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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　受信側端末によって、提示関連情報に対応する識別情報を決定し、
　前記受信側端末に格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像
を検索し、
　前記受信側端末が前記識別情報に対応する前記画像を見つけたことに応答して、前記識
別情報に対応する前記画像を提示し、
　前記受信側端末が前記受信側端末に格納された前記１または複数の画像の中から前記識
別情報に対応する前記画像を見つけることができないとの判定に応答して、前記提示関連
情報をレンダリングテンプレートに追加するために前記レンダリングテンプレートを呼び
出し、レンダリングされた情報を生成するために前記追加されたテンプレートをレンダリ
ングし、
　前記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成し、
　前記識別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立すること、
を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記提示結果を生成することは、
　　前記レンダリングされた情報を提示し、
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　　前記提示関連情報の前記提示結果を画像として生成し、
　　前記生成された画像を保存すること、
を備える、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記提示関連情報を受信することは、さらに、
　　前記送信側端末によって送信された前記提示関連情報に対応するユニフォームリソー
スロケータ（ＵＲＬ）を前記受信側端末によって受信することを備え、
　前記提示関連情報に対応する前記識別情報を決定することは、さらに、
　　予め定められた処理を用いて、前記ＵＲＬに対応する前記識別情報を決定し、前記Ｕ
ＲＬに対応する前記識別情報は、前記提示関連情報に対応する前記識別情報に対応し、
　前記提示関連情報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレ
ートをレンダリングして提示することは、さらに、
　　前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得し、
　　前記取得された提示関連情報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記取得さ
れた提示関連情報を埋め込まれた前記テンプレートを提示することを備える、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、さらに、
　前記受信側端末が前記レンダリングテンプレートを呼び出すことができなかったことに
応答して、前記受信されたＵＲＬを提示することを備える、方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法であって、
　前記提示関連情報を提示するための前記レンダリングテンプレートを呼び出すことは、
さらに、
　　前記受信されたＵＲＬに含まれる前記提示関連情報のカテゴリ情報を用いて、前記カ
テゴリ情報に対応する前記レンダリングテンプレートを呼び出すことを備える、方法。
【請求項６】
　請求項３に記載の方法であって、
　前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得することは、さらに、
　　前記取得された提示関連情報として機能させるために、前記ＵＲＬに含まれる特定特
徴の情報を取得するための基礎として事前設定された前記特定特徴を用い、
　　前記ＵＲＬが前記特定特徴情報を含まない場合に、前記取得された提示関連情報とし
て機能させるために、前記ＵＲＬに対応する情報をサーバから取得し、前記取得した情報
から前記特定特徴情報を抽出すること、
を備える、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記提示関連情報は、ＪＳＯＮデータフォーマットで
アセンブルされる、方法。
【請求項８】
　デバイスであって、
　提示関連情報に対応する識別情報を決定するよう構成されている決定モジュールと、
　前記デバイスに格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像を
検索するよう構成されている検索モジュールと、
　前記検索モジュールが前記識別情報に対応する画像を見つけた場合に、前記識別情報に
対応する前記画像を提示し、前記検索モジュールが前記デバイスに格納された前記１また
は複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像を見つけられないと判定された場合に
、提示関連情報を提示するためのレンダリングテンプレートを呼び出し、前記提示関連情
報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレートをレンダリン
グし、前記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成し
、前記識別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立するよう構成されている
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提示モジュールと、
を備える、デバイス。
【請求項９】
　請求項８に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、前記レンダリングされた情報を提示し、前記提示関連情報の前
記提示結果を画像として生成し、前記生成された画像を保存することによって、前記提示
結果を生成する、デバイス。
【請求項１０】
　請求項９に記載のデバイスであって、
　前記受信モジュールは、さらに、送信側端末によって送信された提示関連情報に対応す
るユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を受信するよう構成され、
　前記決定モジュールは、さらに、予め定められた処理を用いて、前記ＵＲＬに対応する
前記識別情報を決定するよう構成され、前記ＵＲＬに対応する前記識別情報は、前記提示
関連情報に対応する前記識別情報に対応し、
　前記提示モジュールは、さらに、前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得し、前記
取得した提示関連情報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記取得した提示関連
情報を追加された前記テンプレートをレンダリングおよび提示するよう構成されている、
デバイス。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記デバイスが前記レンダリングテンプレートを呼び
出すことができなかったことに応答して、前記受信されたＵＲＬを提示するよう構成され
ている、デバイス。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記受信されたＵＲＬに含まれる前記提示関連情報の
カテゴリ情報を用いて、前記カテゴリ情報に対応する前記レンダリングテンプレートを呼
び出すよう構成されている、デバイス。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記取得された提示関連情報として機能させるために
、事前設定された特定特徴を用いて、前記ＵＲＬに含まれる前記特定特徴の情報を取得し
、前記特定特徴情報が前記ＵＲＬから取得されなかった場合に、前記取得された提示関連
情報として機能させるために、前記ＵＲＬに対応する情報をサーバから取得し、前記取得
した情報から前記特定特徴情報を抽出するように構成されている、デバイス。
【請求項１４】
　請求項８に記載のデバイスであって、前記提示関連情報は、ＪＳＯＮデータフォーマッ
トでアセンブルされる、デバイス。
【請求項１５】
　情報を提示するためのコンピュータプログラムであって、
　受信側端末によって、提示関連情報に対応する識別情報を決定するための機能と、
　前記受信側端末に格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像
を検索するための機能と、
　前記受信側端末が前記識別情報に対応する前記画像を見つけたことに応答して、前記識
別情報に対応する前記画像を提示するための機能と、
　前記受信側端末が前記受信側端末に格納された前記１または複数の画像の中から前記識
別情報に対応する前記画像を見つけることができないとの判定に応答して、提示関連情報
を提示するためのレンダリングテンプレートを呼び出して、前記提示関連情報を前記レン
ダリングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレートをレンダリングするための
機能と、
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　前記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成するた
めの機能と、
　前記識別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立するための機能と、
をコンピュータによって実現させる、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
他の出願の相互参照
　本願は、すべての目的のために参照により本明細書に組み込まれる、発明の名称を「Ａ
　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　Ａ　ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＰＲＥＳＥＮＴＩＮＧ　ＩＮＦＯ
ＲＭＡＴＩＯＮ」とする、２０１４年１月６日出願の中国特許出願第２０１４１０００４
９２７．２号に基づく優先権を主張する。
【０００２】
　本願は、商品情報を通信および提示するための方法、装置、および、システムに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　インスタントメッセージングクライアント（以降、「クライアント」と省略する）が、
電子商取引において商品を販売促進するための重要な経路になっている。例えば、ユーザ
は、クライアントを通して他のユーザと商品情報を共有しうる。クライアントを通して、
ユーザは、自分が現在閲覧している商品情報を他のユーザへ送信したり、そのほかの方法
で共有したりする。
【０００４】
　ある関連技術によれば、商品情報に含まれる情報の一部が、他のユーザとの商品情報の
共有を容易にするために、特定特徴に従って予め規定される。情報の一部は、ショップ名
、商品名、商品価格、在庫に残っている商品の数量、および／または、同様のものを含む
。ユーザがクライアントを介して商品情報を共有する時、クライアントは、商品情報内か
ら特定特徴に従って、商品情報に含まれる情報の一部を自動的に取得する。その後、クラ
イアントは、商品情報に含まれる情報の一部を他のユーザに送信する、ある関連技術によ
れば、クライアントは、ユーザがクライアントを介して別のユーザと共有したい具体的な
情報を手動で入力する必要なしに、商品情報に含まれる情報の一部を自動的に取得して送
信する。
【０００５】
　さらに、他のユーザと共有された情報の外見および信頼性を考慮して、クライアントは
、ある関連技術によれば、商品情報の内の取得された一部の情報を所定のテンプレートに
追加し、所定のテンプレートに従って情報の一部をレンダリングして他のユーザに提示す
ることができる。
【０００６】
　しかしながら、クライアントを介して他のユーザと商品情報を共有する実際の応用例に
よると、複数の異なる送信側ユーザが同じ商品情報を同じ受信側ユーザと共有するという
状況を避けることは不可能である。例えば、受信側クライアントは、受信側クライアント
が同じ商品情報を受信するたびに、保存されたテンプレートを呼び出し、受信した商品情
報をレンダリングするためにテンプレートに追加することを求められる。結果として、受
信側クライアントは、（例えば、受信側ユーザが商品情報を複数の異なる送信側ユーザの
内の１ユーザから受信する各場合について）同じ商品情報を複数回レンダリングする必要
があり、それにより、レンダリング処理に関連する計算リソースおよびクライアントが配
置されたデバイスの電力容量の両方を浪費する。
【０００７】
　上記の情報は、本開示を理解する助けとしてのみ背景情報として提示されている。上述
の記載のいずれかが本開示に関する従来技術として適用可能でありうるか否かについては
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、判定はなされておらず、断定はなされない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　以下の詳細な説明と添付の図面において、本発明の様々な実施形態を開示する。
【０００９】
　ここで説明する図面は、本願の理解を深めるよう意図されており、本願の一部を形成す
る。本願の実施形態およびそれらの記載は、本願を説明するよう意図されており、本願の
不適切な限定となるものではない。以下の図面が含まれる。
【００１０】
【図１】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチャ
ート。
【００１１】
【図２】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチャ
ート。
【００１２】
【図３Ａ】本開示の様々な実施形態に従って、テンプレートを用いた情報の提示を示す図
。
【００１３】
【図３Ｂ】本開示の様々な実施形態に従って、提示関連情報に対応するＵＲＬを直接提示
することによる情報の提示を示す図。
【００１４】
【図３Ｃ】本開示の様々な実施形態に従って、テンプレートを構築するために用いられる
プログラミングフレームワークを示す図。
【００１５】
【図４】本願の様々な実施形態に従って、情報の提示のために予め設定されたテンプレー
トを示す図。
【００１６】
【図５】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチャ
ート。
【００１７】
【図６】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチャ
ート。
【００１８】
【図７】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するためのシステムを示す図。
【００１９】
【図８】本願の一実施形態によって提供される情報提示デバイスの構造ブロック図。
【００２０】
【図９】本願の一実施形態によって提供される送信側デバイスの構造ブロック図。
【００２１】
【図１０】本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するためのコンピュータシステ
ムを示す機能図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
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、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００２３】
　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、本発明は、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明
の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳
細事項は、例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部ま
たは全てがなくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関
連する技術分野で周知の技術要素については、本発明が必要以上にわかりにくくならない
ように、詳細には説明していない。
【００２４】
　本開示の様々な実施形態によれば、商品情報を通信および提示するための方法、装置、
および／または、システムが提供されている。本開示の様々な実施形態によれば、デバイ
ス（例えば、クライアント）を介して商品情報を通信してユーザに提示するための方法、
装置、および／または、システムが提供されている。いくつかの実施形態において、商品
情報は、色、形状、１または複数の具体的な特徴、テクスチャ、および／または、同等物
を含む。
【００２５】
　本開示の様々な実施形態によれば、デバイスは通信機能を備える。例えば、デバイスは
、スマートフォン、タブレットパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯電話、ビデオ電話
、電子書籍リーダ、デスクトップＰＣ、ラップトップＰＣ、ネットブックＰＣ、パーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯型マルチメディアプレーヤ（ＰＭＰ）、ｍｐ３
プレーヤ、携帯型メディカルデバイス、カメラ、ウェアラブルデバイス（例えば、ヘッド
マウントデバイス（ＨＭＤ）、電子衣服、電子装具、電子ネックレス、電子アクセサリ、
電子タトゥー、または、スマートウォッチ）、および／または、同等物であってよい。
【００２６】
　本開示の様々な実施形態によれば、デバイスは、通信機能を備えたスマート家電であっ
てもよい。スマート家電は、例えば、テレビ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）プレー
ヤ、オーディオ、冷蔵庫、エアコン、掃除機、オーブン、電子レンジ、洗濯機、ドライヤ
ー、空気清浄機、セットトップボックス、ＴＶボックス（例えば、ＳａｍｓｕｎｇのＨｏ
ｍｅＳｙｎｃ（商標）、アップルＴＶ（商標）、または、Ｇｏｏｇｌｅ　ＴＶ（商標））
、ゲーム機、電子辞書、電子キー、ビデオカメラ、電子写真フレーム、および／または、
同等物であってよい。
【００２７】
　本開示の様々な実施形態によれば、デバイスは、医療機器（例えば、磁気共鳴血管造影
（ＭＲＡ）デバイス、磁気共鳴画像（ＭＲＩ）デバイス、コンピュータ断層撮影デバイス
、撮像デバイス、または、超音波デバイス）、ナビゲーションデバイス、グローバルポジ
ショニングシステム（ＧＰＳ）受信機、イベントデータレコーダ（ＥＤＲ）、フライトデ
ータレコーダ（ＦＤＲ）、車載インフォテインメントデバイス、航海用電子デバイス（例
えば、航海用ナビゲーションデバイス、ジャイロスコープ、または、コンパス）、航空用
電子デバイス、セキュリティデバイス、産業または消費者向けロボット、並びに／もしく
は、同等物であってもよい。
【００２８】
　本開示の様々な実施形態によれば、デバイスは、家具、建物／構造物の一部、電子ボー
ド、電子署名受信デバイス、プロジェクタ、様々な測定デバイス（例えば、水、電気、ガ
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ス、または、電磁波の測定デバイス）、および／または、通信機能を備えた同等物であっ
てもよい。
【００２９】
　本開示の様々な実施形態によれば、デバイスは、上述のデバイスの任意の組み合わせで
あってもよい。さらに、本開示の様々な実施形態に従ったデバイスは上述のデバイスに限
定されないことが、当業者にとって明らかである。
【００３０】
　ある関連技術によれば、複数の異なる送信側クライアントが同じ提示用商品情報を特定
の受信側クライアントと共有する場合、受信側クライアントは、受信した商品情報を複数
回レンダリングおよび提示することになる。例えば、受信側クライアントは、提示用商品
情報を受信するたびに、テンプレートを用いて提示するために、受信した商品情報をレン
ダリングする。結果として、ある関連技術に従った受信側クライアントは、レンダリング
処理によって利用される計算リソースおよび電力を浪費する。しかしながら、本開示の様
々な実施形態によれば、受信側クライアントは、提示用商品情報の少なくとも一部がレン
ダリングおよび／または提示される時にいつでも、提示用商品情報を提示するオブジェク
ト（例えば、画像）を保存する。本開示の様々な実施形態によれば、同じ提示用商品情報
を受信したことに応答して、受信側クライアントは、再び提示用商品情報をレンダリング
する必要なしに、保存された画像をユーザに直接提示する。したがって、受信側クライア
ントは、提示用商品情報をレンダリングすることによって用いられる計算リソースおよび
電力を効果的に節約できる。
【００３１】
　図１は、本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチ
ャートである。
【００３２】
　図１を参照すると、情報（例えば、商品情報）を提示するための方法１００が提供され
ている。いくつかの実施形態において、方法１００は、図７に示す端末７１０などのデバ
イスによって実施される。
【００３３】
　工程１０１では、提示関連情報に関連づけられた識別情報が受信される。いくつかの実
施形態において、デバイスは、提示関連情報（例えば、提示される情報）に関連づけられ
た識別情報を受信する。例えば、受信側端末（例えば、受信側クライアント）が、提示関
連情報に関連づけられた識別情報を受信する。いくつかの実施形態において、受信側端末
は、提示関連情報と同時に、提示関連情報に関連づけられた識別情報を受信する。例えば
、識別情報は、提示関連情報と共に含まれたメタデータであってよい。いくつかの実施形
態において、受信側端末は、提示関連情報に関連づけられた識別情報を送信側デバイス（
例えば、送信側端末、サーバ、および／または、同等物）から受信する。いくつかの実施
形態において、提示関連情報は、商品情報に対応する。
【００３４】
　本開示の様々な実施形態によれば、受信側端末は、予め定められた処理を用いて、提示
関連情報に対応する識別情報を生成する。いくつかの実施形態において、提示関連情報の
識別情報は、特定の内容または情報に基づいて生成される。例えば、提示関連情報の識別
情報は、メッセージダイジェストアルゴリズムバージョン５（ＭＤ５）を用いて生成でき
る。本開示のいくつかの実施形態において、提示関連情報の識別情報は、タイムスタンプ
と組み合わせて乱数を用いて生成される。例えば、受信側端末は、提示関連情報を受信し
、受信した提示関連情報に少なくとも部分的に基づいて、それに関連づけられた識別情報
を生成する。いくつかの実施形態において、予め定められた処理は、必要性に基づいて設
定される。いくつかの実施形態において、比較的短い一意的な識別子を提供するアルゴリ
ズムが、受信された提示すべき情報の識別情報を決定するために用いられる。一例として
、ＭＤ５が、受信した提示すべき情報の識別情報を決定するために用いられうる。別の例
として、巡回冗長検査（ＣＲＣ）が、受信した提示すべき情報の識別情報を決定するため
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に用いられうる。別の例として、セキュアハッシュアルゴリズム（ＳＨＡ）が、受信した
提示すべき情報の識別情報を決定するために用いられうる。いくつかの実施形態において
、各識別子情報が一意的であることを保証しつつ（例えば、各ＵＲＬが一意的であること
を保証しつつ）、より短い形態のＵＲＬを一時的に格納するために、ＭＤ５が用いられる
。いくつかの実施形態において、ＵＲＬは、キーとして用いられる（例えば、受信した提
示すべき情報の識別情報を決定するために計算法を利用せず、むしろ、ＵＲＬがかかる識
別情報として直接用いられる）。
【００３５】
　工程１０２では、識別情報に対応するオブジェクトが格納されているか否かについて判
定がなされる。いくつかの実施形態において、受信側端末は、受信側端末が識別情報に対
応するオブジェクトを有する（例えば、そのメモリまたはファイルシステムに格納してい
る）か否かを判定する。例えば、受信側端末は、受信側端末がオブジェクト（例えば、識
別情報に関連づけられた提示関連情報に対応する以前にレンダリングされたオブジェクト
）を格納しているか否かを判定する。いくつかの実施形態において、オブジェクトは画像
である。
【００３６】
　識別情報に対応するオブジェクトが格納されている場合、識別情報に対応するオブジェ
クトはリトリーブされる。その後、そのオブジェクトは提示される。いくつかの実施形態
において、受信側端末は、工程１０２において受信側端末が識別情報に対応するオブジェ
クトを有すると判定した場合、受信側端末が識別情報に対応するオブジェクトをリトリー
ブする工程１０３に進む。その後、工程１０４では、受信側端末は、オブジェクトを（例
えば、ディスプレイでユーザに）提示（例えば、提供、表示など）する。
【００３７】
　逆に、識別情報に対応するオブジェクトが格納されていない場合、オブジェクトがレン
ダリングされる。いくつかの実施形態において、受信側端末は、工程１０２において受信
側端末が識別情報に対応するオブジェクトを持たないと判定した場合、受信側端末がオブ
ジェクトをレンダリングする工程１０５に進む。例えば、受信側端末は、提示関連情報（
例えば、商品情報）を提示するためのレンダリングテンプレートを呼び出し、レンダリン
グテンプレートに提示関連情報の少なくとも一部を追加し、提示関連情報の少なくとも一
部をオブジェクト（例えば、画像）としてレンダリングする。
【００３８】
　本開示の様々な実施形態によれば、レンダリングテンプレートは、提示関連情報（例え
ば、商品情報）を提示するためのテンプレートである。いくつかの実施形態において、テ
ンプレートは、いくつかの領域を含む。いくつかの実施形態において、提示関連情報は、
商品情報、販売業者情報、商品名など、または、それらの任意の組み合わせを含む。いく
つかの実施形態において、提示関連情報に含まれる特定特徴情報が、レンダリングおよび
提示のために領域に追加される。本開示の様々な実施形態によれば、提示された情報の外
見および信頼性を改善するために、所定のデータフォーマットが提示関連情報のアセンブ
ルに採用される。例えば、送信側端末は、所定のデータフォーマットに従った提示関連情
報を受信側端末に送信する。いくつかの実施形態において、送信側端末は、アセンブルさ
れた提示関連情報を受信側端末に送信する。例えば、提示関連情報は、ＪＳＯＮ（Ｊａｖ
ａＳｃｒｉｐｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ）フォーマットのデータとしてアセン
ブルされる。ＪＳＯＮフォーマットの提示関連情報を受信したことに応答して、受信側端
末は、１または複数のレンダリングテンプレート（例えば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔテンプ
レートレンダリングエンジン）を呼び出して、提示関連情報をレンダリングする。その後
、レンダリングされた情報が（例えば、ユーザに）提示される。いくつかの実施形態にお
いて、提示関連情報は、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）フォーマットのデータとしてア
センブルされる。
【００３９】
　工程１０６では、オブジェクトは保存されてよい。例えば、受信側端末は、レンダリン
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グされたオブジェクトを格納する。いくつかの実施形態において、受信側端末は、１また
は複数の所定のデータフォーマットに従って、レンダリングされたオブジェクトを格納す
る。本開示の様々な実施形態によれば、受信側端末は、提示関連情報の提示結果を画像と
して生成し、提示結果を保存する。いくつかの実施形態において、受信側端末は、提示関
連情報の識別情報を格納済みのオブジェクトと関連づける。例えば、受信側端末は、提示
関連情報の識別情報と、生成されたオブジェクト（例えば、生成された提示結果、提示関
連情報、および／または、同等物）との間の対応関係を確立する。
【００４０】
　工程１０７では、受信側端末は、レンダリングされた提示関連情報を提示してよい。例
えば、受信側端末は、レンダリングされたオブジェクトをユーザに向けて表示する。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、提示関連情報のレンダリングおよび提示が完了したこと
に応答して、受信側端末は、提示された提示関連情報を画像として描画するために、描画
ユーティリティを呼び出す。例えば、受信側端末は、レンダリングされた（そして、提示
された）オブジェクトを画像として描画する。
【００４２】
　受信側端末がＡｎｄｒｏｉｄシステムデバイスであった場合、受信側端末は、提示関連
情報の画像を生成する時、Ａｎｄｒｏｉｄシステム内の描画アプリケーションプログラム
インターフェース（ＡＰＩ）を呼び出して、提示関連情報の画像を生成および提示し、画
像を保存する。本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報に関連づけられた識別情
報と、生成された画像との間の対応関係が確立され、提示関連情報に関連づけられた識別
情報と、生成された画像との間の対応は、受信側端末にローカルに保存される。
【００４３】
　本開示の様々な実施形態によれば、受信側端末に保存されたオブジェクト（例えば、生
成および提示されたオブジェクト）は、予め定められた削除ポリシーに従って、ユーザの
嗜好に従って、および／または、ユーザ入力に従って削除される。例えば、受信側端末に
よって保存された画像は、設定された期間に従って削除されるか、または、ユーザによっ
て手動で削除される。
【００４４】
　本開示の様々な実施形態によれば、受信側端末は、１または複数の他の送信側端末から
送信されたのと同じ提示関連情報を後に受信した場合、予め定められた処理を用いて、提
示関連情報に対応する識別情報（例えば、１または複数の他の送信側端末から受信した提
示関連情報に対応する識別情報）を決定する。その後、受信側端末は、受信側端末によっ
て保存されたオブジェクト（例えば、画像）の中から識別情報に対応するオブジェクト（
例えば、画像）を検索（例えば、ルックアップ）する。受信側端末は、識別情報に対応す
るオブジェクト（例えば、画像）を見つけた場合、テンプレートを通して提示関連情報を
再びレンダリングする必要なしに、見つけた（例えば、ルックアップした）オブジェクト
（例えば、画像）を直接提示する。いくつかの実施形態において、識別情報に対応する格
納済みのオブジェクトの検索を利用して、識別情報に対応して見つかったオブジェクトを
提示することは、受信側端末が提示関連情報をレンダリングするために利用する計算リソ
ースおよび電力を節約する。
【００４５】
　送信側端末によって受信側端末に送信される提示関連情報をアセンブルするために所定
のデータフォーマットを利用することは、情報の外見および信頼性を改善するが、受信側
端末は、所定のデータフォーマットの情報を処理および／または解析できる必要がある。
例えば、提示関連情報をＪＳＯＮフォーマットでアセンブルすれば、共有された情報の外
見および信頼性を改善できる。しかしながら、受信側端末は、ＪＳＯＮフォーマットデー
タを解析できる必要がある。所定のデータフォーマットの利用上の限界を考慮すると、実
際の応用例では、複数のユーザによって利用される端末（例えば、端末にインストールさ
れたクライアントまたはアプリケーション）の機能がすべて同じということはありえない
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（例えば、異なる端末によって利用されるクライアントアプリケーションは異なりうる）
。受信側端末が、より古いバージョンのクライアントアプリケーションである受信側クラ
イアントを有する場合には、より新しいバージョンのクライアントを有する他の端末によ
って利用されるデータフォーマット（または提示関連情報）をサポートできない場合があ
る。したがって、より古いバージョンのクライアントを有する端末は、提示関連情報を受
信した後に、提示関連情報を正確に解析できないことがある。
【００４６】
　したがって、本願の様々な実施形態によれば、送信側端末（例えば、送信側端末にイン
ストールされた送信側クライアント）は、特定のデータフォーマットで提示関連情報をア
センブルしない。むしろ、送信側端末は、提示関連情報のユニフォームリソースロケータ
（ＵＲＬ）を受信側端末に送信する。受信側端末（例えば、受信側端末にインストールさ
れた受信側クライアント）は、情報提示を提示するために用いられるテンプレートに提示
関連情報を保存した場合、対応する提示関連情報を取得し、レンダリングテンプレートを
呼び出し、レンダリングおよび提示に向けて、取得した提示関連情報をレンダリングテン
プレートに追加するために、ＵＲＬを利用できる。逆に、受信側端末（例えば、受信側ク
ライアント）がレンダリングテンプレートを保存していない場合（例えば、受信側端末が
、提示関連情報を提示するためのレンダリングテンプレートを呼び出すことができなかっ
た場合）、受信側クライアントは、ＵＲＬを直接提示する。したがって、より新しいバー
ジョンの受信側クライアントを有する受信側端末は、共有された情報の外見および信頼性
を改善するために、提示関連情報を提示するためのテンプレートを保存するが、より古い
バージョンの受信側クライアントを有する受信側端末は、レンダリングテンプレートを保
存しないので、以下のことが起こる。受信側端末が送信側端末（例えば、送信側クライア
ント）によって送信された提示関連情報に対応するＵＲＬを受信した後に、受信側端末（
例えば、受信側クライアント）が提示関連情報を提示するためのレンダリングテンプレー
トを呼び出すことができる場合、その受信側端末は、より新しいバージョンの受信側クラ
イアントを有する。しかしながら、受信側端末がテンプレートを呼び出すことができなか
った場合、その受信側端末は、より古いバージョン受信側クライアントを有する。受信側
端末が、より新しいバージョンの受信側クライアントを有する場合、その受信側端末（例
えば、受信側クライアント）は、受信したＵＲＬに従って提示関連情報を取得し、その後
、取得した提示関連情報をレンダリングおよび提示のためのテンプレートに追加できる。
いくつかの実施形態において、受信側端末が、より古いバージョンの受信側クライアント
を有する場合、その受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、受信したＵＲＬを直
接提示する。その後、受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、ＵＲＬに基づいて
、ブラウザを通して提示関連情報を取得できる。
【００４７】
　図２は、様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチャートで
ある。
【００４８】
　図２を参照すると、情報を提示するための方法２００が提供されている。いくつかの実
施形態において、方法２００は、図７に示す端末７２０などのデバイスによって実施され
る。
【００４９】
　工程２０１では、デバイスが、提示関連情報の要求を受信する。例えば、送信側デバイ
ス（例えば、送信側端末）が、提示関連情報（例えば、商品情報）の要求を受信する。本
開示の様々な実施形態によれば、送信側端末は、商品情報の要求を受信側端末から受信す
る。
【００５０】
　本開示の様々な実施形態によれば、商品情報の閲覧中、送信側端末は、閲覧中の商品情
報および／または特定の商品の商品情報を共有するための共有機能を呼び出す。例えば、
商品情報の閲覧中、送信側ユーザが、「共有」ボタンをクリックする。「共有」ボタンの
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クリックに応答して、「共有」ボタンのクリックに関連づけられた閲覧中の商品情報およ
び／または商品に関する商品情報を共有するための共有機能が呼び出される。いくつかの
実施形態において、送信側端末は、（例えば、共有機能が呼び出されたことに応答して）
この商品情報の共有要求を生成する。一例として、共有要求は、商品情報（例えば、提示
関連情報）を含む。いくつかの実施形態において、共有要求は、Ａｎｄｒｏｉｄ上のｉｎ
ｔｅｎｔプロトコルに従ってフォーマットされる。いくつかの実施形態において、プロト
コル（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ上のｉｎｔｅｎｔプロトコル）に従って、要求は、（パラ
メータ名＋パラメータ値）をキーとして利用し、要求のｉｎｔｅｎｔ内にキーを配置し、
その後、Ａｎｄｒｏｉｄのアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）を用
いて、処理のために対応するアプリにｉｎｔｅｎｔを渡すことによってフォーマットされ
る。いくつかの実施形態において、アプリは、データをバイナリフォーマットに変換する
。いくつかの実施形態では、トランスミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）が、
データをサーバに送信するために用いられる。いくつかの実施形態において、サーバは、
ＴＣＰを用いて、受信端末上のアプリにデータを送信する。
【００５１】
　工程２０２では、提示関連情報に関連づけられた識別情報が送信される。いくつかの実
施形態において、送信側端末は、提示関連情報に関連づけられた識別情報を送信する。い
くつかの実施形態において、送信側端末は、提示関連情報に関連づけられた識別情報を受
信側デバイスに送信する。いくつかの実施形態において、送信側端末は、提示関連情報と
同時に、提示関連情報に関連づけられた識別情報を送信する。例えば、識別情報は、提示
関連情報と共に含まれたメタデータであるか、あるいは、かかるメタデータを含む。いく
つかの実施形態において、送信側端末は、提示関連情報に関連づけられた識別情報を受信
側デバイス（例えば、受信側端末、サーバ、および／または、同等物）に送信する。いく
つかの実施形態において、提示関連情報は、商品情報に対応するか、あるいは、商品情報
を含む。
【００５２】
　本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報に関連づけられた識別情報は、提示関
連情報に少なくとも部分的に基づいて生成される。例えば、送信側端末は、予め定められ
た処理を用いて、提示関連情報に対応する識別情報を生成する。いくつかの実施形態にお
いて、予め定められた処理は、必要性に基づいて設定される。一例として、ＭＤ５が、提
示関連情報の識別情報を決定するために用いられる。
【００５３】
　図３Ａは、本開示の様々な実施形態に従って、テンプレートを用いた情報の提示を示す
図である。図３Ｂは、本開示の様々な実施形態に従って、提示関連情報に対応するＵＲＬ
を直接提示することによる情報の提示を示す図である。
【００５４】
　図３Ａを参照すると、テンプレートを用いた情報の提示３０１ａが提供されている。い
くつかの実施形態において、提示３０１ａは、図７に示す端末７２０などの端末によって
実装あるいは提示される。図３Ｂを参照すると、テンプレートを用いた情報の提示３０１
ｂが提供されている。いくつかの実施形態において、提示３０１ｂは、図７に示す端末７
２０などの端末によって実装あるいは提示される。図３Ｃを参照すると、テンプレートを
構築するために用いられるプログラミングフレームワークが提供されている。いくつかの
実施形態において、プログラミングフレームワークは、図７に示す端末７２０などの端末
によって実装あるいは利用される。
【００５５】
　図３Ａに示したように、提示関連情報が商品情報である場合、テンプレートで提示され
る提示関連情報は、商品が検索された販売業者の名称（例えば、商品を販売する販売業者
の名称）、商品および販売業者の一方または両方の画像、商品名、（例えば、販売業者に
）在庫のある商品の数量、商品の位置、および、その他のかかる情報の内の１または複数
を含む。図３Ａに示すテンプレートを用いた商品情報の提示３０１ａからわかるように、
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テンプレートを通して提示された商品情報は、視覚的に認識しやすく、美的に好ましい。
その結果として、商品情報の提示３０１ａは、ユーザが商品情報を理解する助けとなる。
図３Ｂに示したように、受信側端末が、商品情報に関連するデータフォーマットをサポー
トしない場合（例えば、受信側端末が、より古いバージョンの受信側クライアントを有す
る場合）、送信側端末（例えば、送信側クライアント）によって送信されたＵＲＬが、ユ
ーザに直接提示される。本開示の様々な実施形態によれば、ブラウザが、ＵＲＬの選択に
より起動される（例えば、ユーザが、ＵＲＬをクリックすることによってブラウザを動作
可能に起動する）。ブラウザは、ＵＲＬを用いて、ＵＲＬに対応する提示関連情報（例え
ば、商品情報）をサーバから取得する。いくつかの実施形態では、図３Ｃに示すプログラ
ミングフレームワークが、テンプレート（例えば、図３Ａに示したテンプレート）を構築
するために用いられる。一例として、アプリは、Ａｎｄｒｏｉｄのテンプレートを用いる
。いくつかの実施形態において、テンプレートは、ＸＭＬを用いて定義される。
【００５６】
　本開示の様々な実施形態によれば、受信側端末は、提示関連情報に関する履歴情報を提
示（例えば、表示）する。例えば、受信側端末（例えば、受信側端末にインストールされ
た受信側クライアント）は、受信側端末が同一の提示関連情報を繰り返し受信した場合に
（例えば、受信側端末が複数の異なる送信側端末から同一の提示関連情報を受信した場合
に）、提示関連情報に関する履歴情報を提示する。本開示の様々な実施形態によれば、受
信側端末（例えば、受信側端末にインストールされた受信側クライアント）は、受信側端
末が、複数の異なる送信側端末から提示関連情報を受信したことに応答して提示関連情報
を提示するために用いるのと同じアプローチを用いて、複数の異なる送信側端末から提示
関連情報を受信したことに応答して提示関連情報に関する履歴情報を表示する。例えば、
より新しいバージョンのクライアントを有する受信側端末は、提示関連情報を以前に提示
（例えば、以前にレンダリング）していた場合、以前に受信したＵＲＬに対応する提示関
連情報を再取得して提示関連情報を（例えば、テンプレートを通して）レンダリングする
必要がない。むしろ、受信側端末（例えば、より新しいバージョンの受信側クライアント
）は、以前に受信したＵＲＬに対応する識別情報を決定し、ローカルに保存されたオブジ
ェクト（例えば、画像）の中から識別情報に対応するオブジェクトを検索し（例えば、識
別情報に対応する画像をルックアップし）、識別情報に対応して見つけられたオブジェク
トを提示する。
【００５７】
　本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報は、多くのタイプの情報を含む。例え
ば、提示関連情報は、販売業者のタイプに関する情報、商品のタイプに関する情報、商品
のカテゴリなど、または、それらの組み合わせを含む。
【００５８】
　本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報の外見および信頼性をさらに強化する
ために、提示関連情報は、複数のプリセット提示テンプレートの１つに従って提示される
。例えば、受信側端末は、提示関連情報を提示するための様々な異なるプリセット提示テ
ンプレートを格納する。いくつかの実施形態において、様々な異なるプリセット提示テン
プレートは、異なるカテゴリに関する。様々な異なるプリセット提示テンプレートは、受
信側端末の受信側クライアント（具体的には、より新しいバージョンのクライアント）に
格納される。したがって、受信側端末（例えば、受信側端末の受信側クライアント）は、
送信側端末（例えば、送信側クライアント）によって送信されたＵＲＬを受信した後、提
示関連情報を提示するために用いられるテンプレートを呼び出す。受信側端末（例えば、
受信側クライアント）は、提示関連情報を提示するために用いられるテンプレートを呼び
出す時、受信したＵＲＬに含まれる提示関連情報のカテゴリ情報を用いて、カテゴリ情報
に対応するテンプレートを呼び出す。受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、受
信したＵＲＬに含まれるカテゴリ情報に対応するテンプレートを呼び出せなかった場合、
ＵＲＬを直接提示することができる。
【００５９】
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　例えば、受信側クライアントによって受信されたＵＲＬが、ｈｔｔｐ：／／ｉｔｅｍ．
ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｉｔｅｍ．ｈｔｍ？ｉｄ＝１２３４５６７であると仮定すると
、ＵＲＬ内の「ｉｔｅｍ」が提示関連情報のカテゴリ情報に対応する。カテゴリ情報（例
えば、ＵＲＬ内の「ｉｔｅｍ」）は、提示関連情報が商品タイプ情報であることを示す。
したがって、受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、商品タイプ情報に対応する
テンプレートを呼び出すことができる。別の例において、受信側クライアントによって受
信されたＵＲＬが、ｈｔｔｐ：／／ｓｈｏｐ１０６４８２７５９．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏ
ｍ／？であると仮定すると、ＵＲＬ内の「ｓｈｏｐ」が提示関連情報のカテゴリ情報に対
応する。いくつかの実施形態において、１０６４８２７５９は、販売業者（例えば、ショ
ップ）に対応する一意的な識別子を表す。いくつかの実施形態では、各販売業者（例えば
、ショップ）が、一意的なＵＲＬに関連づけられる。カテゴリ情報（例えば、ＵＲＬ内の
「ｓｈｏｐ」）は、提示関連情報がショップタイプ情報であることを示す。したがって、
受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、ショップタイプ情報に対応するテンプレ
ートを呼び出すことができる。
【００６０】
　本願の様々な実施形態によれば、受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、受信
したＵＲＬに従って提示関連情報を取得する時、ＵＲＬに従ってサーバとの接続を確立し
、取得した提示関連情報として機能するＵＲＬに対応するサーバ情報から取得することが
できる。本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報は、受信側端末（例えば、ユー
ザ）によって現在閲覧されているページに関するすべての情報を含みうる。取得した提示
関連情報によって用いられるネットワークリソースを削減するために、本開示の一実施形
態は、送信側端末（例えば、送信側クライアント）がＵＲＬを送信する時に、提示関連情
報に含まれる特定特徴の情報が、提示関連情報に対応するＵＲＬに含められ、その後、Ｕ
ＲＬが受信側端末（例えば、受信側クライアント）に送信されるように、いくつかの特定
特徴を予め設定する。いくつかの実施形態において、本願の実施形態における特定特徴の
情報は、特定特徴と共に送信される提示関連情報内の情報に対応する。いくつかの実施形
態において、特定特徴は、ＵＲＬに含まれる情報に対応する。いくつかの実施形態におい
て、特定特徴とは、ページを表示するために用いられる様々なカテゴリのパラメータ（例
えば、販売業者名、販売業者の画像、商品名など、または、それらの任意の組み合わせ）
のことである。
【００６１】
　送信側端末（例えば、送信側クライアント）は、提示関連情報に含まれる特定特徴の情
報を取得して、特定特徴の情報をＵＲＬに含めることができる。その後、送信側端末（例
えば、サーバ端末にインストールされた送信側クライアント）は、ＵＲＬ（例えば、特定
特徴の情報を含むＵＲＬ）を１または複数の受信側端末（例えば、受信側端末にインスト
ールされた受信側クライアント）に送信する。したがって、受信側端末（例えば、受信側
端末にインストールされた受信側クライアント）は、受信したＵＲＬに従って提示関連情
報を取得する時、ＵＲＬに含まれる特定特徴の情報を取得し、取得した特定特徴の情報を
、取得した提示関連情報として用いるために、事前設定された特定特徴を用いることがで
きる。受信側端末（例えば、受信側クライアント）がＵＲＬから特定特徴の情報を取得で
きなかった場合、受信側端末（例えば、受信側端末にインストールされた受信側クライア
ント）は、対応するサーバとＵＲＬに従って接続を確立し、サーバからＵＲＬに対応する
情報を取得できる。さらに、受信側端末は、取得した情報から特定特徴の情報を抽出し、
抽出した特定特徴の情報を、取得した提示関連情報として用いることができる。特徴の例
は、商品が検索された販売業者の名称、販売業者の画像、商品の名称、商品の在庫数量、
商品の位置を含む。
【００６２】
　本開示の様々な実施形態によれば、提示関連情報を提示するためのテンプレートが構成
される（例えば、予め設定される）場合、特定特徴が予め設定される。
【００６３】
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　図４は、本願の様々な実施形態に従って、情報の提示のために予め設定されたテンプレ
ートを示す図である。
【００６４】
　図４を参照すると、情報を提示するためのプリセットテンプレート４０１が提供されて
いる。いくつかの実施形態において、プリセットテンプレートは、図７に示す端末７２０
などの端末によって構成もしくは利用される。
【００６５】
　図４に示すように、テンプレート４０１は、１または複数のブロックに分画されている
。テンプレート４０１は、テンプレートに含められる情報（例えば、情報の量、情報のタ
イプ、および／または、同等物）に従って分画される。例えば、テンプレート４０１は、
１～５の番号を付された合計５つのブロックに分画される。本開示の様々な実施形態によ
れば、ブロック１は、商品が検索された（商品を見つけた）販売業者の名称を追加するた
めに予め設定され、ブロック２は、販売業者などの画像を追加するために予め設定され、
ブロック３は、商品の名称を追加するために予め設定され；ブロック４は、商品の在庫数
量（販売業者が在庫を持つ商品の数量）を追加するために予め設定され、ブロック５は、
商品の位置を追加するために予め設定される。いくつかの実施形態において、事前設定さ
れた特定特徴は、５つの特徴に対応する。商品が検索された販売業者の名称、販売業者の
画像、商品の名称、商品の在庫数量、および、商品の位置。
【００６６】
　したがって、送信側端末（例えば、送信側ユーザ）が提示関連情報を閲覧する時、送信
側端末によって閲覧される提示関連情報は、実際に、ウェブページ上に含まれる情報であ
る（例えば、ウェブページに対応するＵＲＬが、提示関連情報に対応するＵＲＬである）
。例えば、送信側端末によってアクセスされる提示関連情報は、ウェブページに含まれる
すべての情報に対応する。しかしながら、ウェブページに含まれる情報は、上述の５つの
特徴（例えば、商品が検索された販売業者の名称、販売業者の画像、商品の名称、商品の
在庫数量、および、商品の位置）の情報に加えて他の情報を含みうる。例えば、ウェブペ
ージに含まれる情報は、さらに、他の情報（商品価格、商品がブックマークされた回数、
商品の評価、および、商品が検索された販売業者のレーティングなど、または、それらの
組み合わせ）を含む。送信側端末（例えば、送信側クライアント）は、特定特徴の情報を
取得するために上述の事前設定された５つの特定特徴を利用し、ページに対応するＵＲＬ
内の取得された特定特徴の情報を利用できる。
【００６７】
　本開示の様々な実施形態によれば、特定特徴の情報をＵＲＬに含める方法は、所定の記
号を用いて、ＵＲＬ内に特定特徴の情報を含めるあるいは結合させる工程を含む。例えば
、”＆”記号が、所望の情報をＵＲＬに含めるために用いられる。所定の記号は、複数の
タイプの情報（例えば、アドレスおよび特定特徴）の間の区切りとして機能する。
【００６８】
　例えば、ウェブページに対応するＵＲＬが、ｈｔｔｐ：／／ｉｔｅｍ．ｅｘａｍｐｌｅ
．ｃｏｍ／ｉｔｅｍ．ｈｔｍ？ｉｄ＝１２３４５６７であると仮定する。したがって、特
定特徴がＵＲＬに含められ、特定特徴が商品名であると仮定した場合、ＵＲＬに商品名を
含めた後、ウェブページのるＵＲＬは、ｈｔｔｐ：／／ｉｔｅｍ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏ
ｍ／ｉｔｅｍ．ｈｔｍ？ｉｄ＝１２３４５６７＆ｉｔｅｍ＿ｎａｍｅ＝　ｐｒｏｄｕｃｔ
　ｎａｍｅとなる。かかる例によると、所定の記号”＆”の後に含まれる”ｉｔｅｍ＿ｎ
ａｍｅ”が、商品名に対応する（例えば、”ｐｒｏｄｕｃｔ　ｎａｍｅ”は、ＵＲＬに含
まれる特定特徴の値に対応する）。同様に、他の特定特徴情報が、ＵＲＬに含められても
よい。したがって、受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、特定特徴情報を含め
られたＵＲＬ（例えば、特定特徴情報を加えられたＵＲＬ）を受信すると、ＵＲＬに含ま
れる情報（例えば、特定特徴情報）をＵＲＬから直接抽出できる。一例として、受信側端
末は、適切なテンプレートが保存されていれば、ＵＲＬに含まれる情報をＵＲＬから直接
抽出して、抽出した情報をレンダリングおよび提示のためのテンプレートに追加できる。
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上記の例において、受信側端末は、ＵＲＬ”ｈｔｔｐ：／／ｉｔｅｍ．ｅｘａｍｐｌｅ．
ｃｏｍ／ｉｔｅｍ．ｈｔｍ？ｉｄ＝１２３４５６７＆ｉｔｅｍ＿ｎａｍｅ＝ｐｒｏｄｕｃ
ｔ　ｎａｍｅ”を受信した後、解析によってその中の”ｉｔｅｍ＿ｎａｍｅ”フィールド
を決定し、フィールドから”ｐｒｏｄｕｃｔ　ｎａｍｅ”を抽出し、抽出した値をテンプ
レートに追加できる。いくつかの実施形態において、受信側端末は、ＵＲＬに含まれない
他の特定特徴（例えば、商品が検索された販売業者の名称、ショップの画像、商品の在庫
数量、商品の位置、および／または、同等物）の情報を取得する。例えば、受信側端末は
、受信したＵＲＬを通して（例えば、用いて）サーバとの接続を確立し、他の特定特徴の
情報をサーバから取得する。その後、受信側端末は、取得した情報（例えば、他の特定特
徴の情報）をテンプレートに追加する。
【００６９】
　本開示の様々な実施形態によれば、画像をＵＲＬに直接含めることはできないので、画
像情報（上述した販売業者の画像など）が特定特徴情報に含まれる場合、画像のＵＲＬが
、ウェブページに対応するＵＲＬに含められるかまたは他の方法で加えられる。例えば、
画像情報が特定特徴情報と共に含まれ、そして、送信側端末（例えば、送信側クライアン
ト）は、ウェブページに対応するＵＲＬと共に、画像情報に関連するＵＲＬを含める。し
たがって、画像に対応するＵＲＬが、受信側端末（例えば、受信側クライアント）によっ
て受信されたＵＲＬと共に含まれる（例えば、結合されている）場合、受信側端末（例え
ば、受信側クライアント）は、受信側端末が受信したＵＲＬと共に含まれたあるいはその
ＵＲＬに結合された画像に対応するＵＲＬを用いて、適切な画像をサーバから取得できる
。受信側端末は、取得した画像を対応するテンプレートに追加できる。
【００７０】
　図５は、本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチ
ャートである。
【００７１】
　図５を参照すると、情報を提示するための方法５００が提供されている。いくつかの実
施形態において、方法５００は、図７に示す端末７１０などのデバイスによって実施され
る。
【００７２】
　工程５０１では、提示関連情報に対応するＵＲＬが決定される。いくつかの実施形態で
は、送信側端末（例えば、送信側クライアント）が、提示関連情報に対応するＵＲＬを決
定する。送信側端末は、提示関連情報およびウェブページの一方または両方に基づいて、
ＵＲＬを生成する。
【００７３】
　工程５０２では、１または複数の特定特徴に関する情報が取得される。いくつかの実施
形態において、送信側端末は、１または複数の特定特徴に関する情報を取得する。送信側
端末は、提示関連情報内の１または複数の特定特徴に関する情報を取得する。
【００７４】
　工程５０３では、１または複数の特定特徴に関する取得済みの情報がＵＲＬに含められ
る。いくつかの実施形態において、送信側端末は、１または複数の特定特徴に関する取得
済みの情報をＵＲＬに含める。送信側端末は、１または複数の特定特徴に関する取得済み
の情報をＵＲＬに加える。
【００７５】
　工程５０４では、１または複数の特定特徴に関する取得済みの情報およびＵＲＬが通信
される。いくつかの実施形態において、送信側端末は、１または複数の特定特徴に関する
取得済みの情報およびＵＲＬを１または複数の受信側端末（例えば、受信側クライアント
）に送信する。例えば、送信側端末は、１または複数の特定特徴を含むかあるいは特定特
徴と結合されたＵＲＬを受信側端末に送信する。
【００７６】
　図６は、本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するための方法を示すフローチ
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ャートである。
【００７７】
　図６を参照すると、情報を提示するための方法６００が提供されている。いくつかの実
施形態において、方法６００は、図７に示す端末７２０などのデバイスによって実施され
る。
【００７８】
　工程６０１では、ＵＲＬが受信される。いくつかの実施形態では、受信側端末（例えば
、受信側クライアント）が、送信側端末（例えば、送信側クライアント）によって送信さ
れたＵＲＬを受信する。
【００７９】
　工程６０２では、対応するテンプレートが格納されているか否かについての判定がなさ
れる。いくつかの実施形態において、受信側端末（例えば、受信側クライアント）は、対
応するテンプレートが格納されているか否かを判定する。例えば、受信側端末は、受信し
たＵＲＬに関連づけられた提示関連情報に対応するテンプレートを自身が格納しているか
否かを判定する。例えば、ＵＲＬは、提示関連情報に対応するカテゴリ情報を含む。いく
つかの実施形態において、受信側端末は、受信したＵＲＬから提示関連情報に対応するカ
テゴリ情報を抽出するかあるいは他の方法で取得する。いくつかの実施形態において、受
信側端末は、受信側端末がカテゴリ情報に対応するテンプレートを格納しているか否かを
判定する。
【００８０】
　工程６０２においてテンプレートが格納されていない場合、ＵＲＬが提示される。いく
つかの実施形態において、受信側端末は、工程６０２において対応するテンプレートが格
納されていないと判定し、その後、工程６０３において受信側端末はＵＲＬを（例えば、
ユーザに）提示する。
【００８１】
　逆に、工程６０２において対応するテンプレートが格納されていた場合、工程６０４で
は、ＵＲＬに対応する識別情報が決定される。いくつかの実施形態において、受信側端末
は、工程６０２で、対応するテンプレートが格納されていると判定した場合、工程６０４
で、ＵＲＬに対応する識別情報を決定する。例えば、受信側端末は、予め定められた処理
を用いて、ＵＲＬに対応する識別情報を決定する。別の例として、ＵＲＬが、識別情報を
含む。
【００８２】
　工程６０５では、識別情報に対応するオブジェクトが格納されているか否かについて判
定がなされる。いくつかの実施形態において、受信側端末は、識別情報に対応するオブジ
ェクトが格納されているか否かを判定する。例えば、受信側端末は、受信側端末が、ＵＲ
Ｌに関連づけられているあるいは他の方法でＵＲＬに関係する識別情報に対応するオブジ
ェクトを格納しているか否かを判定する。いくつかの実施形態において、オブジェクトは
、画像、同等物、または、それらの組み合わせである。
【００８３】
　工程６０５において識別情報に対応するオブジェクトが格納されている場合、工程６０
６において識別情報に対応するオブジェクトが格納される。いくつかの実施形態において
、受信側端末は、工程６０５で、識別情報に対応するオブジェクトが格納されていると判
定した場合、工程６０６で、識別情報に対応するオブジェクトを提示する。
【００８４】
　逆に、工程６０５において識別情報に対応するオブジェクトが格納されていない場合、
工程６０７では、対応するテンプレートが呼び出される。いくつかの実施形態において、
受信側端末は、工程６０５において識別情報に対応するオブジェクトが格納されていない
と判定した場合、工程６０７では、対応するテンプレートを呼び出す。いくつかの実施形
態において、受信側端末は、提示関連情報のカテゴリ情報に対応するテンプレートを呼び
出す。
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【００８５】
　工程６０８では、特定特徴情報が取得されているか否かについての判定がなされる。い
くつかの実施形態では、受信側端末が、特定特徴情報が取得されているか否かを判定する
。
【００８６】
　工程６０８において特定特徴情報が取得されていない場合、工程６０９では、特定特徴
情報が取得される。いくつかの実施形態において、受信側端末は、工程６０８で、特定特
徴情報が取得されていないと判定した場合、工程６０９では、特定特徴情報を取得する。
例えば、受信側端末は、予め定められた特徴を用いて、ＵＲＬにと共に含まれるかあるい
はＵＲＬに結合された特定特徴情報を取得する。別の例として、受信側端末は、ＵＲＬに
対応する情報をサーバから取得し、取得した情報から特定特徴情報を抽出してもよい。い
くつかの実施形態において、受信側端末は、特定特徴情報がＵＲＬに含まれも結合されも
していない場合に、ＵＲＬに対応する情報をサーバから取得し、特定特徴情報を抽出する
。その後、情報を提示するための方法は、工程６１０に進む。
【００８７】
　逆に、工程６０８において特定特徴情報が取得されている場合、情報を提示するための
方法は工程６１０に進む。いくつかの実施形態において、受信側端末は、工程６０８にお
いて特定特徴情報が取得されていると判定した場合、情報を提示するための方法は工程６
１０に進む。
【００８８】
　工程６１０では、特定特徴は、提示関連情報として用いられる。いくつかの実施形態に
おいて、受信側端末は、特定特徴を提示関連情報として用いる。例えば、受信側端末は、
提示関連情報に対応するように特定特徴を設定する。
【００８９】
　工程６１１では、提示関連情報がテンプレートに追加される。いくつかの実施形態では
、受信側端末が、提示関連情報をテンプレートに追加する。例えば、受信側端末は、カテ
ゴリ情報（例えば、ＵＲＬに含まれる提示関連情報のカテゴリ情報）に対応して呼び出さ
れたテンプレートに提示関連情報を追加する。
【００９０】
　工程６１２では、テンプレートに対応するオブジェクトが、提示関連情報から生成され
る。いくつかの実施形態において、受信側端末は、提示関連情報を備えたテンプレートに
対応するオブジェクトを生成する。例えば、テンプレート内に、提示関連情報を提示する
画像が生成される。オブジェクト（例えば、画像）は格納されてよい。
【００９１】
　工程６１３では、オブジェクトは、提示関連情報に関連づけられる、および／または、
オブジェクトは、ＵＲＬと対応する識別情報に関連づけられる。例えば、受信側端末は、
ＵＲＬに対応する識別情報と、生成された画像との間の対応関係を確立する。
【００９２】
　図７は、本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するためのシステムを示す図で
ある。
【００９３】
　図７を参照すると、情報を提示するためのシステム７００は、端末７１０（例えば、送
信側端末）、端末７２０（例えば、受信側端末）、および、ネットワーク７３０を備える
。図７に示すように、端末７１０は、ネットワーク７３０を介して端末７２０と通信する
。
【００９４】
　本開示の様々な実施形態によれば、端末７１０は、提示関連情報の要求を受信する。例
えば、端末７１０は、提示関連情報の要求を端末７２０から受信する。いくつかの実施形
態において、端末７１０は、提示関連情報に関連づけられた識別情報を端末７２０に送信
する。いくつかの実施形態において、送信側端末（例えば、端末７１０）は、提示関連情
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報と同時に、提示関連情報に関連づけられた識別情報を送信する。例えば、識別情報は、
提示関連情報と共に含まれたメタデータに対応するか、もしくは、かかるメタデータを含
む。いくつかの実施形態において、送信側端末（例えば、端末７１０）は、提示関連情報
に関連づけられた識別情報を受信側デバイス（例えば、受信側端末、サーバ、および／ま
たは、同等物）に送信する。いくつかの実施形態において、提示関連情報は、商品情報に
対応するか、あるいは、商品情報を含む。
【００９５】
　本開示の様々な実施形態によれば、端末７１０は、提示関連情報に対応するＵＲＬを決
定する。いくつかの実施形態において、端末７１０は、１または複数の特定特徴に関する
情報を取得し、ＵＲＬと共に１または複数の特定特徴に関する情報を含める。いくつかの
実施形態において、端末７１０は、１または複数の特定特徴を含むかあるいは特定特徴と
結合されたＵＲＬを端末７２０に送信する。
【００９６】
　本開示の様々な実施形態によれば、端末７２０は、提示関連情報に関連づけられた識別
情報を受信する。いくつかの実施形態において、端末７２０は、端末７２０が、受信した
識別情報に対応するオブジェクトを格納しているか否かを判定する。端末７２０は、受信
した識別情報に対応するオブジェクトを格納している場合、オブジェクトをリトリーブし
、そのオブジェクトを提示（例えば、表示）する。逆に、受信した識別情報に対応するオ
ブジェクトを格納していない場合、端末７２０は、オブジェクトをレンダリングし、オブ
ジェクトを保存し、オブジェクトを提示する。
【００９７】
　本開示の様々な実施形態によれば、端末７２０は、端末７１０からＵＲＬを受信する。
端末７２０は、端末７２０がＵＲＬに対応するテンプレート（例えば、ＵＲＬに含まれる
カテゴリ情報に対応するテンプレート）を有するか否かを判定する。端末７２０は、かか
るテンプレートを有していない場合、ＵＲＬを提示する。逆に、かかるテンプレートを有
している場合、端末７２０は、ＵＲＬに対応する識別情報を決定する。いくつかの実施形
態において、端末７２０は、端末が識別情報に対応するオブジェクトを格納しているか否
かを判定する。いくつかの実施形態において、端末７２０は、かかるオブジェクトを有す
る場合、そのオブジェクトを提示する。逆に、かかるオブジェクトを有していない場合、
端末７２０は、対応するテンプレートを呼び出し、提示関連情報として機能する特定特徴
を取得し、呼び出したテンプレートに提示関連情報を追加し、提示関連情報を備えたテン
プレートに対応するオブジェクトを生成する。いくつかの実施形態において、端末７２０
は、生成したオブジェクトを、追加されたテンプレートに含まれる提示関連情報と関連づ
ける、および／または、オブジェクトをＵＲＬに対応する識別情報と関連づける。
【００９８】
　図８は、本願の一実施形態によって提供される情報提示デバイスの構造ブロック図であ
る。
【００９９】
　図８を参照すると、情報を提示するための情報提示デバイス８００が提供されている。
いくつかの実施形態において、情報提示デバイス８００は、図１に示した方法１００を実
施する。いくつかの実施形態において、情報提示デバイス８００は、図６に示した方法６
００を実施する。
【０１００】
　情報提示デバイス８００は、受信モジュール８０１、決定モジュール８０２、検索モジ
ュール８０３、提示モジュール８０４、および／または、同等物を備える。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、受信モジュール８０１は、送信側端末（例えば、送信側
クライアント）によって送信された提示関連情報を受信する。いくつかの実施形態におい
て、受信モジュール８０１は、送信側端末からＵＲＬを受信する。
【０１０２】
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　いくつかの実施形態において、決定モジュール８０２は、提示関連情報に対応する識別
情報を決定する。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、検索モジュール８０３は、識別情報に対応するオブジェ
クトを検索する。例えば、検索モジュール８０３は、情報提示デバイス８００（例えば、
受信側クライアント）によって保存された画像の中から識別情報に対応する画像を検索す
る。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、識別情報に対応するオブジェ
クトを提示する。例えば、提示モジュール８０４は、検索モジュール８０３が識別情報に
対応する画像を見つけることに成功した場合に、見つけられた画像を提示する。検索モジ
ュール８０３が識別情報に対応するオブジェクト（例えば、画像）を見つけられなかった
場合、提示モジュール８０３は、提示関連情報を提示するために用いられるレンダリング
テンプレートを呼び出す。いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、提示
関連情報をレンダリングテンプレートに追加する。提示モジュール８０４は、レンダリン
グを行い、テンプレート（例えば、提示関連情報を含む）を提示する。提示モジュール８
０４は、提示関連情報の提示結果をオブジェクト（例えば、画像）として生成し、オブジ
ェクトを保存する。提示モジュール８０４は、識別情報と、生成されたオブジェクト（例
えば、生成された画像）との間の対応関係を確立する。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、受信モジュール８０１は、さらに、送信側端末（例えば
、送信側クライアント）によって送信された提示関連情報に対応するＵＲＬを受信するよ
う構成される。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、決定モジュール８０２は、さらに、予め定められた処理
を用いて、ＵＲＬに対応する識別情報を決定するよう構成される。いくつかの実施形態に
おいて、識別情報は、決定された提示関連情報に対応する識別情報に対応する。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、さらに、ＵＲＬに従って提示
関連情報を取得するよう構成される。いくつかの実施形態において、提示モジュール８０
４は、提示関連情報をレンダリングテンプレートに追加してレンダリングを行い、テンプ
レート（例えば、提示関連情報を追加されたテンプレート）を提示する。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、さらに、レンダリングテンプ
レートの呼び出しに失敗した時に、受信されたＵＲＬを提示するよう構成される。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、さらに、受信されたＵＲＬに
含まれる提示関連情報のカテゴリ情報を用いて、カテゴリ情報に対応するレンダリングテ
ンプレートを呼び出すよう構成される。
【０１１０】
　いくつかの実施形態において、提示モジュール８０４は、さらに、事前設定された特定
特徴を用いて、ＵＲＬに含まれるかあるいは結合された特定特徴の情報を取得し、取得さ
れた提示関連情報として機能させるよう構成される。特定特徴情報がＵＲＬから取得され
ない場合、提示モジュール８０４は、ＵＲＬに対応する情報をサーバから取得し、取得し
た情報から特定特徴情報を抽出して、取得した提示関連情報として機能させる。
【０１１１】
　図８に示した上述の情報提示デバイスは、具体的には、受信側端末（例えば、受信側ク
ライアント）上に位置しうる。
【０１１２】
　図９は、本願の一実施形態によって提供される送信側デバイスの構造ブロック図である
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。
【０１１３】
　図９を参照すると、情報を提示するための送信側デバイス９００（例えば、送信側端末
）が提示されている。いくつかの実施形態において、送信側デバイスは、図２に示した方
法２００を実施する。いくつかの実施形態において、送信側デバイス９００は、図５に示
した方法５００を実施する。いくつかの実施形態において、送信側デバイス９００は、図
６に示した方法６００を実施する。
【０１１４】
　送信側デバイス９００は、通信モジュール９０１、決定モジュール９０２、生成モジュ
ール９０３、および／または、同等物を備える。
【０１１５】
　いくつかの実施形態において、通信モジュール９０１は、受信側端末（例えば、受信側
クライアント）と通信する。いくつかの実施形態において、通信モジュール９０１は、提
示関連情報の要求を受信する。いくつかの実施形態において、通信モジュール９０１は、
提示関連情報に関連づけられた識別情報を受信側端末に送信する。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、決定モジュール９０２は、ＵＲＬを決定する。例えば、
決定モジュール９０２は、提示関連情報に対応するＵＲＬを決定する。いくつかの実施形
態において、決定モジュール９０２は、特定特徴に関する情報を取得する。
【０１１７】
　いくつかの実施形態において、生成モジュール９０３は、ＵＲＬを生成する。いくつか
の実施形態において、生成モジュールは、特定特徴に関する情報をＵＲＬに含める。
【０１１８】
　いくつかの実施形態において、通信モジュール９０１は、さらに、特定特徴に関する情
報を含むＵＲＬを受信側端末に送信するよう構成される。
【０１１９】
　図１０は、本開示の様々な実施形態に従って、情報を提示するためのコンピュータシス
テムを示す機能図である。
【０１２０】
　図１０を参照すると、ウェブサイトにアクセスするためまたはウェブサイトにアクセス
している端末が携帯端末であるか否かを判定するためのコンピュータシステム１０００が
提供されている。明らかに、ビデオコールを実施するために、他のコンピュータシステム
アーキテクチャおよび構成を用いることも可能である。以下に述べるような様々なサブシ
ステムを備えるコンピュータシステム１０００は、少なくとも１つのマイクロプロセッサ
サブシステム（プロセッサまたは中央処理装置（ＣＰＵ）とも呼ばれる）１００２を備え
る。例えば、プロセッサ１００２は、シングルチッププロセッサまたはマルチプロセッサ
によって実装できる。いくつかの実施形態において、プロセッサ１００２は、コンピュー
タシステム１０００の動作を制御する汎用デジタルプロセッサである。メモリ１０１０か
ら読み出された命令を用いて、プロセッサ１００２は、入力データの受信および操作、な
らびに、出力デバイス（例えば、ディスプレイ１０１８）上でのデータの出力および表示
を制御する。
【０１２１】
　プロセッサ１００２は、メモリ１０１０と双方向的に接続されており、メモリ１０１０
は、第１のプライマリストレージ（通例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））および
第２のプライマリストレージ領域（通例は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ））を含みうる
。当業者に周知のように、プライマリストレージは、一般的な記憶領域として、および、
スクラッチパッドメモリとして利用可能であり、また、入力データおよび処理済みデータ
を格納するために利用可能である。プライマリストレージは、さらに、プロセッサ１００
２上で実行される処理のための他のデータおよび命令に加えて、データオブジェクトおよ
びテキストオブジェクトの形態で、プログラミング命令およびデータを格納できる。また
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、当業者に周知のように、プライマリストレージは、通例、機能（例えば、プログラムさ
れた命令）を実行するためにプロセッサ１００２によって用いられる基本的な動作命令、
プログラムコード、データ、および、オブジェクトを備える。例えば、メモリ１０１０は
、例えば、データアクセスが双方向である必要があるか、単方向である必要があるかに応
じて、後述する任意の適切なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含みうる。例えば、
プロセッサ１００２は、頻繁に必要になるデータをキャッシュメモリ（図示せず）に直接
的かつ非常に迅速に格納し取り出すことができる。
【０１２２】
　着脱可能マスストレージデバイス１０１２が、コンピュータシステム１０００にさらな
るデータ記憶容量を提供しており、プロセッサ１００２に対して双方向（読み出し／書き
込み）または単方向（読み出しのみ）に接続されている。例えば、ストレージ１０１２は
、磁気テープ、フラッシュメモリ、ＰＣカード、携帯型マスストレージデバイス、ホログ
ラフィックストレージデバイス、および、その他のストレージデバイスなどのコンピュー
タ読み取り可能な媒体も含みうる。固定マスストレージ１０２０も、例えば、さらなるデ
ータ記憶容量を提供しうる。マスストレージ１０２０の最も一般的な例は、ハードディス
クドライブである。マスストレージデバイス１０１２および固定マスストレージ１０２０
は、一般に、プロセッサ１００２によって通例はあまり利用されないさらなるプログラミ
ング命令、データなどを格納する。マスストレージデバイス１０１２および固定マススト
レージ１０２０に保持された情報は、必要であれば、仮想メモリとしてのメモリ１０１０
（例えば、ＲＡＭ）の一部に標準的な方式で組み込まれうることが理解される。
【０１２３】
　プロセッサ１００２がストレージサブシステムにアクセスできるようにすることに加え
て、バス１０１４が、その他のサブシステムおよびデバイスへのアクセスを可能にするた
めに用いられてもよい。図に示すように、これらは、ディスプレイモニタ１０１８、ネッ
トワークインターフェース１０１６、キーボード１００４、および、ポインティングデバ
イス１００６、ならびに、必要に応じて、補助入力／出力デバイスインターフェース、サ
ウンドカード、スピーカ、および、その他のサブシステムを含みうる。例えば、ポインテ
ィングデバイス１００６は、マウス、スタイラス、トラックボール、または、タブレット
であってよく、グラフィカルユーザインターフェースと相互作用するのに有用である。
【０１２４】
　ネットワークインターフェース１０１６は、図に示すように、ネットワーク接続を用い
て、別のコンピュータ、コンピュータネットワーク、または、遠隔通信ネットワークにプ
ロセッサ１００２を接続することを可能にする。例えば、ネットワークインターフェース
１０１６を通して、プロセッサ１００２は、方法／処理ステップを実行する過程で、別の
ネットワークから情報（例えば、データオブジェクトまたはプログラム命令）を受信した
り、別のネットワークに情報を出力したりすることができる。情報は、しばしば、プロセ
ッサ上で実行される一連の命令として表され、別のネットワークから受信されたり、別の
ネットワークへ出力されたりしうる。インターフェースカード（または同様のデバイス）
と、プロセッサ１００２によって実装（例えば、実行／実施）される適切なソフトウェア
とを用いて、コンピュータシステム１０００を外部ネットワークに接続し、標準プロトコ
ルに従ってデータを転送することができる。例えば、本明細書に開示された様々な処理の
実施形態は、プロセッサ１００２上で実行されてもよいし、処理の一部を共有するリモー
トプロセッサと共に、ネットワーク（インターネット、イントラネットワーク、または、
ローカルエリアネットワークなど）上で実行されてもよい。さらなるマスストレージデバ
イス（図示せず）が、ネットワークインターフェース１０１６を通してプロセッサ１００
２に接続されてもよい。
【０１２５】
　補助Ｉ／Ｏデバイスインターフェース（図示せず）が、コンピュータシステム１０００
と共に用いられてよい。補助Ｉ／Ｏデバイスインターフェースは、プロセッサ１００２が
データを送信すること、ならびに、より典型的には、他のデバイス（マイクロホン、タッ
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チセンサ方式ディスプレイ、トランスデューサカードリーダ、テープリーダ、音声または
手書き認識装置、バイオメトリクスリーダ、カメラ、携帯型マスストレージデバイス、お
よび、他のコンピュータなど）からデータを受信することを可能にする汎用インターフェ
ースおよびカスタマイズされたインターフェースを含みうる。
【０１２６】
　図１０に示したコンピュータシステムは、本明細書に開示された様々な実施形態と共に
利用するのに適切なコンピュータシステムの一例にすぎない。かかる利用に適した他のコ
ンピュータシステムは、より多いまたは少ないサブシステムを含みうる。さらに、バス１
０１４は、サブシステムをつなぐよう機能する任意の相互接続スキームの例である。異な
る構成のサブシステムを有する他のコンピュータアーキテクチャが利用されてもよい。
【０１２７】
　上述のモジュールは、１または複数の汎用プロセッサ上で実行されるソフトウェアコン
ポーネントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論理デバイスお
よび／または特定用途向け集積回路などのハードウェアとして、もしくは、それらの組み
合わせとして実装することができる。いくつかの実施形態において、モジュールは、コン
ピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置など）に本発明
の実施形態に記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性記憶媒体（光
学ディスク、フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納することができる
ソフトウェア製品の形態で具現化されてよい。モジュールは、単一のデバイス上に実装さ
れてもよいし、複数のデバイスにわたって分散されてもよい。モジュールの機能は、互い
に統合されてもよいし、複数のサブモジュールにさらに分割されてもよい。
【０１２８】
　本明細書に開示の実施形態に照らして説明した方法または処理工程は、ハードウェア、
プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または、両方の組み合わせを用
いて実施されうる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、メ
モリ、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ、電気的消去可能
プログラム可能ＲＯＭ、レジスタ、ハードドライブ、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、または、任意の他の形態の当業者に周知の記憶媒体内にインストールされてよい。
【０１２９】
　本開示の様々な実施形態は、情報を提示するための方法およびデバイスを提供する。そ
の方法によると、受信側クライアントが提示関連情報を受信した後、受信側クライアント
は、提示関連情報に対応する識別情報を決定し、識別情報に対応する画像をルックアップ
する。ルックアップが成功した場合、受信側クライアントは、ルックアップした画像を提
示する。ルックアップが成功しなかった場合、受信側クライアントは、レンダリングテン
プレートを呼び出し、提示関連情報をレンダリングテンプレートに追加し、追加されたテ
ンプレートをレンダリングして提示する。受信側クライアントは、提示関連情報の提示結
果を画像として生成し、その画像を保存し、識別情報と生成された画像との間の対応関係
を確立する。ただし、上述した方法によれば、受信側クライアントは、提示関連情報の少
なくとも一部がレンダリングおよび提示された時にはいつでも、提示関連情報を提示する
画像を保存することができる。さらに、同じ提示関連情報が次に受信された時、受信側ク
ライアントは、提示関連情報を再びレンダリングする必要なしに、保存された画像をユー
ザに直接提示する。したがって、本開示の様々な実施形態は、提示関連情報のレンダリン
グに用いられる計算リソースおよび電力を効果的に節約できる。
【０１３０】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。
　適用例１：方法であって、
　受信側端末によって、提示関連情報に対応する識別情報を決定し、
　前記受信側端末に格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像
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を検索し、
　前記受信側端末が前記識別情報に対応する前記画像を見つけたことに応答して、前記識
別情報に対応する前記画像を提示し、
　前記受信側が前記受信側端末に格納された前記１または複数の画像の中から前記識別情
報に対応する前記画像を見つけることができないとの判定に応答して、前記提示関連情報
を前記レンダリングテンプレートに追加するためにレンダリングテンプレートを呼び出し
、レンダリングされた情報を生成するために前記追加されたテンプレートをレンダリング
し、
　前記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成し、
　前記識別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立すること、
を備える、方法。
　適用例２：適用例１に記載の方法であって、
　前記提示結果を生成することは、
　　前記レンダリングされた情報を提示し、
　　前記提示関連情報の前記提示結果を画像として生成し、
　　前記生成された画像を保存すること、
を備える、方法。
　適用例３：適用例２に記載の方法であって、
　前記提示関連情報を受信することは、さらに、
　　前記送信側端末によって送信された前記提示関連情報に対応するユニフォームリソー
スロケータ（ＵＲＬ）を前記受信側端末によって受信することを備え、
　前記情報に対応する前記識別情報を決定することは、さらに、
　　予め定められた処理を用いて、前記ＵＲＬに対応する前記識別情報を決定し、前記Ｕ
ＲＬに対応する前記識別情報は、前記提示関連情報に対応する前記識別情報に対応し、
　前記提示関連情報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレ
ートをレンダリングして提示することは、さらに、
　　前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得し、
　　前記取得された提示関連情報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記取得さ
れた提示関連情報を埋め込まれた前記テンプレートを提示することを備える、方法。
　適用例４：適用例３に記載の方法であって、さらに、
　前記受信側端末が前記レンダリングテンプレートを呼び出すことができなかったことに
応答して、前記受信されたＵＲＬを提示することを備える、方法。
　適用例５：適用例３に記載の方法であって、
　前記提示関連情報を提示するための前記レンダリングテンプレートを呼び出すことは、
さらに、
　　前記受信されたＵＲＬに含まれる前記情報提示のカテゴリ情報を用いて、前記カテゴ
リ情報に対応する前記レンダリングテンプレートを呼び出すことを備える、方法。
　適用例６：適用例３に記載の方法であって、
　前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得することは、さらに、
　　前記取得された提示関連情報として機能させるために、前記ＵＲＬに含まれる前記特
定特徴の情報を取得するための基礎として事前設定された特定特徴を用い、
　　前記ＵＲＬが前記特定特徴情報を含まない場合に、前記取得された提示関連情報とし
て機能させるために、前記ＵＲＬに対応する情報を前記サーバから取得し、前記取得した
情報から前記特定特徴情報を抽出すること、
を備える、方法。
　適用例７：適用例１に記載の方法であって、前記提示関連情報は、ＪＳＯＮデータフォ
ーマットでアセンブルされる、方法。
　適用例８：デバイスであって、
　提示関連情報に対応する識別情報を決定するよう構成されている決定モジュールと、
　前記デバイスに格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像を
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検索するよう構成されている検索モジュールと、
　前記検索モジュールが前記識別情報に対応する画像を見つけた場合に、前記識別情報に
対応する前記画像を提示し、前記検索モジュールが前記デバイスに格納された前記１また
は複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像を見つけられないと判定された場合に
、提示関連情報を提示するためのレンダリングテンプレートを呼び出し、前記提示関連情
報を前記レンダリングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレートに対して、前
記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成し、前記識
別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立するよう構成されている提示モジ
ュールと、
を備える、デバイス。
　適用例９：適用例８に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、前記レンダリングされた情報を提示し、前記提示関連情報の前
記提示結果を画像として生成し、前記生成された画像を保存することによって、前記提示
結果を生成する、デバイス。
　適用例１０：適用例９に記載のデバイスであって、
　前記受信モジュールは、さらに、送信側端末によって送信された提示関連情報に対応す
るユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を受信するよう構成され、
　前記決定モジュールは、さらに、予め定められた処理を用いて、前記ＵＲＬに対応する
前記識別情報を決定するよう構成され、前記ＵＲＬに対応する前記識別情報は、前記提示
関連情報に対応する前記識別情報に対応し、
　前記提示モジュールは、さらに、前記ＵＲＬに従って前記提示関連情報を取得し、前記
取得した提示関連情報を前記レンダリングされたテンプレートに追加し、前記取得した提
示関連情報を追加された前記テンプレートをレンダリングおよび提示するよう構成されて
いる、デバイス。
　適用例１１：適用例１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記デバイスが前記レンダリングテンプレートを呼び
出すことができなかったことに応答して、前記受信されたＵＲＬを提示するよう構成され
ている、デバイス。
　適用例１２：適用例１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記受信されたＵＲＬに含まれる前記提示関連情報の
カテゴリ情報を用いて、前記カテゴリ情報に対応する前記レンダリングテンプレートを呼
び出すよう構成されている、デバイス。
　適用例１３：適用例１０に記載のデバイスであって、
　前記提示モジュールは、さらに、前記取得された提示関連情報として機能させるために
、事前設定された特定特徴を用いて、前記ＵＲＬに含まれる前記特定特徴の情報を取得し
、前記特定特徴情報が前記ＵＲＬから取得されなかった場合に、前記取得された提示関連
情報として機能させるために、前記ＵＲＬに対応する情報をサーバから取得し、前記取得
した情報から前記特定特徴情報を抽出するように構成されている、デバイス。
　適用例１４：適用例８に記載のデバイスであって、前記提示関連情報は、ＪＳＯＮデー
タフォーマットでアセンブルされる、デバイス。
　適用例１５：　送信側デバイスであって、
　提示関連情報の要求を受信すると共に、特定特徴に関する情報を含むユニフォームリソ
ースロケータ（ＵＲＬ）を受信側端末に送信するよう構成されている通信モジュールと、
　提示関連情報に対応するＵＲＬを決定するよう構成されている決定モジュールと、
　前記提示関連情報に対応する前記ＵＲＬを用いて、特定特徴に関する情報を含む前記Ｕ
ＲＬを生成するよう構成されている生成モジュールと、
を備える、送信側デバイス。
　適用例１６：情報を提示するためのコンピュータプログラム製品であって、有形で持続
性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、
　受信側端末によって、提示関連情報に対応する識別情報を決定するためのコンピュータ
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命令と、
　前記受信側端末に格納された１または複数の画像の中から前記識別情報に対応する画像
を検索するためのコンピュータ命令と、
　前記受信側端末が前記識別情報に対応する前記画像を見つけたことに応答して、前記識
別情報に対応する前記画像を提示するためのコンピュータ命令と、
　前記受信側が前記受信側端末に格納された前記１または複数の画像の中から前記識別情
報に対応する前記画像を見つけることができないとの判定に応答して、提示関連情報を提
示するためのレンダリングテンプレートを呼び出して、前記提示関連情報を前記レンダリ
ングテンプレートに追加し、前記追加されたテンプレートをレンダリングするためのコン
ピュータ命令と、
　前記レンダリングされた情報に基づいて、生成された画像を含む提示結果を生成するた
めのコンピュータ命令と、
　前記識別情報と、前記生成された画像との間の対応関係を確立するためのコンピュータ
命令と、
を備える、コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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