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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを通じてアプリを１人または複数のユーザに提供するためのアプリケーシ
ョン（アプリ）ストア・システムにより実行される方法であって、
　前記アプリ・ストア・システムにより、１組の関連アプリの間の１つまたは複数の所定
の関係を有する前記１組の関連アプリを含むマルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳ
Ａ）パッケージを管理するステップと、
　前記アプリ・ストア・システムにより、前記ネットワークを介して、前記ＭＳＡパッケ
ージの少なくとも一部をダウンロードするための要求を第１のユーザ装置から受信するス
テップであって、前記関係は、対応する装置上で互いに関連する制御アプリおよび表示ア
プリを展開するための制御表示関係、または、対応する装置上で互いに関連する制御アプ
リおよび再生アプリを展開するための再生制御関係を少なくとも含むＭＳＡパッケージポ
リシに従う、ステップと、
　前記要求に応答して、前記アプリ・ストア・システムにより、前記１組の関連アプリの
間の前記１つまたは複数の関係に従って、前記１組の関連アプリを前記第１のユーザ装置
を含む複数のユーザ装置にダウンロードさせるステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記１組の関連アプリは第１のアプリと前記第１のアプリに関連する１つまたは複数の
第２のアプリとを含み、前記第１のユーザ装置は前記アプリ・ストア・システムにアクセ
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スするユーザにより操作され、前記複数のユーザ装置はさらに前記ユーザに関連付けられ
た１つまたは複数の第２のユーザ装置を含み、前記第１のアプリは前記第１のユーザ装置
にダウンロードされるようにプッシュされ、前記１つまたは複数の第２のアプリの各々は
前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の１つにダウンロードされるようにプッシュされ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１組の関連アプリの間の前記１つまたは複数の関係を前記アプリ・ストア・システ
ムに格納するステップをさらに含み、前記ＭＳＡパッケージを管理するステップは前記Ｍ
ＳＡパッケージを前記アプリ・ストア・システムに格納するステップを含み、前記１つま
たは複数の第２のユーザ装置は前記アプリ・ストア・システムに登録され、前記１つまた
は複数の第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複数の第２のアプ
リをプッシュするステップは、前記アプリ・ストア・システムにより通知されたときにサ
ード・パーティのサーバにより実施される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アプリ・ストア・システムにより、前記ＭＳＡパッケージ内の前記１組の関連アプ
リの間の前記１つまたは複数の関係をＭＳＡパッケージ・ポリシに従って定義するステッ
プと、
　前記アプリ・ストア・システムにより、前記ＭＳＡパッケージ内の前記１組の関連アプ
リの間の前記１つまたは複数の関係をアプリ開発者に、前記アプリ・ストア・システムと
前記アプリ開発者のシステムの間のインタフェースを介して送信して、前記関係に基づい
てアプリを提供するように前記アプリ開発者に指示するステップと、
　をさらに含む、請求項２または３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記アプリ・ストア・システムにより、前記アプリ・ストア・システムにより定義され
た前記関係に従って、前記アプリ開発者から受け取った前記アプリを用いて前記ＭＳＡパ
ッケージを形成するステップをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、前記第１のユーザ装置か
らの追加の要求を必要とすることなく、前記第１のアプリが前記ＭＳＡパッケージの一部
であると判定するステップと、
　前記ユーザにバンドル価格で販売するように前記ＭＳＡパッケージを提供するステップ
と、
　前記バンドル価格での前記ＭＳＡパッケージの購入に対する前記ユーザの同意を受信す
るステップと、
　をさらに含み、
　前記１つまたは複数の第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複
数の第２のアプリをプッシュするステップは、前記アプリ・ストアが前記ユーザの同意を
受け取ったときに行われる、
　請求項２乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、前記第１のアプリが前記
ＭＳＡパッケージの一部であると判定するステップと、
　前記ＭＳＡパッケージの提供のプロモーション・ポリシに従って、前記１つまたは複数
の第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複数の第２のアプリを自
動的にプッシュするステップと、
　さらに含む、請求項２乃至６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、関連アプリを検索するた
めの前記ユーザにより開始された検索要求を受信するステップと、
　前記検索要求に応答して少なくとも第２のアプリを特定するステップと、
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　第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記第２のアプリをプッシュするステッ
プと、
　をさらに含む、請求項２乃至７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記関連アプリの間の関係に従って、前記ＭＳＡパッケージの収入を前記アプリ・スト
ア・システムの運営者と第２のエンティティの間で共有するステップであって、前記第２
のエンティティは、前記ＭＳＡパッケージ内の前記１組の関連アプリの少なくとも幾つか
を提供した１つまたは複数のアプリ開発者または別のアプリ・ストアであるステップをさ
らに含む、請求項１乃至８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＭＳＡパッケージは複数のアプリ開発者により開発され、バンドル価格での販売を
申し入れられ、前記ＭＳＡパッケージを前記バンドル価格で販売することで生み出される
収入は前記複数のアプリ開発者の間で共有される、請求項１乃至９の何れか１項に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記ＭＳＡパッケージ内の関連アプリは同一のアプリの複数のバージョンを含み、前記
バージョンは異なる装置タイプのユーザ装置により使用されるためのものであり、前記複
数のバージョンは一緒に販売されるように提供される、請求項１乃至１０の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の各々の装置タイプを検出するステップであっ
て、前記装置タイプはユーザ装置で実行されている動作システムにより、または、前記ユ
ーザ装置の装置機能により分類されるステップと、
　対応するアプリ・バージョンを、検出された前記装置タイプに基づいて決定するステッ
プと、
　さらに含み、
　前記対応するアプリ・バージョンは、前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の対応す
る１つにプッシュされる、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記関連アプリの間のユーザがカスタマイズした関係を示す情報を前記第１のユーザ装
置から受信するステップと、
　前記カスタマイズされた関係に少なくとも部分的に基づいて前記ＭＳＡパッケージを形
成するステップと、
　をさらに含む、請求項１乃至１２の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＭＳＡパッケージは１つまたは複数のアプリ開発者により提供され、前記１組の関
連アプリの間の関係は前記アプリ開発者により定義され、前記関係は前記アプリ開発者に
より更新可能である、請求項１乃至１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のユーザ装置の中のユーザ装置にライセンスを発行するステップと、
　前記ライセンスの有効性を検証して、前記１組の関連アプリの中のアプリを前記ユーザ
装置にプッシュするステップを開始するステップと、
　前記アプリのダウンロード・ステータスを監視するステップと、
　さらに含む、請求項１乃至１４の何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　クイック・レスポンス（ＱＲ）コードを前記ユーザ装置から受信するステップをさらに
含み、前記ライセンスの発行は受信した前記ＱＲコード（登録商標）に基づく、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
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　共通ライセンスを前記複数のユーザ装置に発行するステップと、
　前記共通ライセンスの有効性を検証して、前記関連アプリの間の関係に従って、前記１
組の関連アプリを前記複数のユーザ装置にプッシュするのを開始するステップと、
　前記関連アプリのダウンロード・ステータスを監視するステップと、
　さらに含む、請求項１乃至１６の何れか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記共通ライセンスは前記複数のユーザ装置に付与されたタイム・シェア・ライセンス
であり、前記方法はさらに、前記ＭＳＡパッケージの利用ステータスを監視して、複数の
ユーザ装置が前記タイム・シェア・ライセンスを任意の時点で使用するのを防止するステ
ップを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記共通ライセンスは、前記１組の関連アプリの間の関係の１つとして指定され、指定
期間だけ付与され、前記複数のユーザ装置は、前記指定期間が経過したときに前記１組の
関連アプリの使用をブロックされる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のユーザ装置は少なくとも１つのウェラブル装置と１つまたは複数の非ウェラ
ブル装置を含む、請求項１乃至１９の何れか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　ネットワークを通じてアプリを１人または複数のユーザに提供するためのアプリケーシ
ョン（アプリ）ストア・システムであって、
　前記ネットワークを介して第１のユーザ装置から、マルチスクリーン・アプリケーショ
ン（ＭＳＡ）パッケージの少なくとも一部をダウンロードするための要求を受信するよう
に構成された受信器であって、前記ＭＳＡパッケージは、１組の関連アプリの間の１つま
たは複数の所定の関係を有する１組の関連アプリを含み、前記関係は、対応する装置上で
互いに関連する制御アプリおよび表示アプリを展開するための制御表示関係、または、対
応する装置上で互いに関連する制御アプリおよび再生アプリを展開するための再生制御関
係を少なくとも含むＭＳＡパッケージポリシに従う、受信器と、
　前記受信器に接続され、
　　ＭＳＡパッケージ・ポリシに従って、前記ＭＳＡパッケージ内の前記１組の関連アプ
リの間の１つまたは複数の関係を定義し、
　　前記要求に応答して、前記１つまたは複数の関係に従って前記第１のユーザ装置を含
む複数のユーザ装置にダウンロードされる前記１組の関連アプリを開始する
　ように構成されたプロセッサと、
　を備える、アプリケーション（アプリ）ストア・システム。
【請求項２２】
　前記１組の関連アプリは第１のアプリと前記第１のアプリに関連する１つまたは複数の
第２のアプリとを含み、前記第１のユーザ装置は前記アプリ・ストア・システムにアクセ
スするユーザにより操作され、前記複数のユーザ装置はさらに前記ユーザに関連付けられ
た１つまたは複数の第２のユーザ装置を含み、前記第１のアプリは前記第１のユーザ装置
にダウンロードされるようにプッシュされ、前記１つまたは複数の第２のアプリの各々は
前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の１つにダウンロードされるようにプッシュされ
る、請求項２１に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２３】
　前記プロセッサに接続され前記１組の関連アプリの間の前記１つまたは複数の関係を格
納するように構成されたメモリをさらに備え、前記１つまたは複数の第２のユーザ装置は
前記アプリ・ストア・システムに登録され、前記１つまたは複数の第２のユーザ装置にダ
ウンロードされるように前記１つまたは複数の第２のアプリをプッシュするステップは、
前記アプリ・ストア・システムにより通知されたときにサード・パーティのサーバにより
実施される、請求項２２に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２４】
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　前記プロセッサに接続され、前記１組の関連アプリの間の前記１つまたは複数の関係を
アプリ開発者システムに前記アプリ・ストア・システムと前記アプリ開発者システムの間
のインタフェースを介して送信して、前記関係に基づいてアプリを提供するようにアプリ
開発者に指示するように構成された送信器をさらに備える、請求項２１乃至２３の何れか
１項に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２５】
　前記プロセッサはさらに、前記アプリ・ストア・システムにより定義された前記関係に
従って前記アプリ開発者のシステムから受け取った前記アプリを用いて前記ＭＳＡパッケ
ージを形成するように構成された、請求項２４に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２６】
　前記プロセッサはさらに、
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、前記第１のアプリが前記
ＭＳＡパッケージの一部であると判定し、
　前記ユーザにバンドル価格で販売するように前記ＭＳＡパッケージを提供する、
　ように構成され、
　前記１つまたは複数の第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複
数の第２のアプリをプッシュするステップは、前記アプリ・ストアが、前記バンドル価格
での前記ＭＳＡパッケージの購入に対する前記ユーザの同意を受け取ったときに行われる
、
　請求項２２に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２７】
　前記プロセッサはさらに、
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、前記第１のアプリが前記
ＭＳＡパッケージの一部であると判定し、
　前記ＭＳＡパッケージの提供のプロモーション・ポリシに従って、前記１つまたは複数
の第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複数の第２のアプリを自
動的にプッシュする
　ように構成された、請求項２２に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２８】
　前記第１のアプリをダウンロードする前記要求を受信した後、関連アプリを検索するた
めの前記ユーザにより開始された検索要求を受信するステップと、
　前記検索要求に応答して、少なくとも第２のアプリを特定するステップと、
　第２のユーザ装置にダウンロードされるように前記第２のアプリをプッシュするステッ
プと、
　をさらに含む、請求項２２に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項２９】
　前記プロセッサはさらに、前記関連アプリの間の関係に従って、前記ＭＳＡパッケージ
の収入を前記アプリ・ストア・システムの運営者と第２のエンティティの間で共有できる
ようにするように構成され、前記第２のエンティティは、前記１組の関連アプリの少なく
とも幾つかを前記アプリ・ストア・システムに提供した１つまたは複数のアプリ開発者ま
たは別のアプリ・ストアである、請求項２１乃至２８の何れか１項に記載のアプリ・スト
ア・システム。
【請求項３０】
　前記ＭＳＡパッケージ内の関連アプリは同一のアプリの複数のバージョンを含み、前記
バージョンは異なる装置タイプのユーザ装置により使用されるためのものであり、前記複
数のバージョンは一緒に販売されるように提供される、請求項２１乃至２９の何れか１項
に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項３１】
　前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の各々の装置タイプを検出し、
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　対応するアプリ・バージョンを検出された前記装置タイプに基づいて決定し、
　前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の対応する１つにダウンロードされるように前
記対応するアプリ・バージョンをプッシュする
　ように構成され、
　前記装置タイプはユーザ装置で実行されている動作システムにより、または、前記ユー
ザ装置の装置機能により分類される、
　請求項３０に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項３２】
　前記プロセッサはさらに、
　共通ライセンスを前記複数のユーザ装置に発行し、
　前記共通ライセンスの有効性を検証して、前記関連アプリの間の関係に従って、前記１
組の関連アプリを前記複数のユーザ装置にプッシュするのを開始し、
　前記関連アプリのダウンロード・ステータスを監視する
　ように構成された、請求項２１乃至３１の何れか１項に記載のアプリ・ストア・システ
ム。
【請求項３３】
　前記共通ライセンスは前記複数のユーザ装置に指定期間が付与されたタイム・シェア・
ライセンスであり、前記プロセッサはさらに、前記ＭＳＡパッケージの利用ステータスを
監視して、複数のユーザ装置が前記タイム・シェア・ライセンスを任意の時点で使用する
のを防止するように構成され、前記複数のユーザ装置は、前記指定期間が経過したときに
前記１組の関連アプリの使用をブロックされる、請求項３２に記載のアプリ・ストア・シ
ステム。
【請求項３４】
　前記複数のユーザ装置は少なくとも１つのウェラブル装置と１つまたは複数の非ウェラ
ブル装置を含む、請求項２１乃至３３の何れか１項に記載のアプリ・ストア・システム。
【請求項３５】
　第１のユーザ装置により実行される方法であって、
　第１のアプリケーション（アプリ）を前記第１のユーザ装置にインストールするステッ
プと、
　前記第１のアプリに関連する１つまたは複数のアプリを発見するために、検索要求をア
プリ・ストア・システムにネットワークを介して送信するステップであって、前記第１の
アプリと前記１つまたは複数のアプリはマルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）
パッケージに属し、前記ＭＳＡパッケージは、１組の関連アプリの間の１つまたは複数の
所定の関係を有する１組の関連アプリを含み、前記関係は、対応する装置上で互いに関連
する制御アプリおよび表示アプリを展開するための制御表示関係、または、対応する装置
上で互いに関連する制御アプリおよび再生アプリを展開するための再生制御関係を少なく
とも含むＭＳＡパッケージポリシに従う、ステップと、
　前記１つまたは複数のアプリを特定する情報を前記アプリ・ストア・システムから前記
ネットワークを介して受信するステップと、
　前記第１のアプリと前記１つまたは複数のアプリの間の１つまたは複数の関係に従って
、前記第１のユーザ装置を操作するユーザに関連付けられた１つまたは複数のユーザ装置
にダウンロードされるように前記１つまたは複数のアプリをプッシュするように前記アプ
リ・ストア・システムに指示するステップと、
　を含む、方法。
【請求項３６】
　前記第１のユーザ装置と前記１つまたは複数のユーザ装置は異なる動作システムを有し
、前記ＭＳＡパッケージ内の前記１つまたは複数の関係が前記アプリ・ストア・システム
で定義され、前記方法はさらに、
　検証コードを前記アプリ・ストア・システムに前記ネットワークを介して送信するステ
ップと、
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　前記アプリ・ストア・システムにより前記検証コードを検証したときに、前記第１のア
プリを前記アプリ・ストア・システムからダウンロードするステップと、
　前記第１のアプリの利用ステータスを前記アプリ・ストア・システムに報告するステッ
プと、
　を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つまたは複数のアプリと前記第１のアプリの間のユーザがカスタマイズした関係
を前記アプリ・ストア・システムに前記ネットワークを介して送信するステップであって
、前記１つまたは複数のアプリをプッシュするステップは前記ユーザがカスタマイズした
関係に基づくステップをさらに含む、請求項３５または３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１のユーザ装置を用いてコンテンツの第１のバージョンにアクセスするステップ
と、
　前記コンテンツの１つまたは複数の第２のバージョンを特定する情報をコンテンツ・プ
ロバイダから受信するステップと、
　前記１つまたは複数のユーザ装置にダウンロードされるように前記コンテンツの１つま
たは複数の第２のバージョンをプッシュするように前記コンテンツ・プロバイダに指示す
るステップと、
　をさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　第１のアプリケーション（アプリ）をインストールするように構成されたプロセッサと
、
　前記プロセッサに接続され、前記第１のアプリに関連する１つまたは複数のアプリを発
見するために検索要求をアプリ・ストア・システムにネットワークを介して送信するよう
に構成された送信器であって、前記第１のアプリと前記１つまたは複数のアプリはマルチ
スクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）パッケージに属し、前記ＭＳＡパッケージは、
１組の関連アプリの間の１つまたは複数の所定の関係を有する１組の関連アプリを含み、
前記関係は、対応する装置上で互いに関連する制御アプリおよび表示アプリを展開するた
めの制御表示関係、または、対応する装置上で互いに関連する制御アプリおよび再生アプ
リを展開するための再生制御関係を少なくとも含むＭＳＡパッケージポリシに従う、送信
器と、
　前記プロセッサに接続され前記１つまたは複数のアプリを特定する情報を前記アプリ・
ストア・システムから前記ネットワークを介して受信するように構成された受信器と、
　を備え、
　前記プロセッサはさらに、前記第１のアプリと前記１つまたは複数のアプリの間の１つ
または複数の関係に従って、第１のユーザ装置を操作するユーザに関連付けられた、１つ
または複数のユーザ装置にダウンロードされるように前記１つまたは複数のアプリをプッ
シュするように前記アプリ・ストア・システムに指示するように構成された、
　装置。
【請求項４０】
　前記プロセッサはさらに、
　前記１つまたは複数のユーザ装置の動作システムとは異なる動作システムを実行し、
　前記アプリ・ストア・システムにより検証コードが検証されたとき、前記第１のアプリ
を前記アプリ・ストア・システムからダウンロードし、
　前記第１のアプリの利用ステータスを前記アプリ・ストア・システムに報告する
　ように構成された、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　マルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）パッケージの少なくとも一部をダウン
ロードする要求をアプリケーション（アプリ）ストア・システムに送信するように構成さ
れた第１のユーザ装置であって、前記ＭＳＡパッケージは、１組の関連アプリの間の１つ
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または複数の所定の関係を有する１組の関連アプリを含み、前記関係は、対応する装置上
で互いに関連する制御アプリおよび表示アプリを展開するための制御表示関係、または、
対応する装置上で互いに関連する制御アプリおよび再生アプリを展開するための再生制御
関係を少なくとも含むＭＳＡパッケージポリシに従う、第１のユーザ装置を備え、
　前記アプリケーション（アプリ）ストア・システムは、
　　前記ＭＳＡパッケージ内の前記１組の関連アプリの間の１つまたは複数の関係を定義
し、
　　前記要求を前記第１のユーザ装置からネットワークを介して受信し、
　　前記要求に応答して、前記第１のユーザ装置を含む複数のユーザ装置にダウンロード
される前記１組の関連アプリを前記１つまたは複数の定義された関係に従って開始する
　ように構成された、ネットワーク・システム。
【請求項４２】
　前記１組の関連アプリは第１のアプリと前記第１のアプリに関連する１つまたは複数の
第２のアプリとを含み、前記第１のユーザ装置は前記アプリ・ストア・システムにアクセ
スするユーザにより操作され、前記複数のユーザ装置はさらに前記ユーザに関連付けられ
た１つまたは複数の第２のユーザ装置を含み、前記開始の後に、前記第１のアプリは前記
第１のユーザ装置にダウンロードされるようにプッシュされ、前記開始の後に、前記１つ
または複数の第２のアプリの各々は前記１つまたは複数の第２のユーザ装置の１つにダウ
ンロードされるようにプッシュされる、請求項４１に記載のネットワーク・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の記載
　本願は、発明の名称を「マルチスクリーン・アプリケーションの可能化および配布サー
ビス」とした、発明者がＧｕａｎｇｂｉｎ　Ｆａｎであり２０１２年１２月１２日に出願
された米国仮特許出願第６１／７３６，３９７号に対する優先権を主張する。
　本発明の諸態様は、マルチスクリーン・アプリケーションの可能化および配布サービス
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）はますます一般的なものとなっている
が、バンドル化されたアプリケーション（アプリ）の購入と配布に関しては信頼できる方
法が依然として欠落している。例えば、ユーザは複数の関連アプリまたは同一のアプリの
異なるバージョンを複数のユーザ装置またはスクリーンで（例えば、制御アプリをスマー
トフォンまたはタブレットで、表示アプリをテレビで、当該制御アプリのミニバージョン
をスマート・ウォッチで）使用したいかもしれない。
【０００３】
　今日のアプリ・ストアは、同様なスクリーンを有するｉＯＳおよびＡｎｄｒｏｉｄのよ
うなシングル・オペレーティング・システム（ＯＳ）向けに設計されている。（Ｇｏｏｇ
ｌｅ社提供の）Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙおよび（Ａｐｐｌｅ社提供の）ＡｐｐＳｔｏｒｅ
のような人気あるアプリ・ストアは主にシングルＯＳアプリの配布のために使用されてい
るかもしれない。結果として、既存の技術を用いると、ユーザは異なるスクリーンに対し
て、異なるＯＳ（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）で実行されているスマートフォン
およびｉＯＳで実行されているｉＰａｄ（登録商標））で実行されるかもしれないアプリ
を別々に購入しダウンロードする必要がある可能性がある。さらに、場合によっては、ユ
ーザがＭＳＡに対する正確なマッチ（例えば、どのテレビ・アプリがスマートフォンのＹ
ｏｕｔｕｂｅアプリに対応するか？）を発見するのが困難であるかもしれない。関連アプ
リの量が増えると、ユーザは特に、どのアプリを使用すべきかに関して混乱するかもしれ
ない。したがって、複数のユーザ装置でのアプリの配布と関連アプリのマッチングをサポ
ートするアプリ・ストアの機能を開発してユーザ・エクスペリエンスを高めるのが望まし
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い。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１実施形態では、本発明は、ネットワークを通じてアプリを１人または複数のユーザに
提供するためのアプリケーション（アプリ）ストア・システムにより実装される方法を含
む。当該方法は、当該アプリ・ストア・システムにより、１組の関連アプリの間に１つま
たは複数の所定の関係がある当該１組の関連アプリを含むマルチスクリーン・アプリケー
ション（ＭＳＡ）パッケージを管理するステップと、当該アプリ・ストア・システムによ
り、ネットワークを介して第１のユーザ装置から要求を受信して当該ＭＳＡパッケージの
少なくとも一部をダウンロードするステップと、当該要求に応答して、当該アプリ・スト
ア・システムにより、当該１組の関連アプリの間の１つまたは複数の関係に従って、当該
第１のユーザ装置を含む複数のユーザ装置に当該１組の関連アプリをダウンロードさせる
ステップとを含む。
【０００５】
　別の実施形態では、本発明は、ネットワークを通じてアプリを１人または複数のユーザ
に提供するためのアプリ・ストア・システムであって、当該ネットワークを介して第１の
ユーザ装置から、マルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）パッケージの少なくと
も一部をダウンロードするための要求を受信するように構成された受信器であって、当該
ＭＳＡパッケージは１組の関連アプリを含む受信器と、当該受信器に接続され、ＭＳＡパ
ッケージ・ポリシに従って当該ＭＳＡパッケージ内の当該１組の関連アプリの間の１つま
たは複数の関係を定義し、当該要求に応答して、当該１つまたは複数の関係に従って、当
該第１のユーザ装置を含む複数のユーザ装置に当該１組の関連アプリをダウンロードさせ
るように構成されたプロセッサとを備えたアプリ・ストア・システムを含む。
【０００６】
　さらに別の実施形態では、本発明は、プロセッサにより実行されたとき、ネットワーク
装置に、少なくとも第１のコンテンツ・バージョンをダウンロードする要求を第１のユー
ザ装置から受信させ、当該第１のユーザ装置にダウンロードされるように当該第１のコン
テンツ・バージョンをプッシュさせ、当該第１のユーザ装置に関連付けられた１つまたは
複数の第２のユーザ装置によりダウンロードされる当該第１のコンテンツ・バージョンに
関連する１つまたは複数のコンテンツ第２のバージョンをプッシュさせる、非一時的コン
ピュータ可読媒体に格納したコンピュータ実行可能命令を備えるコンピュータ・プログラ
ム製品を含む。
【０００７】
　さらに別の実施形態では、本発明は、第１のアプリを第１のユーザ装置にインストール
するステップと、当該第１のアプリに関連する１つまたは複数のアプリを発見するために
、ネットワークを介して検索要求をアプリ・ストア・システムに送信するステップであっ
て、当該第１のアプリと当該１つまたは複数のアプリはマルチスクリーン・アプリケーシ
ョン（ＭＳＡ）パッケージに属するステップと、当該１つまたは複数のアプリを特定する
情報を当該アプリ・ストア・システムから当該ネットワークを介して受信するステップと
、当該第１のアプリと当該１つまたは複数のアプリの間の１つまたは複数の関係に従って
、当該第１のユーザ装置を操作するユーザに関連付けられた１つまたは複数のユーザ装置
にダウンロードされるように当該１つまたは複数のアプリをプッシュするように当該アプ
リ・ストア・システムに指示するステップとを含む方法を含む。
【０００８】
　さらに別の実施形態では、本発明は、第１のアプリにインストールするように構成され
たプロセッサと、当該プロセッサに接続され、当該第１のアプリに関連する１つまたは複
数のアプリを発見するために検索要求をアプリ・ストア・システムにネットワークを介し
て送信するように構成された送信器であって、当該第１のアプリおよび当該１つまたは複
数のアプリはＭＳＡパッケージに属する送信器と、当該プロセッサに接続され、当該１つ
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または複数のアプリを特定する情報を当該アプリ・ストア・システムから当該ネットワー
クを介して受信するように構成された受信器であって、当該プロセッサはさらに、当該第
１のアプリと当該１つまたは複数のアプリの間の１つまたは複数の関係に従って、当該第
１のユーザ装置を操作するユーザに関連付けられた、１つまたは複数のユーザ装置にダウ
ンロードされるように当該１つまたは複数のアプリをプッシュするように当該アプリ・ス
トア・システムに指示するように構成された受信器とを備えた装置を含む。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、本発明は、ＭＳＡパッケージの少なくとも一部をダウンロー
ドする要求をアプリ・ストア・システムに送信するように構成された第１のユーザ装置で
あって、当該ＭＳＡパッケージは１組の関連アプリを含む第１のユーザ装置と、当該ＭＳ
Ａパッケージ内の当該１組の関連アプリの間の１つまたは複数の関係を定義し、当該要求
を当該第１のユーザ装置からネットワークを介して受信し、当該要求に応答して、当該第
１のユーザ装置を含む複数のユーザ装置にダウンロードされる当該１組の関連アプリを当
該１つまたは複数の定義された関係に従って開始するように構成された当該アプリ・スト
ア・システムとを備えたネットワーク・システムを含む。
【００１０】
　これらおよび他の特徴は、添付図面と諸請求項と関連して以下の詳細な説明からより明
らかに理解される。
【００１１】
　本発明をより十分に理解するために、添付図面および詳細な説明と関連して以下の簡単
な説明を参照する。添付図面では、同じ参照番号は同じ部分を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】マルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）配布アーキテクチャの略図であ
る。
【図２】ＭＳＡ配布に対するプッシュおよび同期（ｓｙｎｃ）手続きの略図である。
【図３】開発者に対するＭＳＡ提供プロセスの略図である。
【図４】ＭＳＡダウンロード・プロセスの流れ図である。
【図５】ＭＳＡパッケージ内の３つのアプリの間の例示的な関係５００の略図である。
【図６】ＭＳＡパッケージ化プロセスの流れ図である。
【図７】ＭＳＡ管理アーキテクチャの略図である。
【図８】ＭＳＡライセンス提供プロセスの略図である。
【図９】タイム・シェア・アプリケーションのライセンス制御方法の流れ図である。
【図１０Ａ】第１のライセンス管理テーブルを示す図である。
【図１０Ｂ】第２のライセンス管理テーブルを示す図である。
【図１１】ネットワーク装置の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　最初に、１つまたは複数の実施形態の例示的な実装を以下で提供するが、開示したシス
テムおよび／または方法を、現在公知または現存の任意数の技術を用いて実装してもよい
ことを理解されたい。本発明は、本明細書で例示し説明した例示的な設計と実装を含む、
以下で説明する例示的な実装、図面、および技術に決して限定されるべきではなく、添付
の特許請求の範囲ならびにその完全な均等物の範囲において修正してもよい。
【００１４】
　本明細書で開示する実施形態では、アプリケーション（アプリ）ストア・システムは、
マルチスクリーン・アプリケーション（ＭＳＡ）のそのユーザに対するプロビジョニング
、販売、および配布を実現することができる。本発明は、ＭＳＡパッケージ内の関連アプ
リのバンドル化および自動的なプッシュ型のインストールを提供することができる。１人
または複数の開発者が、１組の関連アプリをＭＳＡパッケージにパッケージ化またはバン
ドル化して、当該関連アプリ間の関係を定義してもよい。１例ではまた、当該アプリ・ス
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トア・システムが、１組の関連アプリをＭＳＡパッケージにパッケージ化またはバンドル
化し、当該マルチスクリーンまたはマルチ装置に対するアプリの販売要件、プロモーショ
ン要件、もしくは技術的要件に関連するそのポリシに基づいて、または、１人または複数
のユーザからの要件に基づいて、当該関連アプリ間の関係を定義してもよい。必要ならば
、当該アプリ・ストア・システムにアクセスするユーザが当該関連アプリの間のユーザが
カスタマイズした関係を定義してもよい。別の例では、当該アプリ・ストアが、１人また
は複数の開発者のシステムにパッケージ化要件またはバンドル化要件を送信してもよい。
【００１５】
　１実施形態では、当該アプリ・ストアは、値引き価格での纏め販売で当該ＭＳＡパッケ
ージを提供してもよく、または、特定の検討事項（例えば、プロモーション・ポリシ）に
基づいて当該パッケージ内のアプリの様々な組合せを提供してもよい。ユーザが当該ＭＳ
Ａパッケージを購入したとき、当該アプリ・ストア・システムにより、当該１組の関連ア
プリを（例えば、プッシュにより）複数のユーザ装置にダウンロードさせてもよい。別の
実施形態では、ユーザが第１のアプリをダウンロードしたとき、マッチング・サービスを
当該アプリ・ストアにより提供して、当該第１のアプリに関連する１つまたは複数の第２
のアプリをマッチまたは特定してもよい。したがって、ユーザはもはや、関連アプリを検
索するためにアプリ名を利用する必要はないかもしれない。マッチングを、ユーザからの
任意の追加要求なしに自動的に実施してもよく、または、ユーザの要求によって開始して
もよい。
【００１６】
　開示した実施形態では、ＭＳＡパッケージに対応する１つまたは複数のライセンスの制
御に関する機構を提供することができる。当該ＭＳＡパッケージは、共有可能ライセンス
、複数のライセンス、または線形的にマルチユーザの共有ライセンスを使用してもよい。
アプリのダウンロードと利用を当該ライセンスにより制御してもよい。当該ライセンスが
、ＭＳＡパッケージで定義された関係のうち１つであってもよい。さらに、アプリと同様
に、関連コンテンツまたは同一コンテンツの複数のバージョンをコンテンツ・パッケージ
にパッケージ化し、本明細書で開示した原理を用いて複数のユーザ装置またはスクリーン
の間で同様に共有してもよい。諸実施形態で可能となるアプリまたはコンテンツの自動的
なプロビジョニングおよび配布により、モバイル装置、クラウド端末、またはウェラブル
装置のような様々なコンピューティング環境におけるユーザ・エクスペリエンスを高める
ことができる。
【００１７】
　図１は、開示した実施形態に従うＭＳＡ配布アーキテクチャ１００の略図である。アー
キテクチャ１００が、複数のユーザ装置、例えば、第１のユーザ装置１１０および第２の
ユーザ装置１２０、およびユーザ装置にリモートに接続されたアプリ・ストア・システム
１３０を備えたネットワーク・システムであってもよい。ユーザ装置１１０または１２０
が、消費者が利用するための任意の適用可能な種類の電子装置であってもよい。ユーザ装
置の例には、スマートフォン、タブレット、テレビ、プロジェクタ、スマート・ウォッチ
、スマート・グラス（例えば、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ）、ウェラブル・ガジェット（
例えば、スマート・リストバンド、Ｔシャツ、ネックレス、または靴）、媒体（例えば、
音楽および／またはビデオ）プレイヤ、ゲーム・プレイヤ、ゲーム・コンソールおよびコ
ントローラ、電子書籍（ｅｂｏｏｋ）リーダ、クラウド端末、および車内メディア・シス
テムが含まれるがこれらに限られない。ユーザ装置１１０または１２０が、ウェラブル装
置（例えば、スマート・ウォッチまたはスマート・グラス）または非ウェラブル装置（例
えば、テレビまたはタブレット）であってもよい。さらに、ユーザ装置１１０または１２
０が、Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）
、Ｕｎｉｘ（登録商標）等のような任意の適切なオペレーティング・システム（ＯＳ）を
有してもよい。ユーザ装置１１０と１２０は大抵、ユーザと通信するインタフェースとし
てのディスプレイまたはスクリーンを有しうるので、本明細書で開示したユーザ装置を場
合によっては単にスクリーンと称することもある。図１に示すように、スクリーンＡおよ
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びスクリーンＢはそれぞれユーザ装置１１０および１２０を指す。したがって、「ＭＳＡ
」または「ＭＳＡパッケージ」という用語は、複数のユーザ装置が用いるアプリまたは１
組の関連アプリを指しうる。
【００１８】
　本明細書で使用する際、アプリ・ストア・システムとは、アプリケーション・サービス
をその顧客またはユーザに提供する１つまたは複数のネットワーク・サーバを指す汎用的
な用語であることは理解される。例えば、アプリ・ストア・システム１３０が、Ａｐｐｌ
ｅのＡｐｐＳｔｏｒｅ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ、ＡｍａｚｏｎのＡｐｐＳｔｏｒｅ、ま
たは他の任意のアプリケーション・ストア、または複数のアプリ・ストアの組合せのよう
なモバイル・アプリケーション・ストアのサーバ側であってもよい。アプリ・ストア・シ
ステム１３０が、１つまたは複数のアプリ・ストアを管理する別のエンティティであって
もよいが、アプリ自体をホストしてもしなくてもよい。アプリ・ストア・システムを場合
によっては簡潔にアプリ・ストアと称してもよいことに留意されたい。アプリ・ストア・
システム１３０を、任意の適切な種類のネットワークを介して、例えば、第４世代（４Ｇ
）モバイル・ネットワークまたは有線／無線インターネット接続を介して、ユーザ装置１
１０および１２０に接続してもよい。ユーザ装置１１０および１２０が、アプリ・ストア
・システム１３０と通信するためにインストールされた専用アプリまたはソフトウェア（
例えばＧｏｏｇｌｅ　ＰｌａｙアプリおよびＡｐｐＳｔｏｒｅアプリ）を有してもよい。
【００１９】
　アプリ・ストア・システム１３０が、アプリケーション・サービスをアプリ・ストア・
システム１３０のユーザに提供するように構成された様々な機能モジュールまたはユニッ
トを備えてもよい。１実施形態では、アプリ・ストア・システム１３０がＭＳＡパッケー
ジ１３２を管理してもよく、ＭＳＡパッケージ１３２が所定の関係にある１組の関連アプ
リを含んでもよい。例えば、アプリ・ストア・システム１３０が、アプリをホストもしく
は格納してもよく、または、別のアプリ・ストアからアプリを呼び出してもよい。アプリ
に応じて、ＭＳＡパッケージ１３２内の関係が、再生制御関係、制御表示関係、フルバー
ジョンとミニバージョンの関係、フック関係、（装置タイプまたはオペレーティング・シ
ステムに応じた）同一のアプリの異なるバージョン、またはそれらの組合せのような任意
の適切な種類であってもよい。ＭＳＡパッケージ１３２が、アプリの一部または全部の間
に何らかの関係が存在する限り、任意の適切な種類のアプリのバンドルであってもよいこ
とに留意されたい。ＭＳＡパッケージ１３２内の所定の関係を幾つかのエンティティによ
り定義し、必要に応じて更新してもよい。例えば、当該関係を、ＭＳＡパッケージ１３２
を構成するときにアプリ開発者により定義し、かかる情報をアプリ・ストア１３４に格納
してもよい。別の実施形態では、当該関係をアプリ・ストアまたはユーザによって定義し
てもよく、次いで、当該アプリ・ストアが当該定義された関係を用いてアプリ開発者から
のアプリをパッケージ化またはバンドル化し、それに応じて多様なＭＳＡパッケージを生
成してもよい。さらに別の実施形態では、アプリ・ストア・システムが当該定義された関
係を、ネットワークを通じてアプリ開発者のシステムに送信し、当該関係に基づいて当該
定義されたＭＳＡパッケージをアプリ開発者システムから取得してもよい。必要に応じて
、当該関係を任意の回数更新してもよい。
【００２０】
　本明細書で使用する際、ＭＳＡパッケージ内のアプリが、互いに関連付けられた異なる
アプリまたは同一のアプリの異なるバージョンを指してもよい。図１に示す第１の例では
、ＭＳＡパッケージ１３２は、スクリーンＡに対する制御アプリとスクリーンＢに対する
表示アプリを備える。当該制御アプリが、スマートフォンまたはタブレットにインストー
ルされたＧｏｏｇｌｅのＣｈｒｏｍｅｃａｓｔであってもよく、当該表示アプリが、大画
面テレビまたはプロジェクタにインストールされたＧｏｏｇｌｅのＹｏｕｔｕｂｅであっ
てもよい。あるいは、当該制御アプリがゲーム・コントローラであってもよく、当該表示
アプリがゲーム表示アプリであってもよい。１実施形態では、ＭＳＡパッケージ１３２内
の関連アプリが、特定のサービスを提供する統合的な部分であってもよく（例えば、健康
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サービスが設定機能や他の機能を実施するためのＡｎｄｒｏｉｄアプリ、データを追跡、
収集して簡単な統計値を提供するスマート・ウォッチアプリ、および家族の健康監視を可
能とするテレビ・アプリを有してもよい）、または、ユーザ・エクスペリエンスの強化を
もたらす相互接続アプリであってもよい（例えば、Ｃｈｒｏｍｅｃａｓｔにより、ユーザ
は小さなスマートフォンではなく大画面高解像度テレビ（ＨＤＴＶ）でＹｏｕｔｕｂｅを
見ることができる）。第２の例では、ＭＳＡパッケージ１３２が、スクリーンＡに対する
Ａｎｇｒｙ　Ｂｉｒｄアプリの第１のバージョンとスクリーンＢに対するＡｎｇｒｙ　Ｂ
ｉｒｄアプリの第２のバージョンを含んでもよい。この場合、異なる装置の特性に適合す
るように同一のアプリの各バージョンを設計またはカスタマイズしてもよい（例えば、Ｈ
ＤＴＶ向けのＡｎｇｒｙ　Ｂｉｒｄがタブレットより高い画像解像度を必要としてもよい
）。
【００２１】
　ＭＳＡパッケージ１３２が第１のアプリと１つまたは複数の関連アプリを含むとする。
使用の際、ユーザ装置１１０のような第１のユーザ装置が、当該第１のアプリをダウンロ
ードするための要求をアプリ・ストア・システム１３０に送信してもよく、当該アプリ・
ストアが、当該第１のユーザ装置にダウンロードされる当該第１のアプリをプッシュして
もよい。ユーザが当該第１のアプリをアプリ・ストア・システム１３０からダウンロード
して当該第１のアプリを当該第１のユーザ装置にインストールした後、アプリ・ストア・
システム１３０は、例えば検索マッチ・モジュール１３４を用いることによって、当該関
連アプリを検索し、当該第１のアプリとマッチさせてもよい。当該検索マッチを様々な方
法で実装してもよい。第１の例では、当該第１のアプリをインストールした後、ユーザは
、１つまたは複数のアプリを当該第１のアプリとマッチするための要求をアプリ・ストア
・システム１３０に送信することによって検索を開始してもよい。当該要求を受信すると
、アプリ・ストア・システム１３０内のＭＳＡ管理モジュールまたはマネージャ１３６は
ＭＳＡパッケージ１３２を特定することができる。このことは、ＭＳＡパッケージ１３２
のバンドル化が当該アプリ・ストアまたは１つまたは複数のアプリ開発者によって行われ
ているので、ユーザには知られていても知られていなくてもよい。ＭＳＡパッケージ１３
２を特定した後、ＭＳＡマネージャ１３６がユーザ装置１１０に当該関連アプリを通知し
てもよい。ユーザが、当該関連アプリをユーザ装置１２０のような他の装置にインストー
ルするかどうかを判断してもよい。別の実施形態では、特定の状況において、例えば、特
定の機能を実施するように協働する必要があるピア・アプリをＭＳＡパッケージ１３２が
含むとき、第１のアプリを購入すると当該関連アプリが無料であると分かるとき、当該ア
プリ・ストアが直接当該関連アプリをプッシュして対応するユーザ装置（例えば、異なる
ＯＳを有するユーザの別の装置、または、ユーザと特定の関係、例えば、家族関係を有す
る何らかの他の装置）にインストールしてもよい。ユーザは、ユーザ装置１２０に表示さ
れたクイック・レスポンス（ＱＲ）コード１２２をスキャンし、当該ＱＲコード（登録商
標）をアプリ・ストアに送信してダウンロード・プロセスを促進してもよい。したがって
、ＭＳＡマネージャ１３６がアプリを管理してもよい（例えば、ユーザが或るアプリをス
クリーンにダウンロードした後、ＭＳＡマネージャ１３６をユーザにより使用して、別の
スクリーンにダウンロードすべきアプリをマッチすることを問い合わせてもよい）。
【００２２】
　第２の例では、第１のアプリがユーザ装置１１０により要求されたとき、アプリ・スト
ア・システム１３０が、自動的に（即ち、ユーザ装置１１０からの任意の追加の要求を必
要とせずに）当該第１のアプリがＭＳＡパッケージ１３２の一部であると判定してもよい
。したがって、アプリ・ストア・システム１３０は、バンドルとして値引き価格でＭＳＡ
パッケージ１３２を売り物としてユーザに提供するか、または、プロモーションの目的で
ＭＳＡパッケージ１３２内の当該関連アプリを贈り物として提供してもよい。ユーザが、
例えばＭＳＡパッケージ１３２を複数のユーザ装置にインストールしたいとアプリ・スト
ア・システム１３０に示すことによって、ＭＳＡパッケージ１３２を購入する意思を与え
てもよい。次に、アプリ・ストア・システム１３０がＭＳＡパッケージ１３２のアプリを
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当該複数のユーザ装置にダウンロードするようにプッシュしてもよい。あるいは、ユーザ
が当該第１のアプリを購入した後、アプリ・ストア・システム１３０が任意の追加の関連
アプリを購入するかどうかの選択肢をユーザに与えてもよい。ユーザが承認すると、アプ
リ・ストア・システム１３０は、第１のユーザ装置１１０に関連付けられた１つまたは複
数のユーザ装置にダウンロードしインストールするように関連アプリをプッシュしてもよ
い。
【００２３】
　ＭＳＡパッケージ１３２内の当該関連アプリが個々のライセンスを使用するかまたは共
通ライセンスを共有してもよいことに留意されたい。当該関連アプリ間のライセンス供与
を、ＭＳＡパッケージ１３２内の関係の１つとみなしてもよい。なぜならば、かかる関係
をアプリ・ストア・システム１３０またはアプリ開発者により定義できるからである。当
該ライセンスを、購入またはダウンロードの完了時にアプリ・ストア・システム１３０に
より付与してもよく、当該ライセンスが任意の適切な期間だけ有効であってもよい。シン
グル・ライセンスが当該関連アプリの間で共有される場合、同時に１つのアクティブなユ
ーザ装置を許可するか、または、ＭＳＡパッケージ１３２内の全てのアプリの合計時間を
一緒にカウントするタイム・シェアを使用してもよく、ユーザは残り時間が利用できる限
り複数の装置を起動してアプリを利用してもよい。
【００２４】
　本発明では主にＭＳＡについて論じているが、本明細書で開示した原理を用いてコンテ
ンツを同様に複数のユーザ装置またはスクリーンの間で共有できることは当業者には理解
される。ビデオ、オーディオ、画像、他のメディア、および電子書籍のような任意の適切
な種類のコンテンツを複数のスクリーンの間で共有してもよい。コンテンツをアプリ・ス
トアまたは他の任意のコンテンツ・プロバイダにより提供してもよい。使用の際、同一コ
ンテンツまたは関連コンテンツの複数のバージョンを共有してもよい。例えば、ビデオ・
コンテンツの第１のバージョンがテレビでの視聴のために高解像度を有してもよく、同一
のビデオ・コンテンツの第２のバージョンがスマートフォンでの視聴のために低解像度を
有してもよい。さらに、ビデオ・コンテンツの音声部分を抽出してスマート・ウォッチで
再生してもよい。関連アプリと同様に、１つの共有可能ライセンスまたは複数のライセン
スを用いてコンテンツを複数のユーザ装置に配信してもよい。本発明により、アプリまた
はコンテンツが共有を規定する場合には当該アプリまたはコンテンツをスクリーン間で共
有できるようにしてもよい。
【００２５】
　図２は、開示した実施形態に従う、アプリ配布のためのプッシュおよび同期（ｓｙｎｃ
）手続き２００の略図である。当業者が理解するように、図２の幾つかの態様は図１と同
じかまたは同様であるので、簡単さのため、異なるかまたはまだ説明していない態様に絞
ってさらなる説明を行う。同一の原理は本明細書で開示した他の図面にも適用される。
【００２６】
　手続き２００を、１つのスクリーンでのアプリ選択によりトリガしてもよい。ユーザが
第１のアプリを購入し第１のユーザ装置２１０にダウンロードしたとき、ユーザ装置２２
０および２３０を含む、ユーザの他の装置またはアプリ・ストアにより認識されたユーザ
と特定の関係を有する他のユーザの装置に対して設計された、１つまたは複数の関連アプ
リまたは異なるアプリ・バージョンを、プッシュとインストールを通じて一緒にプロビジ
ョニングしてもよい。特に、ＭＳＡマネージャ１３６がプッシュ・サーバ２４０に通知し
てもよい。プッシュ・サーバ２４０が、アプリ・ストアの内部または外部に存在してもよ
い。当該通知を受信した後、プッシュ・サーバ２４０が自動的に、当該関連アプリをユー
ザ装置２２０および２３０にダウンロードするようにプッシュしてもよい。プッシュ・サ
ーバ２４０が、アプリ・ストア・システムまたは別のエンティティで実装されたサード・
パーティのサーバであってもよい。
【００２７】
　使用の際、ＭＳＡマネージャ１３６は、当該関連アプリをダウンロードするようにユー



(15) JP 6162819 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

ザ装置２２０および２３０に直接通知するか、または、インストールをユーザ装置２２０
および２３０にプッシュできるプッシュ・サーバ２４０に通知してもよい。プッシュ・サ
ーバ２４０がアプリ・パッケージをホストしてもよく、その結果、ユーザ装置２２０およ
び２３０がアプリ・ストアに登録されている場合に、プッシュ・サーバ２４０は自動的に
インストールをユーザ装置２２０および２３０にプッシュすることができる。１実施形態
では、ＭＳＡマネージャ１３６が、アプリを他のアプリ・ストア・システムまたはアプリ
開発者から取得し、取得したアプリをＭＳＡパッケージ１３２にパッケージ化またはバン
ドル化して、当該要求をユーザから取得した後に当該ＭＳＡサービスをユーザに提供して
もよい。別の実施形態では、当該購入要求を第１のアプリから得た後、ＭＳＡマネージャ
１３６が、当該第１のアプリを含む全てのアプリとその他の関連アプリを、ＭＳＡマネー
ジャ１３６内のＭＳＡパッケージ化およびバンドル化ポリス・ストアに従って、他のアプ
リ・ストアまたはアプリ開発者から取得してもよい。
【００２８】
　図３は、開示した実施形態に従う、開発者または他のアプリ・ストアに対するＭＳＡ提
供プロセス３００の略図である。１つまたは複数のアプリ開発者は複数のアプリまたは１
つのアプリに対して複数のバージョンを開発してもよく、したがって当該アプリ開発者は
関連アプリ間の全ての関係を知ることができる。したがって、当該開発者は関連アプリを
バンドル化してＭＳＡパッケージ３１０を生成してもよい。アプリ開発者制御パネル３２
０は、開発者がＭＳＡパッケージ３１０を定義するためのインタフェースを提供する。Ｍ
ＳＡパッケージ３１０をＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０により管理してもよ
い。または、ＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０が、ＭＳＡパッケージ３１０の
要件を定義し、当該ＭＳＡパッケージを生成するために当該インタフェースを介して当該
要件を開発者に送信してもよい。代替的な実施形態では、ＭＳＡアプリ・バンドル・マネ
ージャ３３０が、アプリを開発者から得た後に当該アプリをパッケージ化しバンドル化し
てもよい。さらに別の実施形態では、アプリ・プロバイダ制御パネル（図３では図示せず
）が、他のアプリ・ストアがＭＳＡパッケージ３１０を定義するためのインタフェースを
提供してもよい。ＭＳＡパッケージ３１０をＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０
により管理してもよい。または、ＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０が、ＭＳＡ
パッケージ３１０の要件を定義し、当該ＭＳＡパッケージを生成するために当該インタフ
ェースを介して当該要件を当該他のアプリ・ストアに送信してもよい。別の実施形態では
、ＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０が、アプリを他のアプリ・ストアから得た
後に、当該アプリをパッケージ化しバンドル化してＭＳＡパッケージ３１０を生成または
形成してもよい。ＭＳＡパッケージ３１０内のアプリのバンドル化と価格設定をＭＳＡア
プリ・バンドル・マネージャ３３０により調整してもよい。ＭＳＡパッケージ３１０を、
バンドル価格で纏め販売として提供してもよく、または、ＭＳＡパッケージ３１０内のア
プリの多様な組合せを、様々な検討事項、例えば、ライセンス・ポリシまたはユーザから
の要件に従って提供してもよい。アプリが異なる開発者および／またはアプリ・ストアに
より開発された場合には、当該ＭＳＡパッケージの販売により生まれた収入をそれらの間
で共有することができる。
【００２９】
　当該アプリ・ストア内の取引収入共有モジュール３４０が、ユーザからの購入または貸
出し注文を完了してもよい。購入注文が完了した後、ＭＳＡ登録マネージャ３５０を、ユ
ーザにより購入されたアプリを登録するように構成してもよい。ＭＳＡ登録マネージャ３
５０は、ＭＳＡアプリ・ダウンロード・マネージャ３６０を監視して、アプリのダウンロ
ード・ステータス、例えば、特定のアプリがダウンロードされているかどうか、そうであ
れば当該アプリが何回ダウンロードされているか、または、ダウンロードされたアプリの
利用等を決定してもよい。１実施形態では、購入または貸出し時にユーザ装置の電源がオ
フであるかまたは利用可能でない場合、認証情報（例えば、ライセンスまたは検証コード
）を含むメッセージを、例えば、ソフトウェアを介してまたは電子メールとしてユーザ装
置に送信してもよい。当該認証プロセスをＭＳＡ登録マネージャ３５０により実施するこ



(16) JP 6162819 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

とができる。ＭＳＡアプリ・ダウンロード・マネージャ３６０が、ＭＳＡパッケージ３１
０内のアプリのダウンロードと更新を促進してもよい。
【００３０】
　図４は、開示した実施形態に従うＭＳＡダウンロード・プロセス４００の流れ図である
。プロセス４００を、本明細書で開示したアーキテクチャ（例えば、アーキテクチャ１０
０）のコンポーネントにより実装してもよい。ブロック４１０で開始して、プロセス４０
０により、ユーザ装置が、プッシュ通知、ＱＲコード（登録商標）のスキャン、またはア
プリをプロビジョニングするための他の方法を受け取ることができてもよい。第１の方法
では、ユーザ装置が、ライセンス・コードとユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ
）を有するＱＲコード（登録商標）を受信し、ブロック４２０で示すようにかかるＵＲＬ
を当該コードで開いてもよい。ブロック４３０では、アプリ・ストアが、ユーザ装置の装
置タイプを検出し、ブロック４６０に進んでもよい。例えば、ユーザ装置の装置タイプが
、当該装置の動作システム、および／または、例えばプロセッサ能力、または媒体能力（
例えば、ビデオ、オーディオおよび／またはテキストのサポート）、または装置の他の能
力を含む装置能力を含んでもよいが、これらに限られない。第２の方法では、ユーザ装置
を、ブロック４４０で示すようにアプリ・ストア内の適切な場所に向けて、ブロック４５
０で示すように受信したコードを手動で入力してもよい。
【００３１】
　当該第１の方法または第２の方法の何れかを実施した後、ブロック４６０で、アプリ・
ストアはユーザ装置から受信したコードを検証してもよい。当該コードが有効である場合
、プロセス４００はブロック４７０に進み、ユーザ装置がダウンロード・ページにアクセ
スできるようにすることができる。当該コードが無効である場合、プロセス４００は、当
該コードを再入力するためにブロック４５０に戻るか、または、ブロック４２０に戻って
もよい。１実施形態では、当該コード検証プロセスが、図３に関連する上述の実施形態で
説明したようにＭＳＡパッケージの購入または貸出し機構に従って当該コードを検証して
もよい。
【００３２】
　ブロック４８０では、ユーザが、アプリまたはＭＳＡパッケージのダウンロードおよび
／または利用の条項に関する詳細を展開した契約を検討してもよい。当該契約を受け入れ
た後、ブロック４９０で示すようにダウンロード・ステータスを登録してもよい。次に、
ブロック４９２で示すように当該アプリをユーザ装置にダウンロードしてもよい。
【００３３】
　上述のように、ＭＳＡパッケージに含まれるアプリが、互いに関連する異なるアプリま
たは同一のアプリの異なるバージョンであってもよい。図５は、ＭＳＡパッケージ内の３
つのアプリの間の例示的な関係５００の略図である。関係５００を相互接続フックと称し
てもよい。なぜならば、当該関連アプリは関係５００を介して一緒にフックされていると
みなしうるからである。図５に示すように、スクリーンＡにはアプリＡがインストールさ
れ、スクリーンＢにはアプリＢがインストールされ、スクリーンＣにはアプリＣがインス
トールされている。アプリＡが、タブレットまたはスマートフォンにインストールされた
完全な機能制御のための制御アプリであってもよく、アプリＢが、（例えば、音楽を再生
し、または、テキスト・メッセージを可聴音に変換するための制御アプリのミニバージョ
ンとして）スマート・ウォッチまたは車内装置にインストールされた再生アプリであって
もよく、アプリＣが、情報（例えば、歌詞、テキスト、設定、および／またはビデオ）を
表示するためのテレビにインストールされた表示アプリであってもよい。当該アプリに応
じて、ＭＳＡパッケージ内の関係が、再生制御関係、制御表示関係、フルバージョンとミ
ニバージョンの関係、フック関係、（装置タイプまたはオペレーティング・システムに応
じた）同一のアプリの異なるバージョン、またはそれらの組合せのような任意の適切な種
類であってもよいことは当業者には理解される。
【００３４】
　図６は、開示した実施形態に従うＭＳＡパッケージ化プロセス６００の流れ図である。
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ブロック６１０で示すように、複数のアプリをＭＳＡパッケージにパッケージ化してもよ
い。ブロック６２０で示すように、ＭＳＡパッケージ内の全てのアプリが同一の開発者に
より所有されているかどうか（例示的な条件）に応じて、当該アプリ間の関係（複数可）
を様々に定義してもよい。全てのアプリが同一の開発者により所有されている場合、ブロ
ック６３０で当該アプリを統合的なセットとして定義してもよい。テーブル６６０に示す
ように、当該統合的なセットが、スクリーンＸ向けに設計された制御アプリＡ、スクリー
ンＹ向けに設計された表示アプリＢ、およびスクリーンＺ向けに設計された再生アプリＣ
を含む複数のアプリを含んでもよい。当該複数のアプリを、特定のサービスを提供するた
めの統合的な部分として使用してもよく、したがって当該複数のアプリを纏め販売として
提供してもよい。上述のように、ＭＳＡパッケージのポリシまたは要件を、ユーザの要求
または要件を考慮してまたは考慮せずにアプリ・ストアにより定義してもよく、定義され
たＭＳＡパッケージのポリシまたは要件をアプリ開発者または別のアプリ・ストアに送信
してもよい。このＭＳＡパッケージ化プロセスを、定義されたＭＳＡパッケージのポリシ
または要件に従って開発者または他のアプリ・ストア・システムからのアプリを用いてア
プリ・ストア・システムにより処理してもよい。当該アプリ・ストア・システムが、当該
アプリを含むＭＳＡパッケージを開発者または他のアプリ・ストア・システムから直接取
得してもよい。次に、当該アプリ・ストア・システムが、ＭＳＡパッケージ内のアプリの
関係を管理、修正、または更新してもよい。さらに、当該アプリ・ストア・システムが、
ＭＳＡパッケージのポリシもしくは要件、または、当該ＭＳＡパッケージ内のアプリ間の
再定義もしくは修正された関係に従って、当該ＭＳＡパッケージ内のアプリをプロビジョ
ニング、販売、貸出し、配送、または配布してもよい。
【００３５】
　他方、ＭＳＡパッケージ内のアプリが複数の開発者またはアプリ・ストアからのもので
ある場合、当該アプリを、ブロック６４０において、それらの間のフックまたは関係（統
合的より緩い用語）として定義してもよい。テーブル６７０で示すように、アプリＡおよ
びＢが制御関係またはフックを有し、アプリＢおよびＣがピア関係を有し、アプリＡおよ
びＣが再生関係を有してもよい。この場合、関連アプリが、纏め販売で提供されるのでは
なく、第１のアプリの購入後にユーザに推奨される可能性が高くてもよい。ＭＳＡパッケ
ージのアプリ内の関係がどのようにそれらが協働するかを示すので、ブロック６５０に示
すようにかかる情報をアプリ・ストアに記録してもよい。したがって、当該アプリ・スト
アは、パッケージ化情報とユーザ装置の動作に基づいて様々な判断を行うことができる。
【００３６】
　図７は、開示した実施形態に従うＭＳＡ管理アーキテクチャ７００の略図である。アー
キテクチャ７００が、図７に示すように配置された、アプリ・プロバイダ７０２（例えば
、アプリ開発者または他のアプリ・ストア・システム）、単一ユーザまたは特定の関係に
ある１組のユーザを含むユーザ・グループでありうるユーザ７０４、ＭＳＡマネージャ７
０６、第１のライセンス７１４、第２のライセンス７１６、ＭＳＡライセンス登録マネー
ジャ７１８、ライセンス制御マネージャ７２０、ライセンス償還マネージャ７２２、アッ
プグレード・マネージャ７２４、ダウンロード・マネージャ７２６を含んでもよい。具体
的には、ＭＳＡマネージャ７０６が、ＭＳＡプロモーション・マネージャ７０８、ＭＳＡ
取引マネージャ７１０、およびクロスデバイス配布マネージャ７１２を含んでもよい。ア
プリ・プロバイダ７０２が、ＭＳＡパッケージを開発し構成したアプリ開発者であっても
よい。例えば、アプリ・プロバイダ７０２が、例えばプロモーション・ポリシが含まれる
ＭＳＡプロモーション・マネージャ７０８を用いて、当該ＭＳＡパッケージに対して卸売
価格を設定してもよい。
【００３７】
　ユーザ７０４が１つまたは複数のユーザ装置を所有してもよい。他方、ユーザ装置が同
一のユーザまたは異なるユーザに属することができる。ユーザ７０４がＭＳＡ取引マネー
ジャ７１０で（例えば、無料でまたは或る価格で）取引を開始してもよい。ＭＳＡ取引マ
ネージャ７１０はユーザとの取引を扱う。当該取引の後、１つまたは複数のライセンスま
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たは検証コードをＭＳＡライセンス登録マネージャ７１８により生成し記録してもよい。
ライセンスが、アプリのダウンロードと利用に対する認証を定義してもよく、場合によっ
ては、どれだけ長くアプリを使用できるかを定義してもよい。ＭＳＡライセンス登録マネ
ージャ７１８が当該ライセンスをライセンス償還マネージャ７２２に転送してもよく、次
いでライセンス償還マネージャ７２２が当該ライセンスをクロスデバイス配布マネージャ
７１２に転送してもよい。ライセンス７１４および７１６を、任意の適切な方法を用いて
クロスデバイス配布マネージャ７１２によりダウンロード・マネージャ７２６に（または
ユーザに直接）送付してもよい。例えば、ライセンス７１４および７１６を、電子メール
で送信してもよく、シンプル・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）で送信してもよく、また
は、他の手段でユーザ７０４にプッシュしてもよい。
【００３８】
　ユーザ７０４がＭＳＡパッケージ内の第１のアプリを第１のユーザ装置にダウンロード
した後、当該アプリ・ストアは、追加の関連アプリをダウンロードするようにプッシュ・
サーバに通知してもよい。あるいは、ユーザ７０４が、ＱＲコード（登録商標）を用いて
別のユーザ装置でのダウンロードを開始することができる。アップグレード・マネージャ
７２４を用いて、適切なアップグレードを異なる装置で実施することもできる。
【００３９】
　ＭＳＡ管理アーキテクチャ７００が、アプリ管理コンポーネント、クロスデバイス・ラ
イセンス管理コンポーネント、およびアカウント・セットアップ電子メール配布のような
他のコンポーネントを含んでもよいことに留意されたい。当該アプリ管理コンポーネント
が、アプリ購入マネージャ、アプリ・ダウンロード・マネージャ、アプリライセンス生成
器、アプリ償還マネージャ、およびアプリアップグレード・マネージャを含んでもよい。
当該アカウント・セットアップ電子メール配布コンポーネントがユーザ情報テーブルを含
んでもよく、ライセンスを個人に付与するコードを電子メールで送信してもよい。当該ア
カウント・セットアップ電子メール配布コンポーネントが共通原価購入（例えば、アプリ
を購入するのにクラス内の学生あたり＄２．９９）を提供してもよい。例えば、ユーザ情
報テーブルをアプリ・ストアにより使用して、ライセンスを複数の登録済みユーザに配布
してもよい。個々の検証コードまたはライセンスを電子メール経由でユーザに送信しても
よく、これを取引中に購入者により提供することができる。
【００４０】
　図８は、開示した実施形態に従うＭＳＡライセンス提供プロセス８００の略図である。
提供プロセス８００が上述の提供プロセス３００と同様であってもよい。ＭＳＡライセン
ス提供プロセス８００が、ＭＳＡパッケージ８０２、ＭＳＡプロモーション・マネージャ
８０４、アプリ開発者制御パネル８０６、取引収入共有コンポーネント８０８、ＭＳＡラ
イセンス登録マネージャ８１０、およびライセンス制御マネージャ８１２を必要としても
よい。ＭＳＡプロモーション・マネージャ８０４、ＭＳＡライセンス登録マネージャ８１
０、およびライセンス制御マネージャ８１２が、それらの対応物、即ち、それぞれ、ＭＳ
Ａプロモーション・マネージャ７０８、ＭＳＡライセンス登録マネージャ７１８、および
ライセンス制御マネージャ７２０と類似してもよい。
【００４１】
　ＭＳＡライセンスの値付けおよび購入のデータ・フローは、図８の矢印で示すようにコ
ンポーネントを通って進んでもよい。アプリ開発者制御パネル８０６を、１つまたは複数
のアプリ開発者により形成してもよい。開発者は、アプリ間の関係を定義することによっ
て、アプリを開発しＭＳＡパッケージ８０２を形成することができる。アプリ開発者制御
パネル８０６は、ＭＳＡプロモーション・マネージャ８０４を用いてＭＳＡパッケージ８
０２の価格設定を構成してもよい。収入共有コンポーネント８０８により、ＭＳＡパッケ
ージ８０２を１人または複数のユーザに販売することで、開発者間で共有すべき収入を生
成できるようにしてもよい。さらに、ライセンス制御マネージャ８１２はがＭＳＡライセ
ンス登録マネージャ８１０を制御または監視してもよく、ＭＳＡライセンス登録マネージ
ャ８１０に当該ライセンスを検証目的で登録してもよい。
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【００４２】
　ユーザがＭＳＡパッケージを購入すると、タイム・シェアを複数の装置の間で実施する
ことができる。図９は、開示した実施形態に従うタイム・シェア・アプリケーション・ラ
イセンス制御方法９００の流れ図である。方法９００はブロック９０２で開始し、アプリ
をチェックアウトしてもよい。ブロック９０４で、タイム・シェア・ライセンス・マネー
ジャを起動して、ブロック９０６で、アプリが使用中であるかどうかを判定してもよい。
ブロック９０６で、当該アプリが使用中である場合、方法９００はブロック９０２に戻り
、ユーザは再度当該アプリをチェックアウトするかまたは異なるアプリをチェックアウト
するのを試みてもよい。あるいは、当該アプリが使用中である場合、方法９００がブロッ
ク９０６の後に終了してもよい。ブロック９０６で、当該アプリが使用中でない場合、方
法９００はブロック９０８に進み、当該ライセンスが、当該ライセンスが有効であり当該
アプリを使用できる期間とともにユーザに付与される。時刻が当該期間外である場合には
、方法９００はブロック９１０に進んで、アプリを返却してもよい。その後、方法９００
はブロック９１２に進み、当該ライセンスが返却されたことを示すようにライセンス利用
ステータスを設定してもよい。ブロック９０８で、時刻がライセンス付与期間内である場
合には、方法９００はブロック９１２に進み、ライセンス利用ステータスを「使用中」に
設定してもよい。ブロック９１２から、方法９００はアプリが使用中であるかどうかの指
示とともにブロック９０４に進んでもよい。
【００４３】
　図１０Ａおよび１０Ｂはそれぞれ、開示した実施形態に従う第１のライセンス管理テー
ブル１０００および第２のライセンス管理テーブル１０２０を示す。ライセンス管理テー
ブル１０００および１０２０を、アプリ・ストア内に、例えば、ライセンス登録マネージ
ャで、１つまたは複数の適切なデータ構造として保持してもよい。テーブル１０００がア
プリ・フィールド、ＭＳＡライセンス・フィールド、ライセンス・タイプ・フィールド、
およびライセンス・フィールドを含んでもよい。ＭＳＡライセンス（ＭＬ）フィールドは
ＭＳＡパッケージ・ライセンス識別または識別子（ＩＤ）を指定する。ライセンス・タイ
プ・フィールドが、ＭＳＡライセンス・アプリに関連付けられたライセンスの種類を示し
てもよい。１つのアプリが複数のＭＳＡパッケージ内にあってもよく、複数のＭＳＡライ
センスに関連付けられてもよい。例えば、ライセンス・タイプが、複数のライセンス（同
時利用を許可）、タイム・シェア・ライセンス（同時に１つのユーザ装置）のような共通
ライセンス、またはライセンスが有効である装置のタイプ（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ（登
録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標））を含んで
もよい。ライセンス・タイプに応じて、特定のアプリに対するライセンス・フィールドが
１つまたは複数のライセンス（例えば、Ｌ１、Ｌ２、およびＬ３で示したライセンス）を
含んでもよい。
【００４４】
　ライセンス管理テーブル１０２０は、アプリ・ストアで規定できるさらなる詳細を与え
る。１実施形態では、テーブル１０２０がライセンス・フィールド、有効性フィールド、
ユーザ・フィールド、および装置フィールドを含んでもよい。有効性フィールドが、どれ
だけ長くアプリのライセンスが有効であるか、または、アプリのライセンスがいつ切れる
かを示してもよい。ライセンスの有効性期間が１日、１年、または他の任意の期間であっ
てもよい。ユーザ・フィールドが、ライセンスが有効であるユーザのアイデンティティを
示してもよい。装置フィールドが、ライセンスが有効である装置（例えば、Ａｎｄｒｏｉ
ｄ（登録商標）またはｉＯＳ（登録商標））のアイデンティティまたは種類を示してもよ
い。
【００４５】
　上述のように、様々なアプローチを用いてＭＳＡパッケージ内の関連アプリの検索とマ
ッチングを実施してもよい。例えば、ユーザが第１のアプリを自身のテレビにダウンロー
ドしたとする。次に、アプリ・ストアが自動的に当該第１のアプリに関連する１つまたは
複数のアプリを発見し、当該関連アプリをユーザに推薦してもよい。別の例として、当該
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第１のアプリがＱＲコード（登録商標）を生成し、ユーザが当該ＱＲコード（登録商標）
をスキャンしてサーバに送信し、サーバがマッチングを行うようにしてもよい。ＱＲコー
ド（登録商標）が、ＵＲＬおよび場合によってはライセンス情報を含んでもよい。
【００４６】
　ＭＳＡアカウントがＭＳＡアカウント・ユーザ名、取引情報、アプリ・ライセンス・テ
ーブル、ライセンス贈与ステータス、およびライセンス制御を含んでもよい。例えば、Ｍ
ＳＡパッケージをダウンロードするとき、第１のユーザがユーザ名を含む自身の情報を登
録してもよい。当該第１のユーザが、ＭＳＡパッケージを、例えば、クリスマスの贈り物
として購入し、友達および親戚に送るかもしれない。したがって、贈与ステータスにより
、当該パッケージが贈り物の受領者によりダウンロードされているかどうかを示してもよ
い。
【００４７】
　開示した実施形態が、誰が見えるか、誰がダウンロードできるか、何回アプリをダウン
ロードできるか、どれだけ長くアプリを使用できるかの制御を与えてもよい。さらに、本
開示は、プライバシまたは他のセキュリティ設定のためのスクリーン上のライセンス制御
を提供することができる。例えば、パッケージが、年齢制限を課すためのセキュリティ設
定を含むことができる。本発明では、循環鍵管理を提供してもよい。当該管理では、（誰
かが本を借りたら他の人はブロックされる、本の貸出しと同様に）１つのライセンスを共
有してもよい。当該ライセンスが共有シーケンシャル・ライセンスであってもよい。例え
ば、１人のユーザがアプリにチェックインし、当該アプリを開始し、当該アプリを利用し
、当該アプリをチェックアウトしてもよい。
【００４８】
　上述のように、本開示では、ＭＳＡの購入、配布、ダウンロード、利用、および共有の
ための解決策を提供する。本発明は、関連アプリをバンドル化しパッケージ化することで
開発者がＭＳＡパッケージを構成またはプロビジョニングすることをサポートすることが
できる。開示した設計にはまた、ＭＳＡプロモーション提供、アプリ購入、および配布／
贈与のための手続きも含まれる。アプリまたはコンテンツの自動的なプロビジョニングお
よび配布を可能とする諸実施形態により、モバイル装置またはウェラブル装置（例えば、
スマート・ウォッチまたはＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ）のような様々なコンピューティン
グ環境におけるユーザ・エクスペリエンスを高めることができる。
【００４９】
　図１１は、開示した実施形態に従うコンピュータ・システムまたはネットワーク装置１
１００の略図である。ネットワーク装置１１００を、ネットワークからメッセージを受信
し、処理し、メッセージをネットワークに送信できる、本明細書で開示したアプリ・スト
ア・システム（例えば、アプリ・ストア・システム１３０）またはユーザ装置（例えば、
ユーザ装置１１０または１２０）のような、任意の装置で実装してもよい。ネットワーク
装置１１００が、受信器１１１２（Ｒｘ）に接続された１つまたは複数の入力ポート１１
１０を備えてもよい。受信器１１１２（Ｒｘ）を、他のネットワーク・コンポーネントか
らパケットを受信するように構成してもよい。ネットワーク装置１１００が、受信器１１
１２に接続され、パケットを処理するかまたはどのネットワーク・コンポーネントが当該
パケットを送信するかを判定するように構成された論理ユニットまたはプロセッサ１１２
０を備えてもよい。
【００５０】
　プロセッサ１１２０を、ハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアの組合せを用
いて実装してもよい。プロセッサ１１２０を、１つまたは複数の中央演算装置（ＣＰＵ）
チップ、コア（例えば、マルチコア・プロセッサ）、フィールド・プログラマブル・ゲー
ト・アレイ（ＦＰＧＡ）、特殊用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、および／またはデジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）として実装してもよい。プロセッサ１１２０を、ＭＳＡマネー
ジャ１３６、検索マッチ・モジュール１３４、アプリ・ストア・システム１３０の一部、
プッシュ・サーバ２４０（または他種のサード・パーティのサーバ）、アプリ開発者制御
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パネル３２０、ＭＳＡアプリ・バンドル・マネージャ３３０、取引収入共有モジュール３
４０、ＭＳＡ登録マネージャ３５０、ＭＳＡアプリ・ダウンロード・マネージャ３６０、
ＭＳＡプロモーション・マネージャ７０８、ＭＳＡ取引マネージャ７１０、クロスデバイ
ス配布マネージャ７１２、ＭＳＡライセンス登録マネージャ７１８、ライセンス制御マネ
ージャ７２０、ライセンス償還マネージャ７２２、アップグレード・マネージャ７２４、
ダウンロード・マネージャ７２６、タイム・シェア・ライセンス・マネージャ９０４、ま
たは当業者に公知な他の任意の機能コンポーネント、またはそれらの任意の組合せのよう
な、本明細書で説明した機能モジュールまたはユニットの何れかを実装するように構成し
てもよい。
【００５１】
　ネットワーク装置１１００がさらに少なくとも１つのメモリ１１２２を備えてもよい。
メモリ１１２２を、１つまたは複数のアプリ１１２４を格納するように構成してもよい。
アプリ１１２４を任意の適切な形式で実装してもよく、例えば、任意のプログラミング言
語で書き、任意の適切なユーザインタフェースをもたせてもよい。アプリ１１２４の一部
がＭＳＡパッケージ内の関連アプリであってもよい。メモリ１１２２がＭＳＡパッケージ
とＭＳＡパッケージ内の１組の関連アプリの間の１つまたは複数の関係を格納してもよい
。当該関連アプリの間の関係を、プロセッサ１１１２により定義してもよく、または、受
信器１１１２によりアプリ開発者またはアプリ・ストアのユーザから受信してもよい。実
際には、ネットワーク装置１１００により処理される双方向のトラフィックが存在しても
よく、したがって、一部のポートがパケットを受信し送信してもよい。この意味で、入力
ポート１１１０と出力ポート１１３０を共存させてもよく、または、これらを、送受信器
（Ｒｘ／Ｔｘ）に結合された同一のポートの異なる機能とみなしてもよい。プロセッサ１
１２０、メモリ１１２２、受信器１１１２、送信器１１３２のうち１つまたは複数を、プ
ッシュ同期手続き２００、ＭＳＡ提供プロセス３００、ＭＳＡダウンロード・プロセス４
００、パッケージ化プロセス６００、ライセンス提供プロセス８００、およびタイム・シ
ェア・アプリケーション・ライセンス制御方法９００のような、上述の実装形態のうち任
意のものを少なくとも部分的に実装またはサポートするように構成してもよい。
【００５２】
　実行可能命令をネットワーク装置１１００にプログラミングおよび／またはロードする
ことで、プロセッサ１１２０およびメモリ１１２２のうち少なくとも１つを変更できるこ
とは理解される。結果として、ネットワーク装置１１００を特定のマシンまたは装置（例
えば、本発明で教示される機能を有するネットワーク・ルータ）に変換してもよい。当該
実行可能命令を実行のためにメモリ１１２２に格納してプロセッサ１１２０にロードして
もよい。実行可能ソフトウェアをコンピュータにロードすることで実装できる機能を公知
な設計規則によりハードウェア実装に変換できることは、電気工学やソフトウェア工学に
とって基本的である。ソフトウェアで実装することとハードウェアで実装することとの間
の決定は一般に、ソフトウェア領域からハードウェア領域への変換に関与する任意の問題
ではなく、設計の安定性と生成されるユニットの数の考慮に依存する。一般に、頻繁な変
更を依然として受ける設計は、ソフトウェアで実装されるのが好ましいかもしれない。な
ぜならば、ハードウェア実装を再検討するのはソフトウェア設計を再検討するよりも高価
であるからである。一般に、大量生産に適した設計はハードウェア、例えば、ＡＳＩＣで
実装されるのが好ましいかもしれない。なぜならば、大量生産では、ハードウェア実装が
ソフトウェア実装より高価でないかもしれないからである。しばしば、設計がソフトウェ
ア形式で開発され試験され、後に、公知な設計規則により、ソフトウェアの命令を組み込
んだ特殊用途向け集積回路における均等なハードウェア実装に変換されるかもしれない。
同様に、新たなＡＳＩＣにより制御されるマシンは特定のマシンまたは装置であるので、
同様に、プログラムされかつ／または実行可能命令をロードしたコンピュータも特定のマ
シンまたは装置とみなしてもよい。
【００５３】
　本発明の任意の処理を、プロセッサ（例えば、汎用目的のマルチコア・プロセッサ）に
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コンピュータ・プログラムを実行させることで実装してもよい。この場合、コンピュータ
・プログラム製品を、任意の種類の非一時的コンピュータ可読媒体を使用するコンピュー
タまたはネットワーク装置に提供することができる。当該コンピュータ・プログラム製品
を、コンピュータまたはネットワーク装置内の非一時的コンピュータ可読媒体に格納して
もよい。非一時的コンピュータ可読媒体には任意の種類の有形記憶媒体が含まれる。非一
時的コンピュータ可読媒体の例には、（フロッピ・ディスク、磁気テープ、ハードディス
クドライブ等のような）磁気記憶媒体、光磁気記憶媒体（例えば、光磁気ディスク）、コ
ンパクト・ディスク読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクト・ディスク記録可能（
ＣＤ－Ｒ）、コンパクト・ディスク書込み可能（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、デジタル多用途ディス
ク（ＤＶＤ）、ブルーレイ（登録商標）ディスク（ＢＤ）、および（マスクＲＯＭ、プロ
グラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭのような）半導体メモリ、フラッシュ
ＲＯＭ、およびランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）が含まれる。当該コンピュータ・
プログラム製品を、任意の種類の一時的コンピュータ可読媒体を用いてコンピュータまた
はネットワーク装置に提供してもよい。一時的コンピュータ可読媒体の例には電気信号、
光信号、および電磁波が含まれる。一時的コンピュータ可読媒体は、有線通信線（例えば
、電線および光ファイバ）または無線通信線を介してコンピュータにプログラムを提供す
ることができる。
【００５４】
　少なくとも１実施形態が開示され、当業者が行う当該実施形態（複数可）および／また
は当該実施形態（複数可）の機能の変形、組合せ、および／または修正は本開示の範囲内
にある。当該実施形態（複数可）の機能を結合、統合、および／または省略したことから
生ずる代替的な実施形態も本開示の範囲内にある。数値的な範囲または限定を明示的に述
べたが、かかる明示的な範囲または限定が、明示的に述べた範囲または限定に入る同様な
規模の反復的な範囲または限定を含むと理解してもよい（例えば、約１から約１０とは２
、３、４等を含み、０．１０より大きいとは０．１１、０．１２、０．１３等を含む）。
例えば、下限がＲｌで上限がＲｕである数値範囲が開示される場合は常に、当該範囲に入
る任意の数が具体的に開示される。特に、当該範囲内の以下の数が具体的に開示される。
即ち、Ｒ＝Ｒｌ＋ｋ＊（Ｒｕ－Ｒｌ）である。ｋは１パーセントの増分で１パーセントか
ら１００パーセントまで変動する変数である。即ち、ｋは１パーセント、２パーセント、
３パーセント、４パーセント、５パーセント、・・・、５０パーセント、５１パーセント
、５２パーセント、・・・、９５パーセント、９６パーセント、９７パーセント、９８パ
ーセント、９９パーセント、または１００パーセントである。さらに、上で定義した２つ
のＲ数で定義された任意の数値範囲も具体的に開示されている。「約」という用語の使用
は、特に断らない限り、それに続く数値の＋／－１０％を意味する。請求項の任意の要素
に関する「場合によっては」という用語は、当該要素が必要であること、または、当該要
素が必要でないことを意味し、両方の代替物が当該請求項の範囲内にある。備える、含む
、および有するといった広い用語の使用は、～から構成される、～から本質的に構成され
る、および～から実質的に成るといった狭い用語に対するサポートを提供すると理解して
もよい。したがって、保護範囲は、上述の説明により制限されないが、添付の諸請求項に
より定義され、その範囲は、諸請求項の発明特定事項の全ての均等物を含む。夫々および
全ての請求項は、さらなる開示として本明細書に組み込まれ、諸請求項は本発明の実施形
態（複数可）である。本開示における文献の議論は、それが先行技術、特に、公開日が本
願の優先日より後の任意の文献であると認めるものではない。本明細書で引用した全ての
特許、特許出願、および刊行物の開示は、それらが本明細書を補完する、例示的な、手続
き的な、または他の詳細を提供する範囲において、引用により取り込まれる。
【００５５】
　幾つかの実施形態を本発明で提供したが、開示したシステムと方法を、本発明の趣旨ま
たは範囲から逸脱しない他の多数の具体的な形態で具体化してもよいことは理解される。
本明細書の例は、例示的であり限定的なものではないと考えるべきであり、本発明は本明
細書で与えた詳細に限定されない。例えば、様々な要素またはコンポーネントを組み合せ
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るかもしくは別のシステムに統合してもよく、または、特定の機能を省略するかまたは実
装しなくともよい。
【００５６】
　さらに、様々な実施形態において別個または別々に説明し例示した技術、システム、サ
ブシステム、および方法を、本発明の範囲から逸脱することなく組み合わせるかまたは他
のシステム、モジュール、技術、もしくは方法と統合してもよい。互いに接続または直接
接続または通信するとして図示または説明された他の項目を、電気的、機械的、またはそ
れ以外に関わらず、何らかのインタフェース、装置、または中間構成要素を通じて間接的
に接続するかまたは通信させてもよい。変更、置換え、または代替の他の例は当業者によ
り確認でき、本発明で開示した趣旨と範囲から逸脱せずに行うことができる。
【符号の説明】
【００５７】
７０２　アプリ・プロバイダ
７０４　ユーザ
７０８　ＭＳＡプロモーション・マネージャ
７１０　ＭＳＡ取引マネージャ
７１２　クロスデバイス配布マネージャ
７１４　ライセンス１
７１６　ライセンス２
７１８　ＭＳＡライセンス登録マネージャ
７２０　ライセンス制御マネージャ
７２２　ライセンス償還マネージャ
７２４　アップグレード・マネージャ
７２６　ダウンロード・マネージャ
８０２　ＭＳＡパッケージ
８０４　ＭＳＡプロモーション・マネージャ
８０６　アプリ開発者制御パネル
８０８　取引および収入共有
８１０　ＭＳＡライセンス登録マネージャ
８１２　ライセンス制御マネージャ
１１２０　プロセッサ
１１２４　アプリ
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