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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアキーリーダーモジュールが、第１のメディアキーからデータ識別子および追加
情報を含む機械読み取り可能情報を決定する段階と、
　データアクセスモジュールが、前記機械読み取り可能情報に含まれるデータ識別子を用
いてメディアデータにアクセスする段階と、
　出力モジュールが、当該メディアデータを用いて操作を実行する段階と、
　前記データアクセスモジュールが、第２のメディアキーを用いてメディアデータにアク
セスする段階と、
　当該出力モジュールが、前記メディアデータを用いて操作を実行する段階と
を有し、
　前記メディアデータは複数のタイプの情報を有し、
　前記機械読み取り可能情報に含まれる追加情報に基づいて順序を決定し、
　当該順序に従って出力することを特徴とする
方法。
【請求項２】
　前記メディアキーリーダーモジュールが、前記メディアキーの集まり中の各メディアキ
ーから機械読み取り可能情報を決定する段階と、
　機械読み取り可能情報分析モジュールが、前記メディアキーの集まり中の各メディアキ
ーのデータ識別子をそのメディアキーに対して決定した前記機械読み取り可能情報から決
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定する段階と、
　前記機械読み取り可能情報分析モジュールが、前記メディアキーの集まり中の各メディ
アキーの復号鍵を少なくとも１つのメディアキーに対して決定した前記機械読み取り可能
情報から決定する段階と、
　前記データアクセスモジュールが、前記メディアキーの集まり中の各メディアキーのメ
ディアデータに前記メディアキーに対して決定した前記データ識別子を用いてアクセスす
る段階とを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記機械読み取り可能情報を決定する段階は、前記メディアキーに取り付けられたタグ
から前記機械読み取り可能情報を読み取る段階を有し、
　前記データ識別子を決定する段階は、前記タグから読み取った前記機械読み取り可能情
報から前記データ識別子を決定する段階を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第１のメディアキーからデータ識別子および追加情報を含む機械読み取り可能情報を読
み取るように構成されたリーダと、
　前記機械読み取り可能情報に含まれるデータ識別子を用いてメディアデータにアクセス
し、第２のメディアキーを用いてメディアデータにアクセスするように構成されたプロセ
ッサと、
　前記メディアデータを用いて操作を実行する一組の出力装置と有し、
　前記メディアデータは複数のタイプの情報を有し、
　前記プロセッサは、
　　前記機械読み取り可能情報に含まれる追加情報に基づいて、前記メディアデータ中の
前記複数のタイプの情報の順序を決定し、
　　前記メディアデータ中の情報を前記一組の出力装置を用いて前記決定された順序に従
って出力させる、
システム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、
　前記メディアキーの集まり中の各メディアキーから機械読み取り可能情報を決定し、
　前記メディアキーの集まり中の各メディアキーのデータ識別子をそのメディアキーに対
して決定した前記機械読み取り可能情報から決定し、
　前記メディアキーの集まり中の各メディアキーの復号鍵を少なくとも１つのメディアキ
ーに対して決定した前記機械読み取り可能情報から決定し、
　前記メディアキーの集まり中の各メディアキーのメディアデータに前記メディアキーに
対して決定した前記データ識別子を用いてアクセスする、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、
　前記機械読み取り可能情報から追加情報を決定し、
　前記追加情報を用いて前記メディアデータにアクセスする、請求項４に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記プロセッサは前記メディアデータを用いて操作を開始するように構成された、請求
項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
　第２のメディアキーに対応する、操作を特定するメディアデータにアクセスし、
　前記第２のメディアキーについてアクセスされた前記メディアデータにより特定された
前記操作を実行するように構成された、請求項７に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
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【背景技術】
【０００１】
　本発明は、情報処理方法に関し、特にメディアデータに対して生成されたメディアキー
の使用方法に関する。
【０００２】
　デジタル情報をキャプチャ（capture）して処理するアプリケーションや装置が増大す
るにつれて、デジタルフォーマットで格納される情報量が増え続けている。それゆえ、デ
ジタル情報のアクセス、配信、共有等のインターフェイスや方法を改良する必要性が高ま
っている。例えば、現在のデジタル時代においても、多くの人はデジタル画像を入れたデ
ィスクよりも写真プリントを扱うことを好む。写真プリントの「楽しい」側面は別として
、多くの人はデジタル情報よりも物理的なオブジェクトを扱う方が便利だと感じている。
写真プリントは、コンピュータを使用したり、写真を見るための特殊なリーダ（reader）
アプリケーションを必要としないので、便利である。従って、改良されたインターフェイ
スやメカニズムは、デジタルメディアデータにアクセスして共有するものであることが望
ましい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の実施形態によりメディアデータの処理が容易になる。メディアデータに対して
生成されるメディアキーを使用する方法を提供する。メディアキーを使用してメディアキ
ーが生成されたメディアデータにアクセスする。メディアキーは、それに対応するメディ
アデータにアクセスするために使用できる、関連づけられた情報を有する。様々な操作を
アクセスしたメディアデータを用いて実行してもよい。
【０００４】
　本発明の一実施形態によると、メディアキーを使用する方法が提供される。機械読み取
り可能情報をメディアキーから決定する。データ識別子と復号鍵をその機械読み取り可能
情報から決定する。メディアデータにデータ識別子を用いてアクセスする。
【０００５】
　機械読み取り可能情報は、メディアキーに印刷されたバーコードの形式であってもよく
、データ識別子と復号鍵はそのバーコードから決定される。他の実施形態では、機械読み
取り可能情報はそのメディアキーに取り付けられたタグから読み取られ、データ識別子は
タグから読み取った機械読み取り可能情報から決定される。アクセスされるメディアデー
タは復号鍵を用いて復号されてもよい。
【０００６】
　追加情報を機械読み取り可能情報から決定して、メディアデータのアクセスに使用して
もよい。
【０００７】
　メディアキーに対してアクセスされたメディアデータを用いて、１つ以上の操作を実行
してもよい。一実施形態では、第２のメディアキーに対応するメディアデータにアクセス
して、操作を特定することができる。　第１のメディアキーに対してアクセスされるメデ
ィアデータに指定された操作を実行してもよい。
【０００８】
　本発明の一実施形態では、メディアキーに対してアクセスされたメディアデータは複数
タイプの情報を含む。メディアデータの順序を決定して、複数タイプの情報をその決定し
た順序に従って出力する。
【０００９】
　本発明の一実施形態によると、メディアキーの集合（collection）を使用する方法が提
供される。
　前記メディアキーの集合に含まれる各メディアキーから機械読み取り可能情報を決定す
る。前記メディアキーの集合に含まれる各メディアキーから決定された機械読み取り可能
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情報から、各メディアキーのデータ識別子が決定される。前記メディアキーの集まり中の
少なくとも１つのメディアキーの復号鍵は、前記少なくとも１つのメディアキーについて
決定した前記機械読み取り可能情報から決定される。前記メディアキーの集まり中の各メ
ディアキーのメディアデータは、前記メディアキーについて決定された前記データ識別子
を用いてアクセスされる。
【００１０】
　メディアキーの機械読み取り可能情報はいろいろな方法で決定できる。一実施形態では
、メディアキーの集まり中の少なくとも１つのメディアキーについて、少なくとも１つの
メディアキーに印刷されたバーコードを読み取る。他の実施形態では、前記メディアキー
の集まり中の少なくとも１つのメディアキーに対して、前記少なくとも１つのメディアキ
ーに取り付けられたタグから前記機械読み取り可能情報を読み出す。
【００１１】
　一実施形態では、メディアキーの集まり中のメディアキーに対してアクセスされるメデ
ィアデータの順序が決定される。前記決定された順序に従って、前記メディアキーの集ま
りに対してアクセスされる前記メディアデータ中の情報が出力される。
【００１２】
　前記少なくとも１つのメディアキーについて決定された前記復号鍵を用いて前記少なく
とも１つのメディアキーについてアクセスされた前記メディアデータが復号される。前記
メディアキーの集まり中のメディアキーについてアクセスされたメディアデータを用いて
操作が実行される。
【００１３】
　本発明の上記の特徴、実施形態、利点は、以下の明細書、特許請求の範囲、添付した図
面を読めば明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下の詳細な説明では、説明を目的として、本発明を完全に理解してもらうために、具
体的な詳細事項を記載する。しかし、言うまでもなく、本発明はこれらの詳細事項がなく
ても実施することができる。
【００１５】
　本発明の実施形態によりメディアデータの処理が容易になる。本発明の一実施形態は、
メディアキーを生成して使用する方法である。メディアキーは、メディアデータの配信、
共有、アクセス、出力、生成、及び／またはその他の動作の実行を容易にする。メディア
キーはメディアデータについて生成される。あるメディアデータに対して生成されたメデ
ィアキーにより、そのメディアデータへのアクセスが容易になる。生成されるメディアキ
ーはデジタルオブジェクトでも、電子オブジェクトでも、物理的オブジェクトでもよい。
メディアキーは、そのメディアキーが生成されたメディアデータへのアクセスに使用でき
るトークンとして機能する。ユーザは、メディアキーを使用してそのメディアキーに対応
するメディアデータにアクセスし、そのメディアデータを操作できる。
【００１６】
　メディアキーが生成されたメディアデータは、異なるタイプの情報を有していてもよい
。その情報には、例えばオーディオ情報、ビデオ情報、画像情報、スライド情報、テキス
ト情報等、またはこれらの任意の組み合わせが含まれるが、これらに限定はされない。メ
ディアキーが生成されるメディアデータは、１つ以上のメディアアイテムを含む。メディ
アアイテムには、例えば、ビデオクリップ、オーディオクリップ、映画、写真、スライド
、文書、コンテンツ情報、名刺情報、プレゼンテーション（例えば、マイクロソフト社の
パワーポイントによるプレゼンテーション）等、またはこれらの組み合わせが含まれる。
メディアアイテムは、他のメディアアイテムの集まりであってもよい（例えば、メディア
アイテムは他のメディアアイテムを指す（pointing）情報を含んでもよい）。例えば、写
真アルバムは画像の集まりを含み、スライドプレゼンテーションは一組のスライドとそれ
に伴う音楽を含む。
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【００１７】
　図１Ａは、本発明の一実施形態によるメディアキー１００を示している。メディアキー
１００はいくつかのメディアデータに対して生成され得る。メディアデータはサーバ等の
格納先に格納され得る。図１Ａに示したメディアキー１００は、サムネイル画像１０２と
機械読み取り可能情報１０４を有する。一実施形態では、サムネイル画像１０２は、その
メディアキーが生成されたメディアデータのコンテンツを示す、人間が読むことができる
一意的かつビジュアルな表示である。例えば、メディアキーがデジタル画像に対して生成
される場合、サムネイル画像１０２はその画像を描写するものである。他の例として、メ
ディアキーが歌のオーディオクリップに対して生成されている場合、サムネイル画像１０
２はその歌のタイトル、歌手に関する情報、その歌が収録されているアルバムのアートワ
ーク、その歌に関するその他の情報であってそのメディアキーが生成されたメディアデー
タのコンテンツを人が判断できる情報等を含み得る。他の例として、メディアキーが生成
されたメディアデータが写真の集まりを含む場合、サムネイル画像１０２はその写真の集
まりを示し得る。このように、サムネイル画像１０２は、メディアキーが生成されたメデ
ィアデータに含まれる１つ以上のメディアアイテムのビジュアル（visual）な表示である
。このように、サムネイル画像１０２は、そのメディアキーが生成されたメディアデータ
のコンテンツに関する、ユーザに対するビジュアルな手がかりである。メディアキー１０
０にサムネイル画像１０２を含めるか否かは任意的である。
【００１８】
　機械読み取り可能情報１０４は、機械により読み取れる情報を含んでいる。機械読み取
り可能情報１０４は、テキスト、画像、シンボル、バーコード、グリフ（glyph）等、及
びこれらの組み合わせを含む。本発明の一実施形態では、メディアキー１００と関連する
機械読み取り可能情報１０４は、メディアキーが生成されたメディアデータにアクセスす
るために使用できる情報を含む。
【００１９】
　異なる方法を用いて機械読み取り可能情報１０４をメディアキー１００と関連づけても
よい。一実施形態では、機械読み取り可能情報をメディアキー上に印刷する。例えば、機
械読み取り可能識別子（例えば、バーコード）を生成し、メディアキー上に印刷する。他
の実施形態では、メディアキーは、メディアキーに取り付けたラジオ周波数識別子（ＲＦ
ＩＤ）タグを含む。例えば、ＲＦＩＤタグは、メディアキーに貼り付けても、ステープル
しても、ピン留めしても、埋め込んでもよい。かかる実施形態では、機械読み取り可能情
報１０４をメディアキーに付加されたＲＦＩＤのメモリに格納することにより、メディア
キーと関連付ける。異なる方法を用いて機械読み取り可能情報をメディアキーと関連づけ
てもよい。
【００２０】
　機械読み取り可能情報１０４は、メディアキーが生成されたメディアデータにアクセス
するために使用できるデータ識別子１０６を含んでいてもよい。例えば、メディアキーに
対応するメディアデータをファイルとしてサーバに格納し、データ識別子１０６を用いて
そのサーバ上のそのファイルの位置を示す。
【００２１】
　異なる方法を用いてメディアキーのデータ識別子１０６を生成してもよい。一実施形態
では、メディアキーのデータ識別子は、メディアキーが生成されたメディアデータに基づ
いて生成される。例えば、メディアキーを生成するメディアデータに暗号法のハッシュ（
例えば、ＭＤ５ハッシュ、ＳＨＡ１ハッシュ）を適用して、そのメディアキーのデータ識
別子を生成する。暗号法のハッシュを用いると、データ識別子の衝突（重複）を防止する
ことができる。メディアデータの他の属性を用いて、そのメディアデータのデータ識別子
を生成してもよい。かかる属性には、例えば、メディアデータが生成された日時、ユーザ
名等、及びこれらの組み合わせが含まれる。
【００２２】
　メディアデータのデータ識別子は、そのメディアデータに関係しない情報を用いて生成
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することもできる。例えば、一意的な値を生成できる方法を用いてデータ識別子を生成し
てもよい。場合によっては、メディアデータをキャプチャ（capture）または特定する前
にデータ識別子を生成してもよい。例えば、所定のデータ識別子のリストを用意して、メ
ディアデータのメディアキーを生成するときに、リスト中のデータ識別子をそのメディア
データに割り当てる。
【００２３】
　データ識別子は異なるシステムにより生成されてもよい。一実施形態では、データ識別
子は、メディアデータが格納されているサーバにより生成される。他の実施形態では、識
別子生成システム／サービスを用いてデータ識別子を生成する。他の実施形態では、デー
タ識別子１０６は、メディアキーの生成に使用されるシステムまたは装置により生成され
る。上記の方法のどれを用いてもデータ識別子を生成することができる。例えば、メディ
アキーを生成するように構成されたシステムは、メディアキーが生成されるメディアデー
タに暗号法のハッシュ（例えば、ＭＤ５ハッシュ、ＳＨＡ１ハッシュ）を適用することが
できる。データ識別子は、メディアキー１００の生成中に、メディアキーと関連づけられ
た機械読み取り可能情報１０４としてフォーマットされてもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、機械読み取り可能情報１０４は任意的に復号鍵１０８を有す
る。復号鍵があるのは、メディアデータが暗号化形式で格納される実施形態の場合である
。復号鍵１０８を用いて暗号化メディアデータを復号してもよい。メディアデータは秘密
鍵暗号方式を用いて暗号化できる。この場合、復号鍵１０８はメディアデータを暗号化す
るのに用いた暗号化鍵と同じものである。かかる実施形態では、あるメディアキーに対し
て、そのメディアキーと関連する機械読み取り情報にエンコード（encode）されたデータ
識別子１０６を用いて、そのメディアキーに対応する暗号化メディアデータにアクセスす
る。そして、そのメディアキーに関連する機械読み取り可能情報にエンコードされた復号
鍵１０８を用いて、その暗号化メディアデータを復号する。
【００２５】
　機械読み取り可能情報１０４は、任意的に、追加情報１１０を有してもよい。追加情報
１１０は、メタデータ等のメディアデータに関する情報とそのメディアデータのその他の
コンテクスト情報（contextual　information）を含む。例えば、追加情報１１０は、メ
ディアキーに対応するメディアデータが格納された格納先を特定する（例えば、サーバを
特定する）。かかる実施形態では、追加情報１１０を用いて、メディアキーに対応するメ
ディアデータにアクセスすることができる。追加情報１１０はメディアデータのタイプ（
例えば、オーディオデータ、ビデオデータ等）を特定するものでもよい。この情報は、ア
プリケーションまたはメディアデータを出力する出力装置を特定するのに有用である。追
加情報１１０は、メディアデータ、ワークフロー情報等を用いて実行される動作／コマン
ドを特定する情報などの、その他のタイプの情報を含んでもよい。追加情報１１０は、メ
ディアデータを操作するように構成されたアプリケーションに特有な情報も含んでいる。
例えば、追加情報１１０は、メディアキーを生成するために使用されるアプリケーション
、どのユーザがそのメディアキーを生成したか、そのメディアキーが生成された日付等を
特定してもよい。
【００２６】
　その他の情報１１２をメディアキー１００上に印刷することもできる。情報１１２には
異なるタイプの情報が含まれ、人間が読めるものであってもよい。例えば、一実施形態で
は、その他の情報１１２は、そのメディアキーに対応するメディアデータのタイプ、また
はそのメディアデータに含まれるメディアアイテムを特定するものであり得る。例えば、
写真に対して生成されたメディアキーの場合、その他の情報１１２には「写真」と書かれ
ている。こうすることにより、メディアキーのユーザはそのメディアキーに対応するメデ
ィアデータのコンテンツの種類（nature）に関する情報を得ることができる。上述の通り
、メディアキーは、メディアアイテムの集まり（例えば、写真の集まり）を含むメディア
データに対して生成することができる。この場合、その他の情報１１２には「コレクショ
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ン（集まり、collection）」と表示してもよい。集まり（collection）の場合、その他の
情報１１２にはその集まり中のメディアアイテムの数を示すこともできる。その他の情報
１１２にはその他のタイプの情報が含まれ得る。例えば、対応するメディアデータの格納
先（例えば、ディレクトリの格納先）またはファイル名、そのメディアデータの特徴など
が含まれ得る。その他の情報１１２は、そのメディアデータの一次マイムタイプ（primar
y　mime-type）、そのメディアキー（または対応するメディアデータ）が生成または共有
された日時等を特定するものであってもよい。
【００２７】
　図１Ａに示したメディアキー１００等のメディアキーは、物理的オブジェクトとしても
デジタル／電子的オブジェクトとしても生成し得る。例えば、物理的オブジェクトとして
、メディアキーは一片のプラスチックや紙等（例えば、カード）であって、そのメディア
キーに関連するサムネイル画像と機械読み取り可能情報とを有するものである。上述の通
り、機械読み取り可能情報をメディアキーに関連づけるにはいくつかの異なる方法がある
。機械読み取り可能情報をメディアキーに印刷してもよい（例えば、その情報をエンコー
ドしたバーコードをメディアキー上に印刷してもよい）。別の実施形態では、その機械読
み取り可能情報をメディアキーに付加（メディアキーに埋め込むことも含む）されたタグ
（例えば、ＲＦＩＤタグ）のメモリに格納してもよい。
【００２８】
　他の実施形態では、メディアキーはスクリーン上に表示できるデジタルまたは電子的な
オブジェクトであってもよい。電子的メディアキーは１つの装置から他の装置に電子的に
送信することもできる。
【００２９】
　メディアキーは他の形式であってもよい。異なるレイアウトを用いてメディアキー上に
情報を印刷してもよい。図１Ｂは、本発明の一実施形態によるメディアキー１２０を示し
ている。メディアキー１２０は、その１つの側にサムネイル画像１２２が印刷され、他の
側に機械読み取り可能情報１２４とその他の情報１２６が印刷されている。このレイアウ
トだと、ユーザがサムネイル画像１２２を見ながら、メディアキーリーダがそのメディア
キーの裏側をスキャンして機械読み取り可能情報１２４を読み取ることができる。
【００３０】
　図１Ｂにおいて、機械読み取り可能情報は機械読み取り可能識別子１２４にエンコード
（encode）され、メディアキーの裏側に印刷されている。図１Ｂに示した識別子はＱＲコ
ードである。メディアキーに印刷されたその他の情報１２６は「写真」であり、そのメデ
ィアキーに対応メディアデータが写真をメディアアイテムとして含むことを示している。
こうすることにより、メディアキーのユーザはそのメディアキーに対応するメディアデー
タのコンテンツに関する有用な情報を得ることができる。
【００３１】
　メディアキーの形式と形状は様々である。例えば、図１Ａに示したメディアキーでは、
機械読み取り可能情報とサムネイル画像は両方ともメディアキーの同じ側にあるが、図１
Ｂに示したメディアキーでは、機械読み取り可能情報とサムネイル画像はメディアキーの
反対側にある。メディアキーに印刷される情報も実施形態によって変わり得る。一実施形
態では、色、記号等の様々なマーキングをメディアキーに印刷して、メディアキーに対応
するメディアデータのタイプを表示することができる。例えば、第１のメディアキーが写
真に対して生成された場合、写真メディアを示す第１の色（例えば、赤）をそのメディア
キー上に印刷して、メディアアイテムが写真であることを示す。第１の色の色つきストラ
イプをメディアキー上に印刷してもよい。例えば、図１Ｃに示したように、色つきストラ
イプ１３２をメディアキー１３０の縁に沿って印刷する。ビデオクリップに対して生成さ
れた第２のメディアキーは、ビデオメディアを示す異なる色（例えば、緑色）が印刷され
ており、そのメディアアイテムがビデオクリップであることを示している。このように、
メディアアイテムやメディアデータのタイプに応じて異なる色を使ってもよい。メディア
キーに対応するメディアデータは、異なる情報のタイプや異なるメディアアイテムを有し
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てもよく、その場合、メディアアイテムタイプごとに、複数の色がメディアキーに印刷さ
れ得る。あるいは、主要なメディアタイプを示す色をメディアキー上に印刷してもよい。
ユーザは、色により、異なるタイプのメディアデータに対応するメディアキーをソートし
たり区別したりできる。
【００３２】
　他の実施形態では、異なる記号やマーキングをメディアキーに印刷して、そのメディア
キーに対応するメディアデータに含まれるメディアアイテムのタイプや情報を表示するこ
とができる。こうしたマーキングの目的は、ユーザがメディアキーに印刷された記号、マ
ーキング、色を見て、そのメディアキーに対応するメディアデータに含まれる情報のタイ
プを容易に判断できるようにすることである。
【００３３】
　メディアキーの形状とサイズが異なってもよい。一実施形態では、メディアキーの形状
及び／またはサイズが、そのメディアキーに対応するメディアデータに含まれる情報やメ
ディアアイテムのタイプを特定してもよい。メディアキーの形状は、ジグソーパズルの形
状、三角形、円形、四角形、その他の不規則な形状等であってもよい。いくつかの実施形
態では、メディアキーの形状及び／またはサイズが、そのメディアキーに対応するメディ
アデータのデータ識別子をエンコード（encode）したものであってもよい。
【００３４】
　図１Ｄと図１Ｆは、本発明の実施形態によるメディアキーのさらに別の例を示している
。図１Ｄに示したメディアキー１４０には穴１４２が設けられており、メディアキーをひ
もやキーチェーンで（図１Ｅに示すように）束ねられるようになっている。キーチェーン
（keychain）は、例えば、アルバムの写真に対応するメディアキーの場合等、かかるメデ
ィアキーを複数保持するのに便利な機構である。一実施形態では、キーチェーンスタック
中の第１のメディアキーはアルバム全体のメディアデータに対応し、それに続くメディア
キーはそのアルバム中の個々の写真に対応する。第１のメディアキー上のサムネイル画像
は写真の集まり（collection）を示している。図１Ｆに示したメディアキー１５０は、ブ
レッドタブ（bread　tab）のような特殊な形状のＶ字型の切り込みが入った穴１５２を有
する。ブレッドタブにより、キーチェーン、ローロデックス（商標）等にメディアキーを
追加したり取り除いたりすることが容易になる。
【００３５】
　図１Ａ乃至図１Ｆに示したメディアキーは、本発明を組み込んだ実施形態を例示してい
るものに過ぎず、特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を限定するものではない。本発
明の技術分野の当業者には、他の変形、修正、変更が分かるであろう。
【００３６】
　図２は、本発明の一実施形態によるメディアキーの生成に使用できるシステム２００の
簡略化したブロック図である。図２に示したシステム２００は、本発明を組み込んだ実施
形態を例示しているものに過ぎず、特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を限定するも
のではない。本発明の技術分野の当業者には、他の変形、修正、変更が分かるであろう。
【００３７】
　図２に示したように、処理システム２０２はメディアキーの生成処理を実行する。処理
システム２０２は、プロセッサ、メモリサブシステム、及びその他のサブシステムを含む
。プロセッサはアプリケーションを実行する。ユーザは、処理システム２０２で実行され
るアプリケーション２０４により、メディアキーの生成を開始する。ユーザは、処理シス
テム２０２の入力装置（例えば、マウス、キーボード）を介してアプリケーション２０４
と対話（interact）する。例えば、ユーザは、処理システム２０２に接続されたマウスを
用いて、メディアキーを生成するメディアデータを選択する。アプリケーション２０４は
、ユーザが入力した情報を用いて、メディアキーを生成する。処理システム２０２の出力
装置を介して情報がユーザに出力される。
【００３８】
　メディアキー生成のために選択されたメディアデータは、ローカルに格納されるか、処
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理システム２０２に対してリモートに格納される。例えば、メディアデータは、処理シス
テム２０２と通信ネットワーク２０８を介して結合した記憶装置２０６に格納されてもよ
い。記憶装置２０６はデータを格納したサーバを含んでいてもよい。
【００３９】
　通信ネットワーク２０８は、例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ）、イントラネット、インターネット、プライベートネット
ワーク、パブリックネットワーク、スイッチド（switched）ネットワーク、その他の好適
な通信ネットワークである。通信ネットワーク２０８は、相互接続された多数の（メディ
アデータの格納もできる）コンピュータシステム、及びハードウェアリンク、光リンク、
衛星その他のワイヤレス通信リンク、波動（wave　propagation）リンク、その他の情報
通信メカニズム等の通信リンクを含む。通信ネットワーク２０８を介した情報通信を容易
にするため、様々な通信プロトコルを使用する。その通信プロトコルには、ＴＣＰ／ＩＰ
、ＨＴＴＰ、ＸＭＬ、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）、その他の標準
化組織が制定するプロトコル、ベンダー固有のプロトコル、カスタム化されたプロトコル
等が含まれる。
【００４０】
　メディアキー生成のために選択されたメディアデータは、処理システム２０２に格納さ
れてもよい。メディアデータは、メモリカード、ディスク、ドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ等の
リムーバブルメモリメディア等の記憶メディアに格納することもできる。かかる記憶メデ
ィアからメディアデータを読み出せる装置を処理システム２０２に結合してもよい。例え
ば、図２に示したように、メモリメディアリーダ２１０を処理システム２０２に結合して
もよい。メモリメディアリーダ２１０は、メモリカード２１２等のメモリメディアを受け
て、そのメモリカード上に格納されたデータを読み出す。カードに格納されたデータがア
プリケーション２０４によりユーザに表示され、ユーザがメディアキーを生成するデータ
を選択する。一実施形態では、選択されたデータはリムーバブルメモリメディアからサー
バにアップロードされる。
【００４１】
　処理システム２０２は、メディアキーを生成するメディアデータの一意的なデータ識別
子を生成または決定する。データ識別子は、それを使用してメディアキーが生成されるメ
ディアデータにアクセスできるように決定される。データ識別子の長さは任意である。一
実施形態では、データ識別子は１２８ビットである。
【００４２】
　一実施形態では、メディアデータのデータ識別子は処理システム２０２により生成され
る。処理システム２０２は、選択されたメディアデータに基づいてデータ識別子を生成す
るように構成されていてもよい。例えば、一実施形態では、処理システム２０２はメディ
アデータに暗号法のハッシュアルゴリズム（例えば、ＭＤ５ハッシュ）を適用して、その
メディアデータの一意的なデータ識別子を生成する。このように、メディアデータのコン
テンツを用いてデータ識別子を生成する。前述の通り、異なる方法を用いてメディアキー
のデータ識別子を決定してもよい。
【００４３】
　他の実施形態では、メディアデータのデータ識別子は、そのメディアデータを記憶して
いるサーバにより生成され、処理システム２０２に提供される。さらに別の実施形態では
、識別子生成システム／サービスを用いて、ユーザが選択したメディアデータのデータ識
別子を生成する。生成されたデータ識別子が処理システム２０２に供給される。
【００４４】
　いくつかの場合に、選択されたメディアデータは暗号化されて記憶される。かかる場合
には、処理システム２０２は、その暗号化されたデータの復号に使用できる復号鍵を決定
するように構成される。いくつかの実施形態では、処理システム２０２はメディアデータ
を暗号化するように構成されている。かかる実施形態では、処理システム２０２がメディ
アデータを暗号化して暗号化されたメディアデータを形成し、その暗号化メディアデータ
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が格納先にアップロード／格納される。暗号化メディアデータはその後その格納先からア
クセスされる。データの復号に使用できる復号鍵は、処理システム２０２により生成され
ても、ユーザにより処理システム２０２に供給されてもよい。秘密鍵暗号アルゴリズムを
用いてメディアデータを暗号化してもよい。この場合、復号鍵は暗号化鍵と同一である。
【００４５】
　処理システム２０２は、メディアキーの機械読み取り可能情報に含めるべき追加情報が
あれば、それを決定してもよい。前述の通り、追加情報はそのメディアデータに関するメ
タデータ、コンテクスト情報（contextual　information）等を含む様々なタイプの情報
を含む。
【００４６】
　処理システム２０２は、生成するメディアキー上に印刷するサムネイル画像を生成する
ように構成されていてもよい。前述のように、サムネイル画像は、そのメディアキーが生
成されたメディアデータのコンテンツを示す、人間が読むことができるビジュアルな表示
を提供するように生成される。このように、サムネイル画像は、そのメディアキーが生成
されたメディアデータのコンテンツに関する、ユーザに対するビジュアルな手がかりであ
る。
【００４７】
　処理システム２０２は、メディアキーと関連する機械読み取り可能情報を生成するよう
に構成されていてもよい。機械読み取り可能情報は、データ識別子、復号鍵、及び追加情
報を含む。一実施形態では、処理システム２０２は、データ識別子、復号鍵、追加情報を
エンコードした、バーコード等の機械読み取り可能識別子を生成する。他の実施形態では
、データ識別子、復号鍵、追加情報を含む機械読み取り可能情報は、新しいメディアキー
に関連付けられたＲＦＩＤ等のタグに書き込まれる。
【００４８】
　処理システム２０２は、サムネイル画像と機械読み取り可能情報とを用いてメディアキ
ーを生成する。処理システム２０２は、電子的メディアキーを生成しても物理的メディア
キーを生成してもよい。一実施形態では、処理システム２０２は、サムネイル画像と機械
読み取り可能情報をメディアキージェネレータ２１４に転送する。メディアキージェネレ
ータ２１４は、物理的メディアキー２１６を生成するように構成されている。この場合、
そのメディアキーには、サムネイル画像が印刷され、機械的読み取り可能情報が関連づけ
られている（例えば、そのメディアキーに印刷されるか、そのメディアキーに取り付けら
れたタグに格納される）。
【００４９】
　機械読み取り可能情報はいろいろな方法でメディアキーと関連づけられる。例えば、デ
ータ識別子、及び任意的な復号キーと追加情報をエンコードしたバーコードを生成しても
よい。バーコードがそのメディアキー上に印刷される。ＲＦＩＤを使用する実施形態では
、データ識別子、復号鍵、及び追加情報を含む機械読み取り可能情報を、生成されるメデ
ィアキーに取り付けられたＲＦＩＤタグに書き込む。
【００５０】
　メディアキーは、物理的オブジェクトでも、あるいはデジタル／電子的オブジェクトで
もよい。デジタルメディアキーは、処理システム２０２の出力装置（例えば、スクリーン
、モニター等）を介してユーザに表示されても、送り先装置に送信されてもよい。
【００５１】
　図３は、本発明の一実施形態によるメディアキーの生成処理を示す簡略化された高レベ
ルのフローチャート３００である。処理はソフトウェアモジュール（コード、命令）、ハ
ードウェアモジュール、またはこれらの組み合わせにより実行される。図３に示した処理
は、図２に示したシステム２００等のシステムにより実行される。図３に示したフローチ
ャート３００は、本発明の一実施形態の単なる例示であり、本発明の範囲を限定すること
を意図したものではない。その他の変形、修正、変更も本発明の範囲内にある。
【００５２】
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　図３に示したように、処理はメディアキーの生成信号を受信すると開始される（ステッ
プ３０１）。メディアキーの生成信号は様々なイベントによりトリガーされる。その信号
は、ユーザから受け取ったメディアキーの生成要求に応答して生成される。その信号は、
様々なイベントに応答して自動的にトリガー（triggered）されてもよい。例えば、電子
メールの受信、ボイスメールの検出、画像のキャプチャ等をした時にメディアキーの生成
がトリガーされてもよい。例えば、ボイスメールが残っている時はいつも、そのボイスメ
ールのメディアキーの生成信号がトリガーされる。メディアキーの生成信号は、デバイス
、装置、プロセス、プログラム、アプリケーション等により生成されてもよい。
【００５３】
　メディアキーが生成されるメディアデータを決定する（ステップ３０２）。一実施形態
では、メディアキーを生成するメディアデータをユーザが特定してもよい。他の実施形態
では、メディアデータは、ユーザが関知してもしなくても、デバイス、システム、プロセ
ス等により特定される。例えば、メディアデータが電話システム上のボイスメールを表す
場合、そのシステムはメディアキーを生成するボイスメールを自動的に選択するように構
成されてもよい。
【００５４】
　ステップ３０２で決定されたメディアデータが暗号化されているか判断する（ステップ
３０４）。そのデータが暗号化されている場合、そのデータを復号するのに使用できる復
号鍵を決定する（ステップ３０６）。処理はステップ３１４に進む。
【００５５】
　メディアデータが暗号化されていないとステップ３０４において判断された場合、ステ
ップ３０２で決定されたメディアデータが暗号化されるべきかチェックする（ステップ３
０８）。メディアデータを暗号化すべきであると判断した場合、データを暗号化する（ス
テップ３１０）。暗号化に使用される鍵は、ランダムに生成されても入力されてもよい。
その暗号化されたデータの復号に使用できる復号鍵を決定する（ステップ３１２）。ステ
ップ３１０でデータを秘密鍵暗号方式を使用して暗号化する。データの復号に使用できる
復号鍵はそのデータの暗号化に使用される暗号化鍵と同じものである。
【００５６】
　そのメディアデータのデータ識別子を決定する（ステップ３１４）。データ識別子は、
それを使用してメディアキーが生成されるメディアデータにアクセスできるように生成さ
れる。例えば、データ識別子は、メディアデータが格納された格納先をポイント（point
）するものである。例えば、メディアキーに対応するメディアデータをサーバ上のファイ
ルに格納した場合、データ識別子３１４を用いてそのサーバ上のそのファイルの位置を示
す。
【００５７】
　前述の通り、いろいろな方法を用いてデータ識別子を生成することができる。データ識
別子は、メディアキーを生成するように構成されたシステム、メディアデータが格納され
る記憶サーバ等のサーバ、集中型の識別子ジェネレータシステム／サービス、その他のシ
ステム等のいろいろなシステムにより生成されてもよい。一実施形態では、メディアキー
を生成するメディアデータを用いてデータ識別子を生成してもよい。例えば、データ識別
子は、メディアデータの暗号ハッシュ（例えば、ＭＤ５またはＳＨＡ１ハッシュ等）を計
算することにより生成される。暗号ハッシュ関数は一意的なデータ識別子を生成する。メ
ディアデータが暗号化されている場合、データ識別子は暗号化されたメディアデータを用
いて生成される。メディアデータ自体を使用しないその他の方法を用いてデータ識別子を
決定してもよい。
【００５８】
　暗号ハッシュ法を用いてデータ識別子を生成すると、いくつかの点で有利である。メデ
ィアデータが暗号化されてなく、特定のハッシュ法（ＳＨＡ１またはＭＤ５）が使用され
ている場合、そのメディアデータに対して生成されたハッシュを用いて、そのメディアデ
ータを明らかにしなくても、そのメディアデータをポイントできる。例えば、二人のユー
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ザが同じメディアデータにアクセスし、ハッシュが暗号化されていないメディアデータに
基づく場合、一方のユーザはそのデータを明らかにすることなくその特定のメディアデー
タへのポインタとしてそのハッシュを使用することができる。例えば、ユーザＡは写真を
撮った場所に関する情報をユーザＢに送り、写真自体を送る替わりにその写真に基づいて
生成されたハッシュを送ることにより、ユーザＡがどの写真を参照しているかを示すこと
ができる。ユーザＢは、ローカルで記憶されている写真のハッシュを見て、ユーザＡがど
の写真を参照しているか判断するか、そのハッシュを用いてその写真にアクセスすること
ができる。
【００５９】
　メディアデータ自体を使用してデータ識別子として使用されるハッシュを生成すること
により、ほとんどすべての場合に、そのデータ識別子がそのメディアデータに対して一意
的であることが保証される。これにより、衝突や識別子の再使用を避けるために中央サー
バから識別子を取得する必要がなくなる。留意すべきこととして、一意的な値を生成する
他の方法を用いてデータ識別子を生成してもよい。これらの方法は、メディアデータ、そ
れに関する属性、その他の情報を用いて、データ識別子として使用される一意的な値を生
成する。例えば、日時、一意的なユーザ名、電子メールアドレス、その他の情報、または
これらの組み合わせを用いることができる。その情報に対して暗号化ハッシュを計算して
、メディアデータを一意的にポイント（point）する一意的識別子を生成する。
【００６０】
　メディアキーを生成するメディアデータ（暗号化されていてもいなくても）は、任意的
に、格納先にアップロードされてもよい（ステップ３１６）。例えば、一実施形態では、
メディアキーが生成されるメディアデータがサーバ（例えば、インターネットに接続され
たサーバ）にアップロードされる。一実施形態では、ステップ３１４で決定されたデータ
識別子を用いて、メディアデータの格納先を決定して、そのデータ識別子を用いてメディ
アデータにアクセス可能になるようにしてもよい。
【００６１】
　別の実施形態では、データ識別子はメディアデータをアップロードした後に決定される
（すなわち、ステップ３１６はステップ３１４の前に実行されてもよい）。例えば、メデ
ィアデータはメモリ格納先にアップロードされ、その後にデータ識別子が生成される。そ
のデータ識別子を使用して、メモリ格納先のメディアデータにアクセスすることができる
。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、記憶サービスを使用してメディアデータを記憶する。記憶さ
れるメディアデータは、記憶サービスに提供される。その記憶サービスは、そのデータを
記憶して、その記憶されたメディアデータへのアクセスに使用できるデータ識別子を生成
する。
【００６３】
　メディアキーの機械読み取り可能情報に含めるべき追加的情報がもしあれば、ここで決
定する（ステップ３１８）。その追加的情報は様々な情報を含み得る。一実施形態では、
その追加的情報は、メディアデータに関するメタデータ、またはメディアキーを生成する
メディアデータに関するその他のコンテクスト情報を含む。他の実施形態では、追加的情
報はメディアデータを格納している格納先及び／またはファイル名を特定してもよい（例
えば、サーバを特定してもよい）。追加的情報はメディアデータを用いて実行すべき動作
またはコマンドを特定してもよい。追加情報は、メディアデータを操作するように構成さ
れたアプリケーションに特有な情報も含んでいる。追加的情報はワークフロー情報等のそ
の他の情報を有してもよい。追加的情報は、メディアデータのバージョン情報を含む、ま
たはポイントしていてもよい。バージョン情報は、そのメディアデータが変更されたか、
またはそのメディアデータのバージョンを示す。
【００６４】
　ステップ３０２で決定されたメディアデータに対してサムネイル画像が生成される（ス
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テップ３２０）。前述のように、サムネイル画像は、そのメディアキーが生成されたメデ
ィアデータのコンテンツを示す、人間が読むことができるビジュアルな表示を提供するよ
うに生成される。このように、サムネイル画像は、ステップ３０２においてユーザが選択
したメディアデータのコンテンツに関する、ユーザに対するビジュアルな手がかりである
。
【００６５】
　機械読み取り可能情報が、ステップ３０４で決定されたデータ識別子に基づいて、及び
任意的にステップ３０６または３１２で決定／生成された復号鍵とステップ３１８で決定
された追加情報に基づいて生成される（ステップ３２２）。一実施形態では、データ識別
子をエンコードし、任意的に復号鍵と追加情報をエンコードする機械読み取り可能識別子
が生成される。例えば、バーコード（例えば、２次元バーコードであるＱＲコード）が生
成される。バーコードは、データ識別子、復号鍵、及び追加情報をエンコード（encode）
したものである。
【００６６】
　ＲＦＩＤタグを使用する実施形態では、データ識別子と任意的な復号鍵と任意的な追加
情報は、機械読み取り可能情報に変換され、メディアデータに取り付けられるＲＦＩＤタ
グに書き込まれる。
【００６７】
　メディアキーはステップ３２０で生成されたサムネイルとステップ３２２で生成された
機械読み取り可能情報を用いて生成される（ステップ３２４）。メディアキーは、物理的
オブジェクトでも、あるいは電子的オブジェクトとして生成されてもよい。ステップ３２
４の一部として、サムネイル画像をメディアキーに印刷する。機械読み取り可能情報をメ
ディアキーと関連づける。一実施形態では、機械読み取り可能情報は、そのメディアキー
にその機械読み取り可能情報を印刷することにより、そのメディアキーと関連づけられる
。例えば、機械読み取り可能情報をエンコードしたバーコードをメディアキーに印刷する
。ＲＦＩＤタグを使用する実施形態では、機械読み取り可能情報はメディアキーに取り付
けられるタグに書き込まれてもよい。
【００６８】
　メディアデータに含まれる情報のタイプやメディアデータに含まれるメディアアイテム
のタイプを特定する情報等のその他の情報（図１Ａの参照符号１１２を参照して前述した
）をメディアキーに印刷してもよい。色や記号をメディアキーに印刷して、そのメディア
キーに対応するメディアデータのコンテンツに関する情報を示す。
【００６９】
　異なるレイアウトを用いてメディアキー上に情報を印刷してもよい。例えば、一実施形
態では、サムネイル画像と機械読み取り可能情報を同じ側に印刷するが、他の実施形態で
は、サムネイル画像を１つの側に印刷し、機械読み取り可能情報はメディアキーの第２の
側に印刷する。物理的には、メディアキーは一片の紙、プラスチック等であってもよい。
【００７０】
　図４は、本発明の一実施形態によるメディアキー生成に使用できるモジュールの簡略化
したブロック図である。図４に示したモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、また
はこれらの組み合わせで実施してもよい。図４に示したモジュールは、アプリケーション
モジュール４０２、通信モジュール４０４、データ識別子モジュール４０６、復号／暗号
化モジュール４０８、追加情報モジュール４０９、サムネイルジェネレータモジュール４
１０、機械読み取り可能情報モジュール４１２、及びメディアキージェネレータモジュー
ル４１４を含む。図４に示したモジュールは、本発明の一実施形態を例示するものに過ぎ
ない。他の実施形態では、モジュールは多くても少なくてもよい。
【００７１】
　メディアデータ４１６のメディアキーの生成は、アプリケーションモジュール４０２を
用いると容易になる。例えば、アプリケーションモジュール４０２は、ユーザがメディア
データを特定し、特定されたメディアデータのメディアキーの生成を要求できるインター
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フェイス（例えば、ＧＵＩ）を提供する。メディアキー生成プロセスに関する状態情報が
、アプリケーションモジュール４０２により提供されるＧＵＩを介してユーザに出力され
る。
【００７２】
　他の実施形態では、メディアキーはユーザが介入することなく、自動的に生成される。
一実施形態では、アプリケーションモジュール４０２は、メディアキーがいつ生成される
べきか自動的に決定するように構成されている。メディアキーが生成されるメディアデー
タ４１６は、自動的に選択されてもよい。例えば、アプリケーションモジュール４０２は
、イベントに応答してメディアキーの生成を開始するように構成されていてもよい。例え
ば、メディアキーは、電話の呼等のイベントの結果として自動的に生成されてもよい。こ
の場合、ボイスメールを残すとメディアキーの生成がトリガーされる。ボイスメールは自
動的に選択され、メディアキーが生成される。
【００７３】
　アプリケーションモジュール４０２は、デバイス、装置、プロセス、アプリケーション
、またはプログラム等からメディアキー生成の開始信号を受信するように構成されていて
もよい。例えば、メディアキーの生成は、セキュリティカメラがイベントを検知し、アプ
リケーションモジュール４０２にメディアキーを生成する信号を送信するのに応答してト
リガーされる。その他のイベントもメディアキーの自動生成をトリガーできる。
【００７４】
　通信モジュール４０４は、メディアキーの生成の際に実行される通信機能を処理するよ
うに構成されている。例えば、ネットワークを介するリモートサーバへの接続、記憶装置
との間の情報のダウンロード／アップロード等のタスクは、通信モジュール４０４により
容易になる。例えば、図２において、通信モジュール４０４は処理システム２０２上にあ
り、処理システム２０２との間のデータ通信を処理する。
【００７５】
　データ識別子モジュール４０６は、メディアキーが生成されるメディアデータ４１６の
データ識別子を決定するように構成されている。データ識別子がサーバまたは識別子生成
システム／サービスにより生成される場合、データ識別子４０６はそのエンティティから
データ識別子を読み出す、または受信するように構成されている。データ識別子モジュー
ル４０６は、データ識別子を生成してもよい。この生成は、メディアデータを生成するた
めに特定されたメディアデータ４１６に基づいてなされる。例えば、データ識別子モジュ
ール４０６は、メディアデータ４１６の暗号ハッシュ（例えば、ＭＤ５ハッシュ）を計算
するように構成されている。暗号ハッシュをメディアデータのデータ識別子として使用す
る。データ識別子は機械読み取り可能情報モジュール４１２に伝達される。
【００７６】
　暗号化／復号モジュール４０８は、メディアキーの生成の際に暗号化及び／または復号
を実行するように構成されている。例えば、モジュール４０８はメディアデータを暗号化
するように構成されていてもよい。暗号化されたデータは、それに基づいてデータ識別子
を生成するためにデータ識別子モジュール４０６に提供される。暗号化／復号モジュール
４０８は、暗号化メディアデータの復号に使用できる復号キーを決定するように構成され
ている。秘密鍵暗号方式を使用してデータを暗号化する実施形態では、復号鍵は暗号化鍵
と同じである。復号鍵は、機械読み取り可能情報に含めるために、機械読み取り可能情報
モジュール４１２に伝達される。モジュール４０８は復号鍵を使用してデータを復号する
。
【００７７】
　追加情報モジュール４０９は、機械読み取り可能情報に含めるべき追加情報があれば、
それを決定するように構成されている。追加情報はメディアデータ４１６に基づき決定さ
れてもよい。その追加情報は、機械読み取り可能情報に含めるために、機械読み取り可能
情報モジュール４１２に伝達される。
【００７８】
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　サムネイルジェネレータモジュール４１０は、メディアキーが生成されるメディアデー
タ４１６のサムネイル画像を生成するように構成されている。モジュール４１０は、メデ
ィアデータ４１６のコンテンツを表すサムネール画像を生成するように構成されていても
よい。サムネイル画像は、そのメディアキーが生成されたメディアデータのコンテンツを
示す、人間が読むことができるビジュアルな表示である。モジュール４１０により生成さ
れるサムネイル画像は、メディアキージェネレータモジュール４１４に伝達される。
【００７９】
　機械読み取り可能情報モジュール４１２は、データ識別子モジュール４０６から受信し
たデータ識別子と、任意的に、暗号化／復号モジュール４０８から受信した復号鍵と、追
加情報モジュール４０９から受信した追加情報とを含む機械読み取り可能情報を生成する
ように構成されている。一実施形態では、機械読み取り可能識別子モジュール４１２は、
データ識別子と、任意的に、復号鍵と追加情報とをエンコードしたバーコード（例えば、
ＱＲコード）等の機械読み取り可能識別子を生成するように構成されている。他の実施形
態では、機械読み取り可能識別子モジュール４１２は、メディアキーに取り付けられたＲ
ＦＩＤに書き込める機械読み取り可能情報を準備するように構成されていてもよい。
【００８０】
　メディアキージェネレータモジュール４１４は、物理的オブジェクト及び／または電子
的オブジェクトとしてメディアキー４１８を生成するように構成されている。モジュール
４１４は、サムネイルジェネレータモジュール４１０から受信したサムネイル画像をメデ
ィアキー４１８上に印刷するように構成されている。モジュール４１４は、機械読み取り
可能情報をメディアキー４１８と関連づけるように構成されている。一実施形態では、こ
の関連づけは、機械読み取り可能情報をメディアキー４１８上に印刷することによりなさ
れる。ＲＦＩＤタグを使用する実施形態では、機械読み取り可能情報はメディアキー４１
８に取り付けられるＲＦＩＤタグに書き込まれてもよい。様々な方法でＲＦＩＤタグをメ
ディアキーに取り付けることができる。一実施形態では、ＲＦＩＤタグはメディアキーに
埋め込まれる（embedded）。ＲＦＩＤタグはクリップ、接着剤等を用いてメディアキーに
取り付けてもよい。
【００８１】
　上記の通り、メディアキーは自動的またはユーザ要求に応答して生成される。メディア
キー生成の一部として、メディアキーが生成されるメディアデータはユーザにより特定さ
れるか、例えば、イベント（例えば、ボイスメールの記録や電子メールの受信）の発生時
にユーザの介入なしに自動的に特定される別の実施形態では、メディアデータは事前に生
成されたメディアキーを用いて特定されてもよい。従って、新しいメディアキーを、事前
に生成したメディアキーを用いて生成してもよい。
【００８２】
　図５は、本発明の一実施形態によるメディアキーの生成に使用できるシステム５００を
示す簡略化したブロック図である。図５に示したシステム５００は、本発明を組み込んだ
実施形態を例示しているものに過ぎず、特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を限定す
るものではない。本発明の技術分野の当業者には、他の変形、修正、変更が分かるであろ
う。
【００８３】
　図５のシステム５００は、図２のシステム２００と非常に類似しており、同じ構成要素
には同じ参照符号を付してある。図２に示した構成要素に加えて、システム５００は、処
理システム２０２に結合したメディアキーリーダ５０２を有する。
【００８４】
　メディアキーリーダ５０２は、メディアキーから機械読み取り可能情報を読み取ること
ができる。いろいろな方法をメディアキーからの機械読み取り可能情報の読み取りに使用
でき、その方法には、例えば、スキャン法、光学的文字認識（ＯＣＲ）法、反射エネルギ
ー読み取り（例えば、ＲＦＩＤタグの場合）等がある。例えば、機械読み取り可能情報が
メディアキーに印刷されたバーコードとしてエンコード（encoded）されている場合、メ
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ディアキーリーダ５０２はバーコードをスキャンまたは読み取りする。メディアキーリー
ダ５０２は、バーコードを分析して、そのバーコードにエンコードされているデータ識別
子と、任意的な復号鍵と、追加情報とを決定するように構成されている。機械読み取り可
能情報がメディアキーに取り付けられたＲＦＩＤに格納されている場合、メディアキーリ
ーダ５０２はＲＦＩＤタグから情報を読み出す。その情報は、そのメディアキーに対応す
るメディアデータのデータ識別子と、場合により復号鍵と、場合により追加情報とを含む
。メディアキーリーダ５０２は、ＲＦＩＤに質問信号を送信して、タグからの応答に含ま
れる機械読み取り可能情報を受信する。
【００８５】
　メディアキーリーダ５０２は、いろいろな種類があり、バーコードリーダ、ＲＦＩＤリ
ーダ、カメラ（ビデオカメラ、ウェブカメラ、デジタルカメラ等）、スキャナ、タブレッ
トリーダ、磁気ストライプリーダ、その他のメディアキーから機械読み取り可能情報をキ
ャプチャできる同様の装置が含まれるが、これらに限定はされない。
【００８６】
　事前に生成されたメディアキーの集まり（例えば、メディアキーのスタック）をメディ
アキーリーダ５０２に提示し、その提示されたメディアキーの集まりに基づいてメディア
キーを生成するように、アプリケーション２０４に要求する。この場合、事前に生成され
たメディアキーをメディアキーリーダ５０２に提示すると、提示されたメディアキーに対
応するメディアデータを新しいメディアキーを生成するメディアデータに含めるべきこと
をアプリケーション２０４に示すことになる。このように、メディアキーの集まり（coll
ection）をメディアキーリーダ５０２に提示すると、そのメディアキーの集まりの中の各
メディアキーに対応するメディアデータを含むメディアデータの集まりを含むメディアデ
ータに対して、新しいメディアキーを生成することを示す。
【００８７】
　事前に生成された一組のメディアキーに基づいてメディアキーを生成する要求に応じて
、処理エンジン２０４は、メディアキーリーダ５０２に、そのリーダに提示されたメディ
アキーの集まり中の各メディアキーから機械読み取り可能情報を読み出させる。メディア
キーリーダ５０２は、その集まり中の各メディアキーから読み取った機械読み取り可能情
報を処理システム２０２に転送し、さらに処理させる。その集まり中の各メディアキーに
対して、処理システム２０２は、メディアキーリーダ５０２から受信した機械読み取り可
能情報を分析して、そのメディアキーの機械読み取り可能情報に含まれるデータ識別子と
、場合により復号鍵と、追加情報とを決定する。処理エンジン２０４は、各メディアキー
に対して、決定されたデータ識別子を用いて、そのメディアキーに対応するメディアデー
タにアクセスする。メディアキーから読み出した復号鍵がもしあれば、それを用いてメデ
ィアキーに対応するデータを復号する。
【００８８】
　生成すべき新しいメディアキーのメディアデータは、メディアキーの集まり中の各メデ
ィアキーに対応するメディアデータを含む。従って、その新しいメディアキーのメディア
データは、ユーザが提示したメディアキーの集まり中のメディアキーに対応するメディア
データの集まりを表す。例えば、その集まりが２つのメディアキーを含み、第１のメディ
アキーが第１のメディアアイテムに対応し、第２のメディアキーが第２のメディアアイテ
ムに対応する場合、第１と第２のメディアキーを用いて生成される新しいメディアキーに
対応するメディアデータは、第１のメディアアイテムと第２のメディアアイテムを含む。
第１と第２のメディアアイテムは、異なる格納先に格納され、連続している必要はない。
【００８９】
　処理エンジン２０２は、メディアデータの集まりのデータ識別子を決定するように構成
されている。そのデータ識別子を用いて、生成される新しいメディアキーに対するメディ
アデータの集まりに含まれるメディアアイテムにアクセスすることができる。一実施形態
では、データ識別子は、メディアキーの集まりからの機械読み取り可能情報から読み出し
たデータ識別子のリストをポイントする。その集まり中のメディアキーに対応する各デー
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タ識別子について、そのリストは、そのメディアキーの機械読み取り可能上方から読み取
った復号鍵を特定する情報も含む。一実施形態では、新しいメディアキーのデータ識別子
として使用されるリスト情報の暗号ハッシュを計算する。このように生成されたデータ識
別子をリストへのアクセスに使用してもよい。リスト中のデータ識別子は、新しいメディ
アキーに対するメディアデータの集まり中の個々のメディアアイテムを位置特定しアクセ
スするために後で使用できる。リスト中のデータ識別子は他のリストをポイント（point
）してもよく、さらに続いてもよい。
【００９０】
　処理エンジン２０２は、メディアデータの集まりの復号鍵と追加情報を決定してもよい
。一実施形態では、リスト情報は暗号化され、復号鍵はその暗号化されたリスト情報の復
号に使用できる鍵を表す。データ識別子、復号鍵、及び追加情報は、機械読み取り可能情
報に変換される。
【００９１】
　その集まりを代表するサムネイル画像を生成してもよい。例えば、リーダに提示された
メディアキーの集まり中の各メディアキーが写真に対応する場合、新しいメディアキーの
メディアデータは写真の集まりを含む。サムネイル画像が写真の集まりからこのように生
成される。このメディアキーのサムネイル画像は写真の集まり（collection）であっても
よい。
【００９２】
　新しいメディアキー（物理的オブジェクトでも電子的オブジェクトでもよい）は、機械
読み取り可能情報とサムネイル画像とを用いて生成される。サムネイル画像は新しいメデ
ィアキー上に印刷され、機械読み取り可能情報はそのメディアキーに関連づけられる。新
しいメディアキーに対応するメディアデータは、メディアデータの集まりに対応し、いく
つかのメディアアイテムを含み得る。新しく生成されたメディアキーを使用してメディア
データの集まりを位置特定（locate）しアクセスすることができる。これについては以下
に詳述する。
【００９３】
　上記の通り、ユーザは、事前に生成された１つ以上のメディアキーを用いてメディアキ
ーを生成すべきメディア情報を特定することができる。上記の方法を組み合わせてメディ
アキーを生成することもできる。例えば、ユーザは、具体的にいくつかのメディアアイテ
ムを特定して、あるいはキーの集まりを提示して、新しいメディアキーの生成を要求でき
る。留意すべきこととして、ユーザが提示したキーの集まりは、それ自体がメディアアイ
テムの集まりに対応するメディアキーを含んでいてもよい。従って、集まりを他の集まり
を用いて生成することができる。
【００９４】
　図６は、本発明の一実施形態による事前に生成したメディアキーを使用したメディアキ
ーの生成処理を示す簡略化した高レベルのフローチャート６００である。処理はソフトウ
ェアモジュール（コード、命令）、ハードウェアモジュール、またはこれらの組み合わせ
により実行される。図６に示したフローチャート６００は、本発明の一実施形態の単なる
例示であり、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。その他の変形、修正
、変更も本発明の範囲内にある。
【００９５】
　図６に示したように、事前に生成した１つ以上のメディアキーの集まりを提示する（ス
テップ６０２）。メディアキーは１つ以上のメディアキーリーダに提示される。ステップ
６０２で提示された各メディアキーの機械読み取り可能情報を読み取る（ステップ６０４
）。異なるタイプのメディアキーリーダを使用して機械読み取り可能情報を読み取っても
よいし、機械読み取り可能情報を異なる方法で読み取ってもよい。一実施形態では、メデ
ィアキーリーダは、一度に１つのメディアキーの機械読み取り可能識別子情報を読み取る
ことができる。かかる実施形態では、ユーザは、集まり中の各メディアキーをメディアキ
ーリーダに順番に提示する。他の実施形態では、メディアキーリーダは、一度に複数のメ
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ディアキーを処理することができる。例えば、タブレットリーダ（tablet　reader）を使
用して、ユーザはメディアキーの集まりをタブレットリーダのガラスプラテン（glass　p
laten）上に置く。リーダはプラテン上に置かれたすべてのメディアキーの機械読み取り
可能情報をスキャンすることができる。
【００９６】
　図７は、本発明の一実施形態による複数のメディアキーを処理するように構成されたタ
ブレットリーダ７００の例を示す。図７に示したように、ユーザは、タブレットリーダの
スキャン表面またはガラスプラテン上に、物理的メディアキー７０２の集まりを置く。メ
ディアキー７０２は、各メディアキーのサムネイル画像がその上側に印刷され（それゆえ
、図７に示したように見える）、各メディアキーの機械読み取り可能情報はスキャナに面
したそのメディアキーの下側に印刷されている（それゆえ、図７では見ることができる）
。別の実施形態では、機械読み取り可能情報とサムネイルはメディアキーの同じ側に印刷
されている。さらに他の実施形態では、集まり中のメディアキーのいくつかはサムネイル
と機械読み取り可能情報を同じ側に有しているが、その他のメディアキーはサムネイルと
機械読み取り可能情報を異なる側に有していてもよい。
【００９７】
　タブレットリーダ７００は、メディアキー７０２をスキャンし、リーダ上に置かれた各
メディアキーから機械読み取り可能情報を読み取るように構成されている。一実施形態で
は、リーダ７００は異なるメディアキーを特定の順序（例えば、上から下に、または左か
ら右に）でスキャンして読み取る。このように、メディアキーはタブレットリーダのスキ
ャン表面に置かれたメディアキーの位置に基づき特定の順序でスキャンされてもよい。こ
のスキャン順序を、その集まり中のメディアキーの順序に関連させてもよい。以下に説明
するように、この順序を後の処理に使用してもよい。他の実施形態では、タブレットリー
ダ７００は、メディアキーの画像をキャプチャするように構成され得る。その画像は個々
のメディアキーの機械読み取り可能情報を決定するために分析される。
【００９８】
　別の実施形態では、他の基準を使用して、メディアキーの集まりの順序を決定する。例
えば、一実施形態では、順序は、その集まりのメディアキーがメディアキーリーダに提示
された時間的順序に基づき決定される。順序は、その集まり中のメディアキーに対応する
メディアデータまたはアイテムのタイプ（例えば、オーディオ、写真、ビデオ等）及び／
またはコンテンツに基づき決定されてもよい。例えば、写真に対応するメディアキーはオ
ーディオデータに対応するメディアキーよりも順序を先にする。順序に関する情報は後で
使用できるように保存される。例えば、一実施形態では、順序情報は新しく生成されるメ
ディアキーの追加情報に格納される。
【００９９】
　ステップ６０２で提示された各メディアキーのデータ識別子は、ステップ６０４でメデ
ィアキーから読み出した機械読み取り可能識別子情報から決定される。該当する場合は、
ステップ６０２で提示された各メディアキーの復号鍵も機械読み取り可能情報から決定さ
れる。ステップ６０２で提示された各メディアキーの追加情報も、任意的に、機械読み取
り可能情報から決定される。
【０１００】
　ステップ６０２で提示されたメディアキーの集まり中の各メディアキーに対応するメデ
ィアデータは、ステップ６０６で決定されるメディアキーのデータ識別子を用いて位置特
定される（ステップ６０８）。ステップ６０８の一部として、メディアキーのメディアデ
ータが暗号化されている場合、そのメディアキーの決定された復号鍵を使用してそのデー
タを復号する。
【０１０１】
　生成される新しいメディアキーのメディアデータは、ステップ６０２で提示された各メ
ディアキーのステップ６０８で決定されたメディアデータに基づいて決定される。新しい
メディアキーのメディアデータは、そのメディアキーの集まり中の個々のメディアキーの
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メディアデータの集まりである。このメディアデータの集まりは１つ以上のメディアアイ
テムを含む。その集まり中のメディアアイテムは異なる格納先に格納されてもよく、連続
して格納される必要はない。
【０１０２】
　前述のように、メディアキーの集まり中のメディアキーの順序を決定してもよい。例え
ば、前述のように、決定される順序は、メディアキーが読み取られた順序、メディアキー
の位置、メディアキーに対応するデータのタイプ等に対応していてもよい。この決定され
るメディアキーの集まりの順序を使用して、生成される新しいメディアキーのメディアデ
ータの集まり中のメディアデータアイテムに順序を割り当てる。この順序は、生成される
新しいメディアキーを用いてメディアデータの集まり中のメディアアイテムを処理または
出力する順序を決定するために後で使用され得る。順序情報は、新しいメディアキーの追
加情報中に格納され得る。
【０１０３】
　生成されるキーのメディアデータを暗号化すべきか判断する（ステップ６１２）。デー
タを暗号化すべき場合はそのデータを暗号化する（ステップ６１４）。ステップ６１４の
一部として、暗号化されたデータを格納先にアップロードして格納してもよい。いくつか
の実施形態では、データ識別子をメディアデータのアクセスに使用できるように、メディ
アデータはデータ識別子の決定後にアップロードされる。暗号化データの復号を可能にす
る復号鍵を決定する（ステップ６１６）。データの暗号化に秘密鍵暗号方式（symmetric
　encryption　technique）を使用する場合、復号鍵はデータの暗号化に使用する暗号化
鍵と同一である。
【０１０４】
　そステップ６１０で決定されたメディアデータのデータ識別子を決定する（ステップ６
１８）。異なる方法を用いてデータ識別子を生成してもよい。メディアデータが暗号化さ
れている場合、データ識別子は暗号化されたデータに基づいて決定される。
【０１０５】
　前述のように、いくつかの実施形態では、提示されたメディアキーの集まりのステップ
６０６で決定されたデータ識別子を含むリストが格納される。かかるリストは、メディア
キーの集まりのデータ識別子を読み取った後に、ステップ６１８その前のステップで生成
されてもよい。リスト中のデータ識別子は、次に、データ識別子の他のリストを参照する
ものであってもよい。リスト中のデータ識別子に対応する（ステップ６０８で決定された
）メディアデータが暗号化されている場合、ステップ６０６で決定されたデータ復号用の
復号鍵をデータ識別子と関連づけて、そのリストの一部としても格納する。
【０１０６】
　一実施形態では、ステップ６１８で決定されたデータ識別子は、リスト情報をポイント
する。ステップ６１８のデータ識別子は、そのリストのために計算された暗号ハッシュで
あってもよい。
【０１０７】
　従って、新しいメディアキーのステップ６１８で生成されたデータ識別子は、メディア
キーの集まり中のメディアキーから読み出したデータ識別子の集まりと関連復号鍵（該当
する場合）とを含むリストをポイントする。このリストは、後で、新しいメディアキーに
対応するメディアデータの集まりを位置特定してアクセスするために使用できる。
【０１０８】
　メディアキーの機械読み取り可能情報に含めるべき追加的情報がもしあれば、ここで決
定する（ステップ６２０）。一実施形態では、メディアキーの集まりの決定された順序情
報は、生成される新しいメディアキーの追加情報に含まれてもよい。いくつかの実施形態
では、リスト情報は、生成されるメディアキーの追加情報の一つとして格納されてもよい
。
【０１０９】
　新しいメディアキーのメディアデータのコンテンツを代表するサムネイル画像を生成す
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る（ステップ６２２）。サムネイル画像は、メディアキーの集まりのコンテンツを人間が
読めるようにビジュアルに示すように生成される。その集まりは複数のメディアアイテム
を含んでいてもよく、サムネイル画像はこれらのメディアアイテムを代表する。このよう
に、サムネイル画像は、生成されたそのメディアキーに対応するメディアデータのコンテ
ンツに関する、ユーザに対するビジュアルな手がかりである。
【０１１０】
　生成されるメディアキーの機械読み取り可能情報が生成される（ステップ６２４）。機
械読み取り可能情報は、ステップ６１８で生成されたデータ識別子と、任意的に、ステッ
プ６１６で決定／生成された復号鍵と、ステップ６２０で決定された追加情報とを含んで
もよい。
【０１１１】
　ステップ６２２で生成されたサムネイルとステップ６２４で生成された機械読み取り可
能情報とを用いて新しいメディアキー（物理的オブジェクトでも電子的オブジェクトでも
よい）を生成する（ステップ６２６）。サムネイル画像は新しいメディアキー上に印刷さ
れ、機械読み取り可能情報はそのメディアキーに関連づけられる。新しく生成されたメデ
ィアキーは、ステップ６０２で提示されたメディアキーに対応するメディアデータの集ま
りを含むメディアデータに対応する。新しく生成されたメディアキーに対応するメディア
データは、いくつかのメディアアイテムを含んでいてもよい。新しく生成されたメディア
キーは、対応するメディアデータにアクセスするために使用され得る。
 
メディアキーの使用
　メディアキーは様々な方法で使用することができる。一実施形態では、ユーザはメディ
アキーを使用してそのメディアキーに対応するメディアデータにアクセスできる。図８は
、本発明の一実施形態による、ユーザがメディアキーを使用してそのメディアキーに対応
するメディアデータにアクセスできるようにするシステム８００を示す簡略化したブロッ
ク図である。図８に示したシステム８００は、本発明を組み込んだ実施形態を例示してい
るものに過ぎず、特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を限定するものではない。本発
明の技術分野の当業者には、他の変形、修正、変更が分かるであろう。
【０１１２】
　図８に示したように、ユーザはメディアキー８０２をメディアキーリーダ８０４に提示
する。メディアキーリーダ８０４は、メディアキー８０２から機械読み取り可能情報を読
み取るように構成されている。前述のように、様々なタイプのメディアキーリーダを使用
できる。例えば、バーコードリーダ、ＲＦＩＤリーダ、磁気ストライプリーダ、カメラ（
ビデオカメラ、ウェブカメラ等）、スキャナ、タブレットリーダ、その他のメディアキー
から機械読み取り可能情報をキャプチャできる同様の装置が挙げられるが、これらに限定
はされない。例えば、メディアキー上の機械読み取り可能情報がバーコード等の機械読み
取り可能識別子にエンコードされている場合、メディアキーリーダ８０４はバーコードを
スキャンまたは読み取りするように構成される。ＲＦＩＤタグを使用する場合、メディア
キーリーダ８０２は、ＲＦＩＤタグから機械読み取り可能情報を読み取るように構成され
る。
【０１１３】
　メディアキーリーダ８０４が読み取る情報は、処理システム８０６に伝達される。処理
システム８０６は、プロセッサとメモリサブシステムを含むデータプロセッサである。処
理システム８０６は、メディアキーリーダ８０４から受信した機械読み取り可能情報を分
析して、その情報からデータ識別子を決定するように構成されている。処理システム８０
６は、任意的に、メディアキーリーダ８０４から受信した情報から復号鍵と追加情報を決
定してもよい。
【０１１４】
　処理システム８０６は、データ識別子を用いて、そのデータ識別子に対応するメディア
データにアクセスするように構成されている。メディアデータは、処理システム８０６に
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（locally）、または処理システム８０６とは別の装置に（remotely）記憶されてもよい
。例えば、データ識別子に対応するメディアデータは、処理システム８０６と通信ネット
ワーク８１０を介して結合された記憶装置８０８に、サーバにより格納されてもよい。処
理システム８０６は、メディアキーから決定されるデータ識別子を用いて、メディアデー
タを格納しているサーバを見つけて、そのサーバ上のメディアデータを位置特定するよう
に構成されている。いくつかの実施形態では、デフォルトの格納先が指定され、そのデフ
ォルト格納先にある具体的なファイルを特定するデータ識別子が使用される。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、データ識別子に加えて、機械読み取り可能情報から決定され
る追加情報もメディアキーに対応するメディアデータを位置特定するために使用される。
例えば、追加情報はメディアデータの格納先を特定し、データ識別子を使用してそのメデ
ィアデータを格納している特定のファイルを見つける。留意すべきこととして、メディア
キーに対応するメディアデータはすべてが１つの格納先に格納される必要はない。メディ
アデータは連続して格納される必要はなく、複数の格納先に分散していてもよい。処理シ
ステム８０６はこれらの格納先を決定するように構成されている。
【０１１６】
　データ識別子に対応するメディアデータは処理システム８０６により格納されてもよい
。あるいは、そのデータは、メモリカード、ディスク等のリムーバブルメモリメディア８
１２上に格納される。処理システム８０６に結合されたメモリメディアリーダ８１４を設
けて、メモリメディアを受けてそのメモリメディアからデータ識別子に対応するデータを
読み取る。
【０１１７】
　いくつかの場合には、データ識別子を用いてアクセスするメディアデータは暗号化され
ている。かかる場合には、処理システム８０６は、メディアキーの機械読み取り可能情報
から決定した復号鍵を使用してそのメディアデータを復号する。
【０１１８】
　メディアキーのアクセスされるメディアデータに様々な動作または操作を実行してもよ
い。処理システム８０６は、メディアキーの決定された復号された情報を１つ以上の出力
装置８１６を介して出力させる。出力装置８１６は、１つ以上のオーディオ出力装置８１
８（例えば、スピーカ）、ビデオ出力装置８２０（例えば、モニター、スクリーン、プロ
ジェクタ）、テキスト／画像出力装置（例えば、スクリーン、モニター、プロジェクタ）
、プリンタ８２４、その他の情報出力に使用できる装置を含む。例えば、メディアキーの
決定されたメディアデータがオーディオ情報を含む場合、その情報はオーディオ出力装置
８１８を用いて出力され得る。メディアキーに対して決定されたメディアデータがビデオ
情報（例えば、ムービークリップ）を含む場合、その情報はビデオ出力装置８２０を用い
て出力され得る。メディアキーに対して決定されたメディアデータがテキストまたは画像
を含む場合、その情報は装置８２２または８２４を用いて出力され得る。
【０１１９】
　プリンタ８２４は、メディアキーに対して決定されたメディアデータに含まれる情報の
プリントアウトを提供する。例えば、メディアデータがデジタル写真を含む場合、その写
真はプリンタ８２４を用いて印刷できる。プリンタ８２４は、他のタイプのメディア情報
の印刷可能表示（例えば、オーディオ情報のトランスクリプト、ビデオ情報の印刷キーフ
レーム等）を印刷するように構成されている。　
　メディアキーに対して決定されたメディアデータは、異なるタイプの情報を含み（すな
わち、マルチチャンネルデータ）、異なる出力システムを使用してそのデータを出力する
。例えば、メディアキーのメディアデータは、一組の写真とオーディオ情報を含んでもよ
い。この例では、写真はスクリーン上に表示され、オーディオ情報はスピーカを介して出
力される。
【０１２０】
　一実施形態では、メディアキーに対して決定されたメディアデータが複数のメディアア
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イテムを含む場合、そのメディアアイテムは特定の順序で処理または出力される。出力順
序はメディアキーから決定される追加情報で指定されてもよい。あるいは、処理システム
８０６がメディアアイテムのタイプに基づいて順序を決定してもよい。さらに他の実施形
態では、（前述の通り）メディアキーが生成された時に順序を設定してもよい。例えば、
メディアキーに対して決定されたメディアデータが一組の写真またはスライドとオーディ
オクリップとを含む場合、そのスライドをスクリーン上に所定順序で順々に出力し、オー
ディオクリップをスピーカを介して同時に出力すると、音楽付きの写真／スライドショー
（show）となる。
【０１２１】
　メディアキーに対して決定されたメディアデータを用いて、様々な操作を実行してもよ
い。一実施形態では、実行される動作または操作は、メディアキーに対して決定される追
加情報で指定されてもよい。追加情報は、その操作を実行するために呼び出すべきアプリ
ケーションを指定してもよい。他の実施形態では、デフォルト動作はユーザが指定しても
よい。処理システム８０６はこれらの動作を実行させる。
【０１２２】
　好ましい実施形態では、実行すべき動作を指定するために特殊なクラスのメディアキー
が生成される。これらのメディアキーは、実行すべき動作を特定するために使用されるの
で、「動作メディアキー（action　media　key）」と呼ばれる。一実施形態では、動作メ
ディアキーから読み出されたデータ識別子を使用して、実行される動作を特定する情報に
アクセスする。他の実施形態では、実行されるべき動作が動作メディアキーの機械読み取
り可能情報中に格納された追加情報に格納されている。
【０１２３】
　動作メディアキーは、メディアデータに対応する一組のメディアキーのとともに、メデ
ィアカードリーダに提示される。それに応じて、その動作メディアキーに対応する動作が
その一組のメディアキーに対応する読み出されたメディアデータに実行される。
【０１２４】
　様々な動作の動作メディアキーが生成される。様々な動作には、例えば、受信者へのメ
ディアデータ（またはその一部）の伝達、メディアデータのファックス、メディアデータ
の印刷、メディアデータの変換、メディアデータのフォーマット変更等が含まれる。例え
ば、動作メディアキーは電子メールに対応してもよい。この動作メディアキーがメディア
データに対応するメディアキーとともに提示されると、そのメディアデータが受信者宛に
電子メールで送信される。受信者は動作メディアキー中の追加情報で特定される。あるい
は、受信者やユーザを特定するために、別のメディアキーを生成してもよい。例えば、メ
ディアキーから読み出したデータ識別子が受信者を特定するデータにアクセスするために
使用できるメディアキーを生成してもよい。別の実施形態では、受信者はメディアキーの
機械読み取り可能情報中に格納された追加情報により特定されてもよい。
【０１２５】
　ユーザはメディアキーに対してアクセスされたメディアデータに実行すべき動作を特定
してもよい。例えば、メディアキーを処理するように構成されたシステムは、メディアキ
ーに対してアクセスされたメディアデータに実行すべき動作をユーザに特定させる、様々
なユーザ選択可能なオプション（例えば、ボタン、メニュー等）を提供してもよい。デフ
ォルト動作を指定してもよい。異なるタイプのデータに対して異なるデフォルト動作を指
定してもよい。
【０１２６】
　図９は、本発明の一実施形態によるメディアキーの使用するために実行される処理を示
す簡略化した高レベルのフローチャート９００である。処理はソフトウェアモジュール（
コード、命令）、ハードウェアモジュール、またはこれらの組み合わせにより実行される
。図９に示したフローチャート９００は、本発明の一実施形態の単なる例示であり、本発
明の範囲を限定することを意図したものではない。その他の変形、修正、変更も本発明の
範囲内にある。
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【０１２７】
　処理の開始において、メディアキーがメディアキーリーダに提示される（ステップ９０
２）。メディアキーリーダは、ステップ９０２で提示されたメディアキーから機械読み取
り可能情報を読み取る（ステップ９０４）。機械読み取り可能情報は、さらに処理するた
めに、データ処理システムに伝達されてもよい。
【０１２８】
　ステップ９０４で読み出した機械読み取り可能情報から、データ識別子と、任意的に、
復号鍵と、追加情報とが決定される（ステップ９０６）。データ識別子を使用して、その
データ識別子に対応するメディアデータを位置特定し、アクセスする（ステップ９０８）
。データ識別子は、そのデータの格納先を特定する。いくつかの実施形態では、メディア
キーの追加情報も使用してそのメディアキーに対応するメディアデータを位置特定しても
よい。データ識別子を用いてメディアデータ（暗号化されていてもされていなくてもよい
）にアクセスする様々な方法がある。メディアキーに対して生成されたデータ識別子は好
ましくは一意的である。一実施形態では、特定のデータ識別子を供給されると、メディア
データを読み出して応答するように構成されたウェブサーバが設けられる。かかるウェブ
サーバの例として、画像識別子（ＩＤ）を指定すると、個々の画像にアクセスできるＦｌ
ｉｃｋｒウェブサイト（http://www.flickr.com/）がある。例えば、「http://static.fl
ickr.com/２３/４１３０２９５３_d１aa３c７９１d.jpg」等の識別子は画像をポイント（
point）している。ここで、「２３/４１３０２９５３_d１aa３c７９１d.jpg」は画像の名
称すなわちメディア識別子である。従って、画像メディアデータをＦｌｉｃｋｒサーバに
アップロードすると、そのサーバが識別子（例えば、２３/４１３０２９５３_d１aa３c７
９１d.jpg）を生成する。この識別子は画像をポイントし、Ｆｌｉｃｋｒ名と同じである
。次に、これらのメディアキーを読むすべてのアプリケーションは、ウェブを通じてその
画像にアクセスするために、そのデータ識別子の先頭に「http://static.flickr.com/」
を付ける。他の方法を使用してデータ識別子に基づいてメディアデータにアクセスしても
よい。
【０１２９】
　ステップ９０６でアクセスしたデータが暗号化されているかチェックする（ステップ９
１０）。一実施形態では、このチェックは、ステップ９０４で読み出した機械読み取り可
能情報が復号鍵を含むかどうか判断することにより行われる。復号鍵があるということは
、アクセスしたデータが暗号化されていることを示すからである。そのデータが暗号化さ
れている場合、ステップ９０６で決定された復号鍵を使用してそのメディアデータを復号
する（ステップ９１２）。
【０１３０】
　復号されたメディアデータまたはその一部を用いて１つ以上の操作または動作を実行す
る（ステップ９１４）。操作には１つ以上の出力装置を介するメディアデータの出力、メ
ディアデータの伝達等が含まれる。
【０１３１】
　メディアキーに対して読み出したメディアデータは１つ以上のタイプのデータまたは１
つ以上のメディアアイテムを含んでいる。読み出したメディアデータが複数タイプのデー
タまたは複数のメディアアイテムを含む場合、その情報を出力する順序が決定される。出
力の順序の決定には、様々な方法を使用できる。一実施形態では、情報はランダムに出力
できる。他の実施形態では、様々なタイプの情報を一度に出力する。さらに他の実施形態
では、そのメディアキーの機械読み取り可能情報から決定した追加情報が順序を指定して
もよい。さらに他の実施形態では、メディアデータまたはメディアアイテムのタイプ、ま
たはメディアデータのチャネルを使用して出力の順序を決定する。例えば、写真及びオー
ディオ情報を同時に出力し、ビデオ情報を最後に出力することが考えられる。さらに他の
実施形態では、ユーザは情報を出力する順序を選択できる。
【０１３２】
　ユーザは複数のキーをメディアキーリーダに提示してもよい。例えば、図７に示したよ
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うに、複数のキーをタブレットリーダに提示できる。図９に示して上述した処理は、メデ
ィアキーリーダに提示された各メディアキーに適用できる。例えば、メディアキーの集ま
りが提示された場合、その集まり中の各メディアキーのメディアデータが位置特定（loca
te）され、その集まりに対して読み出されたメディアデータに１つ以上の操作または動作
が実行される。
【０１３３】
　メディアキーリーダに複数のキーを提示した場合、各メディアキーのメディアデータが
処理または出力される順序が様々な方法で決定される。一実施形態では、キーのメディア
データはランダムに出力される。他の実施形態では、様々なタイプの情報を一度に出力す
る。他の実施形態では、メディアキーを読み取った順序によりメディアデータを出力する
順序を決定する。例えば、第１のメディアキーが第２のメディアキーの前に読み取られた
場合、第１のメディアキーに対応するメディアデータは第２のメディアキーに対応するメ
ディアデータの前に出力される。メディアデータのタイプまたはメディアデータのチャネ
ルを使用して出力の順序を決定してもよい。例えば、写真及びオーディオ情報を同時に出
力し、ビデオ情報を最後に出力することが考えられる。
【０１３４】
　さらに別の実施形態では、ユーザは、複数のメディアキーに対してアクセスされたメデ
ィアデータを出力すべき順序を指定できる。例えば、タブレットリーダがそのスキャナ上
に置かれたメディアキーを特定の順序（例えば、左から右、または上から下）で読み取る
ように構成されている実施形態では、ユーザはメディアキーを特定のレイアウトで置いて
、情報を出力するのに使用する順序を指定できる。
【０１３５】
　様々な方法を使用して、メディアキーに対して位置特定されたメディアデータに実行す
る動作または操作を示すことができる。一実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェ
イスを介して実行すべき動作を指定できる。他の実施形態では、実行すべき動作をメディ
アキーに対応するメディアデータのタイプに基づいて決定できる。他の実施形態では、デ
フォルトの動作（例えば、出力動作）が設定されている。さらに他の実施形態では、動作
メディアキーがあることを検知し、その動作メディアキーに対応する動作を実行する。
【０１３６】
　前述のように、メディアキーはメディアデータの集まりに対応してもよい。例えば、前
述の通り、事前に生成された他のメディアキーを用いて生成されたメディアキーは、その
事前に生成されたメディアキーに対応するメディアデータの集まりに対応する。図１０は
、本発明の一実施形態によるメディアデータの集まりに対応するメディアキーを使用する
ための処理を示す簡略化した高レベルのフローチャート１０００である。処理はソフトウ
ェアモジュール（コード、命令）、ハードウェアモジュール、またはこれらの組み合わせ
により実行される。図１０に示したフローチャート１０００は、本発明の一実施形態の単
なる例示であり、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。その他の変形、
修正、変更も本発明の範囲内にある。
【０１３７】
　ステップ１００２、１００４、１００６で実行される処理は、図９に示したフローチャ
ート９００のステップ９０２、９０４、９０６とそれぞれ同様である。ステップ１００６
で決定されたデータ識別子を使用して情報のリストを位置特定する（ステップ１００８）
。リストが暗号化されている場合、ステップ１００６で決定された復号鍵を使用してその
リストを復号する（ステップ１０１０）。
【０１３８】
　リストはデータ識別子の集まりを含んでいてもよい。リスト中の各データ識別子は、該
当する場合、それに関連する復号鍵を有してもよい。リスト中の各データ識別子について
、そのデータ識別子を使用してそのデータ識別子に対応するメディアデータにアクセスす
る（ステップ１０１２）。そのデータ識別子に対して位置特定されたメディアデータが暗
号化されている場合、リスト中のそのデータ識別子と関連する復号鍵を使用してそのメデ
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ィアデータを復号する（ステップ１０１２）。このように、リスト中の各データ識別子の
メディアデータが位置特定され、必要に応じて復号される。留意すべきこととして、リス
ト中のデータ識別子は他のリストをポイント（point）してもよく、さらに続いてもよい
。従って、メディアデータを位置特定するために、１つ以上のリストを横断することもあ
る。
【０１３９】
　リスト中のデータ識別子に対してアクセスされたメディアデータを用いて１つ以上の操
作を実行してもよい（ステップ１０１４）。例えば、メディアデータの集まりを出力して
もよい。情報は特定の順序で出力されてもよい。
【０１４０】
　図１１は、本発明の一実施形態によるメディアキーのメディアデータにアクセスして１
つ以上の操作を実行するために使用できるモジュールを示す簡略化したブロック図である
。図１１に示したモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、またはこれらの組み合わ
せで実施してもよい。図１１に示したモジュールは、メディアキーリーダモジュール１１
０４、機械読み取り可能情報分析モジュール１１０６、データアクセスモジュール１１０
８、復号モジュール１１１０、出力モジュール１１１２、及びメディアデータを用いて操
作を実行するように構成されたその他のモジュール１１１４を含む。図１１に示したモジ
ュールは、本発明の一実施形態を例示するものに過ぎない。他の実施形態では、モジュー
ルは多くても少なくてもよい。
【０１４１】
　メディアキーリーダモジュール１１０４は、メディアキー１１０２から機械読み取り可
能情報を読み取るように構成されている。機械読み取り可能情報は、機械読み取り可能情
報分析モジュール１１０６に伝達される。
【０１４２】
　機械読み取り可能情報分析モジュール１１０６は、その機械読み取り可能情報を分析し
てそれからデータ識別子を決定するように構成されていてる。機械読み取り可能情報分析
モジュール１１０６は、その機械読み取り可能情報から復号鍵と追加情報を決定してもよ
い。データ識別子と追加情報はデータアクセスモジュール１１０８に伝達される。復号鍵
は復号モジュール１１１０に伝達される。
【０１４３】
　データアクセスモジュール１１０８は、データ識別子に対応するメディアデータにアク
セスするように構成されている。一実施形態では、モジュール１１０８は、データ識別子
に対して、そのデータ識別子に対応するメディアデータの位置を決定してそのメディアデ
ータを読み出すように構成されている。アクセスされたデータは出力モジュール１１１０
及び／またはモジュール１１１２に伝達される。アクセスされたデータが暗号化されてい
る場合、暗号化されたメディアデータを復号モジュール１１１０に伝達する。
【０１４４】
　復号モジュール１１１０は、機械読み取り可能情報分析モジュール１１０６から受け取
った復号鍵を用いて暗号化されたメディアデータを復号するように構成されている。復号
されたデータは出力モジュール１１１２及び／または他のモジュール１１１４に伝達され
る。
【０１４５】
　出力モジュール１１１０は、１つ以上の出力装置を用いてメディアデータを出力するよ
うに構成されている。出力モジュール１１１０は、情報を出力する順序を決定してもよい
。モジュール１１１２は、メディアキーに対して決定されたメディアデータを用いて１つ
以上の操作を実行するように構成されていてもよい。モジュール１１１２は、その操作の
実行にあたり様々なアプリケーションを呼び出してもよい。
【０１４６】
　上述の通り、メディアキーは、メディアキーが生成されるメディアデータにアクセスし
て操作を実行するために、ユーザが使用するトークンとして機能する。メディアキーは１
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人のユーザから他のユーザに受け渡され、メディアデータを配信し共有する機構となる。
【０１４７】
　物理的オブジェクトとして生成されると、メディアキーは、メディアデータにアクセス
する便利で簡単なインターフェイスを提供する有形なツール（tangible　artifact　and
　tool）となる。このようにメディアキーはかさばるＤＶＤとＣＤの代替物として使用で
き、オリジナルのメディアを格納して保護する一方、メディアデータのアクセス、配信、
及び共有の簡単かつコンパクトな機構を提供する。メディアキーは安価な材料で作れるの
で、メディアデータへのアクセスを提供する安価な機構となる。メディアキーはロバスト
（robust）かつ耐久力があり、等価な写真、ビデオテープ、ＤＶＤ、ＣＤ等よりもスペー
スをとらない。多くの場合、メディアキーは、踏んだり洗ったりしても影響を受けない。
【０１４８】
　様々な装置とアプリケーションをメディアキーを生成して使用するように構成できる。
これらのアプリケーションと装置は、ユーザの制御下で、または自動的に、メディアキー
を生成するように構成できる。例えば、メディア情報のアクセスまたは格納ができる装置
は、そのメディア情報の１つ以上のメディアキーを生成するように構成されていてもよい
。その装置及び／またはアプリケーションは、メディアキーを読んで、そのメディアキー
に対して読み出されたメディアデータに１つ以上の操作を実行する。
【０１４９】
　かかる装置の例として、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）が挙げられる。近年、ＤＶ
Ｒの使用が急増しており、特にテレビ番組の録画が増えている。かかるシステムの例はTi
VoＴＭである。ＤＶＲは録画された番組のメディアキーを自動的に生成するように構成さ
れていてもよい。例えば、TiVoＴＭＤＶＲは、録画されたテレビ番組のメディアキーを生
成するように構成されていてもよい。ユーザはそのメディアキーを使用してその番組を視
聴できる。
【０１５０】
　ＤＶＲは、メディアキーを読んで、そのメディアキーに対応するメディアデータを読み
出し、その読み出したメディアデータを出力またはそれに他の操作を実行するように構成
されていてもよい。例えば、ＤＶＲはＲＦＩＤリーダを含んでもよい。ＲＦＩＤリーダは
、メディアキーがリーダの読み取り距離範囲内にあるとき、メディアキーに取り付けられ
たＲＦＩＤから機械読み取り可能情報を読むように構成されている。ＤＶＲは、タグから
読み出したデータ識別子を使用して、メディアデータにアクセスして、そのメディアデー
タを出力装置を介して出力する。ユーザは、見たい番組に対応したメディアキーをＤＶＲ
の近くに置くと、ＤＶＲはその番組の再生を自動的に開始する。これにより、ＤＶＲを情
報再生に使用するインターフェイスが簡単になる。別の実施形態では、ＤＶＲはメディア
キーからバーコードを読み取るように構成されたバーコードリーダを有してもよい。ＤＶ
Ｒは、メディアデータの受信者への伝達（例えば、電子メール）、メディアデータの格納
先へのアップロード等の操作をメディアデータに実行するように構成されていてもよい。
【０１５１】
　ＤＶＲについて上述したように、他の情報出力装置（例えば、オーディオ出力装置）は
、メディアキーを読んで処理し、そのメディアキーに対応する情報を出力するように構成
されていてもよい。例えば、ＭＰ３プレーヤは、ＲＦＩＤリーダ（またはバーコードリー
ダ）を備え、そのＭＰ３プレーヤの近くにあるメディアキーに取り付けられたＲＦＩＤタ
グから機械読み取り可能情報を読むように構成されていてもよい。ＭＰ３プレーヤは、オ
ーディオ情報を含むメディアキーのメディアデータを読み出し、そのオーディオ情報を出
力する。かかるＭＰ３プレーヤを使用すると、ユーザは、聴きたい歌に対応するメディア
キーをそのＭＰ３プレーヤの近くに持ってくるだけで、その歌がＭＰ３プレーヤにより自
動的に再生される。
【０１５２】
　他の例として、カメラ等（デジタルカメラ、ビデオカメラ、ウェブカメラ等）の情報キ
ャプチャ装置は、キャプチャした情報のメディアキーを生成するように構成されていても
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よい。例えば、デジタルカメラが、それを用いてキャプチャした一組の写真または個々の
写真のメディアキーを生成するように構成されていてもよい。例えば、そのカメラは、メ
ディアキーを印刷できる印刷モジュールを有していてもよい。
【０１５３】
　カメラ、バーコードリーダ、ＲＦＩＤリーダ等を備えた装置は、メディアキーを処理す
るように構成されていてもよい。例えば、ユーザは携帯電話を使用してメディアキーに印
刷されたバーコードをキャプチャできる。その携帯電話はそのバーコードにエンコードさ
れた情報を用いて、メディアキーのメディアデータを読み出すように構成されていてもよ
い。読み出されたメディアデータはその電話を用いて出力される。別の実施形態では、そ
の電話は、機械読み取り可能情報を処理するように構成された他の装置やアプリケーショ
ンに、機械読み取り可能情報を伝達できる。一実施形態では、メディアキーに対応するメ
ディアデータの格納先へのポインタ（例えば、ＵＲＬ）を生成し、そのポインタを伝達す
るように構成される。
【０１５４】
　他の例では、プリンタ、コピー機、ファクシミリ等の装置がメディアキーを生成及び／
または処理するように構成されていてもよい。例えば、コピー機は、メディアキーを生成
するメディアデータをユーザに選択させるインターフェイスを提供してもよい。コピー機
は、そのメディアデータの１つ以上のメディアキーを生成する。コピー機は、メディアキ
ーから機械読み取り可能情報を読み、読み出したメディアデータを用いて操作を実行する
ように構成されていてもよい。例えば、コピー機はメディアキーのコピーを作る。コピー
機は、コピーすべきメディアキーの機械読み取り可能情報を読み、そのメディアキーのメ
ディアデータを読み出し、そのメディアデータを用いて新しいメディアキー（のコピー）
を生成する。コピー機は、文書をスキャンして、そのスキャンした文書を表すメディアキ
ーを生成してもよい。
【０１５５】
　プリンタの場合、１つ以上のメディアキーを読み、そのメディアキーに対応するメディ
アデータを読み出し、その読み出したメディアデータのプリントアウトを生成するように
構成されていてもよい。例えば、プリンタは、メディアキーに対して読み出されたデジタ
ル写真データに対応する写真を印刷する。プリンタは、他のタイプのメディアデータのプ
リントアウトを生成するように構成されていてもよい。例えば、オーディオデータの場合
、プリンタはそのオーディオ情報のトランスクリプト（transcription）を印刷するよう
に構成されていてもよい。ビデオ情報の場合、プリンタはそのビデオ情報の選ばれたキー
フレームを印刷するように構成されていてもよい。メディアデータが異なるタイプのメデ
ィアデータの組み合わせを含む場合、生成されるプリントアウトは、各タイプの情報の印
刷表示を含み、その印刷表示は時間的に同期して印刷されてもよい。
【０１５６】
　メディアキーの生成及び／または処理をするように構成されたキオスク端末を設けても
よい。かかるキオスク端末は、メディアデータを格納したメモリメディアを受け入れて、
ユーザが選択したメディアデータのメディアキーを生成する。キオスク端末は、ネットワ
ークされた記憶装置にアクセスして、そのネットワーク記憶装置に格納されたメディアデ
ータのメディアキーを生成することもできる。キオスク端末は、他のメディアキーを用い
てメディアキーを生成することがきてもよい。例えば、ユーザがキオスク端末のガラスプ
ラテン上にメディアキーの集まりを置くと、キオスク端末がそのメディアキーの集まりの
メディアキーを生成する。
【０１５７】
　キオスク端末は、メディアキーを読んで処理するように構成されていてもよい。例えば
、キオスク端末は、そのガラスプラテン上にメディアキーの集まりが置かれると、その集
まり中のメディアキーのメディアデータを読み出して、その読み出したメディアデータに
操作を実行するように構成されていてもよい。例えば、読み出されたメディアデータが一
組のスライドと音楽を含む場合、キオスク端末は音楽を伴うスライドショーを表示する。
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キオスク端末は、読み出したメディアデータを用いてその他の様々な操作を実行するよう
に構成されていてもよい。いくつかの実施形態では、キオスク端末を使用するには料金が
課金されてもよい。
【０１５８】
　図１６は、本発明の一実施形態によるキオスク端末１６００を示す簡略化したブロック
図である。図１６に示したように、キオスク端末１６００は、キオスクコンピュータすな
わち処理エンジン１６０２、ディスプレイ１６０４、スキャナ１６０６、補助スキャナ１
６０８、プリンタ１６１０、入力装置１６１２、出力装置１６１４、通信インターフェイ
ス１６１６、及びカメラ１６１８を含む。図１６に示したキオスク１６００は、本発明の
一実施形態を例示するものに過ぎない。キオスク１６００は、移動を容易にするため車輪
をつけてもよい。
【０１５９】
　コンピュータ１６０２は、キオスク１６００の処理エンジンである。コンピュータ１６
０２は、ユーザにキオスク１６００の機能をインターラクト（interact）して制御させる
キオスクアプリケーション１６２２を実行する。例えば、ユーザは、キオスクアプリケー
ション１６２２を使用してメディアキーを生成するメディアデータを特定する。メディア
キーに対応するメディアデータもキオスクアプリケーション１６２２を用いてアクセスで
きる。コンピュータ１６０２は、データ格納用のメモリ１６２０を含む。一実施形態では
、コンピュータ１６０２として、デル（登録商標）ＯｐｔｉｐｌｅｘＧＸ６２０、３．８
ＧＨｚデュアルＰｅｎｔｉｕｍ（登録商標）4プロセッサ、２５６Ｍｂ、ＡＴＩ　Ｒａｄ
ｅｏｎＸ６００グラフィクスカード、ウィンドウズ（登録商標）ＸＰ　Ｐｒｏオペレーテ
ィングシステムが使用された。一実施形態では、キオスクアプリケーション１６２２はＪ
ａｖａ（登録商標）プログラムである。コンピュータ１６０２は、ＦｉｒｅＷｉｒｅポー
ト、ＵＳＢポート、その他の様々な通信ポートを設けている。これらのポートをキオスク
端末１６００との間の通信に使用する。
【０１６０】
　ディスプレイ１６０４は、キオスク端末１６００からの情報を出力するように構成され
、モニター、スクリーン等を含む。一実施形態では、ディスプレイ１６０４はタッチスク
リーンであり、入力装置としても使用できる。例えば、解像度１２８０×１０２４のピク
セルＰｌａｎａｒＰＴ１９１ｍｕ１９インチＬＣＤパネル等を使用してもよい。モニター
は容量性のタッチパネル面を有し、これはＵＳＢケーブルを用いてコンピュータ１６０２
に接続されている。
【０１６１】
　入力装置１６１２を使用してキオスク端末１６００に情報を入力する。入力装置はキー
ボード、マウス、ポインタ等を含む。
【０１６２】
　スキャナ１６０６は、プラテンとデジタルカメラを含むキャプチャ装置である。スキャ
ナ１６０６は、キャノンＬｉＤＥスキャナ等のリニアアレイスキャナであってもよい。ス
キャナ１６０６は、そのプラテン上に置かれたメディアキーを読むように構成されている
。一実施形態では、スキャナ１６０６は、メディアキーから機械読み取り可能情報の画像
を読む、またはキャプチャするように構成されている。メディアキーは、左から右、また
は上から下等の特定の順序で読まれてもよい。あるいは、すべてのメディアキーの画像を
捉えて、各メディアキーの機械読み取り可能情報をその画像から決定する。スキャナ１６
０６に含まれるデジタルカメラは、キャノンのパワーショットＧ２カメラその他のカメラ
か、デジタル画像をキャプチャする装置であってもよい。カメラは、スキャナ１６０６の
透明なアクリルまたはガラスのプラテンに向けられており、プラテン上に置かれたメディ
アキーの画像をキャプチャするように構成されている。キャプチャされた情報は、さらに
処理するため、コンピュータ１６０２に伝達される。
【０１６３】
　キオスク端末１６００は、メディアキーを読み取る補助スキャナ１６０８を有してもよ
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い。一実施形態では、補助スキャナ１６０８として、ロジテックブランドの「QuickCam　
for　Notebooks　Deluxe」ＵＳＢビデオカメラを使用する。このカメラの解像度は６４０
×４８０である。一実施形態では、３２０×２４０の画像解像度を使用してメディアキー
からバーコードを読む。補助スキャナ１６０８でキャプチャした情報は、ＵＳＢケーブル
等の通信リンクを介してコンピュータ１６０２に伝達される。一実施形態では、ビデオカ
メラはオンの状態であり、キャプチャ画像にＱＲコードが見えると、そのＱＲコードをコ
ンピュータ１６０２が実行しているキオスクアプリケーション１６２２にレポートする。
【０１６４】
　キオスク端末１６００は、プリンタ１６１０を含んでいてもよい。一実施形態では、ヒ
ューレットパッカード社のＰｈｏｔｏｓｍａｒｔ８２５０プリンタを使用する。プリンタ
はＵＳＢケーブルを介してコンピュータ１６０２に接続されている。ＨＰプリンタは高品
質のカラー印刷（例えば、４×６プリント）とレターサイズページの印刷が可能である。
いくつかの実施形態では、キオスク端末１６００は、異なるタイプのメディアキーを印刷
する複数のプリンタを含む。例えば、２４または３０ｍｉｌ厚のクレジットカードサイズ
のカードに印刷できるＤａｔａｃａｒｄブランドＳＰ６０プリンタ等の第２のプリンタを
設けてもよい。ＳＰ６０は片面にフルカラー、裏面に黒で印刷できる。また、印刷後にカ
ードに保護層を形成する。例えば、そのプリンタを使用して、折り線が入ったキーフォブ
カード（key　fob　card）に印刷して、印刷後に３枚のカードに分割できる。ＳＰ６０は
ネットワークプリンタであり、イーサネット（登録商標）ハブを介してコンピュータ１６
０２に接続できる。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、キオスク端末１６００は、メディアキーの印刷に使用される
外部プリンタに結合されてもよい。キオスク端末１６００は、通信インターフェイス１６
１６を用いて外部プリンタと通信できる。
【０１６６】
　出力装置１６１４は、メディアキーに対応するメディアデータの出力に使用できる。例
えば、出力装置１６１４は、オーディオ情報等を出力するスピーカを含んでもよい。様々
なタイプの出力装置を設けることができる。
【０１６７】
　通信インターフェイス１６１６により、キオスク端末１６００との間の通信が可能とな
る。通信は異なる形式で実行できる。例えば、通信インターフェイス１６１６は、ＷｉＦ
ｉアクセスポイント（例えば、８０２．１１ｇＷｉｆｉアクセスポイント）、ＵＳＢポー
ト等の様々な通信ポート等を提供する。通信インターフェイス１６１６は、外部装置１６
２４との情報通信を容易にする。外部装置１６２４は、プリンタ、カメラ、出力装置、Ｐ
ＤＡ、電話、その他のキオスク端末等である。
【０１６８】
　カメラ１６１８は写真のキャプチャ用にキオスク端末１６００に設けられている。キオ
スク端末１６００は、キャプチャした画像のメディアキーを印刷する。例えば、ニコンＰ
３ワイヤレスカメラを備えてもよい。ワイヤレスカメラは、例えば、ＷｉＦｉアクセスポ
イント等の通信インターフェイス１６１６を介して、キオスク端末１６００と接続されて
いる。
【０１６９】
　メディアキーは商業活動で使用することもできる。例えば、メディアキーをメディアデ
ータに対して生成し、消費者に販売する。消費者はそのキーを使用して、そのメディアキ
ーに対応するメディアデータにアクセスする。例えば、音楽会社は、歌（またはアルバム
）のメディアキーを生成して、ＣＤやＤＶＤではなくそのメディアキーを消費者に販売す
る。消費者は、メディアキーを使用して、そのメディアキーに対応する歌（または歌のア
ルバム）にアクセスする。一実施形態では、メディアキーを使用すると、消費者が所望す
るフォーマットで、対応する歌（またはアルバム）が格納先から消費者の音楽プレーヤ（
例えば、ＭＰ３プレーヤ、アップルｉＰｏｄ）に自動的にダウンロードされる。
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【０１７０】
　上記の例（例えば、ＤＶＲ、コピー機、電話、キオスク端末、ＭＰ３プレーヤ）は、本
発明の実施形態の例示に過ぎない。他の装置やアプリケーションもメディアキーの生成と
処理をするように構成できる。
 
アプリケーション例
　このセクションでは、メディアキーのアプリケーション例を説明する。ここに説明する
アプリケーションは、請求項に記載した本発明の範囲を限定することを意図したものでは
ない。
【０１７１】
　（１）写真の集まりすなわちアルバムの作成
ユーザは一組の写真を選択して、その選択した一組の写真のメディアキーの生成を要求す
る。一実施形態では、ユーザはその写真を具体的に特定してもよい。他の実施形態では、
個々の写真に対してメディアキーが事前に生成されていれば、事前に生成されたメディア
キーに基づいて新しいメディアキーを生成してもよい。生成される新しいメディアキーに
対応するメディアデータは、その一組の写真を含む。一実施形態では、新しいメディアキ
ーのデータ識別子は、事前に生成されたメディアキーのデータ識別子とそれに関連する復
号鍵を含むリストをポイント（point）する。そのリスト中の各データ識別子は、対応す
るメディアデータ（この場合写真である）を位置特定するために使用できる。写真が暗号
化されている場合、リスト中のデータ識別子と関連する復号鍵を使用してそのメディアデ
ータを復号する。このように、新しいキーのデータ識別子を使用して写真の集まりを見つ
けることができる。このように、生成されるメディアキーは、写真の集まりすなわちアル
バムを表し、その一組の写真の出力に使用できる。その写真は、決定された一定の順序に
従って出力されてもよい。
【０１７２】
　（２）音楽を伴うスライドショー
ユーザは一組のスライドとオーディオクリップを選択して、その選択したもののメディア
キーの生成を要求する。選択は、スライドとオーディオクリップを具体的に特定して行っ
てもよいし、及び／または事前に生成されたメディアキーを使用して行ってもよい。よっ
て、新しいメディアキーに対応するメディアデータは、スライドとオーディオクリップを
両方とも含む。新しいメディアキーを使用して、スライドとオーディオを出力する。一実
施形態では、スライドは同時にオーディオが再生されている間に出力されるので、音楽付
きのスライドショーとなる。よって、新しいメディアキーは音楽付きのスライドショーを
表す。
【０１７３】
　（３）いくつかのビデオクリップからの映画の作成
ユーザは一組のビデオクリップを選択して、その選択した一組のビデオクリップのメディ
アキーの生成を要求する。選択はビデオクリップを具体的に特定することにより行われて
も、及び／または個々のビデオクリップに対して事前に生成されたメディアキーを用いて
行われてもよい。よって、新しいメディアキーに対応するメディアデータは、ビデオクリ
ップの集まりを含んでいる。一連のビデオクリップに特定の順序をつけることもできる。
順序はユーザが指定してもよい。メディアキーを使用して、そのビデオクリップの集まり
を特定の順序で出力して、映画を形成することができる。よって、メディアキーは映画を
表している。
 
カメラ
　ポラロイド等のインスタントカメラは、カメラを持っていない他の人に物理的な写真を
すぐに渡せるので、人気がある。デジタルカメラの普及により、他人にデジタル写真をす
ぐに渡せることが好ましい。メディアキーは他人にデジタル写真を渡せるトークン（toke
n）となる。写真に対応するメディアキーを他人に渡し、その人はそのメディアキーを使
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用してその写真にアクセスすることができる。
【０１７４】
　図１２は、本発明の一実施形態によるメディアキーを生成するように構成されたポータ
ブルデジタルカメラ１２００を示す簡略化したブロック図である。図１２に示したカメラ
１２００は、本発明を組み込んだ実施形態を例示しているものに過ぎず、特許請求の範囲
に記載した本発明の範囲を限定するものではない。本発明の技術分野の当業者には、他の
変形、修正、変更が分かるであろう。
【０１７５】
　図１２に示したように、カメラ１２００は、画像センサ１２０４と結合したプロセッサ
１２０２と、入力サブシステム１２０６と、出力サブシステム１２０８と、プリンタ及び
付随する印刷媒体１２１０と、通信インターフェイス１２１２と、メモリ１２１４とを含
む。プロセッサ１２０２は、カメラ１２００の処理を実行するように構成されている。メ
モリ１２１４は、カメラ１２００が実行する処理に使用する情報を格納するリポジトリ（
repository）である。
【０１７６】
　画像センサ１２０４は、デジタル画像を検知してキャプチャするように構成されている
。入力サブシステム１２０６は、カメラ１２００とインターラクトして入力するために使
用される。例えば、入力サブシステム１２０６はシャッターリリースボタンを含む。この
ボタンを押した時にカメラが画像をキャプチャする。入力サブシステム１２０６は、カメ
ラに入力するために選択されるボタンやメニュー等を含む。カメラ１２００は、出力サブ
システム１２０８を介して情報を出力する。一実施形態では、出力サブシステム１２０８
は情報を表示できるディスプレイを含む。例えば、ディスプレイ１２０８はＬＣＤスクリ
ーンである。
【０１７７】
　本発明の一実施形態によると、カメラ１２００はプリンタ１２１０と付随する印刷媒体
を有する。印刷媒体は紙、プラスチック、フィルム等である。プリンタ１２１０は、その
媒体を用いて写真のメディアキーを生成するように構成されている。そのメディアキーは
機械読み取り可能情報と、場合によってはそのメディアキーが生成された写真を表すサム
ネイルとを含む。一実施形態では、プリンタ１２１０は、デジタルカメラで使用できる小
型でコンパクトなローパワー白黒（またはカラー）プリンタである。カメラに組み込める
コンパクトプリンタの例としては、Advanced　Printing　Systems　(APS)社（イタリア、
ミラノ）（www.aps－printers.com）のＭＰ１０５プリンタ（http://www.aps－printers.
com/m_aps/prodotti/MPseries.pdf）等がある。プリンタはバッテリーで動くものであっ
てもよい。プリンタ媒体（フィルム、紙等）はプリンタと一緒にカメラに格納される。デ
ジタル印刷カメラの例としては、ポラロイドフィルムに直接印刷できるオリンパスとポラ
ロイドのデジタル印刷カメラ（オリンパスＣ－２１１Ｚｏｏｍ）がある。これらのプリン
タ及び印刷カメラは、本発明の教示に従ってメディアキーを生成するように構成すること
もできる。
【０１７８】
　一実施形態では、プリンタ１２１０は、メディアキーに取り付けられたタグに機械読み
取り可能情報を書き込むように構成される。例えば、ＲＦＩＤタグはカメラに含まれるメ
ディアに取り付けられてもよい。プリンタ１２１０は、ＲＦＩＤタグた取り付けられたメ
ディアを用いてメディアキーを生成し、機械読み取り可能情報をそのメディアキーに取り
付けられたＲＦＩＤタグのメモリに書き込む。従って、プリンタ１２１０は、機械読み取
り可能情報をメディアに印刷するか、機械読み取り可能情報をメディアに取り付けられた
タグに格納することにより、機械読み取り可能情報をメディアキーと関連させる。
【０１７９】
　一実施形態では、写真を撮った後、カメラ１２００はそのキャプチャされた画像に一意
的なデータ識別子を割り当てる。カメラ１２００は、上記の様々な方法を使用して、キャ
プチャされた画像のデータ識別子を決定する。一実施形態では、データ識別子は、キャプ
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チャされた画像に基づいて決定される。別の実施形態では、他の情報を使用してキャプチ
ャした画像のデータ識別子を決定する。電子的または物理的メディアキーがカメラ１２０
０により生成される。メディアキーは、キャプチャされた画像に割り当てられたデータ識
別子を含む機械読み取り可能情報を含む。キャプチャされた画像が暗号化されて格納され
る実施形態では、カメラ１２００は、暗号化された情報を復号する復号鍵を決定する。復
号鍵はメディアキーに関連する機械読み取り可能情報に含まれてもよい。
【０１８０】
　カメラ１２００は、キャプチャされた画像のコンテンツを代表するサムネイルも生成す
る。一実施形態では、サムネイル画像はキャプチャされた画像を小さくしたものである。
サムネイル画像はキャプチャされた画像に対して生成されるメディアキー上に印刷されて
もよい。プリンタ１２１０は、プリンタ１２１０を用いて印刷媒体上にメディアキーを印
刷することにより、物理的メディアキー１２２０を生成する。複数のメディアキーを単一
の画像に対して印刷してもよい。
【０１８１】
　カメラ１２００は、カメラ１２００を用いてキャプチャした複数の画像に対して単一の
メディアキー（電子的でも物理的でもよい）を生成するように構成されていてもよい。例
えば、写真アルバムのように画像の集まりの一部になる複数の画像を選択する。カメラ１
２００は、その集まりに対して単一のデータ識別子を生成し、その集まり中の写真を代表
するその集まりのサムネイルも生成する。一実施形態では、その集まりに対して生成され
た単一のデータ識別子は、その集まり中の個々の写真のデータ識別子と、もしあれば、そ
のデータ識別子と関連する復号鍵とのリストを参照してもよい。リストは暗号化されてい
てもよく、暗号化されたリストを復号する復号鍵がその集まりに対して生成されたメディ
アキーに関連する機械読み取り可能情報に含まれてもよい。その集まりのデータ識別子と
、場合によって、その集まりの復号鍵をエンコードした機械読み取り可能情報を含む電子
的及び／または物理的メディアキーを生成してもよい。その集まりのコンテンツを代表す
るサムネイル画像をメディアキーに印刷してもよい。プリンタ１２１０は、印刷媒体を用
いて物理的メディアキー１２２０を生成してもよい。
【０１８２】
　通信インターフェイス１２１２は、カメラ１２００との間の情報の通信を容易にする。
通信インターフェイス１２１２は、情報の有線または無線（例えば、ＷｉＦｉ、ＩＲ）の
通信を容易にする。例えば、カメラがネットワークに接続されたとき、カメラ１２００か
らの写真が通信インターフェイス１２１２を用いて格納先にアップロードされる。一実施
形態では、カメラは、画像を格納するサービスに接続される。そのサービスは、写真にそ
れに対応するデータ識別子を用いてアクセスできるように写真を格納する。そのサービス
は、データ識別子を用いて格納されたメディアをブラウズするインターフェイス（例えば
、ウェブインターフェイス）を提供してもよい。
【０１８３】
　通信インターフェイス１２１２は、外部装置とシステムへのインターフェイスも提供す
る。例えば、通信インターフェイス１２１２は、外部プリンタにデータを伝達するインタ
ーフェイスを提供する。例えば、データ識別子と任意的な復号鍵を含む機械読み取り可能
情報は、物理的メディアキーを生成しそのメディアキーに機械読み取り可能情報を関連づ
ける外部プリンタに伝達される。通信インターフェイス１２１２は、カメラからその他の
装置に電子的メディアキーを送信するために使用してもよい。
【０１８４】
　デジタルカメラ１２００は、携帯電話、ＰＤＡ等のその他の装置に組み込まれてもよい
。これらの装置はデジタルカメラを用いてメディアキーを生成する。
【０１８５】
　図１３は、本発明の一実施形態によるメディアキーを生成するように構成された他のポ
ータブルデジタルカメラを示す図である。このカメラはポータブルなので、外部との面倒
な接続なしに持ち運びができる。また、このカメラはコンパクトで軽量なので、ポータビ
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リティが強化されている。
【０１８６】
　デジタルカメラを用いてメディアキーを共有する方法はいくつかある。一実施形態では
、そのカメラは、写真を撮った後、データ識別子と、任意的にそのキャプチャされた画像
の復号鍵とを決定するように構成されていてもよい。そのカメラは、データ識別子と、も
しあれば関連する復号鍵とを表示する。一実施形態では、カメラは、データ識別子とキャ
プチャされた画像に対して決定された復号鍵とを含む機械読み取り可能情報を生成する。
そのカメラは、図１４に示したように、そのカメラのディスプレイを用いて機械読み取り
可能情報を表示する。
【０１８７】
　第２のカメラを使用して、第１のカメラのディスプレイに表示された機械読み取り可能
情報の画像をキャプチャしてもよい。このように、第２のカメラは、第１のカメラが表示
した、第１のカメラがキャプチャした画像のデータ識別子と任意的な復号鍵をエンコード
した機械読み取り可能情報をキャプチャする。第２のカメラは、第２のカメラがキャプチ
ャした画像から、データ識別子と復号鍵を抽出して、後で使用するために、抽出した情報
を格納する。
【０１８８】
　第１のカメラによりキャプチャされた画像は、記憶先にアップロードされる。例えば、
第１のカメラがネットワークに接続されたときに、画像がアップロードされる。第２のカ
メラのユーザは、第２のカメラでキャプチャした機械読み取り可能情報の画像から抽出し
たデータ識別子を用いて、アップロードした画像にアクセスできる。例えば、第２のカメ
ラがコンピュータに接続され、そのコンピュータが抽出されたデータ識別子を用いてアッ
プロードされた画像にアクセスする。画像が暗号化されている場合、機械読み取り可能情
報の画像から抽出した復号鍵を使用してその画像を復号する。第２のカメラは任意のカメ
ラであり、ハンドヘルドのデジタルカメラ、コンピュータその他の装置に接続されたカメ
ラ、または画像をキャプチャできるその他の装置であってもよい。このように、機械読み
取り可能情報を表示することにより、第１のカメラは、他の装置との画像の共有を可能と
している。
【０１８９】
　上述のように、カメラはキャプチャした写真に対してデータ識別子を決定し割り当てて
、他の装置と写真の共有を可能にする。別の方法を使用して、データ識別子（と任意的な
復号鍵）を画像（または暗号化された画像）と関連付け、カメラがネットワークまたは記
憶サーバと接続された時に、画像データまたは暗号化された画像データがデータ識別子に
基づいて正しい格納先にアップロードされるようにしてもよい。一実施形態では、カメラ
は、キャプチャされた画像と関連する、そのカメラのメモリ中のテーブルにデータ識別子
を格納する。別の実施形態では、データ識別子（及び復号鍵）は、画像ファイルのＩＰＴ
Ｃ（国際新聞通信委員会）メタデータまたはＥＸＩＦ部分等の画像ファイルのセクション
に格納される。ＩＰＴＣは、画像を新聞社等に送信する場合に、撮影者がキャプションそ
の他のメタデータを画像に追加する方法を規定している。画像をカメラから格納先にアッ
プロードするとき、その画像に関連するデータ識別子を読み、その画像をそのデータ識別
子に対応する正しい格納先にアップロードして、他の人や装置がそのデータ識別子を用い
て後でその画像にアクセスできる。
【０１９０】
　写真を共有する他の方法はメディアキーを使用する。プリンタがカメラに組み込まれる
か、通信インターフェイス１２１２を介してカメラと接続され、メディアキーの生成に使
用される。写真を撮った後、カメラがその写真のデータ識別子と任意的な復号鍵を選択し
てもよい。メディアキー（電子的でも物理的でもよい）を生成して、データ識別子と復号
鍵を含む機械読み取り可能情報がそのメディアキーと関連付けられる。メディアキーを、
レシートのように、後でその写真を見たいと考えている人に渡す。そのカメラは、キャプ
チャした写真を格納先にアップロードし、その写真に対して選択されたデータ識別子を使
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用してその格納先の写真にアクセスできるようにする。セキュリティを目的として、アッ
プロードされる写真は暗号化される。メディアキーを使用してアップロードされた画像に
アクセスする。この共有方法はメディアキーを受け取る電子的ハードウェアを何ら必要と
しない。受け取る人は、カメラもＰＤＡもその他の電子機器も必要としない。メディアキ
ーの受取人は、前述の通り、メディアキーをキーリーダを有する自宅のコンピュータまた
はキオスク端末に持ってきて、格納先の写真にアクセスする。写真が暗号化されている場
合、メディアキーから読み出した復号鍵を使用して写真を復号する。例えば、写真を印刷
する等の操作を写真に実行する。
【０１９１】
　いくつかの実施形態では、写真またはその集まりのデータ識別子と任意的な復号鍵とが
、写真を撮る前に事前に生成されていてもよい。従って、所定のデータ識別子と場合によ
る復号鍵のリストを提供してもよい。これにより、データ識別子と復号鍵を、写真をキャ
プチャする前に他の人と共有することができる。この実施形態では、データ識別子は一意
的であることが保証される方法で選択される。写真をキャプチャした後、複数の所定のデ
ータ識別子のうちの１つのデータ識別子をその写真に割り当てる。その写真を暗号化する
場合、事前設定した復号鍵のうちの１つの復号鍵をその写真と関連づける。その写真に割
り当てられたデータ識別子と復号鍵を含むメディアキーが、その写真に対して生成される
。
【０１９２】
　データ識別子の所定のリストのうちの１つのデータ識別子を写真の集まりに割り当てて
もよい。その集まりに割り当てられたデータ識別子は、その集まり中の写真に割り当てら
れたデータ識別子のリストをポイントするものであってもよい。割り当てられたデータ識
別子により参照されるデータ識別子のリストは暗号化され、暗号化されたリストを復号可
能な復号鍵が、その集まりに割り当てられたデータ識別子と関連付けられる。
【０１９３】
　写真の集まりを特定した後、その集まりを格納先にアップロードしてもよい。アップロ
ードプロセスを容易にするサービスを使用してもよい。そのサービスは、その集まりのデ
ータ識別子を用いて集まりにアクセスできるように、その集まりの記憶サービスを提供し
てもよい。その集まりのデータ識別子と復号鍵（またはその集まりのメディアキー）を受
け取ったユーザは、その格納先のその集まりにアクセスできる。その集まりに割り当てら
れたデータ識別子を使用して、その集まりの格納先を決定する。暗号化されている場合、
その集まりの復号鍵を使用してその集まりを復号する。一実施形態では、ユーザは、その
集まりを格納したサービスに接続される。そのサービスは、ユーザがデータ識別子を入力
して対応するメディアデータにアクセスできるユーザインターフェイス（例えば、ウェブ
ページ）を提供する。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、メディアデータに対して生成されたメディアキーを、そのメ
ディアデータを共有する人にさえ渡す必要はない。例えば、メディアキーはいくつかのメ
ディアデータに対して生成される。メディアキーは、関連付けられた機械読み取り可能情
報を有し、その情報はデータ識別子と任意的な復号鍵及び追加情報を含む。メディアデー
タを共有する人は、そのメディアキーの機械読み取り可能情報をキャプチャする。例えば
、その人はカメラを使用して、メディアキー上に印刷された機械読み取り可能情報の画像
をキャプチャする。他の実施形態では、その人は、メディアキーと関連付けられて機械読
み取り可能情報を格納したＲＦＩＤタグから機械読み取り可能情報を読み取ることができ
る装置を使用する。その人がキャプチャした機械読み取り可能情報の画像を分析して、対
応するメディアデータにアクセスするのに使用できるデータ識別子を決定する。カメラを
データ処理システム（例えば、ＰＣ）またはインターネット等のネットワークに接続する
とき、カメラによってキャプチャされた機械読み取り可能情報はカメラからＰＣに伝達さ
れる。その情報は、ＰＣにその機械読み取り可能情報を分析してそれに対応するメディア
データにアクセスするように要求する要求として伝達されてもよい。ＰＣは、機械読み取
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り可能情報の画像を分析する処理を実行して、その機械読み取り可能情報からデータ識別
子（及び任意的な復号鍵または追加情報）を決定する。データ識別子は、メディアキーに
対応するメディアデータにアクセスするために使用される。いくつかの実施形態では、デ
ータ識別子を決定するための画像の分析はカメラにより実行され、そのデータ識別子によ
りポイントされるメディアデータにアクセスすために、そのデータ識別子がＰＣに伝達さ
れる。従って、上述の通り、メディアデータを共有する人は、メディアキーに対応するメ
ディアデータにアクセスするために、そのメディアキーを持っている必要はない。そのメ
ディアキーに関連付けられた機械読み取り可能情報をキャプチャすることにより、対応す
るメディアデータにアクセスすることができる。
【０１９５】
　上記の通り、カメラは様々なシナリオで使用することができる。例えば、あるグループ
がデジタル写真を取るシナリオを考える。そのグループの１人が上記のデジタルカメラを
有している。数枚の写真を撮った後、撮影者はデジタルカメラのＬＣＤスクリーンを使用
してキャプチャした画像を見て、最も良い写真を見つける。撮影者はデジタルカメラを使
用してグループの人にメディアキーを印刷する。メディアキーは、選択された画像に対し
てカメラが決定した一意的なデータ識別子を含む機械読み取り可能情報（例えば、ＱＲコ
ード）を含む。撮影者が家に帰ってカメラをパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に接続した
時、選択された画像がそのデータ識別子を用いてアクセスできる格納先にアップロードさ
れる。メディアキーを受け取ったグループのメンバーは、装置（例えば、ＵＳＢウェブカ
メラ）を使用してメディアキーの機械読み取り可能情報を読み取り、その機械読み取り可
能情報からデータ識別子を決定する。データ識別子を使用して、格納された画像に自動的
にアクセスする。その画像はそのメンバーのＰＣ上に表示される。
【０１９６】
　他の例として、新郎新婦の友人がレセプション中に写真を撮るシナリオを考える。その
晩、その友人はいい写真をすべて１つのアルバムにして、そのアルバムのメディアキーを
印刷し、新郎新婦にそれをプレゼントする。家に着くと、その撮影者はそのアルバムを格
納したメモリカードをＰＣに挿入すると、画像は暗号化されてサーバにアップロードされ
る。翌日、太平洋の島で、新郎新婦は撮影者の友人がくれたメディアキーを使ってオンラ
インでそのアルバムをブラウズして楽しむ。メディアキーは、そのアルバムにアクセスを
可能とするデータ識別子を含み、また、暗号化されたアルバムの復号を可能にする復号鍵
を含む。
【０１９７】
　キャプチャした画像のデータ識別子と任意的な復号鍵を生成するカメラの実施形態を説
明した。さらに、他の人とキャプチャした画像を共有する方法を説明する。他の実施形態
では、上記の処理は、オーディオデータ、ビデオデータ、画像データ等、またはこれらの
組み合わせ等の他のメディアタイプにも適用できる。カメラの機能性は他のタイプの装置
でも実施できる。
 
メディアキーの伝達
　上記の通り、メディアキーは物理的オブジェクトとしてもデジタルオブジェクトとして
も生成できる。電子的オブジェクトの場合、メディアキーは様々な方法で伝達または送信
することができる。電子的メディアキーは、有線または無線、またはこれらの組み合わせ
のネットワークを介して送信できる。例えば、メディアキーは、ＩＥＥＥ８０２．１１Ｗ
ｉＦｉネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ブルートゥースネットワーク等の無線ネット
ワークシステムを介して送信できる。ＵＳＢやスキン送信（skin　transmitting）ネット
ワーク等の有線すなわちコンタクトベースのネットワークを使用してメディアキーを送信
できる。メディアキーの送信に基づき様々なアプリケーションを提供することができる。
【０１９８】
　メディアキーに対応するメディアデータではなく、メディアキーの送信により、送信す
る必要があるデータ量が減少する。電子的メディアキーのサイズはそのメディアキーに対
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応するメディアデータのサイズと比較して非常に小さいからである。結果として、メディ
アキーは低速のネットワークで短い時間にセキュアに送信できる。さらに、メディアキー
は、それに対応するメディアデータを明らかにせずに、装置間で交換できる。
【０１９９】
　物理的メディアキーの交換と異なり、伝送ネットワークの場合、一般的にデジタルまた
は電子的メディアキーの送信の有形な証拠が残らない。結果として、何らかのユーザフィ
ードバックをして、電子メディアキーが正しく送信されたことを知らせることが望ましい
。図１５は、本発明の一実施形態によるデジタルメディアキーの送信システム１５００を
示す簡略化された図である。図１５に示したように、メディアキーが送信元装置１５０２
から送信先装置１５０４に送信される。送信元装置には、メディアキーの送信を開始する
機構が備えられている。例えば、図１５に示したように、送信元装置１５０２は、メディ
アキーの送信を開始する送信ボタン１５０８を有する。ユーザはボタン１５０８を押して
、送信先装置に選択したメディアキーを送信開始する。電子的メディアキーは通信ネット
ワーク１５０６を介して送信先装置１５０４に送信される。
【０２００】
　通信ネットワーク１５０６は、有線または無線の通信ネットワークまたはこれらの組み
合わせである。異なる通信プロトコルを使用してメディアキーを送信してもよい。
【０２０１】
　送信先装置１５０４は、メディアキーの転送が進行中であることを示すインジケータと
、送信が正しく完了した事を示すインジケータとを有する。図１５に示したように、送信
先装置１５０４は、送信が進行中に点灯するＬＥＤランプ１５１０を有する。送信先装置
１５０４は、また、メディアキーの送信が正しく完了した時に点灯する第２のランプ１５
１２を有する。別の実施形態では、他の視覚的インジケータ、聴覚的トーンまたはクリッ
ク音、触覚的インジケータその他の機構を使用してもよい。送信先装置１５０４は、送信
される電子的メディアキーまたはその送信されるメディアキーに対応するメディアデータ
を送信先装置１５０４のディスプレイ１５１４にすぐに表示だけで、正しく送信されたこ
とを示してもよい。
【０２０２】
　電子的メディアキーを受信した時に送信先装置では様々な動作を実行できる。送信先装
置１５０４は、メディアキーからデータ識別子を決定して、データ識別子を使用してメデ
ィアキーに対応するメディアデータにアクセスする。送信先装置１５０４は、電子的メデ
ィアキーから復号鍵を決定してもよい。メディアキーに対してアクセスされたメディアデ
ータが暗号化されている場合、送信先装置はその復号鍵を使用してそのメディアデータを
復号する。　メディアキーに対してアクセスされたメディアデータを用いて、様々な動作
を実行してもよい。
【０２０３】
　一実施形態では、メディアキーに対応するメディアデータは送信先装置１５０４により
自動的に出力される。メディアキーの電子的送信が正しく行われるといくつかのアプリケ
ーションが可能となる。メディアキーの送信時に為される応答と動作は、送信されるメデ
ィアキーとそのメディアキーを受信する送信先装置に依存する。例えば、送信先装置がプ
リンタ装置または複合機（ＭＦＰ）である場合、メディアキーは印刷されて物理的メディ
アキーが生成される。別の実施形態では、電子的メディアキーに対応するメディアデータ
がアクセスされ、プリンタ装置により印刷される。異なる方法を用いてメディアデータを
印刷してもよい。　他の例として、送信先装置がデジタルプロジェクタである場合、送信
されたメディアキーに対応するメディアデータは自動的にそのプロジェクタに表示される
。コンピュータモニターまたはデジタルディスプレイ（例えば、テレビ、壁掛けスクリー
ン）に送信されたメディアキーは、送信されたメディアキーに対応するメディアデータを
ディスプレイ上に表示させるか、あるいは、メディアキーに対応するメディアデータを表
示するウィンドウが開く。デジタルブリテンボード（digital　bulletin　board）の場合
、送信されたメディアキーに対応するメディアデータが順次表示されるメディアのリスト
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に加えられる。ＰＤＡまたは携帯電話にメディアキーを送信すると、送信先装置はメディ
アキーとそれに対応するメディアデータとを格納する（例えば、メディアキーに対応する
文書がフェッチされ、電話に格納される）。ネットワークに接続された記憶システムや文
書管理システム等の記憶装置（例えば、ディスクドライブ）にメディアキーを送信すると
、そのシステムは、そのメディアキーと、場合によりそれに対応するメディアデータとを
記憶する。記憶装置はＰＤＡ、スマートホン、ポータブルホン等の装置に組み込まれてい
てもよい。
【０２０４】
　一実施形態では、一種の装置であるデジタルインボックス（digital　inbox）が設けら
れ、補助装置へのメディアキーの送信することができる。かかる送信は、メディアキーを
受信したときにすぐに行われ、またはその装置が後で送信するためにメディアキーを格納
する。受信装置は、１つ以上の条件が満たされると、そのメディアキー及び／またはメデ
ィアキーに対応するメディアデータを他の装置に伝達または転送する。例えば、一実施形
態では、メディアキーは、スケジュールに従って、または他の装置が利用可能である機会
を捉えて、または一定のイベントの発生で、他の装置に送信される。例えば、デジタルイ
ンボックスは、送信されたメディアキーはすべて第２の装置に送信してもよい（例えば、
ある人のデジタルインボックスは第２の人のコンピュータにメディアキーを送信してもよ
い）。あるいは、デジタルインボックスは、送信されたメディアキーまたはそれに対応す
るメディアデータを他の離れた場所（例えば、海外の中央オフィス）のプリンタに送信す
る。プリンタは、メディアキーまたはそれに対応するメディアデータを印刷するように構
成されている。
【０２０５】
　一実施形態では、電話のハンドセットがデジタルインボックスとして機能し、文書に対
応するメディアキーを単に転送するだけで、その文書を通話の相手の電話に送信できる。
会議室のテーブルはデジタルインボックスとして機能し、ミーティングで議論する文書に
対応するメディアキーを、テーブル上にあるかテーブルの近くにあるすべてのラップトッ
プコンピュータまたは近くのデジタルプロジェクタに経路指定（routing）する。メディ
アキーを使用してその文書にアクセスする。ある人のオフィスのデジタルインボックスは
、その人がオフィスに戻ると、格納されたメディアキーをその人のラップトップに送信す
る。一実施形態では、セキュアな環境においては、送信先の装置が一定の認証要件または
テスト（例えば、デジタルアクセスキーの所持等）を満たした場合にのみ、デジタルイン
ボックスがメディアキーをその装置に送信する。認証要件が満たされなければ、送信は停
止される（または開始されない）。デジタルインボックスは、それ自体のディスプレイを
有し、または上記のように、より簡単な視覚的及び聴覚的フィードバックを使用する。
【０２０６】
　本発明の具体的な実施形態を説明したが、様々な修正、変更、代替的構成、均等物が本
発明の範囲に含まれる。ここで説明した発明は、具体的なデータ処理環境における動作に
限定されず、複数のデータ処理環境において動作させることができる。また、本発明を具
体的な一連のトランザクションやステップを用いて説明したが、当業者には、本発明の範
囲はここに説明した一連のトランザクションやステップに限定されないことは明らかであ
ろう。
【０２０７】
　さらに、本発明をハードウェアとソフトウェアの具体的な組み合わせを用いて説明した
が、ハードウェアとソフトウェアの他の組み合わせも本発明の範囲に入ることが分かるで
あろう。本発明はハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはハードウェアとソフトウ
ェアの組み合わせにより実現することができる。
【０２０８】
　したがって、明細書と図面は例示であって限定ではないと考えるべきである。しかし、
特許請求の範囲に記載した本発明の精神と範囲から逸脱することなく、追加、削除、その
他の修正、変更をすることができることは明らかであろう。
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【０２０９】
　なお、本開示にあたり以下の付記を記す。
（付記１）　メディアキー生成方法であって、
　暗号化されたメディアデータのデータ識別子を決定する段階と、
　前記暗号化されたメディアデータを復号する復号鍵を決定する段階と、
　前記データ識別子と前記復号鍵とを含む機械読み取り可能情報を生成する段階と、
　前記機械読み取り可能情報が関連づけられたメディアキーを生成する段階とを有する方
法。
（付記２）　前記メディアキーを生成する段階は前記メディアキーに前記機械読み取り可
能情報を印刷する段階を含む、付記１に記載の方法。
（付記３）　前記機械読み取り可能情報を生成する段階は前記データ識別子と前記復号鍵
とをエンコードしたバーコードを生成する段階を含み、
前記機械読み取り可能情報を前記メディアキーに印刷する段階は前記バーコードを前記メ
ディアキーに印刷する段階を含む、付記２に記載の方法。
（付記４）　前記メディアキーを生成する段階は、
前記機械読み取り可能情報を前記メディアキーに取り付けられたタグに格納する段階を含
む、付記１に記載の方法。
（付記５）　前記メディアデータのコンテンツを示す情報を前記メディアキーに印刷する
段階をさらに有する、付記１に記載の方法。
（付記６）　前記メディアデータのコンテンツに基づいて、前記メディアデータのコンテ
ンツを表すサムネイル画像を生成する段階をさらに有し、
　前記情報を印刷する段階は前記メディアキーに前記サムネイル画像を印刷する段階を有
する、付記５に記載の方法。
（付記７）　前記サムネイル画像は前記メディアキーの第１の側に印刷され、前記機械読
み取り可能情報は前記メディアキーの第２の側に印刷される、付記６に記載の方法。
（付記８）　前記情報を印刷する段階は、
前記メディアデータに含まれる情報のタイプを示すマーキングを前記メディアキーに印刷
する段階を有する、付記５に記載の方法。
（付記９）　前記メディアキーは穴またはノッチを有する、付記１に記載の方法。
（付記１０）　前記メディアデータの追加情報を決定する段階をさらに有し、
　前記メディアキーに関連づけられた前記機械読み取り可能情報は前記追加情報を含む、
付記１に記載の方法。
（付記１１）　前記暗号化されたメディアデータはメディアキーの集まりから読んだデー
タ識別子のリストを含む、付記１に記載の方法。
（付記１２）　メディアデータと暗号化されたメディアデータを復号するための復号鍵と
を含む機械読み取り可能情報を有する第１の部分と、
　前記メディアデータのコンテンツを示す情報を有する第２の部分とを有する、メディア
キー。
（付記１３）　前記第１の部分は前記機械読み取り可能情報を格納するタグを有する、付
記１２に記載のメディアキー。
（付記１４）　前記機械読み取り可能情報は前記第１の部分に印刷されている、付記１２
に記載のメディアキー。
（付記１５）　前記機械読み取り可能情報は前記メディアデータに関する追加情報を含む
、付記１２に記載のメディアキー。
（付記１６）　前記第２の部分は前記メディアデータのコンテンツを表すサムネイル画像
を有する、付記１２に記載のメディアキー。
（付記１７）　前記第２の部分は前記メディアデータに含まれた情報のタイプを示す色ま
たはマーキングを有する、付記１２に記載のメディアキー。
（付記１８）　穴またはノッチをさらに有する、付記１２に記載のメディアキー。
（付記１９）　メディアキー生成システムであって、
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　暗号化されたメディアデータのデータ識別子を生成する第１のモジュールと、
　前記データ識別子と前記暗号化されたメディアデータを復号するための復号鍵とを含む
機械読み取り可能情報を生成する第２のモジュールと、
　前記機械読み取り可能情報が関連づけられたメディアキーを生成する第３のモジュール
とを有するシステム。
（付記２０）　前記第３のモジュールは前記メディアキーに前記機械読み取り可能情報を
印刷するように構成されている、付記１９に記載のシステム。
（付記２１）　前記第２のモジュールは前記データ識別子と前記復号鍵とをエンコードし
たバーコードを生成し、
　前記第３のモジュールは前記メディアキーに前記機械読み取り可能情報を印刷するよう
に構成されている、付記２０に記載のシステム。
（付記２２）　前記第３のモジュールは前記メディアキーに取り付けられたタグに前記機
械読み取り可能情報を書き込むように構成されている、付記１９に記載のシステム。
（付記２３）　前記メディアデータのコンテンツを表す情報を生成するように構成された
第４のモジュールをさらに有し、
　前記第３のモジュールは前記メディアデータのコンテンツを表す情報を前記メディアキ
ーに印刷するように構成された、付記１９に記載のシステム。
（付記２４）　前記メディアデータのコンテンツを表す情報は前記メディアデータのコン
テンツに基づいて生成されたサムネイル画像を含む、付記２３に記載のシステム。
（付記２５）　前記メディアデータのコンテンツを表す情報は前記メディアデータに含ま
れる情報のタイプを示すマーキングまたは色を有する、付記２３に記載のシステム。
（付記２６）　前記メディアキーに関連づけられた前記機械読み取り可能情報は追加情報
を含む、付記１９に記載のシステム。
（付記２７）　前記暗号化されたメディアデータはメディアキーの集まりから読んだデー
タ識別子のリストを含む、付記１９に記載のシステム。
（付記２８）　デジタルカメラであって、
　第１の画像をキャプチャするように構成された画像キャプチャモジュールと、
　前記第１の画像のデータ識別子を決定するように構成されたプロセッサと、
　媒体を用いてメディアキーを生成するように構成されたプリンタモジュールとを有し、
　前記データ識別子を含む機械読み取り可能情報が前記メディアキーに関連づけられる、
デジタルカメラ。
（付記２９）　前記プリンタモジュールは前記媒体に前記機械読み取り可能情報を印刷す
るように構成されている、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３０）　前記プリンタモジュールは前記媒体に取り付けられたタグに前記機械読み
取り可能情報を書き込むように構成されている、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３１）　前記プロセッサは前記第１の画像の復号鍵を決定するように構成され、
　前記メディアキーに関連づけられた前記機械読み取り可能情報は前記復号鍵を含む、付
記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３２）　前記デジタルカメラの外部において前記第１の画像の格納を容易にするた
めに、前記デジタルカメラから前記第１の画像を伝達するように構成されてた通信モジュ
ールをさらに有し、前記格納された第１の画像は前記データ識別子を用いてアクセス可能
である、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３３）　前記機械読み取り可能情報を表示するように構成された出力モジュールを
さらに有する、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３４）　データ識別子のリストを格納するメモリをさらに有し、前記プロセッサは
データ識別子の前記リストから前記第１の画像のデータ識別子を決定するように構成され
た、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３５）　前記プロセッサは前記第１の画像に基づいて前記データ識別子を決定する
ように構成された、付記２８に記載のデジタルカメラ。
（付記３６）　デジタルカメラにより実行される方法であって、
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　第１のデジタルカメラを用いて第１の画像をキャプチャする段階と、
　前記第１の画像のデータ識別子を決定する段階と、
　媒体を用いてメディアキーを生成する段階とを有し、　前記データ識別子を含む機械読
み取り可能情報が前記メディアキーに関連づけられる、方法。
（付記３７）　前記メディアキーを生成する段階は前記媒体に前記機械読み取り可能情報
を印刷する段階を含む、付記３６に記載の方法。
（付記３８）
　前記メディアキーを生成する段階は前記媒体に取り付けられたタグに前記機械読み取り
可能情報を書き込む段階を有する、付記３６に記載の方法。
（付記３９）　前記デジタルカメラにおいて、前記第１の画像の復号鍵を決定する段階を
さらに有し、
　前記メディアキーに関連づけられた前記機械読み取り可能情報は前記復号鍵を含む、付
記３６に記載の方法。
（付記４０）　データ識別子のリストを格納する段階をさらに有し、
　前記第１の画像のデータ識別子を決定する段階はデータ識別子の前記リストからデータ
識別子を選択する段階を有する、付記３６に記載の方法。
（付記４１）　前記第１の画像のデータ識別子を決定する段階は前記第１の画像に基づい
て前記データ識別子を決定する段階を有する、付記３６に記載の方法。
（付記４２）　前記デジタルカメラのディスプレイを介して前記機械読み取り可能情報を
表示する段階をさらに有する、付記３６に記載の方法。
（付記４３）
　前記デジタルカメラの外部の格納先に前記デジタルカメラから前記第１の画像をアップ
ロードする段階と、
　第２のデジタルカメラを用いて、前記第１のデジタルカメラにより表示された前記機械
読み取り可能情報の第２の画像をキャプチャする段階と、
　前記第２の画像から前記データ識別子を決定する段階と、
　前記格納先の前記第１の画像にアクセスするために前記第２の画像から決定した前記デ
ータ識別子を使用する段階とをさらに有する、付記４２に記載の方法。
（付記４４）　前記メディアキーに関連づけられた前記機械読み取り可能情報から前記デ
ータ識別子を決定する段階と
　前記メディアキーと関連づけられた前記機械読み取り可能情報から決定された前記デー
タ識別子を用いて前記格納先の前記第１の画像にアクセスする段階とをさらに有する、付
記３６に記載の方法。
（付記４５）　メディアデータにアクセスする方法であって、
　デジタルカメラを用いて、ディスプレイに表示されている機械読み取り可能情報の画像
をキャプチャする段階と、
前記画像からデータ識別子を決定する段階と、
　前記データ識別子を用いてメディアデータにアクセスする段階とを有する、方法。
（付記４６）　前記画像から復号鍵を決定する段階と、
　前記復号鍵を用いて前記メディアデータを復号する段階をさらに有する、付記４５に記
載の方法。
（付記４７）
　前記ディスプレイは他のデジタルカメラのディスプレイである、付記４５に記載の方法
。
（付記４８）　デジタルカメラであって、
ディスプレイに表示された機械読み取り可能情報の画像をキャプチャするように構成され
た画像キャプチャモジュールと、
　プロセッサであって、
　前記画像からデータ識別子を決定し、
　前記データ識別子を用いてメディアデータにアクセスするように構成されたプロセッサ
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とを有する、デジタルカメラ。
（付記４９）　前記プロセッサは、
　前記画像から復号鍵を決定し、
　前記復号鍵を用いて前記メディアデータを復号するように構成された、付記４８に記載
のデジタルカメラ。
（付記５０）　前記機械読み取り可能情報は他のデジタルカメラのディスプレイに表示さ
れる、付記４８に記載のデジタルカメラ。
（付記５１）　データ識別子を含む機械読み取り可能情報が関連づけられたメディアキー
を用いてメディアデータにアクセスする方法であって、
　デジタルカメラを用いて、前記機械読み取り可能情報の画像をキャプチャする段階と、
　前記機械読み取り可能情報の画像から前記データ識別子を決定する段階と、
　前記データ識別子を用いて前記メディアキーに対応するメディアデータにアクセスする
段階とを有する、方法。
（付記５２）　前記決定する段階とアクセスする段階は前記デジタルカメラにより実行さ
れる、付記５１に記載の方法。
（付記５３）　前記機械読み取り可能情報を前記デジタルカメラからデータ処理システム
に伝達する段階をさらに有し、前記決定する段階とアクセスする段階は前記データ処理シ
ステムにおいて実行される、付記５１に記載の方法。
（付記５４）　前記決定は前記デジタルカメラにより実行され、　前記方法は、前記デー
タ識別子を前記デジタルカメラからデータ処理システムに伝達する段階をさらに有し、前
記アクセスする段階は前記データ処理システムにより実行される、付記５１に記載の方法
。
（付記５５）　デジタルカメラであって、
　前記デジタルカメラを用いてキャプチャされた一組の画像のデータ識別子を決定するよ
うに構成されたプロセッサと、
　媒体を用いてメディアキーを生成するように構成されたモジュールとを有し、前記デー
タ識別子を含む情報が前記メディアキーに関連づけられる、デジタルカメラ。
（付記５６）　前記モジュールは前記データ識別子を含む前記情報を前記媒体に印刷する
ように構成されている、付記５５に記載のデジタルカメラ。
（付記５７）　前記モジュールは前記媒体に取り付けられたタグに前記データ識別子を含
む前記情報を書き込むように構成されている、付記５５に記載のデジタルカメラ。
（付記５８）　デジタルカメラにより実行される方法であって、
　前記デジタルカメラを用いてキャプチャされた一組の画像のデータ識別子を決定する段
階と、
　媒体を用いてメディアキーを生成する段階とを有し、前記データ識別子を含む情報が前
記メディアキーに関連づけられる、方法。
（付記５９）　前記メディアキーを生成する段階は前記媒体に前記データ識別子を含む情
報を印刷する段階を有する、付記５８に記載の方法。
（付記６０）　前記メディアキーを生成する段階は前記媒体に取り付けられたタグに前記
データ識別子を含む情報を書き込む段階を有する、付記５８に記載の方法。
（付記６１）　電子的メディアキー転送方法であって、
　第１の装置において、データ識別子と復号鍵を含む電子的メディアキーの第２の装置か
ら前記第１の装置への転送の開始を示す段階と、
　前記第１の装置において、前記電子的メディアキーの前記第２の装置から前記第１の装
置への転送の完了を示す段階とを有する、方法。
（付記６２）　前記第１の装置を用いて前記データ識別子に対応するメディアデータを印
刷する段階をさらに有する、付記６１に記載の方法。
（付記６３）　前記第１の装置はデジタルディスプレイであり、前記方法は前記デジタル
ディスプレイに前記データ識別子に対応するメディアデータを表示する段階をさらに有す
る、付記６１に記載の方法。
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（付記６４）
　前記第１の装置はプロジェクタであり、前記方法は前記プロジェクタを用いて前記デー
タ識別子に対応するメディアデータを出力する段階をさらに有する、付記６１に記載の方
法。
（付記６５）　前記第１の装置は記憶装置であり、前記方法は前記記憶装置に前記データ
識別子に対応するメディアデータを格納する段階をさらに有する、付記６１に記載の方法
。
（付記６６）　前記電子的メディアキーを前記第１の装置から第３の装置に伝達する段階
をさらに有する、付記６１に記載の方法。
（付記６７）　前記第１の装置において前記電子的メディアキーを格納する段階をさらに
有し、
　前記伝達は、一組の条件が満たされたときに、前記電子的メディアキーを前記第３の装
置に伝達する段階を有する、付記６６に記載の方法。
（付記６８）　前記第１の装置において前記電子的メディアキーを格納する段階をさらに
有し、
　前記伝達はスケジュールに従って前記電子的メディアキーを前記第３の装置に伝達する
段階を有する、付記６６に記載の方法。
（付記６９）　前記送信の完了を示す段階は前記第１の装置に前記データ識別子に対応す
るメディアデータを表示する段階を有する、付記６１に記載の方法。
（付記７０）　データ識別子と復号鍵を含む電子的メディアキーの第２の装置から前記装
置への転送の開始を示すように構成された第１のインジケータと、
　前記電子的メディアキーの前記第２の装置から前記装置への転送の完了を示すように構
成された第２のインジケータとを有する、装置。
（付記７１）前記データ識別子に対応するメディアデータを印刷するようにさらに構成さ
れた、付記７０に記載の装置。
（付記７２）　前記データ識別子に対応するメディアデータを表示するように構成された
ディスプレイをさらに有する、付記７０に記載の装置。
（付記７３）　前記装置は前記データ識別子に対応するメディアデータを出力するように
構成されたプロジェクタである、付記７０に記載の装置。
（付記７４）　前記データ識別子に対応するメディアデータを格納するように構成された
メモリをさらに有する、付記７０に記載の装置。
（付記７５）　前記電子的メディアキーを前記装置から第３の装置に伝達するように構成
されたモジュールをさらに有する、付記７０に記載の装置。
（付記７６）　前記電子的メディアキーを格納するように構成されたメモリをさらに有し
、
　前記モジュールは、一組の条件が満たされたときに、前記電子的メディアキーを前記第
３の装置に伝達するように構成されている、付記７５に記載の装置。
（付記７７）　前記電子的メディアキーを格納するように構成されたメモリをさらに有し
、
　前記モジュールはスケジュールに従って前記電子的メディアキーを前記第３の装置に伝
達するように構成されている、付記７５に記載の装置。
（付記７８）　メディアキー伝達方法であって、
　第１の装置において、メディアデータのデータ識別子を決定する段階と、
　第１の装置において、復号鍵を決定する段階と、
　前記第１の装置において、前記データ識別子と前記復号鍵を含む電子的メディアキーを
生成する段階と、
　前記第１の装置において、前記電子的メディアキーを前記第１の装置から第２の装置に
伝達する信号を受け取る段階と、
　前記信号に応答して、前記電子的メディアキーを前記第１の装置から前記第２の装置に
伝達する段階を有する、方法。
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【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１Ａ】本発明の一実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図１Ｂ】本発明の他の実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図１Ｃ】本発明のさらに他の実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図１Ｄ】本発明のさらに他の実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図１Ｅ】本発明のさらに他の実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図１Ｆ】本発明のさらに他の実施形態によるメディアキーを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるメディアキーの生成に使用できるシステムを示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の一実施形態によるメディアキーの生成処理を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の一実施形態によるメディアキーの生成に使用できるモジュールを示すブ
ロック図である。
【図５】本発明の一実施形態によるメディアキーの生成に使用できるシステムを示すブロ
ック図である。
【図６】本発明の一実施形態による事前に生成したメディアキーを使用したメディアキー
の生成処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態による複数のメディアキーを処理するように構成されたタブ
レットリーダの例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態によるメディアキーに対応するメディアデータにアクセスす
るためにユーザにメディアキーを使用させるシステムを示すブロック図である。
【図９】本発明の一実施形態によるメディアキーの使用するための処理を示すフローチャ
ートである。
【図１０】本発明の一実施形態によるメディアデータの集まりに対応するメディアキーを
しようするための処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態によるメディアキーの出力メディアデータを生成するため
に使用できるモジュールを示すブロック図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるメディアキーを生成するように構成されたポータブ
ルデジタルカメラを示すブロック図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるメディアキーを生成するように構成されたポータブ
ルデジタルカメラを示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態による、ディスプレイに機械読み取り可能情報を表示する
カメラを示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるデジタルメディアキーの送信システムを示す図であ
る。
【図１６】本発明の一実施形態によるキオスク端末を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２１１】
１００　メディアキー
１０２　サムネイル画像
１０４　機械読み取り可能情報
１０６　データID
１０８　復号鍵
１１０　追加情報
１１２　その他の情報
１２０　メディアキー
１２２　サムネイル画像
１２６　写真
１３０　メディアキー
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１４０　メディアキー
２０２　処理システム
２０４　アプリケーション
２０６　記憶装置
２０８　通信ネットワーク
２１０　メモリ媒体リーダ
２１２　メモリカード
２１４　メディアキージェネレータ
２１６　メディアキー
４０２　アプリケーションモジュール
４０４　通信モジュール
４０６　データIDモジュール
４０８　暗号化／復号モジュール
４０９　追加データモジュール
４１０　サムネイルジェネレータモジュール
４１２　機械読み取り可能情報モジュール
４１４　メディアキージェネレータモジュール
４１６　選択されたメディアデータ
４１８　メディアキー
５０２　メディアキーリーダ
７００　タブレットスキャナ
７０２　サムネイル画像
８０２　メディアキー
８０４　メディアキーリーダ
８０６　処理システム
８０８　記憶装置
８１０　通信ネットワーク
８１２　メモリカード
８１４　メモリメディアリーダ
８１６　出力装置
８１８　オーディオ出力装置
８２０　ビデオ出力装置
８２２　テキスト／画像出力装置
８２４　プリンタ
１１０２　メディアキー
１１０４　メディアキーリーダモジュール
１１０６　機械読み取り可能情報分析モジュール
１１０８　データアクセスモジュール
１１１０　復号モジュール
１１１２　出力モジュール
１１１４　その他のモジュール
１２００　カメラ
１２０２　画像センサ
１２０４　プロセッサ
１２０６　入力サブシステム
１２０８　出力サブシステム
１２１０　プリンタと印刷媒体
１２１２　通信インターフェイス
１２２０　サムネイル画像
１５０２　送信元装置
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１５０４　送信先装置
１５０６　通信ネットワーク
１５０８　送信ボタン
１５１０　送信中インジケータ
１５１２　送信完了インジケータ
１５１４　ディスプレイ
１６００　キオスク端末
１６０２　キオスクコンピュータ
１６０４　ディスプレイ
１６０６　スキャナ
１６０８　補助スキャナ
１６１０　プリンタ
１６１２　入力装置
１６１６　通信インターフェイス
１６１８　カメラ
１６２０　メモリ
１６１８　キオスクアプリケーション
１６２４　外部装置

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図１Ｅ】 【図１Ｆ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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