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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを提示するためのシステムであって、前記システムはメディア受信装置およ
びコンピューティング装置を備え、前記メディア受信装置は、
　　高解像度マルチメディアインターフェイスケーブルを用いて前記メディア受信装置を
メディアプレイバック装置に接続するように構成された高解像度マルチメディアインター
フェイスポートの形態の入力／出力コネクタと、
　　ハードウェアプロセッサとを備え、前記ハードウェアプロセッサは、
　　前記高解像度マルチメディアインターフェイスケーブルを介して前記メディアプレイ
バック装置との接続を確立し、
　　メディアコンテンツアイテムを提示する前記コンピューティング装置からのディスカ
バリ要求に応答し、
　　通信リンクを確立するという前記コンピューティング装置からの要求に応答して、ネ
ットワーク上で前記コンピューティング装置との前記通信リンクを確立し、
　　前記メディアプレイバック装置を用いて前記メディアコンテンツアイテムを提示する
ようにプログラムされ、
　前記コンピューティング装置は、
　前記メディアコンテンツアイテムを提示するように構成されたコンテンツ提示アプリケ
ーションと、
　送信機アプリケーションとを備え、前記送信機アプリケーションは、
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　　前記メディアコンテンツアイテムのソースがコンピューティング装置上にあるという
点でローカルであるか、またはリモートであるかを判断し、
　　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがリモートであると前記送信機アプリ
ケーションが判断した場合、前記メディア受信装置に、所定の通信プロトコルを用いてリ
モートソースに前記メディアコンテンツアイテムを要求させ、
　　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがローカルであると前記送信機アプリ
ケーションが判断した場合、前記コンピューティング装置に、前記コンテンツを前記ネッ
トワーク上で前記メディア受信装置に送信させ、前記メディアコンテンツアイテムはコン
テンツ配信サーバを介して送信されないように、構成されている、システム。
【請求項２】
　前記ハードウェアプロセッサはさらに、
　前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時停止するコマンドを、前記通信リンク上
で前記コンピューティング装置から受信し、
　前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時停止する受信した前記コマンドに応答し
て、前記メディアプレイバック装置による前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時
停止する
ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記送信機アプリケーションはさらに、
　通信リンクが形成されると、コンテンツストリーミングアプリケーションを起動する命
令を前記メディア受信装置に送信するように構成され、前記コンテンツストリーミングア
プリケーションは前記コンテンツ提示アプリケーションに対応する、請求項１または２に
記載のシステム。
【請求項４】
　前記コンテンツストリーミングアプリケーションを起動する前記命令は、前記コンテン
ツストリーミングアプリケーションがダウンロードされ得るアドレス情報を含む、請求項
３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記メディア受信装置は、前記コンピューティング装置上で動作する前記送信機アプリ
ケーションから要求およびコマンドを受信するための受信機アプリケーションを動作させ
るように構成されている、請求項１から４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがリモートであると前記送信機アプリケ
ーションが判断した場合、前記ハードウェアプロセッサはさらに、
　前記コンピューティング装置によって提示されている前記メディアコンテンツアイテム
の識別情報と、前記コンピューティング装置によって提示されている前記メディアコンテ
ンツアイテムのソースの識別情報とを受信するように構成されている、請求項１から５の
いずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースの前記識別情報はＩＰアドレス情報を含
む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　メディアプレイバック装置でコンテンツを提示するための方法であって、前記方法は、
　高解像度マルチメディアインターフェイスケーブルを用いて、メディア受信装置と前記
メディアプレイバック装置との接続を確立することと、
　前記メディア受信装置によって、コンテンツ提示アプリケーションを用いてメディアコ
ンテンツアイテムを提示するコンピューティング装置からのディスカバリ要求に応答する
こととを備え、前記コンピューティング装置は送信機アプリケーションを有し、前記方法
はさらに、
　通信リンクを確立するという前記コンピューティング装置からの要求に応答して、ネッ
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トワーク上で前記メディア受信装置と前記コンピューティング装置との前記通信リンクを
確立することと、
　前記送信機アプリケーションによって、前記メディアコンテンツアイテムのソースが前
記コンピューティング装置上にあるという点でローカルであるか、またはリモートである
かを判断することと、
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがリモートであると前記送信機アプリケ
ーションが判断した場合、前記送信機アプリケーションによって、前記メディア受信装置
に、所定の通信プロトコルを用いて前記メディアコンテンツアイテムがそこから利用可能
となるリモートソースに前記メディアコンテンツアイテムを要求させることと、
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがローカルであると前記送信機アプリケ
ーションが判断した場合、前記送信機アプリケーションによって、前記コンピューティン
グ装置に、前記メディアコンテンツアイテムを前記メディア受信装置に送信させることと
を備え、前記メディアコンテンツアイテムはコンテンツ配信サーバを介して送信されず、
前記方法はさらに、
　前記メディア受信装置によって、前記メディアプレイバック装置を用いて前記メディア
コンテンツアイテムを提示することを備える、方法。
【請求項９】
　前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時停止するコマンドを、前記通信リンク上
で前記コンピューティング装置から受信することと、
　前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時停止する受信した前記コマンドに応答し
て、前記メディアプレイバック装置による前記メディアコンテンツアイテムの提示を一時
停止することとをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　通信リンクが形成されると、前記送信機アプリケーションによって、コンテンツストリ
ーミングアプリケーションを起動する命令を前記メディア受信装置に送信することをさら
に備え、前記コンテンツストリーミングアプリケーションは前記コンテンツ提示アプリケ
ーションに対応する、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンテンツストリーミングアプリケーションを起動する前記命令は、前記コンテン
ツストリーミングアプリケーションがダウンロードされ得るアドレス情報を含む、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディア受信装置において、前記送信機アプリケーションを動作させる前記コンピ
ューティング装置から要求およびコマンドを受信するための受信機アプリケーションを動
作させることをさらに備える、請求項８から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースがリモートであると前記送信機アプリケ
ーションが判断した場合、前記メディア受信装置によって、前記コンピューティング装置
によって提示されている前記メディアコンテンツアイテムの識別情報と、前記コンピュー
ティング装置によって提示されている前記メディアコンテンツアイテムのソースの識別情
報とを受信することをさらに備える、請求項８から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記メディアコンテンツアイテムの前記ソースの前記識別情報はＩＰアドレス情報を含
む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項８～１４のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させる、プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　関連出願との相互参照
　本願は、２０１３年６月６日に出願された米国仮特許出願番号第６１／８３１，８８７
号、および２０１３年６月６日に出願された米国仮特許出願番号第６１／８３１，９１５
号の利益を主張し、これらの出願の各々はその全体が引用により本明細書中に援用される
。
【０００２】
　技術分野
　メディアコンテンツを提示するためのシステム、方法および媒体が提供される。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　個人用電子機器は、消費メディアコンテンツをディスカバリする（見つける）またはブ
ラウズするために用いられることが多く、テレビなどの大型ディスプレイを有する機器は
メディアコンテンツを消費するために用いられることが多い。しかし、個人用電子機器か
らディスカバリされたディスカバリ済メディアコンテンツをテレビに再生するのは複雑な
場合があり、メディアコンテンツを個人用電子機器によって取出して提示用のテレビに送
信することが典型的に必要であり、これは、個人用電子機器とテレビとを接続するための
高価で不便なおよび／または複雑な装置を典型的に含む。
【０００４】
　したがって、メディアコンテンツを提示するための新たなシステム、方法、および媒体
が望まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概要
　開示される主題のいくつかの実現例に従うと、メディアコンテンツを提示するためのメ
カニズムが提供される。
【０００６】
　いくつかの実現例に従うと、コンテンツを提示するためのシステムが提供され、システ
ムは、ハードウェアプロセッサを含み、ハードウェアプロセッサは、メディアプレイバッ
ク（再生）装置との接続を確立し、メディアコンテンツアイテムを提示するコンピューテ
ィング装置からのディスカバリ要求に応答し、持続的な通信チャネルを確立するというコ
ンピューティング装置からの要求に応答して、ネットワーク上でコンピューティング装置
との持続的な通信チャネルを確立し、コンピューティング装置によって提示されているメ
ディアコンテンツアイテムの識別情報と、コンピューティング装置によって提示されてい
るメディアコンテンツアイテムのソースの識別情報とを受信し、メディアコンテンツアイ
テムの識別されたソースからメディアコンテンツアイテムをメディアコンテンツストリー
ムとして要求し、メディアプレイバック装置を用いてメディアコンテンツアイテムを提示
するようにプログラムされる。
【０００７】
　開示される主題のいくつかの実現例に従うと、コンテンツを提示するための方法が提供
され、方法は、ハードウェアプロセッサを用いて、メディアプレイバック装置との接続を
確立することと、メディアコンテンツアイテムを提示するコンピューティング装置からの
ディスカバリ要求に応答することと、持続的な通信チャネルを確立するというコンピュー
ティング装置からの要求に応答して、ネットワーク上でコンピューティング装置との持続
的な通信チャネルを確立することと、コンピューティング装置によって提示されているメ
ディアコンテンツアイテムの識別情報と、コンピューティング装置によって提示されてい
るメディアコンテンツアイテムのソースの識別情報とを受信することと、メディアコンテ
ンツアイテムの識別されたソースからメディアコンテンツアイテムをメディアコンテンツ
ストリームとして要求することと、メディアプレイバック装置を用いてメディアコンテン
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ツアイテムを提示することとを含む。
【０００８】
　開示される主題のいくつかの実現例に従うと、プロセッサによって実行されるとプロセ
ッサにコンテンツを提示するための方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を含む非
一時的なコンピュータ読取可能な媒体が提供され、方法は、メディアプレイバック装置と
の接続を確立することと、メディアコンテンツアイテムを提示するコンピューティング装
置からのディスカバリ要求に応答することと、持続的な通信チャネルを確立するというコ
ンピューティング装置からの要求に応答して、ネットワーク上でコンピューティング装置
との持続的な通信チャネルを確立することと、コンピューティング装置によって提示され
ているメディアコンテンツアイテムの識別情報と、コンピューティング装置によって提示
されているメディアコンテンツアイテムのソースの識別情報とを受信することと、メディ
アコンテンツアイテムの識別されたソースからメディアコンテンツアイテムをメディアコ
ンテンツストリームとして要求することと、メディアプレイバック装置を用いてメディア
コンテンツアイテムを提示することとを含む。
【０００９】
　開示される主題のいくつかの実現例に従うと、コンテンツを提示するためのシステムが
提供され、システムは、メディアプレイバック装置との接続を確立するための手段と、メ
ディアコンテンツアイテムを提示するコンピューティング装置からのディスカバリ要求に
応答するための手段と、持続的な通信チャネルを確立するというコンピューティング装置
からの要求に応答して、ネットワーク上でコンピューティング装置との持続的な通信チャ
ネルを確立するための手段と、コンピューティング装置によって提示されているメディア
コンテンツアイテムの識別情報と、コンピューティング装置によって提示されているメデ
ィアコンテンツアイテムのソースの識別情報とを受信するための手段と、メディアコンテ
ンツアイテムの識別されたソースからメディアコンテンツアイテムをメディアコンテンツ
ストリームとして要求するための手段と、メディアプレイバック装置を用いてメディアコ
ンテンツアイテムを提示するための手段とを含む。
【００１０】
　いくつかの実現例では、システムはさらに、メディアコンテンツアイテムの提示を一時
停止するコマンドを、通信チャネル上でコンピューティング装置から受信するための手段
と、メディアコンテンツアイテムの提示を一時停止する受信したコマンドに応答して、メ
ディアプレイバック装置によるメディアコンテンツアイテムの提示を一時停止するための
手段とを含む。
【００１１】
　いくつかの実現例では、システムはさらに、メディアプレイバック装置によるメディア
コンテンツアイテムの提示のステータスを、通信チャネル上でコンピューティング装置に
送信するための手段を含む。
【００１２】
　いくつかの実現例では、ステータスは、メディアプレイバック装置を用いて現在提示さ
れているメディアコンテンツアイテムの一部に関するタイミング情報を含む。
【００１３】
　いくつかの実現例では、ステータスは、メディアプレイバック装置を用いて現在提示さ
れているメディアコンテンツアイテムの識別情報を含む。
【００１４】
　いくつかの実現例では、システムはさらに、コンピューティング装置によって提示され
ているメディアコンテンツアイテムのタイミング情報を受信するための手段と、受信した
タイミング情報に基づいて、メディアプレイバック装置を用いるメディアコンテンツアイ
テムの提示を、メディアコンテンツアイテムにおける特定の時間に開始するための手段と
を含む。
【００１５】
　いくつかの実現例では、メディアコンテンツアイテムのソースの識別情報は、統一資源
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識別子の少なくとも一部を含む。
【００１６】
　開示される主題のさまざまな目的、特徴、および利点が、以下の図面に関連して考慮さ
れると開示される主題の以下の詳細な説明を参照してより完全に認識され得る。図中、同
様の参照番号は同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】開示される主題のいくつかの実現例に従う、メディアコンテンツを提示するため
のシステムの例を示す図である。
【図２】開示される主題のいくつかの実現例に従う、メディアコンテンツを提示するため
の処理の例を示す図である。
【図３】開示される主題のいくつかの実現例に従う、メディア受信装置を用いてメディア
コンテンツを受信および提示するための処理の例を示す図である。
【図４】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置のロック画
面からメディア受信装置に送信すべきコマンドを生成するための処理の例を示す図である
。
【図５Ａ】いくつかの実現例に従う、メディア受信装置を制御するためのロック画面ユー
ザインターフェイスの例を示す図である。
【図５Ｂ】いくつかの実現例に従う、メディア受信装置を制御するためのロック画面ユー
ザインターフェイスの例を示す図である。
【図６】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置上に提供さ
れる通知からメディアコンテンツアイテムの提示を制御するための処理の例を示す図であ
る。
【図７Ａ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図７Ｂ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図７Ｃ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図７Ｄ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図７Ｅ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図７Ｆ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、コンピューティング装置とともに
用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を
示す図である。
【図８Ａ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、ブラウザを動作させるコンピュー
ティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメ
カニズムを用いる例を示す図である。
【図８Ｂ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、ブラウザを動作させるコンピュー
ティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメ
カニズムを用いる例を示す図である。
【図８Ｃ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、ブラウザを動作させるコンピュー
ティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメ
カニズムを用いる例を示す図である。
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【図８Ｄ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、ブラウザを動作させるコンピュー
ティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメ
カニズムを用いる例を示す図である。
【図８Ｅ】開示される主題のいくつかの実現例に従う、ブラウザを動作させるコンピュー
ティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメ
カニズムを用いる例を示す図である。
【図９】開示される主題のいくつかの実現例に従う、本明細書中に記載されるコンテンツ
を提示するためのメカニズムが実現され得るシステムの一般化した概略図の例を示す図で
ある。
【図１０】開示される主題のいくつかの実現例に従う、図９に示されるコンピューティン
グ装置、メディア受信装置、およびコンテンツ配信サーバを実現するために用いられ得る
ハードウェアの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　詳細な説明
　開示される主題のいくつかの実現例に従うと、メディアコンテンツを提示するためのメ
カニズム（システム、方法および媒体を含み得る）が提供される。
【００１９】
　いくつかの実現例では、これらのメカニズムは、ユーザが、スマートフォン、タブレッ
トコンピュータ、またはパーソナルコンピュータなどのコンピューティング装置上でディ
スカバリされた（見つけられた）メディアコンテンツを、高品位テレビなどの大型および
／または高品位ディスプレイに提示（再生出力）することを可能にしつつ、ユーザが、コ
ンテンツをディスカバリするために用いられる装置（たとえばスマートフォン等）上のメ
ディアコンテンツの提示を制御することを可能にし得る。いくつかの実現例では、有線お
よび／または無線ネットワークなどのネットワークに接続するための送信機／受信機を含
み得るメディア受信装置がテレビに接続されて、コンテンツをディスカバリするために用
いられるコンピューティング装置によって識別されるコンテンツをストリームし得る。い
くつかの実現例では、コンテンツは、コンテンツをディスカバリするために用いられるコ
ンピューティング装置から直接ではなく、コンテンツソースからメディア受信装置によっ
て受信され得、これによって、コンピューティング装置を、コンテンツがメディア受信装
置によって提示されている間に、ウェブブラウジング、ｅメール等の他の目的に用いるこ
とができる。
【００２０】
　これらのメカニズムは、さまざまなアプリケーションで用いられ得る。たとえば、これ
らのメカニズムを用いて、大型ディスプレイ上にコンテンツを提示することができる。別
の例として、これらのメカニズムを用いて、馴染のあるインターフェイス（たとえばスマ
ートフォンのタッチインターフェイス、パーソナルコンピュータのウェブブラウザ等）上
でコンテンツをディスカバリするおよび／またはブラウズするが、より多くのユーザが同
時にコンテンツをより容易に見ることができる大型ディスプレイ上にコンテンツを提示す
ることができる。さらに別の例として、これらのメカニズムを用いて、複数のユーザがコ
ンテンツを同時にディスカバリし、共通のディスプレイを用いてコンテンツを共有するこ
とができる。
【００２１】
　図１を参照して、メディアコンテンツを提示するためのシステムの例１００がいくつか
の実現例に従って示される。いくつかの実現例では、システム１００は、入力／出力コネ
クタ１０４を含み得るメディア受信装置１０２を含み得る。入力／出力コネクタ１０４は
、メディアプレイバック装置１０６と通信するための任意の好適な入力および／または出
力コネクタであり得る。たとえば、入力／出力コネクタ１０４は、高品位マルチメディア
インターフェイス（ＨＤＭＩ（登録商標））ポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）コネクタ（たとえばＵＳＢ３．０コネクタ）、ＴＨＵＮＤＥＲＢＯＬＴコネクタ、デジ
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タルビジュアルインターフェイス（ＤＶＩ）コネクタ、ＴＯＳＬＩＮＫコネクタ（たとえ
ば光ファイバオーディオコネクタ）、セパレートビデオ（Ｓビデオ）コネクタ、任意の他
の好適なコネクタおよび／またはコネクタの任意の好適な組合せであり得る。
【００２２】
　いくつかの実現例では、メディアプレイバック装置１０６は、メディアコンテンツの１
つ以上のソースから受信したメディアを提示するためのハードウェアおよび／またはソフ
トウェアを含む装置であり得る。たとえば、メディアプレイバック装置１０６は、テレビ
、スマートテレビ、モニタ、セットトップボックス、オーディオビデオ（ＡＶ）受信機、
任意の他の好適なメディアプレイバック装置および／またはそれらの任意の好適な組合せ
を含み得る。より特定的には、メディアプレイバック装置１０６は、ディスプレイ１０８
、スピーカ、アナログおよび／もしくはデジタルビデオおよび／もしくはオーディオデー
タなどのメディアコンテンツをレンダリングするためのハードウェアならびに／またはソ
フトウェア、電源等を含み得る。メディアプレイバック装置１０６は、さまざまなソース
からビデオおよび／またはオーディオデータを受信するためのさまざまな入力ポートを含
み得る。そのような入力ポートは、１つ以上のＨＤＭＩポート、１つ以上のコンポーネン
トビデオポート、１つ以上のコンポジットビデオポート、１つ以上のＵＳＢポート、１つ
以上のＳビデオポート、１つ以上のＴＯＳＬＩＮＫポート、１つ以上の同軸ポート、１つ
以上のイーサネット（登録商標）ポート（有線または無線に関わらず）等を含み得る。
【００２３】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置１０２は、接続部１１０によってメディアプ
レイバック装置１０６に接続され得る。メディア受信装置１０２およびメディアプレイバ
ック装置１０６は、任意の好適な技術を用いて接続され得る。たとえば、接続部１１０は
、メディアプレイバック装置１０６の対応するコンセントポートに挿入されるメディア受
信装置１０２の入力／出力コネクタ１０４のプラグを含み得る。別の例として、ＨＤＭＩ
ケーブルなどの好適なケーブルが、入力／出力コネクタ１０４とメディアプレイバック装
置１０６のポートとの間に接続され得る。付加的にまたは代替的に、メディア受信装置１
０２は、メディアプレイバック装置１０６のハードウェアおよび／またはソフトウェアと
して含まれ得る。
【００２４】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置１０２は、通信リンク１１４を用いてコンピ
ューティング装置１１２に接続され得る。コンピューティング装置１１２は、スマートフ
ォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブルコンピュータ、ラップトップコンピュータ
、パーソナルコンピュータ、電子リーダ、デジタルメディア受信機、スマートテレビ、ゲ
ームコンソール、任意の他の好適なコンピューティング装置、またはそれらの任意の好適
な組合せなどの、任意の好適なコンピューティング装置であり得る。いくつかの実現例で
は、通信リンク１１４は、たとえば図９に関して以下に説明されるような任意の好適な通
信リンクを含み得る。さらに、通信リンク１１４は、有線および／または無線接続を有す
るローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネットワークを含み得る。付加的にまた
は代替的に、通信リンク１１４は、アドホックワイヤレスネットワークなどの、コンピュ
ーティング装置１１２とメディア受信装置１０２との間の無線接続を含み得る。いくつか
の実現例では、通信リンク上のコンピューティング装置１１２とメディア受信装置１０２
との間の通信は、任意の好適な暗号化技術を用いて暗号化され得る。たとえば、コンピュ
ーティング装置１１２からメディア受信装置１１４に送信されるメッセージは、任意の好
適な暗号化スキームを用いて、たとえば、メッセージの暗号化および復号化のための公開
鍵－秘密鍵の対を用いて、暗号化され得る。別の例として、通信リンク１１４上の通信は
、トランスポート層セキュリティ（ＴＬＳ）を用いて暗号化され得る。
【００２５】
　いくつかの実現例では、コンピューティング装置１１２は、ユーザインターフェイスを
ユーザに提示するためのディスプレイ１１６を含み得る。本明細書中に記載されるいくつ
かの例（たとえば図４～図７Ｆに関して説明される例）では、コンピューティング装置１
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１２はスマートフォンまたはタブレットコンピュータなどのモバイルコンピューティング
装置であり得、ディスプレイ１１６は、入力を受信し、ユーザインターフェイスおよび／
またはメディアコンテンツをユーザに表示するためのタッチスクリーンを含み得る。いく
つかの実現例では、コンピューティング装置１１２は、コンピューティング装置１１２の
音量を調節するための音量コントロール１１８をさらに含み得る。
【００２６】
　いくつかの実現例では、コンピューティング装置１１２は、通信リンク１２２上でコン
テンツディスカバリサーバ１２１と通信し得る。コンピューティング装置１１２を用いて
、コンテンツ配信サーバ１２０によって利用可能となるコンテンツをディスカバリするお
よび／またはブラウズすることができる。たとえば、ユーザは、コンピューティング装置
１１２を用いて、提示すべきメディアコンテンツを見つけることができる。いくつかの実
現例では、そのようなメディアコンテンツは、コンピューティング装置１１２のディスプ
レイ１１６を用いて提示され得る。いくつかの実現例では、コンピューティング装置１１
２は、コンテンツ配信サーバ１２０からのメディアコンテンツアイテムを要求し、通信リ
ンク１２３上で当該メディアコンテンツアイテムを受信することによって、コンテンツデ
ィスカバリサーバ１２１を用いて選択されたメディアコンテンツアイテムを提示し得る。
いくつかの実現例では、コンテンツ配信サーバ１２０および／またはコンテンツディスカ
バリサーバ１２１の各々は、任意の好適な数のサーバ上で実現され得る。付加的にまたは
代替的に、いくつかの実現例では、コンテンツ配信サーバ１２０およびコンテンツディス
カバリサーバ１２１によって実行される機能は同じ装置によって（たとえば共通のサーバ
コンピュータによって）実行され得る。
【００２７】
　いくつかの実現例では、通信リンク１２２および／または１２３は、ローカルエリアネ
ットワーク（たとえばホームネットワーク）および／または非ローカルネットワーク（た
とえばインターネット）を含み得る。たとえば、コンピューティング装置１１２はホーム
ネットワークなどの共通ＬＡＮに接続され得、インターネットを介してコンテンツディス
カバリサーバ１２１および／またはコンテンツ配信サーバ１２０に接続され得る。別の例
として、コンテンツ配信サーバ１２０および／またはコンテンツディスカバリサーバ１２
１は、コンピューティング装置１１２に共通のＬＡＮに接続され得る。より特定的な例で
は、コンテンツ配信サーバ１２０および／またはコンテンツディスカバリサーバ１２１は
コンピューティング装置１１２からリモート配置され得、通信リンク１２２および／また
は１２３は、コンテンツ配信サーバ１２０からのコンテンツにアクセスするための、およ
び／またはコンテンツディスカバリサーバ１２１を用いてコンテンツをディスカバリする
ための、インターネットなどの非ローカルネットワークを含み得る。別のより特定的な例
では、コンテンツ配信サーバ１２０および／またはコンテンツディスカバリサーバ１２１
はコンピューティング装置１１２に対してローカル配置され得、通信リンク１２２および
／または１２３はホームネットワークなどのローカルネットワークを含み得、これにコン
テンツ配信サーバ１２０および／またはコンテンツディスカバリサーバ１２１が接続され
る。そのような例では、コンテンツ配信サーバ１２０からのコンテンツにアクセスする、
および／またはコンテンツディスカバリサーバ１２１を用いてコンテンツをディスカバリ
する際、通信リンク１２２および／または１２３の非ローカルネットワーク（存在する場
合）は用いられない場合がある。
【００２８】
　いくつかの実現例では、コンピューティング装置１１２のユーザは、コンテンツ配信サ
ーバ１２０によって利用可能となるメディアコンテンツをメディア受信装置１０２に送信
することができ、これによって次に、メディアコンテンツを、メディア受信装置１０２が
接続されるメディアプレイバック装置１０６のディスプレイ１０８上に提示することがで
きる。いくつかの実現例では、メディア受信装置１０２は、接続部１１０を介してメディ
アプレイバック装置１０６から電力を受信し得、電力が接続部１１０上で受信されている
とき（たとえばメディア受信装置１０２が接続されているポートがアクティブ入力ポート
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として選択されているとき）にのみ、メディアコンテンツを受信するように利用可能とな
り得る。
【００２９】
　いくつかの実現例では、ユーザがコンテンツ配信サーバ１２０から提示すべきメディア
コンテンツアイテムを選択すると、ユーザは、選択したメディアコンテンツアイテムに関
連してユーザに提示されるアイコンを選択し、メディア受信装置１０２を用いてメディア
コンテンツアイテムを提示することができる。いくつかの実現例に従うメディア受信装置
１０２を用いたメディアコンテンツアイテムの提示は、たとえば図２に関して以下に説明
される。
【００３０】
　いくつかの実現例では、メディアコンテンツアイテムがメディア受信装置１０２を用い
てコンテンツ配信サーバ１２０から提示される場合、メディアコンテンツアイテムは通信
リンク１２４上でメディア受信装置１０２に送信され得る。通信リンク１２４は、ローカ
ルエリアネットワーク（たとえばホームネットワーク）および／または非ローカルネット
ワーク（たとえばインターネット）を含み得る。たとえば、メディア受信装置１０２およ
びコンピューティング装置１１２の両方がホームネットワークなどの共通ＬＡＮに接続さ
れ得、インターネットを介してコンテンツ配信サーバ１２０に接続され得る。別の例とし
て、コンテンツ配信サーバ１２０は、コンピューティング装置１１２および／またはメデ
ィア受信装置１０２に共通のＬＡＮに接続され得る。より特定的な例では、コンテンツ配
信サーバ１２０はメディア受信装置１０２および／またはコンピューティング装置１１２
からリモート配置され得、通信リンク１２４は、コンテンツ配信サーバ１２０からのコン
テンツにアクセスするためのインターネットなどの非ローカルネットワークを含み得る。
別のより特定的な例では、コンテンツ配信サーバはメディア受信装置１０２および／また
はコンピューティング装置１１２に対してローカル配置され得、通信リンク１２４はホー
ムネットワークなどのローカルネットワークを含み得、これにメディア受信装置１０２お
よびコンテンツ配信サーバ１２０の両方が接続される。そのような例では、コンテンツ配
信サーバ１２０からのコンテンツにアクセスする際、通信リンク１２４の非ローカルネッ
トワーク（存在する場合）は用いられない場合がある。
【００３１】
　いくつかの実現例では、ユーザは、コンピューティング装置１１２のメモリからメディ
ア受信装置１０２を用いて提示すべきメディアコンテンツアイテムを選択し得る（たとえ
ば、ユーザはコンピューティング装置１１２上にローカル記憶されるビデオを選択し得る
）。付加的にまたは代替的に、ユーザは、同じローカルエリアネットワーク上に存在する
別のコンピューティング装置（たとえばネットワーク接続記憶装置、ホームネットワーク
上のパーソナルコンピュータのメモリ、同じネットワーク上のサーバ上のメモリ等）上に
記憶される、メディア受信装置１０２を用いて提示すべきメディアコンテンツアイテムを
選択し得る。ローカルエリアネットワークに接続されるコンピューティング装置上に記憶
されるそのようなメディアコンテンツアイテムは、コンテンツ配信サーバ１２０を介して
送信されることなく、通信リンク１１４（または任意の他の好適な通信リンク）上でコン
ピューティング装置１１２からメディア受信機１０２に送信され得る。
【００３２】
　図２は、開示される主題のいくつかの実現例に従うメディアコンテンツを提示するため
の処理の例２００を示す。２０２において、送信機アプリケーションを有するコンピュー
ティング装置上でコンテンツ提示アプリケーションが開始され得る。コンテンツ提示アプ
リケーションは、提示すべきコンテンツをディスカバリするおよび／またはブラウズする
こと、ビデオおよび／またはオーディオコンテンツ（静止画像を含み得る）などのコンテ
ンツのレンダリングおよび／または提示を可能にするソフトウェアなどの、任意の好適な
コンテンツ提示機能を含み得る。
【００３３】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションは、コンテンツ提示アプリケーション
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の一部として、および／またはコンテンツ提示アプリケーションを動作させるコンピュー
ティング装置（たとえばコンピューティング装置１１２）のオペレーティングシステムに
よって実行され得る別個のアプリケーションとして、組込まれ得る。いくつかの実現例で
は、送信機アプリケーションは、たとえば以下に説明されるように、受信機アプリケーシ
ョンと通信するためのアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）であ
り得る。そのような送信機アプリケーションは、コンピューティング装置１１２などのコ
ンピューティング装置からコマンドを受信し、これらのコマンドをメディア受信装置（た
とえばメディア受信装置１０２）に送信するように構成され得る。とりわけ、送信機アプ
リケーションは、コンピューティング装置に以下の機能、すなわち、アプリケーションを
動作させるコンピューティング装置に、メディア受信装置（たとえばホームネットワーク
上のメディア受信装置１０２等）の存在を発見させる（見つけさせる）こと、送信機アプ
リケーションを動作させるコンピューティング装置が通信することになるメディア受信装
置の選択を受信すること、ならびに、通信を送信および／または受信することができるよ
うに、選択されたメディア受信装置との１つ以上の通信チャネルを確立すること、を実行
するように指示し得る。
【００３４】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションは、とりわけ上記の機能を実行するた
めのソフトウェア開発者キット（ＳＤＫ）（たとえばコンテンツ送信機ＳＤＫ）の１つ以
上の部分などの、１組の標準ソフトウェア命令を含み得る。送信機アプリケーションは、
たとえば、再生、一時停止、停止、および音量調節などの、メディア受信装置（メディア
受信装置１０２など）の一定のコントロールを実現し得る。さらに、送信機アプリケーシ
ョンは、たとえばメディアコンテンツアイテムが再生中であるか否か、メディアコンテン
ツアイテムのアイデンティティ（識別）、メディアコンテンツアイテムの時間等に関して
、メディア受信装置からステータス更新を定期的に受信し得る。
【００３５】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションは、コンピューティング装置がコンテ
ンツ提示アプリケーションを開始したことに応答して開始し得る。または、送信機アプリ
ケーションは、コンピューティング装置が開始されると開始してバックグラウンドアプリ
ケーションとして動作し得るか、または、送信機アプリケーションを用いてメディア受信
装置上にメディアコンテンツを提示するための機能に対応するアイコンをユーザが選択し
たことに応答して開始し得る。
【００３６】
　２０４において、コンテンツ提示アプリケーションは、コンテンツ提示アプリケーショ
ンを動作させるコンピューティング装置を用いてコンテンツをディスカバリおよび／また
はブラウズし得る。たとえば、コンテンツ提示アプリケーションは、ビデオ共有サービス
のアプリケーションのユーザが、ビデオ共有サービスのユーザによってアップロードされ
たビデオを見ることを可能にする、ビデオ共有サービスのアプリケーションであり得る。
そのようなコンテンツ提示アプリケーションによって、アプリケーションのユーザは、サ
ーチ機能、おすすめ、キュレートリスト、チャネルを用いて、ランダムに、またはユーザ
によるコンテンツのディスカバリおよび／またはブラウジングを容易にするための任意の
他の好適な技術を用いて、見るべきビデオをディスカバリすることができる。別の例とし
て、コンテンツ提示アプリケーションは、とりわけユーザがウェブページをディスカバリ
するおよび／またはブラウズすることを可能にし得るウェブブラウザであり得る。
【００３７】
　２０６において、送信機アプリケーションは、送信機アプリケーションを動作させるコ
ンピューティング装置に、コンピューティング装置が接続されているネットワーク（たと
えばホームネットワーク）上に存在するメディア受信装置（たとえばメディア受信装置１
０２）を発見させ得る。ネットワーク上の特定のアドレスにメッセージをマルチキャスト
すること、マルチキャストメッセージを受信したネットワーク上の装置からの回答をリッ
スンするためのイベントリスナを起動することなどの、装置を発見するための任意の好適
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な技術が用いられ得る。さらに、いくつかの実現例では、処理２００を実行する装置に関
連付けられるイベントリスナが、メディア受信装置（たとえばメディア受信装置１０２）
によって以前に送信されたマルチキャストメッセージに対する応答ではない可能性がある
、そのような装置から送信されるメッセージをリッスンし得る。そのようなメッセージは
、メディア受信装置によって送信されるブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニ
キャストメッセージであり得る。いくつかの実現例では、送信機アプリケーションは、コ
ンピューティング装置がコンテンツ提示アプリケーションを起動したことおよび／または
送信機アプリケーションを開始したことに応答して、ユーザが２１０に関して以下に説明
されるような「送信」アイコンを選択したことに応答して、定期的に、または任意の他の
好適な時間に、２０６において開始して装置を発見し得る。
【００３８】
　２０８において、コンテンツ提示アプリケーションは、提示すべきメディアコンテンツ
アイテムのユーザ指示を受信し得、当該メディアコンテンツアイテムの提示が、コンテン
ツ提示アプリケーションを動作させるコンピューティング装置上で開始し得る。付加的に
または代替的に、選択されたメディアコンテンツアイテムは選択時にコンピューティング
装置上に提示されない場合があり、代わりに、コンテンツ提示アプリケーションは、メデ
ィアコンテンツアイテムを提示するユーザ命令を待つことができる。
【００３９】
　２１０において、コンテンツ提示アプリケーションおよび／または送信機アプリケーシ
ョンは、選択されたメディアコンテンツアイテムをメディア受信装置（たとえばメディア
受信装置１０２）に送信する「送信」アイコン（または音声コマンド、テキストコマンド
の入力等の、メディアコンテンツアイテムをメディア受信装置に送信する任意の他の好適
な指示）をユーザが選択したか否かを判断し得る。ユーザが「送信」アイコンを選択した
か否かの判断は、任意の好適な技術を用いて、たとえば、「送信」アイコンのユーザ選択
を受信したことを示すコンテンツ提示アプリケーションを動作させるコンピューティング
装置から信号を受信することによって、行なわれ得る。コンテンツ提示アプリケーション
および／または送信機アプリケーションが「送信」アイコンのユーザ選択を受信していな
いと判断した場合（２１０において「ＮＯ」）、処理２００は２０８に戻り、選択された
メディアコンテンツアイテムを（提示中である場合は）提示し続け得る。そうでなく、コ
ンテンツ提示アプリケーションおよび／または送信機アプリケーションが「送信」アイコ
ンのユーザ選択を受信したと判断した場合（２１０において「ＹＥＳ」）、処理２００は
２１２に進み得る。
【００４０】
　２１２において、送信機アプリケーションは、送信機アプリケーションを動作させるコ
ンピューティング装置に、選択されたメディアコンテンツアイテムを提示可能なメディア
受信機装置のリストを出力させ得る。メディア受信装置のリスト（たとえばメディア受信
装置１０２を含む）は、２０６において発見されたメディア受信装置に基づいて作成され
得る。いくつかの実現例では、送信機アプリケーションを用いてメディアコンテンツアイ
テムを提示するのに以前に用いられた装置が、当該装置が２０６において発見要求に応答
したか否かに関わらず、リストに含まれ得る。たとえば、以前に用いられた装置は、装置
が発見されなかった（たとえば装置がオフラインであるかネットワーク内にない）という
表示とともに、装置のリスト内においてユーザに提示され得る。いくつかの実現例では、
たとえば、コンテンツを提示するために用いるデフォルトメディア受信装置をユーザが以
前に選択している場合、および／または２０６における装置発見時に１つのメディア受信
装置のみが検出された場合は、装置のリストをユーザに提示することを省略してもよい。
いくつかの実現例では、２０６における装置発見は、２０８におけるコンテンツの提示と
並行して、２１０における「送信」ユーザインターフェイス要素の選択に応答して（２１
０における「ＹＥＳ」に応答して）、および／または任意の他の好適な時間に、行なわれ
得る。
【００４１】
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　２１４において、送信機アプリケーションは、２０８において選択したコンテンツを提
示するために用いるメディア受信装置の指示を受信し得る。たとえば、送信機アプリケー
ションは、２０８において選択したメディアコンテンツアイテムを提示するために用いる
メディア受信装置としてユーザによって選択された装置の送信機アプリケーションを動作
させるコンピューティング装置から信号を受信し得る。
【００４２】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置
と選択されたメディア受信装置との間の通信セッションは、２１４においてメディア装置
の選択を受信したことに応答して開始され得る。セッションの開始によって、送信機アプ
リケーションを動作させる通信装置と受信機アプリケーションを動作させる選択されたメ
ディア受信装置との間に、安全な接続が形成され得る。このセッションは、選択されたメ
ディア受信装置にネットワーク上で呼出を送信すること、および、２０８において選択さ
れたメディアコンテンツアイテムを選択されたメディア受信装置を用いて提示するための
アプリケーションを起動することを含み得る。
【００４３】
　いくつかの実現例では、セッションの開始は、選択されたメディア受信装置上で動作す
る受信機アプリケーションから通信を受信するためのリスナを起動することをさらに含み
得る。セッションの開始後、コンテンツ提示アプリケーションを動作させるコンピューテ
ィング装置上で動作する送信機アプリケーションと、選択されたメディア受信装置上で動
作する受信機アプリケーション（図３に関連して以下に説明される）との間に、通信用の
チャネルが直接形成され得る。このチャネルを用いて、選択されたメディアコンテンツア
イテムを提示するコマンド、メディアコンテンツアイテムを再生するコマンド、メディア
コンテンツアイテムを一時停止するコマンド等のコマンドを、送信機アプリケーションを
動作させるコンピューティング装置から受信機アプリケーションを動作させる選択された
メディア受信機アプリケーションに送信することができる。送信機アプリケーションを動
作させるコンピューティング装置およびメディア受信装置は、本明細書において、上述の
ようにそれらの間にチャネルが確立された場合にペアの装置と称されることがある。付加
的にまたは代替的に、いくつかの実現例では、送信機アプリケーションは、特定のコンテ
ンツ（たとえば２０８において選択されるコンテンツ）を提示するコマンドおよび／また
は命令などの任意の好適なコマンドおよび／または命令を、上述のチャネル上でおよび／
または非持続的な接続を用いて送信し得る。たとえば、コマンドおよび／または命令は、
一時チャネルを用いて（たとえばメディア受信装置にアドレス指定されたハイパーテキス
ト転送プロトコルメッセージを用いて通信して）メディア受信装置に要求を送信すること
によって、非持続的な接続によって送信され得る。いくつかの実現例では、一定のコマン
ドおよび／または命令は、メディア受信装置の初期化期間中に、および／またはメディア
受信装置の受信機アプリケーションの起動時に、持続的な接続が確立される前に、持続的
な通信チャネルの初期化中に、および／または任意の他の好適なタイミングで、非持続的
な接続を用いて送信され得る。
【００４４】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置
とメディア受信機装置との間にチャネルが形成されると、送信機アプリケーションは、２
０４におけるコンテンツのディスカバリおよび／もしくはブラウジングならびに／または
２０８におけるコンテンツの選択のために用いられたコンテンツ提示アプリケーションに
対応するコンテンツストリーミングアプリケーションを起動する命令を送信し得る。
【００４５】
　２１６において、送信機アプリケーションは、メディアコンテンツアイテムのソースが
ローカルである（たとえば送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置
上にある）か、リモートである（たとえばコンテンツ配信サーバ上、ネットワーク接続記
憶装置上、ネットワーク上のパーソナルコンピュータ上等）かを判断し得る。メディアコ
ンテンツアイテムのソースがリモートであると送信機アプリケーションが判断した場合（
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２１６において「リモート」）、処理２００は２１８に進み得る。
【００４６】
　２１８において、送信機アプリケーションは、選択されたメディア受信装置に、ハイパ
ーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、任意の好適なストリーミングプロトコル、ファ
イル転送プロトコル（ＦＴＰ）、デジタルリビングネットワークアライアンス（ＤＬＮＡ
）標準に対応するプロトコル、または任意の他の好適なプロトコルなどの任意の好適な通
信プロトコルを用いてコンテンツアイテムがそこから利用可能となるリモートソース（た
とえばリモートサーバ、ネットワーク接続記憶装置等）からのコンテンツアイテムを要求
させ得る。いくつかの実現例では、メディアコンテンツアイテムが、コンテンツ提示アプ
リケーションを動作させるコンピューティング装置によって提示された場合、メディア受
信機アプリケーションは、コンピューティング装置がメディアコンテンツアイテムを提示
するのを中止した場所にメディアコンテンツアイテムを提示し得る。
【００４７】
　そうでなく、メディアコンテンツアイテムのソースがローカルであると送信機アプリケ
ーションが判断した場合（２１６において「ローカル」）、処理２００は２２０に進み得
る。
【００４８】
　２２０において、送信機アプリケーションは、コンテンツ提示アプリケーションを動作
させるコンピューティング装置に、選択されたメディア受信装置にコンテンツをネットワ
ーク上で送信させ得る。送信機アプリケーションは次に、選択されたメディア受信装置に
、送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置と選択されたメディア受
信機装置との間に確立されたチャネルを用いて、コンテンツを提示させ得る。いくつかの
実現例では、処理２００を実行する装置（たとえばコンピューティング装置１１２）から
選択されたメディア受信装置（たとえばメディア受信装置１０２）にコンテンツを送信す
るためのチャネルは、メディア受信装置１１２にコマンドおよび／または命令を送信する
ためのチャネルとは別個のチャネルであり得る。たとえば、コマンドおよび／または命令
を送信するためのチャネルは制御チャネルであり得、コンテンツを送信するためのチャネ
ルはデータチャネルであり得る。または、コンテンツはコマンドおよび／または命令と同
じチャネル上で送信され得る。
【００４９】
　いくつかの実現例では、メディアコンテンツアイテムは、コンピューティング装置１１
２によってレンダリングされているウェブページまたはウェブページの一部を含み得る。
そのような実現例では、ウェブページはローカルに記憶されたメディアコンテンツアイテ
ムであると考えることができ、ビデオオブジェクトとしてコンピューティング装置１１２
からメディア受信機１０２に（ホームネットワークなどのネットワーク上で）直接送信さ
れ得る（たとえば、ウェブページはコンピューティング装置１１２によってレンダリング
され得、コンテンツに対応するビデオがメディア受信機１０２に送信され得る）。または
、ウェブページはリモートメディアコンテンツアイテムであると考えることができ、メデ
ィア受信装置１０２によって要求され得、たとえばメディア受信装置１０２によって起動
されるウェブブラウザアプリケーションを用いてレンダリングされ得る。
【００５０】
　図３は、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置を用いてメディアコン
テンツを受信および提示するための処理の例３００を示す。上述のように、メディア受信
装置（たとえばメディア受信装置１０２）は、送信機アプリケーションを動作させている
コンピューティング装置から要求およびコマンドを受信するための受信機アプリケーショ
ンを動作させ得る。送信機アプリケーションからディスカバリ要求を受信すると、受信機
アプリケーションは、メディア受信装置に、ディスカバリ要求に応答させ、チャネルが確
立されるよう指示する送信機アプリケーションに応答して、ディスカバリ要求を送信した
コンピューティング装置との間に制御および／またはデータチャネルを確立させ得る。
【００５１】
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　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションは、上述のように送信機アプリケーシ
ョンと通信するためのアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）であ
り得る。そのような受信機アプリケーションは、メディア受信装置（たとえばメディア受
信装置１０２）によって実行され、コンピューティング装置１１２などのコンピューティ
ング装置上で動作する送信機アプリケーションからコマンドを受信し得る。とりわけ、受
信機アプリケーションは以下の機能、すなわち、送信機アプリケーションを動作させるコ
ンピューティング装置によって送信されるディスカバリ要求に応答すること、通信を送信
および／または受信することができるように、コンピューティング装置との１つ以上の通
信チャネルを確立すること、コンテンツを提示するためのストリーミングアプリケーショ
ンをダウンロードおよび／または起動すること、ならびに、１つ以上の通信チャネル上で
受信した命令をメディア受信装置が使用中のストリーミングアプリケーションに中継して
メディアコンテンツアイテムを提示すること、を実行し得る。
【００５２】
　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションは、上記の機能を実行するためのソフ
トウェア開発者キット（ＳＤＫ）（たとえばコンテンツ受信機ＳＤＫ）の１つ以上の部分
などの、１組の標準ソフトウェア命令を含み得る。受信機アプリケーションは、たとえば
、送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置（たとえばコンピューテ
ィング装置１１２）からのディスカバリ要求を受信するためのリスナを起動し、コマンド
および／またはメッセージを送受信するためのコンピューティング装置との持続的な接続
を形成し、ストリーミングアプリケーションをダウンロードおよびレンダリングし、送信
機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置からコマンドを受信し、コマン
ドをストリーミングアプリケーションに（たとえばデフォルトフォーマットで、またはス
トリーミングアプリケーションに関連付けられるコンテンツソースに特定のフォーマット
で）中継し得る。さらに、受信機アプリケーションは、たとえばメディアコンテンツアイ
テムが再生中であるか否か、メディアコンテンツアイテムのアイデンティティ、メディア
コンテンツアイテムの時間等に関して、メディア受信装置からステータス更新を定期的に
送信し得る。いくつかの実現例では、特定のコンテンツ提示アプリケーションおよび／ま
たはコンテンツストリーミングアプリケーションに特有のコマンドが、受信機アプリケー
ションによって送信および／または受信され得る。そのようなアプリケーション特有コマ
ンドは、送信機アプリケーションおよび受信機アプリケーションを介してコンテンツ提示
アプリケーションからストリーミングアプリケーションに中継され得、逆もまた同様であ
る。たとえば、メディアコンテンツアイテムを受信および提示するための認証トークンを
要求するストリーミングアプリケーションは、受信機アプリケーションおよび送信機アプ
リケーションを介してコンテンツ提示アプリケーションからそのような認証トークンを要
求し得る。
【００５３】
　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションは、メディア受信装置が開始された（
たとえば電源投入された）ことに応答して開始し得る。さらに、受信機アプリケーション
は、バックグラウンドアプリケーションとして動作し得、および／またはメディア受信装
置上で動作するリスナアプリケーションが送信機アプリケーションからディスカバリ要求
を受信したことに応答して開始し得る。
【００５４】
　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置は、送
信機アプリケーションを動作させるコンピューティング装置上で動作するコンテンツ提示
アプリケーションに対応するコンテンツストリーミングアプリケーションを起動する命令
を受信し得る。そのような命令は、コンテンツストリーミングアプリケーションがダウン
ロードされ得るアドレス情報（たとえばＵＲＩ、ＵＲＬ、ＵＲＮ、ＩＰアドレス、および
／もしくは任意の他の好適なアドレス情報）、コンテンツストリーミングアプリケーショ
ンに対応するソフトウェア、起動すべきプリインストールされたコンテンツストリーミン
グアプリケーションの指示、またはコンテンツストリーミングアプリケーションを起動す
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る任意の他の好適な命令を含み得る。
【００５５】
　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションは、メディア受信装置に、受信したア
ドレスからコンテンツストリーミングアプリケーションをダウンロードさせ得る。次に、
コンテンツストリーミングアプリケーションは、コンテンツアイテム（たとえば２０８に
おいて選択されたコンテンツアイテム）をレンダリングするために、メディア受信アプリ
ケーションによってレンダリングされ得る。コンテンツストリーミングアプリケーション
は、メディア受信装置に、接続されたメディアプレイバック装置上にコンテンツアイテム
を提示させるための、任意の好適なソフトウェアを含み得る。たとえば、ストリーミング
アプリケーションは、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）、ＪａｖａＳｃｒ
ｉｐｔ（登録商標）（ＪＳ）、または任意の他の好適なプログラミング言語を含み得る。
【００５６】
　いくつかの実現例では、受信機アプリケーションがコンテンツストリーミングアプリケ
ーションを起動すると、受信機アプリケーションはアプリケーションコンテキストを作成
し得る。たとえば、「Ｆｌｉｎｇ」と識別されるアプリケーションコンテキストが、コン
テンツストリーミングアプリケーションによって受信機アプリケーションから受信される
メッセージのオリジンとして作成され得る。いくつかの実現例では、コンテンツストリー
ミングアプリケーションのレンダリングが終了すると、受信機アプリケーションは、送信
機アプリケーションから受信するコマンドの任意の好適な目標（ターゲット）を設定し得
る。たとえば、受信機アプリケーションは、送信機アプリケーションから受信するコマン
ドの目標として、コンテンツストリーミングアプリケーションのビデオタグを設定し得る
。別の例として、受信機アプリケーションは、送信機アプリケーションから受信するコマ
ンドの目標として、コンテンツストリーミングアプリケーションのビデオ要素を設定し得
る。そして、これらのコマンドは、送信機アプリケーションからコマンドを受信するとメ
ディア受信装置によって実行され得る。付加的にまたは代替的に、送信機から受信するコ
マンドの宛先は特定のイベントハンドラーに設定され得、これがコマンドを受信し、受信
したコマンドにどのように適切に応答するかを判断し得る。
【００５７】
　３０２において、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置（たとえばメ
ディア受信装置１０２）は、ストリーミングアプリケーションを起動した後、送信機アプ
リケーションによって指定されたコンテンツをメディアプレイバック装置（たとえばメデ
ィアプレイバック装置１０６）上に提示し得る。このコンテンツは、送信機アプリケーシ
ョンによって指定された特定のアドレスから要求され得、および／または送信機アプリケ
ーションを動作させるコンピューティング装置によって受信され得る。
【００５８】
　３０４において、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置は、チャネル
が確立された先の任意のコンピューティング装置にステータスを定期的に送信し得る。そ
のようなステータスは、たとえば、再生／一時停止状態、メディアコンテンツアイテムの
完了パーセンテージ、提示されているメディアコンテンツアイテムに関するメタデータ、
および／または任意の他の好適な情報を含み得る。
【００５９】
　３０６において、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置は、メディア
受信アプリケーションに接続されるコンピューティング装置から命令を受信し得る。たと
えば、命令は、再生コマンド、一時停止コマンド、音量コマンド等を含み得る。
【００６０】
　３０８において、受信機アプリケーションを動作させるメディア受信装置は、接続され
る装置から受信した命令に基づくアクションを実行し得る。たとえば、メディア受信装置
は、一時停止コマンドを受信したことに応答して、メディアコンテンツアイテムを提示し
ているストリーミングアプリケーションにメディアコンテンツアイテムの提示を一時停止
するように指示し得る。３０８において任意のアクションが実行された後、処理３００は
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３０４に戻り、ステータス更新を送信し続け得る。いくつかの実現例では、送信機アプリ
ケーションを動作させるコンピューティング装置はステータス更新要求を送信し得、受信
機アプリケーションはステータス更新を非同期的に送信し得る（たとえば特定の周期に対
応していない、ステータス更新は、予め定められたサブセットのコマンドからのコマンド
を受信するたびに送信され得る、等）。
【００６１】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置は、単一の並行メディアストリームプレイバ
ックをサポートするように構成され得る。たとえば、メディア受信装置上で動作する文書
オブジェクトモデル（ＤＯＭ）は、任意の時に１つのアクティブビデオ要素のみが生成お
よび／または実行され得るように構成され得る。
【００６２】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置は、予め定められたサブセットのフォーマッ
トのうちの１つのフォーマットで受信されるメディアコンテンツを提示するように構成さ
れ得る。任意の好適なビデオおよび／またはオーディオ符号化および／または復号化プロ
トコル、コード、ソフトウェア等を含み得る、任意の好適なビデオおよび／またはオーデ
ィオフォーマットが用いられ得る。たとえば、メディア受信装置は、Ｗｉｄｅｖｉｎｅ、
Ｐｌａｙｒｅａｄｙなどの予め定められたサブセットのデジタルライツマネジメント（Ｄ
ＲＭ）フォーマット、または任意の他の好適なＤＲＭフォーマットをサポートし得る。別
の例として、メディア受信装置は、ＶＰ８などの予め定められたサブセットのビデオフォ
ーマット、または任意の他の好適なオーディオフォーマットをサポートし得る。さらに別
の例として、メディア受信装置は、ＭＰ３、ＣＥＬＴ／ＯＰＵＳなどの予め定められたサ
ブセットのオーディオフォーマット、または任意の他の好適なオーディオフォーマットを
サポートし得る。さらに別の例として、メディア受信装置は、ＭＰ４、フラグメント化Ｍ
Ｐ４（ｆＭＰ４）、ＷｅｂＭなどの予め定められたサブセットのオーディオ－ビデオフォ
ーマット（たとえばコンテナフォーマット）、または任意の他の好適なオーディオ－ビデ
オフォーマットをサポートし得る。さらなる例として、メディア受信装置は、任意の好適
なストリーミング技術に基づいた適応ビットレートストリーミングなどの予め定められた
サブセットのメディアストリーミングフォーマット、または任意の他の好適なメディアス
トリーミングフォーマットをサポートし得る。いくつかの実現例では、メディア受信装置
によって受信されるオーディオおよび／またはビデオは、任意の好適な暗号化技術を用い
て暗号化され得る。たとえば、メディア受信装置によって受信されるオーディオおよび／
またはビデオは、共通暗号化スキーム（ＣＥＮＣ）、または任意の他の好適な暗号化スキ
ームを用いて暗号化され得る。
【００６３】
　いくつかの実現例では、送信機アプリケーションによって送信されるコマンドは以下を
含み得る。
【００６４】
　ＬＯＡＤ（ロード）
　いくつかの実現例では、ＬＯＡＤコマンドは、<content id>を含み得る「ソース」のフ
ィールド、「タイトル」のフィールド、「自動再生」のBoolean（たとえば真偽）フィー
ルド、「content_info」フィールド、および/または任意の他の好適なフィールドを含み
得る。このコマンドを用いて、新たなコンテンツをメディアプレイヤへロードすることが
できる。<content id>はロードすべきメディアのアイデンティティを含み得、これは任意
の好適なフォーマットを有し得る。たとえば、<content id>は、統一資源識別子（ＵＲＩ
）、統一資源位置指定子（ＵＲＬ）、統一資源名（ＵＲＮ）、ＩＰアドレス、ならびに／
またはコンテンツの特定のソースおよび／もしくはコンテンツのアイテムを指定するため
の任意の他の好適な情報を含み得る。いくつかの実現例では、<content id>は、ソースの
識別情報、および／またはソースから利用可能なメディアコンテンツアイテムの識別情報
を含み得る。このフィールドのフォーマットは、コンテンツ提示アプリケーション、コン
テンツストリーミングアプリケーション、メディアプレイヤによって、および／または任
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意の他の好適な技術を用いて、規定され得る。
【００６５】
　ＬＯＡＤにおいて自動再生フィールドが「真」であると特定された場合、コンテンツス
トリーミングアプリケーションは、コンテンツがロードされるとコンテンツの再生を開始
し得る。いくつかの実現例では、自動再生が指定されていなくても、メディアストリーミ
ングアプリケーションは直ちにプレイバックを開始するように構成され得る。プレイバッ
クが開始されると、ステータスメッセージ内のプレイヤ状態は「再生中」に設定され得る
か、そうでなければ「停止」に設定され得る。
【００６６】
　タイトルフィールドは、ロードされているコンテンツについてのユーザが読取可能な記
述ストリングを任意に提供し得る。ストリングは、提供される場合、コンテンツストリー
ミングアプリケーションおよび／または受信機アプリケーションによって送信される各Ｓ
ＴＡＴＵＳ（ステータス）オブジェクトのタイトルフィールドの初期値として、コンテン
ツストリーミングアプリケーションによって用いられ得る。ＬＯＡＤメッセージ内にタイ
トルが提供されるか否かに関わらず、コンテンツストリーミングアプリケーションは、コ
ンテンツストリーミングアプリケーションの実現に基づいて任意の点でタイトルフィール
ドを修正し得る。
【００６７】
　content_infoフィールドは、ロードされているコンテンツに関するより詳しい情報、た
とえばＴＶサービスの識別、エピソード番号等を提供し得るＪＳＯＮオブジェクトを含み
得る。content_infoオブジェクトは、提供される場合、各ＳＴＡＴＵＳメッセージ（以下
に説明される）のcontent_infoフィールドの初期値として用いられ得る。コンテンツスト
リーミングアプリケーションおよび／または受信機アプリケーションは、たとえば、提示
すべきメディアコンテンツアイテムとともに受信したメタデータに基づいて、任意の点で
content_infoを修正し得る。
【００６８】
　ＰＬＡＹ
　いくつかの実現例では、ＰＬＡＹコマンドは、ロードコールを用いてロードされたコン
テンツのプレイバック（再生）を開始し得、および／または現在ロードされているコンテ
ンツのプレイバック位置を変更し得る。ＰＬＡＹコマンドは位置フィールドを含み得、こ
れは秒単位で与えられ得、プレイバックを開始すべき現在のコンテンツ内の位置を指定し
得る。位置が指定されない場合、プレイバックは現在の位置から継続され得る。提供され
る位置が現在のコンテンツの有効位置範囲外である場合は、コンテンツストリーミングア
プリケーションは、要求された位置にできる限り近い有効位置を決定し得る。いくつかの
実現例では、ＰＬＡＹコマンドを受信すると、ＳＴＡＴＵＳメッセージが受信機アプリケ
ーションによってペアのコンピューティング装置に送信され得る。
【００６９】
　ＳＴＯＰ
　いくつかの実現例では、ＳＴＯＰコマンドは、コンテンツのプレイバックを停止し得る
。いくつかの実現例では、ＳＴＯＰコマンドを受信すると、受信機アプリケーションによ
ってＳＴＡＴＵＳメッセージがペアのコンピューティング装置に送信され得る。
【００７０】
　ＶＯＬＵＭＥ
　いくつかの実現例では、ＶＯＬＵＭＥメッセージは、メディア受信装置（たとえばメデ
ィア受信装置１０２）によって出力される音量を調節し得、および／またはメディアスト
リーミング装置に接続されるメディアプレイバック装置にコマンドを発行してメディアプ
レイバック装置によって出力される音量を変化させ得る。ＶＯＬＵＭＥメッセージは、設
定すべき音量のフィールドを含み得る。そのようなフィールドは、０．０から１．０など
の予め定められた範囲内の数として与えられ得、各小数値は特定の音量に対応し得る。さ
らに、いくつかの実現例では、ＶＯＬＵＭＥメッセージは、（たとえば現在の音量状態に
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基づいて）音量をミュートすべきかアンミュートすべきかを指定するためのミュートフィ
ールドを含み得る。いくつかの実現例では、ミュートフィールドは、真である場合は、音
量が現在ミュートされていない場合はミュートし、現在ミュートされている場合はアンミ
ュートし得、偽である場合は現在のミュートステータスに関して何のアクションも実行し
ないようにし得るBooleanフラグであり得る。
【００７１】
　ＳＴＡＴＵＳ
　ＳＴＡＴＵＳメッセージは、メディア受信アプリケーション上で動作するコンテンツス
トリーミングアプリケーションおよび／または受信機アプリケーションから、ペアのコン
ピューティング装置上で動作する送信機アプリケーションおよび／またはコンテンツ提示
アプリケーションに送信され得る。このステータスメッセージは、コンテンツストリーミ
ングアプリケーションのステータスに関するステータス情報、および／またはコンテンツ
ストリーミングアプリケーションによって現在提示されているコンテンツを含み得る。そ
のようなステータス情報は、ステータスオブジェクトを含み得る。
【００７２】
　いくつかの実現例では、ステータスオブジェクトは、「event_sequence」、「state」
、「active_input」、「content_id」、「title」、「time_progress」、「current_time
」、「duration」、「volume」、「content_info」、「identity」、「error」のフィー
ルド、および任意の他の好適なフィールドを含み得る。
【００７３】
　いくつかの実現例では、「event_sequence」は、動作に応答して受信するステータスイ
ベント（たとえばＬＯＡＤ、ＰＬＡＹ等）、および任意形のステータス更新（たとえば定
期的な更新）から受信するステータスイベントの相対位置を識別するために用いられ得る
シーケンス番号を含み得る。動作に応答してステータスイベントを受信すると、応答のシ
ーケンス番号よりも小さいシーケンス番号で受信したいずれのステータスイベントも無視
され得る。さらに、プレイヤステータスメッセージは、コマンドを送信および／または受
信するために用いられるチャネルとは別個のチャネル上で配信され得る。したがって、ev
ent_sequenceは、コマンドに対して順序が狂っている場合がある。
【００７４】
　いくつかの実現例では、「state」は、コンテンツおよび／またはコンテンツストリー
ミングアプリケーションの現在の状態を含み得る。いくつかの実現例では、これはゼロか
ら２の整数によって表わすことができ、たとえば０はＩＤＬＥ（アイドル）に対応し、１
はＳＴＯＰＰＥＤ（停止）に対応し、２はＰＬＡＹＩＮＧ（再生中）に対応する。いくつ
かの実現例では、「state」がＩＤＬＥに対応する場合、「sequence_number」および「er
ror」以外のすべてのフィールドが無視され得る。
【００７５】
　いくつかの実現例では、「active_input」は、コンテンツストリーミングアプリケーシ
ョンを実行する装置によって出力されているコンテンツが、コンテンツストリーミングア
プリケーションを実行する装置に接続されるディスプレイによって提示されているか否か
を示すためのBoolean（たとえば真偽）フィールドであり得る。たとえば、「active_inpu
t」は、コンテンツストリーミングアプリケーションを実行する装置が接続されるテレビ
のＨＤＭＩ入力ポートがテレビの現在選択されている入力であるか否かを示し得る。
【００７６】
　いくつかの実現例では、「content_id」は、コンテンツストリーミングアプリケーショ
ンによって現在ロードされているコンテンツのサービス特有識別子を含み得、これはフリ
ーフォームストリングであり得、コンテンツストリーミングアプリケーションに特有であ
り得る。
【００７７】
　いくつかの実現例では、「title」は、コンテンツストリーミングアプリケーションに
よって現在ロードされているコンテンツの記述タイトルを含み得る。いくつかの実現例で
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は、コンテンツストリーミングアプリケーションは、ＬＯＡＤメッセージ内に与えられる
「content_id」または「title」に基づいてタイトル情報を独立して取出し得る。
【００７８】
　いくつかの実現例では、「time_progress」は、現在ロードされているコンテンツのメ
ディア時間が経過中であるか否かの表示を含み得る。いくつかの実現例では、「time_pro
gress」の値が偽である場合、送信機アプリケーションを動作させるコンピューティング
装置は、メディア時間を外挿することを停止するように指示され得る。いくつかの実現例
では、メディア時間はどのような状態でも停止可能である（たとえばエラーのため、バッ
ファリングのため等）ため、「time_progress」は「state」と無関係であり得る。
【００７９】
　いくつかの実現例では、「current_time」は、コンテンツの開始に関するコンテンツス
トリーミングアプリケーションの現在の位置を含み得、これは秒単位で与えられ得る。コ
ンテンツがライブストリームコンテンツである場合、「current_time」はライブストリー
ムの開始からの時間を秒単位で表わし得る。
【００８０】
　いくつかの実現例では、「duration」は、現在再生中のコンテンツの持続期間の表現を
含み得、これは秒単位で与えられ得る。コンテンツがライブストリームである場合は、こ
のフィールドは空に設定され得る。
【００８１】
　いくつかの実現例では、「volume」は現在の音量レベルを含み得、これはたとえば０．
０から１．０の値で示され得る。
【００８２】
　いくつかの実現例では、「content_info」は、現在のコンテンツについての詳細な情報
を提供し得るサービス特有オブジェクトを含み得る。いくつかの実現例では、「content_
info」の初期値は、送信機アプリケーションによってＬＯＡＤメッセージ内に提供され得
る。いくつかの実現例では、コンテンツストリーミングアプリケーションは「content_in
fo」のコンテンツを修正して、コンテンツストリーミングアプリケーションによって得ら
れる情報を提供し得る。
【００８３】
　いくつかの実現例では、「identity」は、自動的に識別される認証トークンを含み得る
。これは、サービスプロバイダコンテンツ配信ネットワーク、デジタルライツマネジメン
トサーバ、および／または任意の他の好適な外部システムなどの、外部のシステムと通信
する際に用いられ得る。オペレーティングシステム識別または装置識別トークンの代わり
に、認証トークンを用いて、外部システムと通信する際に受信機アプリケーションを動作
させるメディア受信装置を識別することができ、これによって、たとえば、デジタル受信
装置のプライバシーおよびセキュリティが向上し得る。
【００８４】
　いくつかの実現例では、「error」は、メディア受信装置が遭遇する最後のエラーを含
み得る。エラーに遭遇しなかった場合、「error」は空に設定され得る。さらに、「error
」は、受信機アプリケーション、コンテンツストリーミングアプリケーション等の個別の
アプリケーションに対応するエラーを提供するために用いられ得る「Error Domain」を含
み得る。
【００８５】
　いくつかの実現例では、複数のコンピューティング装置１１２を用いて、同一のまたは
異なるコンテンツ提示アプリケーションを用いて共通のメディアプレイバック装置にコン
テンツを送信することができる。そのような実現例では、メディア受信装置１０２は、現
在提示されているコンテンツを中断し、現在提示されているコンテンツの提示後に提示す
べき新たに送信されたコンテンツをキューに追加し、コンテンツの表示が禁止されたこと
を示すメッセージを返信するように、またはどのコンテンツを提示すべきかを判断するた
めの任意の他の好適な技術を実行するように構成され得る。いくつかの実現例では、メデ
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ィア受信装置１０２上で動作するコンテンツストリーミングアプリケーションの設定によ
って、現在提示されているコンテンツを中断すべきか、新たなコンテンツアイテムをキュ
ーに追加すべきか、新たなコンテンツアイテムの受取を拒否すべきか、またはどのコンテ
ンツを提示すべきかを判断するための任意の他の技術が決定され得る。
【００８６】
　図４は、いくつかの実施形態に従う送信機アプリケーションを動作させるコンピューテ
ィング装置のロック画面からメディア受信装置に送信すべきコマンドを生成するための処
理の例４００を示す。４０２において、メディア受信装置（たとえばメディア受信装置１
０２）は、コンピューティング装置（たとえばコンピューティング装置１１２）からの適
切なコマンドに応答してコンテンツのプレイバックを開始することによって、コンテンツ
を提示し得る。
【００８７】
　４０４において、送信アプリケーションを動作させるコンピューティング装置１１２は
コンピューティング装置のロック画面に移行することができ、これは、ユーザがコンピュ
ーティング装置の特徴のいくつかにアクセスする前にコンピューティング装置を「アンロ
ックする」ためのアクションを行なわなければならない画面であり得る。付加的にまたは
代替的に、コンピューティング装置１１２は、（たとえばディスプレイの電源を切ること
によって）コンピューティング装置が低電力状態に入り得る「スリープモード」に移行し
得る。いくつかの実現例では、コンピューティング装置は、メッセージ（たとえば電話、
テキストメッセージ等）、特定のユーザ入力（たとえば特定のボタンに対するボタン押し
、ユーザによるコンピューティング装置の特定の動き等）、および／または任意の他の好
適なイベントを受信するなどの一定のイベントに応答して、スリープモードから起きるこ
とができる。
【００８８】
　４０６において、コンピューティング装置１１２がスリープモードにある場合、コンピ
ューティング装置１０６は上述のようにスリープモードから起きる指示を受信し得る。
【００８９】
　４０８において、コンピューティング装置１１２はユーザ入力を受信し得、送信機アプ
リケーションはユーザ入力に応答してメディア受信装置１０２に送信すべきコマンドを生
成し得る。
【００９０】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置を用いてメディアコンテンツを提示したコン
ピューティング装置と同じではない第２のコンピューティング装置がメディア受信装置に
接続され得、メディア受信装置上のコンテンツの提示を制御し得る。たとえば、第２のコ
ンピューティング装置は、メディア受信装置とペアになるためのアイコンを選択すること
によって、メディアプレイバック装置上にコンテンツを提示するために用いられているメ
ディア受信装置に接続され得る。特定の装置を選択することができ、第２のコンピューテ
ィング装置が指定の判定基準を満たす（たとえば同じネットワーク上にある、メディア受
信装置と接続可能である、メディア受信装置が複数のコンピューティング装置からの制御
を受取るように構成されている、等）場合、第２のコンピューティング装置は接続され得
、メディア受信装置上のメディアコンテンツの提示を制御し得る。
【００９１】
　いくつかの実現例では、メディア受信装置に接続される第２のコンピューティング装置
を用いて、たとえばロック画面から、メディアコンテンツの提示の一定の性質を制御する
ことができる。また、コンテンツアイテムを提示するために用いられる特定のコンテンツ
提示アプリケーションを有さない第２のコンピューティング装置を用いて、再生／一時停
止、音量、シーク等のコンテンツアイテムの提示の局面をやはり制御することができるが
、第２のコンピューティング装置は、付加的なメディアコンテンツアイテムをディスカバ
リするおよび／またはブラウズすることは禁止され得る。
【００９２】
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　図５Ａは、いくつかの実現例に従うロック画面ユーザインターフェイスの例を示す。図
５Ａに示される例では、コンピューティング装置１１２は、メディア受信装置１０２に、
メディアプレイバック装置１０６のディスプレイ１０８上にメディアコンテンツアイテム
を提示させている。いくつかの実現例では、送信アプリケーションを動作させるコンピュ
ーティング装置１１２のロック画面において、タイトル情報、エピソード情報等を含み得
る、提示されているメディアコンテンツの識別に関する情報がユーザに提示され得る。ロ
ック画面は、メディアプレイバック装置１０６上のメディアコンテンツアイテムのプレイ
バックを制御するためのコントロール５０２～５０６をさらに含み得る。たとえば、ロッ
ク画面は、メディアコンテンツアイテムの提示を再生するか一時停止するか（または停止
するか）を制御するために用いられ得る再生アイコン５０２、そのような挙動を制御する
ために用いられ得る後方シークまたは前トラックアイコン５０４および前方シークまたは
次トラックアイコン５０６を含み得る。いくつかの実現例では、コンピューティング装置
１１２がコントロール５０２～５０６の１つへのユーザ入力を検出すると、送信機アプリ
ケーションは対応するコマンドを生成し得、これはコンピューティング装置１１２とメデ
ィア受信装置１０２との間に確立されたチャネル上で送信され得る。メディア受信装置１
０２は、受信機アプリケーションを用いてコマンドを受信し得、コンテンツを提示してい
るコンテンツストリーミングアプリケーションは、受信したコマンドに応答してコンテン
ツの提示を制御し得る。
【００９３】
　いくつかの実現例では、ロック画面は、特定の場所からメディアコンテンツを再生する
ために用いられ得るスクラバ（たとえばメディアコンテンツの進行時間を示すバー）、ス
クラバを用いる特定の時間のユーザ選択によって示される時間におけるコンテンツのスク
リーンショットをユーザに提示し得るプレビュー機能、ロック画面上に提示されるタイト
ルによって識別されるコンテンツを提示するために用いられているメディア受信装置の識
別、および／もしくは任意の他の好適な情報もしくはインターフェイスアイテムなどの、
他のユーザインターフェイスアイテムならびに／または情報を含み得る。
【００９４】
　図５Ｂは、開示される主題のいくつかの実現例に従うコンピューティング装置のロック
画面からの音量の調整の例を示す。図５Ｂに示される例では、ロック画面中のコンピュー
ティング装置１１２は、たとえばユーザが音量コントロール１１８を押したことに応答し
て、音量コントロール１１８の作動を検出し得る。いくつかの実現例では、メディア受信
装置１０２を用いるメディアコンテンツの提示中にコンピューティング装置１１２がロッ
ク画面内の音量コントロール１１８の作動を検出したことに応答して、送信機アプリケー
ションは、音量を変更するコマンドをＶＯＬＵＭＥコマンドとしてメディア受信装置に送
信し得る。指定の音量は、音量コントロール１１８を作動するたびに予め定められた量だ
け変更され得る（たとえば、音量は一押しごとに０．１だけ変更され得る）。いくつかの
実現例では、メディア受信装置１０２は、受信機アプリケーションがＶＯＬＵＭＥコマン
ドを受信したことに応答して出力音量を変更し得、現在の音量５１０をメディアプレイバ
ック装置１０６のディスプレイ１０８上に提示し得る。
【００９５】
　図６は、いくつかの実現例に従うコンピューティング装置上に提供される通知からのメ
ディアコンテンツアイテムの提示を制御するための処理の例６００を示す。６０２におい
て、メディア受信装置（たとえばメディア受信装置１０２）は、コンピューティング装置
（たとえばコンピューティング装置１１２）からの適切なコマンドに応答してコンテンツ
のプレイバックを開始することによって、コンテンツを提示し得る。
【００９６】
　６０４において、コンテンツを提示したコンピューティング装置１１２は、コンテンツ
の提示を開始するために用いたコンテンツ提示アプリケーションから離れるようにナビゲ
ートし得る。たとえば、ユーザがコンピューティング装置１１２にウェブブラウザアプリ
ケーションを開くように指示したことに応答して、コンピューティング装置１１２によっ
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てウェブブラウザアプリケーションが開かれ得る。別の例として、ユーザがコンピューテ
ィング装置１１２のホーム画面にナビゲートしたことに応答して、コンテンツ提示アプリ
ケーションは最小化されるかバックグラウンドモードにされ得る。
【００９７】
　６０６において、コンピューティング装置１１２を動作させる送信機アプリケーション
は、メディア受信装置１０２を用いて提示されているコンテンツの状態を受信し得る。コ
ンテンツのステータスを受信したことに応答して、たとえばバックグラウンド状態で動作
中であり得る送信機アプリケーションおよび／またはコンテンツ提示アプリケーションは
、コンテンツの状態に関する通知を生成および／または更新し得る。いくつかの実現例で
は、コンピューティング装置１１２は、そのような通知を、予め定められた入力を受信す
ることによってアクセス可能な通知センタまたは通知ページに入れることができる。
【００９８】
　６０８において、コンピューティング装置１１２は、６０６で生成および／または更新
された通知によって、コンテンツの提示を制御する入力を受信し得る。たとえば、コンピ
ューティング装置は、予め定められた入力を受信したことに応答して通知ページを開き得
、特定のコマンドに対応するさらなる入力を受信し得る。より特定的には、一時停止コマ
ンドに対応し得る入力が受信され得、送信機アプリケーションは、通知においてそのよう
な入力を受信したことに応答して一時停止コマンドを生成し得る。別の例として、コンテ
ンツ提示アプリケーションを開く命令に対応し得る入力が受信され得る。
【００９９】
　図７Ａ～図７Ｆは、開示される主題のいくつかの実現例に従う処理２００および処理４
００の各々の少なくとも一部を含み得る、コンピューティング装置１１２とともに用いら
れるコンテンツを提示するための本明細書中に記載されるメカニズムを用いる例を示す。
【０１００】
　図７Ａは、ディスプレイ１１６を用いてメディアコンテンツアイテムを提示するために
用いられているコンピューティング装置１１２の例を示す。図７Ａに示される例では、メ
ディアコンテンツアイテムは、さまざまな装置上でプレイバックする映画およびテレビ番
組のストリーミングを容易にするサービスにユーザがアクセスすることを可能にするコン
テンツ提示アプリケーションを用いて提示されているテレビシリーズのエピソードであり
得る。コンテンツ提示アプリケーションのユーザインターフェイスはアイコン７０２を含
み得、アイコン７０２は、コンピューティング装置１１２上で動作している送信機アプリ
ケーションおよび／またはコンテンツ提示アプリケーションに、ディスプレイ１１６上に
提示されているコンテンツをメディア受信装置１０２などのメディア受信装置を用いて提
示するためのメカニズムを開始させる。いくつかの実現例では、メディア受信装置１０２
によってコンテンツアイテムが提示されていない間にメディア受信装置１０２に対応する
入力（たとえばメディア受信装置がプラグ接続されているＨＤＭＩポート）がメディアプ
レイバック装置１０６上に選択されると、メディア受信装置１０２によってデフォルト画
面が提示され得る。
【０１０１】
　図７Ｂは、コンピューティング装置１１２がアイコン７０２の選択に対応する入力を受
信したことに応答して送信機アプリケーションによって提示され得るユーザインターフェ
イスの例を示す。図７Ｂに示される例では、送信機アプリケーションは、選択されたメデ
ィアコンテンツアイテム（たとえば図７Ａのディスプレイ１１６上に提示されているテレ
ビ番組）を提示可能なメディア受信機装置のリスト７０４を出力し得る。いくつかの実現
例では、リスト７０４が出力されると、メディアコンテンツアイテムのプレイバックがユ
ーザ選択があるまで一時停止され得るか、またはそうでなければ禁止され得る。または、
リスト７０４は、コンピューティング装置１１２によるメディアコンテンツアイテムのプ
レイバック中に提示され得る。
【０１０２】
　図７Ｃは、コンテンツ提示アプリケーションがコンピューティング装置１１２上でアク
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ティブである間に、メディア受信装置１０２によってメディアプレイバック装置１０６の
ディスプレイ１０８上に提示されているメディアコンテンツアイテムの例を示す。いくつ
かの実現例では、メディア受信装置１０２を用いてメディアコンテンツが提示されている
間に、コンテンツに関する情報がコンピューティング装置１１２上に提示され得る。
【０１０３】
　図７Ｄは、コンピューティング装置１１２がホーム画面にある間に、メディア受信装置
１０２によってメディアプレイバック装置１０６のディスプレイ１０８上に提示されてい
るメディアコンテンツアイテムの例を示す。いくつかの実現例では、ユーザは、コンピュ
ーティング装置１１２のタッチスクリーンの上部ベゼルからスワイプして通知画面にナビ
ゲートするなどの、予め定められたアクションを実行し得る。
【０１０４】
　図７Ｅは、コンピューティング装置１１２が通知画面にある間に、メディア受信装置１
０２によってメディアプレイバック装置１０６のディスプレイ１０８上に提示されている
メディアコンテンツアイテムの例を示す。図６に関して上記に説明されたように、メディ
ア受信装置１０２を用いて提示されているメディアコンテンツアイテムに対応する通知７
０６が作成され得、通知７０６を用いて、たとえば一時停止アイコンが選択されたという
指示を受信することによって、メディア提示装置１０２によるメディアコンテンツの提示
を制御することができる。
【０１０５】
　図７Ｆは、表示されているメディアコンテンツに対応するアイコンをユーザが選択して
いる例を示す。そのようなアイコンの選択によって、たとえば図７Ｃに示されるように、
コンピューティング装置１１２はコンテンツ提示アプリケーションにナビゲートし得る。
【０１０６】
　いくつかの実現例では、番組タイトル、エピソードタイトル、カバーアート等の情報が
、たとえば図７Ｅおよび図７Ｆに示されるような通知で表示され得る。
【０１０７】
　図８Ａ～図８Ｅは、開示される主題のいくつかの実現例に従う処理２００および処理４
００の各々の少なくとも一部を含む、送信機アプリケーションを含むブラウザを動作させ
るコンピューティング装置とともに用いられるコンテンツを提示するための本明細書中に
記載されるメカニズムを用いる例を示す。
【０１０８】
　図８Ａは、メディアコンテンツアイテムを提示するために用いられているブラウザ８０
２の例を示す。図８Ａに示される例では、メディアコンテンツアイテムは、ビデオ共有サ
ービスによって利用可能となるビデオにユーザがアクセスすることを可能にするビデオ共
有サービスのウェブページを用いて提示されるビデオ共有サービスのユーザに利用可能な
ビデオであり得る。ウェブページのユーザインターフェイスはアイコン８０４を含み得、
アイコン８０４は、送信機アプリケーションおよび／またはブラウザ８０２に、ウェブペ
ージに提示されているコンテンツをメディア受信装置１０２などのメディア受信装置を用
いて提示するためのメカニズムを開始させる。いくつかの実現例では、メディア受信装置
１０２によってコンテンツアイテムが提示されていない間にメディア受信装置１０２に対
応する入力（たとえばメディア受信装置がプラグ接続されているＨＤＭＩポート）がメデ
ィアプレイバック装置１０６上に選択されると、図８Ａに示されるようにメディア受信装
置１０２によってデフォルト画面が提示され得る。
【０１０９】
　図８Ｂは、アイコン８０４の選択を受信した後のブラウザ８０２の例であって、選択さ
れたメディアコンテンツアイテム（たとえば図８Ｂで再生されているビデオ）を提示可能
なメディア受信機装置のリスト８０６を示す。付加的にまたは代替的に、いくつかの実現
例では、リスト８０６はアイコン８０４の選択後にアイコン８０４からのドロップダウン
リストとして出力され得、および／またはリスト８０６はタイトルバー内のアイコンの選
択に応答して（たとえば図８Ｂに示されるように）タイトルバーからのドロップダウンと
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して出力され得る。いくつかの実現例では、図８Ｃは、メディアプレイバック装置１０６
に接続されたメディア受信装置１０２に対応するリスト８０６内のメディア受信装置を選
択するカーソルを示す。
【０１１０】
　図８Ｄは、メディア受信装置１０２によってメディアプレイバック装置１０６のディス
プレイ１０８上に提示されているブラウザ８０２に提示されていたビデオの例を示す。い
くつかの実現例では、メディアプレイバック装置１０２によってメディアコンテンツアイ
テムが提示されている場合、それを示すメッセージがブラウザ８０２内にビデオの代わり
に提示され得る。さらに、メディア受信装置１０２による提示を制御するためのコントロ
ール８０８がブラウザ８０２によってユーザに提示され得る。いくつかの実現例では、メ
ディアコンテンツアイテムが最初にメディア受信アプリケーションによってたとえばディ
スプレイ１０８上に提示されている場合、たとえばタイトル等のメディアコンテンツアイ
テムを識別する情報がオーバーレイなどとして提示され得る。
【０１１１】
　図８Ｅは、ブラウザ８０２上に提示されていたビデオがフルスクリーンモードでディス
プレイ１０８上に提示されている例を示す。
【０１１２】
　図９は、いくつかの実現例に従う本明細書中に記載されるコンテンツを提示するための
メカニズムが実現され得るシステムの一般化した概略図の例９００を示す。示されるよう
に、システム９００は１つ以上のコンピューティング装置１１２を含み得る。コンピュー
ティング装置１１２は互いにローカルであってもよいし、互いにリモートであってもよい
。コンピューティング装置１１２は１つ以上の通信リンク９０２によって通信ネットワー
ク９０４に接続され得、通信ネットワーク９０４は、通信リンク９０６を介してメディア
受信装置１０２に、通信リンク９０８を介してコンテンツ配信サーバ１２０に、通信リン
ク９０２を介してコンテンツディスカバリサーバ１２１に、かつ通信リンク９０２を介し
て他のコンピューティング装置１１２にリンクされ得る。
【０１１３】
　いくつかの実現例では、コンピューティング装置１１２、コンテンツ配信サーバ１２０
、コンテンツディスカバリサーバ１２１、およびメディア受信装置１０２の各々は、コン
ピュータなどの汎用装置、またはクライアント、サーバ等の専用装置のいずれかであり得
る。これらの汎用または専用装置のいずれも、ハードウェアプロセッサ（マイクロプロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ、コントロール等であり得る）、メモリ、通信インターフ
ェイス、ディスプレイコントローラ、入力装置等の任意の好適な構成要素を含み得る。た
とえば、コンピューティング装置１１２は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、
ウェアラブルコンピュータ、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ゲー
ミングコンソール、デジタルメディア受信機、セットトップボックス、スマートテレビ、
サーバ等として実現され得る。
【０１１４】
　通信ネットワーク９０４は、インターネット、イントラネット、ワイドエリアネットワ
ーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイヤレスネットワーク、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）ネットワーク、フレームリレーネットワーク、非同期転送モー
ド（ＡＴＭ）ネットワーク、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）等を含む任意の好
適なコンピュータネットワークまたはそのようなネットワークの組合せであり得る。通信
リンク９０２，９０６，９０８および９１２は、コンピューティング装置１１２、メディ
ア受信装置１０２、コンテンツ配信サーバ１２０、およびコンテンツディスカバリサーバ
１２１の間でデータを通信するのに適した任意の通信リンク、たとえばネットワークリン
ク、ダイヤルアップリンク、ワイヤレスリンク、ハードワイヤードリンク、任意の他の好
適な通信リンク、またはそのようなリンクの任意の好適な組合せであり得る。コンピュー
ティング装置１１２は、任意の好適な技術を用いてコンピューティング装置１１２にロー
カルに記憶されるかコンテンツ配信サーバ１２０にリモートに記憶されるコンテンツをデ
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ィスカバリ、ブラウザ、ダウンロード、ストリーム、記憶、プレイバック、送信、および
／または他の方法で提示し得る。
【０１１５】
　システム９００は、たとえば図１に関して上記に説明されたメディア受信装置１０２を
含み得、コンピューティング装置１１２を用いてメディア受信装置１０２の機能を複製し
得る、コンピューティング装置１１２の１つ以上にインストールされるおよび／またはそ
の上で動作するメディア受信アプリケーション９１０を含み得る。
【０１１６】
　システム９００は、１つ以上のコンテンツ配信サーバ１２０を含み得る。コンテンツ配
信サーバ１２０は、プロセッサ、コンピュータ、データ処理装置、および／またはそのよ
うな装置の任意の好適な組合せなどの、コンテンツを提示するための本明細書中に記載さ
れるメカニズムに従ってメディアコンテンツアイテムへのアクセスを提供するための任意
の好適なサーバであり得る。
【０１１７】
　システム９００は、１つ以上のコンテンツディスカバリサーバ１２１を含み得る。コン
テンツディスカバリサーバ１２１は、プロセッサ、コンピュータ、データ処理装置、およ
び／またはそのような装置の任意の好適な組合せなどの、コンテンツを提示するための本
明細書中に記載されるメカニズムに従ってコンテンツ配信サーバ１２０上にアクセス可能
なメディアコンテンツアイテムのディスカバリおよび／またはブラウジングを容易にする
ための任意の好適なサーバであり得る。
【０１１８】
　いくつかの実現例では、図１に関して上記に説明された通信リンク１１４は、通信リン
ク９０２、通信ネットワーク９０４、および通信リンク９０６を含み得る。図１に関して
上記に説明された通信リンク１２２は、通信リンク９０２、通信ネットワーク９０４、お
よび通信リンク９０８を含み得る。図１に関して上記に説明された通信リンク１２４は、
通信リンク９０６、通信ネットワーク９０４、および通信リンク９０８を含み得る。
【０１１９】
　図１０は、開示される主題のいくつかの実現例に従う図９に示されるコンピューティン
グ装置１１２、メディア受信装置１０２、およびコンテンツ配信サーバ１２０の１つを実
現するために用いられ得るハードウェアの例１０００を示す。図１０を参照して、コンピ
ューティング装置１１２は、ハードウェアプロセッサ１０１２、表示／入力装置１０１４
、メモリ１０１６、および送信機／受信機１０１８を含み得、これらは相互接続され得る
。いくつかの実現例では、メモリ１０１６は、ハードウェアプロセッサ１０１２を制御す
るためのコンピュータプログラムを記憶するための記憶装置（非一時的なコンピュータ読
取可能な媒体など）を含み得る。
【０１２０】
　ハードウェアプロセッサ１０１２はコンピュータプログラムを用いて、ユーザが、とり
わけ、表示／入力装置１０１４上に提示されるメディアコンテンツをメディア受信装置１
０２などのメディア受信装置上に提示することを可能にするメディアコンテンツおよび／
またはインターフェイスを、表示／入力装置１０１４上に提示することができる。通信リ
ンク９０２または任意の他の通信リンクを介して受信されるデータは、任意の好適なソー
スから受信され得ることにも留意すべきである。いくつかの実現例では、ハードウェアプ
ロセッサ１０１２は、たとえば送信機、受信機、送信機／受信機、送受信機、または送信
機／受信機１０１８などの任意の他の好適な通信装置を用いて、通信リンク９０２または
任意の他の通信リンクを介してデータを送受信し得る。表示／入力装置１０１４は、タッ
チスクリーン、フラットパネルディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、プロジェクタ、ス
ピーカ、ならびに／または任意の他の好適な表示および／もしくは提示装置を含み得、コ
ンピュータキーボード、コンピュータマウス、マイク、タッチパッド、音声認識回路、タ
ッチスクリーンのタッチインターフェイス、および／または任意の他の好適な入力装置を
さらに含み得る。送信機／受信機１０１８は、とりわけ、オーディオおよび／またはビデ
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オコンテンツを含むメディアコンテンツを送信および／または受信するための任意の好適
な送信機および／または受信機を含み得る。
【０１２１】
　メディア受信装置１０２は、ハードウェアプロセッサ１０２２、ディスプレイ出力１０
２４、メモリ１０２６、および送信機／受信機１０２８を含み得、これらは相互接続され
得る。いくつかの実現例では、メモリ１０２６は、ハードウェアプロセッサ１０２２を制
御するためのコンピュータプログラムを記憶するための記憶装置（非一時的なコンピュー
タ読取可能な媒体など）を含み得る。
【０１２２】
　ハードウェアプロセッサ１０２２は、コンピュータプログラムを用いて、メディアコン
テンツおよび／またはユーザインターフェイスをメディアプレイバック装置上に提示する
ためのディスプレイ出力１０２４に、メディアコンテンツおよび／またはユーザインター
フェイスを提供し得る。通信リンク９０６または任意の他の通信リンクを介して受信され
るデータは、任意の好適なソースから受信され得ることにも留意すべきである。いくつか
の実現例では、ハードウェアプロセッサ１０２２は、たとえば送信機、受信機、送信機／
受信機、送受信機、または送信機／受信機１０２８などの任意の他の好適な通信装置を用
いて、通信リンク９０６または任意の他の通信リンクを介してデータを送受信し得る。デ
ィスプレイ出力１０２４は、コンテンツを任意の好適なフォーマットでメディアプレイバ
ック装置に出力するためのハードウェア、ソフトウェアおよび／またはファームウェアを
含み得、図１に関して上記に説明された入力／出力コネクタ１０４を含み得る。送信機／
受信機１０２８は、とりわけ、オーディオおよび／またはビデオコンテンツを含むメディ
アコンテンツを送信および／または受信するための任意の好適な送信機および／または受
信機を含み得る。
【０１２３】
　コンテンツ配信サーバ１２０は、ハードウェアプロセッサ１０３２、表示／入力装置１
０３４、メモリ１０３６、および送信機／受信機１０３８を含み得、これらは相互接続さ
れ得る。いくつかの実現例では、メモリ１０３６は、通信リンク９０８を介して、または
他のリンクを介して受信するデータを記憶するための記憶装置を含み得る。記憶装置（非
一時的なコンピュータ読取可能な媒体など）は、ハードウェアプロセッサ１０３２を制御
するためのサーバプログラムをさらに含み得る。
【０１２４】
　ハードウェアプロセッサ１０３２はサーバプログラムを用いて、コンピューティング装
置１１２および／またはメディア受信装置１０２と通信し、メディアコンテンツへのアク
セスを提供することができる。通信リンク９０８または任意の他の通信リンクを介して受
信されるデータは、任意の好適なソースから受信され得ることにも留意すべきである。い
くつかの実現例では、ハードウェアプロセッサ１０３２は、たとえば送信機、受信機、送
信機／受信機、送受信機、または送信機／受信機１０３８などの任意の他の好適な通信装
置を用いて、通信リンク９０８または任意の他の通信リンクを介してデータを送受信し得
る。いくつかの実現例では、ハードウェアプロセッサ１０３２は、１人以上のユーザによ
って送信されるコマンドおよび／または値を受信し得る。表示／入力装置１０３４は、タ
ッチスクリーン、フラットパネルディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、プロジェクタ、
スピーカ、ならびに／または任意の他の好適な表示および／もしくは提示装置を含み得、
コンピュータキーボード、コンピュータマウス、マイク、タッチパッド、音声認識回路、
タッチスクリーンのタッチインターフェイス、および／または任意の他の好適な入力装置
をさらに含み得る。送信機／受信機１０１８は、とりわけ、オーディオおよび／またはビ
デオコンテンツを含むメディアコンテンツを送信および／または受信するための任意の好
適な送信機および／または受信機を含み得る。
【０１２５】
　いくつかの実現例では、コンテンツ配信サーバ１２０は１つのサーバ内で実現され得る
か、または任意の好適な数のサーバとして分散され得る。たとえば、複数のサーバ１２０
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が、サーバ１２０がコンピューティング装置１１２および／またはメディア受信装置１０
２と通信し得る信頼性を高めるおよび／または速度を増加させるさまざまな場所で実現さ
れ得る。
【０１２６】
　いくつかの実現例では、コンテンツディスカバリサーバ１２１は、コンテンツ配信サー
バ１２０と同様のハードウェアを用いて実現され得るが、コンテンツ配信サーバ１２０か
らアクセス可能なメディアコンテンツアイテムのディスカバリおよび／またはブラウジン
グを容易にするためのサーバプログラムを含み得る。
【０１２７】
　１つの特定の実現例では、送信機アプリケーション、受信機アプリケーション、コンテ
ンツ提示アプリケーション、および／またはコンテンツストリーミングアプリケーション
を含む本明細書中に記載されるメカニズムは、サーバ側ソフトウェア、サーバ側ハードウ
ェア、クライアント側ソフトウェア、クライアント側ハードウェア、またはそれらの任意
の好適な組合せを含み得る。たとえば、送信機アプリケーション、受信機アプリケーショ
ン、コンテンツ提示アプリケーションおよび／またはコンテンツストリーミングアプリケ
ーションは、ハードウェアプロセッサ１０１２、ハードウェアプロセッサ１０２２、およ
び／またはハードウェアプロセッサ１０３２によって認識可能なプログラミング言語で書
かれたコンピュータプログラム（たとえばＪａｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｏｂｊｅｃｔｉｖ
ｅ－Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ビジュアルベーシック、または任意の他
の好適なアプローチで書かれたプログラム）を含み得る。別の例として、送信機アプリケ
ーション、受信機アプリケーション、コンテンツ提示アプリケーションおよび／またはコ
ンテンツストリーミングアプリケーションは、（たとえば、ハイパーテキストマークアッ
プ言語（「ＨＴＭＬ」）、ダイナミックハイパーテキストマークアップ言語（「ＤＨＴＭ
Ｌ」）、拡張可能マークアップ言語（「ＸＭＬ」）、ＪａｖａＳｅｒｖｅｒページ（「Ｊ
ＳＰ」）、アクティブサーバページ（「ＡＳＰ」）、Ｃｏｌｄ Ｆｕｓｉｏｎ、または任
意の他の好適なアプローチを介して）１つ以上のウェブページまたはウェブページ部分に
対応するコードを含み得る。
【０１２８】
　いくつかの実現例では、本明細書中に記載される機能および／または処理を実行するた
めの命令を記憶するための任意の好適なコンピュータ読取可能な媒体が用いられ得る。た
とえば、いくつかの実現例では、コンピュータ読取可能な媒体は一時的であってもよいし
、非一時的であってもよい。たとえば、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体は、磁気
媒体（ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク等）、光学媒体（コンパクトデ
ィスク、デジタルビデオディスク、ブルーレイディスク等）、半導体媒体（フラッシュメ
モリ、電気的プログラム可能読出専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラム
可能読出専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）等）、送信時に過渡的でない、もしくは表面上の永
続性を欠いている任意の好適な媒体、および／または任意の好適な有形媒体などの媒体を
含み得る。別の例として、一時的なコンピュータ読取可能な媒体は、ネットワーク上の、
配線、導体、光ファイバ、回路、および／または送信時に過渡的でない、かつ表面上の永
続性を欠いている任意の好適な媒体内の信号を含み得る。
【０１２９】
　図２～図８の処理の上述のステップは、図面に示され説明された順序およびシーケンス
に限定されない任意の順序またはシーケンスで実行または実践され得ることを理解すべき
である。また、図２～図８の処理の上記のステップのいくつかは、必要に応じて実質的に
同時に、または待ち時間および処理時間を減らすために並行して実行または実践され得る
。
【０１３０】
　本明細書において、メカニズムという用語は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの任意の好適な組合せを含み得ることにも留意すべきである。
【０１３１】
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　したがって、メディアコンテンツを提示するためのシステム、方法、および媒体が提供
される。
【０１３２】
　発明は上記の例示的な実現例において説明および図示されたが、本開示は一例としてな
されているに過ぎないこと、ならびに、以下の請求項によってのみ限定される発明の精神
および範囲から逸脱することなく発明の実現例の詳細に多数の変更が加えられ得ることが
理解される。開示される実現例の特徴は、さまざまな方法で組合わされ、再構成され得る
。

【図１】 【図２】
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