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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサとメモリとを含む装置を用いる方法であって、
　該方法は、
　該プロセッサが、該装置から該装置の外部のデバイスに転送するために、該メモリに格
納された１つ以上のファイルを識別することと、
　該プロセッサが、メタデータファイルを獲得することであって、該メタデータファイル
は、該１つ以上のファイルに関する情報を有する、ことと、
　該プロセッサが、該１つ以上のファイルを識別した後、かつ、該メタデータファイルを
獲得した後に、該装置から該デバイスに該メタデータファイルを転送している間に、該装
置の出力バッファを用いて、該メタデータファイルの中にデータを注入することにより、
該装置において、該メタデータファイルにおけるメタデータを修正することであって、該
データは、該メタデータファイルに対する追加的なデータである、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記１つ以上の識別されたファイルは、１つ以上のメディアファイルを含み、
　該１つ以上の識別されたファイルに関する情報を有するメタデータファイルを獲得する
ことは、該１つ以上のメディアファイルに関する情報を有するメタデータファイルを獲得
することを含む、請求項１の記載の方法。
【請求項３】
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　前記１つ以上のメディアファイルは、音楽メディアファイルを含み、
　メタデータを修正することは、該音楽メディアファイルに関連付けられたアルバムアー
トを注入することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上のメディアファイルは、１つ以上の音楽メディアファイルを含み、
　メタデータを修正することは、該１つ以上の音楽メディアファイルに関連付けられたポ
リシーパラメータおよび／またはユーザによって定義された設定を注入することを含み、
該ユーザによって定義された設定は、該１つ以上の音楽メディアファイルの再生の間に前
記デバイスによって用いられる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　メタデータを修正することは、前記転送の供給源を示すアーティファクトを注入するこ
とを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上のメディアファイルは、１つ以上のビデオメディアファイルを含み、
　メタデータを修正することは、該１つ以上のビデオメディアファイルに関連付けられた
閲覧制限を注入することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、前記１つ以上のメディアファイルとともにメタデータファイルを転送する
ことを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　命令を格納する機械読み取り可能媒体であって、該命令は、機械によって実行されると
、該機械に請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の方法を包含する動作を実行させる
、機械読み取り可能媒体。
【請求項９】
　プロセッサと、
　メモリと、
　命令を格納する機械読み取り可能媒体と
　を含む装置であって、
　該機械読み取り可能媒体は、該プロセッサに動作可能に結合されており、
　該命令が、該プロセッサによって実行されると、
　　該装置から該装置の外部のデバイスに転送するために、該メモリに格納された１つ以
上のファイルを識別することと、
　　メタデータファイルを獲得することであって、該メタデータファイルは、該１つ以上
のファイルに関する情報を有する、ことと、
　　該１つ以上のファイルを識別した後、かつ、該メタデータファイルを獲得した後に、
該装置から該デバイスに該メタデータファイルを転送している間に、該装置の出力バッフ
ァを用いて、該メタデータファイルの中にデータを注入することにより、該装置において
、該メタデータファイルにおけるメタデータを修正することであって、該データは、該メ
タデータファイルに対する追加的なデータである、ことと
　を該プロセッサに実行させる、装置。
【請求項１０】
　前記装置は、請求項２～請求項７のうちのいずれか１項に記載の方法を実行するように
構成されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置は、モバイルワイヤレスデバイスとして構成されている、請求項９に記載の装
置。
【請求項１２】
　前記装置は、据え置き型のパーソナルコンピュータである、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は、ワイヤレスサーバとして動作する手段を含む構成を有する据え置き型のパ
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ーソナルコンピュータである、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記メタデータを修正することは、
　前記装置の格納媒体から該装置における第１バッファにメタデータファイルを出力する
ことと、
　該装置におけるエクストラクタを用いて該第１バッファにおけるメタデータファイルの
メタデータを読み取り、該装置の出力バッファの中にメタデータを書き込むことであって
、該出力バッファから、該メタデータファイルが該装置から前記デバイスに転送される、
ことと、
　前記エクストラクタを用いて該メタデータファイルを該出力バッファの中に注入するこ
とと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記メタデータファイルを出力することは、メディアファイルおよびそれに関連付けら
れたメタデータを前記デバイスに転送するためのルールに対応するファイルフォーマット
に従って、前記格納媒体から前記第１バッファにメタデータファイルを出力することを含
み、
　前記メタデータを読み取ることは、該デバイス上のアプリケーションが、該デバイスへ
の転送の後に、該メタデータファイルのメタデータを読み取るように構成される態様で、
該メタデータを読み取ることを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記データを注入することは、前記メタデータが前記第１バッファに出力される前記格
納媒体とは異なる供給源からデータを注入することを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記装置は、格納媒体、第１バッファ、出力バッファ、エクストラクタを含み、
　該装置は、
　該格納媒体から該第１バッファにメタデータファイルのメタデータを出力することと、
　該エクストラクタを用いて該第１バッファにおけるメタデータを読み取り、該出力バッ
ファの中にメタデータを書き込むことであって、該出力バッファから、該メタデータファ
イルが該装置から前記デバイスに転送される、ことと、
　該出力バッファを用いて該メタデータファイルの中にデータを注入することと
　を行うように構成されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は、
　メディアファイルおよびそれに関連付けられたメタデータを前記デバイスに転送するた
めのルールに対応するファイルフォーマットに従って、前記格納媒体から前記第１バッフ
ァにメタデータを出力することと、
　該デバイス上のアプリケーションが、該デバイスへの転送の後に、前記メタデータファ
イルを読み取るように構成される態様で、該メタデータを読み取ることと
　を行うように構成されている、請求項１７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、２００８年５月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／１２７，７９６号
と、２００８年５月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／１２７，８１３号と、２
００８年５月１２日に出願された米国仮特許出願第６１／０５２，６４０号と、２００８
年５月１２日に出願された米国仮特許出願第６１／０５２，６３３号とに対して米国特許
法第１１９条（ｅ）の下に優先権を主張し、これらの仮特許出願は、本明細書においてそ
れら全体が参考により援用される。
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【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　情報へのアクセスは、現代社会において、個人のアクティビティにおける重要な因子で
ある。情報の流れの改善は、他者と相互作用する個人の能力、変化の必要性に応答する個
人の能力、および様々なメディアベースの情報を処理することに由来する楽しみを利用す
る個人の能力を高める。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することと、
　該メタデータファイルの該デバイスへの転送の間に、該メタデータファイル内のメタデ
ータを修正することと
　を包含する、方法。
（項目２）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することは、デバイスへの転送のために識別された１つ以上のメディ
アファイルに関する情報を有するメタデータファイルを獲得することを含む、項目１に記
載の方法。
（項目３）
　メタデータを修正することは、音楽メディアファイルに関連付けられたアルバムアート
を注入することを含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　メタデータを修正することは、１つ以上の音楽メディアファイルに関連付けられたポリ
シーパラメータおよび／またはユーザ設定を注入することを含む、項目２に記載の方法。
（項目５）
　メタデータを修正することは、上記転送の供給源を示すアーティファクトを注入するこ
とを含む、項目２に記載の方法。
（項目６）
　メタデータを修正することは、ビデオメディアファイルに関連付けられた閲覧制限を注
入することを含む、項目２に記載の方法。
（項目７）
　上記方法は、上記デバイスへの転送のために識別された上記メディアファイルと共通の
転送プロセスにおいて上記メタデータファイルを転送することを含む、項目２に記載の方
法。
（項目８）
　命令を格納する機械読み取り可能媒体であって、該命令は、機械によって実行されたと
き、該機械に項目１～項目７のいずれか１項に記載の方法を包含する動作を実行させる、
機械読み取り可能媒体。
（項目９）
　装置であって、
　プロセッサと、
　命令を格納する機械読み取り可能媒体と
　を備え、該機械読み取り可能媒体は、該命令が、該プロセッサによって実行されたとき
、該装置に動作を実行させるように該プロセッサに動作可能に結合され、該動作は、
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することと、
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　該メタデータファイルの該デバイスへの転送の間に、該メタデータファイルに含まれる
メタデータを修正することと
　を包含する、装置。
（項目１０）
　上記装置は、項目２～項目７のうちのいずれか１項に記載の方法を実行するように構成
される、項目９に記載の装置。
（項目１１）
　上記装置は、モバイルワイヤレスデバイスとして構成される、項目９に記載の装置。
（項目１２）
　上記装置は、据え置き型のパーソナルコンピュータである、項目９に記載の装置。
（項目１３）
　上記装置は、ワイヤレスサーバとして動作する手段を含む構成を有する据え置き型のパ
ーソナルコンピュータである、項目９に記載の装置。
【０００４】
　また、本発明は以下の項目も提供する。
（項目１ａ）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することと、
　該メタデータファイルの該デバイスへの転送の間に、該メタデータファイル内のメタデ
ータを修正することと
　を包含する、方法。
（項目２ａ）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することは、デバイスへの転送のために識別された１つ以上のメディ
アファイルに関する情報を有するメタデータファイルを獲得することを含む、項目１ａに
記載の方法。
（項目３ａ）
　メタデータを修正することは、音楽メディアファイルに関連付けられたアルバムアート
を注入することを含む、項目２ａに記載の方法。
（項目４ａ）
　メタデータを修正することは、１つ以上の音楽メディアファイルに関連付けられたポリ
シーパラメータおよび／またはユーザ設定を注入することを含む、項目２ａに記載の方法
。
（項目５ａ）
　メタデータを修正することは、上記転送の供給源を示すアーティファクトを注入するこ
とを含む、項目２ａに記載の方法。
（項目６ａ）
　メタデータを修正することは、ビデオメディアファイルに関連付けられた閲覧制限を注
入することを含む、項目２ａに記載の方法。
（項目７ａ）
　上記方法は、上記デバイスへの転送のために識別された上記メディアファイルと共通の
転送プロセスにおいて上記メタデータファイルを転送することを含む、項目２ａに記載の
方法。
（項目８ａ）
　命令を格納する機械読み取り可能媒体であって、該命令は、機械によって実行されたと
き、該機械に動作を実行させ、該動作は、
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することと、
　該メタデータファイルの該デバイスへの転送の間に、該メタデータファイル内のメタデ
ータを修正することと
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　を包含する、機械読み取り可能媒体。
（項目９ａ）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することは、デバイスへの転送のために識別された１つ以上のメディ
アファイルに関する情報を有するメタデータを獲得することを含む、項目８ａに記載の機
械読み取り可能媒体。
（項目１０ａ）
　メタデータを修正することは、音楽メディアファイルに関連付けられたアルバムアート
を注入することを含む、項目９ａに記載の機械読み取り可能媒体。
（項目１１ａ）
　メタデータを修正することは、１つ以上の音楽メディアファイルに関連付けられたポリ
シーパラメータおよび／またはユーザ設定を注入することを含む、項目９ａに記載の機械
読み取り可能媒体。
（項目１２ａ）
　メタデータを修正することは、上記転送の供給源を示すアーティファクトを注入するこ
とを含む、項目９ａに記載の機械読み取り可能媒体。
（項目１３ａ）
　メタデータを修正することは、ビデオメディアファイルに関連付けられた閲覧制限を注
入することを含む、項目９ａに記載の機械読み取り可能媒体。
（項目１４ａ）
　上記命令は、上記デバイスへの転送のために識別された上記メディアファイルと共通の
転送プロセスにおいて上記メタデータファイルを転送することを含む、項目９ａに記載の
機械読み取り可能媒体。
（項目１５ａ）
　装置であって、
　プロセッサと、
　命令を格納する機械読み取り可能媒体と
　を備え、該機械読み取り可能媒体は、該命令が、該プロセッサによって実行されたとき
、該装置に動作を実行させるように該プロセッサに動作可能に結合され、該動作は、
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することと、
　該メタデータファイルの該デバイスへの転送の間に、該メタデータファイル内のメタデ
ータを修正することと
　を包含する、装置。
（項目１６ａ）
　デバイスへの転送のために識別された１つ以上のファイルに関する情報を有するメタデ
ータファイルを獲得することは、デバイスへの転送のために識別された１つ以上のメディ
アファイルに関する情報を有するメタデータファイルを獲得することを含む、項目１５ａ
に記載の装置。
（項目１７ａ）
　メタデータを修正することは、音楽メディアファイルに関連付けられたアルバムアート
を注入することを含む、項目１６ａに記載の装置。
（項目１８ａ）
　メタデータを修正することは、１つ以上の音楽メディアファイルに関連付けられたポリ
シーパラメータおよび／またはユーザ設定を注入することを含む、項目１６ａに記載の装
置。
（項目１９ａ）
　メタデータを修正することは、上記転送の供給源を示すアーティファクトを注入するこ
とを含む、項目１６ａに記載の装置。
（項目２０ａ）
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　メタデータを修正することは、ビデオメディアファイルに関連付けられた閲覧制限を注
入することを含む、項目１６ａに記載の装置。
（項目２１ａ）
　上記命令は、上記デバイスへの転送のために識別された上記メディアファイルと共通の
転送プロセスにおいて上記メタデータファイルを転送することを含む、項目１６ａに記載
の装置。
（項目２２ａ）
　上記装置は、モバイルワイヤレスデバイスとして構成される、項目１６ａに記載の装置
。
（項目２３ａ）
　上記装置は、据え置き型のパーソナルコンピュータである、項目１６ａに記載の装置。
（項目２４ａ）
　上記装置は、ワイヤレスサーバとして動作する手段を含む構成を有する据え置き型のパ
ーソナルコンピュータである、項目１６ａに記載の装置。
【０００５】
　本発明の実施形態は、例示としてのみ示され、添付の図面の図に対する制限として示さ
れていない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、様々な実施形態に従う、メディアコンテンツを管理するシステムの機能
ブロック図である。
【図２】図２は、様々な実施形態に従う、システムのメディア同期エンジンとモバイルワ
イヤレス通信デバイスとの間のメディアコンテンツの転送のためのアーキテクチャのブロ
ック図を示す。
【図３】図３は、様々な実施形態に従う、図１に示される処理モジュールの機能性と類似
する機能性を提供する処理モジュールのブロック図を示す。
【図４】図４は、ファイルが１つの装置から別の装置に転送される場合にメタデータを注
入することを含む方法の機能を示す。
【図５】図５は、様々な実施形態に従う、転送のためにメタデータファイルを修正するス
トリームビルダの例を描く。
【図６】図６は、様々な実施形態に従う、関連付けられたワイヤレスサーバのインストー
ルによるＰＣへのインストールされたメディアワイヤレス同期機能の実施形態を描く。
【図７】図７は、様々な実施形態に従う、接続性を示すユーザインターフェースの非限定
的な例の実施形態を描く。
【図８】図８は、様々な実施形態に従う、ホーム音楽ライブラリにアクセスしたときのユ
ーザインターフェースの例の実施形態を描く。
【図９】図９は、様々な実施形態に従う、メディアライブラリを見る例の実施形態を示す
。
【図１０】図１０は、様々な実施形態に従う、ダウンロードマネージャに音楽を追加する
ことに関するユーザインターフェースの例の実施形態を示す。
【図１１】図１１は、様々な実施形態に従う、ダウンロードマネージャを見るためのユー
ザインターフェースの例の実施形態を示す。
【図１２】図１２は、様々な実施形態に従う、コントローラとメモリシステムとを有する
システムの実施形態の図を描く。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　（詳細な説明）
　以下の詳細な説明は、本発明が実施され得る例、詳細および実施形態として示す添付の
図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明の実施形態を実施することが可能
なように十分に詳細に説明される。他の実施形態が利用され得、構造的変更、論理的変更
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および電気的変更が、本発明の主題から逸脱することなしになされ得る。本明細書におい
て開示される様々な実施形態は、一部の実施形態が１つ以上の他の実施形態と組み合わさ
れて新たな実施形態を形成し得るので、必ずしも相互に排他的である必要はない。それゆ
え、以下の詳細な説明は限定する意味で捉えられるべきではない。
【０００８】
　様々な実施形態において、メディアコンテンツはシステム内で管理され、ここでメディ
アコンテンツは、情報供給源からの情報を含み得、該情報供給源はシステムユーザの個人
の直接的な制御下にはない。これらの情報源からの情報は、情報の流れのアーティファク
トを追加し得る。これらのアーティファクトは、これらの特性の知識と共に使用され得、
システムユーザに、１つの供給源からのメディアであるかのようにこれらのメディアの全
てを扱うか、または少なくともメディアの供給源および該供給源の相互作用を発見する権
限を与える。メディアコンテンツを管理するためのシステムおよび方法が構成され、その
結果、その管理は限定されたユーザ相互作用によって行われ得、様々な実施形態において
は、システムが本質的に自律的に実行し得る。メディアは、一般的な通信、情報またはエ
ンターテインメントの形態であり、これらは典型的に多くの聴衆により用いられることを
意図されるが、多くの聴衆に限定することを意図していない。様々なメディアは、音楽、
映画、音楽ビデオ、テレビショー、インタラクティブアプリケーション、オーディオブッ
ク、ポッドキャスト、ゲーム、個人的なプレゼンテーションおよびその他のプレゼンテー
ションを含み得るが、これらに限定されない。メディアの各形式は、メディアコンテンツ
またはメディアアートと称され得る。このようなメディアの個々の項目は、メディアコン
テンツまたはメディアアートと称され得る。メディアコンテンツは、任意のメディアフォ
ーマットのコンテンツを含み得る。一部のコンテンツの例は、オーディオファイル、ビデ
オファイル、画像ファイルおよびマルチメディアファイルを含み得るが、これらに限定さ
れない。オーディオファイルフォーマットは、ＭＰ３、ＡＩＦＦ、ＷＡＶ、ＭＰＥＧ－４
、ＡＡＣおよびＡｐｐｌｅ　Ｌｏｓｓｌｅｓｓを含み得るが、これらに限定されない。メ
ディアコンテンツに対するその他の例示的なファイルフォーマットは、ｄｏｃ、ｄｏｔ、
ｗｐｄ、ｔｘｔ、ｘｌｓ、ｐｄｆ、ｐｐｔ、ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｐｎｇ、ｂｍｐ、ｇｉｆ
、ｈｔｍｌ、ｈｔｍ、ｚｉｐ、ｔｉｆ、ｔｉｆｆおよびｗｍｆという拡張子を有するファ
イルを含み得るが、これらに限定されない。メディアファイルが、装置上で格納されるか
、処理されるメディアアートの項目に関連付けられ、これらのメディアファイルは、関連
付けられる再生デバイス（プレーヤ）によって動作される場合に、通信、情報、エンター
テインメント、その他のプレゼンテーションまたはそれらの組み合わせとしてユーザに提
示され得る出力を提供する。
【０００９】
　メディアコンテンツを管理するシステムは、例えば、メディアコンテンツを管理する、
ハードウェア、ソフトウェアならびに／またはハードウェアおよびソフトウェアを有する
、コンピュータシステムまたはその他のシステムのような様々な装置を含み得る。様々な
実施形態において、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）は、メディアコンテンツおよび関連
付けられるメディアファイルを管理するために用いられ得る。一般的に公知のパーソナル
コンピュータは、本明細書においてオペレーティングシステム（ＯＳ）を有するコンピュ
ーティングデバイスをいい、パーソナルコンピュータの使用は、ＰＣを動作する基礎とな
るハードウェアおよびソフトウェアの基礎のわずかな知識を有するか、全く知識を持たな
い個人によって行われ得、その動作は、典型的にコンピュータを動作するためにコンピュ
ータプログラムを認証する個人がいなくても動作され得る。ポータブルコンピュータは、
ポータブルパーソナルコンピュータを含み得る。ポータブルＰＣの例は、ラップトップコ
ンピュータまたはノートブックコンピュータであり、これらは典型的にディスプレイスク
リーンと、キーボードと、基礎となるハードウェアおよびソフトウェアと、ディスプレイ
ポインティングデバイスとを有し、これらは、個人により容易に保持され得るハウジング
に全て組み込まれる。一部のパーソナルデジタルアシスタンツ（ＰＤＡ）は、一種のポー
タブルコンピュータとして見られ得る。様々な実施形態において、ＰＣは、メディアコン
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テンツを管理するための手段と、ワイヤレスサーバとして動作する手段とを含み得る。ワ
イヤレスサーバは、ワイヤレスネットワークによって確立されたチャネルを介して、エン
ティティと通信するサーバ構成である。
【００１０】
　様々な手段は、ハードウェア実装と、ソフトウェア実装と、ハードウェア実装およびソ
フトウェア実装の組み合わせで実現され得る。この手段の一部は、機械のメモリ内のデー
タビット上の動作のアルゴリズムおよび記号表記に関して説明される。本明細書において
、そして、概して、アルゴリズムは、所望の結果をもたらす、自己矛盾のない一連のステ
ップであるものと考えられる。これらのステップは、物理的な量の物理的な操作を必要と
するステップである。通常、必須ではないが、これらの量は、格納され、組み合わされ、
比較され、または操作されることが可能な電気信号または磁気信号の形式をとる。この手
段は、処理、算出、計算、決定、表示および／またはコンピュータシステムまたは類似の
電子コンピューティングデバイスのような機械のプロセスに相関する他のアクティビティ
を動作し得、これらの機械は、コンピュータシステムのレジスタ内の物理的（電子的）量
として表されるデータを、コンピュータシステム、メモリまたはレジスタあるいは他のそ
のような情報ストレージ、伝送、またはディスプレイデバイス内で物理的量として同様に
表される他のデータに操作し、変形する。この手段は、パーソナライズされた能力を提供
し、その他のコンテンツへの経路を提供し得、またはこれらを組み合わせて行い得る。こ
の手段は、分散アプリケーションを用い得、様々な数および種類のソフトウェアベースの
コンポーネントであって、アプリケーション間のデータ転送を可能にするために２つ以上
のアプリケーションを結合するコンポーネントを用い得、多くの様々な供給源から情報を
提供するためにハードウェアを用い得、例えば、サーバおよびコンテンツ管理システムの
ような種々のプラットフォーム上で実現され得る。この手段は、サブルーチンコード、コ
ードライブラリ、そして、Ｊａｖａ（登録商標）　ＥＥＴＭ、Ｓｉｍｐｌｅ　Ｄｉｒｅｃ
ｔＭｅｄｉａ　ＬａｙｅｒＴＭ（ＳＤＬ）およびＤｉｒｅｃｔＸＴＭを利用するインター
プリタなどのアプリケーションプログラムインターフェース、これらの組み合わせあるい
はその他のこのような電子ベースの機能性を含んだり、またはこれらへのアクセスを有し
たりする。
【００１１】
　様々な実施形態において、ＰＣは、１つ以上のモバイルデバイスとの関連性においてメ
ディアコンテンツを管理する。各モバイルデバイスは、メディアファイルを再生し得、そ
れぞれのモバイルデバイス上のメディアコンテンツの管理に対してＰＣと相互作用し得る
。様々な実施形態において、モバイルデバイスは、モバイルデバイス上のメディアコンテ
ンツを管理し、１つ以上のＰＣ内のメディアファイルをブラウズし得、モバイルデバイス
上のメディアコンテンツ、ＰＣ上のメディアコンテンツ、およびメディアコンテンツが共
有され得る他のモバイルデバイス上のメディアコンテンツの相互作用管理にＰＣを従事さ
せるためのＰＣの手段に類似の手段を含む。メディアコンテンツを管理するために、ＰＣ
と同様の方法で機能するハードウェア、ソフトウェアならびに／またはハードウェアおよ
びソフトウェアを有して構成されるその他の装置がモバイルデバイスと関連して使用され
得る。モバイルデバイスは、モバイルワイヤレスデバイスであり得る。モバイルワイヤレ
ス通信デバイスは、モバイル電話、ポータブルコンピュータ、ＰＤＡ、およびユーザによ
り便利に保持されワイヤレス通信を提供し得るその他のデバイスを含み得るが、これらに
限定はされない。モバイル電話は、セル電話と一般的に称されるワイヤレス通信デバイス
を含む。モバイル電話は、音声通信を超える限定された機能性を有するポータブル電話か
らパーソナルコンピュータの機能性を提供することが可能なポータブル電話までの広範囲
の通信デバイスを含み得る。
【００１２】
　実施形態において、システムは、複数のメディア供給源からのメディアコンテンツに関
連する情報を単一の統合されたライブラリファイルに編成する。情報は、インデックスを
つけられた情報として編成され得る。メディアコンテンツを管理することは、単一のライ
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ブラリファイルに限定されない。様々な実施形態において、２つ以上のライブラリファイ
ルが利用され得る。ライブラリファイルへのアクセスは、多くのモバイルデバイスに提供
され得る。このアクセスは、フルのアクセスか、または限定されたアクセスであり得る。
例えば、モバイルデバイスによるライブラリファイルへのアクセスは、モバイルデバイス
がメディアコンテンツを動作する１つ以上のメディアプレーヤを有しているかどうかに基
づいてモバイルデバイスに限定され得る。その他の判定基準が、モバイルデバイスへのア
クセスを限定するために用いられ得る。様々な実施形態において、ライブラリファイルは
、システム上で維持され、モバイルデバイスからリモートでアクセスされる。様々な実施
形態において、ライブラリファイルまたは修正版のライブラリファイルが、モバイルデバ
イスに転送され得、モバイルデバイスは該ライブラリファイルにローカルにアクセスし得
る。ライブラリファイルは、モバイルデバイスにより使用され得、メディアコンテンツを
、１つ以上のメディア供給源からモバイルデバイスまで転送する。モバイルデバイスは、
ワイヤレス能力を有し得る。モバイルデバイスはモバイルワイヤレス通信デバイスであり
得る。
【００１３】
　図１はメディアコンテンツを管理するためのシステム１００の機能図である。システム
１００は、入力部１１２と、処理モジュール１１４と、出力部１１６とを含む。入力部１
１２は、メディアコンテンツの１つ以上のメディア供給源１２０（本明細書においては、
「複数のメディア供給源」、「メディア供給源」、「複数の供給源」または「供給源」と
も称する）を含む。メディアコンテンツは、任意のメディアフォーマットでコンテンツを
含み得る。コンテンツの一部の例は、オーディオファイル、ビデオファイル、画像ファイ
ルおよびマルチメディアファイルを含み得るが、これらに限定されない。オーディオファ
イルフォーマットは、ＭＰ３、ＡＩＦＦ、ＷＡＶ、ＭＰＥＧ－４、ＡＡＣおよびＡｐｐｌ
ｅ　Ｌｏｓｓｌｅｓｓを含み得るが、これらに限定されない。その他のメディアコンテン
ツに対する例示的なファイルフォーマットは、ｄｏｃ、ｄｏｔ、ｗｐｄ、ｔｘｔ、ｘｌｓ
、ｐｄｆ、ｐｐｔ、ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｐｎｇ、ｂｍｐ、ｇｉｆ、ｈｔｍｌ、ｈｔｍ、ｚ
ｉｐ、ｔｉｆ、ｔｉｆｆおよびｗｍｆの拡張子を有するファイルを含み得るが、これらに
限定されない。
【００１４】
　メディア供給源１１２は、メディアプレーヤに対するメディアライブラリ１２０－１を
含み得、該メディアライブラリは、例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）オーディオプレー
ヤ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ（登録商標）（ＷＭＰ）、
ＲｅａｌＰｌａｙｅｒ（登録商標）、およびその他のプレーヤに対するライブラリを含む
がこれらに限定されない。各ライブラリは、様々なメディアコンテンツのコレクションを
含み得る。コレクションは、ライブラリ内のファイルのサブセットである。コレクション
は、ファイルに対する参照を含み得る。各コレクションは、ライブラリ内のゼロ個のファ
イルから全てのファイルまでいかなる箇所も参照し得る。音楽ライブラリのコレクション
の例はプレイリストである。様々な実施形態において、メディアコンテンツの供給源１１
２は、単一のコンピュータシステムまたは複数のコンピュータシステム上の１つ以上のフ
ォルダ１２０－２内のファイルである。
【００１５】
　処理モジュール１１４は、メディア供給源からデバイスまで、メディアコンテンツを転
送するために、ソフトウェアおよび／またはハードウェアを含み、このデバイスは、関連
するメディアを使用する。処理モジュールは、「コネクタ」として動作する手段を含み、
このことは、処理モジュールが、特定のメディアプレーヤを用いて動作するように構成さ
れているメディアファイルに関連付けられたメディア供給源とインターフェースする。処
理モジュールは、システム１００に組み込まれるか、またはモバイルデバイスによって使
用されるメディアプレーヤの各タイプに対して１つの、一組のコネクタと共に配置され得
、該モバイルデバイスのメディアコンテンツは、システム１００によって管理される。処
理モジュール１１４は、モバイルワイヤレス通信デバイスと相互作用するために、コネク
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タを含み得、ここで、モバイルワイヤレス通信デバイスはメディアコンテンツの供給源で
ある。処理モジュール１１４は、様々なメディア供給源と接続する場合に、Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）　ＣＯＭインターフェースまたはＸＭＬファイルを使用し得るが、これら
に限定はされない。さらに、処理モジュール１１４は、複数のメディア供給源から利用可
能なメディアコンテンツの表示（例えば、メディアコンテンツの情報の１つ以上のライブ
ラリ）を生成し得る。様々な実施形態において、メディアコンテンツは、メディアプレー
ヤによって再生される別のメディアファイルに関する情報を含み得る。例えば、ｊｐｅｇ
（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）ファイルは、
アルバム上の歌に対するアルバムアートのファイルであり得、ここで、歌のメディアファ
イルがメディアプレーヤ上で再生される。
【００１６】
　様々な実施形態において、処理モジュール１１４からの出力１１６は、処理モジュール
１１４によって生成された表示である。この表示はまた、処理モジュール１１４によって
維持され得る。出力１１６は、モバイルワイヤレス通信デバイス、またはメディアプレー
ヤに対するデバイス特有データを含み得る。出力１１６は、メタデータ（例えば、ユーザ
プリファランスまたはデバイス設定に基づくメタデータ）を含み得る。一般的に、メタデ
ータは、データに関する情報である。様々なメディアコンテンツは、その他のメディアコ
ンテンツに関するメタデータであり得る。例えば、ｊｐｇファイルフォーマットを有する
ファイルは、ｊｐｇファイルがｍｐ３ファイルに対するメタデータであるように、ｍｐ３
ファイルフォーマットを有するオーディオファイルに関する情報を提供し得る。
【００１７】
　例示的な実施形態において、表示は、メディア供給源ファイルのコンテンツを識別する
ための任意の手段であり得る。一部の実施形態において、処理モジュール１１４によって
生成されたライブラリファイル１１６は、１つ以上のメディア供給源１２０－１…１２０
－Ｎにおいて利用可能なメディアコンテンツに対するメタデータを含むが、実際のメディ
アコンテンツを省略する。ライブラリファイル１１６は、メディア供給源に含まれる情報
を表す標準的なフォーマットを用いて編成され得る。様々な実施形態において、標準的な
フォーマットは、圧縮フォーマット、および／またはメディアライブラリ自体よりかなり
小さいフォーマットである。例えば、３０ＧＢのオーディオファイルを有するメディアラ
イブラリは、２００ＫＢであり得るファイル内で処理モジュール１１４によって提示され
得る。
【００１８】
　動作時、図１に示されるメディアコンテンツを管理するためのシステム１００は、１つ
以上のメディア供給源１２０－１…１２０－Ｎにおいて利用可能なメディアコンテンツの
表示を生成し、モバイルワイヤレス通信デバイスを含む、メディアプレーヤを伴う任意の
デバイスによって、メディアコンテンツにアクセスするための手段を提供する。デバイス
は、表示をブラウズし得、メディア供給源から該デバイスまでコピーまたは転送するため
に個別のメディアコンテンツ項目を選択し得る。選択後、メディアコンテンツ項目の全て
または一部が、デバイスに転送され得、デバイス上のメディアプレーヤで再生され得る。
様々な実施形態において、システム１００は、複数のメディア供給源から単一の統合され
たライブラリ１１６にコンテンツを運び、単一のライブラリから特定のデバイスにデバイ
ス特有のメタデータをプッシュアウトする。
【００１９】
　図２は、システム２００のメディア同期エンジン２１４－１．．．２１４－Ｍと、モバ
イルワイヤレス通信デバイス２１０－１．．．２１０－Ｎとの間でメディアコンテンツを
転送するためのアーキテクチャのブロック図である。メディアコンテンツは、メディア供
給源２２０－１．．．２２０－Ｒから提供され得る。メディア供給源２２０－１．．．２
２０－Ｒは、システム２００に常駐し得る。メディア供給源２２０－１．．．２２０－Ｒ
のメディアコンテンツは、システム２００の外側の様々な供給源から提供され得る。例え
ば、メディア供給源２２０－１．．．２２０－Ｒは、インターネット上でアクセスされる
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メディアストアによって提供されるメディアファイルを格納するために、ライブラリとし
て生成されたシステム２００上に存在するメディアライブラリであり得る。メディア供給
源２２０－１．．．２２０－Ｒは、ポータブルストレージ媒体（例えば、ＣＤまたはＤＶ
Ｄを含むがこれらに限定されない）から、ユーザによってシステムにロードされたメディ
アファイルを含み得る。モバイルワイヤレス通信デバイス２１０－１．．．２１０－Ｎは
また、メディア供給源であり得る。メディアファイルの転送において動作するメディア同
期エンジン２１４－１．．．２１４－Ｍ（メディア同期エンジン（ｍｅｄｉａ　ｓｙｎｃ
　ｅｎｇｉｎｅ）またはメディア同期アプリケーションとも称される）はまた、メディア
ライブラリおよびメディアファイルに関連付けられたメタデータライブラリファイルを管
理するように動作し得る。メディアファイルは、メディアコンテンツに、システム２００
のユーザまたはモバイルワイヤレス通信デバイス２１０－１．．．２１０－Ｎの１つ以上
に対する、視覚表示および／またはオーディオ表示を提供するために、メディアプレーヤ
によって動作され得る。
【００２０】
　メディア同期エンジン２１４－１．．．２１４－Ｍは、複数のメディア供給源から利用
可能なメディアコンテンツを識別する表示（例えば、１つ以上のライブラリファイル）を
生成し得、ライブラリからモバイルワイヤレス通信デバイス２１０－１．．．２１０－Ｎ
にデータを提供し得る。実施形態において、メディア同期エンジンは、図１に示される処
理モジュールの例である。様々な実施形態において、メディア同期エンジンは、ｉＴｕｎ
ｅｓ（登録商標）デジタル音楽ライブラリのようなメディアライブラリと、ＢｌａｃｋＢ
ｅｒｒｙブランドのスマートフォンのようなスマートフォンとを同期する方法を提供する
。ファイルは、ワイヤレス接続、または高速ＵＳＢ２．０接続のような有線の接続を用い
て転送され得る。
【００２１】
　モバイルワイヤレス通信デバイス２１０は、モバイル電話、ポータブルコンピュータ、
パーソナルデジタルアシスタンツ（ＰＤＡ）、メディアプレーヤ、およびユーザにより便
利に保持され、ワイヤレス通信を提供し得る、その他のデバイスを含むが、これらに限定
はされない。モバイル電話は、一般的にセル電話と称されるワイヤレス通信デバイスを含
む。モバイル電話は、音声通信を超える限定された機能性を有するポータブル電話から、
パーソナルコンピュータの機能性を提供することが可能なポータブル電話までの広範囲の
通信デバイスを含み得る。様々なタイプ／能力の複数のデバイスが、１つ以上のメディア
同期エンジンエンジンを用いてメディアコンテンツを転送し得る。
【００２２】
　図３は、例示的な実施形態に従って、少なくとも、図１に示される処理モジュールの機
能性を提供する処理モジュール３１４のブロック図である。処理モジュール３１４は、Ｐ
Ｃ上に存在し、該ＰＣは、１つ以上のモバイルデバイスと相互作用する。処理モジュール
３１４は、同期モジュール３０３と、キャッシュマネージャ３０７と、ファインダー３０
９と、１つ以上のコネクタ３１１とを含む。同期モジュール３０３は、モバイルデバイス
との同期動作を行う手段を含み、ここでこの動作はメディアファイルをモバイルデバイス
へ追加することと、モバイルデバイスからメディアファイルを取り除くこととを含む。同
期モジュール３０３は、モバイルデバイスと相互作用して、その識別を決定し、モバイル
デバイス上の割り当てられたメディアストレージ上で情報を獲得する。同期モジュール３
０３は、ＰＣのユーザインターフェース（ＵＩ）３１３と共に動作するように構成される
。
【００２３】
　コネクタ３１１は、ＰＣまたはモバイルデバイス上の特定のタイプのライブラリの特定
のインスタンスを識別する。換言すると、コネクタ３１１は、個別のライブラリを見出す
発見機能を行う。特定のライブラリに対するコネクタは、対応するアプリケーションプロ
グラムインターフェース（ＡＰＩ）、プロトコル、ファイルフォーマットなどを用いて、
特定のライブラリまたはファイルと通信可能である。個別のライブラリが発見されるとき
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、コネクタは、個別のライブラリのインスタンスから、メディアコレクションを引き出し
得る。コネクタ３１１は、ｉＴｕｎｅｓコネクタ、ＷＭＰコネクタ、ＲｅａｌＰｌａｙｅ
ｒコネクタ、およびＰＣユーザにプレゼンテーションを提供するためにそれぞれのメディ
ア上で動作する手段と相関する様々な他のコネクタを含み得る。個別のコネクタは、読み
取り専用コネクタおよび書き込み可能コネクタの組み合わせとして構成され得る。書き込
み可能コネクタは、歌に対するユーザ割り当てされたレーティングを追加すること、プレ
イリストを作成すること、プレイリストを編集すること、歌を消去することなどのような
アクティビティを行い得る。
【００２４】
　ファインダー３０９は、コネクタに発見機構を提供する。ファインダー３０９は、コネ
クタ３１１が処理に利用可能であることを識別し得る。利用可能なコネクタは、ファイン
ダー３０９とレジスタし得る。別々のコネクタが各タイプのライブラリに対して使用され
る場合、ファインダー３０９によって発見される特定のコネクタが、処理モジュール３１
４が動作するシステムに存在するライブラリのタイプを決定し得る。
【００２５】
　キャッシュマネージャ３０７はまた、利用可能なコネクタのどちらを使用するかを決定
し得る。例えば、メディアコンテンツのコレクションは、ｉＴｕｎｅｓソフトウェアを用
いて、またはｉＴｕｎｅｓのｘｍｌファイルを介してのいずれかによってアクセスされ得
る場合、キャッシュマネージャ３０７は、ｉＴｕｎｅｓコレクションにアクセスするため
に、ｉＴｕｎｅｓアプリケーションコネクタまたはｉＴｕｎｅｓ　ｘｍｌファイルコネク
タのどちらかを用いるかを決定し得る。キャッシュマネージャ３０７は、複数の供給源／
ライブラリに統合されたインターフェースを提供し得る。キャッシュマネージャは、様々
なライブラリからのファイルを統合するバッファを維持し得る。例えば、同じ音楽のトラ
ックが複数のライブラリに（例えば、ユーザのｉＴｕｎｅｓライブラリに、およびユーザ
のＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒライブラリに）存在する場合
、キャッシュマネージャは、様々なライブラリからのトラックの集約である単一のバッフ
ァを維持し得る。あるいは、キャッシュマネージャ３０７は、様々なライブラリの別々の
バッファを維持し得る。キャッシュマネージャ３０７は、データストレージの任意の形式
を用いてこのバッファを実装し得る。様々な実施形態において、データストレージは、持
続的であるか、非持続的であるかのいずれかであり得る。
【００２６】
　様々な実施形態において、キャッシュマネージャ３０７は、コネクタウォッチャ（ｃｏ
ｎｎｅｃｏｔｒ　ｗａｔｃｈｅｒ）を実装し得る。コネクタウォッチャは、１つ以上のコ
レクションをモニタリングし、コレクションがいつ変更されたかを決定する。例えば、ｉ
Ｔｕｎｅｓ　ｘｍｌファイルが変更された場合、またはｉＴｕｎｅｓライブラリがアップ
デートした場合、キャッシュマネージャ３０７（これは特定のコレクションをモニタリン
グする）は、アップデートを検出し、適切なバッファに変更を読み込む。キャッシュマネ
ージャ３０７はまた、デバイスライブラリをいつアップデートするかを決定し得る。
【００２７】
　図１～図３に示されるような実施形態および同様の実施形態は、デスクトップアプリケ
ーションとして実装され得、複数の供給源からモバイルワイヤレスデバイスへメディアコ
ンテンツを転送する。メディアコンテンツを管理するためのデスクトップアプリケーショ
ンは、ＰＣ上で起動され得る。デスクトップアプリケーションは、ＰＣのスタートアップ
において自動的に起動され得る。デスクトップアプリケーションは、ＰＣへのデバイス接
続の検出時に起動され得る。様々な実施形態において、ユーザは、デスクトップアプリケ
ーションを起動し得る。あるいは、図１～図３に示されるような実施形態および同様の実
施形態は、モバイルワイヤレスデバイスが、複数の供給源からのメディアコンテンツと共
にすでにモバイルワイヤレスデバイス上に存在するコンテンツをアップデートすることを
可能にするように実装され得る。
【００２８】
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　様々な実施形態において、メディアコンテンツを管理するシステムは、多くの様々な機
能を提供するように動作するように構築され得る。複数のメディア供給源からのコンテン
ツは、単一の統合されたライブラリおよび単一のライブラリからプッシュアウトされたデ
バイス特有のメタデータに入力され得る。メディアメタデータのコンパクトな表示を提供
する、あるフォーマットのライブラリファイルは、図１～図３に関して議論された処理モ
ジュールと同様の処理モジュールの出力として生成され得る。スキームを変更することは
、ファイルフォーマットでの表示でデータを選択し、グループ分けし、再編成するための
選択のために使用され得る。システムを管理する様々な機能は、オリジナルの供給源識別
の表示を維持することを含み得、その結果、ＩＤ、パスなどの識別子が実質的に同一のメ
ディアコンテンツの様々な複数の供給源に関する情報を追跡／管理するために使用され得
る。システムを管理する様々な機能は、デバイスへの転送の間に、メディアファイルに対
するメタデータを注入または修正することを含み得る。注入されたメタデータの例は、ア
ルバムアートと、音量設定および他のデバイス設定と、ユーザプリファランスとその他の
パラメータとを含み得る。
【００２９】
　モバイルデバイス上でのメディアコンテンツの管理は、１つ以上の装置（例えば、複数
のＰＣ）のメディア同期エンジンとの相互作用を介して実現され得る。モバイルデバイス
（例えば、モバイルワイヤレス通信デバイス）は、このような相互作用を介して、各ＰＣ
上のメディアファイルの利用可能性に関する情報およびモバイルデバイス上に存在するメ
ディアコンテンツの供給源であったＰＣの識別を獲得する。
【００３０】
　システムを管理する様々な機能は、情報をモバイルデバイスに転送するためおよびモバ
イルデバイス上に存在する情報を代表する簡略化されたユーザインターフェース（ＵＩ）
を含み得る。ＵＩは、デバイス能力を超えるメディアコンテンツのユーザ選択を取り扱う
ための判定基準を提供する表示を生成し得る。様々な実施形態において、ＰＣのアプリケ
ーションは、ＰＣのライブラリにおける情報を使用し得、デバイス能力を超えるメディア
コンテンツのユーザ選択を自律的に取り扱う。ＵＩは、ユーザが選択するの自動フィル機
能を提供し得、その結果ＰＣがモバイルデバイスへ転送するためにメディアコンテンツの
選択を自律的に取り扱う。様々な実施形態において、モバイルデバイスは、モバイルワイ
ヤレス通信デバイスであり得る。モバイルワイヤレス通信デバイスは、ＰＣと実質的に同
一の方法でメディアコンテンツを管理する手段を含み得る。
【００３１】
　図４は、ファイルが１つの装置から別の装置に転送される場合にメタデータを注入する
ことを含む方法の機能を示す。４１０において、デバイスへの転送のために識別された１
つ以上のファイルに関する情報を有するメタデータファイルが獲得される。メタデータフ
ァイルは、デバイスへの転送のために識別されたメディアファイルと共通の転送プロセス
において転送され得る。これらのファイルは、例えば、ビデオファイル、オーディオファ
イル、ピクチャファイルおよびマルチメディアファイルであり得るが、これらに限定はさ
れない。メタデータファイルは、所与のメディアファイルに関連付けられた実質的に全て
のメタデータを提供するメタデータライブラリファイルであり得る。メタデータライブラ
リファイルは、パーソナルコンピュータのような装置の全てのメディアファイルに対する
単一の統合されたライブラリとして構成され得る。あるいは、この装置は、多くの包括的
なメタデータライブラリファイルを有し得、それぞれ異なるメディアライブラリ（例えば
、音楽ライブラリ、ビデオライブラリ、マルチメディアライブラリ、ピクチャライブラリ
）と関連付けられる。さらに、メタデータファイルは、メディアライブラリの情報のサブ
セットを含むメタデータファイルとして編成され得、ここで情報のサブセットは、デバイ
スへの転送のために識別されたファイルに基づいて決定される。メタデータライブラリフ
ァイルは、モバイルデバイス上に常駐し得、そしてモバイルデバイス上で使用され得、該
メタデータライブラリファイルは、メタデータライブラリ内に情報を有するファイルにお
いて動作する。デバイスによる動作は、音楽を再生すること、ビデオを再生すること、お
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よび／またはピクチャを表示することを含み得る。モバイルデバイスは、様々なメディア
ファイルにおいて動作するように、多くの異なるメディアプレーヤを有し得る。これらの
メディアプレーヤは、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせとして実現され得る
。
【００３２】
　例えば、音楽を再生するモバイルワイヤレス通信デバイスは、デバイス上に格納される
全ての音楽ファイルに関連付けられたメタデータファイルを有し得る。音楽を再生するモ
バイルワイヤレス通信デバイスは、デバイス上に格納された音楽ファイルのプレイリスト
に関連付けられたメタデータファイルを有し得る。モバイルワイヤレス通信デバイスは、
ＰＣに格納された全ての音楽ファイルに関連付けられたメタデータファイルを有し得、モ
バイルワイヤレス通信デバイスは、該モバイルワイヤレス通信デバイスに音楽ファイルを
ダウンロードするためにアクセスし得る。さらに、モバイルワイヤレス通信デバイスは、
複数のメディアプレーヤを含み得る。複数のメディアプレーヤは、単一のタイプのメディ
アに対して複数のプレーヤを含み得る（例えば、音楽を提供する複数のプレーヤ）。
【００３３】
　４２０において、メタデータファイルのメタデータは、宛先へのメタデータファイルの
転送の間に修正され、その結果、宛て先におけるファイルは、いかなる中間ファイルまた
は一時ファイルが作成されることなしに、異なるメタデータまたは追加のメタデータを有
することによって、供給源と異なっている。様々な実施形態において、メディアメタデー
タファイルは、デバイスへのメディアメタデータファイルの転送の間に修正される。メデ
ィアメタデータファイルは、メディアメタデータライブラリファイルであり得る。全ての
種類のメディアファイルに対して、メタデータは、１つ以上の音楽メディアファイルに関
連付けられたポリシーパラメータおよび／またはユーザ設定の注入、ファイルが転送され
るべきデバイスおよび／または該デバイスのユーザに従って修正され得る。様々な実施形
態において、音楽メディアファイルメタデータは、音楽ファイルに関連付けられたアルバ
ムアートの注入によって修正され得る。様々な実施形態において、音楽ファイルに対する
音量設定は、メタデータライブラリファイルに注入され得、これにより、音量設定が、異
なる音楽ファイルに対して異なり得る。様々な実施形態において、メタデータライブラリ
ファイルのメタデータは、音楽メディアファイルに関連付けられた再生制限または選択可
能性（例えば、年齢に対するコンテンツベースの制限であるが、これに限定されない）を
注入することにより修正され得る。様々な実施形態において、ビデオメディアファイルの
メタデータは、ビデオメディアファイルに関連付けられた閲覧制限（例えば、年齢に対す
るコンテンツベースの制限であるが、これに限定されない）を注入することによって修正
され得る。様々な実施形態において、メディアファイルのメタデータは、転送の供給源を
示すアーティファクトを注入することによって修正され得る。
【００３４】
　様々な実施形態において、メタデータのメディアメタデータファイルへの注入は、メデ
ィア同期プロセスの間に、メディアファイルのＰＣからワイヤレス通信デバイスへの転送
の間に発生し得る。メタデータの注入は、新しいメタデータをメタデータファイルに追加
すること、またはファイル内のメタデータを他のメタデータと置き換えることを含み得る
。ファイル内のメタデータを別のメタデータと置き換える場合、ＰＣ上で実行されるアプ
リケーションが、ＰＣによってアクセス可能な格納されたメタデータのセグメントがある
ことの決定を行い得、このセグメントは、ワイヤレス通信デバイスに転送されるべきメタ
データファイルに現在ある対応するセグメントよりも転送されるメディアファイルに関連
する。より関連性があると決定されたメタデータは、メタデータファイルから除去された
対応するセグメントと共にメディアメタデータファイル内に配置され得る。さらに、追加
のメタデータが、置き換えるメタデータが導かれた供給源を示すメタデータファイルに挿
入され得る。
【００３５】
　一実施形態において、ＰＣは、統合されていないメディアライブラリを含み得る。統合
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されていないメディアライブラリは、１つ以上の供給源からアクセス可能な多くのメディ
アファイルまたは全てのメディアファイルに対するメタデータを含む。メタデータは、Ｐ
Ｃの１つ以上のアプリケーションにより収集および格納され、このＰＣは、メディアファ
イルを管理するメディアアプリケーションによるアクティビティのアーティファクトとし
てメタデータをモニタリングおよび収集する。メタデータの獲得および格納は、ＰＣのユ
ーザのアクティビティを含み得、ここで、このアクティビティは、メディアファイルの機
能に関連する。例えば、インターネット上のサイトがアクセスされ、音楽がＰＣ上におい
てストリーミングモードで再生されるとき、音楽の識別、アーティストの名前、音楽トラ
ックの長さ、ウェブサイトの識別は、ＰＣによってアクセス可能なストレージ媒体に収集
および格納され得る。同一の音楽が同一のウェブサイトからアクセスされる場合には、こ
の情報が捕捉され得、２つの発生は、高い信頼度のレベルを有する同一の音楽であること
に関連し得る。同一の音楽が別のウェブサイトからアクセスされる場合には、収集された
データは異なるが、両方に共通の情報を用いると、２つの音楽のインスタンスが異なる信
頼度のレベルを有して同一であると識別され得る。さらに、ＰＣによって格納されたメデ
ィアファイルに関する全ての情報は、異なる供給源からの異なるメタデータを含み得る。
例えば、ＰＣ上のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリに格納された歌の音楽ファイルと
ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリ以外の供給源から提供されたその歌のアルバムアー
トとによって、統合されていないメディアライブラリは、その歌に関連付けられたアルバ
ムアートを、このメタデータの供給源の識別と共に含み得る。メタデータの獲得、格納お
よび分析は、音楽ファイルに対するメタデータに限定されないが、ビデオファイル、マル
チメディアファイル、ピクチャファイル、ドキュメントファイルおよびその他のメディア
関連ファイルを含み得る。
【００３６】
　様々な実施形態において、ＰＣによって管理される１つ以上のメディアファイルは、モ
バイルデバイス（例えば、モバイルワイヤレス通信デバイスであるが、これには限定され
ない）に転送される。転送の開始は、様々な機構を用いて生成され得る。ＰＣのユーザイ
ンタフェースにおけるユーザは、ファイルの転送を選択し得る。転送がメディアファイル
のダウンロードアクティビティ、またはＰＣ上の一組のメディアファイルをワイヤレス通
信デバイス上のメディアファイルとして同期する同期アクティビティをユーザが選択する
ことにより開始し得る。転送は、ユーザ選択の後、ワイヤレス通信デバイスがメディアフ
ァイルを受信するための容量を有しているというＰＣのアプリケーションによる決定、メ
ディアファイルを転送するための容量を有するワイヤレス通信デバイスへの通信パスがあ
るというＰＣのアプリケーションによる決定、および／またはＰＣからワイヤレス通信デ
バイスへの転送における他の制限がないというＰＣのアプリケーションによる決定などの
因子に基づき、しばらくして開始し得る。他の判定基準がファイルを転送するために使用
され得る。
【００３７】
　さらに、モバイルデバイスのユーザは、ユーザのモバイルデバイス上で再生するための
メディアファイルのリストを介してブラウズすることを望み得る。スクリーンディスプレ
イを有するモバイルデバイスによって、モバイルデバイス上のメディアファイルに関する
情報が、様々なフォーマットでスクリーンディスプレイ上に提示され得る。メディアファ
イルに関する表示された情報、またはモバイルデバイスにアクセス可能な情報は、各メデ
ィアファイルに対して、メディアアートの名前、アーティスト、メディアアートに関連付
けられた時間長、メディアアートに関連付けられたアートワーク作品を含み得る。音楽メ
ディアの選択に対して、表示される情報は、歌の名前、歌を歌っているグループの人物名
、歌を再生するトラック長、その歌がアルバムの一部であるアルバムのアルバムアートを
含み得るがこれらに限定はされない。ビデオメディアの選択に対して、表示される情報は
、映画の名前、映画で演じている主役、映画を再生するトラック長、映画を広告すること
に関連するマーキーアートを含み得るが、これらに限定されない。選択されるメディアま
たはスクリーンディスプレイ上に提示されるメディアの選択に関する特徴的な情報を有す
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るモバイルデバイス上で再生され得る、その他のメディアは、音楽ビデオ、テレビ番組、
ユーザインタラクティブアプリケーション、オーディオブック、ポッドキャスト、ゲーム
およびその他のメディアプレゼンテーションを含み得るが、これらに限定されない。情報
は、モバイルデバイス上のメディアフィルを管理し、ＰＣとのメディア同期を管理し、そ
して／またはモバイルデバイスの外側の他の供給源からのメディアファイルの獲得を管理
するアプリケーションのためのデータを含み得る。情報は、モバイルデバイス上のアプリ
ケーションによる管理のための種々のフォーマットで、メディアファイルと関連付けられ
るメタデータとしてモバイルデバイスに格納され得る。
【００３８】
　図５は、様々な実施形態に従う、転送のためにメタデータファイルを修正する、ストリ
ームビルダ５００の例を示す。メディアファイルに関連付けられたメタデータファイルを
転送する際に、ＰＣは、ファイルを受信するモバイルデバイスによって使用され得るフォ
ーマットでファイルを転送する。ＰＣは、異なるモバイルデバイスによって転送プロトコ
ルを満足させるために、複数の異なるフォーマットを生成する手段を含み得る。この手段
は、モバイルデバイスによって読み取られ得る情報をフォーマットするルールを含み得る
。転送するためのメディアファイルの選択時に、メタデータストレージ位置へのパスが、
選択されるメディアファイルに対応して決定される。メタデータストレージ５０２内のメ
タデータは、メディアファイルおよび関連するメタデータを指定されたモバイルデバイス
に転送するためのルールに対応するファイルフォーマットに従って、バッファ５０５に出
力される。モバイルデバイスは、ＰＣとモバイルデバイスとの間の通信リンクの確立の際
に指定され得、そして／またはモバイルデバイスは、メディア同期に使用され得るＰＣ上
のユーザのアクティビティにおいて指定され得る。
【００３９】
　メタデータを読み取る指定されたモバイルデバイス上のアプリケーションと均等的に同
一の方法で、バッファ５０５内の情報を読み取るエクストラクタ５１０は、所望のメタデ
ータを、指定されたモバイルデバイスへ転送される出力バッファ５１５に書き込む。出力
バッファ５１５への書き込みの間に、メタデータは、指定されたモバイルデバイスへ転送
されるメタデータファイルに注入され得る。様々な機構がメタデータを注入するために使
用され得、バッファ５０５内のデータを変更して、出力バッファ５０５内のデータを実現
する。例えば、エクストラクタ５１０は、バッファ５０５から出力バッファ５１５へのデ
ータフローとしてデータ注入を行い得る。データ注入はエクストラクタ５１０による修正
を含み得ない。ストリームビルダの定義は、バッファへのストリームのローディングなし
になされ得、メモリ、ファイルおよびネットワークストリーム内の様々なバッファから組
み合わされ得る。様々な実施形態において、ストリームの転送がいくつかのストリームビ
ルダに対してバッチ処理され、共有のバッファリソースの使用を可能にし、転送帯域幅、
ＣＰＵ時間、スレッドおよび永続的ディスクスペースなどのコンピューティングリソース
の有効な使用のためのＩＯ演算をスケジューリングする。
【００４０】
　歌などのメディアアートの選択が、受信モバイルによって予期される情報全てを含まな
いメディアライブラリからである場合には、エクストラクタ５１０は、ファイル転送ルー
ルに従って情報を注入し得る。ミッシング情報が別のメディアライブラリにあるか、また
はメディアファイルを提供する供給源以外の供給源と関連付けられる場合には、エクスト
ラクタ５１０はメタデータを注入し得る。例えば、選択された歌が関連するアルバムアー
トワークなしに、ＰＣ上のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリに存在する場合には、エ
クストラクタ５１０は、例えば、ｊｐｅｇファイルのようなアルバムアートワークを注入
し得、このアルバムアートワークはＷＭＰ（登録商標）ライブラリ内の歌に関連付けられ
たＰＣに格納される。異なる供給源からのアルバムアートワークの注入は、選択された歌
が実質的に同一であることと、選択されたアルバムアートワークが選択された歌に対応す
ることとの信頼度レベルに基づき得る。あるいは、ＰＣ上のアプリケーションは、選択さ
れた歌および異なる供給源からの関連するアルバムと、異なる供給源からのアルバムアー
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トの品質との間の関連性に関する信頼度レベルを用いて、選択された歌の供給源とは異な
る供給源からの歌のアルバムワークと置き換え得る。
【００４１】
　転送のための一組のルールに従って、バイト１～ｎの文字列として、モバイルデバイス
に転送されるファイルによって、歌のアルバムワークまたはアルバムワークがない場合の
表示のいずれかの情報がバイトｉ～ｊに位置付けられ得る。エクストラクタ５１０は、情
報を除去し得、位置ｉ～ｊにアルバムアートワークを挿入し得る。アルバムアートワーク
の挿入が位置ｉ～ｊのバイト数に整合しない多数のバイトを必要とする場合、バイトサイ
ズの変更に関する情報が、モバイルデバイスに転送されるファイルのヘッダ情報に提供さ
れ得る。除去動作を行うよりむしろ、エクストラクタ５１０は、バッファ５０５に送られ
るバイト１～（ｉ－１）が出力バッファ５１５に書き込まれ得、ファイルに注入されるバ
イトが出力バッファ５１５に書き込まれ得、バイト（ｉ－１）に続いてバイトｉにおいて
始まり、ファイルのバッファ５０５に送られるバイト（ｊ＋１）～ｎが出力バッファ５１
５に送られ、注入されるデータに続く。アルバムアートワークへの注入に加え、アルバム
ワートワークに関する他のメタデータ（例えば、アルバムアートワークに関連する（１つ
以上の）供給源、これらの供給源に関する信頼度レベル、およびアルバムアートワークを
注入することから精製されるアーティファクト）がある。出力ストリームの注入および合
成は、ストリームビルダにおいて全て定義される任意の数の追加、除外および置き換え動
作の結果であり得る。
【００４２】
　バッファ５０５および出力バッファ５１５は、注入プロセスを適応させるために十分な
サイズで構築され得る。バッファ５０５および出力バッファ５１５は、可変サイズのバッ
ファとして編成され得、メタデータ注入プロセスにおいて生成されたデータの追加のバイ
トを含む。追加の情報が、注入される情報のファイル文字列における開始位置および終了
位置または注入される情報のファイル文字列における開始位置と、注入されるデータの長
さと、修正されるファイルのサイズとを含み得る。忠実度レベルが、ファイルが転送され
たときにメタデータとして注入され得、メディアファイル（例えば、転送される歌）に関
する情報を提供し、これはメディアファイルがメディアアートのサンプルであるかどうか
、メディアアートの完全なコピーでないかどうかおよびメディアアートの品質に関する他
の情報を含み得るが、これらに限定されない。サンプルの使用は、ユーザが、完全なメデ
ィアアートが転送されるべきか否かを決定することを可能にし得る。このサンプルプロセ
スは、転送のために通信媒体上の大量の容量を用いることなしに、評価を可能にし、多く
の歌のような、多くのメディアのサンプリングを提供し得る。このサンプルプロセスは、
より多くの組のメディアアート（例えば、歌のコレクションまたは映画のコレクション）
が獲得されるべきか否かを決定するための評価を可能にする。獲得は、オンラインストア
を経由した選択されたメディアアートの購入または機械読み取り可能媒体（例えば、ＣＤ
、ＤＶＤまたはその他のメディアに対するフォーマット）の購入によってなされ得る。
【００４３】
　トランスコーディング（Ｔｒａｎｓｃｏｄｉｎｇ）は、１つのフォーマットから別のフ
ォーマットへのデジタル－デジタル変換のような、１つのメディアフォーマットを別のメ
ディアフォーマットへの変換することである。典型的には、これはオリジナルデータを中
間メディアフォーマットにデコードすること／圧縮解除することを含み得、その後に中間
フォーマットのターゲットフォーマットへの再エンコードが続く。トランスコーディング
は、異なるプラットフォームまたはオペレーティングシステム上で機能するように、組み
立てられたコードを変更するプロセスを含み得る。トランスコーディングは、メディアフ
ァイルまたはオブジェクトを１つのフォーマットから別のフォーマットに変換するプロセ
スを提供する。例えば、トランスコーディングは、ビデオフォーマット（例えば、Ｂｅｔ
ａ、ＶＨＳ（Ｖｉｄｅｏ　Ｈｏｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅ、Ｖｉｄｅｏ
　ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）およびその他のビデオフォーマット）間で変換するために使
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用され得る。トランスコーディングは、オーディオフォーマット（例えば、ｗａｖ（Ｗａ
ｖｅｆｏｒｍ　ａｕｄｉｏ　ｆｏｒｍａｔ）、ａｕ（Ａｕｄｉｏ　Ｆｉｌｅ　ｆｏｒｍａ
ｔ）、ｍｐ３（ＭＰＥＧ－１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ　３）、ｗｍａ（Ｗｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）、ａｉｆｆ（Ａｕｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎ
ｇｅ　ＦｉｌｅＦｏｒｍａｔ）およびその他のオーディオフォーマット）間で変換するた
めに使用され得る。トランスコーディングは、マルチメディアコンテナフォーマット（例
えば、ｍｐ４、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅ、または同様のフォーマット）間で変換するために使
用され得、これらはデジタルオーディオストリーム、デジタルビデオストリームおよび関
連するデータを格納するために共通に用いられる。その他のメディア変換は、モバイルデ
バイスにおいて使用するためのテキストファイルおよびグラフィックファイルを含み得、
これらもバイルデバイスは小さいスクリーンサイズと少ないメモリと低い帯域幅レートと
を有し得る。トランスコーディングは、メディアフォーマットを変更することなしに、よ
り低いビットレートへファイルをエンコードすることを提供し得、このプロセスもまたト
ランスコーディングとして公知である。トランスコーディングは、特定のモバイルデバイ
スがサポートするように構成されるフォーマットに従って、特定のモバイルデバイスに対
するフォーマットを提供する機構をＰＣに提供する。トランスコーディングは、オプショ
ンの手順であり得る。なぜなら、一部のメディアコンテンツはトランスコーディングなし
で提供され得るからである。
【００４４】
　様々な実施形態において、図５のストリームビルダに類似した、装置上のアプリケーシ
ョンは、１つ以上のメディアファイルがモバイルデバイスに転送される場合に、メタデー
タ注入を提供するように実現され得る。アプリケーションは、複数の供給源から情報のス
トリームを取得するように、ストリームの合成を含むファイルを生成するように配置され
得、別の装置上で読み取られ得る順序で配置される。データストリームの合成の順序は、
両方の装置によって格納されるか、または決定可能な１つ以上のルールセットの下で定義
され得る。
【００４５】
　合成の様々なストリームの長さおよび位置は、様々な機構を用いて受信装置に提供され
得る。長さ情報および位置情報は、ストリームの合成を含むファイルの一部としてヘッダ
に提供され得、ここで、ヘッダ情報に関するルールが各装置に格納され得る。長さ情報お
よび位置情報は、別々のファイルに提供され得る。長さ情報および位置情報は、ストリー
ムの合成を含むファイルフォーマットによって提供され得、該ストリームの合成はファイ
ルを読み取るための方法を規定するディクショナリを含む。
【００４６】
　ファイルの転送の間のメタデータ注入は、様々な装置において使用され得る。ＰＣは、
モバイルデバイス（例えば、モバイルワイヤレスデバイス）へのメディアファイルの転送
の際にメタデータ注入を提供し得る。ＰＣは、モバイルワイヤレス通信デバイスによって
ワイヤレスサーバとして動作する手段を含み得る。モバイルデバイスは、メディアファイ
ルまたは所与の組のメディアファイルに関するメタデータの転送においてメタデータ注入
を、パーソナルコンピュータに、ＰＣを介してモバイルデバイスに、そして／またはその
他のモバイルデバイスに提供し得る。このようなモバイルデバイスは、モバイルワイヤレ
ス通信デバイスとして実現され得る。様々な転送は、ＵＳＢ接続または他のそのようなリ
ンクによって提供されるような直接有線リンク、Ｗｉ－Ｆｉネットワークまたは他のその
ようなリンク、広範囲ワイヤレスネットワークおよびその他の通信パスを用いて行われ得
る。
【００４７】
　様々な実施形態において、メタデータ注入は、ＰＣ上の１つ以上のメディアライブラリ
に関連付けられたメタデータをモバイルデバイスにマッピングするために使用され得る。
モバイルデバイスは、モバイルワイヤレス通信であり得る。ＰＣは、ワイヤレスサーバを
含むように構成され得る。ＰＣは、メディア同期エンジンと、Ｋ個のメディアライブラリ
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とを含み得、メディアライブラリの各々はＮｉ個のメディアファイルのコレクションを有
する。メディア同期エンジンは、Ｍ個のデータのコレクションを含み得、Ｋ個のメディア
ライブラリのＮｉ個のコレクションに関するアーティファクトを含み得、メディアエンジ
ンがモバイルデバイスに同期し得る。メディアエンジンは、様々な判定基準に基づいてモ
バイルデバイスに同期され得るデータの量に限定され得、これらの判定基準はメディアフ
ァイルの性質を含み得る。特定のメディアファイルは、ＰＣ以外のデバイス上で再生する
ことから制限され得、該デバイス上でそのメディアファイルが獲得されている。さらに、
様々な判定基準に基づいて、Ｐ個のメディアファイルのコレクションは、モバイルデバイ
スへのダウンロードのために選択され得る。Ｐ個のコレクションの選択は、メディアファ
イルのサイズ、利用可能な伝達の容量、モバイルデバイスの設定、ユーザプリファランス
、およびモバイルデバイスに登録された識別されるユーザのアクティビティにおける制約
に依存し得る。モバイルデバイスの登録されたユーザの識別は、ＰＣとモバイルデバイス
との間の通信リンクの確立において決定され得る。あるいは、様々な実施形態において、
メタデータ注入は、ＰＣ上の１つ以上のメディアライブラリに関連するメタデータを、直
接的にメディアライブラリからモバイルデバイスにマッピングするために用いられ得る。
様々な実施形態において、メディアライブラリはＰＣの外部にあり得る。
【００４８】
　様々な実施形態において、メディアメタデータファイルはＰＣからワイヤレス通信デバ
イスに転送され、該ワイヤレス通信デバイスは幾つかの方法でＰＣに関連付けられる。Ｐ
Ｃからワイヤレス通信デバイスに転送されるメディアメタデータファイルは、ＰＣ上でメ
ディアファイルを識別するメディアライブラリファイルであり得る。一実施形態において
、いったん転送されると、ワイヤレス通信デバイスはＰＣと同一のメディアライブラリフ
ァイルを有するが、ワイヤレス通信デバイス上のメディアライブラリファイルは、メタデ
ータの形式で追加の情報を含み得るところが異なり、メタデータはＰＣからワイヤレス通
信デバイスへのメディアライブラリファイルの転送のアーティファクトとして生成される
。アーティファクトの注入は、メタデータを動的に修正するために、メタデータのスタン
プコーディングとして閲覧され得、その結果、デバイス上に配置されるものはＰＣ上に配
置されたものと異なっている。メタデータのスタンプコーディングは、転送されるメディ
アメタデータファイルの供給源としてのＰＣの識別を含み得る。
【００４９】
　様々な実施形態において、デバイス上のメディアファイルおよび保留中の転送を管理す
るためのＵＩが提供される。このＵＩは、ステータス（例えば、デバイス上、ＰＣ上など
）および／または動作（例えば、ダウンロードする、購入する、プレビューする、電子メ
ールを使用する、リモートで再生する）についてのグラフィカルインジケータを含み得る
。１つのデバイスからの一部の例示的なＵＩスクリーンは図６～図１１に提供される。
【００５０】
　図１～図５に示される実施形態は、デスクトップアプリケーションとして実装され、メ
ディアコンテンツをモバイルワイヤレス通信デバイスに同期させ得る。図１～図５に示さ
れる実施形態はまた、ユーザがブラウズし、ＰＣ上のライブラリをモバイルワイヤレス通
信デバイス上のライブラリに同期させるために、モバイルワイヤレス通信デバイスを使用
することを可能にし得る。
【００５１】
　様々な実施形態において、デバイス構成および動作方法は、モバイルワイヤレス通信デ
バイスのユーザに提供され、有線接続および／またはワイヤレスに、音楽を同期／転送す
る能力を用いて、それらのモバイルワイヤレス通信デバイスから直接、それらの音楽のホ
ーム音楽ライブラリをリモートでビューおよび／または管理し、それらの使用のコンテキ
スト内でそれらを判断する。このような転送は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）におい
て実現され得る。このような転送は、ワイヤレスサーバにおいて実現され得、該サーバに
おいて、ユーザおよび／またはモバイルワイヤレス通信デバイスは、このような転送に入
力することが可能にされるように登録される。ワイヤレスサーバは、パーソナルコンピュ
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ータにおいて構成され得る。モバイルワイヤレス通信デバイスは、例えば、セル電話タイ
プのデバイスのようなハンドヘルドデバイスであり得る。モバイルワイヤレス通信デバイ
スは、ラップトップコンピュータのようなポータブルコンピュータであり得る。このよう
な構成および動作構造は、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスおよびユーザのパー
ソナルコンピュータにおいての両方で、マルチメディアファイル、オーディオファイル、
ビデオファイルおよび／またはそれらの組み合わせを管理するためのわかりやすいユーザ
フレンドリーな方法を提供し、これらはユーザに属するか、またはユーザがアクセス可能
である。
【００５２】
　様々な実施形態において、コンピュータ（および関連するコンピュータのメディアマネ
ージャ）とモバイルワイヤレス通信デバイスとの間のマルチメディアファイル、オーディ
オファイル、ビデオファイルおよび／またはそれらの組み合わせの転送／同期は、多くの
機構を用いて達成され得る。モバイルワイヤレス通信デバイスとワイヤレスサーバとの間
の転送／同期が、ＵＳＢ接続を介して達成され得る。モバイルワイヤレス通信デバイスと
ワイヤレスサーバとの間の転送／同期は、Ｗｉ－Ｆｉ通信セッションを介して達成され得
る。モバイルワイヤレス通信デバイスとワイヤレスサーバとの間の転送／同期は、ワイヤ
レスネットワークのようなワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）を介して達成され得る。
【００５３】
　様々な実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスは、ハードウェア、ソフト
ウェアおよびそれらの組み合わせを用いて構成され、その関連するＰＣまたは関連するワ
イヤレスサーバからオフラインで閲覧し、インターネット、１つ以上のライブラリからオ
フラインにし、これらはマルチメディアファイル、オーディオファイル、ビデオファイル
、写真、ビデオ、ポッドキャストおよび／またはこれらの組み合わせをモバイルワイヤレ
ス通信デバイスに含み得る。このようなライブラリは、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）のライ
ブラリ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ（登録商標）のライブ
ラリ、他の音楽ライブラリ、ビデオライブラリ、その他のマルチメディアライブラリを含
み得る。モバイルワイヤレス通信デバイスは、実行可能な命令を含み得、該命令は該デバ
イスのユーザが、モバイルワイヤレス通信デバイスとその関連するパーソナルコンピュー
タまたはワイヤレスサーバとの間で同期するために、マルチメディア、音楽、ビデオおよ
び／またはそれらの組み合わせを閲覧し、編集し、消去し、スケジューリングすることを
可能にする。全ての変更／要求／転送は、関連するパーソナルコンピュータまたはワイヤ
レスサーバへのＵＳＢ、Ｗｉ－ＦｉまたはＷＡＮ接続のうちの１つ以上の確立時に自律的
に発生し得る。様々な実施形態において、パーソナルコンピュータは、ワイヤレスサーバ
として動作する適切な手段によって構成され得る。モバイルワイヤレス通信デバイスのハ
ードウェアおよびソフトウェアは、ユーザのＰＣのユーザのライブラリ（例えば、ユーザ
のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）またはＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙ
ｅｒ（登録商標）（ＷＭＰ）からの音楽を含むがこれらに限定されない）を、モバイルワ
イヤレス通信デバイスから直接的に管理する、リモート管理ツールを有するマルチメディ
ア同期アプリケーションを含み得る。様々な実施形態は、マルチメディアプレゼンテーシ
ョン、ビデオおよび／または音楽を管理、再生および同期する機能を提供し、これらはＰ
Ｃ同期とリモートアクセスとの間のギャップをブリッジし、このような管理をデスクトッ
プに限定せずにハンドヘルドデバイスからメディア管理を実現する。
【００５４】
　様々な実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスは、ユーザのＰＣ音楽ライ
ブラリ全体へのオフラインアクセスを可能にし、双方向同期を可能にするように構成され
、双方向同期は、モバイルワイヤレス通信デバイスとＰＣ上のターゲットメディアマネー
ジャとの間の無線を含む。例えば、モバイルワイヤレス通信デバイスは、メディアコンテ
ンツのハンドセットへの直接的なストリーミングと関連する限定を避けて、メディアのダ
ウンロードおよび同期をスケジュールするように構成され得る。モバイルワイヤレス通信
デバイスは、リモート管理アプリケーションおよびワイヤレス同期アプリケーションによ
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って構成され得、ここでは各々がモバイルワイヤレス通信デバイスからのユーザのメディ
アライブラリへの直接的なアクセス（最適化コピー）を有する。このライブラリへのアク
セスは、インターネット上の関連するＰＣまたはサーバへのネットワーク接続を必要とし
得ない。ライブラリは、マルチメディアライブラリ、音楽ライブラリ、ビデオライブラリ
またはこれらの組み合わせとして編成され得る。一実施形態において、ユーザの音楽ライ
ブラリの最適化バージョンは、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスに含まれ得、該
デバイスはオフラインの閲覧および管理を可能にし、その結果、最適化された音楽ライブ
ラリファイル（すなわち「インデックス」）がユーザのモバイルワイヤレス通信デバイス
上に存在するが、実際の歌自体には存在しない。ダウンロード／同期に対する任意の編集
または要求が、ＵＳＢ、ＷＡＮまたはＷＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク
）を介する接続時にユーザの関連するＰＣと同期させる。ダウンロードに対して要求され
た新しいメディアコンテンツ（例えば、新しい音楽コンテンツ）は、ダウンロード「マネ
ージャ」／キューに含まれ得、次のＵＳＢまたはＷｉ－Ｆｉ接続時にユーザのデバイスに
送られ得る。ダウンロードは、ワイヤレスネットワークにおける次の接続時に送られ得、
このネットワークにコンピュータが結合される。ユーザが選択すべき実施形態において、
それらはセルラネットワークを介した保留中のダウンロードキューにおける任意の項目の
転送／ダウンロードを行わせ得る。
【００５５】
　様々な実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスは、ハードウェアおよびソ
フトウェアによって構成され得、これらは、ユーザに対する使用の単純な容易さと、モバ
イルワイヤレス通信デバイスとデスクトップマネージャとの間の統合、および／またはパ
ーソナルコンピュータにおいて構成されたワイヤレスサーバのメディア同期アプリケーシ
ョンと、ＵＳＢ同期、ＷＬＡＮ同期、ＷＡＮ同期またはユーザのＰＣとユーザのモバイル
ワイヤレス通信デバイスとの間のそれらの組み合わせを用いた同期のサポートと、様々な
メディアプレーヤ（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）およびＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標
）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ（登録商標）を含むがこれらに限定されない）との統合と
、ライブラリの少量／最適化されたコピーを介して閲覧するためのネットワーク接続なし
に、ユーザがそれらのメディアライブラリをモバイルワイヤレス通信デバイスから直接的
に閲覧する能力と、アルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストによってライブラ
リコンテンツを閲覧する能力と、音楽（例えば、個別の歌、アルバム、アーティスト、プ
レイリストを含むがこれらに限定されない）をダウンロードマネージャ／キューに追加す
る能力と、関連付けられた１つ以上のＰＣへの次のＵＳＢまたはＷｉ－Ｆｉ接続の際にユ
ーザのモバイルワイヤレス通信デバイスとダウンロードキュー内のメディアとを転送／同
期する能力と、ユーザの自宅のＰＣ上のメディアライブラリとの双方向同期とを提供する
。双方向は、ＰＣのアクティビティと類似した方法で行われるモバイルワイヤレス通信デ
バイス上のアクティビティを可能にする。例えば、ユーザが、モバイルワイヤレス通信デ
バイスから音楽を消去し、または、プレイリストを生成／編集する場合に、このデータは
、有線および／またはワイヤレスで転送され得、これらの変更はユーザの関連するＰＣ上
のメディアライブラリに反映されて、これらは特にｉＴｕｎｅｓ（登録商標）およびＷＭ
Ｐを含み得る。さらに、ユーザが、ＰＣ上の１つ以上のライブラリを介してそれらの関連
付けられたＰＣから、音楽を消去し、または、プレイリストを生成／編集する場合には、
このデータは、有線および／またはワイヤレスで転送され得、これらの変更はモバイルワ
イヤレス通信デバイス上に反映される。例えば、ダウンロードのために要求された新しい
メディアコンテンツは、ダウンロードマネージャ／キューに含まれ得、次のＵＳＢ、Ｗｉ
－Ｆｉまたはワイヤレスネットワーク接続の際にユーザのモバイルワイヤレス通信デバイ
スに送信され得る。ユーザは、セルラネットワークを介して保留中のダウンロードキュー
において任意の項目を転送／ダウンロードさせ得ることを選択するであろう。
【００５６】
　様々な実施形態において、モバイルワイヤレス通信デバイスは、セルラデバイスにおい
て使用され得るオペレーティングシステムによって動作するように構成され得る。モバイ
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ルワイヤレス通信デバイスは、ユーザのメディアに無制限のストレージを仮想的に提供す
るために外部制御を有するメディア機能へのアクセスによって構成され得、それらのポー
タブルワイヤレスデバイスから直接的に全てのユーザメディアの必要性を管理するために
ＰＣのデスクトップからの独立性を有して構成され得、ポータブルワイヤレスデバイスか
ら直接的に音楽を発見／獲得するようにオープンマーケットプレイスを有して構成され得
、ポータブルワイヤレスデバイス上で行われるアクティビティの自動的なアップデート／
同期を有して構成され得、ポータブルワイヤレスデバイス上の音楽をその他のデバイス（
例えば、車、ホームステレオ、またはその他のそのようなデバイス）によって再生する能
力を有して構成され得、音楽のＰＣライブラリおよびその他のメディアへアクセスするた
めにユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスからのリモートアクセスを有して構成され
得る。
【００５７】
　様々な実施形態において、メディアワイヤレス同期機能は、図６に示されるようなワイ
ヤレスサーバのインストールによってＰＣ上にインストールされ得る。このインストール
は、ＵＳＢ接続を用いて実現され得る。このインストールは、ＵＳＢ接続を用いて開始さ
れ、インターネット接続を介して完了されるように実現され得る。このインストールは、
Ｗｉ－Ｆｉ接続を用いて実現され得る。このインストールは、Ｗｉ－Ｆｉ接続を用いて開
始され、インターネット接続を介して完了され得るように実現され得る。メディアワイヤ
レス同期機能のインストールの完了後、メディアワイヤレス機能／機能性がイネーブルさ
れたことを示すメッセージがモバイルワイヤレス通信デバイス、ＰＣおよび／またはそれ
ら両方を介してユーザに提供され得る。
【００５８】
　モバイルワイヤレス通信デバイスのメディア同期アプリケーションは、登録に基づいて
、例えば、個人識別（ＰＩＮ）に基づいて、自宅内で複数のモバイルワイヤレス通信デバ
イス／ユーザをサポートし得る。ライブラリおよびこれらのライブラリへの同期は、ＰＣ
の様々なユーザ間で分割され得る。例えば、１人の人物がｉＴｕｎｅｓ（登録商標）のよ
うな１つのライブラリと音楽を同期することを選択し得、別の人物がＷｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ（登録商標）のような別のライブラリと同期するこ
とを選択し得、第３の人物が両方のライブラリと同期することを選択し得る。ＰＣ上のワ
イヤレスサーバのユーザインターフェースは、サポートされたメディアマネージャの動的
選択を可能にし得、同様に最新のメディアマネージャを記憶させる（最新の１つまたはい
くつかのメディアマネージャの識別を格納する）ことを可能にし得、特定のモバイルワイ
ヤレス通信デバイスとこのメディアマネージャとが同期され、この同期に関連するプリフ
ァランスを思い出させる。一実施形態において、ファイルがモバイルワイヤレス通信デバ
イスによってサポートされるまで、ファイルはモバイルワイヤレス通信デバイスに転送さ
れないように指定され得る。ユーザは、特定のファイルまたはファイルタイプが同期に対
して選択可能でないと識別される場合に、グラフィックユーザインターフェースを介して
このことに気付き得る。例えば、ユーザがモバイルワイヤレス通信デバイスから音楽ライ
ブラリを閲覧するときに、同期されるべきでない音楽ファイルがアイコンまたはロック条
件の他のインジケータを用いて示され得る。
【００５９】
　ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスから、ユーザは、ホームＰＣ上のワイヤレス
サーバを介してホームＰＣへの接続性のステータスを観察し得る。この閲覧は、ユーザが
、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷＡＮまたはその他の接続を介してコンテンツを同期および／またはダウ
ンロードすることが可能であると決定することを可能にし得る。図７は、接続性を示すユ
ーザインターフェースの非限定的な例を示す。メディア同期アプリケーションは、ユーザ
に、同期のために音楽を閲覧し、編集し、消去し、スケジュールすることを可能にする、
モバイルワイヤレス通信デバイスから直接的にメディアライブラリを（オフラインで）閲
覧する能力を提供する。全ての変更／要求／音楽転送は、それらのホームＰＣへのＵＳＢ
、Ｗｉ－ＦｉまたはＷＡＮ接続の際に発生し得る。オフラインのホームＰＣ上のワイヤレ
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スサーバによって、ネットワーク接続を介して転送またはダウンロードを開始させること
を試みるときに、ワイヤレスサーバのステータスを示すエラーメッセージが生成され得る
。
【００６０】
　ユーザのＰＣのライブラリによって含まれるユーザの音楽ライブラリの最適化バージョ
ンは、オフラインでの閲覧および管理が可能なユーザのデバイス上に含まれ得る。最適化
されたメディアライブラリファイルは、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイス上のイ
ンデックスとして配置され得る。モバイルワイヤレス通信デバイス中のメディアファイル
は、最適化されたメディアライブラリファイルとは別にモバイルワイヤレス通信デバイス
に格納され得る。デスクトップメディア同期アプリケーションの設定の間（そして任意の
時間において）、ユーザは、リモート管理およびワイヤレス同期に対して構成されること
を望む１つ以上のメディアマネージャを選択し得る。
【００６１】
　ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスから、全音楽ライブラリまたは個別のライブ
ラリに入力することと、全ての歌（曲名）、アーティスト、アルバムおよび音楽ジャンル
によってソートすることとが可能であり得る。ユーザはまた、全てのプレイリストに、規
格およびスマート（自動）ならびにフォルダに含まれるそれらによって閲覧することが可
能であり得る。モバイルワイヤレス通信デバイスからプレイリストを閲覧する場合、ユー
ザはまた、全ての歌（曲名）、アーティスト、アルバムおよび音楽ジャンルによって閲覧
／ソートすることが可能であり得る。閲覧およびソートは、音楽に限定されないが、写真
、ビデオおよび他のマルチメディアプレゼンテーションに適用され得る。ライブラリに含
まれる実際の歌自体ではなく、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイス上に存在するイ
ンデックスとして最適化された音楽ライブラリファイルによって、最適化されたライブラ
リは、十分に小さくあり得、ライブラリがユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスの内
部メモリに格納されることを可能にする。様々な実施形態において、スワッピングメモリ
カードは、リモート管理を使用停止にしない。
【００６２】
　様々な実施形態において、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイス上の最適化された
メディアライブラリファイルは、リフレッシュされ得、ユーザのＰＣ上のメディアライブ
ラリとの同期において保持され得る。この同期は、自動アップデートを提供し得、その結
果、ＰＣへアクセス可能なメディアライブラリのもっとも最新の閲覧がモバイルワイヤレ
ス通信デバイスからユーザに対して利用可能である。アップデートされた／同期されたメ
ディアライブラリのコピーは、デスクトップ音楽同期アプリケーションへの次のＵＳＢ／
ＷＬＡＮ／ＷＡＮ接続の際に、ユーザのモバイルワイヤレス通信デバイスに転送され得る
。
【００６３】
　図８は、ホーム音楽ライブラリにアクセスする際のユーザインターフェースの例を示す
。このユーザインターフェースは、ホーム音楽ライブラリに限定されないが、他のマルチ
メディアプレゼンテーションのライブラリであり得る。示されるように、ユーザインター
フェースは、ユーザの音楽ライブラリ（例えば、ユーザのｉＴｕｎｅｓ（登録商標）また
はＷＭＰ音楽ライブラリ）のアクセスおよび管理を提供し、これは使いやすく、直観的で
あり、ユーザがモバイルワイヤレス通信デバイス上の音楽アプリケーションから直接的に
、それらの音楽ライブラリを容易に閲覧することを可能にする方法で構築され得る。
【００６４】
　それらのホームメディアライブラリを、モバイルワイヤレス通信デバイスから閲覧する
際、この閲覧は、メディアライブラリがローカルのＰＣ上に配置されるのと類似の方法で
提供され得る。図９は、使いやすく、直観的であり、ユーザがモバイルワイヤレス通信デ
バイス上の音楽アプリケーションから直接的に、それらの音楽ライブラリを容易に閲覧す
ることを可能にする方法で構築され得るメディアライブラリを閲覧する例を示す。この閲
覧はまた、ホームライブラリにあるものに関して、モバイルワイヤレス通信デバイス上に
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あるメディアに対するモバイルワイヤレス通信デバイス上にないものの閲覧を提供し得る
。この閲覧はまた、モバイルワイヤレス通信デバイスとの次のＵＳＢ同期、ＷＬＷＮ同期
またはＷＬＡＮ同期の際に、それらのデバイスと転送／同期される保留中のダウンロード
としてメディアダウンロードマネージャに追加されているメディアの閲覧をも提供する。
ユーザはまた、フリー／利用可能なメモリを含む、モバイルワイヤレス通信デバイス上の
メディア、ホームＰＣのような関連するＰＣにおけるメディアおよび保留中のダウンロー
ドのダウンロードマネージャ内のメディアに対応するメモリの総量の指示を提供され得る
。メディアは、さらに様々なカテゴリ（例えば、音楽、ビデオ、および他のマルチメディ
アプレゼンテーション）において提示され得る。
【００６５】
　様々な実施形態において、ユーザがそれらのホーム音楽ライブラリを閲覧する場合、そ
れは、ホームメディアライブラリを編集するために、それらのモバイルワイヤレス通信デ
バイスにローカルなメディアを閲覧する方法に類似し得る。ユーザは、ワイヤレス同期機
能によってリモート管理アプリケーションから、それらのホーム音楽ライブラリを編集す
ることを可能にし得、それらがメディア（例えば、選択されたベースの音楽）を消去し、
そして／またはプレイリストを編集することを可能にする。例えば、選択されたベースは
、個別の歌、アルバム、アーティスト、ジャンルまたはプレイリストに基づいて音楽を編
集することを可能にする。例えば、編集されたプレイリストをベースとして用いることは
、１つ以上のプレイリストに含まれる歌を追加および／または除去することを可能にする
。これらの編集は、ホームＰＣ上でのデスクトップメディア同期アプリケーションへの次
のＵＳＢ／ＷＬＡＮ／ＷＡＮ接続の際に、ユーザのＰＣと１つ以上の対応するメディアマ
ネージャライブラリとを同期し得る。消去動作は、ユーザがモバイルワイヤレス通信デバ
イスのみ（コンピュータ上で保持されるファイル）の特定のライブラリから、または同様
に関連するコンピュータ上の特定のライブラリから、項目を消去することを望むか否かに
ついて迅速に問い合わせることによって達成され得る。
【００６６】
　図１０は、音楽をダウンロードマネージャに追加することに対するユーザインターフェ
ースの例を示す。ユーザのホーム音楽ライブラリを閲覧している間に、ユーザは、保留中
のダウンロードとして、以下のものをダウンロード音楽マネージャに追加し得る。それら
は、個別の歌と、個別のアルバムと、個別のアーティスト（個別のアーティストによる全
ての歌）と、個別のジャンル（単一のジャンルに含まれる全ての歌）と、全体のプレイリ
ストと、音楽を編成するための他のカテゴリとを含む。この追加は、音楽に限定されない
が、その他のマルチメディアプレゼンテーションに適用する。例として、この追加機能は
、上記のカテゴリのうちの任意のものがハイライトされる場合に、「モバイルワイヤレス
通信デバイスとの同期」または「ダウンロードへの追加」と呼ばれるメニュー項目として
示され得る。これは、モバイルワイヤレス通信デバイスにローカルの項目を追加すること
がモバイルワイヤレス通信デバイスに対してローカルなプレイリストに対して取り扱われ
る方法に類似し得る。ユーザは、現在「保留中の同期／ダウンロード」である全ての項目
を閲覧することが可能であり得る。リモートメディアアクセス実装は、ユーザに、全体が
デバイスの利用可能／フリーなメモリ（外部メモリ＋内部メモリ）よりも大きいコンテン
ツをスケジュール／同期することを試みるかどうかを通知し得る。ユーザは、それらのデ
バイス上で、同期を試みているコンテンツ全て（すなわち、メディアダウンロードマネー
ジャまたは「保留中のダウンロード」内にあるもの）、およびモバイルワイヤレス通信デ
バイス内で利用可能なコンテンツ全て、ならびに同期リストまたはデバイスからコンテン
ツを除去するように構築され得るコンテンツ全てを通知／応答待ちされ得る。
【００６７】
　図１１は、ダウンロードマネージャを閲覧するためのユーザインターフェースの例を示
す。この閲覧は、ユーザに、モバイルワイヤレス通信デバイスメディアプレーヤのメディ
アホームスクリーンから直接的に、保留中のダウンロードに対するメディアダウンロード
マネージャを閲覧する能力を提供する。例えば、ダウンロードに対して要求される（保留
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中のダウンロード／キューに追加される）音楽は、次のＵＳＢ、Ｗｉ－ＦｉまたはＷＡＮ
接続の際にモバイルワイヤレス通信デバイスに配信され得る。保留中のダウンロードリス
ト内の項目を閲覧することは、ユーザモバイルワイヤレス通信デバイス上の音楽を閲覧す
ることに類似し得、全ての歌、アルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストおよび
その他のカテゴリによってソート可能であり得る（括弧内で総数とそれぞれとを並べて表
示）。
【００６８】
　ユーザは、分かりやすい方法で、ダウンロードマネージャ内の個別の項目およびダウン
ロードマネージャ内の項目全体に対応するメモリの総量を示す閲覧を提供され得る。以下
のオプションが、ダウンロードマネージャのコンテンツを閲覧する際に、ユーザに利用可
能であり得る。上記オプションとは、（１）消去すること（すなわち、ダウンロードマネ
ージャから項目を除去する）であって、これはデバイスとの転送／同期に要求されなくな
った項目を含み得る、ことと、（２）今ダウンロードすることであって、これはＷＡＮを
介してメディアの手動強制転送を可能にする、こととである。ユーザは、このことが既存
のモバイルワイヤレス通信デバイスデータプランに関するセルラデータチャージをもたら
し得ることを促進され得る。その他のオプションが提供され得る。
【００６９】
　図１２は、コントローラ１２０５とメモリシステム１２２５とを有するシステム１２０
０の実施形態の図を描く。システム１２００はまた、電子装置１２３５とバス１２１５と
を含み、ここでバス１２１５は、システム１２００のコンポーネント間に電気的接続性を
提供する。実施形態において、バス１２１５は、アドレスバス、データバスおよび制御バ
スを含み、それぞれが独立して構成されている。代替の実施形態において、バス１２１５
は、アドレス、データまたは制御のうちの１つ以上を提供するための共通の導電性ライン
を用い、この使用は、コントローラ１２０５によって管理される。バス１２１５は複数の
バスとして実現され得る。実施形態において、電子装置１２３５は、メモリシステム１２
２５に類似の方法で構成された追加のメモリシステムである。実施形態において、１つ以
上の追加の周辺デバイス１２４５がバス１２１５に連結される。実施形態において、周辺
デバイス１２４５は、ディスプレイ、追加のストレージメモリシステムおよび／または他
の制御デバイスを含み得、これらはコントローラ１２０５および／またはメモリシステム
１２２５と関連させて動作し得る。実施形態においてコントローラ１２０５はプロセッサ
である。
【００７０】
　コントローラ１２０５とメモリシステム１２２５とは、メディアコンテンツおよびシス
テム１２００上の関連する情報を管理するように配置され得る。実施形態において、シス
テム１２００はＰＣとして配置される。このＰＣは、ＰＣ全体に分散された手段を含み得
、これはワイヤレスサーバとして動作する。ＰＣとして配置されたシステム１２００は、
本明細書に論じられた様々な実施形態の任意のものに従って動作し得、ＰＣ内のメディア
コンテンツおよび関連する情報を管理するか、そして／またはモバイルワイヤレス通信デ
バイスのような１つ以上のモバイルデバイスと関連させる。
【００７１】
　一実施形態において、システム１２００は、モバイルデバイスとして配置される。モバ
イルデバイスはモバイルワイヤレス通信デバイスであり得る。モバイルデバイスとして配
置されたシステム１２００は、本明細書で論じられる様々な実施形態のうちの任意の実施
形態に従って動作し得、モバイルデバイス内のメディアコンテンツおよび関連する情報を
管理するか、そして／またはメディアコンテンツを管理するソフトウェアおよび／または
ハードウェアを有するＰＣまたはその他の装置と関連させる。
【００７２】
　本明細書で論じられるような、メディアコンテンツを管理する、ＰＣのようなシステム
に対する装置および方法の様々な実施形態または実施形態の組み合わせは、ハードウェア
実装、ソフトウェア実装ならびにハードウェアおよびソフトウェア実装において実現され
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得る。これらの実装は、１つ以上のモバイルデバイスにおいてシステムを動作させるため
の機械実行可能命令を有する機械読み取り可能媒体（コンピュータ実行可能命令を有する
コンピュータ読み取り可能媒体）を含み得、その結果、メディアコンテンツおよび関連す
る情報がシステムとモバイルデバイスとの間で管理される。モバイルワイヤレス通信デバ
イスとのシステムの通信は、安全なベースで行われ得る。機械読み取り可能媒体は媒体の
任意の１種類に限定されない。
【００７３】
　本明細書で論じられるような、モバイルデバイス（例えば、モバイルワイヤレス通信デ
バイス）に対する装置および方法の様々な実施形態または実施形態の組み合わせは、ハー
ドウェア実装、ソフトウェア実装ならびにハードウェアおよびソフトウェア実装において
実現され得る。これらの実装は、１つ以上のモバイルデバイスにおいてシステムを動作さ
せるための機械実行可能命令を有する機械読み取り可能媒体（コンピュータ実行可能命令
を有するコンピュータ読み取り可能媒体）を含み得、その結果、メディアコンテンツおよ
び関連する情報がシステムとモバイルデバイスとの間で管理される。これらの実装は、モ
バイルデバイスのメディアコンテンツおよび該モバイルデバイス内の関連する情報を、Ｐ
Ｃのようなシステムと関連させて、そして／または他のモバイルデバイスと関連させて管
理するようにモバイルデバイスを動作させるための機械実行可能命令を有する機械読み取
り可能媒体（例えば、コンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ読み取り可能媒体
）を含み得る。モバイルワイヤレス通信デバイスとシステムとの間の通信は、安全なベー
スで行われ得る。機械読み取り可能媒体は、任意の１種類の媒体に限定されない。
【００７４】
　特定の実施形態が本明細書に示され、説明されてきたが、同一の目的を達成するために
計算される任意の配置が、示される特定の実施形態と置き換えられ得ることが当業者によ
って認識される。上記の説明は例示であるように意図され、限定を意図されないことと、
本明細書において用いられる表示法または専門用語は説明の目的のためである。上記の実
施形態と他の実施形態との組み合わせが、上記の説明を研究する際に当業者には明らかと
なる。
【００７５】
　（要約）
　メタデータ注入を用いたメディアファイルを管理する装置および方法は、マルチメディ
アデバイスとのユーザの相互作用を向上させる機構を提供する。追加の装置、システムお
よび方法が開示される。
【符号の説明】
【００７６】
１００　システム
１１２　入力部
１１４　処理モジュール
１１６　出力部
１２０－１～１２０－Ｎ　メディア供給源
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