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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲コンテンツを記録する第１の装置が位置する第１の環境から受信したコンテンツの
連続データストリームを前記第１の装置から受信するステップと、
　第２の装置の第２の環境からのコンテンツのサンプルであって、前記サンプルが記録さ
れたサンプル時間を示すタイムスタンプと関連付けられたサンプルを、前記第２の装置か
ら受信するステップと、
　コンテンツ識別サーバにより、前記サンプル時間について関連する時点における前記コ
ンテンツのサンプルの特徴と、一致する時点における前記コンテンツの連続データストリ
ームの特徴とを比較することにより、前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続
データストリームとの比較を実行するステップと、
　前記比較の結果が前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリーム
との一致を示したことに基づいて、前記第１の環境に前記第２の装置が存在していること
を登録するステップと、
　前記第１の環境に前記第２の装置が存在していることの前記登録に基づいて、対話型メ
タデータを前記第２の装置に送信するステップと、
　前記対話型メタデータを進行させることを示す命令を受信するステップと、
　前記対話型メタデータの更新を行わせるステップと、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項２】



(2) JP 6060155 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

　前記第１の装置の前記第１の環境から受信した前記コンテンツの連続データストリーム
を前記第１の装置から受信するステップは、前記第１の装置の前記第１の環境からの前記
コンテンツの連続データストリームの記録を前記第１の装置から受信するステップを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の装置は、ポータブル装置であり、前記第１の装置が周囲オーディオを記録す
る前記第１の環境内に位置することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の環境からの前記コンテンツのサンプルを前記第２の装置から受信するステッ
プは、前記コンテンツのサンプルの記録を受信するステップを含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツの連続データストリームを前記第１の装置から受信するステップは、前
記第１の装置の周囲環境から受信したオーディオの周囲オーディオデータストリームを受
信するステップを含み、
　前記第２の環境からの前記コンテンツの前記サンプルを前記第２の装置から受信するス
テップは、周囲オーディオのサンプルを受信するステップを含み、
　前記方法は、前記周囲オーディオのサンプルと前記周囲オーディオデータストリームと
のマッチングを行うステップを更に有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンツの連続データストリームはオーディオデータストリームであり、前記コ
ンテンツのサンプルはオーディオコンテンツのサンプルを含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンテンツの連続データストリームはビデオデータストリームであり、前記コンテ
ンツのサンプルはビデオコンテンツのサンプルを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記比較に基づいて、前記第２の装置が前記第１の装置に近接していることを判定する
ステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記比較に基づいて、前記第２の装置が前記第１の環境に位置することを判定するステ
ップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の装置及び前記第２の装置のうちの一方は、前記コンテンツの連続データスト
リーム又は前記コンテンツのサンプルを記録するマイクロホンを含むポータブル装置であ
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ソーシャルネットワーキングアプリケーションを介して、前記第２の装置が前記第１の
環境に存在することを登録するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記第１の装置はマイクロホンであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツの連続データストリームを前記第１の装置から受信するステップは、前
記コンテンツの連続データストリームを無線受信するステップを含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツの同一性又は前記コンテンツの実行者の同一性のうちの一方と関連付け
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られる情報を前記第２の装置に送信するステップを更に有することを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記情報を進行させる命令を前記第１の装置から受信するステップと、
　前記情報を進行させることを示す命令を前記第２の装置に送信するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記情報を進行させることを示す命令を前記第２の装置に送信するステップは、前記第
２の装置において前記情報の表示を更新することを示す命令を前記第２の装置に送信する
ステップを含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記連続データストリームのコンテンツは演奏により提供され、
　前記方法は、前記演奏中に前記情報を進行する命令を受信するステップを更に有する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記コンテンツの同一性、前記コンテンツの実演者の同一性、前記コンテンツのアート
ワーク、前記コンテンツのプレゼンテーション、前記コンテンツの購入情報、前記実演者
のツアー情報、前記コンテンツの関連するメディアストリームの同期情報又は前記コンテ
ンツに関するＵＲＬ情報のうちの１つと関連付けられる情報を前記第１の環境に存在して
いることを登録した装置に送信するステップと、
　前記第１の環境に存在することを登録した前記装置に対して前記情報を進行させること
を示す命令を送信するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の装置は、前記連続データストリームを再生するメディア情報源の出力に接続
されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記受信した連続データストリームをバッファに格納するステップであって、格納され
た前記連続データストリームの一部が前記連続データストリームの最近受信したコンテン
ツに対応するように所定量の前記連続データストリームをバッファに格納するステップと
、
　を更に有し、
　前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリームとの前記比較を実
行するステップは、前記コンテンツのサンプルと前記最近受信したコンテンツの連続デー
タストリームとのリアルタイム比較を実行するステップを含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項２１】
　前記連続データストリームはメディア情報源により再生され、
　前記方法は、前記受信した連続データストリームをバッファに格納するステップであっ
て、格納された前記連続データストリームの一部が前記メディア情報源により実質的に現
在再生されている前記連続データストリームのコンテンツに対応するように所定量の前記
連続データストリームを前記バッファに格納するステップを更に有し、
　前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリームとの前記比較を実
行するステップは、前記コンテンツのサンプルと前記メディア情報源により実質的に現在
再生されているコンテンツの連続データストリームとのリアルタイム比較を実行するステ
ップを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　所定量の前記連続データストリームをバッファに格納するステップを更に有し、
　前記所定量は、前記コンテンツのサンプルに対する妥当性の範囲と関連付けられる
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　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記連続データストリームの前記コンテンツと関連付けられる情報を、前記第１の環境
に存在することを登録した装置に送信するステップを更に有することを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリームとの前記比較を第
１の比較とし、前記方法は、
　第３の環境からのコンテンツの所定のサンプルを第３の装置から受信するステップと、
　前記コンテンツの所定のサンプルと前記コンテンツの連続データストリームとの第２の
比較を実行するステップと、
　前記第１の比較及び前記第２の比較が前記連続データストリームのコンテンツに対して
肯定的な一致であることに基づいて、前記第２の装置と前記第３の装置との間の位置の近
接性を判定するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第２の装置と前記第３の装置との間の位置の近接性を判定するステップは、前記第
２の装置及び前記第３の装置は双方とも前記第１の環境に位置すると判定することを含む
ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　互いに対する近接性を示す前記第２の装置及び前記第３の装置の一方又は双方に対する
通知を提供するステップを更に有することを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第２の装置の位置を示す地理情報を前記第２の装置から受信するステップと、
　前記地理情報に基づいて、前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データス
トリームとの前記比較と、前記第２の装置と前記第３の装置との間の近接性の判定とのう
ちの１つ以上を検証するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第２の装置から前記第２の装置のユーザに関する情報を受信するステップを更に有
することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザプロファイルサーバから前記第２の装置のユーザに関する情報を受信するステッ
プを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２の装置のユーザに関する情報を受信するステップを更に有し、
　前記第２の装置の前記ユーザに関する前記情報は、連絡先情報、１つ以上の画像、人口
統計情報、サービス若しくはメーリングリストに加入する要求、プッシュ通知に登録する
要求、のうちの１つ以上を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第１の装置による要求に応答して前記第２の装置のユーザに関する情報を受信する
ステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　複数の装置のそれぞれの環境から受信したコンテンツの複数の連続データストリームを
前記複数の装置から受信するステップと、
　前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの複数の連続データストリームとの比較を
実行するステップと、
　前記比較に基づいて、前記第２の装置が前記それぞれの環境のうちの１つに存在するこ
とを判定するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３３】
　周囲コンテンツを記録する第１の装置が位置する第１の環境から受信したコンテンツの
連続データストリームを前記第１の装置から受信する機能と、
　第２の装置の第２の環境からのコンテンツのサンプルであって、前記サンプルが記録さ
れたサンプル時間を示すタイムスタンプと関連付けられたサンプルを、前記第２の装置か
ら受信する機能と、
　コンテンツ識別サーバにより、前記サンプル時間について関連する時点における前記コ
ンテンツのサンプルの特徴と、一致する時点における前記コンテンツの連続データストリ
ームの特徴とを比較することにより、前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続
データストリームとの比較を実行する機能と、
　前記比較の結果が前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリーム
との一致を示したことに基づいて、前記第１の環境に前記第２の装置が存在することを登
録する機能と、
　前記第１の環境に前記第２の装置が存在していることの前記登録に基づいて、対話型メ
タデータを前記第２の装置に送信する機能と、
　前記対話型メタデータを進行させることを示す命令を受信する機能と、
　前記対話型メタデータの更新を行わせる機能と、
　をコンピュータ装置に実行させるために前記コンピュータ装置により実行可能な命令を
格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項３４】
　前記コンテンツの連続データストリームを前記第１の装置から受信することは、前記第
１の装置の周囲環境から受信したオーディオの周囲オーディオデータストリームを受信す
ることを含み、
　前記第２の環境からの前記コンテンツの前記サンプルを前記第２の装置から受信するこ
とは、周囲オーディオのサンプルを受信することを含み、
　前記命令は、前記周囲オーディオのサンプルを前記周囲オーディオデータストリームと
一致させる機能を実行するために更に実行可能である
　ことを特徴とする請求項３３に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項３５】
　前記命令は、
　前記コンテンツの同一性又は前記コンテンツの実演者の同一性のうちの一方と関連付け
られる情報を前記第２の装置に送信する機能と、
　前記情報を進行させる命令を前記第１の装置から受信する機能と、
　前記情報を進行させることを示す命令を前記第２の装置に送信する機能と、
　を実行するために更に実行可能であることを特徴とする請求項３３に記載のコンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項３６】
　命令を格納したメモリと、
　前記メモリに接続された１つ以上のプロセッサであって、
　　周囲コンテンツを記録する第１の装置が位置する第１の環境から受信したコンテンツ
の連続データストリームを前記第１の装置から受信する機能と、
　　第２の装置の第２の環境からのコンテンツのサンプルであって、前記サンプルが記録
されたサンプル時間を示すタイムスタンプと関連付けられたサンプルを、前記第２の装置
から受信する機能と、
　　前記サンプル時間について関連する時点における前記コンテンツのサンプルの特徴と
、一致する時点における前記コンテンツの連続データストリームの特徴とを比較すること
により、前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリームとの比較を
実行する機能と、
　　前記比較の結果が前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツの連続データストリー
ムとの一致を示したことに基づいて、プレゼンスサーバにプレゼンスメッセージを送信す
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ることにより、前記第１の環境に前記第２の装置が存在することを登録する機能と、
　前記第１の環境に前記第２の装置が存在していることの前記登録に基づいて、対話型メ
タデータを前記第２の装置に送信する機能と、
　前記対話型メタデータを進行させることを示す命令を受信する機能と、
　前記対話型メタデータの更新を行わせる機能と、
　を実行するために前記命令を実行するように構成される１つ以上のプロセッサと、
　を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項３７】
　前記コンテンツの連続データストリームを前記第１の装置から受信することは、前記第
１の装置の周囲環境から受信したオーディオの周囲オーディオデータストリームを受信す
ることを含み、
　前記第２の環境からの前記コンテンツの前記サンプルを前記第２の装置から受信するこ
とは、周囲オーディオのサンプルを受信することを含み、
　前記命令は、前記周囲オーディオのサンプルを前記周囲オーディオデータストリームと
一致させる機能を実行するために更に実行可能であることを特徴とする請求項３６に記載
のサーバ。
【請求項３８】
　前記命令は、
　前記コンテンツの同一性又は前記コンテンツの実行者の同一性のうちの一方と関連付け
られる情報を前記第２の装置に送信する機能と、
　前記情報を進行する命令を前記第１の装置から受信する機能と、
　前記情報を進行することを示す命令を前記第２の装置に送信する機能と
　を実行するために更に実行可能であることを特徴とする請求項３６に記載のサーバ。
【請求項３９】
　装置の環境から得られたコンテンツのサンプルであって、前記サンプルが記録されたサ
ンプル時間を示すタイムスタンプと関連付けられたサンプルを識別する要求を前記装置か
ら受信するステップと、
　前記サンプル時間について関連する時点における前記コンテンツのサンプルの特徴と、
一致する時点における前記環境から受信したコンテンツの連続データストリームの特徴と
を比較するステップと、
　前記コンテンツのサンプルと前記環境から受信したコンテンツの連続データストリーム
との比較の結果が前記コンテンツのサンプルと前記コンテンツのデータストリームとの一
致を示したことに基づいて、前記環境に前記装置が存在していることを登録するステップ
と、
　前記環境に前記装置が存在していることの前記登録に基づいて、対話型メタデータを前
記装置に送信するステップと、
　前記対話型メタデータを進行させることを示す命令を受信するステップと、
　前記対話型メタデータの更新を行わせるステップと、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項４０】
　前記環境からの前記コンテンツのサンプルを前記装置から受信するステップは、前記コ
ンテンツのサンプルの記録を受信するステップを含むことを特徴とする請求項３９に記載
の方法。
【請求項４１】
　前記装置は、ポータブル装置であり、前記装置が周囲オーディオを記録する環境内に位
置することを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記装置は、コンテンツを記録するマイクロホンを含むポータブル装置であることを特
徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
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　ソーシャルネットワーキングアプリケーションを介して、前記環境における前記装置が
存在することを登録するステップを更に有することを特徴とする請求項３９に記載の方法
。
【請求項４４】
　前記コンテンツの同一性又は前記コンテンツの実演者の同一性のうちの一方と関連付け
られる情報を前記装置に送信するステップと、
　前記情報を進行させることを示すとともに、前記装置における前記情報の表示を更新す
ることを示す命令を、前記装置に送信するステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データストリームのコンテンツを識別するか又はコンテンツとデータストリ
ームのコンテンツとのマッチングをとり、その識別又はマッチングに応答して機能を実行
することに関する。本発明は例えば、受信データの比較を実行しその比較に基づいて装置
のプレゼンスの登録等の後続サービスを提供することに関する。いくつかの例において、
比較はリアルタイム又はほぼリアルタイムで実行されうる。
【背景技術】
【０００２】
　オーディオ又はビデオ等の種々のデータの種類に対するコンテンツ識別システムは多く
の種々の方法を使用する。クライアント装置は、メディアストリーム（ラジオ等）のメデ
ィアサンプル記録を取り込み、そのメディアストリームを識別するために、一致を見つけ
るためのメディア記録（メディアトラックとしても知られている。）のデータベースの検
索を行うようサーバに要求することができる。例えばサンプル記録は、コンテンツ識別サ
ーバモジュールに渡され、コンテンツ識別サーバモジュールは、サンプルのコンテンツ識
別を実行し、クライアント装置に識別の結果を返すことができる。
【０００３】
　認識結果は、クライアント装置上でユーザに対して表示され、あるいは種々の後続サー
ビスに使用されうる。例えば、曲を聞いた後にユーザがクライアント装置上で曲のコピー
をタグ付け（すなわち、識別）し、その後購入できるように、サーバは、認識結果に基づ
いて、購入するために識別された曲をクライアント装置のユーザに対して提供することが
できる。例えば、オーディオ曲のアーティストに関する情報の提供、アーティストのツア
ー情報の提供又はアーティスト又は曲に対するインターネット上の情報へのリンクの送信
等の他のサービスが提供されうる。
【０００４】
　更にコンテンツ識別は、例えば放送モニタリング又はコンテンツ依存の広告を含む他の
アプリケーションに対しても使用されうる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明で提供される例は、特に、コンテンツ識別機能を実行し、そのコンテンツ識別機
能に基づいてソーシャルネットワーキング機能を実行するシステム及び方法を説明する。
【０００６】
　本明細書で説明する方法のいずれも、コンピュータ装置コンピュータにより実行された
時に方法の機能を実行する非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納された
命令の形態で提供されうる。更なる実施形態は、符号化されたコンピュータ読み取り可能
な命令を有する有形のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含む製品を更に含み、命令
は、本明細書で説明する方法の機能を実行する命令を含む。
【０００７】
　コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、例えばレジスタメモリ、プロセッサキャッシ
ュ及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようなデータを短期間格納するコンピュータ
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可読媒体等の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含む。更にコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体は、例えば読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、光ディスク、磁気デ
ィスク、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）のような二次記憶装置
又は永続的な長期記憶装置等の非一時的な媒体を含みうる。コンピュータ読み取り可能な
記憶媒体は、他のあらゆる揮発性又は不揮発性記憶システムであってもよい。コンピュー
タ読み取り可能な媒体は、例えばコンピュータ可読記憶媒体又は有形の記憶媒体と考えら
れてもよい。
【０００８】
　更に、本明細書で説明する方法又は処理の論理機能を実行するために配線された回路網
が提供されうる。
【０００９】
　上記概要は、例示のためだけに提供され、限定することを全く意図しない。上述した例
示的な態様、実施形態及び特徴に加えて、更なる態様、実施形態及び特徴が図面及び以下
の詳細な説明を参照することにより明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】メディア又はデータストリーム内のコンテンツ又はコンテンツに関する情報を識
別するシステムの一例を示す図。
【図２】コンテンツ識別方法の別の例を示す図。
【図３】コンテンツのデータストリームとコンテンツのサンプルとの間の一致を判定する
ためにコンテンツ識別方法の一例に従って動作するように構成されたシステムの一例を示
すブロック図。
【図４】データストリームのコンテンツ又はコンテンツに関する情報を識別し後続サービ
スを実行する方法の一例を示すフローチャート。
【図５】コンテンツ認識エンジンによりチャネルを確立するシステムの一例を示す図。
【図６】図５の要素間のメッセージの一例を示すシーケンス図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の詳細な説明において、説明の一部を形成する添付の図面を参照する。図中、特に
指示のない限り、同様の記号は一般に同様の構成要素を識別する。詳細な説明において説
明する例示的な実施形態、図面及び特許請求の範囲は、限定することを意図しない。本明
細書で提示される発明の主旨から逸脱することなく他の実施形態が利用可能であるし、他
の変更が行われうる。本明細書で一般に説明され、図面に示されるように、本発明の態様
は、本明細書で明示的に考慮される広範囲の種々の構成において構成され、置換され、組
み合わされ、分離され、設計されることが容易に理解されるであろう。
【００１２】
　本発明は、特に、コンテンツ識別機能を実行し、そのコンテンツ識別機能に基づいてソ
ーシャルネットワーキング機能を実行する方法及びシステムに関する。例えばコンテンツ
識別又はコンテンツマッチングに基づいて、ある場所におけるプレゼンスを登録すること
（例えば、「チェックイン」）、コンテンツ／アーティスト／会場に対する好みを示すこ
と、ソーシャルネットワーキングサイト（例えば、「ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）」又は
Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標））でメッセージを提供すること等を含むソーシャルネット
ワーク機能が実行されてもよい。一応用例として、ユーザはコンサートにおける曲をタグ
付けしてもよく、これはコンテンツ認識／識別サーバへの曲のサンプルの送信及び応答の
受信を含む。その後、曲の成功した識別に基づいてコンサートにおけるプレゼンスを登録
してもよい。
【００１３】
　別の例において、コンサート会場を考慮すると、実演者は、コンサート会場の周囲環境
からのコンテンツのデータストリームを記録するマイクロホンを含むポータブル装置を利
用して、コンテンツのデータストリームをサーバに提供することができる。コンテンツの
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データストリームは、実演者の曲の記録等であってもよい。コンサートの観客の中にいる
ユーザは、周囲環境からのコンテンツのサンプルを記録するマイクロホンを含む別のポー
タブル装置を利用して、サンプルをサーバに送信することができる。サーバは、コンテン
ツのサンプルの特徴とコンテンツのデータストリームの特徴とのリアルタイム比較を実行
し、サンプルのコンテンツの同一性、実演者の同一性等を示す応答をユーザに提供するこ
とができる。リアルタイム比較に基づいて、ユーザはコンサートにいたことを登録する要
求を送信することができる。例えばユーザが環境におけるコンテンツのサンプルとその環
境におけるコンテンツのデータストリームとの間のマッチングを示す応答をサーバから受
信したときは、ユーザは、ユーザがその環境にいたことを登録するようにサーバに要求す
ることができる。
【００１４】
　いくつかの例において、第１のポータブル装置は、周囲環境のメディアを記録するため
に使用されてもよく、メディアをサーバに提供することができる。メディアのサンプルを
記録するために、周囲環境にある第２のポータブル装置が使用されてもよい。あるいは、
第１の装置及び／又は第２の装置は、メディア記録の代わりに特徴抽出署名又はコンテン
ツパターンを提供してもよい。この点に関して、第１のポータブル装置は、署名ストリー
ムをサーバに供給すると考えられてもよく、第２のポータブル装置は、署名ストリームと
比較するためにメディアのサンプルをサーバに送信する。サーバは、第２のポータブル装
置からの周囲メディアのサンプルが第１のポータブル装置により提供された周囲メディア
と一致するかを判定するように構成されてもよい。メディアのサンプルと署名ストリーム
の一部との間の一致（又は実質的な一致）は、２つのポータブル装置が互いに近接するこ
と（例えば、同一の周囲環境に位置するか又はその近くに位置すること）を示してもよく
、各装置は同一の周囲メディアを受信（例えば、記録）していてもよい。
【００１５】
　本明細書で説明する例を使用して、あらゆる会場又は周囲環境はタグ付け可能なイベン
トであると考えられ、ユーザは、装置を利用して、環境の周囲メディアを取り込み、コン
テンツ識別／認識処理中にアクセスされるメディアのデータベースに追加されるか又は使
用されるメディアをサーバに提供することができる。一使用例として、講義中、教授がテ
ーブルにスマートフォンを置き、スマートフォンのマイクロホンを使用してリアルタイム
の講義の記録をサーバに提供することができる。生徒は、コンテンツ識別／認識サービス
を使用して講義を「タグ付け」することにより「チェックイン」できる（例えば、教室に
いることを登録できる）。生徒の電話は、講義のサンプルを記録し、そのサンプルをサー
バに送信するために使用可能である。サーバは、そのサンプルと教授のスマートフォンか
ら受信した講義ストリームとのマッチングをとる。一致がある場合、生徒のスマートフォ
ンはＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）等を介して、教室にい
ることを登録できる。
【００１６】
　＜コンテンツ識別システム及び方法の例＞
　次に図面を参照すると、図１は、メディア又はデータストリーム内のコンテンツ又はコ
ンテンツに関する情報を識別するシステム１００の一例を示す。図１は特定の構成を有す
るシステムを示すが、システム内の構成要素は他の方法で構成されてもよい。システムは
、いずれかの公知の方法でデータストリームからのデータコンテンツを再生及び提示する
メディア／データ情報源１０２を含む。データストリームは、メディア情報源１０２に格
納されてもよいし、あるいはアナログ又はデジタル放送のように外部ソースから受信され
てもよい。一例において、メディア情報源１０２は、メディアストリーム（例えば、オー
ディオ及び／又はビデオ）及び／又は他の情報をブロードキャストするラジオ局又はテレ
ビコンテンツプロバイダであってもよい。メディア情報源１０２は、記録形式又はライブ
形式のオーディオ又はビデオメディアを再生するいかなる種類の装置であってもよい。別
の例において、メディア情報源１０２は、例えばオーディオのソース及び／又はビデオの
ソースとして生演奏を含んでもよい。



(10) JP 6060155 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

【００１７】
　メディア情報源１０２は、例えばグラフィックディスプレイ、オーディオスピーカ、Ｍ
ＩＤＩ楽器、アニマトロニクス人形等、あるいはメディア情報源１０２により提供される
他のあらゆる種類のプレゼンテーションを介してメディアストリームを再生又は提示して
もよい。
【００１８】
　システム１００は、アンテナ、マイクロホン、ビデオカメラ、振動センサ、無線受信機
、ケーブル、ネットワークインタフェース等を含んでもよい入力インタフェースを介して
メディア情報源１０２からメディアストリームの再生を受信するように構成されるクライ
アント装置１０４を更に含む。特定の一例として、メディア情報源１０２は音楽を再生し
てもよく、クライアント装置１０４は音楽のサンプルを受信及び記録するマイクロホンを
含んでもよい。別の例において、クライアント装置１０４は、増幅器、ミキシングコンソ
ール又はメディア情報源の他の出力装置等のメディア情報源１０２の出力に直接プラグ接
続されてもよい。
【００１９】
　いくつかの例において、クライアント装置１０４は、メディアストリームの再生を受信
する以外、メディア情報源１０２に動作可能に接続されなくてもよい。このように、クラ
イアント装置１０４は、メディア情報源１０２により制御されなくてもよく、メディア情
報源１０２の必須の一部分でなくてもよい。図１に示す例において、クライアント装置１
０４はメディア情報源１０２とは別個のエンティティである。
【００２０】
　クライアント装置１０４は、携帯電話、無線携帯電話、パーソナルデータアシスタント
（ＰＤＡ）、パーソナルメディアプレーヤ装置、無線ウェブウォッチ装置、パーソナルヘ
ッドセット装置、特定用途向け装置又は上記機能のいずれかを含むハイブリッド装置等の
小さいフォームファクタのポータブル（又はモバイル）電子装置の一部として実現可能で
ある。更にクライアント装置１０４は、ラップトップコンピュータ構成及び非ラップトッ
プコンピュータ構成の双方を含むパーソナルコンピュータとして実現可能である。クライ
アント装置１０４は、より大きい装置又はシステムの構成要素であってよく、非ポータブ
ル装置の形態であってもよい。
【００２１】
　クライアント装置１０４は、メディア情報源１０２により再生されるデータストリーム
を記録し、記録されたデータストリームをサーバ１０６に提供するように構成されてもよ
い。クライアント装置１０４は、ネットワーク１０８を介してサーバ１０６と通信しても
よく、クライアント装置１０４とネットワーク１０８とサーバ１０６との間の接続は、有
線通信でも無線通信でもよい（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、セルラ通信等）。クライアント装置
１０４は、メディア情報源１０２により再生されるデータストリームの連続した記録／取
り込みをサーバ１０６に提供するように構成されてもよい。このように、サーバ１０６は
、クライアント装置１０４を介してメディア情報源１０２により再生されるコンテンツの
連続したデータストリームを受信してもよい。
【００２２】
　システム１００は、メディア情報源１０２により再生されるデータストリームを記録す
るように構成されてもよい第２のクライアント装置１１０を更に含む。第２のクライアン
ト装置１１０は、クライアント装置１０４に関して説明したのと同様の種類又は同一の種
類の装置であってもよい。第２のクライアント装置１１０は、メディア情報源１０２によ
り再生されるコンテンツのサンプルを記録し、記録したコンテンツのサンプルをサーバ１
０６に提供し（例えば、ネットワーク１０８を介して）、コンテンツのサンプルに関する
情報を要求するように構成されてもよい。情報は、コンテンツの同一性、コンテンツの実
行者の同一性、コンテンツの同一性と関連付けられた情報等を含んでもよい。
【００２３】
　一例において、図１のシステム１００を使用して、クライアント装置１０４及び第２の
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クライアント装置１１０は、クライアント装置１０４及び第２のクライアント装置１１０
の各々がメディア情報源１０２により再生されるコンテンツを記録できるように、メディ
ア情報源１０２を含む（又はメディア情報源１０２に近接する）環境１１２に位置するか
又は位置付けられてもよい。環境１１２の例は、コンサート会場、カフェ、レストラン、
部屋、講堂、スタジアム、建物を含むか、あるいは環境１１２は都市の中心街のエリア、
都市自体又は都市の一部等のより大きいエリアを含んでもよい。環境１１２の形態に依存
した、メディア情報源１０２は、ラジオ放送局、ラジオ、テレビ、生実演者又はバンド、
話者、会話、周囲環境音等を含みうる。
【００２４】
　システム１００は、クライアント装置１０４が環境１１２のメディア情報源１０２から
記録されたデータストリームの連続した（又はほぼ連続した）記録をサーバ１０６に提供
することを可能にするように構成される。第２のクライアント装置１１０は、データスト
リームのコンテンツのサンプルを記録し、そのサンプルをサーバ１０６に提供し、サンプ
ルに関する情報を要求する。サーバ１０６は、第２のクライアント装置１１０から受信し
たサンプルをクライアント装置１０４から受信した連続したデータストリームと比較し、
サンプルが連続したデータストリームの一部に一致するか又はほぼ一致するかを判定する
。サーバ１０６は、判定に基づいて第２のクライアント装置１１０に情報を返し、更にコ
ンテンツに関する追加の情報を提供すること、あるいは環境１１２における、環境１１２
内又は環境１１２の近傍に第２のクライアント装置１１０が存在していることを登録する
こと等の１つ以上の後続サービスを実行してもよい。
【００２５】
　一例において、システム１００は、所定のクライアント装置がコンテンツのサンプルを
タグ付けすることを可能にするように構成されてもよく、所定のクライアント装置が常駐
する環境から受信したデータストリームに基づいてサーバ１０６が一致を見つけた場合、
サーバは、その環境に所定のクライアント装置が存在していることを登録できる。
【００２６】
　サーバ１０６は、コンテンツ認識又はリアルタイム識別を実行するために１つ以上の構
成要素を含んでもよい。例えばサーバ１０６は、クライアント装置１０４からメディア又
はデータストリームを受信しクライアント装置１１０からサンプルを受信するバッファ１
１４を含んでもよい。バッファ１１４は、識別モジュール１１６に接続される。バッファ
１１４は、例えば先入れ先出しに基づいていずれかの所定の時間に１０～３０秒のコンテ
ンツを格納する等、メディアストリームを所定の期間受信及び格納するようにローリング
バッファとして構成されてもよい。バッファ１１４は、より多い量又はより少ない量のメ
ディアストリームを格納してもよい。
【００２７】
　バッファ１１４は、複数の論理バッファに構成されてもよく、バッファ１１４の一部分
はデータストリームを格納し、別の部分はサンプルを格納する。あるいは、バッファ１１
４はデータストリームを受信及び格納してもよく、その一方で、識別モジュール１１６は
クライアント装置１１０からサンプルを受信してもよい。
【００２８】
　識別モジュール１１６は、データストリーム及び／又はメディアのサンプルを受信する
ためにバッファ１１４に接続され、サンプルがバッファ１１４のメディアストリームの一
部と一致するかを識別するように構成される。このように、識別モジュール１１６は、バ
ッファ１１４に格納されたデータストリームとサンプルとを比較し、バッファ１１４が短
いデータストリーム（例えば、１０～３０秒）を格納する場合、識別モジュール１１６は
、サンプルが過去３０秒にわたり受信されるデータストリームの一部に対応するかを判定
するように構成される。この点に関して、識別モジュール１１６は、リアルタイム比較を
実行し、サンプルが現在再生されているメディアに対応するかを判定する。バッファ１１
４に格納されたデータストリームの量は、識別されるサンプルの対応関係に対して妥当性
の範囲を提供し、従って、いくつかの例においては正確なマッチングが行われる可能性が
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増加する。
【００２９】
　更に識別モジュール１１６は、データストリームのサンプルの時間オフセットを示す対
応する推定時間位置（ＴＳ）を識別する。いくつかの例において、時間位置（ＴＳ）は、
データストリームの開始からの経過時間又はＵＴＣ基準時間であってもよい。識別モジュ
ール１１６は、サンプルとデータストリームとの間の一致を識別するために、コンテンツ
のサンプルの特徴とコンテンツのデータストリームの特徴との時間的な比較を実行しても
よい。例えばリアルタイム識別は、時間位置（ＴＳ）がメディアのサンプルのタイムスタ
ンプとほぼ同様である場合にフラグが立てられてもよい。
【００３０】
　識別モジュール１１６は、メディアサンプル及びデータ（メディア）ストリームを受信
し、受信したメディアサンプル又はメディアストリームに対してコンテンツ識別を実行す
るように更に構成されてもよい。コンテンツ識別は、メディアサンプルとメディアストリ
ーム又は他の格納データとの比較に基づいて、メディアサンプルを識別するか、あるいは
メディアサンプルに関する情報又はそれに関連する情報を識別する。識別モジュール１１
６は、例えば、英国ロンドンのＳｈａｚａｍ社（Ｓｈａｚａｍ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅ
ｎｔ）、カリフォルニア州エメリービルのグレースノート社（Ｇｒａｃｅｎｏｔｅ）又は
カリフォルニア州サンノゼのＭｅｌｏｄｉｓ社（Ｍｅｌｏｄｉｓ）により提供されるよう
なあらゆるメディアサンプル情報検索サービスの例において使用されてもよく又は組み込
まれてもよい。これらのサービスは、環境オーディオのサンプルを受信し、オーディオサ
ンプルの音楽コンテンツを識別し、トラック名、アーティスト、アルバム、作品、バイオ
グラフィー、ディスコグラフィー、コンサートチケット等に関する情報をユーザに提供す
るように動作してもよい。
【００３１】
　この点に関して、識別モジュール１１６は、メディア検索エンジンを含んでもよく、例
えば受信したメディアサンプルに関する情報を識別するように受信したメディアサンプル
と格納情報とを比較するために基準メディアストリームに索引をつけるデータベース１１
８を含むか又はそれに接続されてもよい。メディアサンプルに関する情報が識別されると
、トラックの同一性又は他の情報は第２のクライアント装置１１０に返されてもよい。デ
ータベース１１８は、例えばクライアント装置１０４から受信されるようなデータストリ
ームを更に格納してもよい。
【００３２】
　データベース１１８は、複数のコンテンツを識別するための情報を含むコンテンツパタ
ーンを格納してもよい。コンテンツパターンはメディア記録を含んでもよく、各記録は一
意の識別子（例えば、ｓｏｕｎｄ＿ＩＤ）により識別されてもよい。あるいは、ｓｏｕｎ
ｄ＿ＩＤが他のいずれかの場所からオーディオファイルを検索するために使用可能である
ため、データベース１１８は、各記録に対してオーディオ又はビデオファイルを必ずしも
格納しなくてもよい。コンテンツパターンは、メディア記録のタイムラインに対応する時
間次元を有するメディア記録のコンテンツを記述する特徴の時間的にマッピングされた集
合を含む基準署名ファイル等の他の情報を含んでもよく、各特徴は、マッピングされた時
点に近いコンテンツの記述であってもよい。コンテンツパターンは、メディアファイルの
抽出された特徴と関連付けられた情報を更に含んでもよい。データベース１１８は、アー
ティスト名、曲の長さ、曲の歌詞、歌詞の行又は単語に対する時間インデックス、アルバ
ム作品、あるいはファイルに対するあらゆる他の識別又は関連情報のようなコンテンツパ
ターンに関する情報を示すメタデータ等の格納された各コンテンツパターンに対する情報
を更に含んでもよい。
【００３３】
　図１は、識別モジュール１１６を含むようにサーバ１０６を示すが、例えば識別モジュ
ール１１６は、サーバ１０６とは別個であってもよい。更に識別モジュール１１６は、例
えばネットワーク１０８を介してサーバ１０６に接続されるリモートサーバ上にあっても
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よい。
【００３４】
　また、識別モジュール１１６の機能は、クライアント装置１０４又は第２のクライアン
ト装置１１０により実行されてもよい。例えばクライアント装置１１０は、メディア情報
源１０２からメディアストリームのサンプルを取り込んでもよく、メディアサンプルのフ
ィンガープリントを作成するようにサンプルに対して初期処理を実行してもよい。クライ
アント装置１１０は、フィンガープリント情報をサーバ１０６に送信してもよく、サーバ
１０６は、フィンガープリント情報にのみ基づいてサンプルに関する情報を識別してもよ
い。このように、更なる計算又は識別処理は、例えばサーバ１０６ではなくクライアント
装置１１０において実行されうる。
【００３５】
　メディアトラックのデータベースを使用してメディアサンプル及びメディアサンプルの
特徴の計算によるコンテンツ識別を実行する技術において、種々のコンテンツ識別技術が
既知である。以下の米国特許及び出願、すなわちＫｅｎｙｏｎ他の米国特許第４，８４３
，５６２号「Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」、Ｋｅｎｙｏｎの米国特許第４，４５０，
５３１号「Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」、Ｈａｉｔｓｍａ他の米国特許出願公開第２００８／０２６３
３６０号「Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ　Ｈａｓｈｅｓ　ｏｆ　Ｍ
ｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、Ｗａｎｇ及びＣｕｌｂｅｒｔの米国特許第７，
６２７，４７７号「Ｒｏｂｕｓｔ　ａｎｄ　Ｉｎｖａｒｉａｎｔ　Ａｕｄｉｏ　Ｐａｔｔ
ｅｒｎ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ」、Ｗａｎｇ、Ａｖｅｒｙの米国特許出願第２００７／０１４
３７７７号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｏｕｒｃｅ」、Ｗａｎｇ及びＳｍｉｔｈの米
国特許第６，９９０，４５３号「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒｅ
ｃｏｇｎｉｚｉｎｇ　Ｓｏｕｎｄ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｉｇｎａｌｓ　ｉｎ　Ｈｉｇ
ｈ　Ｎｏｉｓｅ　ａｎｄ　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ」、並びにＢｌｕｍ他の米国特許第５，
９１８，２２３号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕ
ｒｅ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｂａｓｅｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｓｔｏｒａｇｅ，Ｒｅ
ｔｒｉｅｖａｌ，ａｎｄ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｕｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ」は、メディア認識技術の可能な例を開示している。この引用により、これら
全ての内容は本明細書に組み込まれる。
【００３６】
　簡単に説明すると、コンテンツ識別モジュール（クライアント装置１０４、第２のクラ
イアント装置１１０又はサーバ１０６内の）は、メディアサンプルを受信し、サンプルを
デジタル化された正規化基準信号セグメントと相関をとりその結果として得られる相関セ
グメント毎に相関関数のピークを取得し、相関関数のピーク間の間隔が所定の限度内であ
る場合に認識信号を提供するように構成される。相関関数のピークと一致するＲＭＳ電力
値のパターンは、例えば、引用により本明細書に全ての内容が組み込まれている米国特許
第４，４５０，５３１号に示されるように、デジタル化された基準信号セグメントからの
ＲＭＳ電力値のパターンの所定限度内で一致しうる。このように、一致するメディアコン
テンツが識別されうる。更に一致するメディアコンテンツ中のサンプルの一致位置は、例
えば一致相関セグメントの位置及び相関ピークのオフセットにより与えられる。
【００３７】
　図２は、コンテンツ識別方法の別の例を示す。一般にメディアコンテンツは、メディア
サンプルの特徴又はフィンガープリントを識別又は計算し、そのフィンガープリントを基
準メディアファイルの先に識別されたフィンガープリントと比較することにより識別可能
である。フィンガープリントが計算されるサンプル内の特定の場所は、サンプル中の再現
可能な点に依存する。そのような再現可能に計算できる場所は、「ランドマーク」と呼ば
れる。ランドマークのサンプル内の場所は、サンプル自体により判定可能である。すなわ
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ち、その場所は、サンプルの品質に依存し且つ再現可能である。同一又は同様のランドマ
ークは、処理が繰り返される度に同一の信号に対して計算されてもよい。ランドマーキン
グ方式は、録音の１秒毎に約５～約１０個のランドマークに印をつけてもよい。しかし、
ランドマーキング密度は、メディア記録内の動作量に依存してもよい。パワーノルム（Ｐ
ｏｗｅｒ　Ｎｏｒｍ）として公知である１つのランドマーキング技術は、記録中の多くの
時点における瞬時パワーを算出し、極大値を選択することである。これを行う１つの方法
は、波形を直接整流しフィルタリングすることにより包絡線を算出することである。別の
方法は、信号のヒルベルト変換（直交位相）を算出し、ヒルベルト変換及び元の信号の２
乗和を使用することである。ランドマークを算出する他の方法が使用されてもよい。
【００３８】
　図２は、サンプルのｄＢ（大きさ）対時間の一例を示すグラフである。グラフは、多く
の識別されたランドマークの位置（Ｌ１～Ｌ８）を示す。ランドマークが判定されると、
フィンガープリントはメディア中の各ランドマーク時点又はそれに近い時点で計算される
。ランドマークに対する特徴の近さは、使用されるフィンガープリンティング法により規
定される。いくつかの例において、特徴が明らかにランドマークに対応し、先行又は後続
するランドマークには対応しない場合、特徴はそのランドマークに近接すると考えられる
。他の例において、特徴は複数の隣接するランドマークに対応する。一般にフィンガープ
リントは、ランドマーク時点又はそれに近い時点においてメディアの特徴の集合を集約す
る値又は値の集合である。一例において、各フィンガープリントは複数の特徴のハッシュ
関数である単一の数値である。フィンガープリントの他の例は、スペクトルスライスフィ
ンガープリント、マルチスライスフィンガープリント、ＬＰＣ係数、ケプストラム係数及
びスペクトログラムピークの周波数成分を含む。
【００３９】
　フィンガープリントは、あらゆる種類のデジタル信号処理又はメディア信号の周波数分
析により計算できる。一例において、スペクトルスライスフィンガープリントを生成する
ために、周波数分析が各ランドマーク時点の近傍で実行され、上位のいくつかのスペクト
ルピークを抽出する。フィンガープリントの値は、最も強いスペクトルピークの単一の周
波数値であってもよい。オーディオサンプルの特徴又はフィンガープリントを算出するこ
とに関する更なる情報については、Ｗａｎｇ及びＳｍｉｔｈの米国特許第６，９９０，４
５３号「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｚｉｎｇ　Ｓ
ｏｕｎｄ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｉｇｎａｌｓ　ｉｎ　Ｈｉｇｈ　Ｎｏｉｓｅ　ａｎｄ
　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ」を参照されたい。この引用により、上記文献の全ての内容が本
明細書に組み込まれる。
【００４０】
　従って、図１に戻ると、クライアント装置１０４、第２のクライアント装置１１０又は
サーバ１０６は、記録（例えば、メディア／データサンプル）を受信し、記録のフィンガ
ープリントを計算することができる。一例において、記録に関する情報を識別するために
、サーバ１０６は、データベース１１８にアクセスして、線形的に関連した対応関係を最
も多く有するファイル又は特徴的なフィンガープリントの相対的な場所が記録の同一のフ
ィンガープリントの相対的な場所と最も一致するファイルの場所を特定するためにデータ
ベース１１８中のファイルと同等なフィンガープリントとの間の対応関係を生成すること
により、記録のフィンガープリントと、既知のメディア（例えば、既知のオーディオトラ
ック）のフィンガープリントとのマッチングをとることができる。
【００４１】
　図２を参照すると、フィンガープリントが一致する（又はほぼ一致する）基準ファイル
及びサンプルのランドマークの散布図が示される。サンプルは、多くの基準ファイルと比
較され、多くの散布図を生成してもよい。散布図を生成した後、ランドマーク対の間の線
形的な対応関係が識別され、集合は線形的に関連する対の数に従ってスコアをつけること
ができる。線形的な対応関係は、例えば統計的に有意な数の対応するサンプルの場所及び
基準ファイルの場所が許容値内でほぼ同一の一次方程式により記述される場合に起こる可
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能性がある。最も高い統計的に有意なスコアを有する集合のファイル、すなわち線形的に
関連した対応関係を最も多く有する集合のファイルがウィニングファイルであり、サンプ
ルに対する一致メディアファイルと考えられる。こうして、サンプルのコンテンツが識別
される。
【００４２】
　一例において、ファイルに対するスコアを生成するためにオフセット値のヒストグラム
が生成される。オフセット値は、フィンガープリントが一致する基準ファイルとサンプル
との間のランドマーク時間位置の差分であってもよい。図２は、オフセット値のヒストグ
ラムの一例を示す。基準ファイルは、ヒストグラムのピークと等しいスコアを与えられう
る（例えば、図２においてスコア＝２８）。各基準ファイルは、スコアを生成するために
このように処理可能であり、最も高いスコアを有する基準ファイルが、サンプルに対する
一致と判定される。
【００４３】
　メディアストリーム内のコンテンツを識別する技術の更に別の例として、メディアサン
プルは局所マッチング技術を使用してそのコンテンツを識別するために分析されうる。例
えば、一般に２つのメディア記録間の関係は、それぞれのサンプルから導出される最初に
一致する特定のフィンガープリントオブジェクトによって特徴付けられる。それぞれが特
定の場所で発生するフィンガープリントオブジェクトの集合が、各メディアサンプルに対
して生成される。各場所は、それぞれのメディアサンプルのコンテンツによって判定され
、各フィンガープリントオブジェクトはそれぞれの特定の場所又はその近傍で１つ以上の
局所的な特徴を特徴付ける。次に、一致したフィンガープリントオブジェクトの対毎に相
対値が判定される。その後、相対値のヒストグラムが生成される。統計的に有意なピーク
が見つけられる場合、２つのメディアサンプルはほぼ一致すると特徴付けられる。更に、
オーディオサンプルが元のオーディオトラック／基準オーディオトラックと比較してどの
程度スピードアップ又はスローダウンしたかを示す時間伸張比が判定されうる。この方法
の更に詳細な説明については、Ｗａｎｇ及びＣｕｌｂｅｒｔの米国特許第７，６２７，４
７７号「Ｒｏｂｕｓｔ　ａｎｄ　Ｉｎｖａｒｉａｎｔ　Ａｕｄｉｏ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｍ
ａｔｃｈｉｎｇ」を参照されたい。この引用により上記文献の全ての内容が本明細書に組
み込まれる。
【００４４】
　更に本明細書に組み込まれた出願において説明されるシステム及び方法は、メディアサ
ンプルの同一性より多くのものを返してもよい。例えばＷａｎｇ及びＳｍｉｔｈの米国特
許第６，９９０，４５３号で説明される方法を使用すると、識別されたオーディオトラッ
クに関連付けられたメタデータに加えて、識別されたメディア記録の開始からのメディア
サンプルの相対時間オフセット（ＲＴＯ）を返してもよい。サンプルの相対時間オフセッ
トを判定するために、サンプルのフィンガープリントは、フィンガープリントが一致する
識別された記録のフィンガープリントと比較されうる。各フィンガープリントは所定の時
間に発生するため、サンプルを識別するためにフィンガープリントのマッチングをとった
後、第１のフィンガープリント（サンプルの一致するフィンガープリントの）と格納され
た識別された（元の）ファイルの第１のフィンガープリントとの間の時間の差分は、例え
ば曲における時間であるサンプルの時間オフセットとなる。従って、サンプルが得られた
相対時間オフセット（例えば、曲における６７秒）が判定されうる。ＲＴＯを判定するた
めに、他の情報が使用されてもよい。例えばヒストグラムのピークの場所は、基準記録の
開始からサンプル記録の開始までの時間オフセットと考えられてもよい。
【００４５】
　メディアサンプルの種類によって、コンテンツ識別の他の形態が実行されてもよい。例
えばビデオストリーム（例えば、映画）内の位置及びビデオコンテンツを識別するために
、ビデオ識別アルゴリズムが使用されてもよい。ビデオ識別アルゴリズムの一例は、Ｏｏ
ｓｔｖｅｅｎ，Ｊ．他の「Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａ　Ｄａｔ
ａｂａｓｅ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｆｏｒ　Ｖｉｄｅｏ　Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｉｎｇ」
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、Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ、２３１４、
（２００２年３月１１日）、１１７～１２８ページにおいて説明される。この引用により
、上記文献の全ての内容が本明細書に組み込まれる。例えばビデオにおけるビデオサンプ
ルの位置は、識別されたビデオフレームを判定することにより導出されうる。ビデオフレ
ームを識別するために、メディアサンプルのフレームは行及び列から成る格子に分割され
、格子のブロック毎に、画素の輝度値の平均が計算されうる。空間フィルタは、計算され
た平均輝度値に適用され、格子のブロック毎にフィンガープリントビットを導出できる。
フィンガープリントビットは、フレームを一意に識別するために使用可能であり、既知の
メディアを含むデータベースのフィンガープリントビットと比較可能であるか又はマッチ
ング可能である。フレームから抽出されたフィンガープリントビットは、サブフィンガー
プリントと呼ばれ、フィンガープリントブロックは、連続フレームからの固定数のサブフ
ィンガープリントである。サブフィンガープリント及びフィンガープリントブロックを使
用して、ビデオサンプルの識別が実行されうる。メディアサンプルが含まれるフレームに
基づいて、ビデオにおける位置（例えば、時間オフセット）が判定されうる。
【００４６】
　更にコンテンツ識別の他の形態は、ウォーターマーキング法を使用するなどして実行さ
れてもよい。ウォーターマーキング法は、メディアストリームがある間隔で埋め込みウォ
ーターマークを有するように時間オフセットを判定するために識別モジュール１１６によ
り使用可能であり、例えば各ウォーターマークは、直接又はデータベース参照を介して間
接的にウォーターマークの時間又は位置を指定する。
【００４７】
　識別モジュール１１６の機能を実現するコンテンツ識別方法の上記例の一部において、
識別処理の副産物は、メディアストリーム内のメディアサンプルの時間オフセットであっ
てもよい。
【００４８】
　いくつかの例において、サーバ１０６は、メディアストリーム・ライブラリ・データベ
ース１２０に更にアクセスしてサンプリングされたメディアに対応するメディアストリー
ムを選択してもよく、そのメディアストリームは、クライアント装置１１０に返され、ク
ライアント装置１１０により再生されてもよい。ライブラリデータベース１２０中の情報
又はメディアストリーム・ライブラリ・データベース１２０自体は、データベース１１８
内に含まれてもよい。
【００４９】
　メディアサンプルに対応するメディアストリームは、例えばクライアント装置１１０の
ユーザによりマニュアルで選択されてもよいし、クライアント装置１１０によりプログラ
ムにより選択されてもよいし、あるいはメディアサンプルの同一性に基づいてサーバ１０
６により選択されてもよい。選択されたメディアストリームは、メディアサンプルとは異
なる種類のメディアであってもよく、メディア情報源１０２により再生されているメディ
アに同期されてもよい。例えば、メディアサンプルは音楽であってもよく、選択されたメ
ディアストリームは、音楽に同期可能な歌詞、楽譜、ギタータブラチュア、伴奏、ビデオ
、アニマトロニクス人形のダンス、アニメーションシーケンス等であってもよい。クライ
アント装置１１０は、メディアサンプルに対応する選択されたメディアストリームを受信
してもよく、メディア情報源１０２により再生されているメディアと同期して選択された
メディアストリームを再生してもよい。
【００５０】
　メディア情報源１０２により再生されているメディアの推定時間位置は、識別モジュー
ル１１６により判定され、選択されたメディアストリームを再生する選択されたメディア
ストリーム内の対応位置を判定するために使用されうる。クライアント装置１１０がメデ
ィアサンプルを取り込むようにトリガされる場合、タイムスタンプ（Ｔ０）はクライアン
ト装置１１０の基準クロックから記録される。いずれかの時間ｔにおいて、推定リアルタ
イムメディアストリーム位置Ｔｒ（ｔ）は、推定識別メディアストリーム位置ＴＳ＋タイ
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ムスタンプの時間からの経過時間から判定される。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　Ｔｒ（ｔ）は、メディアストリームの開始から現在再生されているメディアストリーム
のリアルタイム位置までの経過時間である。従って、ＴＳ（すなわち、記録されたサンプ
ルに基づくメディアストリームの開始からメディアストリームの位置までの推定経過時間
）を使用して、Ｔｒ（ｔ）が算出されうる。Ｔｒ（ｔ）は、メディア情報源１０２により
再生されているメディアと同期して選択されたメディアストリームを提示するためにクラ
イアント装置１１０により使用される。例えばクライアント装置１１０は、メディア情報
源１０２により再生されているメディアと同期して選択されたメディアストリームを再生
及び提示するように、時間位置Ｔｒ（ｔ）又は時間Ｔｒ（ｔ）が経過した位置において選
択されたメディアストリームの再生を開始してもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、選択されたメディアストリームがメディア情報源１０２
により再生されているメディアと同期しなくなることを緩和又は防止するため、推定位置
Ｔｒ（ｔ）は速度調整比Ｒに従って調整されうる。例えば、引用により本明細書に全ての
内容が組み込まれている米国特許第７，６２７，４７７号「Ｒｏｂｕｓｔ　ａｎｄ　ｉｎ
ｖａｒｉａｎｔ　ａｕｄｉｏ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｍａｔｃｈｉｎｇ」において説明される
方法は、メディアサンプル、推定識別メディアストリーム位置ＴＳ及び速度比Ｒを識別す
るために実行されうる。速度比Ｒを推定するために、一致するフィンガープリントの可変
部分のクロス周波数比が算出され、周波数が時間に反比例するため、クロス時間比はクロ
ス周波数比の逆数である。クロス速度比Ｒはクロス周波数比（例えば、クロス時間比の逆
数）である。
【００５４】
　特に、上述した方法を使用して、２つのオーディオサンプル間の関係は、サンプルの時
間周波数スペクトログラムを生成し（例えば、各フレームにおいて周波数ビンを生成する
ためにフーリエ変換を計算し）、スペクトログラムの局所的なエネルギーピークを識別す
ることにより特徴付けられる。局所的なエネルギーピークに関連した情報は抽出され、各
々が場所フィールド、可変の構成要素及び不変の構成要素をオプションとして含むフィン
ガープリントオブジェクトのリストに集約されうる。それぞれのオーディオサンプルのス
ペクトログラムから導出された特定のフィンガープリントオブジェクトはマッチングされ
うる。相対値は、一致したフィンガープリントオブジェクトの対毎に判定され、例えばそ
れぞれのオーディオサンプルのパラメータ値の対数の差分又は商であってもよい。
【００５５】
　一例において、スペクトルピークの局所的な対はメディアサンプルのスペクトログラム
から選択され、局所的な対の各々はフィンガープリントを含む。同様に、スペクトルピー
クの局所的な対は、既知のメディアストリームのスペクトログラムから選択され、局所的
な対の各々はフィンガープリントを含む。サンプルと既知のメディアストリームとの間で
一致するフィンガープリントが判定され、サンプル及びメディアストリームの各々に対す
るスペクトルピーク間の時間差分が算出されうる。例えば、サンプルの２つのピーク間の
時間差分は判定され、既知のメディアストリームの２つのピーク間の時間差分と比較され
る。これらの２つの時間差分の比は比較され、そのような比の多くを含むヒストグラムが
生成されうる（例えば、一致するフィンガープリントの対から抽出されうる）。ヒストグ
ラムのピークは、実際の速度比（例えば、メディア情報源１０２がメディアを再生してい
る時の速度とメディアが基準メディアファイルで再生される時の速度との差分）であると
判定されてもよい。従って、速度比Ｒの推定値は、例えばヒストグラムのピークが相対的
なピッチとして又は線形的な伸張の場合は相対的な再生速度として２つのオーディオサン
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プル間の関係を特徴付けるようなヒストグラムのピークを見つけることにより取得できる
。
【００５６】
　グローバルな相対値（例えば、速度比Ｒ）は、２つのオーディオサンプルからの対応す
る可変構成要素を使用して一致したフィンガープリントオブジェクトから算出されうる。
可変構成要素は、各フィンガープリントオブジェクトの場所に近接する局所的な特徴から
判定される周波数値であってもよい。速度比Ｒは、デルタ時間又は周波数の比、あるいは
２つのオーディオサンプル間のマッピングを記述するために使用されるグローバルパラメ
ータの推定値を結果として与える他の関数であってよい。速度比Ｒは、例えば相対的な再
生速度の推定値と考えられてもよい。
【００５７】
　速度比Ｒは、他の方法を使用しても推定可能である。例えば、メディアの複数のサンプ
ルが取り込み可能であり、コンテンツ識別は各サンプルに対して実行され、ｋ番目のサン
プルに対して基準クロック時間Ｔ０（ｋ）における複数の推定メディアストリーム位置Ｔ

Ｓ（ｋ）を取得できる。Ｒは以下のように推定できる。
【００５８】
【数２】

【００５９】
　時間変動としてＲを表すために、以下の式が使用されてもよい。
【００６０】

【数３】

【００６１】
　従って、速度比Ｒは、ある時間範囲にわたる推定時間位置ＴＳを使用して算出され、メ
ディアがメディア情報源１０２により再生されている時の速度を判定できる。
【００６２】
　速度比Ｒを使用して、リアルタイムメディアストリーム位置の推定値が以下のように算
出できる。
【００６３】
【数４】

【００６４】
　リアルタイムメディアストリーム位置は、メディアサンプルの時間の位置を示す。例え
ばメディアサンプルが４分の長さの曲から得られ、Ｔｒ（ｔ）が１分である場合、曲の１
分が経過したことを示す。
【００６５】
　一例において、本明細書で説明するメディア情報源１０２により再生されているメディ
アにメディアファイルを同期させる方法を使用して、クライアント装置１０４は、クライ
アント装置１１０にメディアを提供してもよく（直接、あるいはネットワーク１０８又は
サーバ１０６を介して）、クライアント装置１１０は、メディア情報源１０２により再生
されているメディアと同期して受信したメディアを再生してもよい。
【００６６】
　図３は、コンテンツのデータストリームとコンテンツのサンプルとの間の一致を判定す
るために上述したコンテンツ識別方法の例の１つに従って動作するように構成されるシス
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テムの一例を示すブロック図である。システムは、各々がそれぞれの環境３０４ａ～３０
４ｎ内でメディアを再生する多くのメディア／データ情報源３０２ａ～３０２ｎを含む。
システムは、各々がそれぞれの環境３０４ａ～３０４ｎの１つに位置するクライアント装
置３０６ａ～３０６ｎを更に含む。環境３０４ａ～３０４ｎは、例えば重なり合ってもよ
いし、あるいは独立した環境であってもよい。
【００６７】
　システムは、クライアント装置３０６ａ～３０６ｎの各々からデータストリームを受信
する（有線又は無線接続を使用して）ように構成されるサーバ３０８を含む。データスト
リームは、メディア／データ情報源３０２ａ～３０２ｎにより再生されるようなコンテン
ツの解釈を含む。一例において、クライアント装置３０６ａ～３０６ｎの各々は、サーバ
３０８への接続を開始し、マイクロホンを介してメディア情報源３０２ａ～３０２ｎから
受信されるコンテンツをサーバ３０８にストリーミングする。別の例において、クライア
ント装置３０６ａ～３０６ｎは、メディア情報源３０２ａ～３０２ｎからコンテンツのデ
ータストリームを記録し、その記録をサーバ３０８に提供する。クライアント装置３０６
ａ～３０６ｎは、サーバ３０８が所定のクライアント装置からの記録を組み合わせてコン
テンツのデータストリームにしてもよいように、メディア情報源３０２ａ～３０２ｎから
受信したコンテンツの記録を連続して（又はほぼ連続して）提供してもよい。
【００６８】
　サーバ３０８は、クライアント装置３０６ａ～３０６ｎからデータストリームを受信す
るマルチチャネル入力インタフェース３１０を含み、チャネルサンプラ３１２にデータス
トリームを提供する。各チャネルサンプラ３１２は、上述したいずれかの方法を使用して
データストリームのフィンガープリントを判定するチャネルフィンガープリント抽出器３
１４を含む。サーバ３０８は、フィンガープリントブロックソータ３１６内で、特定の時
間の間、各データストリームに対するフィンガープリントをソート及び格納するように構
成されてもよい。サーバ３０８は、フィンガープリントが生成又は受信された時期に基づ
いてフィンガープリントを記憶装置にログ記録するために、実時間又はクロックを参照し
てもしなくてもよいフィンガープリントとタイムスタンプとを関連付けることができる。
所定の時間の後、例えばサーバ３０８は格納されたフィンガープリントを上書きしてもよ
い。最近のフィンガープリント履歴を格納するために、所定の長さのローリングバッファ
を使用できる。
【００６９】
　サーバ３０８は、追加の認識エンジンに接続することによりフィンガープリントを計算
してもよい。サーバ３０８は、受信したサンプルと比較するために使用可能なデータスト
リームのタイムスタンプをつけられたフィンガープリントトークンを判定してもよい。こ
の点に関して、サーバ３０８は、比較機能を実行するためにプロセッサ３１８を含む。
【００７０】
　システムは、環境３２２内に位置付けられた別のクライアント装置３２０を含む。クラ
イアント装置３２０は、周囲環境３２２から受信したコンテンツのサンプルを記録しコン
テンツのサンプルをサーバ３０８に提供する（有線又は無線接続を使用して）ように構成
されうる。クライアント装置３０８は、コンテンツのサンプルに関する情報を判定するた
めに問合せと共にコンテンツのサンプルをサーバ３０８に提供することができる。クライ
アント装置３２０から問合せを受信すると、サーバ３０８は、フィンガープリントの格納
されたデータストリーム内の線形的に対応するフィンガープリントを検索するように構成
されてもよい。特に、プロセッサ３１８は、クライアント装置３２０から受信したサンプ
ルのサンプル時間又はそれに近い時間においてサーバ３０８で記録又は受信したデータス
トリームフィンガープリントがサンプルのフィンガープリントに一致するかを判定するた
めにまずチャネルを選択する。一致しない場合、プロセッサ３１８は、次のチャネルを選
択し、一致を検索し続ける。
【００７１】
　データストリームのフィンガープリントとクライアント装置３２０からのサンプルとは
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、サンプルランドマークとそのランドマークで計算されたフィンガープリントとを含む対
応関係の対を生成することによりマッチングが行われる。ランドマーク／フィンガープリ
ントの各集合は、データストリームとサンプルとの位置合わせのためにスキャンされる。
すなわち、対の線形的な対応関係が識別され、集合は、線形的に関連する多くの対に従っ
てスコアをつけられる。最も高いスコア、すなわち線形的に関連した対応関係を最も多く
有する集合がウィニングファイルであり、一致と判定される。一致が識別される場合、プ
ロセッサ３１８は、コンテンツのサンプルの情報又はコンテンツのサンプルの追加の情報
を識別することを含んでもよい応答をクライアント装置３２０に提供する。
【００７２】
　一例において、図３のシステムは、クライアント装置３２０が周囲環境３２２からのコ
ンテンツのサンプルをタグ付けすることを可能にするように構成される。サーバ３０８が
クライアント装置３０６ａ～３０６ｎのうちの１つから受信したデータストリームに基づ
いて一致を見つけた場合、サーバ３０８は、１つ又は複数の後続サービスを実行できる。
サーバ３０８は、クライアント装置３２０が環境３０４ａ～３０４ｎのうちの１つに常駐
する一例において一致を見つけてもよい。図３において、一例において、環境３２２は、
環境３０４ａ～３０４ｎのいずれかと重なり合うか又はその環境内に含まれてもよく、ク
ライアント装置３２０により記録されサーバ３０８に提供されるコンテンツのサンプルは
メディア情報源３２０ａ～３２０ｎのうちの１つから受信される。
【００７３】
　＜後続サービスの例＞
　図４は、データストリームのコンテンツ又はコンテンツに関する情報を識別し後続サー
ビスを実行する一例の方法４００を示すフローチャートである。本明細書で開示する処理
及び方法並びに他の処理及び方法に対して、フローチャートは本実施形態の１つの可能な
実現例の機能性及び動作を示すことが理解されるべきである。この点に関して、各ブロッ
クは、処理の特定の論理機能又はステップを実現するためにプロセッサにより実行可能な
１つ以上の命令を含むモジュール、セグメント又はプログラムコードの一部を表してもよ
い。プログラムコードは、例えばディスク又はハードドライブを含む記憶装置等のあらゆ
る種類のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又はデータ記憶装置に格納されてもよい。
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、例えばレジスタメモリ、プロセッサキャッシュ
及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようなデータを短期間格納するコンピュータ可
読媒体等の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよい。コンピュータ読み取り可能
な記憶媒体は、例えば読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、光ディスク、磁気ディスク、コン
パクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）のような二次記憶装置又は永続的な
長期記憶装置等の非一時的な媒体を更に含んでもよい。コンピュータ可読媒体は、他のあ
らゆる揮発性又は不揮発性記憶システムであってもよい。コンピュータ読み取り可能な記
憶媒体は、例えば有形のコンピュータ可読記憶媒体と考えられてもよい。
【００７４】
　更に、図４の各ブロックは、処理の特定の論理機能を実行するために配線される回路網
を表してもよい。当業者には当然理解されるように、機能が関係する機能性に依存して図
示されるか又は説明される順番とは異なる順番、例えばほぼ同時又は逆の順番で実行され
てもよい別の実現例は、本発明の実施形態の例の範囲内に含まれる。
【００７５】
　方法４００は、ブロック４０２において第１の装置の環境からのコンテンツのデータス
トリームを第１の装置から受信することを含む。例えば、第１の装置は携帯電話であって
もよく、第１の装置の周囲環境からのコンテンツのデータストリーム（例えば、連続した
又はほぼ連続したデータコンテンツ）を記録してもよく、データストリームをサーバに送
信してもよい。第１の装置は、第１の装置がサーバとの接続を維持するように連続したデ
ータストリームをサーバに提供してもよく、あるいは、第１の装置はデータストリームの
記録を提供してもよい。特定の一例として、教授が講堂のテーブルに携帯電話を置き、講
義中の話を記録し、その記録をサーバに提供してもよい。コンテンツのデータストリーム
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は、オーディオ、ビデオ又は双方の種類のコンテンツを含んでもよい。
【００７６】
　一例において、複数の装置の各々は、それぞれの環境に存在してもよく、それぞれの環
境から受信したコンテンツのデータストリームをサーバに提供してもよい。１つ又は複数
のデータストリームは、方法４００に従って更なる処理のためにサーバにおいて受信され
てもよい。
【００７７】
　方法４００は、ブロック４０４において周囲環境からのコンテンツのサンプルを第２の
装置から受信することを含む。例えば第２の装置は、第１の装置の環境にあってもよく、
周囲環境のサンプルを記録しそのサンプルをサーバに送信してもよい。サーバは、第１の
装置からのコンテンツのデータストリーム及び第２の装置からのコンテンツのサンプルを
同時に受信してもよい。上記の特定の例を継続すると、生徒は講堂に居て、講義のサンプ
ルを記録しそのサンプルをサーバに送信するために携帯電話を使用してもよい。
【００７８】
　方法４００は、ブロック４０６において、コンテンツのサンプルとコンテンツのデータ
ストリームとの比較を実行することを含む。例えばサーバは、コンテンツのフィンガープ
リントを判定する等、上述の方法のいずれかを使用してコンテンツのサンプル及びコンテ
ンツのデータストリームの各々の特徴を判定してもよい。サーバは、サンプルのフィンガ
ープリントとコンテンツのデータストリームのフィンガープリントとを比較してもよい。
この例において、コンテンツ自体ではなくコンテンツの特徴が比較されてもよい。更に比
較は、コンテンツのサンプルのコンテンツを識別する等、完全なコンテンツ識別を実行す
ることを含まなくてもよい。比較は、コンテンツのサンプルがコンテンツのデータストリ
ーム及びコンテンツのサンプルの一致するタイムスタンプにおける一致するフィンガープ
リントに基づいてコンテンツのデータストリームと同一の周囲環境から得られたかを判定
することを含んでもよい。
【００７９】
　一例において、コンテンツのサンプルは、サンプルが記録された時のサンプル時間（例
えば、クロックからの実時間又は基準時間）を示すサンプルタイムスタンプを含んでもよ
い。サンプルのフィンガープリントは、タイムスタンプに対応する時間又はその時間に近
い時間においてコンテンツのデータストリームのフィンガープリントと比較されてもよい
。フィンガープリントの特徴（例えば、大きさ、周波数等）が互いの特定の許容値内にあ
る場合、サーバは一致を識別してもよく、コンテンツのサンプルがコンテンツのデータス
トリームと同一のソースから記録されたことを判定してもよい。
【００８０】
　他の例において、タイムスタンプが必要ない場合がある。例えば少量のデータストリー
ムがいずれかの所定の時間において維持される例において（例えば、約１０～３０秒、１
分、数分等）、サンプルは少量のデータと比較され、不正確な一致の可能性を低減する。
サンプルとデータストリームとの間で一致が見つけられる場合、その一致は、それが発生
したデータストリームの場所に関係なく有効と判定されてもよい。
【００８１】
　比較は、一致が存在するかを判定するためにサンプルとデータストリームとの時間比較
と考えられてもよい。時間比較は、サンプル及びデータストリームの特徴の間の線形的な
対応関係を識別することを含んでもよい。他の例において、比較はリアルタイムで実行さ
れてもよく、サンプルと同一の時間又はほぼ同一の時間に受信されたデータストリームの
一部とサンプルとのリアルタイム比較であってもよい。リアルタイム比較は、現在受信し
ておりバッファリングされているデータストリーム（又は例えば前の３０秒等の最近受信
したデータストリームの部分）とサンプルとを比較してもよい。データストリームのコン
テンツがソースにより現在再生されている一方、データストリームが受信されているため
、比較はリアルタイムで行われる。
【００８２】
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　方法４００は、ブロック４０８において、比較に基づいて、第２の装置が当該環境に存
在していることを登録する要求を受信することを含む。例えば比較が成功し、第２の装置
から受信したコンテンツのサンプルが第１の装置から受信したコンテンツのデータストリ
ームの少なくとも一部と一致した（又はほぼ一致した）場合、サーバは、第１の装置及び
第２の装置が同一の環境内にあり同一の周囲コンテンツを記録しているという判定を行っ
てもよい。サーバは、第２の装置が当該環境に存在していることを登録してもよいし、あ
るいはブロック４０８に示すように、サーバは、第２の装置が当該環境に存在しているこ
とを（別のサーバ、第２の装置又はネットワークのエンティティから）登録する要求を受
信してもよい。
【００８３】
　上記例を継続する。生徒は、携帯電話においてコンテンツのサンプルに関する情報を示
す応答をサーバから受信することができる。応答がコンテンツの同一性、コンテンツの実
行者の同一性等を示す場合、生徒は、コンテンツが認識／識別されたことを判定し、携帯
電話のアプリケーションを利用して、第２の装置が当該環境に存在していることを登録す
るようにサーバに要求することができる。アプリケーションは、携帯電話に、第２の装置
が当該環境に存在していることを登録する要求をプレゼンスサーバに送信させるために実
行されてもよく、プレゼンスサーバはその要求をコンテンツ識別サーバに転送する。ある
いは、コンテンツ識別サーバが要求を受信し、その要求をプレゼンスサーバに転送しても
よい。
【００８４】
　一例において、ある場所に存在していること（プレゼンス）を登録することにより、第
２の装置の場所をログ記録したり、あるいは示すことができ、また、第２の装置のユーザ
によるある活動への参加を示すこともできる。例えばＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）を介
して「チェックイン」を実行する等、プレゼンスがソーシャルネットワーキングウェブサ
イトにおいて登録されてもよい。一例として、プレゼンスを登録することにより、コンサ
ートにおける第２の装置の場所又はコンサートの後援者である第２の装置のユーザの参加
を示すことができる。
【００８５】
　プレゼンスの登録に加えて又はそれ以外に、第２の装置は、コンテンツ／アーティスト
／会場に対する好みを示すこと（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）を介して活動又
は物に対して「いいね（ｌｉｋｅ）」をすること）又はソーシャルネットワーキングウェ
ブサイトにメッセージを提供すること（例えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）における「
ｔｗｅｅｔ（登録商標）」又はウェブログにおける「ブログ」）を含む他の後続サービス
が実行されることを要求することができる。
【００８６】
　いくつかの例において、サーバが複数のデータストリームを受信することに基づいて、
サーバはコンテンツのサンプルとコンテンツの複数のデータストリームの１つ以上との複
数の比較を実行してもよい。これら比較に基づいて、コンテンツのサンプルと１つのデー
タストリームの一部との間に一致が見つけられてもよい。サーバは、受信した一致するデ
ータストリームの送信元である装置の各環境に第２の装置が存在していると判断すること
ができる。
【００８７】
　方法４００を使用して、サーバは、第１の装置及び第２の装置が互いに近接するか、あ
るいは同一の環境内に、同一の環境に又はそれに近接する場所に位置するか又は位置付け
られると判定されるように更に構成されてもよい。
【００８８】
　別の例において、方法４００は、第２の装置から登録要求を受信しなくても比較に基づ
いて当該環境に第２の装置が存在していることの登録を実行する等、より少ないステップ
を含んでもよい。この例において、サーバは、第２の装置からコンテンツのサンプルを受
信し、コンテンツのサンプルの特徴とコンテンツのデータストリームの特徴との比較に基
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づいて、当該環境に第２の装置が存在していることを登録する機能を実行してもよい。コ
ンテンツのサンプルは、例えばコンテンツ識別要求内でサーバに提供されてもよい。
【００８９】
　更に別の例において、方法４００は、複数の装置の各環境から受信したコンテンツの複
数のデータストリームを複数の装置から受信すること、並びにコンテンツのサンプルの特
徴とコンテンツの複数のデータストリームの特徴との比較を実行すること等の追加のステ
ップを含んでもよい。比較に基づいて、第２の装置がいずれか１つの環境に存在している
ことが判定されてもよい。
【００９０】
　方法４００は、サーバが追加の情報を第２の装置に提供するように構成される等、追加
の機能を含んでもよい。一例において、サーバは第１の装置の識別を第２の装置に提供し
てもよい。この例において、サーバは、データストリームを提供した第１の装置のユーザ
を第２の装置のユーザに通知するように構成されてもよい。サーバは、コンテンツのデー
タストリームと共に、第１の装置のユーザ（又は第１の装置のユーザを判定するために使
用できる第１の装置自体）を識別する情報を受信してもよく、この情報を第２の装置に提
供できる。
【００９１】
　方法４００は、コンテンツのデータストリームを認識サーバに提供することにより、い
ずれのユーザもコンテンツ認識エンジンによりチャネルを確立できるようにする。ユーザ
は、サンプルを既存のデータベースファイル及びデータストリームの受信チャネルと比較
するように構成可能な認識サーバにコンテンツのサンプルを提供してもよい。いくつかの
例において、第１の装置は、データストリームをサーバに送信し、第２の装置は、第１の
装置に対する認識及び比較のためにサンプルをサーバに送信する。データストリーム及び
サンプルはそれぞれ、所定のメディア情報源から記録されてもよい。
【００９２】
　図５は、コンテンツ認識エンジンによりチャネルを確立するシステムの一例を示し、図
６は、図５の要素間でやり取りされるメッセージの一例を示すシーケンスチャートである
。図５は、生実演者を含んでもよいメディアソース５０４を含むコンサート会場５０２を
含む環境の一例を示す。実演者は、自身に近接してクライアント装置５０６を有してもよ
く、演奏のコンテンツのデータストリームをサーバ５０８に提供するためにクライアント
装置を使用してもよい。クライアント装置５０６は、図示するように携帯電話であっても
よく、あるいは他の装置を含んでもよく又は他の装置であってもよい。一例において、ク
ライアント装置は、演奏中に実演者により使用されるマイクロホンであってもよく、ある
いはマイクロホンを含んでもよい。他の例も可能である。
【００９３】
　コンサート会場５０２内においては、多くのゲストが存在する可能性がある。１人のユ
ーザは、クライアント装置５１０を所持しており、演奏のサンプルを記録し、そのサンプ
ルがサーバ５０８に提供されうる。サーバ５０８は、サンプルを受信すると、サンプルが
受信したいずれかのデータストリームのいずれかの部分と一致するかを判定する。一致が
見つけられた場合、サーバ５０８は、メタデータを含む応答をクライアント装置５１０に
提供する。
【００９４】
　その後、クライアント装置５１０は、クライアント装置５１０がコンサート会場５０２
に存在していることを登録する要求をサーバ５０８に送信することができる。サーバ５０
８は、例えばプレゼンスサーバ５１２にプレゼンスメッセージを送信する等、クライアン
ト装置５１０がコンサート会場５０２に存在していることを登録する機能を実行すること
ができる。
【００９５】
　別の例において、サーバ５０８は、サンプルに対する一致を見つけた後、クライアント
装置５１０による要求を最初に受信せずとも、クライアント装置５１０がコンサート会場
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５０２に存在していることを登録する機能を実行してもよい。この例において、クライア
ント装置５１０はサンプルをサーバ５０８に送信し、データストリームに対して一致が見
つけられる場合、クライアント装置５１０がコンサート会場５０２に存在していることが
登録される。
【００９６】
　観客のメンバーは、コンテンツのサンプルがデータストリームの一部に一致するかに基
づいて、メディアをタグ付けすること、イベントにおける存在を登録すること、実演者に
関する「詳細を見つける（Ｆｉｎｄ　Ｏｕｔ　Ｍｏｒｅ）」、コンサート会場に関する「
いいね（Ｌｉｋｅ）」又は「ツイート（Ｔｗｅｅｔ）」等に対する実演者のメタデータを
受信することを含む機能を実行するためにクライアント装置を利用できる。
【００９７】
　クライアント装置５１０に提供されるメタデータは、サンプルのコンテンツの同一性、
実演者の同一性、ＵＲＬ情報、アートワーク、画像、コンテンツを購入するためのリンク
、独占的なコンテンツに対するリンク、クライアント装置５０６のユーザから受信した独
自の情報（例えば、コンサートにおける実演者のプレイリスト、歌詞）等のあらゆる種類
の情報を含んでもよい。
【００９８】
　別の例において、クライアント装置５１０に提供されるメタデータは、スライドショー
、プレゼンテーション、ＰＤＦファイル、スプレッドシート、ウェブページ、ＨＴＭＬ５
文書等のファイルを含んでもよく、これは演奏又は講義の種々の部分に対応する種々の連
続したマルチメディアを含んでもよい。演奏中、実演者は、ファイルの情報を進める又は
進行させる方法を示す命令をサーバ５０８に提供することができる。例えばファイルがス
ライドショーを含む場合、クライアント装置５０６又は補助端末５１４は、次のスライド
への遷移を示す命令をサーバ５０８に送信するために使用されてもよい。実演者は、図６
に示すように（例えば、追加のメタデータをサーバ５０８に送信する）、クライアント装
置５０６のボタンをタップするか、あるいはスライドショーを進行させる命令をサーバ５
０８に送信するために左又は右スワイプジェスチャを行ってもよい（タッチパッド又はタ
ッチスクリーンを使用して）。サーバ５０８は、クライアント装置５１０がスライドショ
ーの表示を更新できるように命令をクライアント５１０に転送する。
【００９９】
　一例において、サーバ５０８は、クライアント装置５０６から命令を受信し、クライア
ント装置５０６の情報を表示するようにクライアント装置５１０に命令してもよい。サー
バ５０８は、クライアント装置５０６から受信したメタデータ及びメタデータを進行させ
る命令をコンサート会場５０２に「チェックインする」（例えば、コンサート会場５０２
に存在することを登録した）装置（例えば、全ての装置）に提供してもよい。更なる一例
において、メタデータは、演奏中にメタデータを進行させる時期／方法を示すアノテーシ
ョンを含んでもよく、サーバ５０８は、アノテーション付きメタデータを受信し、そのア
ノテーション付きメタデータをクライアント装置５１０に提供してもよい。従って、コン
サート会場５０２にチェックインした装置に提供されるメタデータは、ユーザ又は実演者
によりリアルタイムで提供又はトリガされうる。データは、全てのチェックイン装置にプ
ッシュされてもよく、動的に更新可能である。
【０１００】
　別の例として、クライアント装置５０６により提供されたメタデータは、ＲＳＳフィー
ド、ＨＴＭＬ５ページ（又は他の対話型メタデータ）を含んでもよく、クライアント装置
５１０は、実演者／講演者／バンドが提供したメタデータの更新を受信してもよい。
【０１０１】
　他の例において、実演者は、種々の手段で応答メタデータを動的に更新してもよい。一
例において、実演者は、次に演奏される可能性のある曲に対するメタデータの準備された
セットリストを含むメニューから項目を選択することにより更新を実行してもよい。メニ
ューは、例えばラップトップであるクライアント装置５０６又は補助端末５１４に提供で
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きる。メニュー選択は、補助端末を動作する実演者又はアシスタントにより選択可能であ
る。計画外のアンコール又は気まぐれな演奏をサポートするために、メタデータは実演者
又はアシスタントによりリアルタイムでデータベースに入力され、現在の演奏にアノテー
ションをつける。
【０１０２】
　説明したように、データは全てのチェックイン装置にプッシュされてもよく、動的に更
新可能である。チェックイン装置であることに基づいて、サーバ５０８は、装置が実演者
に関する追加の情報を受信することを更に登録する追加のオプションを提供してもよい。
例として、サーバ５０８は、実演者のメーリングリストに登録するオプション、ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイト（例えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）又はＦａｃｅｂ
ｏｏｋ（登録商標）上の実演者に対する加入）上で実演者をフォローするオプション、あ
るいは電子メーリングリスト又はＲＳＳフィードに加入するオプションを提供してもよい
。サーバ５０８は、装置の設定に基づいて所定のチェックイン装置を更に登録する（装置
から選択を受信せずに）ように構成されてもよい。
【０１０３】
　更なる例において、データはチェックイン装置から受信されてもよく、あるいはチェッ
クイン装置のユーザに関する情報が受信されてもよい（必ずしもチェックイン装置からで
はない）。例えばサーバ５０８は、チェックイン装置からの特定の情報又はチェックイン
装置のユーザに関する特定の情報を受信してもよい。そのような情報の例は、連絡先情報
、画像、人口統計情報、サービス又はメーリングリストに加入する要求及びプッシュ通知
に登録する要求を含む。そのような情報は、ユーザプロファイルと関連付けられたメモリ
又はサーバに格納又はキャッシュされ、クライアント装置５０６又はサーバ５０８による
要求に応答して検索されサーバ５０８に提供されてもよく、あるいはプログラムにより検
索及び提供されてもよい。あるいは、そのような情報は、チェックイン装置のユーザを介
してリアルタイムで入力されてもよい。この例において、実演者又は実演者の代理人は、
観客に関する更なる情報を学ぶためにユーザからの情報又はユーザに関する情報を受信で
きる。
【０１０４】
　従って、本明細書において説明する例の中で、情報は、チェックイン装置とクライアン
ト装置５０６又はサーバ５０８との間で双方向に流れることが可能である。情報のやり取
りが行われ、これは受動的（例えば、プレゼンスの登録時に提供される）又は能動的（例
えば、ユーザがユーザ／観客のメンバーに対する販売活動に有用である可能性がある情報
を提供することを選択する）であってよい。
【０１０５】
　更なる例において、本明細書で説明する方法及びシステムは、２つの装置間及び従って
２人のユーザ間の近接性を判定するために使用されてもよい。一例において、図５を参照
すると、クライアント装置５１０のユーザ及び別のクライアント装置５１６のユーザは双
方ともコンサート会場５０２に位置している。各装置は、周囲環境のサンプルをサーバ５
０８に送信し、サーバ５０８は上述したように識別を実行する。サーバ５０８は、複数の
装置が同一のデータストリームと一致するサンプルを提供した時期を判定するように構成
され、更に、その判定を装置に通知する。この例において、サーバ５０８は、クライアン
ト装置５１０及びクライアント装置５１６にメッセージを送信し、互いにコンサート会場
５０２にいることを各装置に通知できる。更にサーバ５０８は、コンテンツ識別に基づい
て装置の近接性を判定しており、近接性を判定する（例えば、一致する登録された装置の
プレゼンスに基づいて近接性を判定することにより）ためにプレゼンスサーバに更にアク
セスする必要はない。
【０１０６】
　別の実現例において、２つの装置間の近接性は、各装置から受信したサンプルを比較す
ることにより判定されてもよい。この例において、サーバ５０８は、クライアント装置５
１０からサンプルを受信しクライアント装置５１６から別のサンプルを受信し、双方のサ
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０及びクライアント装置５１６が互いに近接して位置する（例えば、同一のメディアが再
生されている環境に位置する）ことを判定してもよい。
【０１０７】
　更なる別の実現例として、サーバ５０８は、装置の地理情報（例えば、ＧＰＳデータ）
に関連してクライアント装置５１０及びクライアント装置５１６から情報を更に受信して
もよく、コンテンツ識別及び装置の近接性を検証する更なる方法としてその地理情報を使
用してもよい。例えばクライアント装置５１０がサンプルをサーバ５０８に送信し、サー
バ５０８が識別を実行し、その後コンサート会場５０２にクライアント装置５１０がいる
ことが登録された場合、サーバ５０８は、クライアント装置５１０のＧＰＳ座標を受信及
び記録してもよい。その後、サンプルデータストリームにおいて見つけられる後続の一致
又は同一のコンサート会場５０２において他の装置を登録する後続の要求に対して、サー
バ５０８は、装置が近接して位置することを更に検証するか又はコンテンツ識別を更に検
証するために、他の装置のＧＰＳ座標とクライアント装置５１０の格納されたＧＰＳ座標
とを比較してもよい。
【０１０８】
　本明細書において種々の態様及び実施形態が開示されたが、他の態様及び実施形態が当
業者には明らかとなるであろう。本明細書で開示した種々の態様及び実施形態は、例示す
ることが目的であって、限定することを意図したものではなく、実際の範囲は以下の特許
請求の範囲により示される。多くの変更や変形がその範囲から逸脱せずに行えることは、
当業者には明らかであろう。本明細書で列挙した方法及び装置に加えて、本発明の範囲内
の機能的に同等な方法及び装置が当業者には上記説明から明らかとなるであろう。そのよ
うな変更及び変形は、添付の特許請求の範囲の範囲内に入ることを意図する。
【０１０９】
　多くの詳細の変更、変形及び修正が説明した例に対して行えるため、上記説明及び添付
の図面に示した全ての事項は例示として解釈され、限定する意味はないことが意図される
。
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