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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線網で移動体装置を用いてコンテントを共用するための、前記移動体装置によって実
施される方法であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と前記移動体装置の間のリンクおよび前記移動
体装置と少なくとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを
活性化し、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置からコンテントを受信し、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信した前記コンテントを、遠隔装置
パラメータを用いてフォーマットし、
　前記フォーマットされたコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置に送信する、
ステップを含み、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中
にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見
せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装置パラメータを受信すること
を更に含む、請求項１記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項１記載のコ
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ンテントを共用する方法。
【請求項４】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項１記載のコンテントを共用する方法。
【請求項５】
　前記コンテントをフォーマットするステップは前記少なくとも１つのコンテントソース
装置から受信したコンテントに、移動体装置が生成したコンテントを追加することを含む
、請求項１記載のコンテントを共用する方法。
【請求項６】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項５記載のコンテントを共用
する方法。
【請求項７】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置から受信することを更
に含む、請求項１記載のコンテントを共用する方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテン
トとを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信することを更に含む、請求項１
記載のコンテントを共用する方法。
【請求項９】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項１
記載のコンテントを共用する方法。
【請求項１０】
　前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置との間のコンテント共用
セッションは短距離の無線接続を用いて確立する、請求項１記載のコンテントを共用する
方法。
【請求項１１】
　無線網を用いてコンテントを共用する機器であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と前記機器の間のリンクおよび前記機器と少な
くとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを活性化する手
段と、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置からコンテントを受信する手段と、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信した前記コンテントを、遠隔装置
パラメータを用いてフォーマットする手段と、
　前記フォーマットされたコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置に送信する手段と
、
を備え、
　前記機器と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中にコン
テントを共用し、共用とはコンテントを前記機器と前記遠隔装置の利用者にほぼ同時に聞
かせるか見せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する機器。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装置パラメータを受信する手段
を更に含む、請求項１１記載のコンテントを共用する機器。
【請求項１３】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置から受信する手段を更
に含む、請求項１１記載のコンテントを共用する機器。
【請求項１４】
　少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテン
トとを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信する手段を更に含む、請求項１
１記載のコンテントを共用する機器。
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【請求項１５】
　前記機器は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項１１記載
のコンテントを共用する機器。
【請求項１６】
　無線網を用いてコンテントを共用する移動体装置であって、
　ユーザ入力を受けて情報を与えるユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ・インターフェースに接続する処理プラットフォームであって、命令を用い
ることにより少なくとも１つのコンテントソース装置と前記移動体装置の間のリンクおよ
び前記移動体装置と少なくとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セ
ッションの活性化を可能にし、前記少なくとも１つのコンテントソース装置からコンテン
トを受信し、前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信したコンテントを遠隔
装置パラメータを用いてフォーマットし、前記フォーマットされたコンテントを前記少な
くとも１つの遠隔装置に送信する処理プラットフォームと、
を備え、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中
にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見
せるかの少なくとも一方の動作を含む、移動体装置。
【請求項１７】
　前記処理プラットフォームは前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装
置パラメータを受信する命令を更に含む、請求項１６記載の移動体装置。
【請求項１８】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項１６記載の
移動体装置。
【請求項１９】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項１６記載の移動体装置。
【請求項２０】
　コンテントの前記フォーマット化は前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受
信したコンテントに、移動体装置が生成したコンテントを追加することを含む、請求項１
６記載の移動体装置。
【請求項２１】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項２０記載の移動体装置。
【請求項２２】
　前記処理プラットフォームは遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠
隔装置から受信する命令を更に含む、請求項１６記載の移動体装置。
【請求項２３】
　前記処理プラットフォームは少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと
遠隔装置が生成したコンテントとを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信す
る命令を更に含む、請求項１６記載の移動体装置。
【請求項２４】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項１
６記載の移動体装置。
【請求項２５】
　前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置との間のコンテント共用
セッションは短距離の無線接続を用いて確立する、請求項１６記載の移動体装置。
【請求項２６】
　無線網で移動体装置を用いてコンテントを共用するために、前記移動体装置によって実
施される方法であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と前記移動体装置の間のリンクおよび前記移動
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体装置と少なくとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを
活性化し、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置が遠隔装置パラメータを用いてフォーマッ
トしたコンテントを前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信し、
　前記フォーマットされたコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置に送信する、
ことを含み、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中
にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見
せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装置パラメータを受信し、また
前記遠隔装置パラメータを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信することを
更に含む、請求項２６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項２８】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項２６記載の
コンテントを共用する方法。
【請求項２９】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項２６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信したフォーマットされたコンテン
トに、移動体装置が生成したコンテントを追加することにより前記フォーマットされたコ
ンテントを処理することを含む、請求項２６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３１】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項３０記載のコンテントを共
用する方法。
【請求項３２】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置から受信することを更
に含む、請求項２６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３３】
　少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテン
トとを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信することを更に含む、請求項２
６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３４】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項２
６記載のコンテントを共用する方法。
【請求項３５】
　前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置との間のコンテント共用
セッションは短距離の無線接続を用いて確立する、請求項２６記載のコンテントを共用す
る方法。
【請求項３６】
　無線網を用いてコンテントを共用する機器であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と前記機器の間のリンクおよび前記機器と少な
くとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを活性化する手
段と、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置が遠隔装置パラメータを用いてフォーマッ
トしたコンテントを前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信する手段と、
　前記フォーマットされたコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置に送信する手段と
、



(5) JP 4733983 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

を備え、
　前記機器と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中にコン
テントを共用し、共用とはコンテントを前記機器と前記遠隔装置の利用者にほぼ同時に聞
かせるか見せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する機器。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装置パラメータを受信し、また
前記遠隔装置パラメータを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信する手段を
更に含む、請求項３６記載のコンテントを共用する機器。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信したフォーマットされたコンテン
トに、機器が生成したコンテントを追加することにより前記フォーマットされたコンテン
トを処理する手段を更に含む、請求項３６記載のコンテントを共用する機器。
【請求項３９】
　前記機器が生成したコンテントは音声である、請求項３８記載のコンテントを共用する
機器。
【請求項４０】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置から受信する手段を更
に含む、請求項３６記載のコンテントを共用する機器。
【請求項４１】
　少なくとも１つの前記機器が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテントとを
前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信する手段を更に含む、請求項３６記載
のコンテントを共用する機器。
【請求項４２】
　前記機器は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項３６記載
のコンテントを共用する機器。
【請求項４３】
　無線網を用いてコンテントを共用する移動体装置であって、
　ユーザ入力を受けて情報を与えるユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ・インターフェースに接続する処理プラットフォームであって、命令を用い
ることにより少なくとも１つのコンテントソース装置と前記移動体装置の間のリンクおよ
び前記移動体装置と少なくとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セ
ッションの活性化を可能にし、前記少なくとも１つのコンテントソース装置が遠隔装置パ
ラメータを用いてフォーマットしたコンテントを前記少なくとも１つのコンテントソース
装置から受信し、前記フォーマットされたコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置に
送信する処理プラットフォームと、
を備え、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中
にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見
せるかの少なくとも一方の動作を含む、移動体装置。
【請求項４４】
　前記処理プラットフォームは前記少なくとも１つの遠隔装置から送信された前記遠隔装
置パラメータを受信し、また前記遠隔装置パラメータを前記少なくとも１つのコンテント
ソース装置に送信する命令を更に含む、請求項４３記載の移動体装置。
【請求項４５】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項４３記載の
移動体装置。
【請求項４６】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項４３記載の移動体装置。
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【請求項４７】
　前記処理プラットフォームは、前記少なくとも１つのコンテントソース装置から受信し
たフォーマットされたコンテントに、移動体装置が生成したコンテントを追加することに
より前記フォーマットされたコンテントを処理する命令を更に含む、請求項４３記載の移
動体装置。
【請求項４８】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項４７記載の移動体装置。
【請求項４９】
　前記処理プラットフォームは遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠
隔装置から受信する命令を更に含む、請求項４３記載の移動体装置。
【請求項５０】
　前記処理プラットフォームは少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと
遠隔装置が生成したコンテントとを前記少なくとも１つのコンテントソース装置に送信す
る命令を更に含む、請求項４３記載の移動体装置。
【請求項５１】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項４
３記載の移動体装置。
【請求項５２】
　前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置との間のコンテント共用
セッションは短距離の無線接続を用いて確立する、請求項４３記載の移動体装置。
【請求項５３】
　無線網で遠隔装置を用いてコンテントを共用するために、前記遠隔装置によって実施さ
れる方法であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装
置と前記遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを活性化するために
、前記移動体装置との間のリンクを確立し、
　前記遠隔装置で使えるように遠隔装置パラメータを用いてフォーマットしたコンテント
を前記少なくとも１つのコンテントソース装置から前記移動体装置を介して受信し、
　前記移動体装置と前記遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中にコンテントを共
用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見せるかの少なくと
も一方の動作を含む、方法。
【請求項５４】
　前記遠隔装置パラメータを前記移動体装置に送信することを更に含む、請求項５３記載
のコンテントを共用する方法。
【請求項５５】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項５３記載の
コンテントを共用する方法。
【請求項５６】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項５３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項５７】
　前記移動体装置を介して受信したコンテントは移動体装置が生成したコンテントを含む
、請求項５３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項５８】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項５７記載のコンテントを共
用する方法。
【請求項５９】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記移動体装置に送信することを更に含む、請求項５
３記載のコンテントを共用する方法。
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【請求項６０】
　無線網を用いてコンテントを共用する機器であって、
　少なくとも１つのコンテントソース装置と移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装
置と前記機器の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを活性化するため、前記
移動体装置との間のリンクを確立する手段と、
　前記機器で使えるように機器パラメータを用いてフォーマットしたコンテントを前記少
なくとも１つのコンテントソース装置から前記移動体装置を介して受信する手段と、
を備え、
　前記移動体装置と前記機器は、前記コンテント共用セッション中にコンテントを共用し
、共用とはコンテントを前記移動体装置と前記機器の利用者にほぼ同時に聞かせるか見せ
るかの少なくとも一方の動作を含む、機器。
【請求項６１】
　前記機器パラメータを前記移動体装置に送信する手段を更に含む、請求項６０記載のコ
ンテントを共用する機器。
【請求項６２】
　移動体装置が生成したコンテントを受信する手段を更に備える、請求項６０記載のコン
テントを共用する機器。
【請求項６３】
　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項６２記載のコンテントを共
用する機器。
【請求項６４】
　機器が生成したコンテントを前記遠隔装置に送信する手段を更に含む、請求項６０記載
のコンテントを共用する機器。
【請求項６５】
　無線網を用いてコンテントを共用する遠隔装置であって、
　ユーザ入力を受けて情報を与えるユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ・インターフェースに接続する処理プラットフォームであって、命令を用い
ることにより少なくとも１つのコンテントソース装置と移動体装置の間のリンクおよび前
記移動体装置と前記遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションの活性化
を可能にするため、前記移動体装置との間のリンクを確立し、前記遠隔装置で使えるよう
に遠隔装置パラメータを用いてフォーマットしたコンテントを前記少なくとも１つのコン
テントソース装置から前記移動体装置を介して受信する処理プラットフォームと、
を備え、
　前記移動体装置と前記遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中にコンテントを共
用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見せるかの少なくと
も一方の動作を含む、遠隔装置。
【請求項６６】
　前記処理プラットフォームは前記遠隔装置パラメータを前記移動体装置に送信する命令
を更に含む、請求項６５記載の遠隔装置。
【請求項６７】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項６５記載の
遠隔装置。
【請求項６８】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項６５記載の遠隔装置。
【請求項６９】
　前記移動体装置を介して受信したコンテントは移動体装置が生成したコンテントを含む
、請求項６５記載の遠隔装置。
【請求項７０】
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　前記移動体装置が生成したコンテントは音声である、請求項６９記載の遠隔装置。
【請求項７１】
　前記処理プラットフォームは遠隔装置が生成したコンテントを前記移動体装置に送信す
る命令を更に含む、請求項６５記載の遠隔装置。
【請求項７２】
　コンテントを共用するために、コンテントソース装置によって実施される方法であって
、
　前記コンテントソース装置と移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装置と少なくと
も１つの一般的な遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを開始する
ために、前記移動体装置とのリンクを確立し、
　前記コンテントソース装置において利用可能なコンテントを前記少なくとも１つの一般
的な遠隔装置で使えるようにフォーマットし、
　前記フォーマットされたコンテントを前記移動体装置に送信する、
ステップを含み、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置は、前記コンテント共用セッ
ション中にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞か
せるか見せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する方法。
【請求項７３】
　前記コンテントは前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置で使えるように遠隔装置パラ
メータを用いてフォーマットする、請求項７２記載のコンテントを共用する方法。
【請求項７４】
　前記移動体装置が送信した前記遠隔装置パラメータを受信することを更に含む、請求項
７３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項７５】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項７３記載の
コンテントを共用する方法。
【請求項７６】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項７２記載のコンテントを共用する方法。
【請求項７７】
　少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテン
トとを前記移動体装置から受信することを更に含む、請求項７２記載のコンテントを共用
する方法。
【請求項７８】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項７
２記載の移動体装置。
【請求項７９】
　前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置との間のコンテント共用
セッションは短距離の無線接続を用いて確立する、請求項７２記載の移動体装置。
【請求項８０】
　無線網を用いてコンテントを共用するための機器であって、
　前記機器と移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装置と少なくとも１つの遠隔装置
の間のリンクを使用するコンテント共用セッションを開始するために、前記移動体装置と
の間のリンクを確立する手段と、
　前記機器で利用可能なコンテントを少なくとも１つの一般的な遠隔装置で使えるように
フォーマットする手段と、
　前記フォーマットされたコンテントを前記移動体装置に送信する手段と、
を備え、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置は、前記コンテント共用セッ
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ション中にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞か
せるか見せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する機器。
【請求項８１】
　前記コンテントは前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置で使えるように遠隔装置パラ
メータを用いてフォーマットする、請求項８０記載のコンテントを共用する機器。
【請求項８２】
　前記移動体装置が送信した前記遠隔装置パラメータを受信することを更に含む、請求項
８１記載のコンテントを共用する機器。
【請求項８３】
　少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと遠隔装置が生成したコンテン
トとを前記移動体装置から受信する手段を更に含む、請求項８０記載のコンテントを共用
する機器。
【請求項８４】
　前記移動体装置は前記少なくとも１つのコンテントソース装置内に統合する、請求項８
０記載のコンテントを共用する機器。
【請求項８５】
　無線網を用いてコンテントを共用するコンテントソース装置であって、
　ユーザ入力を受けるユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ・インターフェースに接続する処理プラットフォームであって、命令を用い
ることにより前記コンテントソース装置と移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装置
と少なくとも１つの遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッションの開始を
可能にするために前記移動体装置との間にリンクを確立し、前記コンテントソース装置で
利用可能なコンテントを少なくとも１つの一般的な遠隔装置で使えるようにフォーマット
し、前記フォーマットされたコンテントを前記移動体装置に送信する処理プラットフォー
ムと、
を備え、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置は、前記コンテント共用セッ
ション中にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞か
せるか見せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントソース装置。
【請求項８６】
　前記コンテントは前記少なくとも１つの一般的な遠隔装置で使えるように遠隔装置パラ
メータを用いてフォーマットする、請求項８５記載のコンテントソース装置。
【請求項８７】
　前記処理プラットフォームは前記移動体装置が送信した前記遠隔装置パラメータを受信
することを更に含む、請求項８６記載のコンテントソース装置。
【請求項８８】
　前記遠隔装置パラメータは省略時パラメータの一般的な集合を含む、請求項８６記載の
コンテントソース装置。
【請求項８９】
　前記コンテントは、ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、
ソフトウエア、オーディオ、ビデオ、およびマルチメディアを含むデータ・フォーマット
の少なくとも１つのグループを含む、請求項８５記載のコンテントソース装置。
【請求項９０】
　前記処理プラットフォームは少なくとも１つの前記移動体装置が生成したコンテントと
遠隔装置が生成したコンテントとを前記移動体装置から受信することを更に含む、請求項
８５記載のコンテントソース装置。
【請求項９１】
　前記移動体装置は前記コンテントソース装置内に統合する、請求項８５記載のコンテン
トソース装置。
【請求項９２】
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　前記移動体装置と前記コンテントソース装置との間のコンテント共用セッションは短距
離の無線接続を用いて確立する、請求項８５記載のコンテントソース装置。
【請求項９３】
　無線網を用いてコンテントを共用する方法であって、
　移動体装置と少なくとも１つのコンテントソース装置との間にリンクを確立し、前記移
動体装置と少なくとも１つの遠隔装置との間にリンクを確立して、コンテント共用セッシ
ョンを活性化し、
　少なくとも１つの遠隔装置で使えるように遠隔装置パラメータを用いてコンテントをフ
ォーマットし、
　コンテントを前記少なくとも１つのコンテントソース装置から前記移動体装置に送信し
、
　コンテントを前記移動体装置から少なくとも１つの遠隔装置に送信し、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記コンテント共用セッション中
にコンテントを共用し、共用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見
せるかの少なくとも一方の動作を含む、コンテントを共用する方法。
【請求項９４】
　前記フォーマットするステップは前記コンテントソース装置が行う、請求項９３記載の
コンテントを共用する方法。
【請求項９５】
　前記フォーマットするステップは前記移動体装置が行う、請求項９３記載のコンテント
を共用する方法。
【請求項９６】
　前記移動体装置から前記少なくとも１つの遠隔装置に送信するコンテントは前記コンテ
ントソース装置からのコンテントと前記移動体装置が生成したコンテントとを含む、請求
項９３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項９７】
　遠隔装置が生成したコンテントを前記少なくとも１つの遠隔装置から少なくとも１つの
前記移動体装置と前記少なくとも１つのコンテントソース装置とに送信することを更に含
む、請求項９３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項９８】
　移動体装置が生成したコンテントを前記移動体装置から前記少なくとも１つのコンテン
トソース装置に送信することを更に含む、請求項９３記載のコンテントを共用する方法。
【請求項９９】
　無線コンテント共用システムであって、
　無線信号を送信および受信することのできる少なくとも１つのコンテントソース装置と
、
　前記少なくとも１つのコンテントソース装置に接続して前記コンテントソース装置との
間で無線信号を送信および受信することのできる移動体装置と、
　前記移動体装置に接続して前記移動体装置との間で無線信号を送信および受信すること
のできる少なくとも１つの遠隔装置と、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置との間で無線信号を送信および受信す
ることのできる無線網と、
を備え、
　コンテントをフォーマットして前記少なくとも１つのコンテントソース装置から前記少
なくとも１つの遠隔装置に前記移動体装置を介して送信し、
　前記移動体装置と前記少なくとも１つの遠隔装置は、前記少なくとも１つのコンテント
ソース装置と前記移動体装置の間のリンクおよび前記移動体装置と前記少なくとも１つの
遠隔装置の間のリンクを使用するコンテント共用セッション中にコンテントを共用し、共
用とはコンテントを両装置の利用者にほぼ同時に聞かせるか見せるかの少なくとも一方の
動作を含む、無線コンテント共用システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（背景技術）
　無線通信装置は高いデータ・レートに向かって絶えず進んでいる。最近まで回路交換接
続のレートの基本は約９．６Ｋｂｐｓであったが、これは急速に高くなっている。グロー
バル・パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）などのパケット交換接続は２８．８Ｋｂｐｓ以
上になるであろう。グローバル展開用高度データ・レート（ＥＤＧＥ）やユニバーサル移
動体電気通信システム（ＵＭＴＳ）などの新しい技術では、データ・レートは３８４Ｋｂ
ｐｓを超えて更にそれ以上に進むであろう。
【０００２】
　かかる高いデータ・レートでは、無線通信装置を用いて多くの種類のコンテント（ウエ
ブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、ソフトウエア、オーディオ
、ビデオ、またはマルチメディアなど）を送信および受信することが可能になる。無線イ
ンターネットの概念は、オーディオ、ビデオ、マルチメディア、その他の情報をかかる高
いデータ・レートを備える通信装置でストリーミングすることにより魅力的になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　必要なことは、無線通信装置を有するユーザがかかる高いデータ・レートを利用して、
パーソナル・コンピュータやラップトップなどの装置上に存在するコンテントを、無線通
信装置を有する他のユーザと共用することのできる方法と装置とである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、コンテントソース（ｓｏｕｒｃｅ）装置と遠隔装置との間でコンテントを共
用する方法と装置とを提供する。コンテントソース装置は、無線網を用いて遠隔装置と通
信する移動体装置に接続する。移動体装置は、遠隔装置とのコンテントの共用を促進する
のに用いる。遠隔装置と共用するコンテントは、遠隔装置が使えるようにコンテントソー
ス装置または移動体装置がフォーマットする。本発明は、コンテントを供給するコンテン
トソース装置と、コンテントの共用を促進する移動体装置と、コンテントを受信する遠隔
装置とを含む無線コンテント共用システムを提供する。
【０００５】
　移動体装置は、コンテントソース装置と遠隔装置とのコンテント共用セッションを活性
化する。移動体装置はコンテントをコンテントソース装置から受信し、このコンテントを
遠隔装置で使えるようにフォーマットし、無線網を用いてコンテントを遠隔装置に送信す
る。または、コンテントは移動体装置に送る前にコンテントソース装置でフォーマットし
てよい。遠隔装置は移動体装置とのコンテント共用セッションを活性化する。次に、遠隔
装置は自分が使用できるようにフォーマットされたコンテントを、移動体装置を介して無
線網を用いてコンテントソース装置から受信する。コンテントソース装置は移動体装置と
のコンテント共用セッションを開始する。次に、コンテントソース装置は利用可能なコン
テントをフォーマットして、コンテントを移動体装置に送信する前に一般の遠隔装置がコ
ンテントを使えるようにする。
【実施例】
【０００６】
（本発明を実施する最良のモード）
　理解されるように、本発明はここに開示する例示的な実施の形態に限定されるものでは
ない。図１は、本発明の１つの実施の形態に係る無線コンテント共用システム内の装置の
一般的な構成の一例である。無線コンテント共用システム１００はコンテントソース装置
１０２、移動体装置１０４、無線網システム１０６、および遠隔装置１０８を含んでよい
。ここで開示する無線コンテント共用システム１００により、移動装置１０４のユーザは
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コンテントソース装置１０２で利用可能なコンテントを、無線網システム１０６を介して
遠隔装置１０８のユーザと共用することができる。
【０００７】
　移動体装置１０４は、無線網システム１０６により信号を送信および受信することので
きる任意の種類の通信装置でよい。これは、従来の装置（携帯電話、パーソナル通信シス
テム、パーソナル・データ・アシスタント、従来型のラップトップ、パームトップ・コン
ピュータまたは無線電話トランシーバを含む他の同様な装置など）を含んでよい。移動体
装置１０４は無線網システム１０６により遠隔装置１０８と通信する。無線網１０６は任
意の種類の通信システムでよい。例えば、移動体用グローバル・システム（ＧＳＭ）標準
に従って動作し、一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）を用いまたは広帯域符号分割多
元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）を用いてデータ・パケットを送信および受信する無線システムな
どである。遠隔装置１０８は移動体装置１０４と同様の機能を有し、任意の数の上に述べ
た従来のまたは他の装置を含んでよい。
【０００８】
　移動体装置１０４はコンテントソース装置１０２に接続する。装置１０２と１０４とは
任意の数の有線または無線の方法を用いて接続してよい。例えば、この２つの装置は直列
ケーブル（ＲＳ－２３２）またはユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ケーブルを用
いる有線接続を有してもよいし、または短距離の無線ブルートゥースまたはＩｒＤＡ接続
などの無線接続を有してもよい。一例としてこの実施の形態では、この技術で理解される
ようにコンテントソース装置１０２と移動体装置１０４とはブルートゥース無線接続を用
いて接続して通信する。コンテントソース装置１０２はコンテントを作成し、生成し、記
憶し、またこのコンテントを移動体装置１０４（パーソナル・コンピュータ、ラップトッ
プ、ビデオ・カメラ、ゲーム卓、音楽キオスクなど）に送信することのできる任意の種類
の装置でよい。コンテントは、作成しまたは生成することのできる任意の種類の情報また
はデータ（ウエブ・ページ、画像、音楽、音声、テキスト、グラフィックス、ソフトウエ
ア、オーディオ、ビデオ、またはマルチメディアなど）でよい。
【０００９】
　ここに述べる実施の形態はコンテントが主としてコンテントソース装置から遠隔装置に
向かって一方向に送信される場合を示すが、電気通信およびコンピュータ技術の当業者が
容易に理解するように、各装置（コンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置）
は無線コンテント共用システム内の任意の他の装置に送信されるコンテントを作成し、生
成し、および／または記憶してよい。したがって、コンテントソース装置が送信するコン
テントの他に、本発明の１つの実施の形態は「移動体が生成するコンテント」および／ま
たは「遠隔装置が生成するコンテント」を含んでよく、これらは無線コンテント共用シス
テム内の種々の装置の間で送信および受信され、装置のユーザは完全に対話的にコンテン
ト共用体験を持つことができる。
【００１０】
　ここに説明する本発明は、コンテントソース装置１０２、移動体装置１０４、および遠
隔装置１０８内で、これらの装置が特定のタスクを実行するための一連の命令を含むアプ
リケーション・ソフトウエアを用いて実現してよい。各装置は命令と結合して、本発明を
実行する手段を形成する。
【００１１】
　図２は、本発明の１つの実施の形態に係る複数の遠隔装置を有する無線コンテント共用
システムを示す。図２に示す無線コンテント共用システム２００は図１に示す実施の形態
と同様であるが、無線コンテント共用システム２００は移動体装置２０４のユーザがコン
テントソース装置２０２からのコンテントを複数の遠隔装置と共用してよいことを示す。
図２に示すように、移動体装置２０４から無線網システム２０６によりコンテントを遠隔
装置２０８、２１０、２１２に送信してよい。図1または図２に示していないが、当業者
が容易に理解するように、本発明の無線コンテント共用システム１００および２００は複
数のコンテントソース装置を用いてそれぞれがコンテントを移動体装置に送信するものも
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含んでよい。
【００１２】
　図３は、本発明の１つの実施の形態に係る、無線装置をコンテントソース装置内に統合
したコンテントソース装置を有する無線コンテント共用システムを示す。図３に示す無線
コンテント共用システム３００は図１に示す実施の形態と同様である。無線コンテント共
用システム３００はコンテントソース装置に組み込まれた統合無線装置３０４を有するコ
ンテントソース装置３０２を含み、無線網システム３０６により信号を送信および受信し
て遠隔装置３０８と通信する。
【００１３】
　図４は、本発明の１つの実施の形態に係る、無線コンテント共用システムを実現するた
めにアプリケーション・ソフトウエアでプログラムされたパーソナル・コンピュータ・シ
ステムの形のコンテントソース装置を示す。システム・バス４０２は主な構成要素を相互
接続する。このシステムは、システムの中央処理ユニット（ＣＰＵ）として動作するプロ
セッサ４０４が制御する。システム・メモリ４０６は一般に、リードオンリー・メモリ（
ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）などの複数の種類のメモリまたはメモ
リ領域に分割される。複数の標準入出力（Ｉ／Ｏ）アダプタまたは装置４０８がある。一
般的なシステムは任意の数のかかる装置を有してよいが、簡単のためにここでは４個だけ
を示す。これらは、固定ディスク・ドライブ４１０や着脱可能なメディア光ドライブ４１
２を含む種々の装置に接続する。この光ドライブは、４１４で示すコンパクト・ディスク
（ＣＤ）やディジタル・ビデオ・ディスク（ＤＶＤ）などの書込み可能および読取り専用
の光ディスクを受け付ける。
【００１４】
　無線コンテント共用を含む種々の機能を実現するアプリケーション・ソフトウエア命令
４１６は固定ディスク４１０に記憶する。システムの動作中に、命令を部分的にメモリ４
０６にロードして、プロセッサ４０４で実行する。装置全体の動作を制御するプロセッサ
４０４とメモリ４０６とをまとめて、ここではコンテントソース装置の「処理プラットフ
ォーム」と呼んでよい。本発明のいくつかの態様は、ハードウエアを制御するアプリケー
ション・ソフトウエアによりいくつかの実施の形態で実現される。固定ディスク４１０、
または光ドライブ４１２に挿入された光ディスク４１４との間でコンテントの読取りおよ
び書込みを行う。
【００１５】
　別のＩ／Ｏ装置は特殊な機能を有する。本発明の全部または一部を実現するパーソナル
・コンピュータ・システムは、網４２０にまたは短距離の無線ブルートゥース・インター
フェース４２２に接続するための通信（ＣＯＭ）アダプタ４１８の形の入出力装置を含ん
でよい。網またはブルートゥース・インターフェースは、本発明を実現するソフトウエア
を転送するのにまたは遠隔装置ユーザとコンテントを共用するのに用いてよい。ディスプ
レイ４２４とキーボード４２６も接続する。ユーザ入力を受けるキーボード４２６は、こ
こではコンテントソース装置の「ユーザ・インターフェース」と呼んでよい。かかるアダ
プタは全て、離散的なハードウエアではなく機能要素と考えるべきである。パーソナル・
コンピュータ・システムは１つの回路板上に実現される全部または一部のアダプタ・エン
ティティを有してよい。
【００１６】
　注意したいのは、図４のシステムは単なる一例ということである。種々の汎用コンピュ
ータ・システムや他の同様の装置が利用可能であって、用いることができる。利用可能な
システムは、マイクロソフトのウインドウズ（登録商標）（Ｗｉｎｄｏｗｓ）、ユニック
ス（登録商標）（ＵＮＩＸ）の種々のバージョン、リナックス（登録商標）（ＬＩＮＵＸ
）の種々のバージョン、アップルのマック（登録商標）（Ｍａｃ）ＯＳの種々のバージョ
ンなどのオペレーティング・システムを走らせるものを含んでよい。
【００１７】
　本発明のアプリケーション・ソフトウエア要素はハードウエアおよび／またはソフトウ
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エア（ファームウェア、常駐ソフトウエア、マイクロ・コードなどを含む）で実現してよ
い。上に示したように、本発明はアプリケーション・ソフトウエアの形をとってよい。こ
れは、装置によりまたは装置に関して使えるように、媒体内で実現されるコンピュータ使
用可能なまたはコンピュータ読取り可能な命令すなわち「コード」を有するコンピュータ
使用可能なまたはコンピュータ読取り可能な記憶媒体で実現してよい。かかる媒体を図４
に光ディスクと固定ディスクとで示す。
【００１８】
　この明細書の文脈では、コンピュータ使用可能なまたはコンピュータ読取り可能な媒体
は、機器または装置によりまたはこれに関して使えるように、ソフトウエアを、含み、記
憶し、通信し、伝播し、転送することのできる任意の媒体でよい。コンピュータ使用可能
なまたはコンピュータ読取り可能な記憶媒体は、例えば、電気的、磁気的、光学的、電磁
的、赤外的、または半導体の、システム、機器、装置、またはインターネットなどの伝播
媒体でよいが、これらに限られるわけではない。注意したいのは、コンピュータ使用可能
なまたはコンピュータ読取り可能な媒体はソフトウエアをその上にプリントする紙または
その他の適当な媒体でもよいことである。なぜなら、ソフトウエアは紙またはその他の媒
体を例えば光で走査することにより電気的に捕捉し、これを適当な方法でコンパイルし、
翻訳し、またはその他の処理を行うことができるからである。図４に示すアプリケーショ
ン・ソフトウエアとハードウエアとはいくつかの例示の実施の形態での機能を実行する種
々の手段を形成する。
【００１９】
　図５は、本発明の１つの実施の形態に係る、無線コンテント共用システムを実現するた
めにアプリケーション・ソフトウエアでプログラムされた移動体通信装置の形の移動体装
置または遠隔装置のブロック図である。この図は移動体装置１０４または遠隔装置１０８
（図１に示す）の一例を示す。本発明は、無線網システムにより信号を送信また受信する
ことのできる他の種類の通信装置でも同様に機能する。
【００２０】
　図５に示すように、移動体通信装置は、無線ブロック５０２、ベースバンド論理ブロッ
ク５０４、主プロセッサおよび制御論理ブロック５０６、およびオーディオ・インターフ
ェース・ブロック５０８を含む。この技術で理解されるように、無線ブロック５０２内で
、受信および送信する情報を種々のキャリア・タイプの無線周波数（ＲＦ）に変換し、ベ
ースバンドまたは中間周波数回路を用いて濾波する。この装置のアンテナ装置５１０は無
線ブロック５０２に接続する。この技術で理解されるように、ベースバンド論理ブロック
５０４内で基本的な信号処理（例えば、同期化、チャンネル符号化、復号、およびバース
ト・フォーマット化）を行う。オーディオ・インターフェース・ブロック５０８は音声だ
けでなくアナログ・ディジタル（Ａ／Ｄ）処理やディジタル・アナログ（Ｄ／Ａ）処理を
行う。また、マイクロホン５１２を通して入力を受け、スピーカ５１４を通して出力を出
す。
【００２１】
　移動体通信装置は、ブルートゥース・ベースバンド論理ブロック５２６およびブルート
ゥースＲＦブロック５２８を用いて短距離で無線信号を送信および受信する機能を含んで
よい。この技術で理解されるように、ブルートゥースＲＦブロック５２８内で、受信およ
び送信する情報をブルートゥース標準を用いて無線周波数（ＲＦ）に変換する。短距離ア
ンテナ５３０はブルートゥースＲＦブロック５２８に接続する。この技術で理解されるよ
うに、ブルートゥース・ベースバンド論理ブロック５２６内で、基本的な信号の処理、例
えば、同期化、チャンネル符号化、復号、およびバースト・フォーマット化を行う。
【００２２】
　主プロセッサおよび制御論理ブロック５０６は上に述べたブロックを調整し、またキー
パッドなどの入力５１６と、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのディスプレイ５１８とを
制御するのに重要な役割を演じる。ユーザ入力を受けたり情報を出力したりするマイクロ
ホン５１２、スピーカ５１４、入力５１６、ディスプレイ５１８を、ここではまとめてま
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たは別個に、移動体装置または遠隔装置の「ユーザ・インターフェース」と呼んでよい。
また主プロセッサおよび制御論理ブロック５０６は、１個以上のマイクロプロセッサまた
はディジタル信号処理プロセッサを用いて上に述べた送受信ブロックの機能を指示し制御
する。
【００２３】
　加入者識別モジュール（ＳＩＭ）５２０も含んで、図に示すように主プロセッサおよび
制御論理ブロックに接続してよい。主メモリ５２２も含む。本発明を実現するのに必要な
アプリケーション・ソフトウエアおよび命令５２４はＳＩＭ５２０または主メモリ５２２
内に記憶してよく、主プロセッサおよび制御論理ブロック５０６を通してこれにより装置
の動作を制御する。装置の全体の動作を制御するプロセッサとメモリとを、ここではまと
めて移動体装置または遠隔装置の「処理プラットフォーム」と呼んでよい。本発明のいく
つかの態様は、いくつかの実施の形態でハードウエアを制御するアプリケーション・ソフ
トウエアにより実現される。分かりやすくするために、主プロセッサ、制御論理、メモリ
、およびＳＩＭの間の相互接続を示しているが、これは内部バスであることが多い。
【００２４】
　ここに説明する無線コンテント共用システムの一例として、図６は２ユーザの間のコン
テント共用セッションの１つの実施の形態を示すブロック図を示す。まず、コンテント・
ユーザはコンテントソース装置と対話する、６０２。コンテント・ユーザは、コンテント
ソース装置のコンテントを遠隔ユーザと共用することを決定する、６０４。コンテント・
ユーザは遠隔ユーザと接触し、６０６、両ユーザはここに開示する発明を用いてコンテン
ト共用セッションを活性化する、６０８。コンテント・ユーザと遠隔ユーザとは対話型の
コンテント共用セッションを行い、６１０、最後にセッションを終了する、６１２。
【００２５】
　上のプロセスの実際の例として、コンテント・ユーザが自分のゲーム装置で新しいビデ
オ・ゲームをしている場合を考える。コンテント・ユーザはこのゲームの「エキスパート
」である友人を有し、助言および／または指導を受けたいとする。コンテント・ユーザは
コンテント・ユーザの無線装置とコンテント・ユーザのゲーム装置との間の接続を確立す
る。次に、コンテント・ユーザはコンテント・ユーザの無線装置を用いて友人と接触する
。コンテント・ユーザと友人とはコンテント共用セッションを活性化する。ゲーム装置と
コンテント・ユーザの無線装置との間のブルートゥース接続を用いてゲームのビジュアル
およびオーディオの属性をゲーム装置からコンテント・ユーザの無線装置に送り、そして
友人の無線装置に送る。
【００２６】
　コンテント共用セッション中は常に、コンテント・ユーザと友人とはコンテントを共用
するのに加えて、標準のオーディオ・リンクを用いて互いに通信してよい。このプロセス
で実際に起こるのは、遠隔ユーザはコンテント・ユーザがゲーム内の「どこに」いるかを
見ることができることと、両ユーザは互いに通信することができることである（「君はい
ま地下の川のレベル１２にいるね」）。両ユーザは情況を話し合い、遠隔ユーザは例えば
「左側のパワーをもっと増やした方がいい」などのフィードバックを与えることができる
。コンテント・ユーザがこの情報に従って活動すると、コンテント・ユーザの活動は遠隔
ユーザに送られる。このようにして、両ユーザはゲーム体験を共有する。
【００２７】
　図６に示すプロセスの別の例として、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ無線装置を持つコンテント・ユ
ーザが、地方の楽器店で現在聴いている歌を友人と共用したい場合を考える。この楽器店
はポートを持つキオスクを有し、コンテント・ユーザは無線装置のプラグをキオスクに差
し込んで、他の人と歌を共用することができる。コンテント・ユーザは同じようにＧＳＭ
／ＧＰＲＳ無線装置を有する友人に電話をかけ、そしてその友人とコンテント共用セッシ
ョンを活性化する。歌はキオスクからコンテント・ユーザの無線装置に送られ、ＭＰ３フ
ォーマットにフォーマットされる。次に、歌は装置のＧＰＲＳリンクを用いて友人の無線
装置に送られる。全プロセスの間、コンテント・ユーザと友人とはＧＳＭリンクでも通信
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することができる。ＧＳＭ音声と、ＧＰＲＳで送られたＭＰ３オーディオとを受信して友
人の無線装置内で「混合する」ので、友人は歌を聴きながら会話することができる。この
体験は、同じ部屋の中にいて一緒に歌を聴くのとほとんど同じである。
【００２８】
　ここに説明した実施の形態は主としてコンテントがコンテントソース装置から遠隔装置
に向かって一方向に送信される場合を示すが、電気通信およびコンピュータ技術の当業者
が容易に認識するように、コンテントやその他の命令を種々の装置の間に双方向に送信し
て装置ユーザの間でコンテントを共用することが可能であり、ユーザは完全に対話的にコ
ンテント共用体験をすることができる。前に述べたように、本発明はここに開示された例
示的な実施の形態に限定されるものではない。
【００２９】
　図７、１１、１４のメッセージ流れ図は本発明で説明する方法と装置の使用の概要を示
す。図７は、コンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置の間のメッセージの流
れを示す。コンテント・ユーザはコンテントソース装置と移動体装置とにアクセスするこ
とができる。遠隔ユーザは遠隔装置にアクセスすることができる。まず、コンテント・ユ
ーザと遠隔ユーザとは何らかの形の通信を用いて互いに接触する。７０２は両者が電話を
かけて互いに接触する場合を示す。両者は短メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージ
を互いに送ってもよいし、単に所定の時刻にコンテント共用セッションに入ることに予め
合意しておいてもよい。
【００３０】
　両者がコンテント共用セッションを開始することに合意した後、コンテント・ユーザは
移動体装置でコンテント共用セッションを活性化する、７０４。この時点で、移動体装置
はコンテントソース装置と共用セッションを開始する、７０６。コンテント・ユーザが移
動体装置でコンテント共用セッションを活性化すると同時にまたはそのすぐ後に、遠隔ユ
ーザは遠隔装置でコンテント共用セッションを活性化する、７０８。コンテント共用セッ
ションを活性化するには、装置のボタンを押したり、メニューの選択項目を選んだり、音
声コマンドまたは任意の他の同様な手段を用いたりする。遠隔装置でコンテント共用セッ
ションを活性化すると、遠隔装置で使えるようにするために、遠隔装置はコンテントをフ
ォーマットするのに必要ないくつかの遠隔装置パラメータを移動体装置に送る、７１０。
【００３１】
　遠隔装置パラメータは、種々の遠隔装置に特有の情報（装置のタイプ、装置のモデルな
ど）や、種々のコンテント、ディスプレイ、またはオーディオ処理機能（スクリーン・サ
イズ、リフレッシュ・レート、カラー対グレイスケール機能、Ｇ－ＭＩＤＩサポートなど
）を含んでよい。装置のタイプは、遠隔装置の特定の機能を識別するルックアップ・テー
ブルを用いてコンテントをフォーマットするのに用いてよい。例えば、タイプ１０の遠隔
装置は、フル・モーション・ディジタル・ビデオをサポートしまたフルＭＩＤＩステレオ
・オーディオを有する１０２４ｘ１０２４画素の６４Ｋｂのカラー・ディスプレイでよい
。
【００３２】
　次に、移動体装置とコンテントソース装置とは両装置の間のリンクを交渉して共用セッ
ションを初期化する、７１２。すぐその後にまたはこれと同時に、移動体装置と遠隔装置
も両装置の間のリンクを交渉して共用セッションを初期化する、７１４。次にコンテント
ソース装置はコンテント・ユーザが選択したコンテントを移動体装置に向けて送信を開始
する、７１６。移動体装置はコンテントソース装置からのコンテントを、前に遠隔装置が
移動体装置に送った遠隔装置パラメータを用いてフォーマットする、７１８。遠隔装置で
使えるようにコンテントをフォーマットすると、移動体装置はこれを遠隔装置に送信する
、７２０。図７に示すメッセージの流れは単なる例示である。本発明を実施するのに必要
な事象の正確なタイミングとシーケンスは当業者に理解されよう。
【００３３】
　図８、９Ａ、９Ｂ、１０は、図７のメッセージ流れ図に示す事象を促進するコンテント
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ソース装置、移動体装置、および遠隔装置のプロセスを示す流れ図である。図８は、本発
明を実行するためのコンテントソース装置プロセスの１つの実施の形態を示す流れ図であ
る。図８に示すプロセスでは、遠隔装置に送信するコンテントを移動体装置がフォーマッ
トする。プロセスはステップ８０２で始まり、共用セッションを開始したかどうか判定す
る。共用セッションを開始するまでプロセスはループ内に留まる。共用セッションを開始
するとプロセスはステップ８０４に進み、コンテントソース装置は移動体装置とリンクを
交渉（ネゴシエート）する。
【００３４】
　ステップ８０６で、コンテントソース装置は移動体装置とのリンクが確立されたかどう
か判定する。リンクがまだ確立されていない場合は、ステップ８０８でコンテントソース
装置は移動体装置とリンクを再交渉する。ステップ８１０で、コンテントソース装置は移
動体装置とのリンクが確立されたかどうか再び判定する。コンテントソース装置が移動体
装置とリンクを交渉することができない場合は、ステップ８１２でコンテントソース装置
はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する。
【００３５】
　ステップ８０６または８１０でコンテントソース装置と移動体装置との間にリンクが確
立されるとプロセスはステップ８１４に進み、コンテントソース装置は移動体装置に送信
するコンテントの処理を開始する。図８に示すプロセスを実施するのに用いられるアプリ
ケーション・ソフトウエアにより、ユーザは一般的な遠隔装置用の省略時パラメータを定
義してよい。これは遠隔装置が用いるコンテントをフォーマットするのに用いるものであ
る。省略時パラメータは、種々のディスプレイおよびオーディオ処理機能（スクリーン・
サイズ、リフレッシュ・レート、カラー対グレイスケール機能、Ｇ－ＭＩＤＩサポートな
ど）を含んでよい。ステップ８１６で、ユーザが定義した省略時パラメータに従ってコン
テントをフォーマットする。次にステップ８１８で、コンテントを移動体装置に送信する
。
【００３６】
　ステップ８２０で、コンテントソース装置はコンテントを移動体装置に送信できたかど
うか判定する。コンテントが送信できなかった場合は、ステップ８２２で、コンテントソ
ース装置はコンテントを移動体装置に再送信する。ステップ８２４で、コンテントソース
装置はコンテントを移動体装置に送信できたかどうか再び判定する。コンテントソース装
置がコンテントを移動体装置に送信できない場合は、ステップ８１２でコンテントソース
装置はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する。ステップ８２６で、コンテント
ソース装置はコンテント共用セッションを終了するまでコンテントを処理し、フォーマッ
トし、送信する。
【００３７】
　注意したいのは、本発明は上に説明したコンテントソース装置プロセスの実施の形態に
限定されないことである。正確なプロセスは、用いるコンテントソース装置、移動体装置
、および遠隔装置に従って変わってよい。電気通信およびコンピュータ技術の当業者が容
易に認識するように、コンテントソース装置プロセスについて上に説明したステップは、
変更したり、順序を変えたり、ここに開示していないステップを追加したりしてよく、本
発明は上のプロセスに限定されない。
【００３８】
　図９Ａおよび図９Ｂは、本発明を実行するための移動体装置プロセスの１つの実施の形
態を示す流れ図である。図９Ａおよび図９Ｂに示すプロセスでは、遠隔装置に送信するコ
ンテントは移動体装置がフォーマットし、移動体装置と遠隔装置との間の共用セッション
は遠隔装置のユーザが遠隔装置内で開始する。図９Ａは、移動体装置共用セッションを開
始するステップ９０２で始まるプロセスを示す。次にステップ９０４で、移動体装置はコ
ンテントソース装置と共用セッションを開始する。
【００３９】
　次にステップ９０６で、移動体装置は遠隔装置パラメータを受信する。これは、コンテ
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ントソース装置から受信したコンテントを遠隔装置で使えるように移動体装置がフォーマ
ットするのに用いるものである。ステップ９０８で、移動体装置は移動体装置が遠隔装置
パラメータを受信したかどうか判定する。移動体装置が遠隔装置パラメータを受信しなか
った場合は、ステップ９１０で移動体装置は遠隔装置パラメータを再び受信する。ステッ
プ９１２で、移動体装置は遠隔装置パラメータを受信したかどうか再び判定する。移動体
装置が遠隔装置パラメータを遠隔装置から受信しなかった場合は、ステップ９１４で移動
体装置はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する。
【００４０】
　移動体装置が遠隔装置パラメータを遠隔装置から受信するとプロセスはステップ９１６
に進み、移動体装置はコンテントソース装置とリンクを交渉する。ステップ９１８で、移
動体装置はコンテントソース装置とのリンクが確立されたかどうか判定する。リンクが確
立されていない場合は、ステップ９２０で移動体装置はコンテントソース装置とリンクを
再交渉する。ステップ９２２で、移動体装置はコンテントソース装置とのリンクが確立さ
れたかどうか再び判定する。移動体装置がコンテントソース装置とリンクを交渉できない
場合は、ステップ９１４で移動体装置はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する
。
【００４１】
　移動体装置とコンテントソース装置との間にリンクが確立された場合はプロセスはステ
ップ９２４に進み、移動体装置は遠隔装置とリンクを交渉する。ステップ９２６で、移動
体装置は遠隔装置とのリンクが確立されたかどうか判定する。リンクが確立されていない
場合は、ステップ９２８で移動体装置は遠隔装置とリンクを再交渉する。ステップ９３０
で、移動体装置は遠隔装置とのリンクが確立されたかどうか再び判定する。移動体装置が
遠隔装置とリンクを交渉できない場合は、ステップ９１４で移動体装置はエラー・メッセ
ージを送り、プロセスを終了する。移動体装置プロセスは図９Ｂに示すように続く。
【００４２】
　図９Ｂは移動体装置プロセスの残りの部分を示す。移動体装置がコンテントソース装置
と遠隔装置の両方とのリンクを確立すると、プロセスはステップ９３２に進み、移動体装
置はコンテントソース装置からコンテントを受信する。ステップ９３４で、移動体装置は
コンテントソース装置から受信したコンテント内に誤りがあるかどうか判定する。誤りが
ある場合にどれを受け付けてよいかの判定はこの技術で理解されており、本発明を制限す
るものではない。コンテント内に誤りがある場合は、ステップ９３６で移動体装置はコン
テントの一部または全部の再送信を要求する。ステップ９４０で、移動体装置は再送信の
後でコンテント内に誤りがあるかどうか判定する。コンテント内に誤りを持つコンテント
を移動体装置がコンテントソース装置から再び受信した場合は、ステップ９４２で移動体
装置はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する。
【００４３】
　移動体装置がコンテントソース装置からのコンテントの受信に成功すると、ステップ９
４４で移動体装置は遠隔装置に送信するためにコンテントを処理しフォーマットする。移
動体装置は遠隔装置から前に受信した遠隔装置パラメータを用いて、コンテントをフォー
マットする方法を決定する。コンテントの処理中に、移動体装置が生成したコンテントを
コンテントソース装置から受信したコンテントに追加してよい。コンテントのフォーマッ
トが終わると、ステップ９４６で移動体装置はコンテントを遠隔装置に送信する。移動体
装置は移動体装置が生成した任意のコンテントを、コンテントソース装置から受信したコ
ンテントと共に送信してもよいし、別個に送信してもよい。
【００４４】
　ステップ９４８で、移動体装置はコンテントを遠隔装置に送信できたかどうか判定する
。コンテントを送信できなかった場合は、ステップ９５０で移動体装置はコンテントを遠
隔装置に再送信する。ステップ９５２で、移動体装置はコンテントを遠隔装置に送信でき
たかどうか再び判定する。移動体装置がコンテントを遠隔装置に送信することができない
場合は、ステップ９４２で移動体装置はエラー・メッセージを送り、プロセスを終了する
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。ステップ９５４で、移動体装置はコンテントを受信し、誤りをチェックし、処理し、フ
ォーマットし、送信する活動を、コンテント共用セッションを終了するまで続ける。
【００４５】
　注意したいのは、本発明は上に説明した移動体装置プロセスの実施の形態に限定されな
いことである。正確なプロセスは、用いるコンテントソース装置、移動体装置、および遠
隔装置に従って変わってよい。電気通信およびコンピュータ技術の当業者が容易に認識す
るように、移動体装置プロセスについて上に説明したステップは、変更したり、順序を変
えたり、ここに開示していないステップを追加したりしてよく、本発明は上のプロセスに
限定されない。
【００４６】
　図１０は本発明を実行するための遠隔装置プロセスの１つの実施の形態を示す流れ図で
ある。図１０に示すプロセスでは、遠隔装置のユーザが遠隔装置内で共用セッションを開
始する。プロセスはステップ１００２で始まり、遠隔装置内で共用セッションを開始する
。共用セッションを開始すると、ステップ１００４で遠隔装置は前に述べた遠隔装置パラ
メータを移動体装置に送る。
【００４７】
　遠隔装置が遠隔装置パラメータを送信するとプロセスはステップ１００６に進み、遠隔
装置は移動体装置とリンクを交渉する。ステップ１００８で、遠隔装置は移動体装置との
リンクが確立されたかどうか判定する。リンクが確立されていない場合は、ステップ１０
１０で遠隔装置は移動体装置とリンクを再交渉する。ステップ１０１２で、遠隔装置は移
動体装置とのリンクが確立されたかどうか再び判定する。遠隔装置が移動体装置とリンク
を交渉できない場合は、ステップ１０１４で遠隔装置はエラー・メッセージを送り、プロ
セスを終了する。
【００４８】
　遠隔装置が移動体装置とのリンクを確立するとプロセスはステップ１０１６に進み、遠
隔装置はコンテントを移動体装置から受信する。ステップ１０１８で、遠隔装置は移動体
装置から受信したコンテント内に誤りがあるかどうか判定する。誤りがある場合にどれを
受け付けてよいかの判定はこの技術で理解されており、本発明を制限するものではない。
コンテント内に誤りがある場合は、ステップ１０２０で遠隔装置はコンテントの一部また
は全部の再送信を要求する。ステップ１０２２で、遠隔装置は再送信の後でコンテント内
に誤りがあるかどうか判定する。コンテント内に誤りを持つコンテントを遠隔装置が移動
体装置から再び受信した場合は、ステップ１０１４で遠隔装置はエラー・メッセージを送
り、プロセスを終了する。
【００４９】
　遠隔装置が移動体装置からのコンテントの受信に成功すると、ステップ１０２４で遠隔
装置はコンテントを処理する。コンテントの処理は任意の数のタスクを含んでよい。例え
ば、音楽、音声、オーディオ、ビデオ、またはマルチメディア・コンテントを楽しむ、ウ
エブ・ページ、画像、テキスト、グラフィックスを表示する、またはソフトウエア命令を
実行しまたはダウンロードする、などを行う。ステップ１０２６で、遠隔装置はコンテン
トを受信し、誤りをチェックし、処理する活動を、コンテント共用セッションを終了する
まで続ける。
【００５０】
　注意したいのは、本発明は上に説明した遠隔装置プロセスの実施の形態に限定されない
ことである。正確なプロセスは、用いるコンテントソース装置、移動体装置、および遠隔
装置に従って変わってよい。電気通信およびコンピュータ技術の当業者が容易に認識する
ように、遠隔装置プロセスについて上に説明したステップは、変更したり、順序を変えた
り、ここに開示していないステップを追加したりしてよく、本発明は上のプロセスに限定
されない。
【００５１】
　図１１は、コンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置の間のメッセージの流



(20) JP 4733983 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

れの別の実施の形態を示す。図１１に示すメッセージングは、図７で７０２－７１４およ
び７２０の事象に関して図示し説明したメッセージングと全ての点で同様である。主な違
いは、７１０で遠隔装置が最初に送った遠隔装置パラメータを用いて遠隔装置で使えるよ
うにコンテントをフォーマットするのが移動体装置ではなく、１１０２で、遠隔装置で使
えるようにコンテントをフォーマットするのがコンテントソース装置であることである。
移動体装置が遠隔装置パラメータを遠隔装置から受信した後で、７１２で交渉によりリン
クを確立して共用セッションを開始すると、これらのパラメータをコンテントソース装置
に送る。１１０２で、遠隔装置で使えるようにコンテントをフォーマットすると、１１０
４でコンテントを移動体装置に送信する。次に、７２０で移動体装置は遠隔装置で使うた
めにコンテントを送る。図１１に示すメッセージの流れは単なる例である。本発明を実施
するのに必要な事象の正確なタイミングとシーケンスは当業者に理解されよう。
【００５２】
　図１０，１２，１３Ａ，１３Ｂは、図１１のメッセージ流れ図に示す事象を促進する遠
隔装置、コンテントソース装置、および移動体装置のプロセスを示す流れ図である。図１
２は、本発明を実施するためのコンテントソース装置プロセスの別の実施の形態を示す流
れ図である。図１２に示すプロセスでは、遠隔装置に送信するコンテントはコンテントソ
ース装置がフォーマットする。図１２に示すステップは、図８でステップ８０２－８１２
および８１８－８２６に関して図示し説明したステップと全ての点で同様である。主な違
いは、遠隔装置で使えるようにコンテントをフォーマットするのが移動体装置ではなく、
遠隔装置で使えるようにコンテントをフォーマットするのがコンテントソース装置である
ことである。
【００５３】
　共用セッションを開始してコンテントソース装置と移動体装置との間にリンクが確立さ
れると、ステップ１２０２でコンテントソース装置は遠隔装置パラメータを移動体装置か
ら得る。次にステップ１２０４で、コンテントソース装置はコンテントを処理してどのコ
ンテントを遠隔装置に送るかを決定し、ステップ１２０６で、コンテントソース装置はス
テップ１２０２で受信した遠隔装置パラメータを用いて遠隔装置で使えるようにコンテン
トをフォーマットする。次にプロセスは図８と同様に進み、ステップ８１８でコンテント
を移動体装置に送信する。注意したいのは、本発明は上に説明したコンテントソース装置
プロセスの実施の形態に限定されるものではないことである。正確なプロセスは、用いる
コンテントソース装置、移動体装置、遠隔装置に従って変わってよい。
【００５４】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の
形態を示す流れ図である。図１３Ａおよび図１３Ｂに示すプロセスでは、遠隔装置に送信
するコンテントはコンテントソース装置がフォーマットし、移動体装置と遠隔装置との間
の共用セッションは遠隔装置ユーザが遠隔装置内で開始する。図１３Ａおよび図１３Ｂに
示すステップは、図９Ａおよび図９Ｂでステップ９０２－９４２および９４６－９５４に
関して図示し説明したステップと全ての点で同様である。主な違いは、遠隔装置で使える
ようにコンテントをフォーマットするのが移動体装置ではなく、遠隔装置で使えるように
コンテントをフォーマットするのがコンテントソース装置であることである。
【００５５】
　図１３Ａは移動体装置が共用セッションを開始するステップ９０２で始まるプロセスを
示す。移動体装置プロセスは引き続き図１３Ｂに示されている。図１３Ｂは移動体装置プ
ロセスの残りの部分と図９Ｂとの違いとを示す。ステップ１３０２で、移動体装置は遠隔
装置に送信するためにコンテントソース装置から受信したコンテントを処理し、プロセス
はステップ９４６に進んでコンテントを遠隔装置に送信する。コンテントソース装置は、
図１３Ａに示すステップ９２４でコンテントソース装置に送られた遠隔装置パラメータを
用いて、遠隔装置で使えるようにコンテントをフォーマットする。注意したいのは、本発
明は上に説明した移動体装置プロセスの実施の形態に限定されないことである。正確なプ
ロセスは、用いるコンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置に従って変わって
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よい。
【００５６】
　図１４はコンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置の間のメッセージの流れ
の別の実施の形態を示す。図１４に示すメッセージングは、図７で７０２および７１２－
７２０の事象に関して図示し説明したメッセージングと全ての点で同様である。主な違い
は、共用セッションは移動体装置が遠隔装置内で開始することである。１４０２で、移動
体装置のコンテント・ユーザは共用セッションを活性化する。次に１４０４で、移動体装
置はコンテントソース装置と共用セッションを開始し、次に１４０６で移動体装置は遠隔
装置パラメータを要求することにより遠隔装置との共用セッションを開始する。
【００５７】
　次に１４０８で、コンテント共用セッションは遠隔ユーザが遠隔装置で活性化してもよ
いし、共用セッションは自動的に活性化してもよい。コンテント共用セッションを遠隔装
置で活性化すると、１４１０に示すように遠隔装置は、遠隔装置で使えるようにコンテン
トをフォーマットするのに必要ないくつかの遠隔装置パラメータを移動体装置に送る。次
にメッセージングは図７と同様に続き、７１２でコンテントソース装置と移動体装置との
間のリンクを交渉して共用セッションを開始する。図１４に示すメッセージの流れは単な
る例である。本発明を実施するのに必要な事象の正確なタイミングとシーケンスは当業者
に理解されよう。
【００５８】
　図８，１５Ａ，１５Ｂ，１６は、図１４のメッセージ流れ図に示す事象を促進するコン
テントソース装置、遠隔装置、および移動体装置のプロセスを示す流れ図である。図１５
Ａおよび図１５Ｂは、本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の形態を示
す流れ図である。図１５Ａおよび図１５Ｂに示すプロセスでは、遠隔装置に送信するコン
テントは移動体装置がフォーマットし、移動体装置と遠隔装置との間の共用セッションは
移動体装置が開始する。図１５Ａおよび図１５Ｂに示すステップは、図９Ａおよび図９Ｂ
で図示し説明したステップと全ての点で同様である。主な違いは、ステップ１５０２で移
動体装置が遠隔装置に遠隔装置パラメータの要求を送ることにより遠隔装置とのコンテン
ト共用セッションを開始することである。図１５Ａは、移動体装置共用セッションを開始
するステップ９０２で始まるプロセスを示す。移動体装置プロセスは図１５Ｂに示すよう
に続く。図１５Ｂは、移動体装置がコンテントソース装置からコンテントを受けるステッ
プ９３２で始まりそこから継続する移動体装置プロセスの残りの部分を示す。注意したい
のは、本発明は上に説明した移動体装置プロセスの実施の形態に限定されないことである
。正確なプロセスは、用いるコンテントソース装置、移動体装置、遠隔装置に従って変わ
ってよい。
【００５９】
　図１６は本発明を実行するための遠隔装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図であ
る。図１６に示すプロセスでは、移動体装置がコンテント共用セッションを開始する。図
１６に示すステップは、図１０でステップ１００４－１０２６に関して図示し説明したス
テップと全ての点で同様である。主な違いは、移動体装置が遠隔装置に遠隔装置パラメー
タの要求を送ることにより遠隔装置とのコンテント共用セッションを開始することである
。ステップ１６０２で、遠隔装置は移動体装置がコンテント共用セッションを開始するの
を待つ。共用セッションを開始するとプロセスはステップ１００４に進み、遠隔装置は遠
隔装置パラメータを移動体装置に送る。注意したいのは、本発明は上に説明した遠隔装置
プロセスの実施の形態に限定されないことである。正確なプロセスは、用いるコンテント
ソース装置、移動体装置、遠隔装置に従って変わってよい。
【００６０】
　本発明の特定の実施の形態についてここに説明した。電気通信およびコンピュータ技術
の当業者が容易に認識するように、本発明は他の環境では他のアプリケーションを有する
。実際に、多くの実施の形態や実現が可能である。特許請求の範囲は本発明の範囲を上に
説明した特定の実施の形態に限定するものではない。
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【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の或る実施の形態に係る無線コンテント共用システム内の装置の一般的な
構成の一例である。
【図２】本発明の１つの実施の形態に係る複数の遠隔装置を有する無線コンテント共用シ
ステムを示す。
【図３】本発明の１つの実施の形態に係る、無線装置をコンテントソース装置内に統合し
たコンテントソース装置を有する無線コンテント共用システムを示す。
【図４】本発明の１つの実施の形態に係る、無線コンテント共用システムを実現するため
にアプリケーション・ソフトウエアでプログラムされたパーソナル・コンピュータ・シス
テムの形のコンテントソース装置を示す。
【図５】本発明の１つの実施の形態に係る、無線コンテント共用システムを実現するため
にアプリケーション・ソフトウエアでプログラムされた移動体通信装置の形の移動体装置
または遠隔装置のブロック図である。
【図６】２ユーザの間のコンテント共用セッションの１つの実施の形態を示すブロック図
を示す。
【図７】本発明の１つの実施の形態に係る或るメッセージングを行うときのメッセージの
シーケンスを示すメッセージ流れ図である。
【図８】本発明を実行するためのコンテントソース装置プロセスの１つの実施の形態を示
す流れ図である。
【図９Ａ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの１つの実施の形態を示す流れ図
である。
【図９Ｂ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの１つの実施の形態を示す流れ図
である。
【図１０】本発明を実行するための遠隔装置プロセスの１つの実施の形態を示す流れ図で
ある。
【図１１】コンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置の間のメッセージの流れ
の別の実施の形態を示す。
【図１２】本発明を実行するためのコンテントソース装置プロセスの別の実施の形態を示
す流れ図である。
【図１３Ａ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図
である。
【図１３Ｂ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図
である。
【図１４】コンテントソース装置、移動体装置、および遠隔装置の間のメッセージの流れ
の別の実施の形態を示す。
【図１５Ａ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図
である。
【図１５Ｂ】本発明を実行するための移動体装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図
である。
【図１６】本発明を実行するための遠隔装置プロセスの別の実施の形態を示す流れ図であ
る。
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