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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソースデータ又は追加データのいずれかをモバイル装置のユーザに提供するとともに、
前記モバイル装置を制御することが可能なコントロール及びプレゼンテーションシステム
であって、前記モバイル装置は、プロセッサと、メモリと、少なくとも近距離通信メカニ
ズムを含む１つ又は複数の無線通信メカニズムと、ユーザインターフェイス・メカニズム
とを有しており、前記システムは：
　データを格納するとともに、該データを無線通信メカニズムを用いて利用可能にするた
めのデータストアと；
　ユーザが近距離データ通信装置の近くの近距離通信範囲内に前記モバイル装置を持ち込
んだときに、少なくとも１つのトリガ条件を含むデータの少なくとも一部又はこのデータ
の識別を近距離通信距離内の前記モバイル装置に送信するための近距離データ通信装置と
；を有しており、
　１つ又は複数の無線通信メカニズムを使用する前記モバイル装置は、前記モバイル装置
のメモリに記憶するために前記近距離データ通信装置から送信されたデータを格納し、前
記モバイル装置のユーザ相互作用とは独立したプロセッサを使用して少なくとも１つのト
リガ条件が当てはまるときを判定し、且つ前記少なくとも１つのトリガ条件が当てはまる
場合に、前記モバイル装置のユーザインターフェイス・メカニズムを制御して前記メモリ
に格納されたデータの少なくとも一部を前記モバイル装置のユーザに提示する、
　コントロール及びプレゼンテーションシステム。
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【請求項２】
　前記モバイル装置がある端末の近距離通信距離内にいるときであって、トリガ条件が当
てはまるときに、１つ以上のデータ又は関連するメッセージを、前記ユーザインターフェ
イスによって前記モバイル装置のユーザに提示させる、
　請求項１に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項３】
　前記トリガ条件は、論理的な又はアルゴリズム的なイベントの組み合わせから形成され
る、
　請求項２に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項４】
　前記トリガ条件は、前記モバイル装置の条件、時間、位置、ユーザ入力、周波数変調（
ＦＭ）無線データシステム（ＲＤＳ）信号、無線自動識別（ＲＦＩＤ）信号、無線ネット
ワークの検出、デジタル放送信号、無線ネットワーク信号、近距離無線通信（ＮＦＣ）装
置への近接から構成されるグループのうちの１つ以上を含む、
　請求項２に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項５】
　前記近距離無線通信装置は、ある区域の近くに存在している、
　請求項４に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項６】
　放送媒体、ＦＭ　ＲＤＳ信号、ＲＦＩＤ信号、デジタル放送信号から構成されるグルー
プのうちの１つ以上を放送するための少なくとも１つの放送媒体装置をさらに有しており
、これらの信号はデータ又はトリガ、或いはデータ及びトリガの両方を含む、
　請求項４に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項７】
　前記データは、カタログ、クーポン、無料券、メディアストリーム、小売り販売環境に
関する特価品を表すデータのグループの１つ以上を含む、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項８】
　デジタル装置のメモリに格納された前記データは、検索可能である、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項９】
　前記データは、金融取引を表す、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項１０】
　前記データは、マルチメディアデータを表す、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項１１】
　売り場端末の位置に関連する少なくとも１つの近距離無線通信装置をさらに含む、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項１２】
　キオスク端末に関連する少なくとも１つの近距離無線通信装置をさらに含む、
　請求項６に記載のコントロール及びプレゼンテーションシステム。
【請求項１３】
　ソースデータ又は追加データのいずれかをモバイル装置のユーザに提供するとともに、
前記モバイル装置を制御するためのコントロール及びプレゼンテーション方法であって、
前記モバイル装置は、プロセッサと、メモリと、少なくとも近距離通信（ＮＦＣ）メカニ
ズムを含む１つ又は複数の無線通信メカニズムと、ユーザインターフェイス・メカニズム
とを有しており、前記方法は：
　データストアにデータを格納するとともに、前記データを無線通信メカニズムを用いて
利用可能にするステップと；
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　ユーザが近距離データ通信装置の近くの近距離通信範囲内に前記モバイル装置を持ち込
んだときに、少なくとも１つのトリガ条件を含むデータの少なくとも一部又はこのデータ
の識別を近距離通信距離内の前記モバイル装置に送信するための近距離データ通信（ＮＦ
Ｃ）装置を提供するステップであって、１つ又は複数の無線通信メカニズムを使用する前
記モバイル装置は、前記モバイル装置のメモリに前記近距離データ通信装置から送信され
たデータを格納し、前記モバイル装置のユーザ相互作用とは独立したプロセッサを使用し
て少なくとも１つのトリガ条件が当てはまるときを判定し、且つ前記少なくとも１つのト
リガ条件が当てはまる場合に、前記モバイル装置のユーザインターフェイス・メカニズム
を制御して前記メモリに格納されたデータの少なくとも一部を前記モバイル装置のユーザ
に提示する、提供するステップと、を含む、
　方法。
【請求項１４】
　前記モバイル装置の時間、位置、ユーザ入力、周波数変調（ＦＭ）無線データシステム
（ＲＤＳ）信号、無線自動識別（ＲＦＩＤ）信号、無線ネットワークの検出、デジタル放
送信号、無線ネットワーク信号、近距離無線通信（ＮＦＣ）装置への近接から構成される
グループのうちの１つ以上にトリガ条件を設定するステップをさらに含む、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ＰＯＳ端末の近距離通信距離内への前記モバイル装置が近接することにトリガ条件を設
定するステップをさらに含む、
　請求項１３に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、ユーザに提示される情報が、同時にユーザに提示されるその他の情
報との時間又はコンテキスト又は位置に基づく関連付けを有する情報に関連付けられる、
モバイル装置のユーザに情報を配信するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告とプロモーション業界は、人々に対して、人々の振る舞いを変化させ、又は影響を
与える情報を配信する能力に依存している業界である。テレビ放送は、複数の情報配信媒
体の１つであり、広告主にとってテレビ番組中のマルチメディア広告放送は、製品又はサ
ービス又はその両方の恩恵となるものを購入し、使用し、検討し、意思を固めるために人
々に影響を与えることを目的としている。イベント、人物、場所、又は物に関する情報を
配信するプロモーション業界では、それらのものを奨励し、促進し、販売する情報を配信
するために、ラジオ、テレビ、イベント中に熱弁を振るう、及びその他の方法を使用する
ことができる。
【０００３】
　この種の情報配信は、時々、プッシュ型広告／プロモーションと呼ばれる。すなわち、
情報の配信は、放送を見ている又はイベントに参加している人に対して、広告主やプロモ
ーターによって押し出される。
【０００４】
　テレビやイベントは、それらのイベント中に広告やプロモーションを実現可能な唯一の
手段ではないことに注意する必要がある。他の手段としては、ネットワークのユーザが利
用できるコンピュータやシステムの世界的なネットワーク、口コミ、印刷物、及びポスタ
ーの使用がある。
【０００５】
　放送のタイミング、放送中の広告のタイミング、及び、イベント、人、場所、又は物が
現れるタイミングは、視聴者、参加者、又は人、場所、又は物の近傍の人の注目を得る必
要がある。更に、たとえ人の注目が得られたとしても、彼らはその後に各状況において彼
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らに提供された情報に従って行動する又は更に確認する状況にはない可能性がある。
【０００６】
　以上の問題は、この明細書に記載され、開示される方法によって少なくとも部分的に解
決される。
【発明の簡単な説明】
【０００７】
　本発明の広範な一態様において、マルチメディアコントロール及びプレゼンテーション
装置であって、装置のユーザに対して、装置のユーザがアクセスできるソース・マルチメ
ディアコンテンツに関連する追加のマルチメディアデータを受信し提供するための装置は
、プロセッサと、追加のマルチメディアデータを有する又は有さないメモリと、１以上の
ワイヤレス通信機構と、ユーザにアクセス可能なソースのマルチメディアコンテンツの直
接的又は間接的な識別、及び、追加のマルチメディアデータ用のデバイスメモリのいずれ
かのチェックのアクティブ化、及び／又は、モバイル装置のメモリで使用できるようにす
るために、追加のマルチメディアデータのためのリクエストを送信し、追加のマルチメデ
ィアデータを受信する、１以上のワイヤレス通信機構の使用のアクティブ化のためのユー
ザクティブ入力を提供し、ユーザインターフェイス機構を制御するためのモバイル装置の
プロセッサ及びメモリを使用して、追加のマルチメディアデータの表すコンテンツをモバ
イル装置のユーザに提示するユーザインターフェイス機構を有するデバイスを含む。
【０００８】
　本発明の別の広範な一態様において、装置のユーザがアクセス可能であるソースのマル
チメディアコンテンツと少なくとも一時的に関連する追加のマルチメディアデータを表す
コンテンツのプレゼンテーションを制御するためのシステムであって、追加のマルチメデ
ィアコンテンツはモバイル装置のユーザが使用できるようにされており、システムは、プ
ロセッサと、追加のマルチメディアデータを有する又は有さないメモリと、１以上のワイ
ヤレス通信機構と、ユーザにアクセス可能なソースのマルチメディアコンテンツの直接的
又は間接的な識別、及び、追加のマルチメディアデータ用のデバイスメモリのいずれかの
チェックのアクティブ化、及び／又は、前記モバイル装置の前記メモリで使用できるよう
にするために、追加のマルチメディアコンテンツのためのリクエストを送信し、追加のマ
ルチメディアデータを受信する、前記１以上のワイヤレス通信機構の使用のアクティブ化
のためのユーザアクティブ入力を提供し、前記ユーザインターフェイス機構を制御するた
めの前記モバイル装置のプロセッサ及びメモリを使用して、前記追加のマルチメディアデ
ータの表すコンテンツを前記モバイル装置の前記ユーザに提示するユーザインターフェイ
ス機構を有するモバイル装置と、１以上のワイヤレス通信機構を使用して、前記モバイル
装置によってアクセス可能な追加のマルチメディアコンテンツの供給源であるリモートデ
ジタルデータメモリを含む。
【０００９】
　説明のために限定して、本明細書内においてデジタル形式の情報をマルチメディアデー
タと称する。ソースのマルチメディアコンテンツは、ある人、本発明においてはモバイル
装置のユーザである人によって、ある時間内に受信された（おそらくモバイル装置のユー
ザが見て聞いた）データである。ソースのマルチメディアコンテンツの例は、テレビ番組
を表示し、モバイル装置のユーザが聞いたり見たりできるようにするデバイスによって受
信された放送テレビ番組を含むが、これらの例に限定されない。
【００１０】
　追加のマルチメディアデータは、ソースのマルチメディアコンテンツと関連し、ソース
のマルチメディアコンテンツがアクセスされている間、又は後でモバイル装置によってア
クセス可能なデータである。追加のマルチメディアデータの例は、テレビ番組の主題に関
する追加情報を提供するファイルへの１つ又は複数のＵＲＬ、テレビ番組の主題に関連す
る１つ又は複数の画像、電子番組ガイド、デジタルデータクーポン、デジタルデータレシ
ート、デジタルデータトークン、及びデジタルデータチケットを含むが、これらの例に限
定されない。
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【００１１】
　上記のデジタルデータクーポン、デジタルデータレシート、デジタルデータトークン、
及びデジタルデータチケットは、テレビ番組中の広告などのソースのマルチメディアコン
テンツに関連する。
【００１２】
　広告やテレビ放送局に関連するトリガー可能な１つ又は複数のトークン（メディアデー
タ（すなわち、１つ又は複数の画像、マルチメディア及びトリガーデータ）を含む）は、
利用可能な追加のマルチメディアデータの別の一例である。
【００１３】
　以下に続く本明細書及び特許請求の範囲を通して、文脈がそうでないことを要求してい
ない限り、「備える」、「含む」、及び「備え」、「含み」などのバリエーションの語句
は、記載された整数又は整数のグループを含めることを意味するが、他の整数又は整数の
グループを排除することを意味しないことが理解されたい。
【００１４】
　この明細書内で任意の先行技術を参照にする場合、そのような先行技術が一般常識の一
部を形成していることへの容認又は何らかの形態の提案として取られるべきではない。
【００１５】
　本発明の一以上の好ましい実施形態の詳細な説明は、例によって本発明の原理を説明す
る添付の図面と共に以下に与えられる。本発明はそのような実施形態に関連して説明され
るが、本発明は、任意の実施形態に限定されるものではないことを理解すべきである。逆
に、本発明の範囲は特許請求の範囲によってのみ限定されており、本発明は、多数の代替
の実施形態、変更例、及び均等物を網羅している。例示の目的のために、多くの具体的な
詳細が本発明の完全な理解をもたらすために、以下の説明に記載されている。本発明はこ
れら特定の詳細の一部又は全部を伴わなくても特許請求の範囲に従って実施することがで
きる。明確にする目的のために、本発明に関連する技術分野で既知の技術材料は、本発明
を不必要に不明瞭にしないように詳細には記載されていない。
【００１６】
　コンピュータ、コンピュータネットワーキング、ソフトウェアプログラミング、遠隔通
信等に関する詳細は、完全な理解を得る必要はなく、本発明を実施する際に当業者を制限
する必要もないと考えられ、あっても当業者の能力内であると考えられるので、具体的に
説明されない場合もある。
【００１７】
　本明細書内で開示された実施形態と関連して説明されている様々な例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、回路、及びアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コンピュー
タソフトウェア、又はその両方の組み合わせとして実装され得ることを、当業者は更に理
解しているであろう。このハードウェアとソフトウェアが交換可能であることを明確に説
明するために、様々なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが例
示され、概してそれらの機能面が上述された。そのような機能がハードウェアとして実装
されるか又はソフトウェアとして実装されるかは、特定のアプリケーションやシステム全
体に課せられた設計制約に依存する。熟練した職人たちは、それぞれ特定のアプリケーシ
ョンに対して様々な方法で、説明された機能を実装することができるが、そのような実装
の決定は、本発明の範囲から逸脱するものと解釈されるべきではない。
【００１８】
　本明細書内で開示される実施形態に関連して説明される方法又はアルゴリズムのステッ
プは、ハードウェア内に直接、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内
に、又はこれら２つの組み合わせで具現化されることができる。ハードウェア実装の場合
、処理は、１以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本明細書内に記載される機能を実行するよう
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に設計された他の電子ユニット、又はそれらの組み合わせの内部で実装可能である。また
、コンピュータプログラム、コンピュータコード、又は命令として知られるソフトウェア
モジュールは、多くのソースコード又はオブジェクトコードのセグメント又は命令を含む
ことができ、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、レジ
スタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、又はコ
ンピュータ可読媒体の他の形態などの任意のコンピュータ可読媒体内に常駐することがで
きる。あるいはまた、コンピュータ可読媒体は、プロセッサと一体になることが可能であ
る。プロセッサ及びコンピュータ可読媒体は、ＡＳＩＣ又は関連するデバイス内に存在す
ることができる。ソフトウェアコードは、メモリユニット内に格納され、プロセッサによ
って実行されることができる。メモリユニットは、プロセッサ内に実装され、又は当業者
に既知の種々の手段を介してプロセッサに通信可能に結合することができる場合にはプロ
セッサの外部に実装されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ソースのマルチメディアデータが放送される方法の一例を模式的に示す。
【図２】ソースのマルチメディアデータが存在する間に追加のマルチメディアデータが存
在することができる方法の一例を模式的に示す。
【図３】ソースのマルチメディアデータにアクセスできる間に、多くの追加のマルチメデ
ィアデータのオプションがユーザによって選択され得る方法を模式的に示す。
【図４ａ】モバイル装置を用いてテレビのチャンネルを選択するユーザを示す。
【図４ｂ】モバイル装置上で選択されたラジオソースを示す。
【図４ｃ】テレビチャンネル９が選択されているときの、テレビとモバイル装置の画面上
に存在するデータを示す。
【図４ｄ】テレビチャンネル１２が選択されているときの、テレビとモバイル装置の画面
上に存在するデータを示す。
【図５】ソースのマルチメディアデータが利用可能な間に、追加のマルチメディアデータ
が存在し、通信チャンネルによってモバイル装置と通信することを模式的に示す。
【図６】追加のマルチメディアデータにアクセスするモバイル装置のプロセスフロー図を
示す。
【図７】ソースのマルチメディアデータと追加のマルチメディアデータを受信し処理する
ことができるモバイル装置を形成する機能ブロックを表す。
【図８】ソースのマルチメディアデータを提供することができる、テレビ、ラジオ、セッ
トトップボックス、ＤＶＤプレーヤー、ＰＶＲ等の装置の機能ブロックを表す。
【図９】外部のサーバと通信するモバイル装置と、それがローカルに制御するテレビ画面
との相互作用を示す体系的表現である。
【図１０ａ】、
【図１０ｂ】、
【図１０ｃ】サーバと電子通信を行うモバイル装置の能力は、リモコンデバイス（リモー
トコントロールデバイス）上に表示されるメッセージ、情報、広告が、時間、場所、視聴
者に放送されている番組と関連したコンテンツを有することができることを意味する一連
の体系的表現を示す。
【図１１】モバイル装置のディスプレイに、メッセージ、情報、広告の１コマの新たなメ
ディア表示をもたらすために、モバイル装置が様々な制御可能なデバイスと相互作用する
方法を示す、図９のより詳細な体系的表現である。
【図１２】ユーザがテレビでテレビ放送を見ている場合に、追加のマルチメディアデータ
がモバイル装置のディスプレイに表示され得る方法と、ユーザがこのデータと対話するこ
とができる方法を示す。
【図１３】ユーザがモバイル装置でメディアストリームを見ている場合に、追加のマルチ
メディアデータがモバイル装置のディスプレイに表示され得る方法と、ユーザがこのデー
タと対話することができる方法を示す。
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【図１４】ユーザが外部のラジオを通してラジオ局を聞いている場合に、追加のマルチメ
ディアデータがモバイル装置のディスプレイに表示され得る方法と、ユーザがこのデータ
と対話することができる方法を示す。
【図１５】ユーザがモバイル装置を用いてラジオ局を聞いている場合に、追加のマルチメ
ディアデータがモバイル装置のディスプレイに表示され得る方法と、ユーザがこのデータ
と対話することができる方法を示す。
【図１６】ユーザがライブ音楽コンサートにいる間に、追加のマルチメディアデータがモ
バイル装置のディスプレイに表示され得る方法と、ユーザがこのデータと対話することが
できる方法を示す。
【図１７ａ】ユーザが検出されていない状態における、ユーザ近接機能とユーザ検出機能
を有するモバイル装置を示す。
【図１７ｂ】ユーザの存在を検出する図１７ａのモバイル装置を示す。
【図１８】追加のマルチメディアデータが同じテレビ放送の複数の視聴者に異なるデータ
を同時に表示可能な構成を示す。
【図１９】ファイル、画像及び／又はアプリケーションのモバイル装置へのダウンロード
時にモバイル装置上で実行されるような通信プロトコルを使用せずに、モバイル装置のユ
ーザがピアツーピアネットワーク構成の速度の利点を体験するために、Ｆｌａｓｈ　Ｐｌ
ａｙｅｒ又は他のプロトコルを使用することに関連する本発明の好ましい実施形態を模式
的に示す。
【図２０】モバイル装置のユーザが店のワイヤレスネットワークにログオンする構成を示
す。しばらくした後に、ユーザはワイヤレスネットワークの近傍を離れ、帰宅する。更な
る時間後に、デバイスはもはやいかなるワイヤレスネットワーク又はサーバにも接続され
ていないにもかかわらず、カタログやクーポン券や他のオファーに関する追加のマルチメ
ディアデータが、モバイル装置のディスプレイ上でユーザに表示される。
【図２１】モバイル装置のユーザが、キオスク又は近接ゲートなどのアクセスポイントを
用いた小売店のワイヤレスネットワークにログオンする構成を示す。ユーザが店内にいる
間、モバイル装置はサーバと通信し、ユーザがチェックアウトしたとき、購入リストと追
加のマルチメディアデータが、近距離近接通信を用いてモバイル装置に送信される。
【図２２】データがＦＭ　ＲＤＳワイヤレスシステムを用いて送信され、その後モバイル
装置の画面上に表示される場合における、トリガーイベントを含む追加のマルチメディア
データのプレゼンテーションをサービスプロバイダが設計する方法を示す。
【図２３】ユーザがローカルサービスディレクトリを選択し、ファーストフードレストラ
ンがユーザに対して彼らのリストを強調するためにＦＭ　ＲＤＳ送信トリガーを使用した
方法を示す。
【図２４ａ】録画されたソース番組を早送り中に、テレビの画面上に見られるような歪ん
だ画像を示す。
【図２４ｂ】早送り動作中の所定の広告の表示を示す。
【図２４ｃ】図２４ｂの表示のはめ込みバージョンを示す。
【図２５】起床し、その日の予定に参加し、その後オフィスへ向かうというシナリオ内で
支援されるユーザをハンドヘルド電子デバイスが支援可能である、本発明の好ましい一実
施形態における方法に関する一例を模式的に示す。
【図２６】本発明の好ましい実施形態におけるデバイスのユーザが、車両を運転するコン
テキストにある更なるアプリケーションを示す。
【本発明の実施形態の詳細な説明】
【００２０】
　本発明は、モバイル（少なくとも１つの実施形態において）、テレビなどのメディアプ
レイユニット、又はラジオ、又はデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）プレーヤーなどのメ
ディアプレーヤーのリモコンデバイスが、ユーザに対して提示されるメッセージ、情報、
広告等をその大部分において削除又は変更するように制御されている間、一実施形態にお
いて、情報メッセージ、情報トークン、又は広告のための手法及びメディアを提供するこ
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とができる方法を提供する。
【００２１】
　本発明はまた、情報、広告、公共広告などのプロバイダと、電子ハンドヘルドデバイス
を通して提供されるこのような素材の消費者との間で情報を電子交換する手段に部分的に
関連している。
【００２２】
　本発明の更に別の一態様は、実質的にユーザの習慣の理解を形成する方法及び装置の組
み合わせをモバイル装置が使用する能力に関するものであり、両者はユーザの日常業務と
更にユーザの個人的な嗜好に関連し、これによって、どのように又はどんな情報がユーザ
に提示されるかをフィルタリングする、修正する、又はもたらすことができ、これは同様
にユーザ及びコンテンツプロバイダに利益をもたらすだけでなく、不適切な行為又は不適
切な無為の結果として警告を提供することを通してユーザの保護を支援することができる
。
【００２３】
　多くのユーザによって使用されるとき、本発明を実施する際、追加のマルチメディアデ
ータを要求するユーザは大多数になるので、１以上のデータベースやウェブサーバから同
時にアクセスされることがある。また従って、本発明は、要求された追加のマルチメディ
アデータをすべてのユーザに提供できないことを含む、潜在的に発生する可能性のある副
作用の問題に対する解決法を提供する。したがって、この問題に対する相互に関連する多
くの解決法を提供し、その結果、ソースのマルチメディアデータのコンテンツプロバイダ
、放送事業者、そして最終的に受信者に対して幅広い利益をもたらすシステムを提供する
ことが、本発明の意図である。
【００２４】
　本発明の文脈における用語「ユーザ」は、音声、映像、又はそれらの両方を含むことが
可能ないくつかのマルチメディア媒体として、それが放送メディアの形態を介して配信さ
れるかどうか、インターネットを介してアクセスされるかどうか、事前にあらかじめ記録
された媒体から再生されるかどうかに関係なく、単にマルチメディアデータが配信される
又は視聴される人として解釈されなければならないことに注意すべきである。
【００２５】
　多くの例が、好ましい実施形態を示して以下で説明され、本発明は限定的なアプリケー
ションに応用され得る方法を示すようなやり方で示されるが、それが、本発明を提供でき
る唯一の方法であると見なされるべきではない。
【００２６】
　テレビやラジオネットワーク、特に商業的志向組織が享受する主要な収入源の一つは、
特定の番組の放送中にその製品を売り込みたいと思っている広告主にサービスを提供する
ことができることである。
【００２７】
　番組がより人気の高いものであれば、その番組はより多くの消費者を引き付けるので、
マーケティング担当者は、商業的開発の有望な発展のために彼又は彼女の商品やサービス
をより大多数の潜在的聴衆に対して提示できる。
【００２８】
　かねてから、パーソナルビデオレコーダー（ＰＶＲ）やＤＶＤプレーヤーなどのマルチ
メディアの録画及び再生装置で使用される場合、事前に録画された番組を早送り又は停止
できるリモコンがほとんどの電化製品で利用可能となっている。テレビのリモコンなどの
このような装置等は一般的に、音声を減少又は完全に除去することさえできるミュートボ
タンも備えており、その機能は、定期的に視聴される番組のコンテンツ中よりも、オーデ
ィオレベルが上げられている場合が多いと思われる広告中において使用される。
【００２９】
　また、自動的に広告等を削除して空白にする機能を用いて、ユーザがデジタル番組を録
画することができる多種多様な電子機器が、今、現在の購入層の各々に利用可能となって



(9) JP 5908400 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

いる。
【００３０】
　現在、いくつかのプロバイダは、ＴｉＶｏ、Ｉｃｅ　ＴＶ等のほとんどのグローバル市
場に参入しており、ユーザが購読料等を支払うと、プロバイダは、ボタンのタッチによっ
て、ユーザが自動的に番組を録画して、広告を削除することができる電子番組ガイド（Ｅ
ＰＧ）を送信する。
【００３１】
　このようにして、「タイムシフト」することにより、ユーザは、視聴者が好きな番組を
視聴しているときに口述されるコマーシャルステーションを停止できる技術を利用できる
。今や、ユーザはコマーシャルや宣伝文句を早送りできるようになったので、ユーザは、
もはやセットトップボックス（ＳＴＢ）やデジタルラジオ等を介して、ＰＶＲ又はライブ
コンテンツを通じて録画した番組の再生中のコマーシャルをじっと座って見ることを強制
されなくなった。
【００３２】
　広告業界やテレビ業界は、広告効果の財政面での損失を認識することとなるだろう。
【００３３】
　したがって、本実施形態では、デバイス及び装置が、例えば、テレビ局やラジオ局など
のソースのマルチメディアデータに関連する追加のマルチメディアデータを、より押しつ
けがましくなく、より便利な方法で取得する機能を提供する。特に、ボタンのタッチを通
して、音声を消去したり、早送りをしたり、タイムシフトをしたり、又は単にミュートに
したりすることによって、コンテンツが設計された視聴環境を消費者が操作する場合、こ
れらを消費者がリモートコントロールできる技術をもつことができる事実にもかかわらず
、放送されるメディアの使用を介する等によって、ソースのコンテンツが送られる視聴者
に、メッセージ、情報、及び広告を提示することができる手段を、広告主、その他の企業
やコンテンツプロバイダに提供する。
【００３４】
　本発明の一実施形態では、リモコンとユーザとの相互作用の結果として、ミュートされ
た状態または音量が低下した状態になると、リモコン上に、追加の情報を自動的にリモコ
ンのユーザに提示することができる。
【００３５】
　広告などから音声を除去するためのミュートボタンをユーザが押下すると、消音環境用
に特別に設計され得るより適切に設計された広告を、元の広告の代わりに視聴者に提示す
ることができる。又は更に、この機構がなければ、広告のメッセージの意図が失われ又は
削減されてしまったであろう有望な視聴者に広告のメッセージの意図を提示することを促
進する一連のキャプション、言葉、スローガンやその他のメッセージを、リモコンの画面
上に表示できる例を示す。
【００３６】
　したがって、この例では音声なしで見た広告は、提供する電化製品の望ましさを視聴者
に実際には完全には伝えることができないかもしれない。しかしながら、この間に、リモ
コンは、音声がミュートにされていることを検出し、この場合、広告が画面上に再生され
ているときに、書かれた言葉の中に提案や望ましさを含んでいるキャプションが表示され
又は広告と重なって表示される場合、代替行動を引き起こす引き金となる。こうして、視
聴者は、音声が削除されていても、コンテンツプロバイダの意図したメッセージを受け取
る。
【００３７】
　本発明の別の一実施形態は、ユーザとリモコンとの相互作用の結果としてコンテンツを
早送り、巻き戻し、又は一時停止している間に、自動的に代替の追加情報をユーザに提示
することができる。
【００３８】
　当業者が理解しているように、画面上の画像を操作又は変更するために、早送り又は同
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様の操作がリモコン上のボタンの押下げでなされる場合、視聴者が早送り機能ボタンをを
押下して、消去され歪んだ画像を通してテレビのコマーシャルを高速で見るときに予想で
きるように、すべての音声は放送から失われる。
【００３９】
　早送り、巻き戻し、一時停止、又は同様の機能が作動している間、リモートコントロー
ル、テレビ、ＳＴＢ、ＤＶＤプレーヤーなどは、この動作を検出することができると同時
に、判読可能な画像又はメッセージを視聴者に提示するために、実際には歪んだ画像を静
止した又は適度に遅くした画像の代わりの画像及び又は音声をリアルタイムに表示するこ
とができる。前述したように、失われた音声を補うために、この代替コンテンツにキャプ
ションを追加することもできる。
【００４０】
　したがって、この例では、もはや判読可能な画像又は音声の無い早送りされている広告
は、ある特定の家電製品に関連する長所及び画像を視聴者に伝えることもできない。しか
しながら、この間、例えば、テレビやＤＶＤプレーヤー等制御可能なデバイスであるリモ
コン及び被制御装置は、ユーザが早送りをしていることを検出した場合、キャプションが
表示され又は重なって表示された最新家電製品の静止画像かもしれない代替のマルチメデ
ィアビデオソースである代替アクションを引き起こす引き金となる。ここで再び、視聴者
は、早送り動作により画像が歪み、音声が除去されている時でさえ、コンテンツプロバイ
ダのメッセージの意図を受け取る。
【００４１】
　また、当業者が認識するように、テレビ、特にデジタルテレビ及び他の家電製品は、そ
の家電製品が伝統的に行ってきた単純な単一タスクを超えた機能を発展させている。例え
ば、デジタルテレビは、もはや単にテレビ放送の題材を受け取るのではなく、現在はワイ
ヤレス及びマルチメディアインターフェイスを介して他の多数のデバイスと接続すること
ができ、これによっていくつかのソースからコンテンツをストリーミングすることができ
る。したがって、多くの装置は、複数の放送を同時に受信する能力を有する複数のチュー
ナーを有する。
【００４２】
　デジタルテレビ放送局は、データを送信できる多くのチャンネルを利用できる必要があ
る。多くの場合、これらのチャンネルは、低解像度のディスプレイに対応するため、又は
遠隔の受信者による視聴に対応するために、別の解像度のフォーマットで電子又はインタ
ラクティブな番組ガイド又はコンテンツのビデオストリーミングするために使用される。
【００４３】
　したがって一実施形態では、代替コンテンツは、利用可能な放送チャンネルのうちの１
つである第２放送ソースからストリーミングされたり、それ自体が代替の追加のマルチメ
ディアデータコンテンツのソースであり得る、ＳＴＢ等からの代替マルチメディア入力の
うちの１つを介して受信される。
【００４４】
　このコンテンツの表示は、歪んだ早送りの画像の代わりに、テレビのメイン表示画面に
表示でき、又は、鮮明で判読可能なビデオストリームとして画像機構内のテレビの画像の
一部として表示できる。そして、リモコンのユーザが、この鮮明な画像を見ることにより
、そうでなければ失われてしまったであろう、コンテンツプロバイダの視聴者へ広告メッ
セージを伝える追加手段を提供する追加の機会を持つことが期待される。
【００４５】
　ライブポーズ機能が提供されていない機器で発生する可能性のある別の状況では、番組
がライブで視聴されている場合、つまり、前もって録画され、その後、再生するというタ
イムシフトがない場合、早送り又は番組から広告を削除する方法は存在しないので、視聴
者は広告キャンペーンの完全な効果に耐えなければならない。しかしながら、本発明では
、番組の話題を補い、視聴者にとって関心がないかもしれない広告が提供されている間、
時間を過ごすための多くのより魅力的な選択肢を視聴者に提供することができる追加情報
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を視聴者に提示することができる。
【００４６】
　しかしながら、有利なことに、本発明は、潜在的には無関係な広告や情報の連続的なス
トリームを提供することができるので、追加又は代替の広告又はメッセージのセットを可
能にし、ユーザとの対話やユーザの嗜好の理解を通じて、ユーザ又はユーザ層の嗜好や興
味に応じて変更したユーザコンテンツを提供するする機構を提供することができる。
【００４７】
　したがって、選択された層又は個々のユーザに対して、代替の情報や潜在的により効果
的に焦点を合わせた情報を、テレビやラジオなどの放送媒体、ＤＶＤなどの配布されるコ
ンテンツ、又はコンテンツプロバイダや広告主が本来意図している実時間の利点を失った
タイムシフトされたコンテンツさえも媒体にして提供することが可能である。
【００４８】
　開発されたシステムにより、広告主、サービスプロバイダ及びコンテンツプロバイダ、
テレビ局及びラジオ局などを利するのに加え、番組の消費者又は視聴者によっても顕著な
利益を実現できる。
【００４９】
　したがって、本発明の一形態では、例えば、ボタン、タッチスクリーン、音声認識、ジ
ェスチャー、又は光学認識を使用したテレビ、ラジオ、又はコンピュータモニタによって
、消費されるコンテンツを制御するために使用されるハンドヘルドリモコン又はモバイル
装置が提供されるが、これは本発明の唯一の形態である必要はなく、最も広い形態である
必要もない。
【００５０】
　更に、前記モバイル装置は、コントロールボタン、ウィジェット等、ユーザプロンプト
、メッセージ、トークン／クーポン、公共サービスの発表、及びユーザが視聴及び対話す
るための他のコンテンツなどの情報を提示するためのディスプレイ及びスピーカーを装備
することができる。
【００５１】
　ある実施形態では、デバイスは、加速度計などを備えることができ、これによって単に
デバイスを手に取るだけで、リモコンのディスプレイ又は他のデバイス画面上に表示され
る情報、又はプロバイダ又は外部ソースを介して交換されるデータに対するイベントとし
て登録する。また、他のイベントは、ビデオ認識、静電容量式又は他の近接センシング、
熱感知などを用いてユーザの存在を検出できるようにするための情報制御又はデータ制御
に使用できる。
【００５２】
　別の一実施形態では、デバイスは、ユーザ認識の目的のためにカメラを備えることがで
き、これによって複数のユーザがリモコンにアクセスし使用する可能性のある場合でさえ
も、その個々のユーザの嗜好を反映したユーザの好みを画面に提供できる。
【００５３】
　有利なことに、単なるテレビ画面、ラジオのスピーカーやモニター以外の、それ自体で
そこに情報、メッセージ、広告などを配信できる別のメディアを提供することができる。
【００５４】
　したがって、過去に改良された技術の出現を通じて、特にデジタルテレビの使用によっ
て、人々は番組を録画し、それらを好きなときに見ることができるようになり、本実施形
態によって、リモコンのボタンのタッチによってでさえ、コマーシャルを削除又は早送り
することができるようになった。高速トラッキング、巻き戻し、一時停止、スキップ、ミ
ュート、又はテレビ画面からのコマーシャルの削除の効果をもたらすリモコンボタンをユ
ーザが押した場合に、たとえほんの瞬間的であっても、リモコンデバイス上に表示される
メッセージ、ロゴ、又はアナウンスの照明があるメディアはまだ利用可能である。
【００５５】
　メッセージは、音声と画像からなる追加のマルチメディアストリームであることが好ま
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しい。
【００５６】
　有利なことに、このような構成においてリモコンは、ユーザインターフェイスのうちの
１つ（おそらく触覚グラフィカルインターフェイス）の操作キー又はタブがユーザによっ
て押される又はタッチされるとすぐに、例として、例えば、広告の１コマ又はその他の情
報、トークン、又はメッセージによって、リモコンの画面上に視覚化が実現される。
【００５７】
　消費者は、自分の好きなコンテンツプロバイダからウェブ経由でコンテンツをダウンロ
ードする傾向が大きい。この市場のシフトは、例えば、ポータブルメディアプレーヤー、
インターネット接続されたタブレット型コンピュータ、コンテンツ、及び携帯電話上で提
供されているインターネットプランなどのインターネット接続される広範な数のデバイス
の導入に一部起因している。これは、「今すぐ購入」を期待する消費者世代に導くもので
ある。
【００５８】
　例えば、ある曲をラジオで聞いた場合、かつては、メディアは、ＣＤや他の物理メディ
アの小売店を通して購入されたのに対し、消費者は今やｉＴｕｎｅｓなどのオンラインス
トアを介してそのコンテンツを購入できる多くの方法を持っている。有利なことに、本発
明のアイデアによって、消費者は、メッセージ、広告、コンテンツ、通貨、及びその他の
クーポンを提示され、消費者はそれらに応じて、視聴する、保存する、購入する、又は単
に関心を登録することによって即座に反応できる。
【００５９】
　消費者は本質的に、彼らにとって興味のある番組を見たり、聴いたりする。そのため、
番組のコンテンツに関連する主題もまた、彼らが関心を持つ可能性があると仮定するのは
合理的である。本発明が、番組を見たり、聴いたりするときのユーザの体験を大幅に向上
させることができるのはこの概念である。本発明では、ソースのマルチメディアコンテン
ツプロバイダは、直接番組と関連するコンテンツ及びサービス、及び、番組のトピック又
はジャンルに何らかの形で関連するので、消費者が関心を持っていると思われるコンテン
ツ及びサービスを提供できる。
【００６０】
　現在、番組中に表示される広告は、多くの場合、番組のコンテンツに直接関連していな
いので、視聴者が関心を持たないのかもしれない。しかしながら、消費者が本発明へアク
セスすると、ユーザの体験は大幅に向上できる。これは、以下の多くの例の中で示すこと
ができる。
【００６１】
　視聴者は、ナショナルジオグラフィックチャンネルのドキュメンタリーを見ることを選
択した。それは、生放送であるので、広告を早送りする機構はない。それは、アマゾンの
熱帯雨林の動物と生息地の破壊による影響に関する内容である。ビール、ソフトドリンク
、又は最新のスポーツカーなどの製品の広告が、この番組中に表示されることがある。し
かしながら、本発明によって、テレビのネットワークは、一般的に熱帯雨林に関連した補
足的なコンテンツや、地球上で私たちのフットプリントを削減する方法に関するコンテン
ツも提供する。例えば、番組が始まると、番組の過程で利用可能な詳細情報を示すメッセ
ージが、テレビ又はリモコンの画面上に表示される。
【００６２】
　視聴１０分後に、最新のスポーツカーのための広告のメッセージが現れ、メーカーのロ
ゴを示すメッセージがリモート（リモコン）に表示され、追加情報のアイコンが視聴者の
リモコンの画面上に表示される。追加情報のアイコンは、ビールメーカーや自動車メーカ
ーのインターネットのウェブサイトのホームページ及びソフトドリンクの提供などの、番
組の現在のスポンサーのためのリンクへ視聴者を導く。しかしながら、タスマニア熱帯雨
林やハイブリッドカーのウェブサイトへのリンクも表示される。視聴者は、広告中に音声
をミュートにするリモコンのミュートボタンを押す。その瞬間、自動車メーカーからの一
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連のスローガンが、ミュート状態の間、メッセージの意図を支援するために、テレビの画
面上に重ねて表示される。
【００６３】
　広告の再生中、視聴者は一時的にタスマニアの熱帯雨林のリンクを見る。それは興味深
いので、視聴者は後でより詳細に調べるためにこのリンクを保存することを選択する。広
告が終わり、視聴者は、通常どおりに番組を視聴し続ける。番組の終了時に、視聴者が、
今見た番組のＤＶＤを注文したり、「アマゾンの保存」基金にお金を寄付したりすること
を可能にする別のメッセージが、リモコン上に表示される。ユーザは、ＰａｙＰａｌ又は
携帯電話のサービスプロバイダから提供されたクレジットシステムなどのリモコンに実装
されているオンライン決済システムを使用して＄２．００を寄付することを決める。視聴
者はテレビを見るのを終了し、以前に保存したタスマニアの熱帯雨林のウェブサイトのコ
ンテンツをより詳細に調査することを決める。
【００６４】
　別の一例として、テレビ局は人気のアーティストによって行われている音楽コンサート
を放送することができる。放送中の各曲の終わりには、ユーザがその曲を購入してダウン
ロードできるようにするメッセージが、リモート（リモコン）の画面に表示される。その
アーティストの現在のナンバー１ヒット曲には３つのバージョンがある。ユーザは、拡張
ライブバージョンを選択し、その曲を購入するためのリンクに従う。購入されたトラック
は、スポンサーのサーバから取得され、リモコンに直接ダウンロードされるか、又はそれ
を後でダウンロードできるようなリンクがユーザに電子メールで送信される。
【００６５】
　もう一つの例は、ファーストフードの広告がテレビに現れるというものである。午後６
時に、広告のポジショニングの時間となっており、それは多くの視聴者が彼らの夕食用に
食べるものを考えている時間と一致している。同時にアイコンが、リモコンの画面上に表
示され、ファーストフード会社のロゴが表示される。視聴者はロゴをタッチし、引き換え
トークン／クーポンが使用できることが視聴者に明らかになる。このトークン／クーポン
番号が、今後２４時間にファーストフード会社の店舗のうちの１つで提示された場合、顧
客は請求書から１０％を受け取る。視聴者は、このオファーを気に入り、その日の夕方に
地元の店舗へ行くことを決める。
【００６６】
　ラジオ放送局をリスナーが聴いている更に別の一例を示す。各曲又は番組セグメントの
間に、「曲の購入」アイコンが、モバイル装置のディスプレイに表示される。リスナーは
、関心のある曲を聴いて、アイコンを押す。これによって、リスナーは現在再生中の曲を
又は以前に再生した曲や関連する曲のリストから選択して購入することができる。現在再
生中の曲は、３つのバージョンが購入可能であるので、リスナーはオリジナルのスタジオ
バージョンを選択し、曲はハンドセット（モバイル装置）にダウンロードされる。聴取時
に、地元の健康食品店舗の広告がラジオに現れる。アイコンが、リモコンの画面に表示さ
れ、リスナーは「クーポンを受け入れる」オプションにタッチする。それに応じて、クー
ポンは、リモコンの「マイクーポン」フォルダに保存され、ユーザが以前に受け入れるこ
とを選択した他のクーポン券に追加される。次に食品店舗を訪れる際に、リスナーは、今
や便利なことにクーポンのオファーを交換することができる。
【００６７】
　したがって、過去にリモコンが単一の「ボタンをタッチ」を有効にし、効果的に早送り
、ミュート、又は広告をスキップする間（これは実際、本発明の駆動力となっているのだ
が）、商業テレビ及びラジオでの広告の性質を変更し、消費者にとって別のより魅力的な
視聴パターンを可能にする。
【００６８】
　ここで、広告をスキップする又は削除するために、ＰＶＲ又はＳＴＢ等において単にボ
タンを押すことによって無料放送のメディア広告の有効性を、新技術は効果的に減らして
いるかもしれないが、この装置は全く違った新しいものを提供する。
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【００６９】
　有利なことに、視聴者が視聴画面上やラジオのスピーカーから流れる番組を操作するた
めにリモコンに触れるときはいつでも、音声、画像やテキスト情報などの追加のマルチメ
ディアコンテンツをリモコンに表示できる。
【００７０】
　リモコンは、外部の第三者のサーバから情報を送受信するために、ワイヤレス通信、ロ
ジック及び電子記憶容量を更に備えることが好ましい。送信される情報は、リモコンを保
持している視聴者の時間、場所及び放送の詳細を備え、その後、それらはリモートサーバ
からの分析下において、音声、画像、及び特定の時間、場所、及び現在視聴されているコ
ンテンツに適用可能な追加のデータのメディアストリームを介して送信されるであろう。
【００７１】
　リモコンは、サーバ等と継続的なワイヤレス通信を行うことができるので、時間、場所
、及びメディアコンテンツの認識を解析することができ、その中において、音声及び画像
等、及び次回ユーザが、視聴される番組の内容に影響を与えるためにリモコンの機能キー
のいずれかを操作するときに、非常にターゲットを絞ったコンテンツを提供できる追加の
データで構成される相関情報ストリームをリモコンへ送信する。
【００７２】
　有利なことに、リアルタイムで、消費者の時間、場所及びコンテキストの認識は、広告
の１コマなどを提示するこの手段によって考慮される。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、デバイスを購入するとき、ユーザは、コントローラとサーバ
間で交換される情報が、ユーザの層及び他の提供される特性と関連することができるよう
に、彼又は彼女自身についての情報を提供することができる。
【００７４】
　既存の技術のもと、ある人が、コマーシャルを早送り又はスキップする傾向があり、録
画した番組を単に再生する場合、任意のイベント内のこれらのコマーシャルは、録画した
番組が視聴される時点では視聴者にとってはあまり適していないかもしれないと、当業者
は助言するであろう。
【００７５】
　例えば、番組が元々午後に放送された場合、広告主は、ビール、清掃用品、化粧品、食
品及び飲料品など、その時間に合ったアイテムを提示することに興味を持ったであろう。
一方、再生される番組が夜遅くにタイムシフトされた場合、より大人向けの製品及びサー
ビスが、その時点で番組の視聴中に提示されるのがより適切かもしれない。
【００７６】
　したがって、深夜に視聴者が後ろに座ってタイムシフト機能を利用し、単にある特定の
ボタンを押して録画した番組の放送中のコマーシャルを消去又は早送りすることができる
とき、同時に彼／彼女のリモコンは、外部サーバと情報を交換し、その後、視聴者がリモ
コンのボタンを押した瞬間に通信を返し、リモコンの画面上にメッセージ、広告、コミュ
ニティの発表、又は、番組コンテンツ又は消費者やその他の基準層に相関する可能性のあ
るその他の情報を表示する。
【００７７】
　テレビコマーシャルの削除又は早送りのために「ボタンをタッチ」をスローガンとして
いるＴｉＶｏ等のようなサービスプロバイダにとって、有利なことに、この特定の装置に
よって、早送りするか、スキップするか、巻き戻しするか等の「ボタンをタッチ」により
、テレビの画面からコマーシャルを削除する代わりに、リモコンの画面上に点灯及び表示
されるより限定的なメッセージ又は別のメッセージを表示するという逆の効果が提供され
るだろう。
【００７８】
　本発明の更なる形態において、これは、本発明の唯一の形態である必要はなく、実際、
本発明の最も広い形態である必要もないのだが、リモコンは、視聴される番組と対話でき
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る機能もユーザに提供することが好ましい。本質的には、それが生放送であれ、ＳＴＢ、
ＰＶＲ、ＤＶＤ、又はＣＤなどの記憶媒体からの再生であれ、それは番組との対話機能を
可能にする。
【００７９】
　例えば、視聴されている番組のコンテンツプロバイダは、応答を視聴者に要求すること
ができ、これは、アンケートの回答、ゲームコントロール及びＤＶＤとの対話、別の映画
のエンディング、ゲームなどのコンテンツだけでなく、マーケティング材料、好ましくは
、実施要請キャンペーン、広告のフィードバック、リアリティテレビ番組の投票、応答な
どだけではなく、製品の衝動買いの促進、オンラインストア等を介して購入可能なすべて
のものも含むことができる。
【００８０】
　更に、アンケートへの回答、リアリティテレビ番組の投票などは、テレビなどのメイン
の視聴画面上でそのようなデータに影響したり又は表示したりせずにリモコンから直接ユ
ーザの裁量で匿名にて行うことができる。
【００８１】
　有利なことに、視聴者によって視聴されている番組間におけるこのような双方向の情報
交換は、広告の１コマ及び追加情報等を表示することに関して、上述したようなリモコン
の機能によるものである。
【００８２】
　また、通常テレビやプロジェクション装置の画面上に表示されるメッセージや情報をリ
モコンの画面に提供する機能により、ユーザはより高度な体験をすることができる。
【００８３】
　本発明の唯一の実施形態ではないが、提示される情報は他の視聴者の視聴体験を混乱さ
せたり、影響を与えたりしないので、メッセージがテレビやその他の視聴画面ではなく、
リモコンのディスプレイ上に表示されることが有利な点である。
【００８４】
　現在、視聴されている番組は、ＥＰＧを見るために中断する必要があるので、ＥＰＧが
メインの視聴画面ではなく、リモコン上に表示されている場合、この概念は特に有利であ
る。ＥＰＧが、リモコンの画面上に表示されている場合には、ユーザは、ガイドを閲覧し
、番組に関する追加情報を読み、そして多くの視聴者が現在の番組を見続けることを望む
ときに課せられる時間的制約なしで録画選択を行うといった利点を有する。
【００８５】
　ＥＰＧなどのデータは、ＤＶＢやＤＡＢなどの既存のコンテンツ配信デバイスで利用可
能なソースの放送データのメディアデバイスからリモコンへ再送することによって得られ
、又は実際に、例えば、インターネットへのワイヤレス接続を使用して、外部のサーバか
ら直接、他のデバイスとは独立して、リモコンによってアクセスされ得る。
【００８６】
　リモコンデバイスと外部サーバ間の情報の詳細な相互作用と交換は、それが視聴者に配
信されるコンテンツの柔軟なカスタマイズを可能にするように、それぞれの構成要素間で
送受信される情報内において、更なる詳細を提供することができる。例えば、国内広告キ
ャンペーンは、中小企業のための番組又はタイムスロットの基準又はローカライズされた
コンテンツに対して配信することができ、特定の郵便番号の消費者に配信することができ
る。
【００８７】
　この実施形態はまた、さらに発展し、このようなリモコンのユーザがそれを持って家を
離れて小売店に入り、事実上それを携帯情報デバイスとして使用する場合などの状況を含
む可能性がある。このデバイスはその後、店とワイヤレスで相互作用する。ユーザがこの
特定の店に入ったと仮定すると、デバイスにダウンロードされた情報は、例えば地元のシ
ョッピングエリア又は特定の店と関連させることができる。
【００８８】
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　ダウンロードされた情報は、ユーザに関連があるかもしれない将来の特売品、利益ポイ
ント、割引などに関するかもしれない。情報は、ユーザが店に入った日には必ずしも関連
していないが、店は将来のある時点でいつかは情報をユーザに提示できるように、デバイ
スを介してユーザが情報をダウンロードする機会を作りたいと考えている。
【００８９】
　有利なことに、この将来の時間又は場所において、ユーザがオンラインかどうか又は店
とワイヤレス通信状態にあるかどうかに関わらず、元のダウンロードの一部として含まれ
る情報は、ユーザがその指定された時間、場所、又はその他のトリガーで、いつか店に戻
って訪問したときには、既にダウンロードされているので、デバイスのメモリ内にある情
報は、それに応じてそれ自身を提示する。
【００９０】
　したがって、店は新しい時間又は場所でユーザに新しいメッセージを提供することがで
きる。これは、ユーザがもはや店と電子通信状態にはない事実には関係ない。又は実際に
はワイヤレスネットワークの近くにいる、又はワイヤレスネットワークに接続している、
又は外部データベースにアクセスしていることにも関係ない。
【００９１】
　更に情報は、上述した時間と場所の条件外で満たされているトリガー条件の動作に基づ
いてユーザに提示することができる。このようなトリガー条件は単純又は複雑な場合があ
り、情報の非常に洗練されたターゲットのために提供することができるイベントのロジッ
ク又はアルゴリズムの一連の組み合わせから形成されている。
【００９２】
　そのようなトリガーは、真となる条件のすべての種類の結果としての可能性がある。こ
れらは、問い合わせ、外部システム及び音声起動命令から受信したトリガー、又は地理的
領域への出入りのため、検出されているＬＡＮ、ＰＡＮ、又はＷＡＮネットワーク識別子
、郵便番号入力、料金ゲートトリガー、ＲＦＩＤ又は近接トリガー他を含むが、これらに
限定されないユーザ入力に応じたユーザコンテクストを含むことができるが、これらに限
定されない。
【００９３】
　トリガーイベントは、ユーザ入力又は問い合わせの結果として生成されるが、例えば、
ユーザが自宅に近いある特定の種類の店舗を見つけることを望み、郵便番号（ｐｏｓｔ　
ｃｏｄｅ　またはｚｉｐ　ｃｏｄｅ）をモバイル装置に入力する、又は既に以前に記憶さ
せていたものである。ユーザが入力したり、製品の検索を絞ったりすると、電話帳又は他
のローカルサービスディレクトリなどのサービスを使用して、トリガーは特定の店舗に視
聴者の注意を引くメッセージ、アイコン、又は他のいくつかの視覚的又は音声的警告を視
聴者に提示することを参加しているベンダーに開始させることができる。
【００９４】
　トリガーイベントを生成するための別の機構は、ＤＶＢ、ＤＡＢ、ＦＭ　ＲＤＳなどの
デジタルメディア放送からのデータの受信を介するものである。
【００９５】
　他のトリガーは、ワイヤレスＬＡＮ、ＰＡＮ、又はワイドエリアネットワークなどの非
放送ネットワーク上で伝送されるデータ又はイベントから得ることができる。
【００９６】
　更なる他のトリガーイベントは、ＳＭＳメッセージ、インスタントメッセージングサー
ビス、電子メールなどの中に含まれている情報から受信することができる。
【００９７】
　前述したようにトリガーを伝送するために放送メディアを使用するだけでなく、ＦＭ　
ＲＤＳなどの放送メディアは、アイコン、ビットマップ、オーディオファイル、又は実際
には実行可能ファイルさえ含む可能性のあるデータを伝送するために更に使用できる。こ
の機構は、大量のデータを送信するためには十分な装備ではないが、多くのデバイスに少
量のデータを放送するためには潜在的に便利なチャンネルであり、エンドユーザはインタ
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ーネットに接続している又はホットスポットや他のワイヤレスネットワークにアクセスし
ている必要が無いので、これは本発明の目的のためにコンテンツプロバイダに対して非常
に有利となることを当業者は認識するであろう。更に有利なことに、ＦＭ信号の貫通力は
、密集した街の中心部や山岳地域といった伝統的に受信困難な地域でさえ、特に広く連続
した受信領域を提供することが出来る。そのため、データは、ユーザに提示されることが
でき、又はデータが受信され、将来のトリガーイベントによるアクティブ化を待ちながら
単にメモリ内に常駐している場合、いくつかの他の方法で使用することができる。
【００９８】
　本発明の別の一実施形態は、本明細書内では「ローカルサービス」と呼ばれる、特に有
用なサービスを提供する。ローカルサービスの概念は、コンテンツ又はサービスプロバイ
ダの集まりが、ウェブサイトを通じてユーザにアクセス可能な販促データを公開するとい
うものである。製品又はサービスの種類の標準的なグループ化に加えて、必須のデータエ
ントリのうちの１つは、その製品又はサービスの地理的な場所である。ユーザへの応答及
びデータの提示を動作させるのは、ユーザの場所と組み合わされたこの場所のデータであ
る。ユーザの場所は、ローカルサービスの初期登録時又はモバイル装置が最初に購入され
るときに、ユーザが郵便番号を入力することによって優先的に決定することができる。こ
の前初期化は、ローカルサービスを使用する度に、ユーザが地理データを繰り返し入力す
る必要性を取り除く。しかしながら、モバイル装置が通常の場所以外で使用される場合に
は、ユーザのためのオプションとして、地理的データを再入力できるようにすることは有
益である。更に、ローカルサービスのクライアントは、ＧＰＳデータ、地理上のフェンス
という境界、ＬＡＮ、ＰＡＮ、又はワイドエリアネットワークの識別子などを含む前述の
ものなどの地理的データから派生した外部トリガーイベントからデータを取ることができ
、このデータをデフォルトで登録される地理的データを上書きするために使用することが
できる。
【００９９】
　ローカルサービスを使用して、ユーザは、レストランや小売商人などの興味のあるサー
ビスを検索することができ、近くに位置するこれらのサービスのリストを提示する。更に
、提示されたリストは、選択履歴やユーザの好み等に基づいてユーザにとってより便利な
方法でデータを表示するように修正することができる。例えば、ユーザがファーストフー
ドを訪れ又は注文する嗜好を持っているならば、それらの店舗が結果リストで高く表示さ
れる一方、５つ星のレストランはリストで低く位置することができる。
【０１００】
　ユーザの履歴は、好ましくはそのような使用を格納するためのプロセッサとメモリを使
用してモバイル装置によってモニタリングされるが、そのような情報の記憶は、関連デー
タを格納及び取得するのに必要とされるときに使用される外部ストレージと通信機構を使
用して達成されてもよい。
【０１０１】
　更に、結果のリストは、前述したトリガー機構を使用することによって、修正又は影響
される。
【０１０２】
　また、コンテンツプロバイダやサービスプロバイダは、ローカルサービスの設備のプロ
バイダに追加料金を支払う入札システムを持つことで、最高入札価格に関連するこれらの
リストが、より有利な商業成果を得られるように、ユーザに提示されるリスト内でより高
くに位置するであろう。
【０１０３】
　本発明の更なる一実施形態は、複数のユーザが自分個人のリモコン又はモバイル装置を
備えることができる環境を可能にする。
【０１０４】
　このマルチコントローラ環境は、家庭に利益をもたらす方法でコンテンツをカスタマイ
ズし提示することができるのみならず、実際にリモコンの画面を使用して、その家庭内の
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個々の消費者のために最適化することができる、コンテンツプロバイダと消費者の相互作
用の間に新しい親密度のレベルを可能にする。
【０１０５】
　有利なことに、家庭の複数のメンバーが、そのユーザの嗜好、履歴応答、又は購買習慣
に応じて個人用に設定されている追加のコンテンツや情報を受信している間ずっと、ユー
ザ調査、投票への応答、テレビゲームショーとの対話などに個々に独立して参加できる状
況を想像することができる。
【０１０６】
　本発明の更に別の一実施形態では、リモコンにカメラとマイクを装備することができる
。この場合、リモコンは、チャット、ＳＭＳ、ボイスオーバーインターネットプロトコル
及びビデオＶＯＩＰ機能を、他のユーザと又は直接サービスプロバイダやコンテンツプロ
バイダと通信可能にするメッセージングクライアントを実行することができる。
【０１０７】
　したがって、ユーザは、ベンダーが提供する製品やサービスに関心をもつとき、そのベ
ンダーに登録又は接続し、当事者間の直接リンクを可能にする更なる通信の設定をするこ
とが予測可能である。これは、電話をしたり、インターネットに接続されたＰＣへ行った
りする必要がなく、代わりにリモコンで直接これらの店舗にアクセスすることによって、
ユーザは質問をしたり、追加の情報を直接ベンダーから受け取ったりすることができるの
で、両当事者にとって潜在的に有利である。
【０１０８】
　また、本発明は、デバイスが通常、コンテンツを表示するディスプレイを有さない装置
、例えば、コンテンツが主に音響手段によって提示されるデジタルラジオレシーバに対し
て、大きなメリットを提供できることが明らかになるであろう。
【０１０９】
　オートディスカバリーリモートコントロール（ＡＤＲＣ）技術を搭載したリモコンによ
って、適切に搭載されたデバイスは、デバイスとＡＤＲＣリモコンとの間で制御データ及
び他のワイヤレスメディアを転送するためのワイヤレス通信リンクを確立することが可能
となる。しかしながら、もともとＡＤＲＣを有さないデバイスでさえ、このようなデバイ
スが、ＡＤＲＣと互換性のあるワイヤレス通信機構を提供するアクセサリに接続し、適切
なソフトウェアを受信することができるならば、そのようなレガシーデバイスと同様に、
コンテンツプロバイダ、放送事業者、及び消費者に対する大きな利点をなおも実現できる
。
【０１１０】
　ＡＤＲＣを搭載したモバイル装置が、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＺｉｇＢｅｅなど
のワイヤレス通信機構を介して、デジタルラジオレシーバと通信している場合、ラジオ放
送のソースのマルチメディアコンテンツと関連する追加のマルチメディアデータを、モバ
イル装置のディスプレイ上に表示することができる。これによって、例えばメッセージの
形で追加のマルチメディアデータをリスナーに提示することができるというラジオ放送の
ための全く新しい視覚的な機構が可能となる。
【０１１１】
　インターネット経由で視聴者にポッドキャストを提示することが、現在、ラジオ局にと
って人気があり、それらは音声のみ又は音声と映像の組み合わせで提示される。消費者は
、インターネットに接続し、消費用コンテンツをダウンロードすることが必要である。こ
の構成では、適切に装備されたモバイル装置は、ラジオの視覚的な拡張として使用され、
従来、不可能であった方法で消費者にビジュアルコンテンツを提示する機構を提供する。
 
【０１１２】
　ラジオ放送の帯域幅が、画像や映像データを直接伝送するのに不十分である場合には、
ＵＲＬ等のその他の情報を送信することができ、適切に装備されたモバイル装置が容易に
放送局のサーバへ接続できる。こうして、メインの放送番組と同期され、相関されたコン
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テンツをモバイル装置に配信することができるように、代替の広い帯域幅の接続が可能と
なる。
【０１１３】
　このように、ラジオ放送局は、現在、ＴＶ放送局により類似し、これに起因するすべて
の関連する利点により近づいたサービスを提供することができる。
【０１１４】
　デジタルラジオ放送内で利用できるデータチャンネルを利用することにより、情報及び
関連するトリガー信号とデータは、ラジオレシーバによって処理することができ、その後
、ワイヤレス通信機構を介して適切に装備されたモバイル装置で使用できるようになる。
【０１１５】
　例として、ユーザは快適なラウンジチェアでラジオを聴くことができ、各新曲の再生時
に、ラジオから発せられ、適切に装備されたモバイル装置によって受信されたトリガーに
よって、ユーザが即座にその曲の詳細にアクセスし、最終的に望むならば購入できるアイ
コンが、モバイル装置の画面上に表示される。
【０１１６】
　購入要求は、ラジオ局又は第三者が運営するサーバで処理することができる。ダウンロ
ードされる、この場合は購入されるコンテンツはこのサーバから発信することができる。
コンテンツ要求は、コンテンツへのアクセスを可能にするｉＴｕｎｅｓなどの既存の多く
のコンテンツ配信サービスに向けられている。どちらを実施するにしても、今や、放送局
がコンテンツの効果的な配給業者となるための機構が存在する。
【０１１７】
　このように、通常は、消費者は個人的に購入のために小売店へ行き、ＣＤ又はビデオと
言う必要があり、又は最近は、コンピュータの電源を入れ、ログオンし、曲を検索し、そ
の後、それをダウンロードすることが要求されるウェブストアを経由してオンラインで購
入することができるが、本発明は、購入を行う上で、より簡単で、はるかに便利な機構を
提供する。このように、放送局が配信する曲を聞いたり、ビデオクリップを見たりする際
に、適切に装備されたモバイル装置経由で消費者は、「今すぐ購入」のオファーにボタン
のタッチで応答する機会が提示され、即座にモバイル装置又は他の場所へそのコンテンツ
が配信される。
【０１１８】
　以前に紹介したように、この機構は、クーポン、公共広告、ロゴ、関連するコンテンツ
へのリンク等の表示もサポートしており、放送メディアがラジオの場合でも、消費者は利
用できる。
【０１１９】
　この構成が提供する利点の更なる例として、消費者がラジオでスポーツイベントを聴い
ているときに、彼らは行っているかもしれない他の仕事のために、常にその可聴近傍内に
いるとは限らなく、そのためスコアアナウンスや他の有用な情報を時々逃してしまうこと
がある。しかしながら、この構成では、適切に装備されたモバイル装置がラジオのワイヤ
レス通信範囲内にあると仮定すると、スコアやその他のデータは、モバイル装置の画面に
送られ、表示することができ、消費者はゲームの進行と共に常に最新の情報が届けられる
ことが保証される。
【０１２０】
　同様に、広告のロゴ、スローガン、又はオファーは、リアルタイムの広告又はアナウン
スがラジオ放送上で終了した後でさえ、モバイル装置の画面上に留まることができる。こ
のように、多くの放送メディアシステムにとってより有利で持続的な機構が提供される。
【０１２１】
　モバイル装置の画面上にメッセージが留まることができる機能は、特に商業的な利益の
ために、消費者にメッセージを提示したいと思っているコンテンツプロバイダに対して追
加の機会を提示する一方、現在の最先端技術による通常の趨勢では、メッセージは、その
リアルタイム配信の性質上、やって来ては過ぎ去ってしまう。



(20) JP 5908400 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

【０１２２】
　前述のいくつかの例は、本発明が、コンテンツプロバイダと放送メディアコンテンツの
消費に従事されるグループ又は個人の間で高度にカスタマイズされ、パーソナライズされ
た情報の提供を可能にし、更にこれらの消費者とコンテンツプロバイダ間の対話を可能に
する改良された装置及び方法を提供することによって、明らかに最先端技術を前進させて
いることを示している。
【０１２３】
　本発明のこの実施形態は、同期されたイベントトリガーによって多くの消費者が同時に
同じ放送ソースのコンテンツにアクセスするために生成されるであろう大量のデータ容量
をコンテンツプロバイダが処理できるようにする機能に関する。
【０１２４】
　後ろに座り、放送を視聴し、興味のあるコンテンツに応答しダウンロードすることがで
きるのは、視聴者にとって非常に有利かもしれないが、新しい問題が、コンテンツプロバ
イダに発生する。主要なスポーツイベントや音楽コンサートなどの大規模な視聴者を有す
ることが予想される番組の場合、大多数の消費者が同時にインターネットを介してサーバ
からコンテンツをダウンロードすることが予想される。ここで問題は、ｉＴｕｎｅｓや映
画サイトなどの人気のあるサービスが提供されている場所で発生する。これらのケースで
は、エンドユーザに許容できるダウンロード速度を与えるのに十分なデータ帯域幅を提供
するように、大規模なデータ容量がコンテンツを保持するサーバに対して提供される必要
がある。夢中になったテレビ視聴者が同じ番組を見たりアクセスしたりすると、非常に大
多数のユーザが、実質的に同時に、データをダウンロードする可能性がある。特に、万一
、家庭の何人かのメンバーがリモコン又は他の適切に装備されたモバイル装置を所有する
可能性があるマルチコントローラ環境においては、彼ら全てが同じコンテンツをダウンロ
ードする機能を有している。システムのユーザ数は、単に回線上の家族数に限定されるも
のではない。このような大規模データのパイプを提供するためのサービスプロバイダへの
費用は、非常に高額であり、通信インフラが乏しいことに起因する特定の国又は地域では
不可能でさえあるかもしれない。
【０１２５】
　大規模なデータ容量に対処するこの問題に対する一つの解決策は、既存のピアツーピア
ネットワーキング技術を使用する追加のマルチメディアコンテンツ配信システムである。
当業者が認識しているように、ピアツーピアの概念は、世界中に広がっているかもしれな
い多くのネットワークで相互接続されたコンピュータであり、これらのコンピュータは、
無関係なタスクを実行しながら処理能力と記憶容量を共有することである。
【０１２６】
　ピアツーピアネットワーキングを使用することが可能な間は、モバイル装置は機能とニ
ーズを定期的に他のノードへ通知するために通信するノードとして作用し、ピアツーピア
プロトコル自体が、ピアからのデータを送受信できるモバイル装置などのノードに依存し
ている。
【０１２７】
　それ故、携帯電話がピアツーピアネットワーキング構成内で、共有可能なリソースや、
ファイルやプロセスアプリケーションを交換するためにネットワーク又はインターネット
を介して直接接続するためのネットワークアドレスを提供するノードとして自分自身を提
示している場合、携帯電話のワイヤレス接続は、ピアツーピアネットワークシステムに情
報をアップロードするよりも、むしろダウンロードするために大きく重きが置かれており
、非常に非対称であると当業者が認識するような問題がすぐに起こるであろう。
【０１２８】
　その結果、非常に遅いアップロードの接続速度とネットワークへの取り込みをもつその
ような非対称な構成では、大部分は、携帯電話はファイル及び／又はプロセスアプリケー
ションを交換するためにネットワーク又はインターネットを介して直接接続するようなデ
バイスとしては役に立たない。
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【０１２９】
　また、商業的観点から、携帯電話が、ピアツーピアネットワーキング構成において、フ
ァイル又はプロセスアプリケーションの交換時に、その機能及びニーズを通知しているノ
ードの１つとして機能する場合は、多くの場合、携帯電話である特定のノードが、その処
理能力、ネットワークへの記憶容量を共有し、これによって別のユーザに対してどこかで
他のデータの交換時により効果的、効率的又は商業的に使用可能な高価な帯域幅及び電池
エネルギーを占有又は塞いでいることを知るユーザを持たないことを逆に意味する。
【０１３０】
　今のところ、多くの通信会社は、携帯電話ユーザにインターネットへの無制限のアクセ
スを提供しており、そのため問題は、通信会社からそのようなプランにあるそのようなユ
ーザが、彼らの電話を、ピアツーピアネットワークの一部のノードとして動作させる場合
に、彼らが無制限のアクセス権を持っていると仮定すると、彼らの電話はある意味で、ピ
アツーピアネットワークに接続されている他のノード間でファイル又はプロセスの交換の
ために継続的な処理能力及び記憶容量等のための中断されないソース又は場所として機能
することを意味することである。
【０１３１】
　予想され得るように、通信会社の購買層のメンバーに提供されている利用可能な帯域幅
から彼らが商業的なリターンを得るためには、これは通信会社にとっては良い方法ではな
く、そのためこの問題を克服するために、多くの場合、通信会社は携帯電話でのピアツー
ピアプロトコルパケットの使用をブロックし、ピアツーピアプロトコルでのデータ処理を
不可能にして提供している。
【０１３２】
　したがってその結果、携帯電話と、交換されるファイル又はプロセスアプリケーション
のダウンロード元の最終的なソースの位置との間で、転送されるデータの暗号化セキュリ
ティを維持しながら、究極的にはピアツーピア通信プロトコルを使用せずに、ピアツーピ
アネットワーキング又はプロトコルの速度の利点をモバイル装置上で体験可能にする要求
が残っている。
【０１３３】
　したがって、本発明の一形態では、これは本発明の唯一の形態である必要はなく、実際
、最も広い形態である必要もないのだが、モバイル装置のユーザにとって、ピアツーピア
ネットワーキング通信プロトコルから期待され、モバイル装置と、画像、ファイル、及び
／又はアプリケーションの最終的なダウンロードの取得元のソースファイルとの間の最終
的な交換の際に、そのようなピアツーピアネットワーキングを使用しないで、同等以上の
視聴をユーザが体験できるようにする構成が提供される。
【０１３４】
　リモコンや携帯電話などのモバイル装置が、インターネットに接続され、カスタムソフ
トウェアを実行しているＰＣ又は他のコンピューティングデバイスにワイヤレスで接続さ
れており、インターネットへ接続されたＰＣはピアツーピアプロトコルを実行し、ファイ
ル、画像、及び／又はプロトコルアプリケーションの交換のための追加のマルチメディア
データを収集し始めている場合、一度最初のパケットが受信されると、そのパケットのデ
ータコンテンツは暗号化され、人気のストリーミングメディアプロトコル（例えば、Ｆｌ
ａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒ　９）にラッピングされ、セキュリティの復号化を備えたメディア
プレーヤーを搭載したハンドヘルドデバイスにワイヤレス相互接続を経由してストリーミ
ングされ、これによって、一度パケットが到着すると、復号化され、即座にリアルタイム
で表示されることが可能である。
【０１３５】
　有利なことに、ピアツーピアネットワークのバックエンドからリアルタイムでビデオを
ストリーミングすることとの根本的な違いは、ビデオの要求とビデオの鑑賞との間の遅延
を大幅に削減できることである。有利なことに、サーバプロバイダが比較的簡単で安価な
ビデオストリーミングサーバを設定することができるような構成は、モバイル装置からの
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鑑賞ビデオ当たりの支払いを、商業的に現実的なものとすることができる。
【０１３６】
　このシステムがなければ、プロバイダは、ネットワークグループの一部を形成するネッ
トワークコンピュータの処理能力と記憶容量を活用できるピアツーピア転送とは対照的な
ポイントツーポイント転送に対して発生する多数の同時ダウンロードを処理するためのサ
ーバへの非常に高速なインターネット接続のような非常に大規模なネットワーキング構成
を設定する必要がある。
【０１３７】
　有利なことに、モバイル装置上で画像を見ている視聴者は、はるかに高速なアクセス速
度でデータ体験を受信することができ、この結果、視聴中における画像の中断はより少な
い。更にまた、データの暗号化は、データのコピーを防止するために提供されるメディア
の要求を満たしている。
【０１３８】
　図を用いて、本発明の実施形態の詳細な説明を記載する。
【０１３９】
　図１は、放送又はストリームコンテンツがデータシーケンスとして論理的に表現される
方法を示している。ソースのマルチメディアデータとして知られる番組コンテンツ２３は
、開始時刻１５で始まり、そしていくらかの時間後１６に終了する。番組は一般的に、１
３及び１４で表される広告又は告知によって区切られた表示セグメントに分割される。マ
ルチメディアコンテンツは一般的に１１で表される、番組に先行するいくつかのヘッダー
又はメタデータを有する。事前に録画された番組の場合、番組の開始時間は、視聴者が選
択でき、一方、ライブで視聴する場合、開始時間は固定され、ユーザは選択できない。こ
の図は、選択権の与えられていない番組コンテンツの単一チャンネルの論理的な表現を模
式的に示している。このコンテンツは、ソースのマルチメディアデータと呼ばれ、番組２
３を見る又は聞くためにユーザによってチューニングされたデータストリームである。
【０１４０】
　複数のチャンネルを同時に放送できるデジタルテレビやラジオの構成でさえ、ユーザは
単一のチャンネルを選択しており、そのため、ソースのマルチメディアが放送されている
そのチャンネルのみの受信者である。番組放送中、多くの広告や告知が番組放送時又は番
組放送前に番組内に挿入される。しかしながら、ユーザの視点からは、選択する代替オプ
ションはないので、それらは連続的に伝送される番組の一部である。
【０１４１】
　図２は、追加のマルチメディアデータ、すなわち２１で表されるキャプション１と２４
で表される広告２Ａが存在する、図１にあるようなコンテンツソースのマルチメディアデ
ータである同じコンテンツ２３を示している。このような状況では、たとえ消費者がソー
スのマルチメディアデータのコンテンツ２３を含むチャンネルにチューニングされていて
も、追加のマルチメディアデータ２１と２４もまた放送される、又は他のメディアを介し
て利用可能にしたり、コンテンツ２３の期間中の特定の時間帯に利用可能にする。
【０１４２】
　図３は、ある時期に番組コンテンツ３６が時間３１で始まることを表す。番組コンテン
ツ３６内のある時間３２に、広告３７が始まる。その後の時間３３で、ユーザは、３８Ａ
、３８Ｂ、３８Ｃによって表される利用可能で選択可能な追加のマルチメディアデータの
うちの１つを選択し視聴することを決定する。時間３４で、広告３７が終了し、番組３６
は再開し、その後時間３５で終了する。
【０１４３】
　図４ａは、モバイル装置１０の画面４０上でチャンネルを選択するユーザ１２を示して
いる。
【０１４４】
　図４ｂは、モバイル装置１０の画面４０上で選択可能な多くのラジオ局のチャンネル４
４Ａ、４４Ｂ、４４Ｃのうちの１つを示す。セレクタ４５によって示されるように、現在
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、チャンネル４４Ａが選択されている。
【０１４５】
　図４ｃは、テレビ４６と、モバイル装置１０と、データサーバ２２の構成を示している
。データサーバは、デジタルデータメモリと、プロセッサと、通信機構を含み、プロセッ
サは、通信機構を使用して、デジタルデータのメモリへのアクセス及びメモリからの配信
を調整する。モバイル装置１０はテレビ４６を制御して、テレビ画面４７に番組２３「ア
マゾンの熱帯雨林」を表示させる。チャンネルは「９」が、モバイル装置１０の画面４０
上のインジケータ４９と、テレビ４６の画面４７上のインジケータ４８によって見られる
ように選択されている。番組ソース２３は、ＩＰ接続、ＲＦアンテナ、ＡＶ入力などを表
すことができる入力４１３を介してテレビ４６によって受信されている。モバイル装置は
、アンテナ４１１及び４１２を介してワイヤレス通信機構４１５を用いてテレビ４６にチ
ャンネル変更コマンドを通信している。このワイヤレス機構は、単に赤外線（ＩＲ）リン
クでもよい。しかしながら、それはまた、ＰＡＮなどの追加のワイヤレス通信機構を備え
ていてもよい。ＰＡＮが双方向通信設備で存在する場合、テレビは、ソースのマルチメデ
ィアデータ及び／又は追加のマルチメディアデータをモバイル装置に提供することができ
る。あるいはまた、追加のマルチメディアデータは、サーバ２２にアクセスするためのア
ンテナ４１８を用いたワイヤレス通信機構２４を使用して、モバイル装置１０からアクセ
スすることができる。モバイルがアクセスする追加のマルチメディアデータは、ユーザプ
ロファイルや履歴パターンなどに応じて、フィルタリング、変更、又は表示されることが
可能である。
【０１４６】
　モバイル装置１０に送信されるデータは、モバイル装置１０の画面４０にすぐに表示さ
れてもよく、又はされなくてもよい。しかしながら、それは後で表示されるために、モバ
イル装置１０のメモリ内に常駐することができる。この情報はいつ表示されるか、及びど
のように表示されるかのトリガーを支配する条件は、トリガーパラメータのセットによっ
て決定することができる。
【０１４７】
　アイコン４１６は、自動車会社からの広告のアイコンを示し、ユーザがアクティブ化す
ると、更なる情報が明らかにされる。また、アイコン４１７が表示され、アクティブ化す
ると、番組又は番組のスポンサーについてのより多くの情報をユーザに明らかにすること
ができる。
【０１４８】
　これらのアイコン４１６、４１７と関連するデータは、ユーザが選択したソースのマル
チメディアデータ２３に関連付けられた追加のマルチメディアデータソースからモバイル
機器１０に提供される。
【０１４９】
　図４ｄは、４ｃと同様の構成を示している。しかしながら、モバイル装置上とテレビ上
のチャンネル選択アイコン４９及び４８は、ユーザがチャンネル１２を選択したことを示
している。この場合、異なるデータが自動的に新しいアイコン４１６の形でモバイル装置
１０のディスプレイ４０上に表示されている。この場合、アイコンはハンバーガーの会社
を表し、アクティブ化されると、クーポン又は会社のいくつかの他の情報をユーザに提供
可能である。
【０１５０】
　表示されているコンセプトは、モバイル装置がアクセスする追加のマルチメディアデー
タは、ユーザが手動で選択するのではなく、視聴している異なるテレビチャンネルを反映
するように自動的に変更されることである。新しいチャンネルの識別やモバイル装置への
番組コンテンツの識別を通信したのはテレビであり、又はモバイル装置自体が、ユーザの
キー押下からチャンネル又は番組の識別情報を決定することができた、あるいは、サーバ
２２などの外部ソースからそのデータを取得したかもしれない。テレビ４６をＤＶＤプレ
ーヤーで置換した場合には、ＤＶＤ上のコンテンツの識別情報はワイヤレスネットワーク
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４１５を用いてモバイルへ送信することができる。この識別情報は、その後適切な追加の
マルチメディアデータにアクセスするために使用することができる。
【０１５１】
　図５は、同じ時間５１１にモバイル装置１０によってアクセスされているソースのマル
チメディアデータ源５９と追加のマルチメディアデータ源２２を示している。モバイル装
置１０は、通信インターフェイス５５、５１０を介して、ソースのマルチメディアデータ
５９にアクセスすることができ、通信インターフェイス５４を使用して追加のマルチメデ
ィアデータにアクセスしサーバ２２と通信することができる。モバイル装置１０のプロセ
ッサ５３は、追加のマルチメディアデータを処理し、それをどのように取り扱うかを決定
する。それは、モバイル装置１０のディスプレイ／グラフィカルユーザインターフェイス
（ＧＵＩ）上にすぐに表示することができたり、後で処理するためにモバイル装置のメモ
リ５２内に格納したりすることもできる。それがＧＵＩ上に表示されると、例えば滞留時
間やユーザプロファイルなどの追加のディスプレイパラメータが情報の表示方法を決定す
るために使用可能となる。データがメモリ５２内に格納される場合は、そのデータがいつ
、どのようにＧＵＩ上に表示するかを決定するために、トリガーイベントやユーザの嗜好
などの追加のデータやパラメータもまた格納してもよい。
【０１５２】
　図６は、追加のマルチメディアデータを受信可能なモバイル装置のプロセスフローを示
している。ステップ６０において、ユーザはソースのマルチメディアデータ源を選択する
。これは、テレビのチャンネルやラジオ局であってもよい。ステップ６１において、選択
したソースのマルチメディアデータに対して識別データが取得される。これは、ユーザが
チャンネル選択するなど、モバイル装置へ入力する方法によって直接取得してもよいし、
ソースのマルチメディアデータから直接モバイル装置や外部のサーバに提供してもよいし
、又はソースのマルチメディアデータを提供する再生デバイスから取得してもよい。ステ
ップ６２において、このソースメディアのデータの識別情報は、追加のマルチメディアデ
ータがモバイル装置で処理するのに使用可能かどうかを判定するために使用される。この
時点でアクセス可能又は処理するのに必要な追加のマルチメディアデータがない場合は、
モバイル装置は、追加の処理を行うことなく、ユーザにソースのマルチメディアデータを
表示する。追加のマルチメディアデータが使用可能な場合はステップ６４において、その
データの１以上のソースが識別され、そのデータへのデータリンクが確立され、ステップ
６５において、モバイル装置のプロセッサは、必要に応じてそのデータを処理する。
【０１５３】
　図７は、ソースのマルチメディアデータ及び追加のマルチメディアデータを受信可能な
モバイル装置内で可能な機能ブロックを表すブロック図を示している。モバイル装置は、
少なくとも、プロセッサ８１と、メモリ７９と、ユーザインターフェイス機構（７２、７
４、７６、７７、７８、８０のうちの１以上）と、１以上のワイヤレス通信機構７１を備
えることができる。プロセッサ８１は、他のすべての機能ブロックと通信し、又は他のす
べての機能ブロックへのプロセスを調整する。ディスプレイ７０は、一般的に、ＬＣＤ、
ＬＥＤ又はＯＬＥＤディスプレイであるが、これらに限定されない。１以上のワイヤレス
通信機構７１は、他のデバイスとの通信に使用され、また追加のマルチメディアデータの
ためのチャンネルであってもよい。リモートコントロールインターフェイス７２は、ソー
スのマルチメディアデータを選択するために利用できる。これは、ワイヤレス通信機構７
１のいずれかを含んでもよい。このリモートコントロールインターフェイス７２は、テレ
ビ、ラジオなどの外部機器や制御可能なデバイスを制御することができるインターフェイ
スを提供することができ、又は、それはソースのマルチメディアデータをモバイル装置で
直接受信することができる選択を行うための機構であってもよい。オプションの放送レシ
ーバ７５は、ユーザが放送マルチメディアを受信できるようにモバイル上に存在してもよ
い。それは、ＦＭ受信回路などで構成されてもよい。オプションのデジタル放送レシーバ
７３は、ユーザがデジタルマルチメディアデータコンテンツを受信できるようにモバイル
上に存在してもよい。それは、ＤＶＢレシーバ回路、デジタルラジオレシーバなどで構成
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されてもよい。１又は複数の加速度計７６を、デバイスの動きを検出するために利用して
もよい。これは、トリガーイベントのアルゴリズムへの入力として特に有用であるかもし
れない。オプションの近接回路７７は、ユーザがモバイル装置の近傍にいるときを検出す
るのに使用してもよい。オプションのオーディオ回路７８が利用可能であり、オーディオ
は、マルチメディアソースから又は警告メッセージの形式等でユーザに提示することが望
ましい。メモリ７９は、番組、アプリケーション、データ、及び可変のストレージ用のプ
ロセッサに対して利用可能である。オプションのカメラ８０は、データを処理又は表示す
るときにユーザの嗜好を実施できるようにするユーザ認識に対して使用することができる
。オプションの入力キー又はタッチスクリーン７４が、ユーザからの入力を受け付けるた
めに用意されている。
【０１５４】
　図８は、ソースのマルチメディアデータを提供することができる再生装置の可能な機能
ブロックを表すブロック図を示す。プロセッサ８０は、他のすべての機能ブロックと通信
したり、他のすべての機能ブロックへのプロセスを調整したりする。ディスプレイ８１は
、視聴者にマルチメディアデータを表示するために使用される。１以上のマルチメディア
データ入力／出力８２は、デバイスに外部デバイスを接続するために使用される。これら
の入力／出力回路は、ＲＳ２３２、オーディオ、オーディオ／ビデオデータ、ＨＤＭＩ、
ＩＰ等をサポートできる。１以上の放送データ受信回路８３は、ＦＭ、デジタルラジオ、
デジタルＴＶなどの放送メディアを受信するために存在することができる。リモートコン
トロールインターフェイス回路８４は、モバイル装置を使用して、一般的に、赤外線又は
ワイヤレスリモコンを使用して、デバイスをリモート制御可能にするためのものである。
１以上のワイヤレス通信インターフェイス８５は、外部デバイスとの通信が可能である。
これは、例えば、ＺｉｇＢｅｅ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＰＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＬＡＮ、Ｕ
ＷＢなどのインターフェイスである。オプションのインターネット接続８６は、制御やＩ
Ｐデータのストリーミング用に利用可能である。メモリ８７は、番組、アプリケーション
、データ、及び可変ストレージ用のプロセッサに利用可能である。オーディオインターフ
ェイス８８は、デバイスから直接又はサウンドプロセッサなどの外部デバイスを介してオ
ーディオを送信又はストリーミングするために使用される。
【０１５５】
　ここでより詳細に図９を参照すると、テレビ２６のユーザ又は視聴者の手１２で把持さ
れているハンドヘルドリモコンデバイス１０が提供される。
【０１５６】
　このハンドヘルドリモコンデバイスは、携帯電話やコードレス電話及びその他のすべて
の通信デバイスと同様に、簡単にコンテキスト内に置くことができる。
【０１５７】
　この電子デバイスは、スタンドアロンのリモコン又は電話や他の適切に構成されたモバ
イル装置であるかどうかによらず、テレビ２６又はプロジェクタ装置の画面２８上に表示
される画像を制御するために操作したときに予想されるような方法によって、従来のリモ
コンの必要機能を遂行することができる。
【０１５８】
　本実施形態において、ハンドヘルドリモコンデバイス１０は、２４、２０ａ及び／又は
２０ｂで表されるワイヤレス通信の何らかの形態で外部のサーバ２２と通信しており、２
０ｂもワイヤレス通信３０を介するハンドヘルドリモコンデバイス１０とテレビ２６間の
ワイヤレス通信である。
【０１５９】
　例えば、ユーザ１２が機能キー１６のいずれかを押すとき、ユーザ１２の親指１３は、
テレビ２６において３２として示されるリモコン１０の早送り機能を押す。
【０１６０】
　したがって、ユーザ１２は単に早送りしようとしている間に、例えばコマーシャルがテ
レビ２６の画面２８に放送され、テレビを制御するリモコンボタンに触れた瞬間、同時に
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リモコンデバイス１０は中央サーバ２２と通信し、その後、音声と画像のメディアストリ
ームが、関連する広告１８などとして画面１４上に表示されるリモコンデバイスへ送信さ
れる。
【０１６１】
　上述のように、ユーザがモバイル装置を購入するとき、交換される情報が直接ユーザに
関係することができるように、彼又は彼女自身についての情報を提供することができる。
【０１６２】
　もしも視聴者がタイムシフトを決定し、一日のうちの彼らの好みの時に番組を視聴し、
自分の好みに応じて、放送の遅延再生中に表示されるようなコマーシャルをスキップ又は
削除する場合、リモコンデバイス１０との相互作用によって、リモコンデバイス１０の画
面１４上に表示される多様な異なる種類のメッセージ、情報及び広告を作ることができる
音声と画像からなるマルチメディアストリームのための機会が提供されるであろうことを
モバイル装置は説明される。
【０１６３】
　リモコンデバイス１０の機能性パッド、タブ、又はピンのいずれかに接触することによ
って、リモコンデバイス１０と外部サーバ２２との間に即座の相互作用が見られる。
【０１６４】
　上述したように、ユーザがデバイスなどを購入するとき、交換される情報がユーザ層に
関連付けることができるように、彼又は彼女自身についての情報を記入することができる
。
【０１６５】
　これによって、もしも視聴者がタイムシフトを決定し、一日のうちの彼らの好みの時に
番組を視聴し、自分の好みに応じて、放送中に表示されるようなコマーシャルをスキップ
又は削除する場合、リモコンデバイス１０との相互作用によって、リモコンデバイス１０
の画面１４上に表示される多様な異なる種類のメッセージ、情報及び広告を作ることがで
きる音声と画像からなるメディアストリームのための機会が提供されるであろうことをモ
バイル装置は説明される。
【０１６６】
　図１０ａ、１０ｂ、１０ｃは、テレビ２６の画面２８上で彼らの好みの時３８に番組３
２を視聴するユーザ３４の時間シフトは、前記機能を用いる広告主に対して実際に利点を
追加した可能性があるというこの装置、構成、及び方法の利点を簡単に示している。
【０１６７】
　ハンドヘルドリモコンデバイス１０が外部サーバ２２と継続的なワイヤレス通信状態に
あると仮定すると、ユーザ３４がクロック３６に示されるように、２時にテレビ２６で番
組３２を見ているならば、番組は無料の生放送であるので、放送番組３２を中断するよう
にコマーシャルなどを早送りする機会をユーザ３４は利用できないであろうことを意味す
る。
【０１６８】
　その後、ユーザ３４は、放送されている番組の一部として含まれている広告の１コマに
資金を出しているテレビ局や組織によってユーザが視聴するようにしているコマーシャル
を、後ろに座って見なければならないだろう。
【０１６９】
　しかしながら、図１０ｂ及び図１０ｃが示すように、ユーザ３４は今テレビ視聴を事前
に録画する時間シフトを利用できることによって、他の視聴の機会が提供される。
【０１７０】
　これは現在、ＴｉＶｏやＩｃｅ　ＴＶなどのプロバイダを介して完成されており、例え
ば、ＤＶＲなどに直接テレビ番組を事前録画できるスタンドアロンのセットトップボック
スやテレビ２６用の内蔵レシーバにおいて、単に電子番組ガイドを検索するだけである。
【０１７１】
　図１０Ｂに示されるように、ユーザ３４はその後、午後５時に戻って座ることができ、
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コマーシャルがテレビ２６に表示されるとき、ユーザは単にこれらのコマーシャル２８を
番組から早送り３２するためのボタン４１を押すことができる。
【０１７２】
　それにもかかわらず、ユーザ３４がテレビ２６を制御するボタンのいずれかを押した瞬
間、外部サーバ２２とリモコンデバイス１０の間でリアルタイムの相互作用が起こり、こ
れによってまずユーザの視聴時間、場所、番組について情報の交換がなされ、その後、そ
れらは、見ている番組に適した特定の時刻に特定の場所で、視聴者に関連する広告の１コ
マの音声及び画像からなる特定のメディアストリームを通して送信するサーバによって変
換される。
【０１７３】
　例えば、本実施例ではユーザ３４がボタン４１に触れることによって画面からコマーシ
ャル２８を早送り３２するとき、ゴルフクラブ４２の画像が、リモコンデバイスの画面上
に、その種の製品の広告の１コマとして表示される。
【０１７４】
　ここで、関連するコマーシャルを早送りするとき、広告がテレビ番組から削除されてい
る間、有利なことに、視聴するユーザの時間及び場所により関連する新しい形態の広告が
、ユーザに対して表示される。
【０１７５】
　その後、状況は図１０ｃに示され、視聴者はいくぶん時間の経った夕方にも番組を視聴
することを決定したので、ハンドヘルドリモコン上に表示される画像４６は、その夕方の
時間に、より資するもの又はその夕方の時間に好ましいものとなり、更にその画像は、番
組が視聴される場所に関連し、視聴される番組のコンテキスト内のものとすることができ
る。
【０１７６】
　上で紹介したように、図１１は、おそらく本構成のより詳細な実施形態であるが、リモ
コンデバイスは、説明されたように、テレビ５６、又はＤＶＤ／ＣＤ／ブルーレイプレー
ヤー６０、無料放送のデジタルセットトップボックス６２、有料テレビのデジタルセット
トップボックス６４、ＤＶＤバーナー６６、パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、デジ
タルビデオレコーダー（ＤＶＲ）６８、又はデジタルラジオレシーバ７０などの様々な電
子機器の組み合わせを操作する目的のために構築されたリモコンのいずれかが可能である
。
【０１７７】
　リモートサーバ４８への接続中は、ワイヤレス（ｗｉｒｅｌｅｓｓ）をインターネット
に結び付けることも可能であるので、ハンドヘルドリモコン１０から外部サーバ４８への
情報の双方向の交換を通して、提供される番組間の情報のみならずユーザ情報もより詳細
に交換できる。
【０１７８】
　予想されるように、この外部サーバ４８は、ハンドヘルドリモコンデバイス１０からの
情報を常に送受信して通信している。
【０１７９】
それにもかかわらず、ハンドヘルドリモコン内へ供給され送信される情報は、コマーシャ
ルや公共アナウンスによって中断されることなく、テレビで自分の好きな番組を見るため
に、視聴の楽しみを時間シフトできる最新の技術を利用している大部分の囚われの視聴者
に対して、マーケティング担当者、政府、又はメッセージ、情報又は広告を提供したいと
思っている何らかの団体などの様々な企業によって決定され得る。
【０１８０】
　しかしながら、インターネット７２又は他の様々なワイヤレスプロトコルのいずれかを
介してハンドヘルドリモコンデバイス１０に供給されるマーケティングコンテンツを提供
する方法による、このような団体５０と外部サーバ４８との間のこの相互作用は、リモコ
ンのユーザがマーケティングプロバイダや他の関連団体５０の情報や広告を受け取るのに
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何が最も適しているかのフィードバックを送信し提供する、リアルタイム機能を与える。
【０１８１】
　それにもかかわらず、６０、６２、６４、６６、６８、７０を含む様々な電子機器とハ
ンドヘルドリモコンデバイス１０の相互作用は、リモコンの制御が、テレビ放送及びテレ
ビ放送の再生だけに限定されるものではないことを示している。
【０１８２】
　リモコンは、これらすべての種類のデバイスを動作させることができ、したがって、フ
ァンクションキーのいずれかの番号を押すことで制御されるとき、リモコンに表示される
情報を送信するのと同じ動作を更に引き起こすことが可能である。
【０１８３】
　重要なことは、コンテンツ自体、又は番組ヘッダー、番組又はゲームのタイトル、又は
リモートコントロールするＥＰＧなどのコンテンツのいくつかの識別情報を、実際に通信
できるのは、可制御デバイスそのものであるということである。この場合、モバイル装置
及びモバイル装置のユーザに対して利用可能にするための追加のマルチメディアデータ用
の有用な選択パラメータを提供するために、リモコンはなおもサーバ４８とコンテンツを
やり取りすることができる。
【０１８４】
　有利なことに、ＤＶＤを見たり、ゲームをしたり、又はオーディオＣＤを聴きながら、
再度、ボタンを押すことによって、リモコンデバイス１０と、外部サーバ４８と、おそら
くこれらを超えてマーケティング担当者など５０との間で相互作用が行われるとき、ハン
ドヘルドリモコンデバイス１０の画面上に表示される様々なメッセージや情報を送信する
ために、リアルタイムのやりとりが可能となる。
【０１８５】
　ここで、図１２を参照する。この図は、テレビ局などのソースのマルチメディアデータ
を見ながら、モバイル装置のユーザに追加のマルチメディアデータを提示するために、本
発明の一実施形態が使用され得る方法を示している。一旦、適切なテレビのチャンネルが
選択されると、番組は開始され、テレビ１２９の画面１２１０上にユーザに対して表示さ
れる。番組の冒頭では、番組の評価と、タイトルと、「追加情報のリンクは、この番組中
で利用可能である」というメッセージとともに、メッセージが表示される。ここでユーザ
は、モバイル装置が、単なるチャンネル変更器よりも便利になる可能性があることを知る
。アイコン１２４が、モバイル装置１０のディスプレイ上に表示される。更に、番組中に
広告１２１１が、番組の通常の進行の一部として表示される。その時点で別のアイコン１
２５が、モバイル装置の画面上に表示される。ユーザがアイコン１２５を押すと、一時的
に表示された画像１２６を見る。視聴者に興味が無ければ、戻るアイコン１２１３を押す
。ここでユーザは、利用可能なコンテンツのリストを表示するために「詳細情報」アイコ
ン１２４を押す。そこには、スポーツカーメーカー、ビールや清涼飲料メーカーといった
、番組のスポンサーのリストが含まれている。
【０１８６】
　更に、関連情報へのもう２つのリンクがある。これらは、タスマニアの熱帯雨林の記事
１２７と、ハイブリッドカーのデータへのリンク１２３である。アイコン１２７を押すと
、ユーザは関心を持ってタスマニアの熱帯雨林１２８の記事を閲覧する。広告１２１１を
終了するので、ユーザはアイコン１２１３を押すことでリンクを保存し、番組を視聴し続
ける。
【０１８７】
　図１３は、ユーザがモバイル装置１０のディスプレイ上のデータ１３１のビデオストリ
ームを見ている間に、モバイル装置の画面上に表示される可能性のあるものを示す。例え
ば、エキサイティングな瞬間が発生したとき、ユーザはスポーツイベントを見ている可能
性がある。「再生」アイコン１３４が、モバイル装置１０の画面上に表示され、１３２に
示されるように、ユーザは希望通り何度でもその瞬間を見ることができる。放送中に人気
のハンバーガー店舗のクーポンアイコン１３５が現れる。ユーザがアイコン１３５を押す
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と、画面１３３が表示される。クーポンは、アイコン１３６を押すことで「マイクーポン
」フォルダに保存され、その後、戻る１３７アイコンを押してメイン画面１３１に戻る。
【０１８８】
　図１４は、モバイル装置１０のユーザ１２が、デジタルラジオ１４２用コントローラと
ビデオストリーマーとしてモバイルを使用している構成を示している。モバイル１０はワ
イヤレスＰＡＮネットワーク１４３を使用してデジタルラジオ１４２に接続されている。
モバイルは、インターネット２３を使用してラジオ局１４８に位置するメディアサーバ２
２にワイヤレスで接続することもできる。ユーザは、ラジオ１４２を１２３．５ＭＨｚに
チューニングするためにモバイル装置を使用し、番組内容を聞き始める。このようにして
、ユーザ１０は、ソースのマルチメディアデータのチャンネルを選択した。現在のセグメ
ントのタイトル「大統領のインタビュー」などの情報が、２つの追加のアイコンと共に画
面１４４上に表示される。アイコン１４９によって、ユーザはインタビューのコピーを購
入することができ、２番目のアイコン１５０は、ユーザがアイコンを一回押すことで、ラ
ジオ局サーバ２２からインタビューのビデオをストリーミングすることができる。ユーザ
がアイコン１５０を押すと、映像が画面１４５上に表示される。
【０１８９】
　ＦＭ及びＦＭ　ＲＤＳレシーバを搭載したモバイル装置を利用して、同様の結果を達成
することが可能である。画面１４４は、ＲＤＳチャンネルから受信したデータを処理する
プロセッサを経由して、画面にレンダリングされるタイトルとアイコン１４９及び１５０
とともにモバイル装置１０のユーザに更に提示される。アイコン１５０を押すと、その後
、更に、ラジオ局のメディアサーバ２２にユーザを自動的に接続することができ、購入ア
イコン１４９を用いて交流を行う。
【０１９０】
　図１５は、モバイル装置１０が内蔵ＦＭレシーバを使用してラジオ局を聴くために使用
される構成を示している。新しい曲が始まると、「曲の購入」アイコン１５１が、モバイ
ル装置１０の画面上に表示される。このアイコンは、ＦＭ　ＲＤＳチャンネルで受信した
データから、プロセッサによってレンダリングされている。ラジオ局のメディアサーバに
接続するために必要なＵＲＬなどの情報は、ＦＭ　ＲＤＳデータにも含まれているので、
アイコンが押されると、ユーザはモバイル装置１０のＷｉ－Ｆｉ機能を使用して自動的に
接続される。アイコン１５１を押すと、現在の曲１５３がリストの一番上にある楽曲の再
生履歴リスト１５２がユーザに提供される。現在、ラジオ局のメディアサーバと直接イン
ターネット接続されているので、ユーザは、現在の曲１５３を選択し、画面１５４に移動
する。ユーザは、曲のライブ拡張バージョン１５５を購入することを選択する。その後、
曲がダウンロードされ、選択したオンライン決済方法で支払うことができる。
【０１９１】
　これは、ユーザが手動でｉＴｕｎｅｓや類似のメディアストアのウェブサイトにログオ
ンする必要がない、衝動買いの機能を示している。
【０１９２】
　また、アイコン１５６は、人気のハンバーガーチェーンのために表示される。ユーザが
アイコン１５６を押すと、クーポン１５７がユーザに提示される。クーポンは、ハンバー
ガー直販店に直接提示される又はＮＦＣ、ＲＦＩＤを使用して転送されることが可能な数
字又は他の識別機構であることができ、バーコード又はマトリックスバーコードの形態で
表示されるワイヤレス近距離通信を使用してポイントカードに転送され、又はハンバーガ
ー店舗での提示及び使用のためのいくつかの他の方法で暗号化されることが可能である。
クーポンは、後で使用するために「マイクーポン」フォルダ１５８に保存することができ
る。
【０１９３】
　図１６は、モバイル装置１０のユーザ１２が、ライブコンサート１６２で本発明を使用
することができるかもしれない方法を示している。ユーザは、ユーザのメールアドレスへ
添付ファイルとして送信される電子チケットを購入すると想定される。添付ファイルには
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、アプリケーションといくつかのメタデータが含まれている。携帯電話などのモバイル装
置上のオペレーティングシステムの一部として実行されているプログラムは、メタデータ
を処理し、この場合はコンサートであるトリガーイベントが、特定の日時に必要であるこ
とを判定する。一旦、その日時が訪れると、モバイル装置はこれを検出し、その後、更に
、ユーザがコンサートにいるかどうかを判定しようとする。デバイス上で実行されている
モバイル装置のプログラムは、送信されたメタデータの中に提示されていたものと同じＳ
ＳＩＤを持つワイヤレスネットワークの存在を検出する。これによって、モバイル装置は
ユーザがコンサートにいることを高確率で判定でき、したがってアプリケーションを自動
的にトリガーし、モバイルの通信機構１６４を、コンサートで提供されるＷｉＦｉネット
ワーク１６３に接続し、モバイル１０の画面１６５上に表示されるアイコン１６６をレン
ダリングする。内蔵のバイブレーション要素は、現在、モバイルの画面上に表示されてい
るアイコンにユーザの注意を引くように警告する。まさにコンサートにいるユーザ１２は
、アイコンに気づき、それを押す。画面１６７が、モバイル１０に表示される。
【０１９４】
　ユーザは、ワイヤレス通信ネットワークを介してライブビデオフィード１６７を受信す
ることができ、またモバイル装置の画面上に２つのアイコン１６８「曲を購入」と１６９
「詳細情報」の形態でオプションも表示される。ユーザがアイコン１６８「曲を購入」を
選択すると、画面１６０上にオプションが表示される。これにより、ユーザは３つの選択
バージョンがある現在再生中の曲から曲の選択を行うことができる。曲は、メディアサー
バ２２から、モバイル装置へダウンロード又は代替ＵＲＬ又はメールアドレスへ送信され
る。コンサートの最後に、ユーザはまた、コンサート全体をダウンロードして購入するオ
プションを提示されることが可能である。「詳細情報」アイコン１６９は、バンドのメン
バーやユーザに関心があると思われる他のそのようなデータの名前や経歴の詳細を含める
ことができる。
【０１９５】
　サーバ２２上でユーザがダウンロードできないかもしれない曲を選択するには、ユーザ
が所望の曲に更にアクセスできるように追加の機構を設けることができる。サービスプロ
バイダ１７０は、インターネット２３を介してサーバ２２に接続することができる。この
サービスプロバイダの目的は、データ接続２３Ａと２３Ｂを介してサービスプロバイダに
よってアクセスされる、２２Ａと２２Ｂで示される第三者のサーバから、曲を見付けてダ
ウンロードして支払いを行う機能を提供することである。これにより、ユーザとサーバ２
２の所有者に利益が提供される。まず、サーバ２２の所有者は、ただライブコンサートで
配信されるコンテンツを提供しているだけであるかもしれない。曲の他のバージョンや関
連コンテンツは、前もってサーバ２２にロードする必要はなく、こうして、ユーザにサー
ビスを広げる。
【０１９６】
　更に、ユーザは、曲にアクセスするために任意の数の追加のコンテンツプロバイダに移
動する必要はない。ユーザは、複数のソースに対してインターフェイスの一点が提供され
る。したがって、単一のユーザインターフェイスと支払方法を利用することができる。
【０１９７】
　更に、この機構は、ユーザがラジオを聴いたり、テレビのデータストリームを見たりし
ている場合には有利であり得る。追加データが、２３で示される別々の通信機構を使用し
て提供されるので、一般的に現在の最先端技術であるソースメディアのデータストリーム
を終了し、したがって中断する必要はないだろう。
【０１９８】
　ユーザが適切に装備されたモバイル装置を備えていないか、電子チケット方式を使用し
てチケットを購入していない場合には、デバイス上の安全性からクレジットカードを用い
て会場にある自動支払機を介してモバイル装置を賃貸する又は利用可能にすることができ
る。
【０１９９】
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　図１７Ａ及び図１７Ｂに示されるように、本発明の別の一実施形態では、モバイル装置
１０は、カメラ１７２、近接センサ１７３、ディスプレイのホバリング機能又はいくつか
の他の形態が可能な静電容量センサ１７５、熱又は赤外線センサ１７６、指紋スキャナ１
７７など、追加のセンサを備えることができる。これらの目的は、ユーザ１２が、モバイ
ル装置１０の近傍内にいることを検出し、更に適切なソフトウェアとセットアップのプロ
セスを使用して、そのユーザの識別情報を検出することであり得る。
【０２００】
　例えば、近接検出回路は、ユーザインターフェイスの機構を使用して、ユーザ入力の準
備のために、パワーダウンモードを終了して、モバイル装置をパワーアップさせることが
できる。カメラは、ビデオ画像処理ソフトウェアを使用することで、ユーザの識別情報を
判定し、個別の挨拶を提供し、そのユーザに関連する追加のマルチメディアデータを提供
することができる。あるいはまた、ユーザは、ユーザ識別情報又はログオンするための機
構として、指紋スキャナ１７７を使用することができる。
【０２０１】
　図１７ａは、モバイル装置がスリープモードになっていないが、まだユーザ１２の存在
を検出していない状況を示している。
【０２０２】
　図１７ｂは、モバイル装置がユーザの存在を検出し、また、ユーザを識別し、そのユー
ザに適切な個別のウェルカムメッセージや広告を提供している状況を示している。
【０２０３】
　図１８は、３人の視聴者１８０１、１８０２、１８０３が、自分のモバイル装置を持っ
ているマルチコントローラ装置を示している。特定の時間１８０７において、広告１８１
３がテレビ１８００上で開始する。ソースのマルチメディアデータは、番組の放送局によ
って決定される通常の「あなたにファーストフードを」という広告１８１３をすべての視
聴者に提示する。しかしながら、それと同時に、各モバイル装置は、個々のユーザの好み
や嗜好を決定するために、モバイル装置上で実行されているライフスタイルの学習アシス
タントによって決定されるカスタマイズされた追加情報のアイコンを受信する。
【０２０４】
　このモバイル上で実行されているライフスタイルの学習アシスタントは、このユーザが
この店舗の頻繁な顧客であることを知っているので、モバイル装置１８０７のユーザ１８
０１は、大手ハンバーガートークン１８１０を受け取る。ユーザ１８０１はまた、モバイ
ル装置のカスタマイズされたＥＰＧガイド１８０４を持っており、どのスポーツ番組を録
画したらよいかを見ている。ユーザ１８０１はスポーツが好きであることをモバイル装置
は知っているので、スポーツチャンネルがカスタマイズされたＥＰＧガイドの上部にある
。
【０２０５】
　モバイル装置１８０８のユーザ１８０２は女性であり、彼女は最近の２８日間において
大手の化粧品店から商品を購入したので、香水のオファー１８１１を受け取っている。化
粧品店は、彼女や同じような顧客がその店に戻ることを期待して、この広告に出資してい
る。このユーザは、アイコンを無視し、広告１８１３を見たり読んだりすることを決定し
た。
【０２０６】
　モバイル装置１８０９のユーザ１８０３は、地球上の二酸化炭素排出量を削減すること
に強い関心を持っており、したがってアマゾンの熱帯雨林についてのこの番組を視聴する
ことを決定した。モバイル１８０９は単に購入されただけであり、標準的なモバイルの登
録内容から得られる最小のデータ以外はライフスタイルの学習履歴やユーザプロファイル
はない。しかしながら、このモバイルは、ＰＡＮのネットワークトラフィック１８１６を
監視することによって、モバイル１８０８をもつユーザ１８０２によって選択されたチャ
ンネルを認識している。選択されたチャンネルは、視覚的にモバイルの画面１８０５上に
チャンネルセレクタデータ１８１５によって表され、テレビ画面１８１３上にテレビチャ
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ンネルインジケータ１８１４によって表される。ライフスタイル学習アシスタントは、こ
のユーザに最も適切な追加のマルチメディアデータを配信できるようにする前提をいくつ
かのコンテキストに認識させる必要がある。第一に、強力なＰＡＮの信号強度により、ユ
ーザ１８０３はテレビチャンネルセレクタモバイル１８０８付近にいると仮定する。第二
に、ユーザがこの番組を見ていて、詳細情報のアイコンを押したとき、ユーザ１８０３に
対してモバイル装置１８０９の画面１８０６が提示されたと仮定する。第三に、モバイル
装置は内蔵の加速度計から、モバイルがユーザの手の中にあることを知っていると仮定す
る。これらの状況認識パラメータの結果として、このユーザが番組１８１３を見ているこ
とを高い確率で判定する。モバイル装置が行う最後の仮定は、テレビに表示される番組を
見ているとき、ユーザは「緑」のトピックに興味を持っていることであり、こうして最も
密接に関連する追加のマルチメディアデータ、つまりハイブリッドカーの広告１８１２を
配信する。
【０２０７】
　図１９は、ファイル、画像、及び／又はアプリケーションをハンドヘルドモバイル装置
へダウンロードするときに通信プロトコルを使用せずに、モバイル装置のユーザがピアツ
ーピアのネットワークの速度の利点を体験するために、Ｆｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒ又は他
の適切なプロトコルの使用に関する本発明の更なる好ましい実施形態を模式的に示してい
る。
【０２０８】
　一般的なピアツーピアネットワーク構成では、ピアツーピアグループ内でその能力を定
期的に通知し、他のノード４２を必要とするノードとして相互接続された様々なネットワ
ークコンピュータの処理能力及び記憶容量が共有される。
【０２０９】
　それにもかかわらず、この特定の実施形態では、ワイヤレス４８又はハードＬＡＮケー
ブル４６のいずれかを介して相互接続されている、４２で参照される他のノードを含むピ
アツーピアネットワーク構成の一部である、番号４５として示されるＰＣ接続されたコン
ピュータも、モバイル装置１０と通信している。
【０２１０】
　最初にユーザは、ピアツーピアグループ構成の一部であるこれらの他のノード４２との
交換を通じてファイル用のデータの収集を開始するピアツーピアネットワーキングプロト
コルをＰＣ４５から実行させる。上記のように、一旦最初のパケットが受信されると、そ
れらはＦｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒ又は類似のプロトコルで暗号化され、ラップされ、ハン
ドヘルドモバイル装置１０へのワイヤレス接続において、セキュリティの復号化を備えた
メディアプレーヤーで、ストリーミングがサポートされている場合は、ストリーミングさ
れる。ストリーミングがサポートされていない場合は、ファイルは完全に組み立てられて
送信される。一旦パケットがモバイル装置１０に到達すると、それらは復号化され、すぐ
に見ることができる。
【０２１１】
　例えば、ユーザが主要なスポーツイベントを見ていると、最後にゴールを蹴った選手の
プロフィールを示す追加アイコンがモバイルの画面上に表示される、図１９に示されるよ
うなアプリケーションを当業者は理解することができる。理解されるように、数百万人の
潜在的視聴者が、このアイコンを押すことによって数秒以内にこのサーバのデータにアク
セスを試みる可能性がある。ストリーミングされたデータの一時停止又はフリーズが最小
限の量である最小の時間内にデータが画面に配信されることを保証する点において、ピア
ツーピアネットワークが最も有利であると思われるのは、このような状況である。
【０２１２】
　図２０は、モバイル装置１０のユーザ１２が、ワイヤレスネットワーク２０６を使用し
てコンテンツ及びサービスを顧客へ配信するために、データサーバ２２を設けたショッピ
ングセンター又は区域２０１に入った状況を示している。ユーザは、入るとすぐに、ワイ
ヤレスネットワークへのアクセス及び顧客に提供される可能性のあるオファーに同意する
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。その間、ユーザは、ホームセンター２０７を訪問し、ハンバーガー直販店２０８で食事
をする。一方、ショッピングセンターのワイヤレス範囲２０４内で、ホームセンターとハ
ンバーガー直販店は、２０９によって示される１日金曜日の訪問時に、ユーザ１２のモバ
イル装置１０のメモリへワイヤレスネットワーク２０６を介して電子クーポン又はカタロ
グの形態で追加のマルチメディアデータをダウンロードした。日付２１０によって示され
るような数日後の８日金曜日には、モバイル装置のユーザ１２とモバイル装置１０自体は
、ショッピングセンターのワイヤレス範囲２０４外に位置するユーザの家２０８に位置し
ている。この日時２１０において、モバイル装置の画面は、２１３に見られるような追加
のマルチメディアデータによる影響を受けていない。つまり、データは現在、デバイスの
メモリ内に常駐しているが、まだ目覚めておらず又は機能するためにトリガーされていな
い。
【０２１３】
　モバイル装置１０のプロセッサは、データファイル又は実際はアプリケーション自体か
もしれないこれらのダウンロードされた広告メッセージを監視するアプリケーションを実
行することができる。監視アプリケーションは、ユーザがショッピングセンターのワイヤ
レス範囲内にいる間にワイヤレスネットワークを介してモバイル装置に転送された又は他
のいずれかの方法で、アプリケーションストアからユーザによってダウンロードされた可
能性がある。しかしながら、好ましい実施形態は、モバイル装置上で既に動作している本
来オペレーティングシステムの一部であるデーモン、関数又はソフトウェアドライバのセ
ットをプロセッサは持っており、そういうわけでユーザが別のアプリケーションをダウン
ロード又はインストールするための要件は存在しない。
【０２１４】
　日付２１１によって示されるような翌日の９日土曜日には、午前９時にプロセッサは追
加のマルチメディアデータのトリガー条件が満たされたことを検出し、そのようにしてモ
バイルの画面２１４上に示されるような、もしも押された場合に、ユーザに対して割引や
そのユーザが店に戻るためのその他のインセンティブを更に提示することが可能なホーム
センターのギフトクーポンであるメッセージ２１６をユーザ１２に対して自動的に提示す
る。更に、２１２によって示されるように１０日日曜日の午後６時に、画面２１５上に示
されるように、ユーザは、ハンバーガー店舗から別のオファー２１７を提示される。
【０２１５】
　ここで行われる重要な点は、ユーザと実際にモバイル装置が、以前に訪問したショッピ
ングセンターのワイヤレスネットワーク２０４のワイヤレス範囲内にはもはや存在しない
という事実にもかかわらず、この追加のマルチメディアデータ（この例では、広告及びメ
ッセージ）は、条件のプリセットの組によって判定されるので、自動的に提示されたこと
である。
【０２１６】
　図２１は、モバイル装置上に追加のマルチメディアデータを取得するための１つの可能
な機構をより詳細に表す。ユーザ１２は、ショッピングセンター内の店舗に入る。入口で
、ユーザはモバイル装置１０を持ちながら近接ゲート２１０３を通過することができる。
その場所で近接ゲートは、ＲＦＩＤ又は類似の機構２１０４を使用してモバイル装置１０
と通信し、ユーザが今、店舗内にいることを検出できる。あるいは、また、ユーザは、入
口にある近距離無線通信２１０５を搭載したキオスク２１０２にモバイル装置を触れるこ
とができる。どちらの場合でも、モバイル装置は、ローカルワイヤレスネットワークにロ
グオンし、アクセスポイント２１０７を介してサーバ上のデータにアクセスすることがで
きる。店にいる間は、カタログ、クーポン、又はメディアストリームを含む大きなファイ
ルなどのコンテンツにアクセス又はダウンロードすることができる。ユーザは、ショッピ
ングを完了すると、モバイル装置１０をＰＯＳレジ２１０９でＮＦＣパッド２１０８上に
触れる。この瞬間、クーポン、特売品、又は広告のような購入の行われたリストに関連す
る追加情報を、モバイル装置のメモリに送信することもできる。
【０２１７】
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　図２２は、適切に装備されたモバイル装置にデータ及び関連するトリガー情報を送信す
る機構としてＦＭ　ＲＤＳサービスを使用する一実施形態を示す。このシステムは、ユー
ザ又は視聴者層に単純なメッセージを非常に簡単に提示する、店舗用の機構を提供可能で
ある。コンテンツサーバの管理者は、顧客の潜在的なグループに対して、メッセージ及び
そのメッセージのプレゼンテーション方法の設計を支援する、店舗へのエントリーフォー
ムを提供することができる。
【０２１８】
　グラフィカルに示されているものは、プレゼンテーション画面２２１、メッセージ画面
２２２及びトリガー条件画面２２３の３つのメインエントリーフィールドを含むデザイン
フォーム２２０である。
【０２１９】
　プレゼンテーション画面２２１では、テキストメッセージ２２４は、メッセージアイコ
ン上に表示されるメッセージとして入力される。アイコン２２５は、ロゴなどを表す単純
なビットマップであることができ、音声をデバイスに提供するオプションは、２２６で入
力できる。この場合、音声アラートはない。
【０２２０】
　メッセージ画面２２２は、ユーザがアイコンを押した後、モバイル装置の画面に提示さ
れるデータを含めることができる。この場合、単純なテキストメッセージが提示される２
２７。
【０２２１】
　最後に、トリガー条件入力画面２２３は、メッセージアイコン２３６がモバイル装置１
０の画面２３５上に、いつ、どのようにして、誰に対して提示されるかを定義するために
使用される。この場合、ユーザは男性であり、郵便番号１２３４５の地域内にいるならば
、２０１０年７月１０日の午前９時にメッセージが提示される。また、ドウェル時間２２
９によって示されるように、メッセージは２４時間画面上に存在又は存続する。
【０２２２】
　そして、次の利用可能な放送スロット上での送信のために、ラジオ局２３３でＲＤＳサ
ーバ２３２にインターネット２３を介して送信されるように、店舗はこのフォームをサー
バ２２へ提出することができる。
【０２２３】
　適切な時間に、及び男性であり郵便番号が１２３４５内にいる適切なターゲットユーザ
に、メッセージアイコン２３６が、モバイル装置１０の画面２３５に表示される。
【０２２４】
　図２３は、ハンバーガーチェーンがローカルサービスのサーバ上にリストを配置した場
合、店舗がモバイル装置のユーザをサービスに認識させることができる状況を示している
。重要なことに、モバイル装置がワイヤレスネットワークに接続されていない時点でさえ
も、デバイスのメモリ内に含まれている可能性のあるローカルサービスのリスト上へのエ
ントリをハンバーガーチェーンは強調表示したいと時々に思う可能性のある機構をこの図
は示している。
【０２２５】
　ユーザ１２は、地元の店舗、サービス、請負業者などのリストにアクセスするために、
インターネット２３を使用して、ローカルサービスのデータサーバ２２にワイヤレスでモ
バイル装置１０を時々接続することができるかもしれない。このリストはダウンロードさ
れ、モバイル装置のメモリ内に格納できるので、モバイルがワイヤレスネットワークに接
続されていない場合でさえも、アクセスすることができる。しかしながら、バーガーチェ
ーン２３６のような店舗が、店舗の販売促進のために一連のテレビ広告を実行することは
有利であるかもしれない。この結果、そのハンバーガーチェーンに対して、例えば、最も
近い店舗や住所等の詳細情報を調べるために彼らのローカルサービスのディレクトリを検
索して選ぶ、広告キャンペーンの視聴者が多くいるかもしれない。モバイル装置１０がワ
イヤレスでサーバ２２に接続されている状況では、ハンバーガーチェーンは、以前に記載
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したように広告のアイコン又は追加の情報アラートを単に提示し、同時にリストを訪れる
際にユーザの注意を引くためにローカルサービスのリストを強調表示することができる。
しかしながら、モバイルがサーバ２２にワイヤレスで接続されていない場合、モバイル装
置へのメッセージを取得し、これによってリストを作成する機構は通常ない。
【０２２６】
　しかしながら、適切に装備されたモバイル装置１０は、ハンバーガーチェーン２３６が
加入しているデータサーバ２２へアクセスするＦＭ送信機２３５からのＲＤＳトリガー２
３４を受信できる。このように、モバイルがデータサーバへアクセスしていないときでさ
えも、すでにモバイル上にロードされているようなリスト内に存在するデータを店舗が変
更できるように機構は作られている。
【０２２７】
　追加のオプションは、そのようなサービスに支払う店舗を表すメッセージ又は広告を製
造時に事前にモバイルにロードしておく方法である。本実施形態の利点は、モバイルがワ
イヤレスネットワークに一度も接続されない場合でも、店舗のメッセージをモバイルのユ
ーザに提示することができることである。データさえも製造時にモバイル装置のメモリ内
に事前にロードされることが可能である。
 
【０２２８】
　図２４ａは、開始されている早送りプロセス２４２によって示されるように、番組が早
送りされている間、画像が画面２４１上で歪んでいる状況２４３を示している。
【０２２９】
　図２４ｂは、早送りの間、歪んだ画像が静止画又はスロー画像２４４で置換される状況
を示している。このとき表示されるコンテンツは、ソースのマルチメディア又はソースの
マルチメディアを提供するデバイスに由来することが可能であるが、それは優先的にモバ
イル装置から得ることができる。有利なことに、これによって、ユーザの制御下にある又
は少なくともユーザの嗜好を示すコンテンツを表示することができる。
【０２３０】
　図２４ｃは、画像機構内の画像を使用して、追加のマルチメディアデータ２４５が画面
上に表示される状況を示している。
【０２３１】
　図２５において、電子デバイス１０に単にアラームを鳴らすようにさせるのではなく、
一旦６：３０が訪れると、ユーザのお気に入りの曲が、ステレオ１４上で放送されるよう
に、それはステレオシステム１４と通信し、ユーザの部屋の照明１６は、目覚める時に、
明るい光がユーザに対して不快に照明されないように徐々に点灯する。また、モバイル装
置内の加速度計は、ユーザがデバイスを手に取ることを検出すると、新鮮搾りの無料ジュ
ースが魅力の、ユーザが頻繁に訪れるお気に入りの朝食レストランにユーザを招くメッセ
ージアイコンを、ユーザに対してタイムリーに表示する。
【０２３２】
　そして、図２６は、ユーザ１２の日々の活動において、最初の予定を時間通りに着手す
ることを支援するための、電子デバイス１０とユーザ１２との先を見越した関係について
展開している。
【０２３３】
　一旦、ユーザ１２が車両２４の内部に入ると、電子デバイスは、ＧＰＳマッピングによ
る通信を開始し、ユーザがカイロプラクターへ向かって進む最良の道筋に関する継続的な
情報を提供する。
【０２３４】
　例えば、事故等の存在により、通常の経路で混雑が発生した場合、電子デバイスが様々
な交通ルートのデータベースや情報でチェックしたことを前提にして、別のより高速なル
ートを取るためにユーザ１２に助言をリアルタイムで与え、必要であれば、音声ベースの
右左折の指示を備えた更なる情報を提供する。
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【０２３５】
　このルートを取るとき、ユーザ１２は、朝食レストランのワイヤレスネットワークの放
送範囲内を通過する。以前にモバイル装置によって決定されたように、このユーザは、忠
実な顧客であり、以前に特売情報やクーポン等を受け取ることに同意していた。こういう
わけで、オファーが、モバイル装置のメモリにダウンロードされる。
【０２３６】
　しかしながら、モバイル装置は、ＧＰＳ、加速度計、及び他の入力を介して、ユーザが
車内で運転していることを認識しており、したがって、安全のために、このようなメッセ
ージをユーザに提示するのに適切な時間ではないと判定する。
【０２３７】
　本発明は、説明された特定のアプリケーションに対しての使用に限定されないことが当
業者によって理解されるであろう。本発明は、本明細書内で説明された又は示された特定
の要素及び／又は構成に関するその好ましい実施形態にも限定されない。様々な変更例が
本発明の原理から逸脱することなく作られることが理解されるであろう。
【０２３８】
　したがって、本発明は、その範囲内のすべてのそのような修正形態を含むことを理解す
べきである。

【図１】

【図２】

【図３】



(37) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図４ａ】 【図４ｂ】

【図４ｃ】 【図４ｄ】



(38) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(39) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】



(40) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(41) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図１５】 【図１６】

【図１７ａ】

【図１７ｂ】

【図１８】



(42) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(43) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図２３】 【図２４ａ】

【図２４ｂ】

【図２４ｃ】 【図２５】



(44) JP 5908400 B2 2016.4.26

【図２６】



(45) JP 5908400 B2 2016.4.26

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  シュルツ，ジョン
            オーストラリア国，サウス・オーストラリア州　５２３１，フォレストン，アレクサンダー・フォ
            レスト・ロード　（番地なし）
(72)発明者  ウッド，クリストファー
            オーストラリア国，サウス・オーストラリア州　５０６６，ボウモント，グレイ・アヴェニュー　
            ２

    審査官  矢野　光治

(56)参考文献  特開２００３－２７１８６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３０１５８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１３５８１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１３５７５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４１５０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２１１４６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２８８５７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１４６４２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２３２９５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５１７４０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６９３５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００－２１／８５８　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

