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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力手段が、第１のユーザに関するコンテキスト情報のセットを受け取り、
　コンテキストマネージ手段が、前記コンテキスト情報を処理して、前記第１のユーザの
コンテキストを決定し、
　前記コンテキストマネージ手段が、前記コンテキストが、前記第１のユーザまたは第２
のユーザによって事前に定義されているトリガ条件を満たすか否かを判定し、
　前記コンテキストが、前記トリガ条件を満たす場合に、
　前記コンテキストマネージ手段が、前記トリガ条件と関連付けられるコンテンツをコン
テンツデータベースから選択し、
　配信手段が、前記選択されたコンテンツを提示し、
　前記入力手段が、前記提示されたコンテンツに対する前記第１のユーザの応答を受け取
り、
　前記コンテキストマネージ手段が、前記受け取った応答が、事前に決定されている期待
される応答であるか否かを判定し、
　前記コンテキストマネージ手段が、前記受け取った応答が前記期待される応答である場
合、応答が正しい場合のアクションを前記コンテンツデータベースから選択し、前記受け
取った応答が前記期待される応答ではない場合、応答が間違っている場合のアクションを
前記コンテンツデータベースから選択し、
　前記配信手段が、前記選択されたアクションを提示する、
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　ことを含む、コンテキストベースのコンテンツを第１のユーザに配信する方法。
【請求項２】
　更に、前記コンテキストマネージ手段が、前記トリガ条件と関連付けられるコンテンツ
を前記第１のユーザの入力に従って作成し、前記コンテンツを作成することは、
　前記第１のユーザによって提供される前記コンテンツを記録し、
　前記記録されたコンテンツ及び該記録されたコンテンツと関連付けられる１つ又は複数
のトリガ条件を含むコンテンツパッケージのためのコンテンツエントリを前記コンテンツ
データベースに作成し、
　前記トリガ条件をコンテキストにより定義して、前記コンテンツエントリと関連付けて
前記コンテンツデータベースに格納し、
　前記コンテンツに対する前記第１のユーザからの期待される応答、前記コンテンツに対
する前記第１のユーザの応答が前記期待される応答である場合に提示されるアクション、
及び、前記コンテンツに対する前記第１のユーザの応答が前記期待される応答ではない場
合に提示されるアクションを、前記コンテンツエントリと関連付けて、前記コンテンツデ
ータベースに格納する、
　ことを含み、
　更に、前記コンテキストマネージ手段が、前記トリガ条件を、前記第１のユーザのコン
テキストと比較し続け、前記トリガ条件が満たされた場合、前記関連付けられたコンテン
ツを取り出し、前記配信手段が、前記取り出したコンテンツを前記第１のユーザに提示す
る、
　ことを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　更に、前記コンテキストマネージ手段が、共用可能コンテンツパッケージを前記第１の
ユーザの入力に従って作成し、
　更に、別のコンテキストマネージ手段が、前記コンテンツパッケージのコンテンツおよ
びトリガ条件の少なくとも一つを挿入し、変更し、および削除することのうち少なくとも
一つを前記コンテンツパッケージの受取人の入力に従って行う、
　ことを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンテンツデータベースには、１つまたは複数のコンテキストエントリが設けられ
、該コンテキストエントリがコンテキスト情報のセットと関連付けられる、
　請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、コンテンツを作成し、ユーザに提示する技法およびシステムに関する
。より詳細には、本発明は、コンテキスト情報に基づいてコンテンツを作成し、提示する
技法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピューティング技術の進歩により人々の間の通信が向上し続け、情報を配信するた
めの多用途の方法が提供されている。これらの進歩は、世界中のコミュニティが相互に対
話し合い、情報を共用し合うことを可能にしている。特にモバイル機器は、生活に不可欠
な要素となりつつあり、人々の多くは終日モバイル機器を携帯する。これらの機器には、
携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ＭＰ３プレーヤ、手持形ゲーム機、およびラップト
ップコンピュータが含まれ得る。より新しい世代のこれらのモバイル機器は、より高度な
計算能力およびますます多くの通信機能を備えるものとして開発されている。
【０００３】
　実際、これらのモバイル機器の多くは、ユーザがすべきことに関して予定を立てるのに
役立つため、ペースの速いユーザの生活様式が途切れないようにすることができる。しか
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し、これらの技術的進歩は、そのユーザがこうしたペースの増大に対処するのに十分に役
立っていない。典型的な社会人は、監視すべきいくつかの通信チャネルを持ち、多くの場
合、これらのチャネルを監視することを思い出す必要がある。また、これらのユーザは、
通常、完了する必要のある用件のリストを有し、このリストは、ユーザが週末までこれら
の用件を完了するのを忘れていために、平日の間に項目が増えることもある。さらに、こ
れらのユーザにはたいてい自分の技能を発展させる必要があるが、ユーザの仕事および社
交上の予定により、あまり長時間の学習のための空き時間を作ることができない。
【０００４】
　残念ながらモバイル機器は、社会人が多忙なスケジュールに沿って自分のやるべきこと
に対応するのに十分に役立ってはいない。というのは、これらのモバイル機器は、そのユ
ーザの振る舞いを学習し、理解することができないからである。さらに、これらのモバイ
ル機器は、そのユーザに、情報または適切な娯楽コンテンツを、いつ、どのように提供す
るのが最適であるか判断することもできない。というのは、これらのモバイル機器は、そ
のユーザが関与している活動を考慮に入れないからである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によれば、第１のユーザに関するコンテキスト情報のセットを受け
取り、前記コンテキスト情報を処理して、コンテキストおよび前記第１のユーザが行って
いる活動のうち少なくとも一つを決定し、前記コンテキストおよび前記第１のユーザの現
在の活動のうち少なくとも一つが、前記第１のユーザまたは第２のユーザによって事前に
定義されているトリガ条件を満たすか否かを判定し、前記コンテキストおよび前記第１の
ユーザの現在の活動のうち少なくとも一つが、前記第１のユーザまたは第２のユーザによ
って事前に定義されているトリガ条件を満たす場合に、前記トリガ条件と関連付けられる
コンテンツをコンテンツデータベースから選択し、前記選択したコンテンツを提示する、
ことを含む、コンテキストベースのコンテンツを第１のユーザに配信する方法が提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施形態によるコンテンツ管理システムを示す図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による、ユーザにコンテンツを配信することと関連付けら
れたコンテンツ管理システムのデータフローを示す図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による、ユーザにコンテンツを作成させることと関連付け
られたコンテンツ管理システムのデータフローを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による、ユーザにコンテキストベースのコンテンツを配信す
るプロセスを示す流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態による、コンテキストベースのコンテンツを作成するプロセ
スを示す流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態による、コンテキストベースのコンテンツの作成および配信
を円滑に行わせるコンピューティング装置の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の一実施形態は、ユーザに個人向けに定義されたコンテキストベースのコンテン
ツを配信するコンピューティング装置を提供する。このコンピューティング装置は、ユー
ザに関するコンテキスト情報のセットを受け取り、そのコンテキスト情報を処理して、現
在のコンテキストの何らかの態様をユーザが行っている活動と関連付けることができるか
否かを判定する。次いでコンピューティング装置は、そのコンテキストとユーザの現在の
活動の一方または両方が、事前にユーザによって定義されているトリガ条件を満たすか否
かを判定する。満たす場合、コンピューティング装置は、コンテキストまたは活動に基づ
いてコンテンツデータベースからユーザに提示するためのコンテンツを選択し、選択した
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コンテンツを提示する。
【０００８】
　この実施形態の一変形では、コンピューティング装置は、ユーザに、ユーザ定義のコン
テキストまたは活動によるトリガ条件と関連付けられるコンテンツを作成させることを可
能とする。そのために、コンピューティング装置は、ユーザが提供するコンテンツを記録
し、いくつかのトリガ条件と関連付けることのできる、記録されたコンテンツのためのコ
ンテンツエントリをコンテンツデータベースに作成する。次いで、コンピューティング装
置は、コンテンツエントリのためのトリガ条件を、ユーザ定義のコンテキストまたは活動
と関連付ける。コンピューティング装置は、コンテンツエントリのための事前に定義され
たトリガ条件を、進行中のユーザのコンテキストおよび／またはユーザ活動と絶えず比較
する。トリガ条件が満たされる場合、コンピューティング装置は、関連付けられるコンテ
ンツを取り出し、それをユーザに提示する。
【０００９】
　別の変形では、コンピューティング装置は、ユーザに、共用可能なコンテンツを作成さ
せることを可能とする。そのために、コンピューティング装置は、ユーザが提供するコン
テンツを記録し、記録したコンテンツのコンテンツパッケージを作成する。このコンテン
ツパッケージは、記録されたコンテンツを含んでもよく、いくつかのユーザ定義のトリガ
条件を含んでもよい。ユーザは、コンテンツパッケージを他のユーザに配布することによ
って、および／またはコンテンツパッケージを公開サーバにアップロードすることによっ
て、他のユーザとコンテンツパッケージを共用してもよい。さらに、コンテンツパッケー
ジをダウンロードしまたは受け取る他のユーザは、コンテンツパッケージのコンテンツま
たはトリガ条件を挿入し、変更し、かつ／または除去してもよい。
【００１０】
　この実施形態の一変形では、コンピューティング装置は、コンテキストマネージャにお
いてコンテンツまたは活動エントリを作成することによってコンテキストを定義し、コン
テキストまたは活動エントリをコンテキスト情報のセットと関連付ける。
【００１１】
　本発明の実施形態は、ユーザが行っている活動に応答し、ユーザと関連付けられるいく
つかの環境要因に応答して、視聴覚コンテンツのパッケージを編成し、ユーザに配信する
コンテンツ管理システムを提供する。コンテンツ管理システムからの応答をトリガするユ
ーザ活動および環境要因は、ユーザによって、所与のコンテンツのパッケージを使用可能
にする前に定義される。このコンテンツ管理システムは、ユーザがユーザのスケジュール
を中心としてユーザのコンテンツおよび責務を管理するのに役立てるためのものである。
操作に先立ち、ユーザは、コンテンツ管理システムにコンテンツをアップロードまたは入
力することができ、このコンテンツは、音楽、教材、やるべきこと（ｔｏ　ｄｏ）リスト
、ＲＳＳフィード、またはある範囲のコンテキスト内での配信に適した他の任意のコンテ
ンツとすることができる。次いでユーザは、コンテンツを提示することのできる条件を、
感知されるコンテキスト情報（温度など）またはユーザ定義のコンテキスト（ユーザ活動
など）として指定することができる。これらの条件は、コンテンツを提示するためのトリ
ガを表わし、時刻、曜日、位置識別子（「自宅」など）、輸送様式（「列車に乗車して」
など）などといった、ユーザにとって意味のある用語を使用してラベル付けされる。また
、ユーザは、ユーザおよび／または他のユーザといった、コンテンツ提示のための対象者
を指定することもできる。
【００１２】
　実施形態によっては、ユーザは、コンテキストまたは活動を、ユーザと関連付けられる
低レベルのコンテキスト情報として定義することもできる。「コンテキスト」および「活
動」は、必ずしも相互排他的であるとは限らないことに留意されたい。一実施形態では、
コンテキストは、１つまたは複数のユーザ活動に基づくものとし、またはこれらを含むこ
とができる。例えば、コンテンツ管理システムが動き、位置、および時刻を感知し得る場
合、ユーザは、特定の時刻にある位置から別の位置まで歩くというコンテキストを定義し
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、そのコンテキストに、人間にとって意味のある用語（「歩いて通勤する」、「ショッピ
ングセンタを歩き回る」など）を使用してラベル付けすることができる。別の例では、ユ
ーザは、庭を動き回るというコンテキストを定義し、そのコンテキストに、人間にとって
意味のある用語である「庭仕事」を使用してラベル付けすることができる。実施形態によ
っては、ユーザは、「集中する」、「受容的」、「活動的」といった高レベルのカテゴリ
の条件として活動を定義することもできる。例えば、ユーザは、考えなくてもできるタス
ク（「歩いて通勤する」、「ショッピングセンタを歩き回る」など）と関連付けられたい
くつかのユーザ定義のコンテキストに基づいて、「受容的」とラベル付けされたコンテキ
ストを定義することもできる。他方ユーザは、身体活動（「ジョギング」、「庭仕事など
」）と関連付けられたいくつかのユーザ定義のコンテキストに基づいて、「活動的」とラ
ベル付けされたコンテキストを定義することもできる。その場合ユーザは、いくつかの低
レベルのコンテキストを含む高レベルの条件カテゴリに基づいて、あるコンテンツのトリ
ガ条件を定義することができる。
【００１３】
　動作に際して、コンテンツ管理システムは、いくつかの入力源（全地球測位システム（
ＧＰＳ）機器や、加速度計など）から、ユーザと関連付けられる基本情報を反映する低レ
ベルのコンテキスト情報を収集することができる。次いで、コンテンツ管理システムは、
このコンテキスト情報を処理して、ユーザと関連付けられるイベントまたは環境要因（「
午後５時過ぎに列車に乗って」など）を記述する人間にとって意味のある用語で定義され
ている、推論されるコンテキストを決定する。実施形態によっては、コンテンツ管理シス
テムは、このコンテキストを使用して、ユーザ定義のコンテキストに応答して提示させる
ことの可能なコンテンツを識別することができる。別の実施形態では、コンテンツ管理シ
ステムは、ユーザ定義のコンテキストを使用して、所望のコンテキストにおいてユーザに
提示することのできるコンテンツを探索し、かつ／または作成することができる。
【００１４】
　コンテンツ管理システムの諸機能は、いくつかの用途に適用することができる。実施形
態によっては、コンテンツ管理システムは、所与のユーザ定義のコンテキストの下で教育
用コンテンツを提示することができる。例えば、コンテンツ管理システムは、ユーザがバ
スまたは列車に乗って通勤しているときに、ユーザに視覚的講義または対話型レッスンを
提示することができる。同様にコンテンツ管理システムは、ユーザが車を運転して通勤し
ているとき、またはジョギングしているときに、ユーザにオーディオベースの教育用コン
テンツを提示することもできる。別の実施形態では、コンテンツ管理システムは、仕事が
長かった一日の後でユーザが自宅の居間に入るときに、ユーザに娯楽コンテンツを提示す
ることができる。
【００１５】
　実施形態によっては、ユーザは、モバイル機器またはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
上でコンテンツ管理システムを使用して共用可能コンテンツを作成することができる。共
用可能コンテンツは、ユーザがダウンロードし、変更し、他のコンテンツ管理システムと
共用することのできるコンテンツパッケージである。実施形態によっては、ユーザは、ユ
ーザがコンテンツ管理システムを使用して作成し、変更したコンテンツを共用するために
、インターネットウェブサイト上にコンテンツパッケージをアップロードすることができ
る。他のいくつかの実施形態では、ユーザは、インターネットウェブサイトからコンテン
ツパッケージをダウンロードし、そのコンテンツパッケージのコンテンツを挿入し、変更
し、かつ／または削除するようコンテンツパッケージを変更することもできる。
【００１６】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システムは、リモートコンピューティング装置と
コンテンツを共用することができる。例えば、ユーザは、コンテンツ管理システム上で教
育用または娯楽用のコンテンツパッケージを作成し、そのコンテンツをいつ提示させるこ
とができるかについてのユーザ定義のコンテキストを指定し、そのコンテンツパッケージ
を他のコンテンツ管理システムと共用することができる。別の実施形態では、コンテンツ
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管理システムは、所与のユーザ定義のコンテキストの下で、リモート機器にコンテンツを
送ることもできる。例えば、コンテンツ管理システムは、ユーザの配偶者にユーザが残業
していることを知らせるために、その配偶者の携帯電話にテキストメッセージまたはオー
ディオストリームを送ることができる。
【００１７】
　図１に、本発明の一実施形態によるコンテンツ管理システム１００を示す。実施形態に
よっては、コンテンツ管理システム１００は、ユーザが行っている行動、またはユーザと
関連付けられる他の情報に応答してユーザにコンテンツ１１２を提示することができる。
別の実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザに、コンテンツを作成、格
納させ、そのコンテンツを、所与のユーザ定義のコンテキストと関連付けさせることがで
きる。一例では、コンテンツ管理システム１００は、「ジョギング」とラベル付けされた
低レベルのコンテキストを含む、「活動的」とラベル付けされた高レベルのコンテキスト
に基づき、ユーザがジョギングしているときに、ユーザに所与のクラスの情報を提示する
ことができる。第２の例では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザが仕事帰りに車
で食料品店を通りかかった際に、ユーザに食料品を買うことを思い出させることができる
。さらに、コンテンツ管理システム１００は、食料品店の対応する通路をユーザが歩く際
に、買い物メモに記載された品目明細をユーザに読み出すことができる。
【００１８】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム１００は、入力手段１０２、コンテキス
トマネージャ１０４、コンテンツデータベース１０６、およびコンテンツ配信手段１０８
を含む。入力手段１０２はユーザ入力１１０を受け取り、ユーザ入力１１０は、入力装置
（キーボードやタッチスクリーンなど）を介してユーザが提供する情報を含むこともでき
、いくつかの入力源（マイクロホン、カメラ、動きセンサ、全地球測位システム、インタ
ーネットサーバなど）から収集されたコンテキスト情報を含むこともできる。
【００１９】
　コンテキストマネージャ１０４は、コンテンツ１１２をどのようにしてコンテンツデー
タベース１０６に格納するか制御することができ、コンテンツ１１２を再生のためにコン
テンツデータベース１０６からどのようにして選択するか制御することができる。実施形
態によっては、コンテキストマネージャ１０４は、コンテンツ１１２と、コンテンツ１１
２をいつ提示することができるか記述する対応するユーザ定義のコンテキストとを含む、
格納すべきコンテンツパッケージをコンテンツデータベース１０６に提供することによっ
てコンテンツ１１２を作成する。これに応答して、コンテンツデータベース１０６はコン
テンツ１１２を格納し、コンテンツ１１２を指定されたユーザ定義のコンテキストと関連
付ける。別の実施形態では、コンテキストマネージャ１０４は、ユーザが行っている行動
を記述するユーザ定義のコンテキストをコンテンツデータベース１０６に提供し、次いで
、コンテンツデータベース１０６から対応するコンテンツを受け取ることによって、コン
テンツデータベース１０６からコンテンツ１１２を取り出す。
【００２０】
　コンテンツ配信手段１０８は、コンテンツ１１２をどのようにしてユーザに提示するか
制御することができる。実施形態によっては、コンテンツ配信手段１０８は、コンテキス
トマネージャ１０４が再生のためのコンテンツ１１２を選択するときに、ユーザにコンテ
ンツ１１２を提示する。これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ配信手段１
０８は、ユーザが行う行動、またはユーザから受け取られる対話に応答して、コンテンツ
１１２を提示することができる。例えば、コンテンツ配信手段１０８は、コンテンツ配信
手段１０８がユーザによって行われる行動を監視し、ユーザが所与のタスクを完了した後
で、さらに次のタスクを提示するようにして、ユーザに一連の実行すべきタスクを提供す
ることもできる。コンテキストマネージャ１０４は、所与のタスクの完了を確認するユー
ザの言語発声を収集するマイクロホンといった入力手段１０２によって収集される情報を
監視することによって、ユーザがタスクを完了したときを判定するように構成することが
できる。第２の例では、コンテンツ配信手段１０８は、コンテンツ配信手段１０８がコン
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テンツ１１２を提示する際のユーザからの言語による要求または応答に反応することもで
きる。
【００２１】
　モバイル機器は、多くの場合、これらの機器をそのユーザの日課に統合することを容易
にする、いくつかの情報ベースの機能を含む。これらの機能は、ユーザと関連付けられる
コンテキスト情報を判定するように構成することができ、モバイル機器は、このコンテキ
スト情報を利用して、いつ、どのようにしてユーザに情報を提示すべきか判定することが
できる。一実施形態では、「コンテキスト情報」は、いくつかの入力源からコンピューテ
ィング装置によって収集される入力データとして定義することができ、ユーザおよび／ま
たはコンピューティング装置の動作環境と関連付けられる基本情報を反映するものである
。本発明のいくつかの実施形態では、コンテキスト情報は、コンピューティング装置によ
って解釈されずに、いくつかの入力源から記録されるデータである。
【００２２】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザと関連付
けられるコンテキスト情報を判定することができ、この情報には以下のものが含まれる。
　時刻
　コンテンツ管理システム１００は、日時情報を追跡することができる。実施形態によっ
ては、コンテンツ管理システム１００は、その日時情報を（ネットワーク時間プロトコル
（ＮＴＰ）などを使用して）時間サーバと同期させることができる。実施形態によっては
、コンテンツ管理システム１００は、情報を配信するときのコンテキスト要因として、時
刻、曜日、日付、休日などを利用することもできる。
　地理的位置
　位置認識は、モバイル機器の目立った特徴になりつつある。実施形態によっては、コン
テンツ管理システム１００は、その地理的位置を、ＧＰＳ、セルタワー三角測量、Ｗｉ－
Ｆｉ三角測量、または現在知られておりもしくは将来開発される他の手段によって求める
ことができる。
　動き検出
　モバイル機器の中には、動き（すなわち、モバイル機器が動いたり、揺れたり、傾いた
りしているかどうか）を検出することのできるものもある。コンテンツ管理システム１０
０は、加速度計、ジャイロスコープ、または現在知られておりもしくは将来開発される他
の手段を使用して動き検出を実現することができる。
　音検出
　モバイル機器は、多くの場合、音を取り込むためのマイクロホンを含み、またはマイク
ロホンを周辺装置として利用することができる。実施形態によっては、コンテンツ管理シ
ステム１００は、マイクロホンを使用してユーザの言語発声を取り込むこともできる。別
の実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、マイクロホンを使用して周囲音を取
り込むことができる。
　画像検出
　モバイル機器は、多くの場合、写真および／またはビデオを記録するためのカメラを含
み、または周辺装置のカメラを利用することができる。実施形態によっては、コンテンツ
管理システム１００は、カメラを使用して照明レベルを判定することができる。
　インターネット情報
　モバイル機器は、多くの場合、Ｗｉ－Ｆｉ接続および／またはセルラネットワークを介
してインターネットに接続することができる。実施形態によっては、コンテンツ管理シス
テム１００は、インターネット接続を利用して公開コンテキストおよびコンテンツ情報を
収集する。このコンテキスト情報には、天気予報、株式報告書、ニュース報道、およびイ
ンターネットからアクセス可能な他の任意のトリガイベントが含まれ得る。コンテンツ情
報には、オーディオクリップ、画像、ビデオストリーム、語学レッスン、電子メール、天
気予報、催促通知日程表、ニュースフィード、ＲＳＳ（ｒｉｃｈ　ｓｉｔｅ　ｓｕｍｍａ
ｒｙ）フィード、インターネットブログ、およびインターネットからアクセス可能な他の



(8) JP 5607917 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

任意のコンテンツが含まれ得る。
【００２３】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、それだけに限ら
ないが、位置、動き、音、言語発声（発話など）、（テレビやラジオなどからの）周囲音
声、キーボードを叩く音、照明、脳活動読取値、速度、歩行、自動車運転、ユーザ入力、
ユーザの振る舞いにおける慣例またはパターン、ならびに動揺および／または苛立ちを示
す音声の変化または生体計測による読取値を含む、ユーザの振る舞いに関する基本コンテ
キスト情報を検出するように設計されている。
【００２４】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム１００は、連続動作状態に保つことがで
き、動作時にユーザと関連付けられるコンテキスト情報を感知し続けることができる。こ
れらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザと関連
するコンテキスト情報を収集するための入力手段１０２を使用していくつかのセンサおよ
び／または入力装置を監視する。別の変形では、センサまたは入力装置は、センサまたは
入力装置から新しいコンテキスト情報を収集するためにコンテンツ管理システム１００の
特定のソフトウェアプロセスを開始することができる。別の実施形態では、コンテンツ管
理システム１００は、所定の時間間隔でスリープモードから復帰して、その現在のコンテ
キストを調査し、そのコンテキストがデータベース１０６内のコンテンツと関連付けられ
るトリガ条件を満たすか否かを判定する。コンテキストによって関連するコンテキスト上
のトリガが満たされない場合、コンテンツ管理システム１００はスリープモードに戻るこ
とができる。
【００２５】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム１００は、コンテキスト情報に基づいて
ユーザおよび／またはモバイル機器の動作条件と関連付けられるコンテキストを判定する
ことができる。入力手段１０２がいくつかのソースから基本コンテキスト情報を収集する
ときはいつでも、コンテキストマネージャ１０４は、その基本コンテキスト情報を解釈し
ていくつかのユーザ定義のコンテキストを推論することができる。「コンテキスト」とは
、ユーザまたはコンテンツ管理システム１００の動作環境と関連付けられるイベントまた
は環境要因を記述するデータのセット（集合）である。これらの実施形態のいくつかの変
形では、入力手段１０２が収集するコンテキスト情報からコンテキストを推論することが
できる。別の変形では、コンテキスト情報から推論されているいくつかのコンテキストか
らコンテキストを推論することができる。また、コンテキストとコンテキスト情報の組み
合わせからコンテキストを推論することもできる。
【００２６】
　例えば、コンテンツ管理システム１００は、それだけに限らないが、ユーザが座ってい
るかどうか、テレビを見ているかどうか、眠っているかどうか、注意喚起されているかど
うか、話しているかどうか、自宅の書斎またはオフィスのコンピュータでタイプ入力して
いるかどうか、家の周りを歩いているかどうか、家の外を歩いているかどうか、運転して
いるかどうか、または家事（料理や、仕事のための支度など）を行っているかどうかを含
むコンテキスト情報に基づいてユーザに関する特定のコンテキストを推論するようにプロ
グラムすることができる。別の例では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザのパタ
ーンおよび好み（悪天候のときには歩くのではなくバスに乗るなど）、起こり得る危険（
暗闇、気象警報、犯罪多発地域の近くなど）、およびユーザの精神状態（気分、集中レベ
ルなど）を推論するようにプログラムすることができる。
【００２７】
　モバイル機器は、多くの場合、オーディオおよび／またはビデオコンテンツを再現する
ための提示手段を含む。本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム１０
０は、これらの提示手段を使用して、所与のコンテキストによってトリガされるコンテン
ツを提示する。これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム１００
はユーザに対話式コンテンツを提示し、その場合ユーザは、コンテンツ管理システム１０
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０の入力手段１０２を使用して（ボタンを押したり、タッチスクリーンの位置に触れたり
、マイクロホンに言語発声を伝えるなど）対話式コンテンツと対話することができる。
【００２８】
　コンテンツ管理システム１００は、ユーザと関連付けられるユーザ定義のコンテキスト
を推論すると、推論したコンテキストを使用してコンテンツデータベース１０６内のコン
テンツを探索し、所与のコンテキストの下で提示され得るコンテンツを取り出すことがで
きる。実施形態によっては、コンテンツデータベース１０６はコンテンツパッケージの集
合を格納し、その場合コンテンツパッケージは、コンテンツの集合体を含み、コンテンツ
管理システム１００をトリガしてコンテンツパッケージ内のコンテンツを提示させること
のできるいくつかのコンテキストを含む。また、これらの実施形態のいくつかの変形では
、コンテンツパッケージは、コンテンツをどのようにして提示するか制御することができ
るスクリプトまたは実行可能コードを含むこともでき、コンテンツの提示の間にユーザと
対話するソフトウェア機構を実施することもできる。
【００２９】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム１００のコンテンツ配信手
段１０８は、ユーザと関連付けられるコンテキストに応答してユーザにコンテンツを提示
することができる。別の実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザと関連
付けられるコンテキストに応答してリモート機器にコンテンツを送ることができる。
【００３０】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム１００は、中央発行元（所
定のサーバなど）によって提供されるコンテンツを提示することができる。別の実施形態
では、コンテンツ管理システム１００は、ユーザによって生成されるコンテンツを提示す
ることができる。これらの実施形態の一変形では、コンテンツ管理システム１００は、リ
モート機器上で生成され、リモート機器のユーザと共用されるコンテンツを提示すること
ができる。例えば、食料品店へ向かって車を運転しているユーザのコンテンツ管理システ
ム１００は、ユーザの妻が自分のコンテンツ管理システムを使用してその日の早くに生成
した買い物メモを自動的に受け取ることができる。ユーザが食料品店に入ると、ユーザの
コンテンツ管理システム１００は、ユーザの買い物メモ項目およびユーザの妻の買い物メ
モ項目を含む組み合わさった買い物メモを提示することができる。
【００３１】
　これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム１００は、空き時間
に学習すること（外国語のリスニング、反復、テストなど）、重要な電子メールの自動検
索（ユーザの注意持続時間および／またはコンテンツの緊急度に従うなど）、適時に適所
で催促通知を受け取ること（用件、買い物など）、所望の位置までの道順を受け取ること
、ユーザのコンテキストにふさわしい音楽を再生すること、セクションごとのプレゼンテ
ーションレイアウトを生成することによりスピーチまたはプレゼンテーションの準備をす
ることを含む、いくつかの用途のためのユーザ定義のコンテキストに応答してコンテンツ
を提示するようにプログラムすることができる。例えば、教師は、朝、夕、および週末の
、学生が公共交通手段を使用しているときに学生に教材を提示するように設計されたコン
テンツパッケージ（「音声学習カード」のセットなど）を作成することができる。さらに
教師は、そのコンテンツパッケージを、コンテンツパッケージの提示のタイミングおよび
ペースを定義し、コンテンツパッケージからの所与の指示または質問に対する学生からの
必要な応答を定義し、かつ／またはユーザからの正しい応答の後に所与の指示または質問
を提示するための遅延期間を定義するように構成することができる。
【００３２】
　図２Ａに、本発明の一実施形態による、ユーザにコンテンツを配信することと関連付け
られたコンテンツ管理システム２００のデータフローを示す。コンテンツ管理システム２
００は、コンテキストマネージャ２０１、入力手段２０４、コンテンツデータベース２０
６、およびコンテンツ配信手段２０８を含む。入力手段２０４は、環境およびユーザ活動
に関する感知情報を含むコンテキスト情報２１０を収集し、コンテキスト情報２１０を、
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コンテキストマネージャ２０１の分析手段２０２に送る。分析手段２０２は、コンテキス
ト情報２１０から（ユーザ活動を含み得る）コンテキスト２１４を推定し、コンテキスト
マネージャ２０１は、コンテキスト２１４を使用してコンテンツデータベース２０６から
対応するコンテンツパッケージ２１６を取り出す。次いでコンテキストマネージャ２０１
は、コンテンツ配信手段２０８に提示のためのコンテンツパッケージ２１６を提供する。
これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツデータベース２０６は、コンテンツ
配信手段２０８に直接コンテンツパッケージ２１６を提供することもできる。
【００３３】
　次にコンテンツ配信手段２０８は、コンテンツパッケージ２１６をユーザに提示する。
その際にコンテンツ配信手段２０８は、ユーザからユーザ対話２１２を受け取り、ユーザ
対話２１２に応答してコンテンツパッケージ２１６からのコンテンツ２１８～２２０を提
示する。
【００３４】
　動作時に、コンテキストマネージャ２０１は、コンテキスト２１４が複数のコンテンツ
パッケージに対応すると判断することもあり得る。言い換えると、コンテキスト２１４は
、複数のコンテンツパッケージを提示するための条件を満たす。本発明のいくつかの実施
形態では、コンテキストマネージャ２０１は、コンテキスト２１４が複数のコンテンツパ
ッケージに対応する場合、ユーザに、コンテンツパッケージの集合の中から１つのコンテ
ンツパッケージを選択するよう促す。別の実施形態では、コンテキストマネージャ２０１
は、コンテンツパッケージのための事前定義の優先順位または増分する重み値に基づいて
コンテンツパッケージの集合の中から１つの提示すべきコンテンツパッケージを選択する
。例えば、コンテキストマネージャ２０１は、最も長時間が経過したコンテンツパッケー
ジ（コンテンツパッケージの集合の中で最も古い再生時刻を有するものなど）を提示させ
るよう選択することもでき、最も新しいコンテンツパッケージを提示させるよう選択する
こともできる。別の例では、コンテキストマネージャ２０１は、コンテンツパッケージの
集合の中から、提示された回数が最も少ないコンテンツパッケージ（コンテンツパッケー
ジの集合の中で、コンテンツパッケージが提示された後で増分する重み値が最低であるも
のなど）を選択することもでき、提示された回数が最も多いコンテンツパッケージを選択
することもできる。
【００３５】
　図２Ｂに、本発明の一実施形態による、ユーザにコンテンツ２５３を作成させることと
関連付けられたコンテンツ管理システム２４０のデータフローを示す。実施形態によって
は、ユーザは、モバイル機器またはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）上でコンテンツ管理
システム２４０を使用してコンテンツ２５３を作成することができる。コンテンツ管理シ
ステム２４０は、コンテキストマネージャ２４１、入力手段２４４、およびコンテンツデ
ータベース２４６を含む。入力手段２４４は、コンテンツストリーム２４８およびユーザ
対話２５０を収集し、コンテンツストリーム２４８およびユーザ対話２５０をコンテキス
トマネージャ２４１の分析手段２４２に送る。これらの実施形態のいくつかの変形では、
ユーザ対話２５０は、コンテンツ管理システム２４０の音声ベースのユーザインターフェ
ース（ＵＩ）と対話するためにユーザが発する言語コマンドとすることができる。別の変
形では、ユーザ対話２５０は、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または他の任意
の入力装置を使用して入力されるデータを含む、グラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス（ＧＵＩ）を介してユーザが提供するデータとすることができる。
【００３６】
　分析手段２４２は、ユーザ対話２５０に基づき、コンテキスト２５４の定義を作成し、
または事前定義されたコンテキスト２５４を選択する。また分析手段２４２は、コンテン
ツストリーム２４８およびユーザ対話２５０に基づいたコンテンツ２５３の作成も行う。
次にコンテキストマネージャ２４１は、コンテンツ２５３およびコンテキスト２５４を含
むコンテンツパッケージ２５２を作成し、コンテンツデータベース２４６にコンテンツパ
ッケージ２５２を提供する。次いでコンテンツデータベース２４６はコンテンツパッケー
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【００３７】
　実施形態によっては、ユーザはコンテンツ管理システム２４０を使用してコンテンツパ
ッケージ２５２を作成することができ、これにはコンテンツパッケージ２５２を提示する
ための規則の集合を作成することを含む。これらの実施形態のいくつかの変形では、コン
テンツ管理システム２４０は、コンテンツ、コンテキスト、または提示パラメータのため
のいくつかの列と、ユーザに対応するパラメータのデータを入力させるいくつかの行とを
含む、スプレッドシートに似たコンテンツパッケージ２５２を作成するためのＧＵＩを含
む。別の変形では、コンテンツ管理システム２４０は、別のＧＵＩレイアウトを使用して
いる間に、本明細書で説明するスプレッドシートＧＵＩと等しい機能を果たすことができ
る。これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツパッケージ２５２は、所与のス
プレッドシートとしてデータを含むように作成される。別の実施形態では、コンテンツパ
ッケージ２５２がスプレッドシートの各行について作成される。
【００３８】
　動作時にユーザは、ＧＵＩの［コンテンツ］見出しの下のエントリをクリックすること
により、コンテンツパッケージ２５２にコンテンツ２５３を挿入することができる。これ
らの実施形態のいくつかの変形では、［コンテンツ］列エントリをクリックすることによ
り、ユーザはコンテンツストリーム２４８を記録することができ、別の変形では、［コン
テンツ］列エントリをクリックすることにより、ユーザはその［コンテンツ］列エントリ
の事前に記録されたコンテンツ２５３を選択することができる。同様に、ユーザは、コン
テンツパッケージ２５２内のその他の列見出しのいずれかの下のエントリをクリックして
そのエントリの値を入力することもできる。コンテンツパッケージ２５２を作成するため
の列見出しには、それだけに限らないが、コンテンツ、時間、位置、状態、応答、応答が
正しい場合の動作、および応答が正しくない（誤った）場合の動作が含まれる。実施形態
によっては、時間、位置、および状態という列見出しの下の各エントリを使用して、コン
テンツ２５３を提示するためのコンテキストを定義することができ、応答、応答が正しい
場合の動作、および応答が正しくない場合の動作という列見出しの下の各エントリを使用
して提示規則を定義することができる。
【００３９】
　一般に、コンテキストまたは活動は、「通勤する」といった、高レベルの抽象概念とし
て定義することができることに留意されたい。高レベルの抽象概念は、曜日、時刻、一連
のＧＰＳ追跡、または加速度計読取値といった複数の低レベルのコンテキスト情報の組み
合わさったものに対応させることができる。一実施形態では、ある低レベルのコンテキス
ト情報値を、１つまたは複数の計測可能な物理パラメータに対応させることができる。さ
らに、提示規則は、「通勤途中および帰宅途中に再生する」といった、１つまたは複数の
高レベルの抽象概念として定義することができる。加えてユーザは、別のユーザと提示規
則を共用することもできる。第２のユーザは、共用規則を再定義して、そのユーザ個人の
低レベルのコンテキスト情報値を対応する高レベルの抽象概念に適応させることができる
。
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【表１】

【００４０】
　表１に、本発明の一実施形態による、ユーザにコンテンツパッケージ２５２を提示する
ための規則の集合の例を示す。表１に示す各エントリは、いくつかの単語の発音を練習す
るためのいくつかの日本語の音声クリップに対応するものである。［時間］は、コンテン
ツ２５３を提示することのできる時刻をユーザに指定させる。これは時刻とすることもで
き、時間範囲とすることもできる。［位置］は、コンテンツ２５３を提示することのでき
る位置をユーザに指定させる。[状態］列は、コンテンツ２５３が提示されるときにユー
ザが行っていてもよい行動をユーザに指定させる。例えば、日本語を学習しているユーザ
は、ユーザが午前１０時より前に寝室を動き回っているときには、日本語で「おはようご
ざいます」と再生し、ユーザが午後９時より後に寝室に入り、または寝室を動き回ってい
るときには、日本語で「おやすみなさい」と再生するようにコンテンツ管理システム２４
０をプログラムすることができる。
【００４１】
　［応答］列は、コンテンツ２５３の提示に対する予期される応答をユーザに指定させる
。［応答が正しい場合の動作］列は、ユーザが正しい応答を提供した場合にコンテンツ管
理システム２４０が行い得る動作をユーザに指定させる。［応答が正しくない場合の動作
］列は、ユーザが正しい応答を提供しなかった場合にコンテンツ管理システム２４０が行
い得る動作をユーザに指定させる。例えばユーザは、ユーザが所与の語句（フレーズ）を
日本語で正しくまねた場合には、その語句の音声クリップを７日間にわたって中断するよ
うにコンテンツ管理システム２４０をプログラムすることができる。また、ユーザがその
語句を正しい発音でまねなかった場合には、その語句を５分後に繰り返し、それによって
、ユーザがその日本語の語句の正しい発音を達成するまでユーザにその語句を繰り返し練
習させるようにコンテンツ管理システム２４０をプログラムすることもできる。
【００４２】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザにコンテンツエントリ
の所望の名前を付けさせる。例えば、ユーザは、日本語で語句を記録し、その語句の英語
翻訳を使用してファイルに名前を付けることができる。これらの実施形態のいくつかの変
形では、ユーザはコンテンツ管理システム２４０に言語音声として名前を提供することが
でき、コンテンツ管理システム２４０は音声をテキストに変換することによりその名前の
テキスト文字列を生成する。別の変形では、ユーザはコンテンツ管理システム２４０の入
力装置を使用して名前をタイプ入力することができる。ユーザが記録に名前を提供しない
場合には、コンテンツ管理システム２４０が「Ｎｏｔｅ１」といったデフォルトのファイ
ル名を使用して記録に名前を付けることができる。
【００４３】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが列エントリに触れま
たは列エントリをクリックしたときにドロップダウンメニューを提供することにより、ユ
ーザにその列エントリの値を設定させる。このドロップダウンメニューは、ユーザが選択
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するための許容される値の縦並びのリストを表示し、ユーザに所望の値をクリックしまた
は値に触れることによって値を選択させる。別の実施形態では、コンテンツ管理システム
２４０は、ユーザに列エントリに値をタイプ入力させることによって、ユーザに列エント
リに値を設定させる。
【００４４】
　実施形態によっては、ユーザはコンテンツ管理システム２４０に、所与の列（表１に示
す［時間］、［位置］、［状態］、または［応答］の各列など）の各エントリの許容され
る値（名前またはタグ、および対応するコンテキスト情報など）のリストを提供すること
ができる。例えば、［位置］列エントリは、ユーザが選択した地理的位置のデータベース
から許容される値の集合を獲得することもできる。実施形態によっては、ユーザは、ユー
ザが所望の位置にいるときに、コンテンツ管理システム２４０に現在の地理的位置を格納
するよう通知し、格納された地理的位置の名前（「自宅」や「寝室」など）を指定するこ
とにより、コンテンツ管理システム２４０において現在または後で使用するための地理的
位置を定義することもできる。別の実施形態では、ユーザは、地図から位置を選択し、コ
ンテンツ管理システム２４０にその地理的位置の所在地を提供し、またはコンテンツ管理
システム２４０に所望の位置の地理座標を提供し、次いで、その地理的位置の名前または
タグを指定することによって、地理的位置を指定することもできる。実施形態によっては
、コンテンツ管理システム２４０は、コンテキスト情報およびユーザが行う日課に基づい
て、ユーザにとって重要な地理的位置、およびこれらの位置の適切な名前を自動的に推論
することもできる。
【００４５】
　また列エントリは、ユーザが編集することのできる事前設定値を有する事前定義の名前
またはタグのデータベースから許容される値の集合を獲得することもできる。例えば、［
状態］列エントリの「移動中」という値は、動き検出手段によってトリガされ得る事前定
義のコンテキスト２５４に対応する識別子とすることができる。
【００４６】
　実施形態によっては、コンテンツパッケージ２５２は、所与の種類の複数の列を含むこ
ともできる。例えば、コンテンツパッケージ２５２は、日本語エントリの列と、所定の規
則に従って提示されるべき対応する別の英語翻訳エントリの列とを含むことができる。実
施形態によっては、これらの所定の規則をさらに別の列において指定することができ、対
応する英語翻訳を提示させる条件（時間遅延、コンテキスト条件、ユーザ応答など）を定
義することができる。別の変形では、ユーザは、より正確なコンテンツ２５３のコンテキ
ストトリガ条件を定義するために複数の［状態］列をインスタンス化することができる。
例えば、ユーザは、２つの［状態］列をインスタンス化し、各［状態］列ごとに事前定義
の状態またはユーザ定義の状態（「歩いている」や「買い物している」など）を選択する
ことができる。
【００４７】
　［応答］列エントリは、ユーザからの予期される応答を、オーディオストリームまたは
テキスト文字列として記述する値を獲得することもできる。実施形態によっては、［応答
］列エントリは、コンテンツ２５３が［コンテンツ］列エントリのために提供されるのと
同じやり方で値を獲得することもでき、その場合ユーザは予期される応答を記録すること
ができ、または事前に記録された応答を選択することができる。別の実施形態では、［応
答］列エントリは、ユーザから引用符で囲まれたテキスト文字列として値を獲得すること
ができ、その場合、ユーザによる言語応答と、テキストとして提供される予期される応答
とが、テキスト－音声変換および／または音声－テキスト変換技術を使用して比較される
。別の実施形態では、［まねる］という値を有する［応答］列エントリは、コンテンツ管
理システム２４０に、ユーザが提供する応答が、［コンテンツ］列の下の対応するエント
リによって識別されるコンテンツをまねる必要があることを知らせる。
【００４８】
　コンテンツ管理システム２４０は、ユーザの応答またはコンテンツ２５３の提示との対
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話に応答して動作を実行することができる。［応答が正しい場合の動作］列エントリは、
ユーザが予期される応答を提供した場合にコンテンツ管理システム２４０が実行すべき動
作を指定する値を獲得することができる。さらに、［応答が正しくない場合の動作］列エ
ントリは、ユーザが予期される応答を提供しない場合にコンテンツ管理システム２４０が
実行すべき動作を指定する値を獲得することができる。例えば、コンテンツ管理システム
２４０は、所与の期間にわたってコンテンツ２５３の再生を中断することもでき、コンテ
ンツエントリを削除することもできる。
【００４９】
　実施形態によっては、［応答が正しい場合の動作］列または［応答が正しくない場合の
動作］列の下のエントリは、コンテンツ管理システム２４０の事前定義された機能である
。別の実施形態では、［応答が正しい場合の動作］列または［応答が正しくない場合の動
作］列の下のエントリは、ユーザによって提供されるスクリプトまたは実行可能プログラ
ムである。ユーザは、一連の動作を実行するスクリプトまたは実行可能プログラムを作成
することができ、ある期間にわたってユーザ応答から収集された状態情報を格納し、これ
にアクセスすることができる。例えばユーザは、［応答が正しい場合の動作］列エントリ
に、ユーザが３回連続してコンテンツ２５３を正確にまねたときに、対応するコンテンツ
エントリを削除し、または（コンテンツを再度提示するためのタイミング条件を変更する
などによって）変更するスクリプトまたは実行可能プログラムを提供することができる。
【００５０】
　実施形態によっては、［コンテンツ］列のエントリは、それだけに限らないが、電子メ
ール、インターネットブログ更新、インターネットＲＳＳフィード、ツィート（ｔｗｅｅ
ｔｓ）、テキストベースのメモおよび催促通知、またはコンテンツを指し示すコンピュー
タ可読ポインタを含むテキストベースのコンテンツ２５３を有することができる。これら
の実施形態のいくつかの変形では、コンピュータ可読ポインタは特定のコンテンツを参照
することができる。別の変形では、コンピュータ可読ポインタは、メタデータ（日付、ジ
オタグ、コンテンツカテゴリのテキスト記述など）に基づいて定義され、いくつかのデー
タベースから収集することのできるメタデータと関連付けられたコンテンツを参照するた
めに使用される。
【００５１】
　これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム２４０は、コンテン
ツ管理システム２４０の画面上に表示することによってテキストベースのコンテンツを提
示することができる。別の変形では、コンテンツ管理システム２４０は、テキスト－音声
変換技術を使用してコンテンツ２５３をオーディオに変換し、オーディオを再現すること
によってテキストベースのコンテンツ２５３を提示することができる。さらに、コンテン
ツ管理システム２４０は、テキストベースのコンテンツ２５３を提示するための規則の集
合を提供することもできる。例えば、コンテンツ管理システム２４０は、ある特定の時刻
に、または所与のコンテキスト２５４の下で、事前に定義された人々の集合の中からある
ユーザに電子メールを提示することができる。
【００５２】
　表２に、本発明の一実施形態による、ユーザに催促通知コンテンツパッケージ２５２を
提示するための規則の集合の例を示す。［コンテンツ］列の下のエントリは、テキストの
形で催促通知を識別し、その他の各列は、ユーザに催促通知を提示するための規則の集合
を記述する。例えばユーザは、コンテンツ管理システム２４０を、ユーザが移動している
（歩いている、ジョギングしているなど）場合、特定の日時に第１の催促通知を提示する
ようにプログラムすることができる。ユーザが、「ＯＫ」と発声することによってコンテ
ンツ２５３に応答した場合、コンテンツ管理システム２４０は、そのコンテンツエントリ
を削除する。そうではなく、ユーザが「ＯＫ」と発声しなかった場合、コンテンツ管理シ
ステム２４０は、そのコンテンツエントリのコンテンツ２５３を１５分間延期する。
【００５３】
　第２の例では、ユーザは、コンテンツ管理システム２４０を、特定の日時の後で、ユー
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ザが車を運転している間に第２の催促通知を提示するようにプログラムすることができる
。ユーザが「ＯＫ」と発声することによりコンテンツ２５３に応答した場合、コンテンツ
管理システム２４０はそのコンテンツエントリを削除する。そうではなく、ユーザが「Ｏ
Ｋ」と発声しなかった場合、コンテンツ管理システム２４０はコンテンツ２５３を１５分
間延期する。
【００５４】
　第３の例では、ユーザは、コンテンツ管理システム２４０を、特定の日時の後で、ユー
ザが図書館で静止している（すなわち、図書館で勉強または読書している）間に第３の催
促通知を提示するようにプログラムすることができる。これらの実施形態のいくつかの変
形では、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが図書館にいる間にユーザのためのオ
ーディオコンテンツ２５３を再現する前に、ユーザがヘッドホンを装着しているか否かを
判定することもできる。ユーザがヘッドホンのプラグをコンテンツ管理システム２４０に
差し込んでいない場合、コンテンツ管理システム２４０はユーザに対し、ヘッドホンをヘ
ッドホンジャックに差し込むよう、または図書館の外に出るようユーザに要求する視覚メ
ッセージを点滅させることもできる。これらの実施形態の別の変形では、コンテンツ管理
システム２４０は、ユーザが図書館にいるときに、コンテンツ２５３をテキストとして再
現することもできる。コンテンツ２５３が言語発声を含む場合、コンテンツ管理システム
２４０は、音声－テキスト変換手段を使用して言語発声をテキストとして再現することも
できる。
【表２】

【００５５】
　コンテンツ管理システム２４０は、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグを読み取り、また
は近距離にある他のＮＦＣ機器と対話するのに使用することのできる、近距離無線通信（
Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）（ＮＦＣ）といった短距離通信プ
ロトコルをサポートする入力手段２４４を含むことができる。ＮＦＣプロトコルをサポー
トするコンテンツ管理システム２４０は、物理オブジェクトに取り付けられたＲＦＩＤタ
グに基づいてそのオブジェクトを識別することができ、コンテンツ２５３を提示するため
のコンテキスト情報として収集した情報を使用することができ、または検出したＮＦＣ信
号をユーザ対話２５０として使用することができる。
【００５６】
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　例えば、コンテンツ管理システム２４０が、ユーザが家から歩いて出ようとしているこ
とを検出し、インターネットの予報サービスからその日の遅くに雨が降ると判断し、ユー
ザの傘を識別するＲＦＩＤタグを検出しないときに、ユーザに傘を持って行くよう通知す
るようにコンテンツ管理システム２４０をプログラムすることができる。別の例では、ユ
ーザが夕方に職場の戸枠についているＲＦＩＤタグまたは車内のＲＦＩＤタグを通過した
ときに、ユーザが帰宅することをユーザの配偶者に知らせるようにコンテンツ管理システ
ム２４０をプログラムすることができる。
【００５７】
（オーディオベースのコンテンツ作成）
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム２４０は、オーディオベースのユーザイ
ンターフェース（ＵＩ）を提供する。例えば、ユーザは、移動中に新しい催促通知コンテ
ンツを作成するときに、オーディオベースのＵＩを使用してコンテンツ管理システム２４
０と対話することができる。これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理シ
ステム２４０のオーディオベースのＵＩは、コンテンツ管理システム２４０のＧＵＩと対
応する言語方式に従う。コンテンツ管理システム２４０のＧＵＩと類似したオーディオベ
ースのＵＩは、ユーザがすでに対応するＧＵＩを熟知しているときに、ユーザがオーディ
オベースのＵＩに慣れるのを容易にする。例えば、コンテンツ管理システム２４０のオー
ディオベースのＵＩは、以下の対話を使用して新しい催促通知を作成するユーザと対話す
ることができる。
　　ユーザ：「Ｔｏ－ｄｏｓ，　Ｎｅｗ　Ｎｏｔｅ．（やるべきこと、新規にメモしてく
ださい。）」
　　システム：「Ｂｅｇｉｎ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｔｏ－ｄｏ．（やるべきことの記録
を開始します。）」
　　ユーザ：「［言語発声］…［休止］。」
　　システム：「Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ．（記録が完了しました。）」
　　ユーザ：「Ｓｙｓｔｅｍ，　ｃｏｎｔｉｎｕｅ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（システム、記
録を続けてください）、［さらに言語発声］…［休止］。」
　　システム：「Ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ．（続き
の記録が完了しました。）」
　　ユーザ：「Ｐｒｅｓｅｎｔ　ｔｏ　ｍｅ　ｉｎ　ｔｉｍｅ　Ａｎｙ，　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｈｏｍｅ，　Ｓｔａｔｅ　Ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ，　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ＯＫ（時
刻／いつでも、位置／自宅、状態／静止している、応答／ＯＫで私に提示してください）
、［休止］。」
　　システム：「Ｎｏｔｅ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ．（メモが完了しました。）」
【００５８】
　これらの実施形態のいくつかの変形では、ユーザは、パラメータの値（「いつでも、自
宅、静止している、応答ＯＫ」など）を言うことができる。別の変形では、コンテンツ管
理システム２４０は、ユーザに、各列エントリごとに値を指定するよう促す音声指示（「
時刻条件を指定してください」など）を提示することができる。別の変形では、ユーザは
、コンテンツ作成ＧＵＩの列と関連付けられたあらゆるエントリの値を提供する必要があ
るとは限らない。ユーザがコンテンツ作成ＧＵＩの所与の列の値を提供しない場合、コン
テンツ管理システム２４０は対応するエントリをデフォルト値で埋める。例えば、ユーザ
は、デフォルト位置がユーザの現在位置になるようにコンテンツ管理システム２４０を構
成することもできる。第２の例では、ユーザは、デフォルト位置が［どこでも］の値にな
るようにコンテンツ管理システム２４０を構成することもできる。別の例では、ユーザは
、コンテンツ２５３を提示するデフォルト時刻を［いつでも］の値に設定することができ
、コンテンツ２５３へのデフォルトの応答を「ＯＫ」に設定することができる。
【００５９】
　別の例では、コンテンツ管理システム２４０のオーディオベースのＵＩは、以下の対話
を使用して提示レイアウトを作成するユーザと対話することができる。
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　　ユーザ：「Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ（プレゼンテーション）［プレゼンテーション
名］、Ｓｌｉｄｅ　Ｏｎｅ（スライド１）、［休止］。」
　　システム：「Ｂｅｇｉｎ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ．（プレ
ゼンテーションの記録を開始します）」
　　ユーザ：「Ｓｌｉｄｅ　Ｏｎｅ，　Ｐｏｉｎｔ　Ｏｎｅ（スライド１、ポイント１）
、［残りのスライドコンテンツを話す］、［休止］。」
　　システム：「Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ．（記録が完了しました。）」
　　ユーザ：「Ｓｙｓｔｅｍ，　ｃｏｎｔｉｎｕｅ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ，　Ｓｌｉｄｅ
　Ｔｗｏ（システム、記録を続けてください、スライド２）、［休止］。」
　　システム：「Ｃｏｎｔｉｎｕｅ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ．
（プレゼンテーションの記録を続けます。）」
　　ユーザ：「Ｓｌｉｄｅ　Ｔｗｏ（スライド２）、［残りのスライドコンテンツを話す
］、［休止］。」
　　システム：「Ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ．（続き
の記録が完了しました。）」
【００６０】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザと関連付
けられたコンテキスト情報からユーザと関連付けられるコンテキスト２５４を推論するこ
とができ、推論したコンテキスト２５４とコンテンツ２５３とをいくつかのやり方でマッ
チさせることができる。
【００６１】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが所与のコンテンツ２
５３を受け容れるか否かを判定することができ、ユーザが行っている活動の結果として特
定の種類のコンテンツ２５３を優先して選択することができる。例えば、個別指導用コン
テンツを提示するようコンテンツ管理システム２４０を構成しているユーザは、ユーザが
通勤しているときに日本語を学習するための個別指導レッスンを受けようとしてもよい。
より具体的には、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが車で通勤しているときには
ユーザにオーディオベースの日本語レッスンを提示し、ユーザが列車で通勤しているとき
にはユーザに日本語読み書きレッスンを提示することができる。別の例では、コンテンツ
管理システム２４０は、ユーザが歩いており、学習を受け容れるときにはユーザにレッス
ンを提供することができ、ユーザがテレビを見ていてまたは会話をしていて忙しいために
可聴音性を検出したときには、レッスンの提供を回避することができる。
【００６２】
　実施形態によっては、複数のコンテンツパッケージ２５２を用いてコンテンツ管理シス
テム２４０をプログラムすることができる。実際、ユーザは、コンテキスト２５４の値に
よって提示されるコンテンツ２５３の種類を変えるようにコンテンツ管理システム２４０
をプログラムすることができる。例えば、ユーザは、語学レッスンを特定の地理的または
地理空間的位置だけに制限し、技術的レッスンを平日または夕方だけに制限するようにコ
ンテンツ管理システム２４０をプログラムすることができる。
【００６３】
　実施形態によっては、ユーザは、ユーザの現在の特定の振る舞いに関連するコンテンツ
２５３を提示するようにコンテンツ管理システム２４０を構成することができる。例えば
、ユーザが歩いている場合、コンテンツ管理システム２４０は、歩くという行動をユーザ
に日本語で説明することにより語学レッスンを提供することもでき、ユーザが歩いている
位置に関連するコンテンツ２５３を日本語で提供することもできる。別の例では、コンテ
ンツ管理システム２４０は、ユーザが台所におり、且つ、時間が朝であると判定した場合
、ユーザは朝食を用意しているかまたは朝食を摂っていると推論することができ、朝食に
関連する日本語語学レッスンを提供することができる。別の例では、コンテンツ管理シス
テム２４０は、推論したコンテキスト２５４に基づき、音楽、歴史レッスン、インターネ
ットブログ、テキスト－音声変換電子メールなどといったコンテンツの種類を含む他の種
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類のコンテンツ２５３を提供することもできる。
【００６４】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが行おうとしている行
動を予想してレッスンを提供することもできる。これらの実施形態のいくつかの変形では
、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが自分の計画を調整することができるように
、ユーザに事前に催促通知コンテンツ２５３を提示することができる。別の変形では、コ
ンテンツ管理システム２４０は、適切な文法時制で語学レッスンを提供することにより、
ユーザに自然な文法のレッスンを提供することができる。例えば、コンテンツ管理システ
ム２４０は、ユーザが所与の行動を行っていることに基づいてユーザに文法を教えること
ができる。ユーザが自分の歩行状態を変更する際に、コンテンツ管理システム２４０は、
「私は歩く（Ｉ　ｗｉｌｌ　ｗａｌｋ）」、「私は歩いている（Ｉ　ａｍ　ｗａｌｋｉｎ
ｇ）」、「私は歩いた（Ｉ　ｗａｌｋｅｄ）」といった、対応するコンテンツ２５３を生
成することもできる。別の例では、コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが平日の朝
、バスまたは列車に乗車するときに、ユーザに未来時制で人々に挨拶することに関連する
日本語語学レッスンを提供することもできる。すなわち、コンテンツ管理システム２４０
は、文法規則を使用して、活動の予想、開始、継続および完了に適合する一連のコンテン
ツ２５３を提示することができる。
【００６５】
　実施形態によっては、ユーザは、モバイル機器またはＰＣ上でコンテンツ管理システム
２４０を使用して共用可能コンテンツを作成することができる。共用可能コンテンツは、
ユーザがダウンロードし、変更し、他のコンテンツ管理システムと共用することのできる
コンテンツパッケージ２５２である。さらに、コンテンツパッケージ２５２は、テキスト
、グラフィックス、オーディオ、および／またはビデオコンテンツ２５３のためのいくつ
かのコンテンツ・エントリ・フィールドを含むことができる。
【００６６】
　あるユーザが最初にコンテンツパッケージ２５２を作成することに労力を傾注した後で
、そのコンテンツパッケージ２５２を他のユーザが容易に共用し、変更することができる
。実施形態によっては、ユーザは、コンテンツパッケージ２５２をインターネットウェブ
サイト上にアップロードして、そのコンテンツパッケージ２５２を公開することもできる
。他のいくつかの実施形態では、ユーザは、インターネットウェブサイトからコンテンツ
パッケージ２５２をダウンロードし、コンテンツパッケージ２５２のコンテンツ２５３の
挿入、変更、および／または削除を行うようにコンテンツパッケージ２５２を変更するこ
ともできる。これらの実施形態のいくつかの変形では、ユーザは、コンテンツパッケージ
２５２の提示規則の挿入、変更および／または削除を行うようにコンテンツパッケージ２
５２を変更することもできる。
【００６７】
　実施形態によっては、コンテキスト条件（「自宅」や「買い物」など）の抽象名または
タグをコンテンツ管理システムで認識することができ、各ユーザがこれらの名前またはタ
グと関連付けられる特定のコンテキスト情報を再定義しなくても、ユーザ間で容易に共用
することができる。例えば、第１のユーザは特定の所在地を指し示す「自宅」位置名を定
義することができ、第２のユーザは異なる所在地を指し示す「自宅」位置名を定義するこ
とができる。したがって、第１のユーザが第２のユーザとコンテンツパッケージ２５２を
共用するときには、コンテンツパッケージ内の「自宅」位置名を指す参照はいずれも、自
動的に第２のユーザの所在地に変換される。第２のユーザは、コンテンツパッケージ２５
２の「自宅」位置名と関連付けられたコンテキスト情報を再定義しなくてもよい。
【００６８】
　実施形態によっては、ユーザはコンテンツパッケージ２５２が不完全である場合、コン
テンツパッケージを共用することもできる。コンテンツパッケージ２５２の１つまたは複
数のエントリに対応するコンテンツ２５３がない場合、コンテンツパッケージ２５２は不
完全である。不完全なコンテンツパッケージ２５２を共用することは、何人かのユーザが
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協力して共用可能コンテンツを作成することを可能にし、何人かのユーザが相互に学習し
合うことを可能にする。
【００６９】
　例えば、ユーザは、多大な労力を傾注し、広範囲に及ぶ英語の単語および語句のリスト
を作成して日本語学習書のためのコンテンツパッケージ２５２を作成し、対応するエント
リの一部の日本語翻訳も含むことができる。これらの英語および日本語のエントリは、オ
ーディオコンテンツ２５３とすることもでき、文字で書かれたものとすることもできる。
その場合ユーザは、コンテンツパッケージ２５２を公開し、他のユーザにコンテンツパッ
ケージ２５２をダウンロードさせ、改良させることができる。他のユーザは、日本語翻訳
をより良い発音を有するオーディオ記録で置き換えることができ、対応する日本語オーデ
ィオ翻訳のない英語の単語および語句の日本語オーディオ記録を含めることができる。さ
らに、日本語を話すユーザが、英語に翻訳してほしい単語および／または語句について、
日本語でコンテンツパッケージ２５２に新しいエントリを挿入し、それによって英語を話
すユーザに対応する英語のオーディオ記録を提供させることもできる。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツパッケージ２５２内のコンテンツエント
リまたはコンテンツエントリの集合には、１つまたは複数のコンテンツ種別記述エントリ
がある。コンテンツ種別記述は、そのエントリのコンテンツ２５３の特性（「催促通知」
、「旅行案内」、「日本語動詞『食べる』の活用」など）を記述するテキスト文字列とす
ることができる。いくつかの変形では、コンテンツエントリのコンテンツ種別記述を事前
に定義することができる。他のいくつかの変形では、コンテンツ管理システムが、関連す
るコンテキスト情報（時間、位置、ユーザ活動など）に基づいてコンテンツ種別記述を定
義することもできる。別の変形では、コンテンツ種別記述をユーザが定義することもでき
る。
【００７１】
　実施形態によっては、コンテンツパッケージが含むコンテンツの種類に基づき、コンテ
ンツパッケージ２５２内のコンテンツ種別記述エントリを使用してコンテンツパッケージ
の集合体を分類することもできる。コンテンツ種別記述は、コンテンツデータベース２４
６または他の任意のデータベースもしくはコンテンツソースに格納された一致するまたは
関連するコンテンツ種別記述を有するコンテンツ２５３を探索するのに使用することがで
きる。例えばユーザは、「日本語動詞『食べる』の活用」や「日本語動詞の活用」として
定義されたコンテンツエントリを探索することができる。
【００７２】
　本発明のいくつかの実施形態では、コンテンツ管理システム２４０は、人工知能を使用
して、ユーザに合わせてカスタマイズされたコンテンツパッケージ２５２を作成すること
ができる。これらの実施形態の一変形では、コンテンツ管理システム２４０は、自然言語
処理（ＮＬＰ）を使用してユーザが入力したテキストを構文解析する。
【００７３】
　例えば、コンテンツ管理システム２４０は、用語集と文法規則とを含むデータベースに
結び付けられたＨＴＭＬおよび／またはＸＭＬ構造のコンテンツ２５３を有するインター
ネットウェブサイトの形とすることもできる。コンテンツ管理システム２４０は、ユーザ
がテキストＵＩと対話して文を生成し、ユーザが文例により文法規則を練習することがで
きるように、文中の単語、時制およびその他の変形を自動的に変化させることを可能にす
る。コンテンツ管理システム２４０とユーザの間の対話に基づき、コンテンツ管理システ
ム２４０は、ユーザが練習を通していくつかの規則を学習することができるように、ユー
ザにそれらの規則に関する多くの変形を練習させるレッスン計画を実施するコンテンツパ
ッケージ２５２を作成することができる。
【００７４】
　別の例では、ユーザは、日本語で受身文の構文をどのようにして使用すべきか知ろうと
する場合、コンテンツ管理システム２４０に、英語のテキストエントリ例「Ａｌｉｃｅ　
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ｗａｓ　ｓｃｏｌｄｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｔｅａｃｈｅｒ．（アリスは教師に叱られた）
」を与えることができる。次いでユーザは、ＧＵＩを使用して、日本語翻訳と組み合わさ
れた文法的に類似した英語の結果を含むコンテンツパッケージ２５２またはコンテンツエ
ントリの探索を指定することができる。これに応答して、コンテンツ管理システム２４０
は、おそらくは、主語、目的語、動詞、および時制を変化させるオプションを有する、文
法的に等価の文を生成することができる。実施形態によっては、コンテンツ管理システム
２４０は、まずユーザ入力の英文を構文解析してその言語深層構造を突き止めることによ
って文法的に等価の文を生成することもできる。次いで、コンテンツ管理システム２４０
は、ユーザ入力の英文に基づいてシステム定義のコンテンツ種別記述文字列を生成するこ
とができ、主語、目的語、動詞、時制のいずれかまたは全部を変えながら、語句の深層構
造が何らかのユーザ指定の態様とマッチするコンテンツ種別記述を有する英語－日本語対
を探索することができる。
　例えば、コンテンツ管理システム２４０は、
　　「Ｔｈｅ　ｄｏｇ　ｗａｓ　ｂｅｉｎｇ　ｓｃｏｌｄｅｄ　ｂｙ　ｍｏｔｈｅｒ（犬
は母親によって叱られていた）」、
　　「Ｍａｒｙ　ｗａｓ　ｐｒａｉｓｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ（メアリ
は教授によって褒められた）」、
　　「Ｐａｕｌ　ｉｓ　ｂｅｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｊｏｕｒ
ｎａｌｉｓｔ（ポールは記者によってインタビューされている）」、
　　「Ｊｏｈｎ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｃａｌｌｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ
　ｈｅａｄ（ジョンは部長によって呼ばれるであろう）」、
　　「Ｔｈｅ　ｃｈｉｌｄｒｅｎ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ｂｅ　ｓｃｏｌｄｅｄ　ｂｙ　ｆａ
ｔｈｅｒ（子供たちは、以前は父親によってよくしかられたものだった）」、および
　　「Ｔｈｅ　ａｐｐｌｅ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｅａｔｅｎ　ｂｙ　Ｓａｒａ（リンゴはサ
ラによって食べられるであろう）」
を含む受身構文を使用して文法的に類似した文を生成することができる。
　これらの実施形態のいくつかの変形では、文法的に等価の文は、先に他のユーザによっ
て記録されたオーディオベースのコンテンツ２５３とすることもでき、その場合、所与の
オーディオ記録は、記録されたコンテンツのコンテンツ種別記述のテキスト文字列と関連
付けられている。コンテンツ管理システム２４０は、ユーザが入力した文の文法的深層構
造を分析し、そのコンテンツのデータベースにおいて、関連付けるコンテンツ種別記述の
テキスト文字列を有するマッチを見つけることができる。次いで、コンテンツ管理システ
ム２４０は、マッチするデータベースからの記録、コンテンツエントリ、および／または
コンテンツパッケージ全体を集めて新しいコンテンツパッケージ２５２にすることができ
る。
【００７５】
　図３に、本発明の一実施形態による、ユーザにコンテキストベースのコンテンツを配信
するプロセスの流れ図を示す。コンテンツ管理システムはまず、コンテキスト情報を受け
取り（動作３１０）、そのコンテキスト情報を処理してコンテキストを決定する（動作３
２０）。次に、コンテンツ管理システムは、コンテキストがトリガ条件を満たすか否かを
判定する（動作３３０）。満たす場合、コンテンツ管理システムは、コンテキストに基づ
いてコンテンツデータベースからコンテンツを選択し（動作３４０）、選択したコンテン
ツをユーザに提示する（動作３５０）。
【００７６】
　図４に、本発明の一実施形態による、コンテキストベースのコンテンツを作成するプロ
セスの流れ図を示す。コンテンツ管理システムはまず、ユーザが提供するコンテンツを記
録する（動作４１０）。次いで、コンテンツ管理システムは、記録されたコンテンツのた
めにコンテンツデータベースにコンテンツエントリを作成する（動作４２０）。次に、シ
ステムは、そのコンテンツエントリのための１つまたは複数のトリガ条件を指定すること
によって、そのコンテンツエントリを事前定義のコンテキストと関連付ける（動作４３０
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）。いくつかの変形では、ユーザがコンテンツエントリと事前定義のコンテキストとを手
作業で関連付けることもできる。
【００７７】
　図５に、本発明の一実施形態による、コンテキストベースのコンテンツの作成および配
信を円滑に行わせるコンピューティング装置５０２の例を示す。
【００７８】
　コンピューティング装置５０２は、プロセッサ５０４、メモリ５０６、および記憶装置
５０８を含む。さらに、コンピューティング装置５０２は、ディスプレイ５１０、ネット
ワークインターフェース５１２、振動手段５１４、いくつかのセンサ５１６、入力装置５
１８、スピーカ５２０、マイクロホン５２２、およびカメラ５２４を備える。さらに、コ
ンピューティング装置５０２は、ネットワークインターフェース５１２を介してネットワ
ーク５２６に結合されている。一実施形態では、ネットワーク５２６は、セルラーネット
ワークを含む。別の実施形態では、ネットワーク５２６は、インターネットを含む。
【００７９】
　記憶装置５０８は、オペレーティングシステム５２８、コンテンツ管理システム５３０
、コンテキスト定義５４２、およびコンテンツ５４４を格納する。さらに、コンテンツ管
理システム５３０は、ユーザインターフェース（ＵＩ）５３２、入力手段５３４、コンテ
キストマネージャ５３６、コンテンツデータベース５３８、およびコンテンツ配信手段５
４０を含む。一実施形態では、ＵＩ５３２はグラフィカル・ユーザ・インターフェース（
ＧＵＩ）である。別の実施形態では、ＵＩ５３２は音声ベースのユーザインターフェース
である。
【００８０】
　動作時に、コンテンツ管理システム５３０は記憶装置５０８からメモリ５０６にロード
され、プロセッサ５０４によって実行される。本発明の一実施形態では、コンテンツ管理
システム５３０は、ユーザと関連付けられるコンテキストに基づいてユーザにコンテンツ
を提示する。そのために、コンテンツ管理システム５３０の入力手段５３４は、いくつか
の入力源（ネットワークインターフェース５１２、センサ５１６、入力装置５１８、マイ
クロホン５２２、および／またはカメラ５２４など）からユーザと関連付けられるコンテ
キスト情報を収集し、コンテンツ管理システム５３０のコンテキストマネージャ５３６は
、基本コンテキスト情報を解釈して、ユーザと関連付けられるイベントまたは環境要因を
記述するコンテキスト定義５４２からユーザ定義のコンテキストを推論する。次いでコン
テキストマネージャ５３６は、いくつかの推論されたコンテキストによってトリガされる
コンテンツデータベース５３８内のコンテンツパッケージを探索し、コンテンツ管理シス
テム５３０のコンテンツ配信手段５４０は、選択したコンテンツパッケージを提示する。
【００８１】
　本発明の別の実施形態では、コンテンツ管理システム５３０はユーザにコンテンツパッ
ケージを作成させる。そのために、入力手段５３４は、いくつかの入力源からコンテンツ
ストリームおよびユーザ対話を収集し、それらのコンテンツストリームおよびユーザ対話
をコンテキストマネージャ５３６に送る。コンテキストマネージャ５３６は、ユーザ対話
に基づいてコンテキスト定義を作成し、またはコンテキスト定義５４２の中からユーザ定
義のコンテキストを選択する。また、コンテキストマネージャ５３６は、コンテンツスト
リームおよびユーザ対話に基づいてコンテンツファイルを作成し、そのコンテンツファイ
ルおよびコンテキストを含むコンテンツパッケージを作成する。次に、コンテキストマネ
ージャ５３６は、コンテンツデータベース５３８にコンテンツパッケージを提供し、コン
テンツデータベース５３８はそのコンテンツパッケージのためのエントリを作成する。
【００８２】
　実施形態によっては、前述の手段に基づき、ユーザがコンテンツ管理システム５３０を
、例文によってユーザに文法規則を教えるように構成することもできる。その際にコンテ
ンツ管理システム５３０は、ユーザと関連付けられるコンテキスト（晩餐に出かける、車
を運転するといった行動など）を検出し、そのコンテキストにふさわしい目的言語での表
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現を含むオーディオコンテンツを適時に提示する。例えば、コンテンツ管理システム５３
０は、適切なコンテキストの下で以下のオーディオコンテンツを提示することができる。
　　ユーザが車庫に入り、または車のドアを開けたとき：「Ｉ　ｗｉｌｌ　ｄｒｉｖｅ　
ｍｙ　ｃａｒ．（私は車を運転します。）」
　　ユーザが運転し始めたとき：「Ｉ　ａｍ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｍｙ　ｃａｒ．（私は車
を運転しています。）」
　　ユーザが車を離れるとき：「Ｉ　ｄｒｏｖｅ　ｍｙ　ｃａｒ．（私は車を運転しまし
た。）」
【００８３】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、地理的位置にふさわしいコン
テンツをユーザに提示するために、サーバからジオタグ付きコンテンツを取り出すことが
できる。例えば、前述の手段に基づき、有名な観光地を訪れるユーザは、他のユーザがそ
の観光地についてさらに知るのに役立つようにその観光地に関する情報を記述するジオタ
グ付きコンテンツを作成し、このコンテンツを公開データベース上にアップロードするこ
とができる。さらに、何人かのユーザは、その観光地に関するジオタグ付きコンテンツを
、いくつかの言語でアップロードすることもできる。次いで、別のユーザがこの地理的位
置を訪れるときに、コンテンツ管理システム５３０は、この位置のジオタグが付いたコン
テンツをダウンロードすることができ、そのコンテンツをユーザに提示することができる
。新しい言語を学習しているユーザは、前述の手段に基づいて、その言語でのコンテンツ
を検索するようにコンテンツ管理システム５３０を構成し、それによって、ユーザの活動
に適した例文を聴くことができる。
【００８４】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、リモート機器が所与のユーザ
定義のコンテキストの下でコンテンツを提示するように、電子メッセージまたは催促通知
を作成し、リモート機器に送ることができる。電子メッセージおよび催促通知は、テキス
トまたはオーディオコンテンツの形式とすることができる。これらの実施形態のいくつか
の変形では、コンテンツ管理システム５３０は、テキストのメッセージおよび催促通知を
、テキスト－音声変換技術を使用してオーディオコンテンツに変換することができる。こ
れらの実施形態は、受取人に重要情報を送るための新しいメディアをユーザに提供するこ
とができ、受取人が適切なコンテキストおよび活動状態にあるときにそのコンテンツを受
け取り、そのタスクを完了することができるようにすることができる。
【００８５】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、互いに直接に知り合いではな
いユーザ間でコンテンツをやりとりすることもできる。例えば、コンテンツ管理システム
５３０を使用して個別指導サービスを実施することができ、その場合、各生徒は、コンテ
ンツ管理システム５３０を使用して個別指導サービスに共用可能コンテンツパッケージを
提出することができ、個別指導サービスはそのコンテンツパッケージを所与の項目に相応
しい講師に転送する。いくつかの変形では、個別指導サービスを分散型バージョンのコン
テンツ管理システム５３０によって実施することができ、その場合、生徒と教師のコンテ
ンツ管理システムは、コンテンツ要求およびコンテンツパッケージを相互に転送し合う。
別のいくつかの変形では、個別指導サービスをインターネットサービスとして実施するこ
とができ、その場合、生徒および教師は、コンテンツパッケージのアップロード、ダウン
ロードを行い、関連するコンテンツパッケージを求める要求を出すことができる。
【００８６】
　講師は、個別指導サービスを使用して、他のユーザによって提出される、所与のコンテ
ンツ種別記述に関連するコンテンツ要求および不完全なコンテンツパッケージを監視する
プロセスを利用することができる。講師に生徒からのコンテンツ要求または不完全なコン
テンツパッケージである旨の通知がされると、講師は、要求に対する講師からの応答を含
む新しいコンテンツパッケージを作成して生徒にフィードバックを提供することもでき、
コンテンツパッケージにフィードバックコンテンツを挿入するようにコンテンツパッケー
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ジを変更することもできる。次いで、講師のコンテンツ管理システム５３０は、その新し
いまたは変更されたコンテンツパッケージを生徒に提供することができる。次いで、講師
の新しいコンテンツを、個別指導サービスを介してその生徒の個人用バージョンのコンテ
ンツ管理システム５３０によって取り出すことができる。
【００８７】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、コンテンツパッケージを提示
しているときのユーザからの対話と関連付けられる状態情報を格納することもできる。例
えば、ユーザに対話型レッスンを提供するコンテンツパッケージは、ユーザの正確な情報
を記録することができる。コンテンツ管理システム５３０は、この情報を利用して進捗分
析を行い、ユーザの目標および学習速度に応じてレッスン計画のペースおよび難易度を変
更することができる。コンテンツ管理システム５３０は、特定の小項目の学習に苦労して
いるユーザに、その小項目に関するより多くのレッスンを提供することもでき、また、教
材を比較的容易に学習しているユーザのペースまたは難易度を上げることもできる。さら
に、所与のユーザが特定の項目を勉強するための決まった期限があり、そのユーザのレッ
スンが遅れている場合、コンテンツ管理システム５３０は、そのユーザが期限までに間に
合うようにレッスン計画のペースを上げることができる。
【００８８】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、適切なコンテキスト内でレッ
スンコンテンツを提供したり、適切なコンテキスト外でそのレッスンコンテンツを提供し
たりを繰り返すことによって、所与のレッスン計画に関するユーザの記憶を強化すること
ができる。あるときには、コンテンツ管理システム５３０は、ユーザが最も学習しやすい
コンテキストにおいてユーザにレッスンを提示することができる。またあるときには、コ
ンテンツ管理システム５３０は、ユーザが依拠し得るいかなるコンテキスト上の手がかり
や思い出させる合図からもレッスンコンテンツを完全に分離するために、不適切なおよび
／または不都合なコンテキストにおいてユーザにレッスンを提供することもできる。
【００８９】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、ユーザにレッスン計画を配信
する方法を発展させることができる。これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテン
ツ管理システム５３０は、ユーザがそのレッスンの題材を知っていると予想されるときに
は、質問に対する正しい応答をユーザに提供する前の待機期間を延長することができる。
別の変形では、コンテンツ管理システム５３０は、ユーザにより短い期間で質問に対する
応答を提供させることもできる。別の変形では、コンテンツ管理システム５３０は、主題
についてのユーザの理解が高度に到達したときに、発する質問の明確さを下げることもで
きる。
【００９０】
　実施形態によっては、出版社がそのコンテンツを、コンテンツ管理システム５３０のた
めのコンテンツパッケージとしてインターネット上で作成し、出版することもできる。新
しい言語を学習しているユーザは、言語の例文を提供する多数のコンテンツパッケージを
収集するのに多大な労力を費やすのではなく、専門家が作成した、高度な語学レッスンに
代金を支払う方を選ぶ場合もある。
【００９１】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、音声認識を使用して教育レッ
スンを補完することもできる。例えば、コンテンツ管理システム５３０は、音声認識を使
用して、新しい言語を学習しているユーザに、そのユーザの文法および発音に関して定期
的なフィードバックを提供することもできる。別の例では、コンテンツ管理システム５３
０は、音声認識を使用して、ユーザが対象者についての自分のコミュニケーション様式を
変更するのを助けることもできる。別の例では、ユーザが他のユーザのための基本的な第
二言語教育型のコンテンツを作成している場合、コンテンツ管理システム５３０は、音声
またはテキスト認識、および深層構文認識を使用して、ユーザに、外国人がより簡単に理
解できる言語を使用すべきであるというヒントを提供することもできる。例えば、コンテ
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ンツ管理システム５３０は、より一般的な名詞、動詞、およびより簡単な構文を提案する
ことができる。
【００９２】
　実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３０は、ある位置で、所与の時間、曜
日、または通日に収集されるコンテキスト情報に基づいて、地理的にまたは時間的に定義
することのできる状況のコンテキストベースの推論を構築することができる。コンテンツ
管理システム５３０のユーザがある状況に入る場合、そのユーザは、その状況に特有のや
り方で環境と対話する傾向がある。コンテンツ管理システム５３０は、同じ状況において
何人かのユーザから集約された振る舞いの観測を利用して、その状況と関連付けられるコ
ンテキストを推論することができる。実施形態によっては、コンテンツ管理システム５３
０は、特定のユーザと関連付けられる個人情報を格納することを必要とせず、コンテンツ
管理システム５３０が検出する所定のまたはユーザ定義の振る舞いの記述（「移動してい
る」、「歩いている」、「休憩」など）さえ格納すればよい。例えば、ユーザは、コンテ
ンツ管理システム５３０を使用しながら営業時間中にコーヒーショップに座っているとき
、「コーヒー」、「豆」、「ペストリー」、「Ｗｉ－Ｆｉ」、「ホットスポット」、「く
つろぐ」、「おいしいコーヒー」、「うまいクッキー」、「インターネットアクセス」、
「インターネットカフェ」を含む、コーヒーショップと関連付けられる語句を発する傾向
がある。事前定義のまたはユーザ定義の検出される活動および／または観測語句に基づき
、コンテンツ管理システム５３０は、ユーザの現在の状況が「コーヒー」という用語と関
連付けられる（例えば、ユーザは現在コーヒーショップにいるなど）と判断することがで
きる。
【００９３】
　これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム５３０は、公開コン
テキストデータベースに、所与のコンテキストの下で検出されたユーザ活動または発声か
ら収集したキーワードの集合を提供し、それによって、公開コンテキストデータベースの
コンテキスト知識のプールに寄与することができる。公開コンテキストデータベースは、
いくつかのコンテンツ管理システムによって提供されるキーワードから、所与のコンテキ
ストの下で最も一般的な語句を識別し、これらのキーワードと語句をそのコンテキストと
関連付けることによって学習することができる。
【００９４】
　別のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム５３０は、コンテキスト特有のキー
ワードを収集するいくつかのアプリケーション上で、そのコンテキスト監視機能（コンテ
キスト情報３１０を受け取る）の一部として、ユーザが伝えるテキストおよび音声を監視
する。例えばユーザは、モバイル機器上のいくつかのアプリケーション（電子メール、イ
ンターネット検索エンジン、テキストメッセージ、モバイルＷｅｂ２．０など）を使用し
て情報を伝えることができる。これら様々なアプリケーションは、ユーザが、関連するキ
ーワードをコンテキストとタグ付けしなくても、公開コンテキストデータベースにコンテ
キスト特有のキーワードおよび語句を提供することを可能にする。実施形態によっては、
コンテンツ管理システム５３０は、ユーザから取り込まれる特定のキーワードを保存する
のではなく、所与の状況内で単語が検出されるときに、既知の単語の辞書の単語エントリ
に重み単位を加えることができる。時間の経過と共に、公開コンテキストデータベースは
、所与の状況において最もよく出現するキーワードおよび語句を優先するようになり、こ
れらのキーワードを、特定のキーワードおよび語句を対応する状況と関連付けるデータベ
ース内に含めることができる。
【００９５】
　これらの実施形態のいくつかの変形では、コンテンツ管理システム５３０は、音声駆動
のキーワードルックアップ手段を含み、この手段は、言語発声を検出するときに、音声－
テキスト変換手段を使用して音声をテキストに変換する。コンテンツ管理手段５３０は、
これらの言語発声から生成されたテキストを使用して公開コンテキストデータベースを探
索し、ユーザの現在の地理的位置を識別するのに使用され得るコンテキストを推論する。
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これらの実施形態のいくつかの変形では、キーワードルックアップ手段は、マイクロホン
を使用して環境からキーワードを収集することもでき、かつ／またはユーザが行う通話か
らキーワードを収集することもできる。別のいくつかの変形では、キーワードルックアッ
プ手段は、テキストメッセージ、電子メール、または他の任意の通信手段からの単語を含
む、ユーザがコンテンツ管理システム５３０を使用して送受信する語句からキーワードを
収集することができる。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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