のユーザの権利を決定することをさらに行わせ、コンテン
ツの少なくとも一部の少なくとも１つの適切なフォーマットを決定することが、さらに、
少なくとも部分的にコンテンツに関するユーザの権利に基づく、付記項２３に記載のシス
テム。
【００９７】
　付記項２５．コンテンツに関するユーザの権利が、コンテンツの単一のフォーマット、
コンテンツの少なくとも一部の複数のフォーマット、またはコンテンツの少なくとも一部
の任意の既存のフォーマットおよび将来のフォーマットに対する権利の内の少なくとも１
つを含む、付記項２３に記載のシステム。
【００９８】
　付記項２６．未知の装置上での、その装置に適切なフォーマットでのコンテンツへのア
クセスを可能にする、コンピュータにより実現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　ユーザから、電子機器で特定されたコンテンツのアクセス要求を受け取ることであって
、電子機器が依然ユーザと関連付けられていない、受け取ることと、 
　ユーザからの安全なユーザ識別情報を要求することと、 
　安全なユーザ識別情報を受け取ることに応えて、安全なユーザ識別情報を確証し、特定
されたコンテンツに関してユーザのための権利を決定することと、 
　電子機器の機能情報を要求することと、 
　電子機器の機能情報を受け取ることに応えて、少なくとも部分的に、機能情報および特
定されたコンテンツに関するユーザのための権利に基づいて、電子機器を介してアクセス
可能となる特定されたコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマットを決
定することと、 
　ユーザが、電子機器で、決定された少なくとも１つのフォーマットで特定されたコンテ
ンツにアクセスできるようにすること、
を含む、コンピュータにより実現される方法。
【００９９】
　付記項２７．安全なユーザ識別情報が、安全な秘密鍵を含む物理的実体から取得される
、付記項１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１００】
　付記項２８．安全なユーザ識別情報が、ユーザによって電子機器に入力されるデータを
介して取得される、付記項１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１０１】
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　付記項２９．電子機器でコンテンツへのアクセスを可能にする、コンピュータにより実
現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　ユーザから電子機器でのコンテンツアクセス要求を受け取ることと、 
　ユーザのアイデンティティを認証することと、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定することと、 
　少なくとも部分的にユーザのアイデンティティおよび装置の１つまたは複数の機能に基
づいて、電子機器を介してユーザによってアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一
部の少なくとも１つのフォーマットを決定することと、 
　ユーザが、電子機器を介して決定された少なくとも１つのフォーマットのコンテンツに
アクセスできるようにし、電子機器が、ユーザのアイデンティティと以前に関連付けられ
ていなかったこと、
を含む、 　
コンピュータにより実現される方法。
【０１０２】
　付記項３０．電子機器が公にアクセス可能な装置である、付記項４に記載のコンピュー
タにより実現される方法。
【０１０３】
　付記項３１．コンテンツにアクセスする要求に応えて、安全なユーザ識別情報を要求す
ることをさらに含み、ユーザのアイデンティティが、少なくとも部分的に安全なユーザ識
別情報に基づく、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１０４】
　付記項３２．安全なユーザ識別情報が、安全な秘密鍵を含む物理的実体から取得される
、付記項６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１０５】
　付記項３３．安全なユーザ識別情報が、ユーザによって電子機器に入力されるデータを
介して取得される、付記項６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１０６】
　付記項３４．コンテンツに関するユーザの権利を決定することをさらに含み、電子機器
でアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマットを決
定することが、さらに、少なくとも部分的に決定された権利に基づく、付記項４に記載の
コンピュータにより実現される方法。
【０１０７】
　付記項３５．コンテンツにアクセスできるようにすることが、電子機器上で、コンテン
ツを再生できるようにする、表示できるようにする、レンダリングできるようにする、ダ
ウンロードできるようにする、ストリーミングできるようにする、または提示できるよう
にすることの内の少なくとも１つを含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現され
る方法。
【０１０８】
　付記項３６．複数のフォーマットが、異なる解像度、音声品質、表示表見、音声チャン
ネル、配信チャネル、および実行言語を備えたフォーマットの内の少なくとも１つを含む
、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１０９】
　付記項３７．電子機器の１つまたは複数の機能が、音声機能、ビデオレンダリング機能
、表示機能、電力消費率、使用可能な電池寿命、使用可能な入力機構、使用可能な出力機
構、データ接続タイプ、および周辺装置情報の内の少なくとも１つを含む、付記項４に記
載のコンピュータにより実現される方法。
【０１１０】
　付記項３８．ユーザが、電子機器を介してアクセス可能となるコンテンツの少なくとも
一部の異なるフォーマットを選択できるようにすること、
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をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。 
【０１１１】
　付記項３９．電子機器のために、ユーザによるオーバライド情報として異なるフォーマ
ットの選択を記憶することをさらに含み、ユーザによるオーバライド情報が、ユーザ、コ
ンテンツ、または電子機器の内の少なくとも１つについての将来のフォーマット決定に使
用できる、付記項１３に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１１２】
　付記項４０．コンテンツが、さらに１つまたは複数のフォーマットの複数のバージョン
を有することができ、
　少なくとも部分的にユーザの権利または電子機器のタイプに基づいて、電子機器を介し
てユーザによってアクセス可能となるコンテンツのバージョンを決定すること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１１３】
　付記項４１．電子機器の１つまたは複数の機能が、少なくとも部分的に、電子機器から
機能情報を受け取ること、 または少なくとも部分的に第２の電子機器の識別子に基づい
て機能情報を調べることによって決定される、付記項４に記載のコンピュータにより実現
される方法。
【０１１４】
　付記項４２．電子機器のユーザが、電子機器を介して少なくとも１つのタイプのコンテ
ンツにとってアクセス可能またはアクセス不可となる１つまたは複数のフォーマットを指
定できるようにすること、
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１１５】
　付記項４３．ユーザが、電子機器を介して少なくとも１つのタイプのコンテンツにアク
セス可能となる１つまたは複数のフォーマットをランク付けできるようにする、付記項４
に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１１６】
　付記項４４．電子機器でコンテンツへのアクセスを可能にするシステムであって、 
プロセッサ、および 
　プロセッサによって実行されるときに、システムに、 
　ユーザから電子機器でのコンテンツアクセス要求を受け取ることと、 
　ユーザのアイデンティティを認証することと、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定することと、 
　少なくとも部分的にユーザのアイデンティティおよび装置の１つまたは複数の機能に基
づいて、電子機器を介してユーザによってアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一
部の少なくとも１つのフォーマットを決定することと、 
　ユーザが、電子機器を介して決定された少なくとも１つのフォーマットのコンテンツに
アクセスできるようにすることとであって、
　電子機器が、ユーザのアイデンティティと以前に関連付けられていなかったこと、
を行わせる命令を含むメモリ、
を含む、
システム。 
【０１１７】
　付記項４５．実行時に、命令が、システムに、 
　コンテンツアクセス要求に応えて、安全なユーザ識別情報を要求させることをさらに行
わせ、ユーザのアイデンティティが、少なくとも部分的に安全なユーザ識別情報に基づい
て認証される、付記項１９に記載のシステム。
【０１１８】
　付記項４６．安全なユーザ識別情報が、安全な秘密鍵を含む物理的実体から、またはユ
ーザによって電子機器に入力されるデータを介して取得される、付記項１９に記載のシス
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テム。
【０１１９】
　付記項４７．実行時に、命令が、システムに、 
　コンテンツに関するユーザの権利を決定することをさらに行わせ、電子機器でアクセス
可能となるコンテンツのフォーマットを決定することが、さらに、少なくとも部分的に決
定された権利に基づく、付記項１９に記載のシステム。
【０１２０】
　付記項４８．プロセッサによって実行されるときに、プロセッサに、 
　ユーザから電子機器でのコンテンツアクセス要求を受け取らせ、 
　ユーザのアイデンティティを認証させ、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定させ、 
　少なくとも部分的にユーザのアイデンティティおよび装置の１つまたは複数の機能に基
づいて、電子機器を介してユーザによってアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一
部の少なくとも１つのフォーマットを決定させ、 
　ユーザが、電子機器を介して決定されたフォーマットのコンテンツにアクセスできるよ
うにし、電子機器が、ユーザのアイデンティティと以前に関連付けられていなかった、
命令を含む、
固定コンピュータ可読記憶媒体。 
【０１２１】
　付記項４９．実行時に、命令が、システムに、さらに 
　コンテンツアクセス要求に応えて、安全なユーザ識別情報を要求させ、ユーザのアイデ
ンティティが、少なくとも部分的に安全なユーザ識別情報に基づいて認証される、付記項
２３に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１２２】
　付記項５０．実行時に、命令が、システムに、さらに 
　コンテンツに関するユーザの権利を決定させ、電子機器でアクセス可能となるコンテン
ツのフォーマットを決定することが、さらに、少なくとも部分的に決定された権利に基づ
く、付記項２３に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１２３】
　付記項５１．電子機器間で同期されるように、コンテンツの１つのフォーマットを動的
に決定する、コンピュータにより実現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　ユーザのための第１の電子機器の、コンテンツ管理サービスでの登録を求める第１の要
求を受け取ることと、 
　第１の装置に記憶されるアプリケーションおよびファイルについての情報を取得するこ
とと、 
　ユーザのための第２の電子機器の、コンテンツ管理サービスでの登録を求める第２の要
求を受け取ることと、 
　ユーザが、第１の電子機器に記憶されるアプリケーションおよびファイルに対してもつ
権利を決定することと、 
　第２の電子機器の機能情報を要求する要求を第２の電子機器に送信することと、 
　第２の電子機器の機能情報を含む応答を第２の電子機器から受け取ることと、 
　少なくとも部分的に第２の電子機器の機能情報およびユーザがアプリケーションおよび
ファイルに対してもつ権利に基づいて、第２の電子機器にとって適切なアプリケーション
およびファイルの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマットを決定することと、 
　アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、少なくとも１つのフォーマット
で第２の電子機器に記憶させることと、
を含み、 
　第１の電子機器および第２の電子機器が、アプリケーションおよびファイルに関して実
質的に同期され、第１の電子機器および第２の電子機器が少なくとも１つの共通のアプリ
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ケーションまたはファイルの異なるフォーマットを記憶できる、
コンピュータにより実現される方法。
【０１２４】
　付記項５２．第２の電子機器の機能情報が、第２の電子機器の複数の機能、または決定
されたアプリケーションおよびファイルのための第２の電子機器の好ましい機能を特定す
る情報の内の少なくとも１つを含む、付記項５１に記載のコンピュータにより実現される
方法。
【０１２５】
　付記項５３．第２の電子機器に適切な少なくとも１つのアプリケーションまたはファイ
ルのフォーマットが、第２の電子機器が対応する最高品質のフォーマットである、付記項
５１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１２６】
　付記項５４．アプリケーションおよびファイルの内の少なくとも１つが、それぞれが異
なるフォーマットを有する少なくとも２つの要素を含む、複合フォーマットである、付記
項５１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１２７】
　付記項５５．電子機器を同期させる、コンピュータにより実現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　第２のユーザ装置の、第１のユーザ装置との同期要求を受け取ることと、
　第２のユーザ装置の機能を決定することと、 
　第２のユーザ装置に同期するように第１のユーザ装置で記憶されるアプリケーションお
よびファイルを決定することと、 
　少なくとも部分的に、第２のユーザ装置の機能に基づいて、第２のユーザ装置にとって
適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマッ
トを決定することと、 
　アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで第２のユーザ装置に記憶させること、
を含む、コンピュータにより実現される方法。
【０１２８】
　付記項５６．アプリケーションおよびファイルの内の少なくとも１つが、それぞれが異
なるフォーマットを有する少なくとも２つの要素を含む、複合フォーマットである、付記
項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１２９】
　付記項５７．ユーザが、第１のユーザ装置に記憶されるアプリケーションおよびファイ
ルに関してもつ権利を決定すること、
をさらに含み、 
　第２のユーザ装置に適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なく
とも１つのフォーマットを決定することが、さらに、少なくとも部分的に決定された権利
に基づく、
付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１３０】
　付記項５８．権利が、単一のフォーマット、複数の既存のフォーマット、またはアプリ
ケーションおよびファイルのどれかの任意の既存のフォーマットおよび将来のフォーマッ
トに対する権利の内の少なくとも１つを含む、付記項５７に記載のコンピュータにより実
現される方法。
【０１３１】
　付記項５９．ユーザが第２のユーザ装置に少なくとも１つのアプリケーションまたはフ
ァイルをインストールする権利をもたないと決定されるときに、ユーザに追加の権利を取
得するように促すこと、
をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
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【０１３２】
　付記項６０．第２の装置に同期される第１の装置上に記憶されるデータを決定すること
、
をさらに含み、
　データの少なくとも一部が、少なくとも１つのアプリケーションのための決定された少
なくとも１つのフォーマットに従って第２の装置に記憶される、付記項５５に記載のコン
ピュータにより実現される方法。
【０１３３】
　付記項６１．第２のユーザ装置の、第１のユーザ装置との同期要求が、手動ユーザ要求
、第１のユーザ装置または第２のユーザ装置上で実行される走査手順、または第２のユー
ザ装置の初期登録に応えて生成される、付記項５５に記載のコンピュータにより実現され
る方法。
【０１３４】
　付記項６２．第２の装置の同期される第１のユーザ装置に記憶されるアプリケーション
およびファイルを決定することが、第１のユーザ装置から、またはコンテンツ管理サービ
スによって記憶される、アプリケーションおよびファイルのリストを取得すること、また
は第１のユーザ装置のコンテンツを走査することを含む、付記項５５に記載のコンピュー
タにより実現される方法。 
【０１３５】
　付記項６３．第２のユーザ装置に同期される第１のユーザ装置に記憶されるアプリケー
ションおよびファイルを決定することが、ユーザに、同期される、見つけられたアプリケ
ーションおよびファイルを承認するように促すことを含む、付記項５５に記載のコンピュ
ータにより実現される方法。
【０１３６】
　付記項６４．第２のユーザ装置に適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも
一部の少なくとも１つのフォーマットを決定することが、第２のユーザ装置の機能情報を
用いて、少なくとも１つのサードパーティコンテンツプロバイダと交信することを含む、
付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。 
【０１３７】
　付記項６５．第１のユーザ装置に同期される第２のユーザ装置に記憶されるアプリケー
ションおよびファイルを決定することと、 
　少なくとも部分的に第１のユーザ装置の機能に基づいて、第１のユーザ装置に適切なア
プリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマットを決定
することと、 
　アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで第１のユーザ装置に記憶させること、
をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。 
【０１３８】
　付記項６６．アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、少なくとも１つの
第３のユーザ装置に記憶させることをさらに含み、アプリケーションおよびファイルの少
なくとも一部が、少なくとも３つの装置全体で同期される、 
付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１３９】
　付記項６７．第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間で同期されるアプリケーショ
ンまたはファイルの変更について、第１のユーザ装置および第２のユーザ装置の内の少な
くとも１つを定期的に走査すること、
をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１４０】
　付記項６８．第１のユーザ装置および第２のユーザ装置にわたって、少なくとも１つの
アプリケーションまたはファイルの状態情報を維持すること、
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をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１４１】
　付記項６９．第２のユーザ装置の機能が、処理機能、メモリ量、音声機能、ビデオレン
ダリング機能、表示機能、電力消費率、使用可能な電池寿命、使用可能な入力機構、使用
可能な出力機構、データ接続タイプ、および周辺装置情報の内の少なくとも１つを含む、
付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１４２】
　付記項７０．ユーザが、第２のユーザ装置にインストールされるアプリケーションの、
決定されたフォーマットとは異なるフォーマットを選択できるようにすること、
をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１４３】
　付記項７１．選択された異なるフォーマットについてユーザによるオーバライド情報を
記憶することをさらに含み、ユーザによるオーバライド情報が、ユーザ、アプリケーショ
ン、または電子機器の内の少なくとも１つについての将来のフォーマット決定に使用でき
る、付記項７０に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１４４】
　付記項７２．アプリケーションおよびファイルの少なくとも１つが、さらに１つまたは
複数のフォーマットの複数のバージョンを有することができ、 
少なくとも部分的にユーザの権利に基づき、第２のユーザ装置に記憶されるアプリケーシ
ョンおよびファイルの内の少なくとも１つのバージョンを決定すること、
をさらに含む、付記項５５に記載のコンピュータにより実現される方法。 
【０１４５】
　付記項７３．少なくとも１つのアプリケーションまたはファイルに関して第２のユーザ
装置の性能を監視することをさらに含み、適切なフォーマットを決定することが、さらに
、少なくとも部分的に監視されている性能に基づく、付記項５５に記載のコンピュータに
より実現される方法。
【０１４６】
　付記項７４．適切なフォーマットの決定が、さらに、少なくとも部分的にユーザ挙動情
報、ユーザ履歴情報、およびユーザ嗜好情報に基づく、付記項５５に記載のコンピュータ
により実現される方法。
【０１４７】
　付記項７５．電子機器を同期させるためのシステムであって、 
　プロセッサ、および 
　プロセッサによって実行されるときに、システムに、 
　第２のユーザ装置の、第１のユーザ装置との同期要求を受け取らせる、 
　第２のユーザ装置に同期させる第１のユーザ装置で記憶されるアプリケーションおよび
ファイルを決定させる、 
　第２のユーザ装置に適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なく
とも１つのフォーマットを、少なくとも部分的に第２のユーザ装置の機能に基づいて決定
させる、および 
　アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで第２のユーザ装置に記憶させる
命令を含むメモリと、
を備える、システム。
【０１４８】
　付記項７６．実行時に、命令が、システムに、さらに 
　ユーザが、第１の電子機器に記憶されるアプリケーションおよびファイルに対してもつ
権利を決定させ、 
　第２のユーザ装置に適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なく
とも１つのフォーマットが、さらに、少なくとも部分的に決定された権利に基づいて決定
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される、
付記項７５に記載のシステム。 
【０１４９】
　付記項７７．プロセッサによって実行されるときに、プロセッサに、 
　第２のユーザ装置の、第１のユーザ装置との同期要求を受け取らせる、
　第２のユーザ装置の機能を決定させる、 
　第２のユーザ装置に同期させる第１のユーザ装置で記憶されるアプリケーションおよび
ファイルを決定させる、 
　第２のユーザ装置に適切なアプリケーションおよびファイルの少なくとも一部の少なく
とも１つのフォーマットを、少なくとも部分的に第２のユーザ装置の機能に基づいて決定
させる、および 
　アプリケーションおよびファイルの少なくとも一部を、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで第２のユーザ装置に記憶させる、
命令を備える、固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１５０】
　付記項７８．異なる機能を備える装置にわたって、コンテンツを休止し、再開する、コ
ンピュータにより実現される方法であって、 
実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　第１の電子機器のユーザから特定されたコンテンツに対する要求を受け取ることと、
　少なくとも部分的に第１の電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて、第１の電子機
器を介してアクセス可能となる特定されたコンテンツの第１のフォーマットを決定するこ
とと、 
　ユーザが、第１の電子機器を介して特定されたコンテンツの第１のフォーマットにアク
セスできるようにすることと、 
　特定されたコンテンツに関して、第１の電子機器から休止コマンドを受け取ることと、
 
　休止コマンドを受け取るようにされたコンテンツでの休止場所を示す特定されたコンテ
ンツに関するユーザのための情報記憶することと、 
　第２の電子機器でユーザから特定されたコンテンツの再開要求を受け取ることと、 
　少なくとも部分的に第２の電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて、第２の電子機
器を介してアクセス可能となる特定されたコンテンツの第２のフォーマットを決定するこ
とと、 
　第１のフォーマットの休止位置に対応する、第２のフォーマットの再開位置を決定する
こと、および 
　ユーザが、再開位置から第２の電子機器を介して第２のフォーマットの特定されたコン
テンツにアクセスできるようにすることと、
を含む、コンピュータにより実現される方法。 
【０１５１】
　付記項７９．第１のフォーマットが、第１の電子機器によってサポートされる最高品質
のフォーマットであり、第２のフォーマットが、第２の電子機器によってサポートされる
最高品質のフォーマットである、付記項７８に記載のコンピュータにより実現される方法
。
【０１５２】
　付記項８０．第１の電子機器および第２の電子機器が異なるタイプの装置である、付記
項７８に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１５３】
　付記項８１．異なる装置でコンテンツを再開するコンピュータにより実現される方法で
あって、 
実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
第１の電子機器を介して、ユーザによるコンテンツのアクセスの中断に応えて、コンテン
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ツの中断状態を決定することと、 
特定された中断状態の情報を記憶することと、 
第２の電子機器を介して、ユーザによるコンテンツのアクセス再開要求を受け取ることと
、 
第２のユーザ装置でアクセス可能となるアプリケーションおよびファイルの少なくとも一
部の少なくとも１つのフォーマットを、少なくとも部分的に第２のユーザ装置の１つまた
は複数の機能に基づいて決定することと、 
ユーザが、決定された中断状態に対応する再開状態で、決定された少なくとも１つのフォ
ーマットで、第２の電子機器を介してコンテンツにアクセスできるようにすることであっ
て、決定された少なくとも１つのフォーマットが、コンテンツの少なくとも一部について
、第１の電子機器でアクセス可能なフォーマットと異なることができる、アクセスできる
ようにすることと、
を含む、方法。 
【０１５４】
　付記項８２．コンテンツに関するユーザの権利を決定することをさらに含み、第２の電
子機器でアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つのフォーマッ
トを決定することが、さらに、少なくとも部分的に決定された権利に基づく、付記項８１
に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１５５】
　付記項８３．少なくとも１つのフォーマット変換アルゴリズムを使用して、第１の電子
機器でアクセス可能なフォーマットでの中断状態に基づいて、第２の電子機器の少なくと
も１つのフォーマットの再開状態を決定すること、
をさらに含む、付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１５６】
　付記項８４．第１の電子機器を介したユーザによるコンテンツのアクセスが中断された
ことを示す通信が、ユーザが、休止オプションを選択すること、コンテンツから離れてナ
ビゲートすること、コンテンツにアクセスするアプリケーションを閉じるまたはコンテン
ツにアクセスするアプリケーションから離れてナビゲートする、または第１の電子機器の
電源を切ることの内の少なくとも１つを実行するときに、第１の電子機器によって自動的
に生成される、付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１５７】
　付記項８５．第２の電子機器を介したコンテンツのアクセスの再開要求が、ユーザが、
再開オプションを選択すること、コンテンツにナビゲートすること、コンテンツにアクセ
スするアプリケーションを開くまたはコンテンツにアクセスするアプリケーションにナビ
ゲートする、または第２の電子機器の電源を入れることの内の少なくとも１つを実行する
ときに、第２の電子機器によって自動的に生成される、付記項８１に記載のコンピュータ
により実現される方法。
【０１５８】
　付記項８６．コンテンツのアクセスを可能にすることが、第２の電子機器で、コンテン
ツを再生できるようにする、表示できるようにする、レンダリングできるようにする、ダ
ウンロードできるようにする、ストリーミングできるようにする、または提示できるよう
にすることの内の少なくとも１つを含む、付記項８１に記載のコンピュータにより実現さ
れる方法。
【０１５９】
　付記項８７．複数のフォーマットが、異なる解像度、音声品質、表示要件、音声チャネ
ル、配信チャネル、および実行言語を備えたフォーマットの内の少なくとも１つを含む、
付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１６０】
　付記項８８．電子機器の１つまたは複数の機能が、音声機能、ビデオレンダリング機能
、表示機能、電力消費率、使用可能な電池寿命、使用可能な入力機構、使用可能な出力機
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構、データ接続タイプ、および周辺装置情報の内の少なくとも１つを含む、付記項８１に
記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１６１】
　付記項８９．ユーザが、第２の電子機器を介してアクセス可能となるコンテンツの少な
くとも一部の異なるフォーマットを選択できるようにすること、
をさらに含む、付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１６２】
　付記項９０．第２の電子機器のユーザによるオーバライド情報を記憶することをさらに
含み、ユーザによるオーバライド情報が、ユーザ、コンテンツ、または第２の電子機器の
内の少なくとも１つについての将来のフォーマット決定に使用できる、付記項８７に記載
のコンピュータにより実現される方法。
【０１６３】
　付記項９１．コンテンツが、さらに１つまたは複数のフォーマットの複数のバージョン
を有することができ、
　少なくとも部分的にユーザの権利に基づいて、第２の電子機器を介してユーザによって
アクセス可能となるコンテンツのバージョンを決定すること、
をさらに含む、付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１６４】
　付記項９２．第２の電子機器の１つまたは複数の機能が、少なくとも部分的に、第２の
電子機器から機能情報を受け取ること、または少なくとも部分的には第２の電子機器の識
別子に基づいて機能情報を調べることによって決定される、付記項８１に記載のコンピュ
ータにより実現される方法。
【０１６５】
　付記項９３．第２の電子機器のユーザが、第２の電子機器を介して少なくとも１つのタ
イプのコンテンツにとってアクセス可能またはアクセス不可となる１つまたは複数のフォ
ーマットを指定できるようにすること、
をさらに含む、付記項８１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１６６】
　付記項９４．ユーザが、第１の電子機器または第２の電子機器の内の少なくとも１つを
介して、少なくとも１つのタイプのコンテンツにアクセス可能となる１つまたは複数のフ
ォーマットをランク付けできるようにする、付記項８１に記載のコンピュータにより実現
される方法。
【０１６７】
　付記項９５．異なる装置でコンテンツを再開するためのシステムであって、 
プロセッサ、および 
　プロセッサによって実行されるときに、システムに、 
　第１の電子機器を介したユーザによるコンテンツのアクセスが、コンテンツの特定され
た中断状態で中断されたと決定させる、 
　特定された中断状態の情報を記憶させる、 
　第２の電子機器を介して、ユーザによるコンテンツのアクセス再開要求を受け取らせる
、 
　第２の電子機器でアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの
フォーマットを、少なくとも部分的に第２の電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて
決定させる、 
　ユーザが、識別された中断状態に対応する再開状態で、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで、第２の電子機器を介してコンテンツにアクセスできるようにし、決定され
た少なくとも１つのフォーマットが、コンテンツの少なくとも一部について、第１の電子
機器でアクセス可能な少なくとも１つのフォーマットと異なることができる、
命令を含むメモリと
を備えるシステム。 
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【０１６８】
　付記項９６．実行時に、命令が、システムに、さらに、 
　コンテンツに関するユーザの権利を決定させ、第２の電子機器でアクセス可能となるコ
ンテンツの少なくとも１つのフォーマットを決定することが、さらに、少なくとも部分的
に決定された権利に基づく、付記項９５に記載のシステム。 
【０１６９】
　付記項９７．実行時に、命令が、システムに、さらに、 
　少なくとも１つのフォーマット変換アルゴリズムを使用して、第１の電子機器でアクセ
ス可能なフォーマットでの中断状態に基づいて、第２の電子機器のフォーマットの再開状
態を決定させる、
付記項９５に記載のシステム。
【０１７０】
　付記項９８．コンテンツのアクセスを可能にすることが、第２の電子機器で、コンテン
ツを再生できるようにする、表示できるようにする、レンダリングできるようにする、ダ
ウンロードできるようにする、ストリーミングできるようにする、または提示できるよう
にすることの内の少なくとも１つを含む、付記項９５に記載のシステム。 
【０１７１】
　付記項９９．プロセッサによって実行されるときに、プロセッサに、 
　第１の電子機器を介したユーザによるコンテンツのアクセスが、コンテンツの特定され
た中断状態で中断されたと決定させる、 
　特定された中断状態の情報を記憶させる、 
　第２の電子機器を介して、ユーザによるコンテンツのアクセス再開要求を受け取らせる
、 
　第２の電子機器でアクセス可能となるコンテンツの少なくとも一部の少なくとも１つの
フォーマットを、少なくとも部分的に第２の電子機器の１つまたは複数の機能に基づいて
決定させる、および 
　ユーザが、特定された中断状態に対応する再開状態で、決定された少なくとも１つのフ
ォーマットで、第２の電子機器を介してコンテンツにアクセスできるようにし、決定され
た少なくとも１つのフォーマットが、第１の電子機器でアクセス可能なフォーマットと異
なることができる、
命令を含む、固定コンピュータ可読記憶媒体。 
【０１７２】
　付記項１００．実行時に、命令が、プロセッサに、さらに 
　コンテンツに関するユーザの権利を決定させ、第２の電子機器でアクセス可能となるコ
ンテンツの少なくとも１つのフォーマットを決定することが、さらに、少なくとも部分的
に決定された権利に基づく、付記項９９に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１７３】
　付記項１０１．実行時に、命令が、プロセッサに、さらに 
　少なくとも１つのフォーマット変換アルゴリズムを使用して、第１の電子機器でアクセ
ス可能なフォーマットでの中断状態に基づいて、第２の電子機器のフォーマットの再開状
態を決定させる、
付記項９９に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１７４】
　付記項１０２．コンテンツのアクセスを可能にすることが、第２の電子機器で、コンテ
ンツを再生できるようにする、表示できるようにする、レンダリングできるようにする、
ダウンロードできるようにする、ストリーミングできるようにする、または提示できるよ
うにすることの内の少なくとも１つを含む、付記項９９に記載の固定コンピュータ可読記
憶媒体。 
【０１７５】
　付記項１０３．異なる機能を備える装置が対話できるようにするコンピュータにより実
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現される方法であって、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　ユーザのための第１の電子機器の、コンテンツ管理サービスでの登録を求める第１の要
求を受け取ることと、 
　第１電子機器の機能情報を取得することと、
　第２の電子機器との対話要求を第１の電子機器から受け取ることであって、第２の電子
機器が、第１の電子機器器とは異なるタイプの装置であることができる、受け取ることと
、 
　第２の電子機器の機能情報を要求する要求を第２の電子機器に送信することと、 
　第２の電子機器の機能情報を含む応答を第２の電子機器から受け取ることと、 
　少なくとも部分的に第２の電子機器の機能情報に基づいて、第１の電子機器に対話情報
を提供することであって、対話情報が、第２の電子機器で実行できる少なくとも１つの入
力コマンドを示す、提供することと、 
　第２の電子機器で実行される、第１の電子機器からのコマンドを受け取ることに応えて
、少なくとも部分的に、第２の電子機器の機能に基づいてコマンドのフォーマットまたは
プロトコルの内の少なくとも１つを変更し、第２の電子機器に変更されたコマンドを転送
することと、
を含み、 
第１の電子機器および第２の電子機器が、コンテンツ管理サービスを通して対話でき、装
置が、少なくとも１つのコマンドを実行するために互いと直接的に対話できない、
コンピュータにより実現される方法。 
【０１７６】
　付記項１０４．第１の電子機器および第２の電子機器の内の少なくとも１つが、電子機
器がコンテンツ管理サービスと通信し、電子機器のユーザに情報を表示できるようにする
アプリケーションを実行できる、付記項１０２に記載のコンピュータにより実現される方
法。
【０１７７】
　付記項１０５．第１の電子機器および第２の電子機器が異なるユーザと関連付けられて
いる、付記項１０２に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１７８】
　付記項１０６．装置が対話できるようにする、コンピュータにより実現される方法であ
って、 
　実行可能な命令で構成される１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、 
　第２のユーザ装置との対話要求を第１のユーザ装置から受け取ることと、 
　電子機器の１つまたは複数の機能を決定することと、
　少なくとも部分的に第２のユーザ装置の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、
第２のユーザ装置で実行される、第１のユーザ装置から受け取られるコマンドのフォーマ
ットまたはプロトコルの内の少なくとも１つを変更することと、 
　決定された少なくとも１つのフォーマットで第２の電子機器にコマンドを転送すること
と、
を含み、 
それによって第１の装置が、第２のユーザ装置の決定された少なくとも１つのフォーマッ
トまたは機能の知識をもたずに、第２の装置と対話できる、
コンピュータにより実現される方法。
【０１７９】
　付記項１０７．第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定することが、第２のユ
ーザ装置の機能情報を記憶する少なくとも１つのサードパーティシステムと交信すること
を含む、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８０】
　付記項１０８．第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定することが、第２のユ
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ーザ装置によって受け取られる、または実行されることが可能な１つまたは複数のコマン
ドを決定することを含む、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８１】
　付記項１０９．第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能が、処理機能、メモリ量、音
声機能、ビデオレンダリング機能、表示機能、電力消費率、使用可能な電池寿命、使用可
能な入力機構、使用可能な出力機構、データ接続タイプ、および周辺装置情報の内の少な
くとも１つを含む、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８２】
　付記項１１０．第１のユーザ装置でのユーザへの表示のために、少なくとも部分的に第
２のユーザ装置の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、第２のユーザ装置で実行
できる少なくとも１つのコマンドを提供すること、 
をさらに含む、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８３】
　付記項１１１．第１のユーザ装置でのユーザへの表示のために、第２のユーザ装置で実
行できる少なくとも１つのコマンドを提供することが、少なくとも１つのコマンドに対応
する少なくとも１つのユーザ選択可能要素を含むウェブページを提供することを含む、付
記項１１０に記載のコンピュータにより実現される方法。 
【０１８４】
　付記項１１２．各ユーザ選択可能要素が、要求のフォーマットまたはプロトコルを変更
し、第２のユーザ装置に変更された要求を送信できる通信サービスに、要求を送信させる
、付記項１１１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８５】
　付記項１１３．各ユーザ選択可能要素が、要求を第２のユーザ装置に送信させ、要求が
、少なくとも部分的に第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能に基づいてウェブページ
のコードを生成した通信サービスによって決定される、第２のユーザ装置のためにフォー
マットされた情報を含む、付記項１１１に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８６】
　付記項１１４．コマンドが、最初第２のユーザ装置によって受け取られ、第２のユーザ
装置のためのコマンドのフォーマットまたはプロトコルの少なくとも１つを変更するため
に、第２のユーザ装置がコマンドの情報を通信サービスに転送する、付記項１１１に記載
のコンピュータにより実現される方法。
【０１８７】
　付記項１１５．第１のユーザ装置および第２のユーザ装置にわたって、協調されたアプ
リケーションを実行するために第１のユーザ装置および第２のユーザ装置のそれぞれの状
態情報を維持すること、 
をさらに含む、付記項１０８に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８８】
　付記項１１６．第１の装置が第２の装置と対話できるようにすることが、さらに、拡張
された機能性を、第１のユーザ装置および第２のユーザ装置の組み合わされた機能を使用
して提供できるようにする、請求項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
【０１８９】
　付記項１１７．第１のユーザ装置および第２のユーザ装置の内の少なくとも１つが、電
子機器がコンテンツ管理サービスと通信し、電子機器のユーザに情報を表示できるように
するアプリケーションを実行できる、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現され
る方法。
【０１９０】
　付記項１１８．第１のユーザ装置および第２のユーザ装置が、第３のユーザ装置の決定
された少なくとも１つのフォーマットまたは機能の知識をもたずに、少なくとも第３の装
置と対話できるようにすること、 
をさらに含む、付記項１０６に記載のコンピュータにより実現される方法。
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【０１９１】
　付記項１１９．装置が対話できるようにするためのシステムであって、 
　プロセッサ、および 
　プロセッサによって実行されるときに、システムに、 
　第２のユーザ装置との対話要求を第１のユーザ装置から受け取らせる、
　第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定させる、
　少なくとも部分的に第２のユーザ装置の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、
第２のユーザ装置で実行される、第１のユーザ装置から受け取られるコマンドのフォーマ
ットまたはプロトコルの内の少なくとも１つを変更させる、 
　決定された少なくとも１つのフォーマットで第２の電子機器にコマンドを転送させて、
　それによって第１の装置が、第２のユーザ装置の決定された少なくとも１つのフォーマ
ットまたは機能の知識をもたずに、第２の装置と対話できる、
命令を含むメモリ、
とを備えるシステム。
【０１９２】
　付記項１２０．第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定することが、第２のユ
ーザ装置によって受け取られる、または実行されることが可能な１つまたは複数のコマン
ドを決定することを含む、付記項１１９に記載のシステム。
【０１９３】
　付記項１２１．実行時に、命令が、システムに、さらに、 
　第１のユーザ装置でのユーザへの表示のために、少なくとも部分的に第２のユーザ装置
の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、第２のユーザ装置で実行できる少なくと
も１つのコマンドを提供させる、付記項１１９に記載のシステム。 
【０１９４】
　付記項１２２．実行時に、命令が、システムに、さらに、 
　第１のユーザ装置および第２のユーザ装置にわたって協調されたアプリケーションを実
行するために第１のユーザ装置および第２のユーザ装置のそれぞれの状態情報を維持させ
る、付記項１１９に記載のシステム。
【０１９５】
　付記項１２３．実行時に、命令が、システムに、さらに、 
　第１のユーザ装置および第２のユーザ装置が、第３のユーザ装置の決定された少なくと
も１つのフォーマットまたは機能の知識をもたずに、少なくとも第３の装置と対話できる
ようにする、付記項１１９に記載のシステム。
【０１９６】
　付記項１２４．プロセッサによって実行されるときに、プロセッサに、 
　第２のユーザ装置との対話要求を第１のユーザ装置から受け取らせる、
　第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定させる、
　少なくとも部分的に第２のユーザ装置の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、
第２のユーザ装置で実行される、第１のユーザ装置から受け取られるコマンドのフォーマ
ットまたはプロトコルの内の少なくとも１つを変更させる、 
　決定された少なくとも１つのフォーマットで第２の電子機器にコマンドを転送させ、
　それによって第１の装置が、第２のユーザ装置の決定された少なくとも１つのフォーマ
ットまたは機能の知識をもたずに、第２の装置と対話できる、
命令を含む、
固定コンピュータ可読記憶媒体。 
【０１９７】
　付記項１２５．第２のユーザ装置の１つまたは複数の機能を決定することが、第２のユ
ーザ装置によって受け取られる、または実行されることが可能な１つまたは複数のコマン
ドを決定することを含む、付記項１２４に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１９８】
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　付記項１２６．実行時に、命令が、システムに、さらに 
　第１のユーザ装置でのユーザへの表示のために、少なくとも部分的に第２のユーザ装置
の決定された１つまたは複数の機能に基づいて、第２のユーザ装置で実行できる少なくと
も１つのコマンドを提供させる、
付記項１２４に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。
【０１９９】
　付記項１２７．実行時に、命令が、システムに、さらに 
　第１のユーザ装置および第２のユーザ装置が、第３のユーザ装置の決定された少なくと
も１つのフォーマットまたは機能の知識をもたずに、少なくとも第３の装置と対話できる
ようにする、
付記項１２４に記載の固定コンピュータ可読記憶媒体。

【図１】 【図２】
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