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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能命令を有するように構成される１つ以上のコンピュータシステムの制御下にお
いて、
　コンテンツ出力デバイスに接続されるデバイスから、第１の通信チャネル上で、第１の
ユーザの識別子と、前記コンテンツ出力デバイスによって出力されるストリーム内で識別
される第１のアイテムの識別子とを受信することであって、前記ストリームは、複数のア
イテムを含む１つ以上の指定された電子カタログに含まれていない１つ以上のアイテムを
含みうるものであり、前記ストリーム内の候補アイテムを検出して、当該候補アイテムを
前記電子カタログへマッピングすることによって、当該候補アイテムが前記電子カタログ
に含まれるアイテムであることを判定することにより、前記第１のアイテムが識別される
、ことと、
　前記第１の通信チャネルとは異なる第２の通信チャネル上で、前記第１のアイテムに関
するメッセージを前記第１のユーザに送信することと、
　前記コンテンツ出力デバイスに接続される前記デバイスから、前記第１の通信チャネル
上で、第２の異なるユーザの識別子と、前記コンテンツ出力デバイスによって出力される
前記ストリーム内で識別される第２のアイテムの識別子とを受信することであって、前記
ストリーム内の候補アイテムを検出して、当該候補アイテムを前記電子カタログへマッピ
ングすることによって、当該候補アイテムが前記電子カタログに含まれるアイテムである
ことを判定することにより、前記第２のアイテムが識別される、ことと、
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　少なくとも前記第１の通信チャネルとは異なり、前記コンテンツ出力デバイスに接続さ
れる前記デバイスとは無関係な第３の通信チャネル上で、前記第２のアイテムに関するメ
ッセージを第２のユーザに送信することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記コンテンツ出力デバイスは、パーソナルコンピュータデバイス、テレビ、またはラ
ジオを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンテンツ出力デバイスに接続される前記デバイスは、前記ストリーム内の前記第
１および前記第２のアイテムを識別するために、前記コンテンツ出力デバイスによって出
力されている前記ストリームを監視する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ストリームは、ビデオストリームを含み、前記コンテンツ出力デバイスに接続され
る前記デバイスはセットトップボックスまたはゲーム機を備え、前記デバイスは、前記ビ
デオストリームを受信し、前記ビデオストリームを表示させるために前記コンテンツ出力
デバイスに提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツ出力デバイスに接続される前記デバイスは、前記コンテンツ出力デバイ
スと一体である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の通信チャネルは、前記第３の通信チャネルと同一である、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記第１のユーザに送信される前記メッセージは、前記コンテンツ出力デバイスによっ
て出力されている前記ストリーム内で識別される前記第１のアイテムに関する購入を承認
するための要求を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のユーザから、前記第１のアイテムの前記購入の承認を受信することと、
　少なくとも部分的に前記承認の前記受信に応じて、購入を完了させ、前記第１のアイテ
ムの注文に係る処理の履行を開始することと、
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザに送信される前記メッセージは、前記コンテンツ出力デバイスによっ
て出力されている前記ストリーム内で識別される前記第１のアイテムに関する情報を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のユーザに送信される前記メッセージは、前記第１のアイテムが前記第１のユ
ーザに関連するショッピングカートに追加されたという表示を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記第２の通信チャネル上での前記第１のユーザへの前記メッセージの前記送信は、前
記第１のユーザに電子メールを送信すること、前記第１のユーザにショートメッセージサ
ービス（ＳＭＳ）テキストメッセージを送信すること、前記第１のユーザにマルチメディ
アメッセージサービス（ＭＭＳ）テキストメッセージを送信すること、または前記第１の
ユーザに関連し、前記第１のユーザが公衆ネットワーク上でアクセス可能なアカウントに
メッセージを送信すること、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のアイテムを提示するエンティティは、前記第１のユーザの前記識別子を受信
し、
　少なくとも部分的に前記第１のユーザの前記識別子の前記受信に応じて、
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　　前記エンティティにおける前記第１のユーザのアカウントに、前記第１のユーザの前
記識別子をマッピングすることと、
　　前記エンティティで前記第１のユーザの前記アカウント内に記憶される前記第１のユ
ーザのプリファレンスを判定することと、
　をさらに含み、
　　前記メッセージを送信するために使用される前記第２の通信チャネルが、前記第１の
ユーザの前記判定されたプリファレンスに少なくとも部分的に基づいて、識別される、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに請求項１から１２のいずれか１項に記載の方法
を実行させるコンピュータ実行可能命令を記憶する、１つ以上のコンピュータ読取可能記
憶媒体。
【請求項１４】
　プロセッサと、実行されると、１つ以上のコンピュータシステムに請求項１から１２の
いずれか１項に記載の方法を実行させる命令を記憶したメモリとを備えた、請求項１から
１２のいずれか１項に記載の方法を実行する、１つ以上のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、どちらもＵＴＩＬＩＺＩＮＧ　ＰＨＲＡＳＥ　ＴＯＫＥＮＳ　ＩＮ　ＴＲＡ
ＮＳＡＣＴＩＯＮＳと題される、２００６年８月２５日に提出された米国特許仮出願第６
０／８２３，６１１号、および２００６年１０月１０日に提出された米国特許出願第１１
／５４８，１１１号に関連し、その両方が本明細書に参照として組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ放送等のビデオストリームを観ている間、ユーザは、多数の異なる販売業者によ
って販売を提示される多数の異なる製品の多くの広告を見る。しかしながら、これらのユ
ーザのうちの１人が、提示される製品を購入したいと望む場合、ユーザは、典型的に、所
望の製品を提示する実店舗へ行くか、またはインターネット上で所望の製品を注文するた
めに、テレビから全く切り離されたコンピュータを使用しなければならない。例えば、１
足の特定の靴の広告を観た後、ユーザは、その靴を提示する地元の販売業者まで行くか、
またはユーザのデスクトップもしくはラップトップコンピュータを使用して販売業者から
その靴を注文するかのいずれかである。
【発明の概要】
【０００３】
　しかしながら、これら２つの選択肢はいずれも、ユーザが、現在関心のある対象、すな
わち現在ユーザのテレビに放送されているテレビストリームから、注意を逸らすことを必
要とする。
【０００４】
　添付の図を参照して、詳しい説明が記載される。図の中で、参照番号の左端の数字（１
つまたは複数）は、参照番号が最初に現れる図を識別する。異なる図の中での同一の参照
番号の使用は、類似または同一のアイテムを示す。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】テレビでビデオストリームを観ているユーザを含むアーキテクチャ例を示す図で
あり、図示されるように、テレビは、テレビ上に表示されるビデオストリームを監視する
デバイスに接続しており、このアーキテクチャにおいて、ユーザは、例えば、デバイスま
たはテレビが、以前に要求を行ったユーザに関連付けられているかどうかに関わらず、テ
レビ上に表示されるアイテムを購入するか、またはそれに関する情報を受信することがで
きる。
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【図２】図１のテレビに接続されるデバイスの構成要素例、ならびにテレビ上に表示され
るアイテム、またはそのアイテムついての情報を提示する、図１のアイテム提示サービス
の構成要素例を示す図である。
【図３】ユーザがテレビ上に表示されるアイテムの購入を要求する際に、図１のテレビ上
に表示することができる一連のユーザインターフェース（ＵＩ）例を示す図である。
【図４】ユーザが、テレビ上に表示されるアイテムを、要求するユーザに関連するショッ
ピングカートに追加することを要求するときに、図１のテレビ上に表示することができる
一連のユーザインターフェース（ＵＩ）例を示す図であり、いくつかの事例において、図
１のアイテム提示サービスは、ユーザのショッピングカートを保持する。
【図５】ユーザが、テレビ上に表示されるアイテムについての情報を要求するときに、図
１のテレビ上に表示することができる一連のユーザインターフェース（ＵＩ）例を示す図
である。
【図６】テレビ上に表示されるアイテムを購入するためのユーザの要求を履行するための
プロセスの例示のフロー図である。
【図７】テレビ上に表示されるアイテムを購入するためのユーザの要求を履行するための
プロセスの例示のフロー図である。
【図８】テレビ上に表示されるアイテムを購入するためのユーザの要求を履行するための
プロセスの例示のフロー図である。
【図９】ユーザが図１のテレビ上に表示されるアイテムの購入を開始するように要求する
ことを可能にするために、図１のデバイスが実装できるプロセス例を示す図である。
【図１０】複数の異なるユーザから、図１のテレビ上に表示されるアイテムに関する複数
の要求を受信することに応じて、図１のアイテム提示サービスが実装できるプロセス例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
＜概要＞
　本開示は、部分的に、ユーザがメディアストリーム内で識別される提示を活用すること
を可能にする技術を目的とする。例えば、この技術は、ユーザがアイテムを入手すること
（例えば、購入、レンタル、リース、ダウンロード等）、またはコンテンツ出力デバイス
によって出力されているメディアストリーム内で識別されるアイテムに関する情報を受信
することを可能にすることができる。コンテンツ出力デバイスは、パーソナルコンピュー
タデバイス、テレビ、ラジオ、ヘッドアップ表示装置、キオスク、またはいずれの種類の
コンテンツも出力可能ないずれの他のデバイスを含むことができる。さらに、コンテンツ
出力デバイスによって出力されるストリームは、ビデオストリーム、オーディオストリー
ム、またはメディアストリームのいずれの他の形態を含むことができる。これらの技術は
、ユーザが以前にコンテンツ出力デバイス、またはコンテンツ出力デバイスによって出力
されるストリームを監視するデバイスに関連していたかどうかに関わらず、適用される。
【０００７】
　一例において、これらの技術を用いることで、テレビに表示されるビデオストリームを
観ているユーザは、購入のために提示されるアイテムの広告を見ることができる。それに
応じて、ユーザは、アイテム提示サービスからそのアイテムの購入を開始すること、アイ
テム提示サービスでユーザのショッピングカートにアイテムを追加すること、またはアイ
テム提示サービスからそのアイテムに関する情報を受信すること、を選択することができ
る。
【０００８】
　そうするために、ユーザは、リモートコントロールを介してか、あるいは別の方法で、
セットトップボックス等の、テレビによって表示されているビデオストリームを監視する
デバイスに要求を送信することができる。要求の受信に応じて、デバイスは、ユーザの識
別子の入力を促進することができる。ユーザは、次いで、ユーザの電子メールアドレス、
ユーザの携帯電話番号、ユーザの名前、またはアイテム提示サービスがユーザを固有に識
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別することを可能にするいずれの他の情報を入力することができる。
【０００９】
　ユーザの識別子を受信した後、アイテムの購入要求等の要求を開始するために、デバイ
スは、アイテムの識別子とともに、その識別子をアイテム提示サービスに送信することが
できる。以下で説明されるいくつかの事例において、デバイスはまた、アイテム提示サー
ビスが受信されたメッセージの認証を検証することを可能にする目的で、メッセージ認証
コード（ＭＡＣ）（例えば、ハッシュベースＭＡＣ）等を送信することもできる。
【００１０】
　アイテム提示サービスは、ユーザ識別子、アイテム識別子、および潜在的にはＭＡＣを
受信することができる。メッセージの認証の検証後、アイテム提示サービスは、ユーザを
識別する目的で、受信されたユーザ識別子をユーザアカウントへマッピングすることがで
きる。サービスはまた、アイテムを識別する目的で、アイテム識別子をアイテムの電子カ
タログへマッピングすることができるが、ただしセットトップボックス等のデバイスが既
にそうしている場合は除く。
【００１１】
　アイテムの識別後、サービスは、ユーザが、どのようにアイテム提示サービスでの購入
を承認したいかを判定するために、ユーザアカウント、ならびにサービスがユーザに連絡
するために使用する連絡先情報を分析することができる。例えば、サービスは、ユーザが
要求された購入を承認するために、電子メールの受信を好むことを判定する場合がある。
逆に、サービスは、ユーザがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）またはマルチメディ
アメッセージサービスのテキストメッセージの受信を好むと判定する場合がある。さらに
他の事例において、サービスは、受信されるユーザ識別子に基づいて、通信をユーザに送
信してもよい。例えば、アイテム提示サービスは、ユーザが電子メールアドレスを提供し
た場合、電子メールを送信してもよく、ユーザが携帯電話番号を送信した場合は、ＳＭＳ
テキストメッセージを送信してもよい、等である。
【００１２】
　いずれの事例においても、サービスは、アイテムの購入を承認するための要求をユーザ
に送信することができる。いくつかの事例において、サービスは、ユーザがユーザ識別子
を入力し、アイテム提示サービスがユーザおよびアイテムの識別子を受信する通信チャネ
ルとは異なる通信チャネルを介して、このメッセージをユーザに送信する。例えば、サー
ビスは、デバイスとサービスとの間の個別接続を介して、ビデオストリームを監視するデ
バイスからユーザおよびアイテムの識別子を受信することができ、一方で、購入を承認す
るために電子メールまたはＳＭＳテキストメッセージをユーザに送信することができる。
【００１３】
　これらの事例のそれぞれにおいて、ユーザは、アイテム提示サービスから、アイテム購
入の承認要求を受信することができる。ユーザは、次に、その承認要求を承認または拒否
することができ、この承認または拒否をアイテム提示サービスに提供し返すことができる
。サービスは、ユーザが購入を開始するための要求を入力した方法とは異なる通信チャネ
ルを介して、この要求を送信するため、ユーザは、テレビを介してではなく別のコンピュ
ータデバイスを介して、承認要求を承認または拒否する。例えば、ユーザは、サービスが
ＳＭＳテキストメッセージを介してユーザに承認要求を送信した事例においては、ＳＭＳ
テキストメッセージを介してアイテム提示サービスに承認を送信することができる。
【００１４】
　これらの技術の使用を用いて、ユーザは、コンピュータデバイスまたはテレビでビデオ
ストリームを観ている間（例えば、テレビ放送、ローカルに記憶された映画を観ている間
、電子番組ガイド（ＥＰＧ）をナビゲートしている間、もしくはゲームをしている間等）
、ラジオでオーディオストリームを聴いている間、またはいずれの他のコンテンツ出力デ
バイスによるいずれの他のメディアストリームを消費している間に、アイテムの購入、ア
イテムのショッピングカートへの追加、およびアイテムについての情報の受信等のために
、１つ以上のアイテム提示サービスに要求を送信することができる。さらに、要求の送信
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後、ユーザは、アイテム提示サービス（１つまたは複数）から、ユーザの携帯電話、ユー
ザのラップトップコンピュータデバイス、またはユーザが最初の要求を入力したテレビ以
外のいずれの他の電子デバイスを介して、承認要求を受信することができる。さらに、こ
れらのユーザは、これらの他のチャネルを介しても同様に、要求されたアイテムまたは情
報を受信することができる。例えば、ユーザは、テレビに接続されるデバイスを通じてそ
の情報に対する要求を行った後、要求されたアイテムについての情報を、電子メールを介
して受信することができる。
【００１５】
　さらに他の事例において、ユーザは、ビデオストリーム等のストリーム内で識別される
アイテムを購入することを要求し、この要求の一部として、ユーザ識別子および個人識別
番号（ＰＩＮ）の両方、またはアイテム提示サービスでのユーザのアカウントに関連する
他のパスワードを提供することができる。次に、コンテンツ出力デバイスに接続されるデ
バイスは、ユーザ識別子およびＰＩＮとともに、この要求をアイテム提示サービスに送信
することができ、それは、ＰＩＮが識別されたユーザのアカウントと関連してアイテム提
示システムによって記憶されたＰＩＮと一致する場合、識別されたユーザの代理でその要
求を実際に進行させることができる。つまり、アイテム提示サービスは、ユーザ識別子と
、アイテム提示サービスにおいてユーザ識別子に関連するＰＩＮとを伴うデバイスからの
要求を受信することに応じて、アイテムの購入要求を承認することができる。
【００１６】
　さらに、これらの技術は、アイテム提示サービスにこれらの識別子を提供する前に、ユ
ーザがユーザ識別子を入力することを可能にするため、これらの技術は、複数の異なるユ
ーザが、共通のデバイスおよび／またはコンテンツ出力デバイスを通じて要求を送信する
ことを可能にする。つまり、複数のユーザが共通のビデオストリームを観ている場合、例
えば、個々のユーザに対して固有の通信チャネル上でアイテム提示サービスとのトランザ
クションを完結する前に、ユーザのそれぞれが、テレビで表示されるアイテムの購入を要
求するか、あるいはそれに関する行動をとることを可能にする。
【００１７】
　例えば、第１のユーザは、テレビ等のコンテンツ出力デバイスに接続されるデバイスに
、ユーザの携帯電話番号を入力することによって、新しい靴の購入を要求することができ
る。その靴の識別子およびユーザの電子メールアドレスの受信後、アイテム提示サービス
は、次に、ユーザがその購入を承認または拒否することを可能にするために、入力された
アドレスに電子メールを送信することができる。第２のユーザは、その一方で、販売のた
めの特定の本の広告を見ることができ、その広告された本に関する詳細情報を要求するこ
とができる。ユーザは、テレビに接続されるデバイスにユーザの携帯電話番号を入力する
ことができ、ユーザおよびアイテム識別子の受信後に、アイテム提示サービスは、入力さ
れた携帯電話番号に、広告された本についての追加情報を含むＳＭＳまたはＭＭＳテキス
トメッセージを送信することができる。
【００１８】
　説明は、１つのアーキテクチャ例および上記で紹介した技術を実装するいくつかの構成
要素例を記載する「例示的アーキテクチャ」と題されるセクションで開始する。次に、「
例示的ユーザインターフェース」と題されるセクションが続き、ユーザが、テレビで表示
されるアイテムの購入、ユーザのショッピングカートへのアイテムの追加、またはアイテ
ムに関する情報の要求後に、図１のユーザのテレビに供され、そこで表示されるユーザイ
ンターフェース（ＵＩ）例を説明する。説明は、「例示的プロセス」と題されるセクショ
ンおよび簡潔な結論で完結する前に、図１のアーキテクチャ内の説明された技術を実装す
るための「例示的なフロー図」を説明することに続く。
【００１９】
　セクションの表題および対応する要約を含むこの簡潔な序文は、読者の便宜のために提
供され、特許請求の範囲も先行するセクションも限定する意図はない。さらに、前述およ
び後述の技術は、様々な方法および様々な状況において実装可能である。いくつかの実装
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および状況例が、以下により詳細に説明されるように、続く図を参照して提供される。し
かしながら、以下の実装および状況は、多数のうちのほんの数例である。例えば、これら
の技術は、前述のように、様々なコンテンツ出力デバイスに、オーディオストリーム、ビ
デオストリーム、およびメディアストリームの任意の他の形態を含む様々なメディアスト
リームのために適用される。
【００２０】
＜例示的アーキテクチャ＞
　図１は、ユーザ１０２が、コンテンツ出力デバイスによって出力されているストリーム
を消費している間に前述の技術を利用する、アーキテクチャ例１００を図示する。ここで
、ユーザ１０２は、テレビ１０６のディスプレイ１０４上でビデオストリームを見ている
。図示されるように、コンテンツプロバイダ１０８は、ケーブルネットワーク、インター
ネット、およびワイヤレスネットワーク等の、ネットワークのうちの任意の１つまたは複
数の異なる種類の組み合わせを含んでもよい、ネットワーク１１０上に、表示されるビデ
オストリームを提供する。いくつかの事例において、ネットワーク１１０は、ケーブルネ
ットワーク、衛星ネットワーク、あるいは、テレビ放送信号、オーディオストリーム、ビ
デオオンデマンド、またはいずれの他のビデオもしくはオーディオ信号を提供する、いず
れの他のネットワークを含む。
【００２１】
　コンテンツプロバイダ１０８は、ケーブルテレビプロバイダ、衛星テレビプロバイダ、
またはテレビ１０６にビデオストリームを提供する能力のあるいずれの他のタイプのプロ
バイダを含むことができる。いくつかの事例において、テレビ１０６に接続されるデバイ
ス１１２は、ビデオストリームを受信し、テレビ上に表示させる。これらおよび他の事例
において、デバイス１１２は、上記で紹介され、下記で詳細に記載されるように、ディス
プレイ１０４上にアイテムが表れる場合にそれを検出するために、ビデオストリームを監
視する。テレビ１０６と分離するものとして示されるが、このデバイスはまた、他の実装
において、テレビ１０６と一体であってもよい。さらに、デバイス１１２は、セットトッ
プボックス、ゲーム機、メディアセンタ、またはビデオ信号を受信し、受信した信号をデ
ィスプレイ１０４上に表示させるいずれの他のコンピュータデバイス、あるいはそうでな
ければ入来ビデオストリームを監視するいずれの他のデバイスを含んでもよい。
【００２２】
　図１は、ユーザ１０２が、テレビ１０６および／またはデバイス１１２を操作するため
に、リモートコントロール１１４または他の入力デバイスを使用できることをさらに図示
する。例えば、ユーザ１０２は、表示されたビデオストリームのコンテンツを制御するた
め（つまり、チャネルを変更するため）、テレビ１０６の音量を制御するため、テレビ１
０６の設定を調整するため等に、リモートコントロール１１４を使用することができる。
さらに、リモートコントロール１１４は、ユーザ１０２によって作動される際、ディスプ
レイ１０４上にオーバーレイを表示させる制御を含んでもよい。このオーバーレイは、ユ
ーザが、ディスプレイ１０４上に現在表示されているか、または以前表示されたアイテム
の購入を要求することを可能にすることができ、ユーザ１０２が、そのアイテムのユーザ
に関連するショッピングカートまたはリスト（例えば、欲しいものリスト）への追加を要
求することを可能にすることができ、ユーザ１０２が、そのアイテムに関する情報を要求
することを可能にすることができ、あるいはユーザ１０２が、そのアイテムに関するいず
れの他の行動をとることを可能にすることができる。
【００２３】
　上記で簡潔に紹介したように、デバイス１１２は、ユーザ１０２からこれらの要求を受
信し、１つ以上の提示サービス１１６（１）、１１６（２）、および１１６（Ｍ）に、そ
の要求を渡す。これらの要求の受信に応じて、受信側の提示サービス（例えば、サービス
１１６（Ｍ））は、要求を履行する目的で、ユーザ１０２に連絡することができる。図１
は、複数の他のユーザ１１８が、同一または異なる提示サービス１１６（１）～（Ｍ）に
これらの要求を行う目的で、それぞれのテレビに接続されるそれぞれのデバイスを操作す



(8) JP 6525920 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ることもできることを、さらに図示する。
【００２４】
　図１は、例えば、ディスプレイ１０４が、現在デジタルカメラの画像を表示しているこ
とを図示する。ディスプレイ１０４上に表示されるビデオストリームを監視するデバイス
１１２は、そのデジタルカメラが、１つ以上の提示サービス１１６（１）～（Ｍ）によっ
て、消費（例えば、購入、レンタル、リース等）のために提示されるアイテムを含む可能
性があることを検出する。デバイスは、広告を検出し、そのアイテムがそこで販売されて
いることを判定することによってこのような判定を行うことができ、あるいはデバイスは
、そのアイテムが広告内に存在するかどうかに関わらず、単純にビデオストリーム内のア
イテムを検出することができる。いずれの事例においても、デバイス１１２は、現在、デ
ィスプレイ１０４が、特定の識別されたアイテム、すなわちこの例においてはデジタルカ
メラを表示していることを検出する。
【００２５】
　デバイス１１２は、オーディオおよび／またはビデオストリーム内でアイテムを識別す
る様々な技術のうちの１つ以上を実装することができる。後者の例において、デバイスは
、視覚的に表示されたアイテムを分析し、識別された特徴をアイテムのカタログと合わせ
るために、画像認識技術を実装してもよい。追加で、あるいは代替として、デバイスは、
人のユーザのグループが手動でアイテムを識別することを要求してもよい。オーディオス
トリームについては、デバイスは、アイテムの特徴を識別し、これらの特徴をアイテムの
カタログと比較するために、音声認識技術を採用することができる。さらに、デバイスは
また、人のユーザのグループが、オーディオストリーム内のこれらのアイテムを手動で識
別することを要求してもよい。デバイスはアイテムを識別するが、その技術は、識別され
たアイテムに関するユーザのフィードバックを求めるために、フィードバックループを採
用することができる。そうすることによって、デバイスは、ストリーム内でアイテムを正
確に認識する能力を継続的に改善することができる。
【００２６】
　アイテムの識別に応じて、ならびにユーザ１０２（例えば、リモートコントロール１１
４を介する）からの要求の受信に応じて、デバイス１１２は、ユーザ１０２が表示された
アイテムに関する具体的な要求を行うことを可能にする、１つ以上のアイコンをディスプ
レイ１０４上に表示させる。例えば、図１は、デバイス１１２が、「今すぐ購入」と題さ
れるアイコン１２０、「カートに追加」と題されるアイコン１２２、および「詳細情報」
と題されるアイコン１２４を表示することを図示する。追加で、あるいは代替として、デ
バイス１１２は、特定の番組、映画、音楽、または他のストリーム内で識別された各アイ
テムを蓄積することができる。次に、デバイス１１２は、ユーザの閲覧および熟読のため
に、番組の終わりに、識別されたアイテムのリストをユーザに提供することができる。例
えば、ユーザは、テレビ番組の特定のエピソード、および特定の映画等において表示され
た１つ以上のアイテムの情報を受信する、および／または購入を要求することが可能であ
る。
【００２７】
　この情報が表示されることで、ユーザ１０２は、アイコン１２０、１２２、および１２
４のうちの１つを選択するために、再度リモートコントロール１１４（または、デバイス
１１２に関連するいずれの他のコントロール）を操作することができる。例えば、ユーザ
１０２が図示されたデジタルカメラの購入を望む場合、ユーザ１０２は、提示サービス例
１１６（Ｍ）からカメラの購入を開始するために、アイコン１２０を選択することができ
る。アイコン１２０の選択に応じて、デバイス１１２は、ユーザ１０２または別のユーザ
に関連する識別子の入力を促進することができる。例えば、デバイス１１２は、ユーザ１
０２が、提示サービス１１６（Ｍ）またはデバイス１１２でユーザ１０２を固有に識別す
る情報の１つを入力すること（例えば、リモートコントロール１１４を介して、キーボー
ドを介して、タッチスクリーンを介して、および音声的に（マイクを介して）等）を可能
にするテキストボックスを表示することができる。例えば、ユーザ１０２は、自身の名前
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、ユーザの携帯電話番号、ユーザの電子メールアドレス、提示サービス１１６（Ｍ）での
ユーザのユーザ名、またはいずれの他の識別子を入力することができる。
【００２８】
　いくつかの事例において、ユーザ１０２は、識別子としてトランザクションフレーズト
ークンを入力してもよい。米国特許出願第１１／５４８，１１１号（参照によって上記に
組み込まれる）に記載のように、トランザクションフレーズトークンは、ユーザに対して
派生的な意味を有する一組の数字または英数字（例えば、「Ｃａｍｅｒａ　Ｗｉｚａｒｄ
」「Ｇｒａｃｅ’ｓ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ」、「Ｔａｎｎｅｒ’ｓ　Ａｌｌｏｗａｎｃｅ
」、「Ｒａｍｂｌｉｎｇ　Ｔｒａｉｌ　Ｒｕｎｎｅｒ」等）を含む。さらに、いくつかの
事例においては、フレーズのそれぞれが、少なくとも１つの単語を含んでもよい。さらに
他の事例において、フレーズのそれぞれが、２～７つの単語を含んでもよく、数字および
記号等を含まなくてもよい。このように、これらのフレーズは、スペースによって互いに
分離しているか、またはそうでなくてもよい多数の文法的に正しい単語を含む。
【００２９】
　いくつかの事例において、ユーザは、ユーザ自身の使用のためのトランザクションフレ
ーズトークンの作成を要求する場合がある。つまり、ユーザは、自身の支払い手段を「Ｃ
ａｍｅｒａ　Ｗｉｚａｒｄ」等のフレーズトークンにリンクさせ、次に、サービスまたは
アイテムの購入か、あるいは消費のために、そのトランザクションフレーズトークンを使
用することができる。別の事例において、第１のユーザは、第２のユーザによる使用のた
めのトークンの作成を要求することができる。例えば、父親が、自分の息子、Ｇｒｉｆｆ
ｉｎのために、「Ｇｒｉｆｆｉｎ’ｓ　Ｕｔｉｌｉｔｙ　Ｂｉｌｌｓ」と題されるトラン
ザクションフレーズトークンを作成することができる。父親は、次に、Ｇｒｉｆｆｉｎが
トランザクションフレーズトークンをどのように使用するか、および使用しないか、につ
いての規則を設定することができる。例えば、父親は、トランザクションフレーズトーク
ンの月々の割り当てを設定することができ、あるいはトークンが指定の業者からの公共料
金の支払いのためにのみ使用される（したがって、他のサービスまたはアイテムの購入の
ためには使用できない）ように指定することができる。
【００３０】
　いずれの事例においても、作成されたトランザクションフレーズトークンのユーザは、
（例えば、販売または消費のために提示されるサービスまたはアイテムを購入するか、あ
るいはそうでなければ消費するために）トランザクションを実行するためにそのフレーズ
トークンを使用することができる。例えば、ユーザは、そのトランザクションフレーズト
ークンを使用して、サービスまたはアイテム（例えば、販売業者からのアイテムおよび金
銭等）を購入、供与、または授受することができ、あるいは、ユーザは、そのトークンを
使用して、いずれの他の種類のトランザクションを同様に行うことができる。
【００３１】
　いくつかの事例において、ユーザアカウントの態様に関連するトランザクションフレー
ズトークンは、ユーザアカウントの態様を識別する情報を有しない。例えば、トランザク
ションフレーズトークン「Ｃａｍｅｒａ　Ｗｉｚａｒｄ」は、ユーザ１０２の支払い手段
に関連することができるが、依然としてその支払い手段を識別する情報は有しなくてもよ
い。したがって、該フレーズに関連するユーザは、支払い手段の実際の識別子よりも自由
にそのフレーズを共有することができる。つまり、ユーザ１０２は、根本的な支払い手段
（例えば、クレジットカード番号、銀行口座番号、およびギフトカード番号等）の共有と
比較すると、より自由にそのフレーズ「Ｃａｍｅｒａ　Ｗｉｚａｒｄ」を共有することが
できる。
【００３２】
　ユーザアカウントの１つ以上の態様（例えば、支払い手段、送り先住所等）に関連する
ことに加えて、トランザクションフレーズトークンは、他の特徴を有する場合がある。例
えば、トランザクションフレーズトークンは、トークンがどのように使用されるかを指定
する１つ以上の規則を割り付けられてもよい。例えば、ユーザ１０２は、自身のフレーズ
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トークン「Ｃａｍｅｒａ　Ｗｉｚａｒｄ」に、提示サービス１１６（Ｍ）が、＄１００未
満のデジタルカメラアイテムに対するいずれの購入要求をも自動で承認するように、なら
びにこれらのアイテムが翌日発送（２－ｄａｙ　ｓｈｉｐｐｉｎｇ）で発送されるように
指定する規則を割り付けることができる。ユーザ１０２は、いずれの他の類似または異な
る規則を、同様に作成することができる。
【００３３】
　使用される識別子に関わらず、デバイス１１２は、提示サービス１１６（Ｍ）に、ユー
ザが入力した識別子をアイテム（ここでは、デジタルカメラ）の識別子とともに送信する
ことができる。いくつかの事例において、デバイス１１２はまた、提示サービス１１６（
Ｍ）がメッセージを認証することを可能にする目的で、メッセージ認証コード（ＭＡＣ）
を送信することができる。
【００３４】
　デバイス１１２からのメッセージの受信に応じて、提示サービス１１６（Ｍ）は、サー
ビスにおいて特定のユーザおよび／またはユーザアカウントに、ユーザ識別子をマッピン
グすることができる。サービス１１６（Ｍ）はまた、サービスによってホストされるアイ
テムの電子カタログ内の特定のアイテムに、アイテム識別子をマッピングすることができ
る。提示サービス１１６（Ｍ）はまた、ユーザの通信プリファレンスを判定するために、
識別されたユーザアカウントを分析することができる。逆に、サービスは、ユーザの図示
されたカメラの購入要求に関して、どのようにユーザ１０２に連絡するかを判定するため
に、受信したユーザ識別子を単純に使用することができる。さらに、提示サービス１１６
（Ｍ）は、アイテムの代金を請求するための支払い手段、ならびにカメラの注文に関連す
る発送先アドレスおよび発送速度を判定することができる。逆に、サービスは、代わりに
ユーザと通信して、ユーザ１０２がこの情報を指定するように要求してもよい。
【００３５】
　この情報のいくつかまたは全てを判定した後、提示サービス１１６（Ｍ）は、次に、ユ
ーザ１０２に購入の承認要求を送信することができる。代替的な事例において、提示サー
ビス１１６（Ｍ）は、ユーザのアカウントが指示する場合、ユーザのためにこの購入を自
動で完了させることができる。サービスは、次に、購入の承認要求ではなく、購入の確認
書を送信してもよい。これらの事例のそれぞれにおいて、サービス１１６（Ｍ）は、電子
メール、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）テキストメッセージ、マルチメディアメ
ッセージサービス（ＭＭＳ）テキストメッセージ、インタラクティブボイスレスポンス（
ＩＶＲ）通信、電話、ユーザ１０２のウェブアクセス可能なユーザアカウントへのメッセ
ージ、またはいずれの他の類似もしくは異なる種類のユーザ１０２への通信を送信するこ
とができる。いくつかの事例において、提示サービス１１６（Ｍ）は、ユーザ１０２が情
報を入力した通信チャネル、およびデバイス１１２が提示サービス１１６（Ｍ）に情報を
送信した通信チャネル、とは異なる通信チャネルを介して、このメッセージを送信する。
この承認要求は、単純に、購入を承認または拒否するための要求を含んでもよく、あるい
は、好みの支払い手段ならびに発送先アドレスおよび／または発送方法等の、追加の情報
を要求することもできる。
【００３６】
　この承認要求の受信（例えば、ＳＭＳテキストメッセージを介して）後、ユーザ１０２
は、提示サービス１１６（Ｍ）に応答することができる。購入承認の受信に応じて、提示
サービス１１６（Ｍ）は、購入の確定を進行し、デジタルカメラに対する要求を履行する
ことができる。逆に、提示サービスは、ユーザ１０２からの購入拒否の受信に応じて、購
入を完了させることをやめることができる。
【００３７】
　上述のように、ユーザ１０２が、テレビ１０６上に表示されるビデオストリームのオー
バーレイ上に、ユーザ識別子を入力することを可能にすることよって、そのユーザおよび
他のユーザは、まず提示サービス１１６（Ｍ）で、ユーザのアカウントをデバイス１１２
に関連させる必要なしに、テレビ放送および映画等に広告されるか、あるいはそうでなけ
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れば表れるアイテムを購入することができる。つまり、潜在的に、ディスプレイ１０４上
のビデオストリームを観ているあらゆるユーザが、表示されたアイテムの購入を要求する
ことができる。さらに、複数のユーザは、同一のテレビから、共通のデバイス１１２を介
して、同一または異なるアイテムの購入をそれぞれ要求することができる。さらに、トラ
ンザクションの承認でトランザクションの開始を分離することによって、ユーザは、ビデ
オストリームを観ている間に購入を開始し、後で購入を確定することができる。これらの
ユーザが、提示サービス１１６（Ｍ）と取引関係を有する事例（例えば、ユーザが、その
サービスにユーザアカウントを保持する場合）においては、ユーザは、ユーザが信用でき
るかわからない組織には支払いの詳細を提示する必要がない。代わりに、これらのユーザ
は、既にユーザの信用を保持している組織でこのトランザクションを確定することができ
る。
【００３８】
　図２は、図１のテレビ１０６に接続されるデバイス１１２の構成要素例、ならびにテレ
ビ上に表示されるアイテムまたはそのアイテムについての情報を提示する、アイテム提示
サービス１１６（Ｍ）の構成要素例を図示する。
【００３９】
　図示されるように、デバイス１１２は、１つ以上のプロセッサ２０２およびメモリ２０
４を含んでもよい。メモリ２０４は、アイテム検出モジュール２０６、アイテムマッピン
グモジュール２０８、ユーザ識別モジュール２１０、および通信モジュール２１２を記憶
するか、あるいはそうでなければそこへのアクセスを有する。デバイス１１２は、いくつ
かの実装において、１つ以上の他の図示されないモジュールを含んでもよい。
【００４０】
　アイテム検出モジュール２０６は、ストリーム内で表示されるアイテムを識別する目的
で、テレビ１０６のディスプレイ１０４上に表示されているビデオストリームを監視する
ように機能する。いくつかの事例において、モジュール２０６は、ビデオストリームが、
提示サービス１１６（Ｍ）によってホストされる電子カタログ等の１つ以上の指定された
電子カタログに含まれるアイテムを表示するかどうかを判定するために、ストリームを監
視する。ストリームの監視は、表示されるストリームの視覚的態様、ならびにそのビデオ
ストリームに付随するメタデータの両方を監視することを含む。いくつかの事例において
、アイテム検出モジュール２０６は、（例えば、メタデータ内のタグを参照して）１つ以
上の表示アイテムを識別するために、ストリーム（例えば、ビデオおよびオーディオ等）
内の広告を識別し、一方で、他の事例において、モジュールは、アイテムが指名された広
告内に現れるかどうかに関わらず、ストリーム内のアイテムを識別することができる。図
示されるように、アイテム検出モジュール２０６は、デバイス１１２および／または提示
サービス１１６（Ｍ）上に存在してもよい。
【００４１】
　表示された対象が、実際にアイテムであるかを検証するために、アイテム検出モジュー
ル２０６は、アイテムマッピングモジュール２０８と通信することができる。アイテムマ
ッピングモジュール２０８は、アイテム検出モジュール２０６から候補アイテムを受信す
ることができ、その対象が、実際にカタログ内のアイテムであるかどうか、ならびにその
アイテムの正確なアイデンティティを検証する目的で、これらのアイテムを１つ以上の指
定された電子カタログにマッピングするように試みることができる。モジュール２０８が
、対象が実際にアイテムであることを判定すれば、アイテムマッピングモジュール２０８
は、アイテムの名称、アイテムの最小在庫管理単位（ＳＫＵ）、およびアイテムの統一製
品コード（ＵＰＣ）等、そのアイテムに関連する識別子を判定することができる。図示さ
れるように、アイテムマッピングモジュール２０８は、デバイス１１２および／または提
示サービス１１６（Ｍ）上に存在してもよい。
【００４２】
　さらに、アイテムマッピングモジュール２０８は、付属品を後でユーザ提示する目的で
、識別されたアイテムに関係する１つ以上の付属アイテムを識別することができる。追加
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で、あるいは代替として、モジュール２０８は、後で「アップセル」アイテムをユーザに
提示するために、より高いレビューまたは追加の機能性を有する類似アイテムを識別する
ことができる。
【００４３】
　次に、ユーザ識別モジュール２１０は、表示されるアイテムに関して何らかの行動をと
る目的で、ユーザ１０２（または、ディスプレイ１０４上でビデオストリームを見ている
いずれの他のユーザ）が、ユーザに関連する識別子を入力することを可能にする。例えば
、ユーザ１０２が、表示されたデジタルカメラの購入を開始する要求を行う場合、ユーザ
識別モジュール２１０は、ユーザに関連する識別子の入力を促進する。例えば、モジュー
ル２１０は、ユーザ１０２が、自身の名前、電子メールアドレス、携帯電話番号、および
トランザクションフレーズトークン等を入力することを可能にするために、テキストボッ
クスを呈することができる。逆に、モジュール２１０は、ユーザ１０２が口で識別子を述
べることを可能することができるか、あるいは、ユーザ１０２が、いずれの他の類似また
は異なる様式で、このような識別子を入力することを可能することができる。
【００４４】
　デバイス１１２が、ユーザ１０２から要求を受信し、要求に関連するアイテムを識別し
、ユーザ１０２の識別子を受信すると、通信モジュール２１２は、提示サービス１１６（
１）～（Ｍ）のうちの１つ以上にこの情報を伝達する。具体的には、通信モジュール２１
２は、判定されたアイテム識別子、入力されたユーザ識別子、または潜在的に受信側の提
示サービス（１つまたは複数）がメッセージの認証を有効にすることを可能にする、メッ
セージ認証コード（ＭＡＣ）等を含む、メッセージを送信することができる。
【００４５】
　いくつかの事例において、通信モジュール２１２は、特定のアイテムのアイデンティテ
ィに関わらず、複数の異なるアイテムを提示する特定の販売業者にこのメッセージを送信
する。他の事例において、通信モジュール２１２は、提示サービス１１６（１）～（Ｍ）
のうちのどれにメッセージを送信するのかを判定するために、表示されたアイテムのアイ
デンティティを使用する。例えば、図示される例において、モジュール２１２は、カメラ
の製造業者または広告を提示する販売業者にメッセージを送信することができる。同様に
、通信モジュール２１２は、そのアイテムを提示する複数の異なる販売業者に、メッセー
ジを送信してもよい。
【００４６】
　図示される例において、通信モジュール２１２は、提示サービス１１６（Ｍ）にメッセ
ージを送信する。図２に図示されるように、サービス１１６（Ｍ）は、図示されたデジタ
ルカメラ等、複数のアイテム２２０（１）、２２０（２）、．．．、２２０（Ｐ）につい
ての情報を含む電子カタログ２１８を記憶するか、あるいはそうでなければそこへのアク
セスを有する、１つ以上のプロセッサ２１４およびメモリ２１６を含む。アイテムは、製
品、サービス、デジタルダウンロード、ニュースクリップ、カスタマークリエイテッドコ
ンテンツ、情報、または他の種類の販売可能もしくは非売の単位を含んでもよい。記憶さ
れた情報は、同時に、アイテム識別情報（例えば、ＳＫＵ、ＵＰＣ、タイトル等）、可用
性情報、価格情報、評価情報、またはいずれの他の類似もしくは異なる情報を含むことが
できる。
【００４７】
　提示サービス１１６（Ｍ）はまた、通信モジュール２２２、ユーザ／アイテムマッピン
グモジュール２２４、および支払いモジュール２２６を記憶するか、あるいはそうでなけ
ればそこへのアクセスを有する。通信モジュール２２２は、以下に詳細に記載されるよう
に、デバイス１１２の通信モジュールからメッセージを受信し、そのメッセージの受信に
応じて、ユーザ１０２へ連絡するようにも働く。要求に関連するユーザに連絡するために
、マッピングモジュール２２４は、個々のユーザアカウント２３０（１）、２３０（２）
、．．．、２３０（Ｎ）を記憶するデータベース２２８へ、受信したユーザ識別子をマッ
ピングする。図示されるように、ユーザアカウント例２３０（Ｎ）は、アカウントに関連
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するユーザの１つ以上の識別子２３２、ユーザおよびアカウントに関連する１つ以上の支
払い手段２３４、ユーザおよびアカウントに関連する発送データ２３６、ならびに、潜在
的には、ユーザおよびアカウントに関連するプリファレンス２３８を記憶する。ユーザア
カウント２３０（Ｎ）はまた、ユーザによる潜在的な後ほどの購入のために、ユーザによ
って保存されているアイテムを含むショッピングカートを記憶することができる。
【００４８】
　マッピングモジュール２２４は、デバイス１１２を介して要求を送信したユーザ１０２
を識別するために、受信したユーザ識別子をユーザアカウント２３０１（１）－（Ｎ）内
に記憶された識別子２３２と比較することができる。次に、マッピングモジュール２２４
は、ユーザ１０２が提示サービス１１６（Ｍ）とどのように通信するのを好むかを判定す
るために、ユーザ１０２のユーザアカウントのプリファレンス２３８を調べることができ
る。例えば、プリファレンス２３８は、通信モジュール２２２が、デバイス１１２を介し
てのアイテム購入の開始要求の受信に応じて、ユーザ１０２の特定の電子メールアドレス
に電子メールを送信する必要があることを、指示することができる。別の事例において、
受信されたユーザの識別子は、プリファレンス２３８への参照の有無に関わらず、通信モ
ジュール２２２がどのようにユーザ１０２と通信するかを指示することができる。例えば
、ユーザ１０２が最初に携帯電話番号を入力する場合、通信モジュール２２２は、その受
信した番号を介してユーザと通信してもよい。
【００４９】
　次に、ユーザ／アイテムマッピングモジュール２２４は、参照されたアイテム（ここで
は、図示されるデジタルカメラ）を識別するために、受信したアイテム識別子を電子カタ
ログ２１８にマッピングすることができる。この判定を行った後、通信モジュール２２２
は、識別されたデジタルカメラに関して、ならびに潜在的には、識別されたデジタルカメ
ラに関連する識別された付属品および／またはアップセルアイテムに関して、メッセージ
を送信する。ここで、ユーザ１０２は元々、与えられた例において、カメラの購入の開始
を要求したため、このメッセージは、支払い手段２３４および発送データ２３６（例えば
、発送先住所、発送方法、および発送速度）のうちの１つを使用して、カメラの購入の承
認要求（カメラの判定済み費用に対して）を含む。このメッセージは、典型的に、ユーザ
１０２が元々要求を入力したもの、およびデバイス１１２が提示サービス１１６（Ｍ）へ
要求を送信したもの、とは異なる通信チャネルを介して送信される。ユーザ１０２は、次
に、購入の承認要求の承認または拒否を送信することができる。前者の事例において、提
示サービス１１６（Ｍ）は、指定された支払い手段に代金を請求し、ユーザ１０２へアイ
テムを送達することによって、支払いモジュール２２６を介して要求を履行することがで
きる。後者の事例において、提示サービス１１６（Ｍ）は、トランザクションをキャンセ
ルすることができる。
【００５０】
　この例は、図示されたアイテムの購入を説明するが、ユーザ１０２は、そのアイテムに
関する他の行動をとってもよい。例えば、ユーザ１０２は、提示サービス１１６（Ｍ）が
図示されたデジタルカメラをユーザのショッピングカートに追加するように要求すること
ができる。それに応じて、提示サービス１１６（Ｍ）は、ショッピングカート２４０にカ
メラを追加し、ユーザ１０２に、それを十分に示すメッセージを送信することができる。
あるいは、ユーザ１０２は、提示サービス１１６（Ｍ）がカメラについての追加の情報を
ユーザ１０２に提供するように要求してもよい。それに応じて、提示サービスは、電子カ
タログ２１８からこの情報を探し、この追加情報をユーザ１０２に提供することができる
。図３～５は、すぐ下で説明されるように、上述の技術を用いて使用可能なユーザインタ
ーフェース例を図示する。前述のセクションは、インターフェース例を図示および説明す
るが、請求される技術が、多数の類似または異なるインターフェースの使用、あるいは別
の方法で、実装されてもよいことに留意されたい。
【００５１】
＜例示的ユーザインターフェース＞
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　図３は、ユーザ１０２がテレビ上に表示されるアイテムの購入を要求する際に、図１お
よび図２のテレビ１０６のディスプレイ１０４上に表示することができる、一連のユーザ
インターフェース（ＵＩ）例を図示する。
【００５２】
　図３はまず、テレビ１０６上に表示されているビデオストリームが、「ＡＢＣ　６．２
メガピクセルデジタルカメラ」の広告を含むことを図示する。ディスプレイ１０４上のこ
のアイテムを見ることに応じて、ユーザ１０２は、このアイテムの購入か、あるいはそう
でなければこのアイテムに関する何らかの行動をとることを要求する。例えば、ユーザ１
０２は、デバイス１１２に要求を送信するリモートコントロール１１４上のボタンを作動
することができる。
【００５３】
　それに応じて、デバイス１１２は、テレビのディスプレイ１０４上に、オーバーレイを
表示させることができる。この例において、オーバーレイは、上述のように、アイコン１
２０、１２２、および１２４を含む。図示されるように、ユーザ１０２は、次に、アイコ
ン１２０（この例においては、「今すぐ購入」と題される）を選択し、それに応じて、デ
バイス１１２は、ユーザ１０２（または、ユーザ１０２が別のユーザがこのアイテムを購
入することを望む場合は、別のユーザ）に関連する識別子の入力を促進する、新しいオー
バーレイを呈する。上述のように、ユーザ１０２は、ユーザの名前、携帯電話番号、電子
メールアドレス、および提示サービス１１６（Ｍ）でのユーザアカウント名等、いずれの
種類の識別情報を入力することができる。いくつかの事例において、デバイスは、ユーザ
が選択するための異なる選択肢を記憶することができる。例えば、デバイスは、以前にデ
バイスを介して要求を行ったユーザの識別子を記憶してもよい。ユーザは、次に、例えば
、第１の識別ユーザに対して「１」を、第２の識別ユーザに対して「２」を選択すること
等が可能である。
【００５４】
　図３に図示されるように、このオーバーレイ例は、選択される際にその購入開始要求を
提出する、テキストボックス３０２およびアイコン３０４を含み、それが、この情報を提
示サービス１１６（Ｍ）に渡す。ここで、ユーザ１０２は、ユーザ１０２の携帯電話番号
をテキストボックス３０２に入力する。図３～５は、ユーザ１０２が自身の識別情報を、
テキストボックス３０２を介して入力することを図示するが、デバイス１１２が、音声的
に、または他の事例においては他の技術を介して、これらの識別子の入力を促進してもよ
い。
【００５５】
　ユーザ１０２が、ユーザの携帯電話番号を入力し、アイコン３０４を選択した後、デバ
イス１１２は、デバイスが提示サービス１１６（Ｍ）に要求を送信したことをユーザ１０
２に知らせる指示３０６を表示させる。この時点で、提示サービス１１６（Ｍ）は、要求
を受信し、アイテムおよびユーザを識別することができ、トランザクションを完了させる
目的で、異なる通信チャネルを介してユーザに連絡することができる。例えば、提示サー
ビス１１６は、ユーザ１０２がカメラの購入を承認または拒否することを可能にするため
に、ユーザの携帯電話番号にＳＭＳテキストメッセージを送信することができる。
【００５６】
　図４は、ユーザが、ユーザに関連するショッピングカートに、テレビ上に表示されるア
イテムを追加することを要求する際に、図１および図２のテレビ１０６のディスプレイ１
０４上に表示される、一連のユーザインターフェース（ＵＩ）例を図示する。そうするた
めに、ユーザは、まず、図示されたカメラに関する何らかの行動をとるための要求を（例
えば、リモートコントロール１１４を介して、あるいは別の方法で）行い、次に、アイコ
ン１２２（「カートに追加」）を選択する。それに応じて、デバイス１１２は、「［アイ
テム］を［ユーザの］カートに追加する」ためにアイコン４０２を選択する前に、再度ユ
ーザがユーザの識別子を入力することを可能にする。さらに、デバイス１１２は、提示サ
ービス１１６（Ｍ）に要求を送信し、識別されたユーザのショッピングカートに識別され
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たカメラを追加する。デバイス１１２は、次に、そうする必要はないが、確認メッセージ
４０４をユーザ１０２に表示してもよい。いくつかの事例において、提示サービス１１６
（Ｍ）はまた、ユーザ提示サービス１１６（Ｍ）が、実際にユーザのショッピングカート
にカメラを追加したことを示すメッセージを、ユーザ１０２に送信してもよい。
【００５７】
　図５は、ユーザ１０２がテレビ上に表示されるアイテムに関する情報を要求する際に、
図１および図２のテレビ１０６のディスプレイ１０４上に表示することができる、一連の
ユーザインターフェース（ＵＩ）例を図示する。ここで、ユーザは、アイコン１２４を選
択することによって、図示されるカメラに関する「詳細情報」の受信を選択する。それに
応じて、デバイス１１２は、要求を提出するためにアイコン５０２を選択する前に、再度
ユーザ１０２が自身の識別情報を入力することを可能にする。デバイス１１２は、次に、
提示サービス１１６（Ｍ）に要求を送信し、それは次いで、要求された情報を探し、ユー
ザ１０２にこの情報とともにメッセージを送信する前に、アイテムおよびユーザを識別す
る。例えば、図示される例において、提示サービス１１６（Ｍ）は、ユーザに関連する電
子メールアドレスへの電子メール、およびユーザの携帯電話番号へのＳＭＳテキストメッ
セージ等を介して、ＡＢＣデジタルカメラに関する情報を送信することができる。
【００５８】
＜例示的フロー図＞
　図６～８は、ユーザのテレビ上に表示されるアイテムの購入要求を履行するためのプロ
セス６００のフロー図例を図示する。この例は、図示されるアイテムを購入するユーザ１
０２を説明するが、ユーザが、ユーザのショッピングカートにアイテムを追加すること、
アイテムに関する情報を受信すること、または表示されたアイテムに関する何らかの他の
行動をとることを要求する事例において、類似の技術が適用可能である。
【００５９】
　プロセス６００は、デバイス１１２がテレビによって表示されているビデオストリーム
を監視する、操作６０２を含む。さらに、デバイス１１２は、上述のように、セットトッ
プボックス、ゲーム機、テレビの一体部分、または表示されるビデオストリームを監視し
てアイテムを探すことができるいずれの他のデバイスを含んでもよい。６０４において、
デバイス１１２は、ビデオストリーム上のアイテムを検出する。さらに、アイテムの検出
は、１つ以上の提示サービスによって保持されるアイテムの電子カタログ内に現れるアイ
テムを検出することを含んでもよい。６０６において、ユーザ１０２は、表示されるアイ
テムの購入を開始するために、デバイス１１２に要求を送信する。いくつかの事例におい
て、ユーザ１０２は、まず、要求を送信し、次に、それがビデオストリームの監視および
デバイス１１２によるアイテムの検出を開始させる。
【００６０】
　いずれの事例においても、６０８において、デバイス１１２が要求を受信し、６１０に
おいて、デバイス１１２がユーザ１０２に関連するユーザ識別子の入力を促進する。例え
ば、デバイス１１２は、ユーザ１０２が識別情報を提供するのを可能にする、ビデオスト
リーム上のオーバーレイを表示させることができる。６１２において、ユーザ１０２はデ
バイス１１２に識別子を提供し、それは、６１４において、この情報を受信する。６１６
において、デバイス１１２は、第１の通信チャネル上で提示サービスに、ユーザ識別子、
アイテム識別子、および潜在的には、ＨＭＡＣ等を伝達する。
【００６１】
　図７は、プロセス６００の図示を継続する。ここで、提示サービスは、ユーザ識別子、
アイテム識別子、およびＨＭＡＣを６１８において受信する。６２０において、提示サー
ビス１１６（Ｍ）は、受信したＨＭＡＣを参照してメッセージを有効にする。次に、６２
２において、提示サービス１１６（Ｍ）は、受信したユーザ識別子をデータベース２２８
内の固有のユーザアカウントにマッピングし、受信したアイテム識別子を電子カタログ２
１８内の１つ以上の固有のアイテムにマッピングする。６２４において、提示サービス１
１６（Ｍ）は、ユーザの識別されたユーザアカウントを参照して、ユーザ１０２の通信チ
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ャネルプリファレンスを判定する。
【００６２】
　６２６において、提示サービスは、ユーザが最初に要求を行った通信チャネルとは異な
り、デバイス１１２が要求をサービス１１６（Ｍ）に送信した通信チャネルとは異なる、
好ましい通信チャネル上で、ユーザ１０２へアイテム購入の承認要求を送信する。例えば
、提示サービス１１６（Ｍ）は、ＳＭＳまたはＭＭＳテキストメッセージを介して、電子
メールを介して、提示サービスでのユーザのユーザアカウントへのメッセージを介して、
ＩＶＲ電話、あるいはいずれの他の様式によって、要求を送信することができる。しかし
ながら、この承認要求は、いくつかの事例においては、デバイス１１２およびテレビ１０
６を通じて送信されない。６２８において、ユーザは、承認要求を受信する。
【００６３】
　図８は、プロセス６００の図示を継続し、６３０でのユーザ１０２の承認要求の承認ま
たは拒否を含む。６３２で、提示サービス１１６（Ｍ）は、承認または拒否を受信し、前
者の事例においては、６３４で、そのアイテムに対する支払いを完了させ、注文を履行す
る。例えば、提示サービスは、ユーザ１０２の支払い手段に代金を請求し、ユーザの発送
先アドレス、ユーザの好みの発送方法および発送速度を参照してユーザへアイテムの送達
を開始することができる。上述のように、提示サービス１１６（Ｍ）でのユーザ１０２の
ユーザアカウントは、情報のこれらの要素のそれぞれを記憶する。購入されたアイテムが
物理的商品である事例において、提示サービス１１６（Ｍ）は、ユーザの指定物理的発送
先アドレスへのアイテムの送達を開始することができる。購入されたアイテムが、デジタ
ル商品である事例においては、一方で、提示サービス１１６（Ｍ）は、ユーザの指定デジ
タル位置へアイテムの送達を開始することができる。
【００６４】
＜例示的プロセス＞
　図９～図１０は、上述の技術を実装するためのプロセス例９００および１０００を図示
する。これらのプロセスは、上述のアーキテクチャを参照して記載されるが、記載の技術
は、多数の他のアーキテクチャおよび環境において同等に適用可能である。さらに、記載
のプロセスは、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実装さ
れてもよい。ソフトウェアとの関連において、図示される操作は、１つ以上のプロセッサ
によって実行される際、記載の操作を遂行する、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体に
記憶されるコンピュータ実行可能命令を表す。一般的に、コンピュータ実行可能命令は、
特定の機能を実行するかまたは特定の抽象データ型を実装する、ルーチン、プログラム、
オブジェクト、コンポーネント、およびデータ構造等を含む。操作が記載される順序は、
限定として解釈されるようには意図されず、記載されるブロックのいずれの数も、プロセ
スを実装するために、任意の順序およびまたは並列で組み合わされてもよい。
【００６５】
　図１のテレビ１０６に接続されるデバイス１１２は、いくつかの事例において、プロセ
ス９００を実装することができる。プロセス９００は、９０２において、テレビによって
表示されているビデオストリームを監視することを含む。９０４において、デバイス１１
２は、表示されるビデオストリーム上のアイテムの広告を検出する。９０６において、デ
バイスは、上述のように、おそらくはユーザ１０２からのアイテム購入の要求を受信する
。それに応じて、デバイス１１２は、９０８において、アイテムの購入を開始するために
、ユーザの識別子の入力を促進する。９１０において、デバイス１１２は、電子メールア
ドレス、携帯電話番号、およびユーザアカウント名等の、ユーザの識別子を受信する。最
後に９１２において、デバイス１１２は、そのアイテムを販売のために提示する小売店に
、ユーザ識別子およびアイテムの識別子を提供する。
【００６６】
　図１０は、図１および図２の提示サービス１１６（Ｍ）が、いくつかの事例において実
装することができる、プロセス１０００を図示する。このプロセスは、１００２において
、テレビに接続され、テレビによって表示されているビデオストリームを監視するデバイ
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スから、第１の通信チャネル上で、第１のユーザの識別子および第１のアイテムの識別子
を受信することを含む、例えば、提示サービス１１６（Ｍ）は、デバイス１１２から、ユ
ーザ１０２の識別子および図示されるデジタルカメラの識別子を受信することができる。
次に、１００４において、提示サービス１１６（Ｍ）は、第１の通信チャネルとは異なる
第２の通信チャネル上で、第１のアイテムに関するメッセージを第１のユーザに送信する
。例えば、提示サービス１１６（Ｍ）は、このようなメッセージを、テキストメッセージ
、電子メール、またはユーザのユーザアカウントへのメッセージ等を介して、第１のユー
ザに送信することができる。このメッセージは、アイテム購入の承認要求、アイテムがユ
ーザのショッピングカートに追加されたことのお知らせ、またはアイテムに関する情報等
を含んでもよい。
【００６７】
　１００６において、提示サービス１１６（Ｍ）は、テレビに接続され、テレビによって
表示されているビデオストリームを監視する同一のデバイスから、第１の通信チャネル上
で、第２のユーザの識別子および第２のアイテムの識別子を受信する。言い換えると、提
示サービスは、同一のテレビに接続される同一のデバイスを介して、異なるユーザの識別
を受信することができる。例えば、２つの異なるユーザは、テレビ上で同一のビデオスト
リームを消費している間に、２つの異なるアイテムの購入を開始することを要求すること
ができる。
【００６８】
　１００８において、提示サービス１１６（Ｍ）は、第１および第２の通信チャネルとは
異なる第３の通信チャネル上で、第２のユーザへ第２のアイテムに関するメッセージを送
信する。例えば、このチャネルは、第２のユーザの携帯電話番号へのテキストメッセージ
、第２のユーザの電子メールアドレスへの電子メールを介して等、第２のユーザに固有の
通信チャネルを含んでもよい。さらに、このメッセージは、アイテム購入の承認要求、ア
イテムがユーザのショッピングカートに追加されたことのお知らせ、またはアイテムに関
する情報等を含んでもよい。
【００６９】
＜結論＞
　主題について、構造上の特性および／または方法論的行為に特有の言語で記載したが、
添付の特許請求の範囲において定義される主題が、記載される具体的な特性または動作に
は必ずしも限定されないことを理解されたい。むしろ、具体的な特性および動作は、特許
請求の範囲を実装する例示的形態として開示される。
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