
JP 2017-521899 A 2017.8.3

10

(57)【要約】
　インタラクティブ命令を獲得するステップと、インタ
ラクティブ命令の時間情報を決定するステップと、時間
情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステッ
プと、少なくともマルチメディアデータおよび時間情報
を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するステッ
プと、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディ
アデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情
報を受信するステップとを含む、インタラクティブ情報
を獲得するための方法が、提供される。本開示は、時間
情報を決定し、時間情報に関連するマルチメディアデー
タを獲得し、少なくともマルチメディアデータおよび時
間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信し、
インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデー
タおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受
信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インタラクティブ情報を獲得するための方法であって、
　インタラクティブ命令を獲得するステップと、
　前記インタラクティブ命令の時間情報を決定するステップと、
　前記時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップと、
　少なくとも前記マルチメディアデータおよび前記時間情報を含むインタラクティブ情報
獲得要求を送信するステップと、
　前記インタラクティブ情報獲得要求内の前記マルチメディアデータおよび前記時間情報
に一致するインタラクティブ情報を受信するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する前記ステップが、
　前記時間情報に関連する音声信号を獲得し、前記音声信号に対応する音声フィンガープ
リントを生成し、前記音声フィンガープリントを獲得されたマルチメディアデータとして
使用することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する前記ステップが、
　前記時間情報に関連する音声信号を獲得し、前記音声信号を獲得されたマルチメディア
データとして使用することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する前記ステップが、
　前記時間情報に関連する画像データを獲得し、前記画像データを獲得されたマルチメデ
ィアデータとして使用することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　ユーザ情報を獲得するステップをさらに含み、
　少なくとも前記マルチメディアデータおよび前記時間情報を含むインタラクティブ情報
獲得要求を送信する前記ステップが、少なくとも前記マルチメディアデータ、前記ユーザ
情報、および前記時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信することを含み、
　前記インタラクティブ情報獲得要求内の前記マルチメディアデータおよび前記時間情報
に一致するインタラクティブ情報を受信するステップが、前記インタラクティブ情報獲得
要求内の前記マルチメディアデータ、前記ユーザ情報、および前記時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　プロセッサ、および前記プロセッサによって実行される複数の命令モジュールを含み、
前記複数の命令モジュールが、
　インタラクティブ命令を獲得するように構成された第1の獲得モジュールと、
　前記第1の獲得モジュールによって獲得された前記インタラクティブ命令の時間情報を
決定するように構成された決定モジュールと、
　前記決定モジュールによって決定された前記時間情報に関連するマルチメディアデータ
を獲得するように構成された第2の獲得モジュールと、
　少なくとも前記第2の獲得モジュールによって獲得された前記マルチメディアデータお
よび前記決定モジュールによって決定された前記時間情報を含むインタラクティブ情報獲
得要求を送信するように構成された送信モジュールと、
　前記送信モジュールによって送信された前記インタラクティブ情報獲得要求内の前記マ
ルチメディアデータおよび前記時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信するよう
に構成された受信モジュールとを含む端末。
【請求項７】
　前記第2の獲得モジュールが、前記時間情報に関連する音声信号を獲得し、前記音声信
号に対応する音声フィンガープリントを生成し、前記音声フィンガープリントを獲得され
たマルチメディアデータとして使用するように構成される請求項6に記載の端末。
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【請求項８】
　前記第2の獲得モジュールが、前記時間情報に関連する音声信号を獲得し、前記音声信
号を獲得されたマルチメディアデータとして使用するように構成される請求項6に記載の
端末。
【請求項９】
　前記第2の獲得モジュールが、前記時間情報に関連する画像データを獲得し、前記画像
データを獲得されたマルチメディアデータとして使用するように構成される請求項6に記
載の端末。
【請求項１０】
　ユーザ情報を獲得するように構成された第3の獲得モジュールをさらに含み、
　前記送信モジュールが、少なくとも前記マルチメディアデータ、前記ユーザ情報、およ
び前記時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するように構成され、
　前記受信モジュールが、前記インタラクティブ情報獲得要求内の前記マルチメディアデ
ータ、前記ユーザ情報、および前記時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信する
ように構成される請求項6に記載の端末。
【請求項１１】
　プロセッサ、および前記プロセッサによって実行される複数の命令モジュールを含み、
前記複数の命令モジュールが、
　インタラクティブ情報獲得要求を獲得するように構成された第1の獲得モジュールであ
って、前記インタラクティブ情報獲得要求が、少なくともマルチメディアデータを含む、
第1の獲得モジュールと、
　前記第1の獲得モジュールによって獲得された前記インタラクティブ情報獲得要求に関
連する時間情報を獲得するように構成された第2の獲得モジュールと、
　前記マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するように構成された第3の獲得
モジュールと、
　前記第3の獲得モジュールによって獲得された前記番組情報および前記第2の獲得モジュ
ールによって獲得された前記時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得するように
構成された第4の獲得モジュールと、
　前記第4の獲得モジュールによって獲得された前記インタラクティブ情報を送信するよ
うに構成された送信モジュールとを含むサーバ。
【請求項１２】
　前記マルチメディアデータが、音声フィンガープリントであり、
　前記第3の獲得モジュールが、
　前記音声フィンガープリントを送信するように構成された第1の送信ユニットと、
　前記第1の送信ユニットによって送信された前記音声フィンガープリントに一致する番
組情報を受信するように構成された第1の受信ユニットであって、前記番組情報が、少な
くとも前記音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情
報を含む、第1の受信ユニットとを含む請求項11に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記マルチメディアデータが、音声信号であり、
　前記第3の獲得モジュールが、
　前記音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成するように構成された生成ユニ
ットと、
　前記生成ユニットによって生成された音声フィンガープリントを送信するように構成さ
れた第2の送信ユニットと、
　前記第2の送信ユニットによって送信された前記音声フィンガープリントに一致する番
組情報を受信するように構成された第2の受信ユニットであって、前記番組情報が、少な
くとも前記音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情
報を含む、第2の受信ユニットとを含む請求項11に記載のサーバ。
【請求項１４】
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　前記マルチメディアデータが、画像データであり、
　前記第3の獲得モジュールが、
　前記画像データを送信するように構成された第3の送信ユニットと、
　前記第3の送信ユニットによって送信された前記画像データに一致する番組情報を受信
するように構成された第3の受信ユニットであって、前記番組情報が、少なくとも前記画
像データに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む、第3の受信ユニ
ットとを含む請求項11に記載のサーバ。
【請求項１５】
　前記インタラクティブ情報獲得要求が、ユーザ情報をさらに含み、
　前記第4の獲得モジュールが、前記番組情報、前記ユーザ情報、および前記時間情報に
一致するインタラクティブ情報を獲得するように構成される請求項11に記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理テクノロジーの分野に関し、特に、インタラクティブ情報を獲得す
るための方法、端末、サーバ、およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　TVメディアは、番組視聴者の視聴率を上げることまたは番組の質を向上させることなど
を目的として番組放送中のインタラクティブセッションを増やすことが多い。たとえば、
番組が放送されている間に、インタラクティブコンテンツ、インタラクティブ情報の獲得
方法、およびその他の内容を説明するための説明情報が放送され、説明情報が獲得された
後、対応するインタラクティブ情報が説明情報に従って獲得され、それによって、インタ
ラクションに参加することができる。したがって、インタラクティブ情報を簡単に素早く
獲得する方法が、喫緊の課題になる。
【０００３】
　今のところ、インタラクティブ情報を獲得するための3つの方法が存在する。
【０００４】
　インタラクティブ情報を獲得するための第1の方法は、二次元コードを獲得するステッ
プと、二次元コードを送信するステップと、それから、二次元コードに対応する公開番号
(public number)によって公開されたインタラクティブ情報を受信するステップとを含む
。
【０００５】
　インタラクティブ情報を獲得するための第2の方法は、入力デバイスを通じてユーザに
よって入力されたインタラクティブ情報獲得命令を獲得するステップと、インタラクティ
ブ情報獲得命令を送信するステップと、それから、インタラクティブ情報獲得命令に一致
するインタラクティブ情報を受信するステップとを含む。
【０００６】
　インタラクティブ情報を獲得するための第3の方法は、リモコンを操作することによっ
てユーザによって送信されたインタラクティブ情報獲得信号を獲得するステップと、イン
タラクティブ情報獲得信号を送信するステップと、それから、インタラクティブ情報獲得
信号に一致するインタラクティブ情報を受信するステップとを含む。
【０００７】
　本開示の実施中に、発明者は、方法が少なくとも以下の欠点を有することを発見する。
【０００８】
　インタラクティブ情報を獲得するための第1の方法に関しては、二次元コードを獲得す
ることが必要であり、二次元コードを表示するデバイスの解像度を統一することが難しく
、したがって、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度が二次元コードの獲
得の失敗を引き起こす状況が発生し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の失敗
につながる可能性があり、これは、方法の実装の筋書きを制限する。インタラクティブ情
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報を獲得するための第2の方法に関しては、インタラクティブ情報獲得命令が入力デバイ
スを通じてユーザによって入力されるときに、入力の誤りによって誤ったインタラクティ
ブ情報獲得命令が引き起こされる可能性が高まり、それによって、インタラクティブ情報
が誤って獲得される可能性が高める。インタラクティブ情報を獲得するための第3の方法
に関しては、インタラクティブ情報獲得信号がリモコンを操作することによってユーザに
よって送信されるときに、リモコンに対する誤った操作によって誤ったインタラクティブ
情報獲得信号が引き起こされる可能性が高まり、それによって、インタラクティブ情報が
誤って獲得される可能性が高まる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第1の態様においては、インタラクティブ情報を獲得するための方法が提供され、方法
は、
　インタラクティブ命令を獲得するステップと、
　インタラクティブ命令の時間情報を決定するステップと、
　時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップと、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信するステップと、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信するステップとを含む。
【００１０】
　第2の態様においては、端末が提供され、端末は、
　インタラクティブ命令を獲得するように構成された第1の獲得モジュールと、
　第1の獲得モジュールによって獲得されたインタラクティブ命令の時間情報を決定する
ように構成された決定モジュールと、
　決定モジュールによって決定された時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得す
るように構成された第2の獲得モジュールと、
　少なくとも第2の獲得モジュールによって獲得されたマルチメディアデータおよび決定
モジュールによって決定された時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信する
ように構成された送信モジュールと、
　送信モジュールによって送信されたインタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディア
データおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信するように構成された受信
モジュールとを含む。
【００１１】
　第3の態様においては、サーバが提供され、サーバは、
　インタラクティブ情報獲得要求を獲得するように構成された第1の獲得モジュールと、
　第1の獲得モジュールによって獲得されたインタラクティブ情報獲得要求に関連する時
間情報を獲得するように構成された第2の獲得モジュールであって、インタラクティブ情
報獲得要求が、少なくともマルチメディアデータを含む、第2の獲得モジュールと、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するように構成された第3の獲得モジ
ュールと、
　第3の獲得モジュールによって獲得された番組情報および第2の獲得モジュールによって
獲得された時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得するように構成された第4の
獲得モジュールと、
　第4の獲得モジュールによって獲得されたインタラクティブ情報を送信するように構成
された送信モジュールとを含む。
【００１２】
　本発明の実施形態の技術的な解決策をより明瞭に説明するために、以下で、実施形態を
説明するために必要とされる添付の図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の説明の添付
の図面は、本発明の一部の実施形態のみを示しており、当業者は、創造的な努力なしにこ
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れらの添付の図面からその他の図面を導き出すことがやはり可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の実装環境の概略構造図である。
【図２】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図である。
【図３】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図である。
【図４】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図である。
【図５】1つの例示的な実施形態に従って示されるモバイル電話Aの操作インターフェース
の概略図である。
【図６】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の実施プロセスの概略図である。
【図７】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図である。
【図８】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の実施プロセスの概略図である。
【図９】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図である。
【図１０】1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するた
めの方法の流れ図である。
【図１１】1つの例示的な実施形態に従って示される端末の概略構造図である。
【図１２】1つの例示的な実施形態に従って示される端末の概略構造図である。
【図１３】1つの例示的な実施形態に従って示される端末の概略構造図である。
【図１４】1つの例示的な実施形態に従って示されるサーバの概略構造図である。
【図１５】1つの例示的な実施形態に従って示される第3の獲得モジュールの第1の概略構
造図である。
【図１６】1つの例示的な実施形態に従って示される第3の獲得モジュールの第2の概略構
造図である。
【図１７】1つの例示的な実施形態に従って示される第3の獲得モジュールの第3の概略構
造図である。
【図１８】1つの例示的な実施形態に従って示されるサーバの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示の目的、技術的な解決策、および利点をより明瞭にするために、本開示の実装が
、以下で添付の図面を参照してさらに詳細に説明される。
【００１５】
　本発明の実施形態は、インタラクティブ情報を獲得するための方法を提供し、図1を参
照すると、図1は、本発明の実施形態において提供されるインタラクティブ情報を獲得す
るための方法が含まれる実装環境の概略構造図である。実装環境は、端末101、サーバ102
、および信号提供デバイス103を含む。
【００１６】
　端末101は、以下の実施形態の端末である。端末101は、インタラクティブ命令に従って
マルチメディアデータを獲得した後、少なくともマルチメディアデータを含むインタラク
ティブ情報獲得要求をサーバ102に送信し、サーバ102によって返される、インタラクティ
ブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情
報を受信するように構成される。時間情報は、端末によって決定されたインタラクティブ
命令の時間情報であるか、またはサーバによって受信されたインタラクティブ情報獲得要
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求の時間情報である可能性がある。端末101は、スマートフォン、リモコン、もしくはセ
ットトップボックスである可能性があり、またはTVとインタラクションするその他の形態
のデバイスである可能性がある。加えて、デバイスは、TVとは独立したデバイスまたはTV
に統合されたデバイスである可能性があり、本明細書において本発明の実施形態に限定さ
れない。
【００１７】
　サーバ102は、端末101に関するインタラクティブ情報を提供するサーバであり、以下の
実施形態において説明されるサーバである。少なくとも端末101によって送信されたマル
チメディアデータを含むインタラクティブ情報獲得要求を受信した後、サーバ102は、イ
ンタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータに一致するインタラクティブ情報
を獲得するために信号提供デバイス103と組み合わされる。
【００１８】
　信号提供デバイス103は、サーバである可能性があり、インタラクティブ情報獲得要求
内のマルチメディアデータに一致するインタラクティブ情報を獲得するためにサーバ102
と組み合わされるように構成される。
【００１９】
　端末101、サーバ102、および信号提供デバイス103は、ワイヤレスネットワークまたは
有線ネットワークを通じてそれらの間で通信を行い得る。
【００２０】
　図2は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図であり、図2に示されるように、以下のステップを含むインタラクティブ
情報を獲得するための方法が、端末に適用される。
【００２１】
　201:インタラクティブ命令を獲得する。
【００２２】
　202:インタラクティブ命令の時間情報を決定する。
【００２３】
　203:時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する。
【００２４】
　任意選択的に、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップは、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号に対応する音声フィンガープリントを
生成し、音声フィンガープリントを獲得されたマルチメディアデータとして使用すること
を含む。
【００２５】
　任意選択的に、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップは、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号を獲得されたマルチメディアデータと
して使用することを含む。
【００２６】
　任意選択的に、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップは、
　時間情報に関連する画像データを獲得し、画像データを獲得されたマルチメディアデー
タとして使用することを含む。
【００２７】
　204:少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得
要求を送信する。
【００２８】
　205:インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致す
るインタラクティブ情報を受信する。
【００２９】
　任意選択的に、方法は、ユーザ情報を獲得するステップをさらに含み、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
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を送信するステップは、少なくともマルチメディアデータ、ユーザ情報、および時間情報
を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信することを含み、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信するステップは、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメ
ディアデータ、ユーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信する
ことを含む。
【００３０】
　図3は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図であり、図3に示されるように、以下のステップを含むインタラクティブ
情報を獲得するための方法が、サーバに適用される。
【００３１】
　301:インタラクティブ情報獲得要求、およびインタラクティブ情報獲得要求に関連する
時間情報を獲得し、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくともマルチメディアデータ
を含む。
【００３２】
　302:マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得する。
【００３３】
　任意選択的に、マルチメディアデータは、音声フィンガープリントであり、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するステップは、
　音声フィンガープリントを送信することと、
　音声フィンガープリントに一致する番組情報を受信することであって、番組情報が、少
なくとも音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報
を含む、受信することとを含む。
【００３４】
　任意選択的に、マルチメディアデータは、音声信号であり、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するステップは、
　音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成することと、
　音声フィンガープリントを送信することと、
　音声フィンガープリントに一致する番組情報を受信することであって、番組情報が、少
なくとも音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報
を含む、受信することとを含む。
【００３５】
　任意選択的に、マルチメディアデータは、画像データであり、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するステップは、
　画像データを送信することと、
　画像データに一致する番組情報を受信することであって、番組情報が、少なくとも画像
データに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む、受信することとを
含む。
【００３６】
　303:番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得する。
【００３７】
　304:インタラクティブ情報を送信する。
【００３８】
　任意選択的に、インタラクティブ情報獲得要求は、ユーザ情報をさらに含み、
　番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得するステップは、番組
情報、ユーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得することを含
む。
【００３９】
　この実施形態において提供される方法は、インタラクティブ命令の時間情報を決定し、
時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得し、少なくともマルチメディアデータお
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よび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得
要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信す
ることによって、二次元コードを表示するデバイスの解像度が比較的低いことによりイン
タラクティブ情報の獲得の失敗が引き起こされる状況を回避し、インタラクティブ情報獲
得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作によりインタラクティブ情報の獲
得の失敗が引き起こされる状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の
効率および正確性を高める。
【００４０】
　実施形態によって提供されるインタラクティブ情報を獲得するための方法をより明瞭に
詳しく説明するために、インタラクティブ情報を獲得するための方法が、以下の実施形態
を例に取ると、コンテンツおよび実施形態の実装環境と組み合わせて詳細に説明される。
詳細については以下の実施形態を参照されたい。
【００４１】
　図4は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図であり、説明を簡単にするために、この実施形態において、この実施形態
において提供される方法は、端末がモバイル電話Aであり、サーバがサーバAであり、信号
提供デバイスがサーバBであり、マルチメディアデータが音声データであり、モバイル電
話Aがインタラクティブ命令の時間情報を獲得することを例に取ることによって詳細に示
される。図4を参照すると、この実施形態において提供される方法のフローは、特に以下
の通りである。
【００４２】
　401:端末が、インタラクティブ命令を獲得する。
【００４３】
　この実施形態は、端末によってインタラクティブ命令を獲得するための特定の方法を限
定せず、端末が振る動作（シェイク動作）を検出した場合にインタラクティブ命令が獲得
されたと考えることを含むがこれに限定されない。
【００４４】
　この実施形態は、端末が振る動作を検出したかどうかの特定の判断条件を限定せず、端
末が位置センサーを含む場合に、位置センサーによって端末の重心の位置が変わったかど
うかを検出し、位置センサーによって端末の重心の位置が変わったことが検出される場合
に、端末が振る動作を検出したと判定することを含むがこれらに限定されない。
【００４５】
　インタラクティブ命令を獲得するための方法に加えて、インタラクティブ命令を獲得す
るための特定の方法は、端末が予め設定されたフィンガープリントを検出した場合にイン
タラクティブ命令が獲得されたと考えることであるか、または端末が予め設定された音声
信号を検出した場合にインタラクティブ命令が獲得されたと考えることであるか、または
端末が予め設定されたパスワードを検出した場合にインタラクティブ命令が獲得されたと
考えることである可能性もある。
【００４６】
　さらに、この実施形態において提供される方法におけるインタラクティブ命令が端末の
その他の機能的命令と同じであるときにその他の機能的命令をこの実施形態において提供
される方法におけるインタラクティブ命令であると誤って考えることを防止するために、
任意選択的に、端末は、インタラクティブ命令のトリガ条件がトリガされた後にインタラ
クティブ命令を獲得する。この実施形態は、インタラクティブ命令のトリガ条件がトリガ
される特定の方法を限定しない。たとえば、インタラクティブ機能が開かれた場合、イン
タラクティブ命令のトリガ条件がトリガされたと考えられる。
【００４７】
　この実施形態は、インタラクティブ機能を開くための特定の方法も限定しない。たとえ
ば、端末が複数の機能オプションを提供し、1つの機能オプションがインタラクティブ機
能オプションである場合に、インタラクティブ機能オプションが選択されたことを端末が
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獲得したときにインタラクティブ機能が開かれたと考えられる。
【００４８】
　図5(a)に示されるモバイル電話Aの操作インターフェースを例に取ると、モバイル電話A
は、2つの機能オプション、すなわち、友達を作る機能オプション「友達を探す」および
インタラクティブ機能オプション「インタラクティブ情報を獲得する」を提供する。モバ
イル電話Aが「インタラクティブ情報を獲得する」が選択されたことを獲得した場合、イ
ンタラクティブ機能が開かれたと考えられる。インタラクティブ機能が開かれた後、モバ
イル電話Aに含まれる位置センサーによってモバイル電話Aの重心の位置が変わったことを
モバイル電話Aが検出した場合に、モバイル電話Aが振る動作を検出したと判定され、イン
タラクティブ命令が獲得されたと考えられる。
【００４９】
　402:端末が、インタラクティブ命令の時間情報を決定する。
【００５０】
　獲得されたインタラクティブ命令がある時間継続するインタラクティブ命令である可能
性があり、たとえば、獲得されたインタラクティブ命令が振る動作であるとき、振る動作
は、ある時間振り続ける可能性があり、したがって、端末は、インタラクティブ命令が獲
得された開始時間をインタラクティブ命令の時間情報として決定する可能性がある。端末
は、インタラクティブ命令が獲得された終了時間をインタラクティブ命令の時間情報とし
て決定する可能性もある。この実施形態は、インタラクティブ命令の時間情報を決定する
ための特定の方法を限定しない。
【００５１】
　モバイル電話Aが10:30:30から振動し始め10:30:32まで振動することを例に取ると、モ
バイル電話Aは、振る動作の開始時間が10:30:30であることを獲得し、インタラクティブ
命令の時間情報が10:30:30であることが決定される。代替的に、モバイル電話Aは、振る
動作の終了時間が10:30:32であることを獲得し、インタラクティブ命令の時間情報が10:3
0:32であることが決定される。
【００５２】
　確かに、振る動作の開始時間は、その他の時間である可能性もあり、この実施形態は、
振る動作の特定の開始時間を限定しない。振る動作の終了時間は、その他の時間である可
能性もあり、この実施形態は、振る動作の特定の終了時間を限定しない。
【００５３】
　403:端末が、時間情報に関連する音声データを獲得する。
【００５４】
　音声データは、音声信号または音声フィンガープリントである。この実施形態は、音声
データを表す特定の内容を限定しない。
【００５５】
　音声データが音声信号である状況に関しては、ステップの特定の実施中に、音声再生デ
バイスによって再生される音声信号を通じてインタラクションを実現するために、音声再
生デバイスが音声を再生する間に、端末が時間情報に従って音声再生デバイスによって再
生される音声信号を収集することが実現可能である。加えて、時間情報に関連する音声信
号は、別の方法によって獲得される可能性もあり、この実施形態は、時間情報に関連する
音声信号を獲得するための特定の方法を限定しない。
【００５６】
　この実施形態は、時間情報に従って端末によって音声信号を収集するための特定の方法
を限定しない。たとえば、端末は、音声信号の収集の時間の長さの合計が予め設定された
長さに達するまで、時間情報に従って第1の予め設定された期間毎に1回、音声信号を収集
する。代替的に、端末は、時間情報に従って予め設定された継続時間を有する音声信号を
収集する。加えて、この実施形態は、音声再生デバイスを限定せず、TVセット、ラジオ、
およびその他の音声再生デバイスを含むがこれらに限定されない。
【００５７】
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　例1:時間情報が10:30:30であり、音声再生デバイスがTVセットであることを例に取ると
、第1の予め設定された期間が3sであり、予め設定された時間の長さが15sであり、あらゆ
る音声信号の収集の継続時間が3sである場合、モバイル電話Aは、10:30:30から10:30:33
まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで再生されたTV音声信号1を収集し、TV
音声信号1は、初めて収集された音声信号1として使用され、このとき、音声信号が収集さ
れる継続時間の合計は、3sである。
【００５８】
　10:30:33から10:30:36まで、TVセットによって10:30:33から10:30:36まで再生されたTV
音声信号2が収集され、TV音声信号2は2回目に収集された音声信号2として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は6sである。
【００５９】
　10:30:36から10:30:39まで、TVセットによって10:30:36から10:30:39まで再生されたTV
音声信号3が収集され、TV音声信号3は3回目に収集された音声信号3として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は9sである。
【００６０】
　10:30:39から10:30:42まで、TVセットによって10:30:39から10:30:42まで再生されたTV
音声信号4が収集され、TV音声信号4は4回目に収集された音声信号4として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は12sである。
【００６１】
　10:30:42から10:30:45まで、TVセットによって10:30:42から10:30:45まで再生されたTV
音声信号5が収集され、TV音声信号5は5回目に収集された音声信号5として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は15sであり、これは予め設定された時間の
長さ15sに達し、音声信号の収集が停止される。
【００６２】
　音声信号が、声、音楽、および音響効果を有するTV番組の定期的な音波の周波数および
振幅の変動情報のキャリアである。
【００６３】
　確かに、音声再生デバイスは、別のデバイスである可能性もあり、第1の予め設定され
た期間は、別の時間の長さである可能性もあり、予め設定された時間の長さは、別の時間
の長さである可能性もあり、あらゆる音声信号の収集の継続時間は、別の時間の長さであ
る可能性もあり、収集された音声信号の名前は、別の名前である可能性もあり、この実施
形態は、特定の音声再生デバイス、第1の予め設定された期間の特定の値、予め設定され
た時間の長さの特定の値、あらゆる音声信号の収集の特定の継続時間、収集された音声信
号の特定の名前を限定しない。
【００６４】
　時間情報に従って端末によって音声信号を収集するための特定の方法に加えて、端末が
時間情報に従って音声信号を1回収集するだけであることもあり得る。
【００６５】
　例2:時間情報が10:30:30であり、音声再生デバイスがTVセットであることを例に取ると
、音声信号の収集の継続時間が3sである場合、モバイル電話Aは、10:30:30から10:30:33
まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで再生されたTV音声信号6を収集し、TV
音声信号6は、収集された音声信号6として使用される。
【００６６】
　音声データが音声フィンガープリントである状況に関しては、ステップの特定の実施中
に、音声信号に対応する音声フィンガープリントを通じてインタラクションを実現するた
めに、まず、時間情報に関連する音声信号を獲得し、それから、音声信号に対応する音声
フィンガープリントを生成することが実現可能である。
【００６７】
　この実施形態は、音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成するための特定の
方法を限定せず、予め設定された音声信号と対応するIDとの間の対応する関係が予め記憶
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される場合に、予め設定された音声信号と時間情報に関連する獲得された音声信号との間
の関係、および予め設定された音声信号と対応するIDとの間の予め記憶された対応する関
係に従って時間情報に関連する獲得された音声信号に対応するIDを決定し、時間情報に関
連する獲得された音声信号に対応するIDを音声フィンガープリントとして使用することを
含むがこれらに限定されない。
【００６８】
　特に、任意の予め設定された音声信号と時間情報に関連する獲得された音声信号との間
の関係は、以下の4つの関係のうちの1つである可能性がある。
　第1の関係:任意の予め設定された音声信号が、時間情報に関連する獲得された音声信号
と無関係である
　第2の関係:任意の予め設定された音声信号が、時間情報に関連する獲得された音声信号
を完全に含む
　第3の関係:任意の予め設定された音声信号が、時間情報に関連する獲得された音声信号
を部分的に含む
　第4の関係:任意の予め設定された音声信号が、時間情報に関連する獲得された音声信号
に完全に含まれる
【００６９】
　一例として、予め設定された音声信号が、それぞれ、予め設定された音声信号1、予め
設定された音声信号2、および予め設定された音声信号3である3つの予め設定された音声
信号であり、予め設定された音声信号と対応するIDとの間の予め記憶された対応する関係
がTable 1 (表1)に示される通りであり、時間情報に関連する獲得された音声信号がTV音
声信号1である。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　予め設定された音声信号1がTV音声信号1を部分的に含み、予め設定された音声信号2お
よび予め設定された音声信号3がTV音声信号1と無関係である場合、TV音声信号1に対応す
るIDが予め設定された音声信号1に対応するID、ID1であると決定され、ID1が、TV音声信
号1に対応する音声フィンガープリントとして使用される。
【００７２】
　予め設定された音声信号2がTV音声信号1を完全に含み、予め設定された音声信号1およ
び予め設定された音声信号3がTV音声信号1と無関係である場合、TV音声信号1に対応するI
Dが予め設定された音声信号2に対応するID、ID2であると決定され、ID2が、TV音声信号1
に対応する音声フィンガープリントとして使用される。
【００７３】
　予め設定された音声信号2がTV音声信号1に完全に含まれ、予め設定された音声信号1お
よび予め設定された音声信号3がTV音声信号1と無関係である場合、TV音声信号1に対応す
るIDが予め設定された音声信号2に対応するID、ID2であると決定され、ID2が、TV音声信
号1に対応する音声フィンガープリントとして使用される。
【００７４】
　予め設定された音声信号2がTV音声信号1を部分的に含み、予め設定された音声信号2がT
V音声信号3を部分的に含み、予め設定された音声信号1がTV音声信号1と無関係である場合
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、TV音声信号1に対応するIDが予め設定された音声信号2に対応するID、ID2および予め設
定された音声信号3に対応するID、ID3であると決定され、ID2およびID3が、TV音声信号1
に対応する音声フィンガープリントとして使用される。
【００７５】
　確かに、予め設定された音声信号の番号は、別の番号である可能性もあり、予め設定さ
れた音声信号の名前は、別の名前である可能性もあり、予め設定された音声信号と対応す
るIDとの間の予め記憶された対応する関係は、別の関係である可能性もあり、予め設定さ
れた音声信号1とTV音声信号1との間の関係、予め設定された音声信号2とTV音声信号1との
間の関係、および予め設定された音声信号3とTV音声信号1との間の関係は、別の関係であ
る可能性もある。この実施形態は、予め設定された音声信号の特定の番号、予め設定され
た音声信号の特定の名前、予め設定された音声信号と対応するIDとの間の特定の予め記憶
された対応する関係、予め設定された音声信号1とTV音声信号1との間の関係、予め設定さ
れた音声信号2とTV音声信号1との間の関係、および予め設定された音声信号3とTV音声信
号1との間の特定の関係を限定しない。
【００７６】
　音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成するための方法に加えて、音声信号
に対応する音声フィンガープリントを生成するための特定の方法は、音声信号を特定のシ
ンボルで構成されたシンボルシーケンスに変換し、シンボルシーケンスを音声信号に対応
する音声フィンガープリントとして使用することである可能性もある。
【００７７】
　404:端末が、少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信する。
【００７８】
　この実施形態は、端末によって少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラク
ティブ情報獲得要求を送信するための特定の方法を限定しない。たとえば、端末は、第1
の予め設定された期間毎に1回音声データを収集する場合、第1の予め設定された期間毎に
1回音声データを収集した後、少なくとも収集された音声データおよび時間情報を含むイ
ンタラクティブ情報獲得要求を送信する。
【００７９】
　音声データがステップ403の例1における音声信号であることを例に取ると、モバイル電
話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号1を収集し、10:30:33から10:30:36まで音声信号
2を収集し、10:30:36から10:30:39まで音声信号3を収集し、10:30:39から10:30:42まで音
声信号4を収集し、10:30:42から10:30:45まで音声信号5を収集するとき、モバイル電話A
は、少なくとも音声信号1および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求11、少な
くとも音声信号2および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求12、少なくとも音
声信号3および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求13、少なくとも音声信号4お
よび10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求14、および少なくとも音声信号5およ
び10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求15を3s毎に順に送信する。
【００８０】
　確かに、インタラクティブ情報獲得要求は、別の名前である可能性もあり、この実施形
態は、インタラクティブ情報獲得要求の特定の名前を限定しない。
【００８１】
　加えて、音声データの時間情報をより正確に反映するために、任意選択的に、端末によ
って少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信す
るための方法は、端末が、第1の予め設定された期間毎に1回音声データを収集する場合に
、第1の予め設定された期間毎に1回音声データを収集した後、少なくとも収集された音声
データ、時間情報、および音声データの収集の時間情報を含むインタラクティブ情報獲得
要求を送信することである可能性もある。
【００８２】
　音声データがステップ403の例1における音声信号であることを引き続き例に取ると、モ
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バイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号1を収集し、10:30:33から10:30:36まで
音声信号2を収集し、10:30:36から10:30:39まで音声信号3を収集し、10:30:39から10:30:
42まで音声信号4を収集し、10:30:42から10:30:45まで音声信号5を収集するとき、音声信
号1の収集の時間情報は、10:30:30から10:30:33であり、音声信号2の収集の時間情報は、
10:30:33から10:33:36であり、音声信号3の収集の時間情報は、10:30:36から10:30:39で
あり、音声信号4の収集の時間情報は、10:30:39から10:30:42であり、音声信号5の収集の
時間情報は、10:30:42から10:30:45である。モバイル電話Aは、少なくとも音声信号1、10
:30:30、および10:30:30から10:30:33を含むインタラクティブ情報獲得要求21、少なくと
も音声信号2、10:30:30、および10:30:33から10:30:36を含むインタラクティブ情報獲得
要求22、少なくとも音声信号3、10:30:30、および10:30:36から10:30:39を含むインタラ
クティブ情報獲得要求23、少なくとも音声信号4、10:30:30、および10:30:39から10:30:4
2を含むインタラクティブ情報獲得要求24、ならびに少なくとも音声信号5、10:30:30、お
よび10:30:42から10:30:45を含むインタラクティブ情報獲得要求25を3s毎に順に送信する
。
【００８３】
　端末によって少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための方法に加えて、端末が音声データを1回収集するだけである場合、端
末によって少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を
送信するための方法は、音声データを収集した後にのみ、少なくとも音声データおよび時
間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可能性
もある。
【００８４】
　音声データがステップ403の例2における音声信号であることを例に取ると、モバイル電
話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号6を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくと
も音声信号6および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求6を送信する。
【００８５】
　さらに、端末が音声データを1回収集するだけである状況に関して、少なくとも音声デ
ータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求がステップ404において送信さ
れるときにネットワークの問題またはその他の問題によって引き起こされる送信の失敗を
防止するために、端末によって少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクテ
ィブ情報獲得要求を送信するための方法は、第2の予め設定された期間毎に同じインタラ
クティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可能性もあり、インタラクテ
ィブ情報獲得要求は、少なくとも音声データおよび時間情報を含む。
【００８６】
　ステップ403における例2を引き続き例に取ると、第2の予め設定された期間が3sである
場合、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号6を収集するとき、少なくとも
音声信号6および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求6が3s毎に送信される。
【００８７】
　確かに、第2の予め設定された期間は、別の時間の長さである可能性もあり、この実施
形態は、第2の予め設定された期間の特定の値を限定しない。第2の予め設定された期間は
、ステップ403における第1の予め設定された期間と同じであるかまたは異なる可能性があ
り、この実施形態は、第2の予め設定された期間と第1の予め設定された期間との間の関係
を限定しない。
【００８８】
　加えて、異なるユーザのために異なるパーソナライズされたサービスを提供するために
、任意選択的に、端末が少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情
報獲得要求を送信する前に、ユーザ情報が獲得される可能性もある。端末によって少なく
とも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための特
定の方法は、少なくとも音声データ、ユーザ情報、および時間情報を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求を送信することである可能性もある。
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【００８９】
　405:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求を獲得する。
【００９０】
　インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データおよび時間情報を含む。
【００９１】
　サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法は、インタ
ラクティブ情報獲得要求を送信するための方法の変更によって変わり、この実施形態は、
サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法を限定せず、
インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎に1
回音声データを収集した後に、少なくとも獲得された音声データおよび時間情報を含むイ
ンタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである場合に、サーバによっ
てインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方法が、第1の予め設定された期間毎
にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲得することであり、インタラクティ
ブ情報獲得要求が、少なくとも音声データおよび時間情報を含むことを含むがこれに限定
されない。
【００９２】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎
に1回音声データを収集した後に、少なくとも収集された音声データ、時間情報、および
音声データの収集の時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信さ
れることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方
法は、第1の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲
得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データ、時間情報
、および音声データの収集の時間情報を含む。
【００９３】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、音声データを1回収集した後
にのみ、少なくとも獲得された音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲
得要求が端末によって送信されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報
獲得要求を獲得するための方法は、インタラクティブ情報獲得要求をサーバによって1回
だけ獲得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データおよ
び時間情報を含む。
【００９４】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第2の予め設定された期間毎
に少なくとも獲得された音声データおよび時間情報を含む同じインタラクティブ情報獲得
要求が端末によって送信されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲
得要求を獲得するための方法は、第2の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲
得要求をサーバによって獲得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なく
とも音声データおよび時間情報を含む。
【００９５】
　406:サーバが、音声データに一致する番組情報を獲得する。
【００９６】
　音声データが音声信号または音声フィンガープリントであるとき、音声データが音声信
号である場合、音声データに一致する番組情報を獲得する方法は、音声信号に対応する音
声フィンガープリントを生成し、それぞれの番組の音声フィンガープリント、番組名、お
よび再生時間情報などの番組情報が記憶される信号提供デバイスに音声フィンガープリン
トを送信し、音声フィンガープリントに一致する番組情報を受信することである。音声デ
ータが音声フィンガープリントである場合、音声データに一致する番組情報を獲得する方
法は、それぞれの番組の音声フィンガープリント、番組名、および再生時間情報などの番
組情報が記憶される信号提供デバイスに音声フィンガープリントを送信し、音声フィンガ
ープリントに一致する番組情報を受信することであり、番組情報は、少なくとも音声フィ
ンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む。この実施
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【００９７】
　モバイル電話Aによって獲得される音声データが音声フィンガープリントであり、音声
フィンガープリントがID1であることを例に取ると、サーバAは、ID1をサーバBに送信し、
サーバBから返されるID1に一致する番組情報1、すなわち、TV局Aによって再生されるTV番
組Aの音声信号、TV番組A、および10:00:00から11:00:00を受信する。
【００９８】
　確かに、番組情報の名前は、別の名前である可能性があり、番組情報は、その他の内容
である可能性があり、この実施形態は、番組情報の特定の名前および番組情報の特定の内
容を限定しない。
【００９９】
　さらに、サーバがステップ405において複数の音声データを獲得する可能性があるとき
、ステップ406において、サーバは、音声データを獲得するときにはいつでも、音声デー
タに一致する番組情報を獲得する。
【０１００】
　サーバAによって獲得された音声データが音声フィンガープリントであることを例に取
ると、ID1を獲得した後、サーバAは、ID1に一致する番組情報を獲得する。ID2を獲得した
後、サーバAは、ID2に一致する番組情報を獲得する。ID3を獲得した後、サーバAは、ID3
に一致する番組情報を獲得する。ID4を獲得した後、サーバAは、ID4に一致する番組情報
を獲得する。ID5を獲得した後、サーバAは、ID5に一致する番組情報を獲得する。
【０１０１】
　407:サーバは、番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得し、イ
ンタラクティブ情報を送信する。
【０１０２】
　インタラクティブ情報の内容は、番組公開番号属性情報(program public number attri
bute information)/ダイアログ情報(dialogue information)、くじ引き/投票H5インタラ
クティブ情報(lottery draw/vote H5 interactive information)、ネイティブ支払い情報
(native payment information)、ネイティブビジネス詳細情報(native business details
 information)、TV詳細情報などを含む可能性があるがこれらに限定されず、この実施形
態は、インタラクティブ情報の特定の内容を限定しない。
【０１０３】
　この実施形態は、サーバによって番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ
情報を獲得するための特定の方法を限定せず、サーバが番組情報と、時間情報と、インタ
ラクティブ情報との間の対応する関係を予め記憶する場合に、サーバが、番組情報と、時
間情報と、インタラクティブ情報との間の予め記憶された対応する関係に従って、番組情
報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得することができることを含むが
これに限定されない。
【０１０４】
　サーバAがTable 2 (表2)に示される番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報と
の間の対応する関係を予め記憶し、番組情報が、番組情報1であり、時間情報が、10:30:3
0であることを例に取ると、サーバAは、Table 2 (表2)に従って、番組情報1および10:30:
30に一致するインタラクティブ情報がインタラクティブ情報2およびインタラクティブ情
報3であることを獲得することができる。
【０１０５】
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【表２】

【０１０６】
　加えて、この実施形態は、サーバによって番組情報と、時間情報と、インタラクティブ
情報との間の対応する関係を予め記憶するための特定の方法を限定しない。たとえば、サ
ーバは、番組情報を予め収集し、番組情報に対応する時間情報およびインタラクティブ情
報を決定し、サーバは、番組情報に対応する時間情報およびインタラクティブ情報に従っ
て番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を記憶する。
【０１０７】
　たとえば、サーバAによって予め収集された番組情報の数は2であり、それらの番組情報
は、それぞれ、番組情報1、すなわち、TV局Aによって再生されるTV番組Aの音声信号、TV
番組A、および10:00:00から11:00:00、ならびに番組情報2、すなわち、TV局Aによって再
生されるTV番組Bの音声信号、TV番組B、および11:00:00から12:00:00である。番組情報に
対応すると決定される時間情報の数は2であり、それらの時間情報は、それぞれ、10:00:0
0から10:30:00および10:30:00から11:00:00である。番組情報および10:00:00から10:30:0
0に対応するインタラクティブ情報は、インタラクティブ情報1であり、番組情報1および1
0:30:00から11:00:00に対応するインタラクティブ情報の数は2であり、それらのインタラ
クティブ情報は、それぞれ、インタラクティブ情報2およびインタラクティブ情報3である
。番組情報2に対応すると決定される時間情報の数は1であり、すなわち、11:00:00から12
:00:00である。番組情報2および11:00:00から12:00:00に対応するインタラクティブ情報
の数は1であり、すなわち、インタラクティブ情報4である。番組情報に対応する時間情報
およびインタラクティブ情報に従ってサーバAによって記憶される番組情報と、時間情報
と、インタラクティブ情報との間の対応する関係が、Table 2 (表2)に示される。
【０１０８】
　確かに、予め収集される番組情報の数は、別の数である可能性があり、番組情報に対応
する時間情報の数は、別の数である可能性があり、番組情報に対応する時間情報の内容は
、その他の内容である可能性もあり、番組情報および時間情報に対応するインタラクティ
ブ情報の数は、別の数である可能性があり、番組情報および時間情報に対応するインタラ
クティブ情報の名前は、別の数である可能性があり、番組情報と、時間情報と、インタラ
クティブ情報との間の対応する関係を記憶する形態は、別の形態である可能性があり、こ
の実施形態は、予め収集される番組情報の特定の数、番組情報に対応する時間情報の特定
の数、番組情報に対応する時間情報の特定の内容、番組情報および時間情報に対応するイ
ンタラクティブ情報の特定の数、番組情報および時間情報に対応するインタラクティブ情
報の特定の名前、ならびに番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応
する関係を記憶する特定の形態を限定しない。
【０１０９】
　この実施形態において提供される方法の実行中に、サーバは、番組情報と、時間情報と
、インタラクティブ情報との間の対応する関係を毎回予め記憶する必要はなく、つまり、
番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係は、インタラクテ
ィブ情報がこの実施形態において提供される方法を通じて初めて獲得されたときにのみ予
め記憶される。しかし、番組情報が変わるか、または番組情報に対応する時間情報もしく
はインタラクティブ情報が変わるとき、つまり、番組情報と、時間情報と、インタラクテ
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ィブ情報との間の記憶された対応する関係を更新することが必要であるとき、番組情報と
、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を記憶するステップは、再実
行され得る。代替的に、番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応す
る関係を記憶するステップは、番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の
記憶された対応する関係を更新するために、第3の予め設定された期間毎に再実行され得
る。第3の予め設定された期間は、任意の時間の長さである可能性があり、この実施形態
は、第3の予め設定された期間の特定の値を限定せず、この実施形態は、番組情報と、時
間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を記憶するステップを再実行する
ことをトリガする特定の条件を限定しない。
【０１１０】
　加えて、獲得されたインタラクティブ情報獲得要求がユーザ情報をさらに含む場合、サ
ーバによって番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得するための
特定の実装方法は、番組情報、ユーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ
情報を獲得することである可能性がある。
【０１１１】
　この実施形態は、サーバによって番組情報、ユーザ情報、および時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を獲得するための特定の方法を限定せず、サーバが番組情報と、ユー
ザ情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を予め記憶する場合
に、サーバが、番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の
予め記憶された対応する関係に従って、番組情報、ユーザ情報、および時間情報に一致す
るインタラクティブ情報を獲得することができることを含むがこれに限定されない。
【０１１２】
　サーバAが、Table 3 (表3)に示される番組情報と、ユーザ情報、時間情報と、インタラ
クティブ情報との間の対応する関係を予め記憶し、番組情報が、番組情報1であり、時間
情報が、10:30:30であり、ユーザ情報が、ユーザ1であることを例に取ると、サーバAは、
Table 3 (表3)に従って、番組情報1、ユーザ1、および10:30:30に一致するインタラクテ
ィブ情報がインタラクティブ情報2およびインタラクティブ情報3であることを獲得するこ
とができる。
【０１１３】
【表３】

【０１１４】
　さらに、この実施形態は、サーバによって番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、イ
ンタラクティブ情報との間の対応する関係を予め記憶する特定の方法を限定しない。たと
えば、サーバは、番組情報を予め収集し、番組情報に対応するユーザ情報、時間情報、お
よびインタラクティブ情報を決定し、サーバは、番組情報に対応するユーザ情報、時間情
報、およびインタラクティブ情報に従って番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、イン
タラクティブ情報との間の対応する関係を記憶する。
【０１１５】
　たとえば、サーバAによって予め収集された番組情報の数は2であり、それらの番組情報
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は、それぞれ、番組情報1、すなわち、TV局Aによって再生されるTV番組Aの音声信号、TV
番組A、および10:00:00から11:00:00、ならびに番組情報2、すなわち、TV局Aによって再
生されるTV番組Bの音声信号、TV番組B、および11:00:00から12:00:00である。番組情報1
に対応するユーザ情報の数は1であり、つまり、ユーザ1であり、番組情報1に対応する時
間情報の数は2であり、それらの時間情報はそれぞれ10:00:00から10:30:00および10:30:0
0から11:00:00であることが決定される。番組情報1および10:00:00から10:30:00に対応す
るインタラクティブ情報は、インタラクティブ情報1であり、番組情報1および10:30:00か
ら11:00:00に対応するインタラクティブ情報は、インタラクティブ情報2およびインタラ
クティブ情報3である。番組情報2に対応するユーザ情報の数は1であり、つまり、ユーザ1
であり、番組情報2に対応する時間情報の数は1であり、つまり、11:00:00から12:00:00で
あることが決定される。番組情報2および11:00:00から12:00:00に対応するインタラクテ
ィブ情報は、インタラクティブ情報4である。番組情報に対応する時間情報およびインタ
ラクティブ情報に従ってサーバAによって記憶される番組情報と、時間情報と、インタラ
クティブ情報との間の対応する関係が、Table 3 (表3)に示される。
【０１１６】
　確かに、番組情報に対応するユーザ情報の数は、別の数である可能性があり、番組情報
に対応するユーザ情報の内容は、その他の内容である可能性があり、この実施形態は、番
組情報に対応するユーザ情報の特定の数および番組情報に対応するユーザ情報の特定の内
容を限定しない。
【０１１７】
　この実施形態において提供される方法の実行中に、サーバは、番組情報と、ユーザ情報
と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を毎回予め記憶する必要は
なく、つまり、番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の
対応する関係は、インタラクティブ情報がこの実施形態において提供される方法を通じて
初めて獲得されたときにのみ予め記憶されることに留意されたい。しかし、番組情報が変
わるか、または番組情報に対応するユーザ情報が変わるか、または番組情報に対応する時
間情報もしくはインタラクティブ情報が変わるとき、つまり、番組情報と、ユーザ情報と
、時間情報と、インタラクティブ情報との間の記憶された対応する関係を更新することが
必要であるとき、番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間
の対応する関係を記憶するステップは、再実行され得る。代替的に、番組情報と、ユーザ
情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を記憶するステップは
、番組情報と、ユーザ情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との間の記憶された対
応する関係を更新するために、第4の予め設定された期間毎に再実行され得る。第4の予め
設定された期間は、任意の時間の長さである可能性があり、この実施形態は、第4の予め
設定された期間の特定の値を限定せず、この実施形態は、番組情報と、ユーザ情報と、時
間情報と、インタラクティブ情報との間の対応する関係を記憶するステップを再実行する
ことをトリガする特定の条件を限定しない。この実施形態は、第4の予め設定された期間
の時間の長さが第3の予め設定された期間の時間の長さと同じであるかどうかを限定しな
い。
【０１１８】
　408:端末が、インタラクティブ情報を受信する。
【０１１９】
　ステップ407において送信されたインタラクティブ情報が番組情報および時間情報に一
致するインタラクティブ情報である場合、このステップにおいて受信されるインタラクテ
ィブ情報は、インタラクティブ情報獲得要求内の音声データおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報である。
【０１２０】
　ステップ407において送信されたインタラクティブ情報が番組情報、ユーザ情報、およ
び時間情報に一致するインタラクティブ情報である場合、このステップにおいて受信され
るインタラクティブ情報は、インタラクティブ情報獲得要求内の音声データ、ユーザ情報
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、および時間情報に一致するインタラクティブ情報である。
【０１２１】
　加えて、インタラクティブ情報を受信した後、端末は、受信されたインタラクティブ情
報をさらに表示し得る。
【０１２２】
　モバイル電話Aによって受信されるインタラクティブ情報が投票インタラクティブ情報
であることを例に取ると、モバイル電話Aは、図5(b)に示されるように、投票インタラク
ティブ情報を表示する。
【０１２３】
　さらに、ステップ403からステップ408までの実行順は、この実施形態において説明され
る順序を例に取っているだけであり、実際の適用において、端末は、音声データを1回収
集するためのステップ403を実行した後、少なくとも音声データおよび時間情報を含むイ
ンタラクティブ情報獲得要求を送信するためのステップ404を直ちに実行する可能性があ
り、サーバは、インタラクティブ情報獲得要求および時間情報を獲得するためのステップ
405を実行した後、対応するインタラクティブ情報をマッチングし、送信するためのステ
ップ406およびステップ407を実行する可能性があり、端末は、インタラクティブ情報を受
信するためのステップ408を実行する。端末が、ステップ403を実行するとき、第1の予め
設定された期間毎に1回音声データを収集するようにして音声データを収集する場合、端
末が音声データを1回収集した後、ステップ404からステップ408までを実行する時間の合
計は、第1の予め設定された期間未満であり、つまり、音声データを1回収集した後、端末
は、次の音声データを収集するステップを実行する時間の前に、まず、送信されたインタ
ラクティブ情報を受信し、このとき、インタラクティブ情報が受信済みであるので、任意
選択的に、次の音声データを収集するステップは、もはや実行されない。
【０１２４】
　加えて、ステップ407においてサーバによって獲得され、送信されるインタラクティブ
情報の数は、複数である可能性があり、ステップ408において端末によって受信されるイ
ンタラクティブ情報の数も、複数である可能性があり、表示されるインタラクティブ情報
の数を減らすために、任意選択的に、複数のインタラクティブ情報を受信するとき、端末
は、まず、予め設定された選択方針に従って複数のインタラクティブ情報から1つのイン
タラクティブ情報を選択する可能性があり、選択されたインタラクティブ情報を表示する
。
【０１２５】
　さらに、インタラクティブ情報の獲得の後、インタラクティブ情報がインタラクティブ
コンテンツを完成させるために端末とサーバとの間で後続の情報のやりとりを実行するこ
とをさらに必要とする場合、このとき、端末は、端末とサーバとの間の情報のやりとりを
実行し、インタラクティブ情報の後続のステップを完了するために、さらに、インタラク
ティブ情報に従ってユーザによって入力または選択された情報を獲得し続ける可能性があ
り、情報をサーバに送信し、サーバによって返された情報を受信する。
【０１２６】
　この実施形態において提供される方法の特定の実施中に、図6に示される実施プロセス
に従って、端末は、インタラクティブ機能を開く条件の下で振る動作を検出した後に振る
動作の時間情報を決定し、時間情報に関連する音声データを獲得し、少なくとも音声デー
タおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するためのステップ601を
実行することが実現可能であることに留意されたい。インタラクティブ情報獲得要求を獲
得した後、サーバは、獲得されたインタラクティブ情報獲得要求内の音声データを送信す
るためのステップ602を実行する。信号提供デバイスは、サーバによって送信された音声
データを受信し、音声データに一致する番組情報を返すためのステップ603を実行する。
番組情報を獲得した後、サーバは、番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情報との
間の予め記憶された対応する関係に従って番組情報および時間情報に一致するインタラク
ティブ情報を獲得するためのステップ604を実行し、獲得されたインタラクティブ情報を
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送信するためのステップ605を実行する。
【０１２７】
　加えて、今のところ、以下のように、インタラクティブ情報を獲得するための3つの方
法が存在する。
【０１２８】
　インタラクティブ情報を獲得するための第1の方法: インタラクティブ情報を獲得する
ための二次元コードがTVに現れた後、モバイル電話によってTVに現れた二次元コードをス
キャンし、二次元コードが送信された後、二次元コードに対応する公開番号によって公開
されたインタラクティブ情報を受信する。このとき、TVの低い解像度が二次元コードのス
キャンの失敗を引き起こす状況が発生し、それによって、インタラクティブ情報の獲得が
失敗する状況を生じる可能性がある。
【０１２９】
　インタラクティブ情報を獲得するための第2の方法: インタラクティブ情報を獲得する
ことに関する獲得の説明がTVに現れた後、入力デバイスを通じてユーザによって入力され
た獲得の説明に対応するインタラクティブ情報獲得命令を獲得し、インタラクティブ情報
獲得命令が送信された後、インタラクティブ情報獲得命令に一致するインタラクティブ情
報を受信する。このとき、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力がインタラクティ
ブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況が生じる可能性がある。
【０１３０】
　インタラクティブ情報を獲得するための第3の方法: インタラクティブ情報を獲得する
ことに関する獲得の説明がTVに現れた後、リモコンを操作することによってユーザにより
送信された獲得の説明に対応するインタラクティブ情報獲得信号を獲得し、インタラクテ
ィブ情報獲得信号が送信された後、インタラクティブ情報獲得信号に一致するインタラク
ティブ情報を受信する。このとき、リモコンに対する誤った操作が間違ったインタラクテ
ィブ情報獲得信号を生じ、それによって、インタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こ
す状況が生じる可能性がある。
【０１３１】
　この実施形態において提供される方法によれば、インタラクティブ情報を獲得すること
に関する説明がTVに現れた後、端末は、インタラクティブ命令を獲得し、インタラクティ
ブ命令の時間情報を決定し、時間情報に関連する音声データを獲得し、少なくとも音声デ
ータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情
報獲得要求内の音声データおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信し、こ
れは、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲
得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力または
リモコンに対する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回
避する。
【０１３２】
　この実施形態において提供される方法は、時間情報を決定し、時間情報に関連するマル
チメディアデータを獲得し、少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むイン
タラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディア
データおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信することによって、二次元
コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引
き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対
する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それに
よって、インタラクティブ情報を獲得する効率および正確性を高める。
【０１３３】
　図7は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図であり、説明を簡単にするために、この実施形態は、端末がモバイル電話
Aであり、サーバがサーバAであり、信号提供デバイスがサーバBであり、マルチメディア
データが音声データであり、サーバAがインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情



(22) JP 2017-521899 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

報を獲得することを例に取ると、この実施形態において提供される方法を詳細に示す。図
7を参照すると、この実施形態において提供される方法のフローは、特に以下の通りであ
る。
【０１３４】
　701:端末が、インタラクティブ命令を獲得する。
【０１３５】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ401について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０１３６】
　702:端末が、インタラクティブ命令に従って音声データを獲得する。
【０１３７】
　音声データは、音声信号または音声フィンガープリントである。この実施形態は、音声
データを表す特定の内容を限定しない。
【０１３８】
　音声データが音声信号である状況に関しては、ステップの特定の実施中に、音声再生デ
バイスによって再生される音声信号を通じてインタラクションを実現するために、音声再
生デバイスが音声を再生する間に、端末が音声再生デバイスによって再生される音声信号
を収集することが実現可能である。加えて、音声信号は、別の方法によってインタラクテ
ィブ命令に従って獲得される可能性もあり、この実施形態は、インタラクティブ命令に従
って音声データを獲得するための特定の方法を限定しない。
【０１３９】
　この実施形態は、時間情報に従って端末によって音声信号を収集するための特定の方法
を限定しない。たとえば、端末は、音声信号の収集の時間の長さの合計が予め設定された
長さに達するまで、時間情報に従って第1の予め設定された期間毎に1回、音声信号を収集
する。代替的に、端末は、時間情報に従って予め設定された継続時間を有する音声信号を
収集する。加えて、この実施形態は、音声再生デバイスを限定せず、TVセット、ラジオ、
およびその他の音声再生デバイスを含むがこれらに限定されない。
【０１４０】
　例1:音声信号の収集が始まることを示す時間情報が10:30:30であり、音声再生デバイス
がTVセットであることを例に取ると、第1の予め設定された期間が3sであり、予め設定さ
れた時間の長さが15sであり、あらゆる音声信号の収集の継続時間が3sである場合、モバ
イル電話Aは、10:30:30から10:30:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで
再生されたTV音声信号1を収集し、TV音声信号1は、初めて収集された音声信号1として使
用され、このとき、音声信号が収集される継続時間の合計は、3sである。
【０１４１】
　10:30:33から10:30:36まで、TVセットによって10:30:33から10:30:36まで再生されたTV
音声信号2が収集され、TV音声信号2は2回目に収集された音声信号2として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は、6sである。
【０１４２】
　10:30:36から10:30:39まで、TVセットによって10:30:36から10:30:39まで再生されたTV
音声信号3が収集され、TV音声信号3は3回目に収集された音声信号3として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は、9sである。
【０１４３】
　10:30:39から10:30:42まで、TVセットによって10:30:39から10:30:42まで再生されたTV
音声信号4が収集され、TV音声信号4は4回目に収集された音声信号4として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は、12sである。
【０１４４】
　10:30:42から10:30:45まで、TVセットによって10:30:42から10:30:45まで再生されたTV
音声信号5が収集され、TV音声信号5は5回目に収集された音声信号5として使用され、この
とき、音声信号が収集される継続時間の合計は15sであり、これは予め設定された時間の
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長さ15sに達し、音声信号の収集が停止される。
【０１４５】
　端末によって時間情報に従って音声信号を収集するための特定の方法に加えて、端末が
音声信号を1回収集するだけであることもあり得る。
【０１４６】
　例2:音声信号の収集が始まることを示す時間情報が10:30:30であり、音声再生デバイス
がTVセットであることを例に取ると、音声信号の収集の継続時間が3sである場合、モバイ
ル電話Aは、10:30:30から10:30:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで再
生されたTV音声信号6を収集し、TV音声信号6は、獲得された音声信号6として使用される
。
【０１４７】
　音声データが音声フィンガープリントである状況に関しては、ステップの特定の実施中
に、音声信号に対応する音声フィンガープリントを通じてインタラクションを実現するた
めに、まず、音声信号を獲得し、それから、音声信号に対応する音声フィンガープリント
を生成することが実現可能である。
【０１４８】
　703:端末が、少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信する。
【０１４９】
　この実施形態は、端末によって少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得
要求を送信するための特定の方法を限定しない。たとえば、端末は、第1の予め設定され
た期間毎に1回音声データを収集する場合、第1の予め設定された期間毎に1回音声データ
を収集した後、少なくとも収集された音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求を
送信する。
【０１５０】
　音声データがステップ702の例1における音声信号であることを例に取ると、モバイル電
話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号1を収集し、10:30:33から10:30:36まで音声信号
2を収集し、10:30:36から10:30:39まで音声信号3を収集し、10:30:39から10:30:42まで音
声信号4を収集し、10:30:42から10:30:45まで音声信号5を収集するとき、モバイル電話A
は、少なくとも音声信号1を含むインタラクティブ情報獲得要求31、少なくとも音声信号2
を含むインタラクティブ情報獲得要求32、少なくとも音声信号3を含むインタラクティブ
情報獲得要求33、少なくとも音声信号4を含むインタラクティブ情報獲得要求34、および
少なくとも音声信号5を含むインタラクティブ情報獲得要求35を3s毎に順に送信する。
【０１５１】
　任意選択的に、端末によって少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための方法は、端末が、第1の予め設定された期間毎に1回音声データを収集
する場合に、第1の予め設定された期間毎に1回音声データを収集した後、少なくとも収集
された音声データ、時間情報、および音声データの収集の時間情報を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求を送信することである可能性もある。
【０１５２】
　音声データがステップ702の例1における音声信号であることを引き続き例に取ると、モ
バイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号1を収集し、10:30:33から10:30:36まで
音声信号2を収集し、10:30:36から10:30:39まで音声信号3を収集し、10:30:39から10:30:
42まで音声信号4を収集し、10:30:42から10:30:45まで音声信号5を収集するとき、モバイ
ル電話Aは、少なくとも音声信号1および10:30:30から10:30:33を含むインタラクティブ情
報獲得要求41、少なくとも音声信号2および10:30:33から10:30:36を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求42、少なくとも音声信号3および10:30:36から10:30:39を含むインタラク
ティブ情報獲得要求43、少なくとも音声信号4および10:30:39から10:30:42を含むインタ
ラクティブ情報獲得要求44、ならびに少なくとも音声信号5および10:30:42から10:30:45
を含むインタラクティブ情報獲得要求45を3s毎に順に送信する。
【０１５３】
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　端末によって少なくとも音声データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための方法に加えて、端末が音声データを1回収集するだけである場合、端
末によって少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための
方法は、音声データを収集した後にのみ同じインタラクティブ情報獲得要求、少なくとも
音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可
能性もある。
【０１５４】
　音声データがステップ702の例2における音声信号であることを例に取ると、モバイル電
話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号6を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくと
も音声信号6を含むインタラクティブ情報獲得要求7を送信する。
【０１５５】
　さらに、端末が音声データを1回収集するだけである状況に関して、端末によって少な
くとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法は、第2の
予め設定された期間毎に少なくとも同じ音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求
が端末によって送信されることである可能性もある。
【０１５６】
　ステップ702における例2を引き続き例に取ると、第2の予め設定された期間が3sである
場合、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで音声信号6を収集するとき、少なくとも
音声信号6を含むインタラクティブ情報獲得要求7が3s毎に送信される。
【０１５７】
　任意選択的に、端末が少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送
信する前に、ユーザ情報も獲得される可能性がある。端末によって少なくとも音声データ
を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための特定の方法は、少なくとも音声デ
ータおよびユーザ情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信することである可能性
もある。
【０１５８】
　704:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求を獲得する。
【０１５９】
　インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データを含む。
【０１６０】
　サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法は、インタ
ラクティブ情報獲得要求を送信するための方法の変更によって変わり、この実施形態は、
サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法を限定せず、
インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎に1
回音声データを収集した後に、少なくとも獲得された音声データを含むインタラクティブ
情報獲得要求が端末によって送信されることである場合に、サーバによってインタラクテ
ィブ情報獲得要求を獲得するための方法が、第1の予め設定された期間毎にインタラクテ
ィブ情報獲得要求をサーバによって獲得することであり、インタラクティブ情報獲得要求
が、少なくとも音声データを含むことを含むがこれに限定されない。
【０１６１】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎
に1回音声データを収集した後に、少なくとも獲得された音声データおよび音声データの
収集の時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることであ
る場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方法は、第1の
予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲得することで
あり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データ、時間情報、および音声
データの収集の時間情報を含む。
【０１６２】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、音声データを1回収集した後
にのみ、少なくとも獲得された音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求が端末に
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よって送信されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得
するための方法は、インタラクティブ情報獲得要求をサーバによって1回だけ獲得するこ
とであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データを含む。
【０１６３】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第2の予め設定された期間毎
に少なくとも音声データを含む同じインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信さ
れることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方
法は、第2の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲
得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも音声データを含む。
【０１６４】
　705:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報を獲得する。
【０１６５】
　この実施形態は、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報を
獲得するための特定の方法を限定せず、インタラクティブ情報獲得要求が獲得されたこと
を示す時間情報をインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報として決定すること
を含むがこれに限定されない。たとえば、サーバが端末によって送信されたインタラクテ
ィブ情報獲得要求を獲得する時間が10:30である場合、サーバによって獲得されたインタ
ラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報も10:30である。
【０１６６】
　706:サーバが、音声データに一致する番組情報を獲得する。
【０１６７】
　ステップの特定の実施は、図4に示された実施形態のステップ406の説明内容の原理と同
一であり、違いは、ステップ406における時間情報が端末によって決定されたインタラク
ティブ命令の時間情報である一方、ステップの時間情報がサーバによって決定されたイン
タラクティブ情報獲得要求の獲得に関連する時間情報であるところにあり、これは、本明
細書において繰り返さない。
【０１６８】
　707:サーバが、番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得し、イ
ンタラクティブ情報を送信する。
【０１６９】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ407について
の説明が参照可能であり、違いは、ステップ407における時間情報が端末によって決定さ
れたインタラクティブ命令の時間情報である一方、ステップの時間情報がサーバによって
決定されたインタラクティブ情報獲得要求の獲得に関連する時間情報であるところにあり
、これは、本明細書において繰り返さない。
【０１７０】
　708:端末が、インタラクティブ情報を受信する。
【０１７１】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ408について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０１７２】
　この実施形態において提供される方法の特定の実施中に、図8に示される実施プロセス
に従って、端末が、インタラクティブ機能を開く条件の下で振る動作を検出した後に振る
動作の音声データを獲得し、少なくとも音声データを含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信するためのステップ801を実行することが実現可能であることに留意されたい。イ
ンタラクティブ情報獲得要求を獲得した後、サーバは、インタラクティブ情報獲得要求に
関連する時間情報を獲得し、獲得されたインタラクティブ情報獲得要求内の音声データを
送信するためのステップ802を実行する。信号提供デバイスは、サーバによって送信され
た音声データを受信し、音声データに一致する番組情報を返すためのステップ803を実行
する。番組情報を獲得した後、サーバは、番組情報と、時間情報と、インタラクティブ情
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報との間の予め記憶された対応する関係に従って番組情報および時間情報に一致するイン
タラクティブ情報を獲得するためのステップ804を実行し、獲得されたインタラクティブ
情報を送信するためのステップ805を実行する。
【０１７３】
　この実施形態において提供される方法によれば、サーバは、端末によって送信された少
なくともマルチメディアデータを含むインタラクティブ情報獲得要求を受信し、マルチメ
ディアデータに一致する番組情報を獲得し、マルチメディア情報および時間情報に一致す
るインタラクティブ情報を獲得し、端末にインタラクティブ情報を送信し、これは、二次
元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を
引き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに
対する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それ
によって、インタラクティブ情報を獲得する効率および正確性を高める。
【０１７４】
　図9は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するため
の方法の流れ図であり、説明を簡単にするために、この実施形態は、端末がモバイル電話
Aであり、サーバがサーバAであり、信号提供デバイスがサーバBであり、マルチメディア
データが画像データであり、サーバAがインタラクティブ命令の時間情報を獲得すること
を例に取ると、この実施形態において提供される方法を詳細に示す。図9を参照すると、
この実施形態において提供される方法のフローは、特に以下の通りである。
【０１７５】
　901:端末が、インタラクティブ命令を獲得する。
【０１７６】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ401について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０１７７】
　902:端末が、インタラクティブ命令の時間情報を決定する。
【０１７８】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ402について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０１７９】
　903:端末が、時間情報に関連する画像データを獲得する。
【０１８０】
　画像データは、写真データまたはビデオデータである可能性があり、この実施形態は、
画像データを表す特定の内容を限定しない。
【０１８１】
　ステップの特定の実施中に、この実施形態は、時間情報に関連する画像データを獲得す
る特定の方法を限定せず、たとえば、ビデオ再生デバイスがビデオを再生する間に、端末
は、ビデオ再生デバイスによって再生される画像データを通じてインタラクションを実現
するために、時間情報に従ってビデオ再生デバイスによって再生された画像データを収集
する。
【０１８２】
　この実施形態は、端末によって時間情報に従って画像データを収集するための特定の方
法を限定しない。たとえば、端末は、画像データの収集の時間の長さの合計が予め設定さ
れた長さに達するまで、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集する。代替的
に、端末は、時間情報に従って予め設定された継続時間を有する画像データを収集する。
加えて、この実施形態は、ビデオ再生デバイスを限定せず、TVセット、コンピュータ、お
よびその他のビデオ再生デバイスを含むがこれらに限定されない。
【０１８３】
　例1:時間情報が10:30:30であり、ビデオ再生デバイスがTVセットであることを例に取る
と、第1の予め設定された期間が3sであり、予め設定された時間の長さが15sであり、あら
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ゆるビデオ信号の収集の継続時間が3sである場合、モバイル電話Aは、10:30:30から10:30
:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで再生されたTV画像データ1を収集し
、TV画像データ1は、初めて収集された画像データ1として使用され、このとき、画像デー
タが収集される継続時間の合計は、3sである。
【０１８４】
　10:30:33から10:30:36まで、TVセットによって10:30:33から10:30:36まで再生されたTV
画像データ2が収集され、TV画像データ2は2回目に収集された画像データ2として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は6sである。
【０１８５】
　10:30:36から10:30:39まで、TVセットによって10:30:36から10:30:39まで再生されたTV
画像データ3が収集され、TV画像データ3は3回目に収集された画像データ3として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は9sである。
【０１８６】
　10:30:39から10:30:42まで、TVセットによって10:30:39から10:30:42まで再生されたTV
画像データ4が収集され、TV画像データ4は4回目に収集された画像データ4として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は12sである。
【０１８７】
　10:30:42から10:30:45まで、TVセットによって10:30:42から10:30:45まで再生されたTV
画像データ5が収集され、TV画像データ5は5回目に収集された画像データ5として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は15sであり、これは予め設定され
た時間の長さ15sに達し、画像データの収集が停止される。
【０１８８】
　TV画像データは、TV番組を含む写真もしくはビデオ、またはTV番組のTV局の局キャプシ
ョン(station caption)を含む写真などである可能性がある。
【０１８９】
　確かに、ビデオ再生デバイスは、別のデバイスである可能もあり、あらゆる画像データ
の収集の継続時間は、別の時間の長さである可能性もあり、収集された画像データの名前
は、別の名前である可能性もあり、この実施形態は、特定のビデオ再生デバイス、あらゆ
る画像データの収集の特定の継続時間、および収集される画像データの特定の名前を限定
しない。
【０１９０】
　端末によって時間情報に従って画像データを収集するための特定の方法に加えて、端末
が時間情報に従って1回だけ画像データを収集することもあり得る。
【０１９１】
　例2:時間情報が10:30:30であり、ビデオ再生デバイスがTVセットであることを例に取る
と、画像データの収集の継続時間が3sである場合、モバイル電話Aは、10:30:30から10:30
:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33まで再生されたTV画像データ6を収集し
、TV画像データ6は、収集された画像データ6として使用される。
【０１９２】
　904:端末が、少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信する。
【０１９３】
　端末によって少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための特定の方法は、端末は、第1の予め設定された期間毎に1回画像データ
を収集する場合に、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集した後、少なくと
も収集された画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によ
って送信されることである可能性がある。
【０１９４】
　ステップ903における例1を例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画
像データ1を収集し、10:30:33から10:30:36まで画像データ2を収集し、10:30:36から10:3
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0:39まで画像データ3を収集し、10:30:39から10:30:42まで画像データ4を収集し、10:30:
42から10:30:45まで画像データ5を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくとも画像デー
タ1および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求51、少なくとも画像データ2およ
び10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求52、少なくとも画像データ3および10:30
:30を含むインタラクティブ情報獲得要求53、少なくとも画像データ4および10:30:30を含
むインタラクティブ情報獲得要求54、ならびに少なくとも画像データ5および10:30:30を
含むインタラクティブ情報獲得要求55を3s毎に順に送信する。
【０１９５】
　加えて、画像データの時間情報をより正確に反映するために、任意選択的に、端末によ
って少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信す
るための特定の方法は、端末が第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集する場
合に、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集した後に、少なくとも収集され
た画像データ、時間情報、および画像データの収集の時間情報を含むインタラクティブ情
報獲得要求が端末によって送信されることである可能性もある。
【０１９６】
　ステップ903における例1を引き続き例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:3
3まで画像データ1を収集し、10:30:33から10:30:36まで画像データ2を収集し、10:30:36
から10:30:39まで画像データ3を収集し、10:30:39から10:30:42まで画像データ4を収集し
、10:30:42から10:30:45まで画像データ5を収集するとき、画像データ1の収集の時間情報
は、10:30:30から10:30:33であり、画像データ2の収集の時間情報は、10:30:33から10:33
:36であり、画像データ3の収集の時間情報は、10:30:36から10:30:39であり、画像データ
4の収集の時間情報は、10:30:39から10:30:42であり、画像データ5の収集の時間情報は、
10:30:42から10:30:45である。モバイル電話Aは、少なくとも画像データ1、10:30:30、お
よび10:30:30から10:30:33を含むインタラクティブ情報獲得要求61、少なくとも画像デー
タ2、10:30:30、および10:30:33から10:30:36を含むインタラクティブ情報獲得要求62、
少なくとも画像データ3、10:30:30、および10:30:36から10:30:39を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求63、少なくとも画像データ4、10:30:30、および10:30:39から10:30:42を
含むインタラクティブ情報獲得要求64、ならびに少なくとも画像データ5、10:30:30、お
よび10:30:42から10:30:45を含むインタラクティブ情報獲得要求65を3s毎に順に送信する
。
【０１９７】
　端末によって少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための方法に加えて、端末が画像データを1回だけ収集する場合、端末によ
って少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信す
るための方法は、音声データを収集した後にのみ、少なくとも画像データおよび時間情報
を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可能性もある
。
【０１９８】
　ステップ903における例2を例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画
像データ6を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくとも画像データ6および10:30:30を
含むインタラクティブ情報獲得要求8を送信する。
【０１９９】
　加えて、端末が画像データを1回だけ収集する状況に関して、少なくとも画像データお
よび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求がステップ904において送信されると
きにネットワークの問題またはその他の問題によって引き起こされる送信の失敗を防止す
るために、端末によって少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情
報獲得要求を送信するための方法は、第2の予め設定された期間毎に同じインタラクティ
ブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可能性もあり、インタラクティブ情
報獲得要求は、少なくとも画像データおよび時間情報を含む。
【０２００】
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　ステップ903における例2を引き続き例に取ると、第2の予め設定された期間が3sである
場合、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画像データ6を収集するとき、少なくと
も画像データ6および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求8が3s毎に送信される
。
【０２０１】
　加えて、異なるユーザのために異なるパーソナライズされたサービスを提供するために
、任意選択的に、端末が少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情
報獲得要求を送信する前に、ユーザ情報が獲得される可能性もある。端末によって少なく
とも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための特
定の方法は、少なくとも画像データ、ユーザ情報、および時間情報を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求を送信することである可能性もある
【０２０２】
　905:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求を獲得する。
【０２０３】
　インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データおよび時間情報を含む。
【０２０４】
　サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法は、インタ
ラクティブ情報獲得要求を送信するための方法の変更によって変わり、この実施形態は、
サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法を限定せず、
インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎に1
回画像データを収集した後に、少なくとも収集された画像データおよび時間情報を含むイ
ンタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである場合に、サーバによっ
てインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方法が、第1の予め設定された期間毎
にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲得することであり、インタラクティ
ブ情報獲得要求が、少なくとも画像データおよび時間情報を含むことを含むがこれに限定
されない。
【０２０５】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎
に1回画像データを収集した後に、少なくとも収集された画像データ、時間情報、および
画像データの収集の時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信さ
れることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方
法は、第1の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲
得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データ、時間情報
、および画像データの収集の時間情報を含む。
【０２０６】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、画像データを1回収集した後
にのみ、少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端
末によって送信されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を
獲得するための方法は、インタラクティブ情報獲得要求をサーバによって1回だけ獲得す
ることであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データおよび時間情報
を含む。
【０２０７】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第2の予め設定された期間毎
に少なくとも画像データおよび時間情報を含む同じインタラクティブ情報獲得要求が端末
によって送信されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲
得するための方法は、第2の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサ
ーバによって獲得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像デ
ータおよび時間情報を含む。
【０２０８】
　906:サーバが、画像データに一致する番組情報を獲得する。
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【０２０９】
　この実施形態は、画像データに一致する番組情報を獲得する特定の方法、たとえば、画
像データ、番組名、および様々な番組の再生時間情報などの番組情報を記憶する信号提供
デバイスに画像データを送信し、画像データに一致する番組情報を受信することを限定し
ない。番組情報は、少なくとも画像データに一致する番組の音声信号、名前、および再生
時間情報を含む。画像データがTV番組の写真もしくはビデオまたはTV番組のTV局の局キャ
プションであるとき、画像データに一致する番組情報は、TV番組の写真もしくはビデオに
一致する番組情報、またはTV番組のTV局の局キャプションに一致する番組情報である可能
性がある。
【０２１０】
　サーバAによって獲得された画像データが画像データ6であることを例に取ると、サーバ
Aは、画像データ6をサーバBに送信し、サーバBから返される画像データ6に一致する番組
情報1、すなわち、TV局Aによって再生されるTV番組Aの音声信号、TV番組A、および10:00:
00から11:00:00を受信する。
【０２１１】
　さらに、サーバがステップ905において複数の画像データを獲得する可能性があるとき
、ステップ906において、サーバは、画像データを獲得するときにはいつでも、画像デー
タに一致する番組情報を獲得する。
【０２１２】
　サーバAが画像データを獲得することを例に取ると、画像データ1を獲得した後、サーバ
Aは、画像データ1に一致する番組情報を獲得する。画像データ2を獲得した後、サーバAは
、画像データ2に一致する番組情報を獲得する。画像データ3を獲得した後、サーバAは、
画像データ3に一致する番組情報を獲得する。画像データ4を獲得した後、サーバAは、画
像データ4に一致する番組情報を獲得する。画像データ5を獲得した後、サーバAは、画像
データ5に一致する番組情報を獲得する。
【０２１３】
　907:サーバが、番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得し、イ
ンタラクティブ情報を送信する。
【０２１４】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ407について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２１５】
　908:端末が、インタラクティブ情報を受信する。
【０２１６】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ408について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２１７】
　この実施形態において提供される方法は、インタラクティブ命令の時間情報を決定し、
時間情報に関連する画像データを獲得し、少なくとも画像データおよび時間情報を含むイ
ンタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内の画像データお
よび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信することによって、二次元コードを
表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす
状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤っ
た操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、
インタラクティブ情報の獲得の効率および正確性を高める。
【０２１８】
　図10は、1つの例示的な実施形態に従って示されるインタラクティブ情報を獲得するた
めの方法の流れ図であり、説明を簡単にするために、この実施形態において、この実施形
態において提供される方法は、端末がモバイル電話Aであり、サーバがサーバAであり、信
号提供デバイスがサーバBであり、マルチメディアデータが画像データであり、モバイル



(31) JP 2017-521899 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

電話Aがインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報を獲得することを例に取るこ
とによって詳細に示される。図10を参照すると、この実施形態において提供される方法の
フローは、特に以下の通りである。
【０２１９】
　1001:端末が、インタラクティブ命令を獲得する。
【０２２０】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ401について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２２１】
　1002:端末が、インタラクティブ命令に従って画像データを獲得する。
【０２２２】
　ステップの特定の実施中に、この実施形態は、インタラクティブ命令に従って画像デー
タを獲得するための特定の方法を限定せず、たとえば、インタラクティブ命令を獲得した
後、端末は、ビデオ再生デバイスによって再生される画像データを通じてインタラクショ
ンを実現するために、ビデオ再生デバイスがビデオを再生する間にビデオ再生デバイスに
よって再生された画像データを収集する。
【０２２３】
　この実施形態は、端末によって画像データを収集するための特定の方法を限定しない。
たとえば、端末は、画像データの収集の時間の長さの合計が予め設定された長さに達する
まで、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集する。代替的に、端末は、予め
設定された継続時間を有する画像データを収集する。
【０２２４】
　例1:画像データの収集が始まることを示す時間情報が10:30:30であり、ビデオ再生デバ
イスがTVセットであることを例に取ると、第1の予め設定された期間が3sであり、予め設
定された時間の長さが15sであり、あらゆるビデオ信号の収集の継続時間が3sである場合
、モバイル電話Aは、10:30:30から10:30:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:3
3まで再生されたTV画像データ1を収集し、TV画像データ1は、初めて収集された画像デー
タ1として使用され、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は、3sである。
【０２２５】
　10:30:33から10:30:36まで、TVセットによって10:30:33から10:30:36まで再生されたTV
画像データ2が収集され、TV画像データ2は2回目に収集された画像データ2として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は6sである。
【０２２６】
　10:30:36から10:30:39まで、TVセットによって10:30:36から10:30:39まで再生されたTV
画像データ3が収集され、TV画像データ3は3回目に収集された画像データ3として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は9sである。
【０２２７】
　10:30:39から10:30:42まで、TVセットによって10:30:39から10:30:42まで再生されたTV
画像データ4が収集され、TV画像データ4は4回目に収集された画像データ4として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は12sである。
【０２２８】
　10:30:42から10:30:45まで、TVセットによって10:30:42から10:30:45まで再生されたTV
画像データ5が収集され、TV画像データ5は5回目に収集された画像データ5として使用され
、このとき、画像データが収集される継続時間の合計は15sであり、これは予め設定され
た時間の長さ15sに達し、画像データの収集が停止される。
【０２２９】
　端末によって時間情報に従って画像データを収集するための特定の方法に加えて、端末
が時間情報に従って1回だけ画像データを収集することもあり得る。
【０２３０】
　例2:画像データの収集が始まることを示す時間情報が10:30:30であり、ビデオ再生デバ
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イスがTVセットであることを例に取ると、画像データの収集の継続時間が3sである場合、
モバイル電話Aは、10:30:30から10:30:33まで、TVセットによって10:30:30から10:30:33
まで再生されたTV画像データ6を収集し、TV画像データ6は、収集された画像データ6とし
て使用される。
【０２３１】
　1003:端末が、少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信する
。
【０２３２】
　端末によって少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するた
めの特定の方法は、端末が第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集する場合に
、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集した後に、少なくとも収集された画
像データを含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることである可能
性がある。
【０２３３】
　ステップ1002における例1を例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画
像データ1を収集し、10:30:33から10:30:36まで画像データ2を収集し、10:30:36から10:3
0:39まで画像データ3を収集し、10:30:39から10:30:42まで画像データ4を収集し、10:30:
42から10:30:45まで画像データ5を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくとも画像デー
タ1を含むインタラクティブ情報獲得要求71、少なくとも画像データ2を含むインタラクテ
ィブ情報獲得要求72、少なくとも画像データ3を含むインタラクティブ情報獲得要求73、
少なくとも画像データ4を含むインタラクティブ情報獲得要求74、および少なくとも画像
データ5を含むインタラクティブ情報獲得要求75を3s毎に順に送信する。
【０２３４】
　任意選択的に、端末によって少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要
求を送信するための特定の方法は、端末が第1の予め設定された期間毎に1回画像データを
収集する場合に、第1の予め設定された期間毎に1回画像データを収集した後に、少なくと
も収集された画像データおよび画像データの収集の時間情報を含むインタラクティブ情報
獲得要求が端末によって送信されることである可能性もある。
【０２３５】
　ステップ1002における例1を引き続き例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:
33まで画像データ1を収集し、10:30:33から10:30:36まで画像データ2を収集し、10:30:36
から10:30:39まで画像データ3を収集し、10:30:39から10:30:42まで画像データ4を収集し
、10:30:42から10:30:45まで画像データ5を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくとも
画像データ1および10:30:30から10:30:33を含むインタラクティブ情報獲得要求81、少な
くとも画像データ2および10:30:33から10:30:36を含むインタラクティブ情報獲得要求82
、少なくとも画像データ3および10:30:36から10:30:39を含むインタラクティブ情報獲得
要求83、少なくとも画像データ4および10:30:39から10:30:42を含むインタラクティブ情
報獲得要求84、ならびに少なくとも画像データ5および10:30:42から10:30:45を含むイン
タラクティブ情報獲得要求85を3s毎に順に送信する。
【０２３６】
　端末によって少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するた
めの方法に加えて、端末が画像データを1回だけ収集する場合、端末によって少なくとも
画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法は、画像データを
収集した後にのみ、少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求が端末に
よって送信されることである可能性がある。
【０２３７】
　ステップ1002における例2を例に取ると、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画
像データ6を収集するとき、モバイル電話Aは、少なくとも画像データ6および10:30:30を
含むインタラクティブ情報獲得要求9を送信する。
【０２３８】
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　加えて、端末が画像データを1回だけ収集する状況に関して、端末によって少なくとも
画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法は、第2の予め設
定された期間毎に同じインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることであ
る可能性もあり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データを含む。
【０２３９】
　ステップ1002における例2を引き続き例に取ると、第2の予め設定された期間が3sである
場合、モバイル電話Aが10:30:30から10:30:33まで画像データ6を収集するとき、少なくと
も画像データ6および10:30:30を含むインタラクティブ情報獲得要求9が3s毎に送信される
。
【０２４０】
　任意選択的に、端末が少なくとも画像データおよび時間情報を含むインタラクティブ情
報獲得要求を送信する前に、ユーザ情報も獲得される可能性がある。端末によって少なく
とも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するための特定の方法は、少
なくとも画像データおよびユーザ情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するこ
とである可能性もある。
【０２４１】
　1004:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求を獲得する。
【０２４２】
　インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データを含む。
【０２４３】
　サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法は、インタ
ラクティブ情報獲得要求を送信するための方法の変更によって変わり、この実施形態は、
サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための特定の方法を限定せず、
インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎に1
回画像データを収集した後に、少なくとも収集された画像データを含むインタラクティブ
情報獲得要求が端末によって送信されることである場合に、サーバによってインタラクテ
ィブ情報獲得要求を獲得するための方法は、第1の予め設定された期間毎にインタラクテ
ィブ情報獲得要求をサーバによって獲得することであり、インタラクティブ情報獲得要求
が、少なくとも画像データを含むことを含むがこれに限定されない。
【０２４４】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第1の予め設定された期間毎
に1回画像データを収集した後に、少なくとも収集された画像データおよび画像データの
収集の時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信されることであ
る場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方法は、第1の
予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲得することで
あり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データおよび画像データの収集
の時間情報を含む。
【０２４５】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、画像データを1回収集した後
にのみ、少なくとも画像データを含むインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信
されることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための
方法は、インタラクティブ情報獲得要求をサーバによって1回だけ獲得することであり、
インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データを含む。
【０２４６】
　インタラクティブ情報獲得要求を送信するための方法が、第2の予め設定された期間毎
に少なくとも画像データを含む同じインタラクティブ情報獲得要求が端末によって送信さ
れることである場合、サーバによってインタラクティブ情報獲得要求を獲得するための方
法は、第2の予め設定された期間毎にインタラクティブ情報獲得要求をサーバによって獲
得することであり、インタラクティブ情報獲得要求は、少なくとも画像データを含む。
【０２４７】
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　1005:サーバが、インタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報を獲得する。
【０２４８】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図7に示された実施形態のステップ705について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２４９】
　1006:サーバが、画像データに一致する番組情報を獲得する。
【０２５０】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図9に示された実施形態のステップ906について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２５１】
　1007:サーバが、番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得し、
インタラクティブ情報を送信する。
【０２５２】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ407について
の説明が参照可能であるが、違いは、ステップ407における時間情報が端末によって決定
されたインタラクティブ命令の時間情報である一方、ステップの時間情報がサーバによっ
て決定されたインタラクティブ情報獲得要求の獲得に関連する時間情報であるところにあ
り、これは、本明細書において繰り返さない。
【０２５３】
　1008:端末が、インタラクティブ情報を受信する。
【０２５４】
　ステップの特定の実施の詳細に関しては図4に示された実施形態のステップ408について
の説明が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０２５５】
　この実施形態において提供される方法によれば、サーバは、端末によって送信された少
なくともマルチメディアデータを含むインタラクティブ情報獲得要求を受信し、マルチメ
ディアデータに一致する番組情報を獲得し、番組情報および時間情報に一致するインタラ
クティブ情報を獲得し、端末にインタラクティブ情報を送信し、これは、二次元コードを
表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす
状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤っ
た操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、
インタラクティブ情報を獲得する効率および正確性を高める。
【０２５６】
　図11は、1つの例示的な実施形態に従って示される端末であり、端末は、図2、図4、図6
、および図9に示された任意の例示的な実施形態に示されたインタラクティブ情報を獲得
するための方法で端末によって実行される機能を実行するように構成される。図11を参照
すると、端末は、
　インタラクティブ命令を獲得するように構成された第1の獲得モジュール1101と、
　第1の獲得モジュール1101によって獲得されたインタラクティブ命令の時間情報を決定
するように構成された決定モジュール1102と、
　決定モジュール1102によって決定された時間情報に関連するマルチメディアデータを獲
得するように構成された第2の獲得モジュール1103と、
　少なくとも第2の獲得モジュール1103によって獲得されたマルチメディアデータおよび
決定モジュール1102によって決定された時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を
送信するように構成された送信モジュール1104と、
　送信モジュール1104によって送信されたインタラクティブ情報獲得要求内のマルチメデ
ィアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信するように構成された
受信モジュール1105とを含む。
【０２５７】
　任意選択的に、第2の獲得モジュール1103は、時間情報に関連する音声信号を獲得し、
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音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成し、音声フィンガープリントを獲得さ
れたマルチメディアデータとして使用するように構成される。
【０２５８】
　任意選択的に、第2の獲得モジュール1103は、時間情報に関連する音声信号を獲得し、
音声信号を獲得されたマルチメディアデータとして使用するように構成される。
【０２５９】
　任意選択的に、第2の獲得モジュール1103は、時間情報に関連する画像データを獲得し
、画像データを獲得されたマルチメディアデータとして使用するように構成される。
【０２６０】
　図12を参照すると、端末は、
　ユーザ情報を獲得するように構成された第3の獲得モジュール1106をさらに含み、
　送信モジュール1104は、少なくともマルチメディアデータ、ユーザ情報、および時間情
報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信するように構成され、
　受信モジュール1105は、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータ、ユ
ーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信するように構成される
。
【０２６１】
　この実施形態において提供される端末は、インタラクティブ命令の時間情報を決定し、
時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得し、少なくともマルチメディアデータお
よび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得
要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信す
ることによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティ
ブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った
入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こ
す状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の効率および正確性を高め
る。
【０２６２】
　図13は、1つの例示的な実施形態に従って示される端末であり、図13は、本発明の例示
的な実施形態に含まれるタッチ感知表面を有する端末の概略構造図を示し、端末は、図4
から図6および図9に示された任意の例示的な実施形態に示されたインタラクティブ情報を
獲得するための方法で端末によって実行される機能を実行するように構成され得る。特に
、
【０２６３】
　端末1300は、無線周波数(RF)回路110、1つまたは複数のコンピュータ可読ストレージ媒
体を含むメモリ120、入力ユニット130、ディスプレイユニット140、センサー150、オーデ
ィオ回路160、送信モジュール170、1つまたは複数の処理コアを含むプロセッサ180、およ
び電源190などの構成要素を含み得る。当業者は、図13に示される端末の構造が端末に対
する限定を定めず、端末が図に示される構成要素より多くの構成要素もしくはより少ない
構成要素を含む可能性があり、または一部の構成要素が組み合わされる可能性があり、ま
たは異なる構成要素の配置が使用される可能性があることを理解するであろう。
【０２６４】
　RF回路110は、情報の受信および送信プロセスまたは呼び出しプロセス中に信号を受信
および送信するように構成され得る。特に、RF回路110は、基地局からダウンリンク情報
を受信し、それから、処理するために1つまたは複数のプロセッサ180にダウンリンク情報
を配信し、基地局に関連するアップリンクデータを送信する。概して、RF回路110は、ア
ンテナ、少なくとも1つの増幅器、チューナー、1つまたは複数の発振器、加入者識別モジ
ュール(SIM)カード、トランシーバ、カプラ、低雑音増幅器(LNA)、およびデュプレクサを
含むがこれらに限定されない。加えて、RF回路110は、ワイヤレス通信によってネットワ
ークおよび別のデバイスと通信する可能性もある。ワイヤレス通信は、移動体通信用グロ
ーバルシステム(GSM(登録商標): Global System for Mobile communications)、汎用パケ
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ット無線サービス(GPRS: General Packet Radio Service)、符号分割多元接続(CDMA)、広
帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標))、ロングタームエボリューション(LTE)、電子メ
ール、ショートメッセージングサービス(SMS)などを含むがこれらに限定されない任意の
通信規格またはプロトコルを使用する可能性がある。
【０２６５】
　メモリ120は、ソフトウェアプログラムおよびモジュール、たとえば、図11または図12
に示される例示的な実施形態において示された端末に対応するソフトウェアプログラムお
よびモジュールを記憶するように構成され得る。プロセッサ180は、様々な機能アプリケ
ーションおよびデータ処理を実施するため、たとえば、インタラクティブ情報の獲得など
を実現するためにメモリ120に記憶されたソフトウェアプログラムおよびモジュールを実
行する。メモリ120は、主に、プログラムストレージエリアおよびデータストレージエリ
アを含み得る。プログラムストレージエリアは、オペレーティングシステム、(音声再生
機能および画像再生機能などの)少なくとも1つの機能によって必要とされるアプリケーシ
ョンプログラムなどを記憶する可能性がある。データストレージエリアは、端末1300の使
用によって生成された(音声データおよびアドレス帳などの)データなどを記憶する可能性
がある。加えて、メモリ120は、高速なランダムアクセスメモリを含む可能性があり、少
なくとも1つの磁気ディスクストレージデバイスなどの不揮発性メモリ、フラッシュメモ
リ、または別の揮発性ソリッドステートストレージデバイスも含む可能性がある。それに
対応して、メモリ120は、プロセッサ180および入力ユニット130のメモリ120へのアクセス
を提供するためのメモリコントローラを含み得る。
【０２６６】
　入力ユニット130は、入力された数字または文字情報を受信し、ユーザ設定および機能
の制御に関連するキーボード、マウス、ジョイスティック、光、またはトラックボールの
信号入力を生成するように構成され得る。特に、入力ユニット130は、タッチ感知表面131
および別の入力デバイス132を含み得る。タッチスクリーンまたはタッチパネルとも呼ば
れる可能性があるタッチ感知表面131は、(指またはスタイラスなどの任意の好適な物体ま
たはアクセサリを使用することによるタッチ感知表面131の上または近くのユーザの操作
などの)タッチ感知表面の上または近くのユーザのタッチ操作を受け取り、予め設定され
たプログラムに従って対応する接続装置を駆動する可能性がある。任意選択的に、タッチ
感知表面131は、2つの部分、すなわち、タッチ検出装置およびタッチコントローラを含み
得る。タッチ検出装置は、ユーザのタッチ位置を検出し、タッチ操作によって生成された
信号を検出し、タッチコントローラに信号を転送する。タッチコントローラは、タッチ検
出装置からタッチ情報を受信し、タッチ情報をタッチ点の座標に変換し、タッチ点の座標
をプロセッサ180に送信する。さらに、タッチコントローラは、プロセッサ180から送信さ
れたコマンドを受信し、実行することができる。加えて、タッチ感知表面131は、抵抗式
、静電容量式、赤外線式、または表面音波式タッチ感知表面である可能性がある。タッチ
感知表面131に加えて、入力ユニット130は、別の入力デバイス132をさらに含み得る。特
に、別の入力デバイス132は、物理的なキーボード、(ボリューム制御キーまたはスイッチ
キーなどの)機能キー、トラックボール、マウス、およびジョイスティックのうちの1つま
たは複数を含み得るがこれらに限定されない。
【０２６７】
　ディスプレイユニット140は、ユーザによって入力された情報またはユーザのために与
えられた情報および端末1300の様々なグラフィカルユーザインターフェースを表示するよ
うに構成され得る。グラフィカルユーザインターフェースは、グラフ、テキスト、アイコ
ン、ビデオ、またはこれらの任意の組合せによって形成される可能性がある。ディスプレ
イユニット140は、ディスプレイパネル141を含み得る。任意選択的に、ディスプレイパネ
ル141は、液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)などを使用することによっ
て構成される可能性がある。さらに、タッチ感知表面131が、ディスプレイパネル141を覆
う可能性がある。タッチ感知表面131の上または近くのタッチ操作を検出した後、タッチ
感知表面131は、タッチイベントの種類を判定するためにタッチ操作をプロセッサ180に転
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送する。そのとき、プロセッサ180は、タッチイベントの種類に応じてディスプレイパネ
ル141上の対応する視覚的な出力を提供する。図13においてタッチ感知表面131およびディ
スプレイパネル141は入力および出力機能を実装するための2つの別々の部分として使用さ
れるが、一部の実施形態において、タッチ感知表面131およびディスプレイパネル141は、
入力および出力機能を実装するために統合される可能性がある。
【０２６８】
　端末1300は、光センサー、モーションセンサー、およびその他のセンサーなどの少なく
とも1つのセンサー150をさらに含み得る。特に、光センサーは、環境光センサーおよび近
接センサーを含み得る。環境光センサーは、環境光の明るさに応じてディスプレイパネル
141の輝度を調整することができる。近接センサーは、端末1300が耳まで動かされるとき
にディスプレイパネル141および/またはバックライトをオフにし得る。モーションセンサ
ーの一種として、重力加速度センサーは、様々な方向の(概して、3軸上の)加速度の大き
さを検出することができ、静止しているときの重力の大きさおよび方向を検出する可能性
があり、モバイル電話の姿勢を認識するアプリケーション(たとえば、景色の向きと顔画
像(portrait)の向きとの切り替え、関連するゲーム、および磁力計の姿勢の較正)、(万歩
計(登録商標)およびノックなどの)振動認識に関連する機能などに応用される可能性があ
る。端末1300内で構成され得るジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、および赤外
線センサーなどのその他のセンサーは、本明細書においてさらに説明されない。
【０２６９】
　オーディオ回路160、ラウドスピーカ161、およびマイクロフォン162は、ユーザと端末1
300との間のオーディオインターフェースを提供し得る。オーディオ回路160は、受信され
た音声データを電気信号に変換し、電気信号をラウドスピーカ161に送信し得る。ラウド
スピーカ161は、電気信号を出力のための音声信号に変換する。一方、マイクロフォン162
は、集められた音声信号を電気信号に変換する。オーディオ回路160は、電気信号を受信
し、電気信号を音声データに変換し、音声データを処理するためにプロセッサ180に出力
する。そのとき、プロセッサ180は、たとえば、RF回路110を使用することによって別の端
末デバイスに音声データを送信するか、または音声データをさらに処理するためにメモリ
120に出力する。オーディオ回路160は、周辺イヤホンと端末1300との間の通信を提供する
ためにイヤホンジャックをさらに含み得る。
【０２７０】
　端末デバイス1300は、送信モジュール170を使用することによって、ユーザが電子メー
ルを受信および送信すること、ウェブページを閲覧すること、ストリーミングメディアに
アクセスすることなどを助ける可能性があり、ユーザのためにワイヤレスまたは有線ブロ
ードバンドインターネットアクセスを提供する。図13は送信モジュール170を示すが、送
信モジュールは端末デバイス1300の必須の構成要素ではなく、要求されるとき、送信モジ
ュールは本開示の本質の範囲が変えられない限り省略される可能性があることが理解され
得る。
【０２７１】
　プロセッサ180は、端末1300の制御の中心であり、様々なインターフェースおよび線を
使用することによってモバイル電話の様々な部分に接続される。メモリ120に記憶された
ソフトウェアプログラムおよび/またはモジュールを走らせるかまたは実行し、メモリ120
に記憶されたデータを呼び出すことによって、プロセッサ180は、端末1300の様々な機能
およびデータ処理を実行し、それによって、モバイル電話に対する全体の監視を実行する
。任意選択的に、プロセッサ180は、1つまたは複数の処理コアを含み得る。好ましくは、
プロセッサ180は、アプリケーションプロセッサおよびモデムを組み込む可能性がある。
アプリケーションプロセッサは、主として、オペレーティングシステム、ユーザインター
フェース、アプリケーションプログラムなどを処理する。モデムは、主として、ワイヤレ
ス通信を処理する。上述のモデムはプロセッサ180に組み込まれない可能性もあることが
理解され得る。
【０２７２】



(38) JP 2017-521899 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

　端末1300は、構成要素に電力を供給するための(バッテリーなどの)電源190をさらに含
む。好ましくは、電源は、電力管理システムを使用することによってプロセッサ180に論
理的に接続される可能性があり、それによって、電力管理システムを使用することによっ
て充電、放電、および電力消費管理などの機能を実施する。電源190は、直流または交流
電源、再充電システム、電源異常検出回路、電源コンバータまたはインバータ、電源状態
インジケータ、および任意のその他の構成要素のうちの1つまたは複数をさらに含み得る
。
【０２７３】
　図に示されていないが、端末1300は、本明細書においてさらに説明されないカメラ、Bl
uetooth(登録商標)モジュールなどをさらに含み得る。特に、この実施形態において、端
末のディスプレイユニットは、タッチスクリーンモニタであり、端末は、メモリおよび1
つまたは複数のプログラムをさらに含む。1つまたは複数のプログラムは、メモリに記憶
され、1つまたは複数のプロセッサによって実行されるように構成される。1つまたは複数
のプログラムは、以下の動作、すなわち、
　インタラクティブ命令を獲得する動作と、
　インタラクティブ命令の時間情報を決定する動作と、
　時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する動作と、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信する動作と、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信する動作とを実行するための命令を含む。
【０２７４】
　以上が第1のあり得る実装であると仮定すると、第1のあり得る実装に基づいて提供され
る第2のあり得る実装においては、端末のメモリが、以下の動作、すなわち、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号に対応する音声フィンガープリントを
生成し、音声フィンガープリントを獲得されたマルチメディアデータとして使用する動作
を実行するための命令をさらに含む。
【０２７５】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第3のあり得る実装においては、端末のメモリ
が、以下の動作、すなわち、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号を獲得されたマルチメディアデータと
して使用する動作を実行するための命令をさらに含む。
【０２７６】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第4のあり得る実装においては、端末のメモリ
が、以下の動作、すなわち、
　時間情報に関連する画像データを獲得し、画像データを獲得されたマルチメディアデー
タとして使用する動作を実行するための命令をさらに含む。
【０２７７】
　第1の、第2の、第3の、または第4のあり得る実装に基づいて提供される第5のあり得る
実装においては、端末のメモリが、以下の動作、すなわち、
　ユーザ情報を獲得する動作と、
　少なくともマルチメディアデータ、ユーザ情報、および時間情報を含むインタラクティ
ブ情報獲得要求を送信する動作と、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータ、ユーザ情報、および時間情
報に一致するインタラクティブ情報を受信する動作とを実行するための命令をさらに含む
。
【０２７８】
　要約すれば、この実施形態において提供される端末は、インタラクティブ命令の時間情
報を決定し、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得し、少なくともマルチメデ
ィアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクテ
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ィブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ
情報を受信することによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がイ
ンタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得
命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失
敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の効率および
正確性を高める。
【０２７９】
　例示的な実施形態は、コンピュータ可読ストレージ媒体を示し、コンピュータ可読スト
レージ媒体は、図13に示される例示的な実施形態において示されるメモリに含まれるコン
ピュータ可読ストレージ媒体である可能性があり、または別に存在し、端末に組み付けら
れないコンピュータ可読ストレージ媒体である可能性がある。コンピュータ可読ストレー
ジ媒体は、1つまたは複数のプログラムを記憶し、1つまたは複数のプログラムは、1つま
たは複数のプロセッサによってインタラクティブ情報の獲得を実行するために使用され、
方法は、
　インタラクティブ命令を獲得するステップと、
　インタラクティブ命令の時間情報を決定するステップと、
　時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得するステップと、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信するステップと、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信するステップとを含む。
【０２８０】
　以上が第1のあり得る実装であると仮定すると、第1のあり得る実装に基づいて提供され
る第2のあり得る実装においては、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得する
ステップが、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号に対応する音声フィンガープリントを
生成し、音声フィンガープリントを獲得されたマルチメディアデータとして使用すること
を含む。
【０２８１】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第3のあり得る実装においては、時間情報に関
連するマルチメディアデータを獲得するステップが、
　時間情報に関連する音声信号を獲得し、音声信号を獲得されたマルチメディアデータと
して使用することを含む。
【０２８２】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第4のあり得る実装においては、時間情報に関
連するマルチメディアデータを獲得するステップが、
　時間情報に関連する画像データを獲得し、画像データを獲得されたマルチメディアデー
タとして使用することを含む。
【０２８３】
　第1の、第2の、第3の、または第4のあり得る実装に基づいて提供される第5のあり得る
実装においては、方法が、
　ユーザ情報を獲得するステップをさらに含み、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信するステップが、少なくともマルチメディアデータ、ユーザ情報、および時間情報
を含むインタラクティブ情報獲得要求を送信することを含み、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信するステップが、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメ
ディアデータ、ユーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信する
ことを含む。
【０２８４】
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　本発明の実施形態において提供されるコンピュータ可読ストレージ媒体は、インタラク
ティブ命令の時間情報を決定し、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得し、少
なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求を送
信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致す
るインタラクティブ情報を受信することによって、二次元コードを表示するデバイスの比
較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタ
ラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクテ
ィブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報
の獲得の効率および正確性を高める。
【０２８５】
　例示的な実施形態は、グラフィックユーザインターフェースを示し、グラフィックユー
ザインターフェースは、図11または図12に示された例示的な実施形態において示された端
末上で使用され、端末は、タッチスクリーンモニタ、メモリ、および1つまたは複数のプ
ログラムを実行するように構成されたプロセッサを含み、グラフィックユーザインターフ
ェースは、
　インタラクティブ命令を獲得することと、
　インタラクティブ命令の時間情報を決定することと、
　時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得することと、
　少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信することと、
　インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一致するイ
ンタラクティブ情報を受信することとを含む。
【０２８６】
　本発明の実施形態において提供されるグラフィックユーザインターフェースは、インタ
ラクティブ命令の時間情報を決定し、時間情報に関連するマルチメディアデータを獲得し
、少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含むインタラクティブ情報獲得要求
を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメディアデータおよび時間情報に一
致するインタラクティブ情報を受信することによって、二次元コードを表示するデバイス
の比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、イ
ンタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラ
クティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ
情報の獲得の効率および正確性を高める。
【０２８７】
　図14は、例示的な実施形態に従って示されるサーバであり、サーバは、図3、図7、図8
、および図10に示された任意の例示的な実施形態に示されたインタラクティブ情報を獲得
するための方法でサーバによって実行される機能を実行するように構成される。図14を参
照すると、サーバは、
　インタラクティブ情報獲得要求を獲得するように構成された第1の獲得モジュール1401
と、
　第1の獲得モジュール1401によって獲得されたインタラクティブ情報獲得要求に関連す
る時間情報を獲得するように構成された第2の獲得モジュール1402であって、インタラク
ティブ情報獲得要求が、マルチメディアデータを含む、第2の獲得モジュール1402と、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得するように構成された第3の獲得モジ
ュール1403と、
　第3の獲得モジュール1403によって獲得された番組情報および第2の獲得モジュール1402
によって獲得された時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得するように構成され
た第4の獲得モジュール1404と、
　第4の獲得モジュール1404によって獲得されたインタラクティブ情報を送信するように
構成された送信モジュール1405とを含む。
【０２８８】
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　図15を参照すると、マルチメディアデータは、音声フィンガープリントであり、第3の
獲得モジュール1403は、
　音声フィンガープリントを送信するように構成された第1の送信ユニット14031と、
　第1の送信ユニット14031によって送信された音声フィンガープリントに一致する番組情
報を受信するように構成された第1の受信ユニット14032であって、番組情報が、少なくと
も音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む
、第1の受信ユニット14032とを含む。
【０２８９】
　図16を参照すると、マルチメディアデータは、音声信号であり、第3の獲得モジュール1
403は、
　音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成するように構成された生成ユニット
14033と、
　生成ユニット14033によって生成された音声フィンガープリントを送信するように構成
された第2の送信ユニット14034と、
　第2の送信ユニット14034によって送信された音声フィンガープリントに一致する番組情
報を受信するように構成された第2の受信ユニット14035であって、番組情報が、少なくと
も音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む
、第2の受信ユニット14035とを含む。
【０２９０】
　図17を参照すると、マルチメディアデータは、画像データであり、第3の獲得モジュー
ル1403は、
　画像データを送信するように構成された第3の送信ユニット14036と、
　第3の送信ユニット14036によって送信された画像データに一致する番組情報を受信する
ように構成された第3の受信ユニット14037であって、番組情報が、少なくとも画像データ
に一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む、第3の受信ユニット14037
とを含む。
【０２９１】
　任意選択的に、インタラクティブ情報獲得要求は、ユーザ情報をさらに含み、
　第4の獲得モジュール1404は、番組情報、ユーザ情報、および時間情報に一致するイン
タラクティブ情報を獲得するように構成される。
【０２９２】
　この実施形態において提供されるサーバは、端末によって送信されたマルチメディアデ
ータを含むインタラクティブ情報獲得要求を受信し、インタラクティブ情報獲得要求に一
致する時間情報を決定し、それから、マルチメディア情報および時間情報に一致するイン
タラクティブ情報を端末に返すことによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的
低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラク
ティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ
情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲
得の効率および正確性を高める。
【０２９３】
　図18は、例示的な実施形態に従って示されるサーバであり、サーバは、図4、図8、およ
び図10に示された任意の例示的な実施形態に示されたインタラクティブ情報を獲得するた
めの方法でサーバによって実行される機能を実装するように構成され得る。特に、図18を
参照すると、サーバ1800は、異なる構成または性能が原因で大きく変わる可能性があり、
1つまたは複数の中央演算処理装置(CPU)2022(たとえば、1つまたは複数のプロセッサ)、
メモリ2032、およびアプリケーション2042またはデータ2044を記憶する1つまたは複数の
ストレージ媒体2030(たとえば、1つまたは複数の大容量ストレージデバイス)を含む可能
性がある。メモリ2032およびストレージ媒体2030は、一時的ストレージまたは永続的スト
レージである可能性がある。ストレージ媒体2030に記憶されるプログラムは、1つまたは
複数のモジュール(図示せず)を含む可能性がある。
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【０２９４】
　サーバ1800は、1つもしくは複数の電源2026、1つもしくは複数の有線もしくはワイヤレ
スネットワークインターフェース2050、1つもしくは複数の入力/出力インターフェース20
58、および/または1つもしくは複数のオペレーティングシステム2041、たとえば、Window
s Server(登録商標)、Mac OS X(登録商標)、Unix(登録商標)、Linux(登録商標)、FreeBSD
(登録商標)などをさらに含み得る。
【０２９５】
　1つまたは複数のプログラムは、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによっ
て実行されるように構成され、1つまたは複数のプログラムは、以下の動作、すなわち、
　インタラクティブ情報獲得要求、およびインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間
情報を獲得する動作であって、インタラクティブ情報獲得要求が、少なくともマルチメデ
ィアデータを含む、動作と、
　マルチメディアデータに一致する番組情報を獲得する動作と、
　番組情報および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得する動作と、
　インタラクション情報を送信する動作とを実行するように構成された命令を含む。
【０２９６】
　以上が第1のあり得る実装であると仮定すると、第1のあり得る実装に基づいて提供され
る第2のあり得る実装においては、以下の動作、すなわち、
　音声フィンガープリントを送信する動作と、
　音声フィンガープリントに一致する番組情報を受信する動作であって、番組情報が、少
なくとも音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報
を含む、動作とを実行するための命令がさらに含まれる。
【０２９７】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第3のあり得る実装においては、以下の動作、
すなわち、
　音声信号に対応する音声フィンガープリントを生成する動作と、
　音声フィンガープリントを送信する動作と、
　音声フィンガープリントに一致する番組情報を受信する動作であって、番組情報が、少
なくとも音声フィンガープリントに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報
を含む、動作とを実行するための命令がさらに含まれる。
【０２９８】
　第1のあり得る実装に基づいて提供される第4のあり得る実装においては、以下の動作、
すなわち、
　画像データを送信する動作と、
　画像データに一致する番組情報を受信する動作であって、番組情報が、少なくとも画像
データに一致する番組の音声信号、名前、および再生時間情報を含む、動作とを実行する
ための命令がさらに含まれる。
【０２９９】
　第1の、第2の、第3の、または第4のあり得る実装に基づいて提供される第5のあり得る
実装においては、以下の動作、すなわち、
　番組情報、ユーザ情報、および時間情報に一致するインタラクティブ情報を獲得する動
作を実行するための命令がさらに含まれる。
【０３００】
　この実施形態において提供されるサーバは、端末によって送信されたマルチメディアデ
ータを含むインタラクティブ情報獲得要求を受信し、インタラクティブ情報獲得要求に一
致する時間情報を決定し、それから、マルチメディア情報および時間情報に一致するイン
タラクティブ情報を端末に返すことによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的
低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラク
ティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ
情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲
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得の効率および正確性を高める。
【０３０１】
　本発明の別の例示的な実施形態は、インタラクティブ情報を獲得するためのシステムを
提供し、システムは、インタラクティブ情報を獲得するための方法を実行するように構成
される。システムは、端末およびサーバを含む。
【０３０２】
　端末は図2、図11から図13に示された実施形態に示された端末であり、詳細に関しては
例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０３０３】
　サーバは図3、図14から図18に示された実施形態に示されたサーバであり、詳細に関し
てはサーバの例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書において繰り返さない。
【０３０４】
　この実施形態において提供されるシステムは、時間情報を決定し、時間情報に関連する
マルチメディアデータを獲得し、少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含む
インタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメデ
ィアデータおよびインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報に一致するインタラ
クティブ情報を受信することによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解
像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ
情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ情報の
獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の効
率および正確性を高める。
【０３０５】
　本発明の別の例示的な実施形態は、インタラクティブ情報を獲得するためのシステムを
提供し、システムは、インタラクティブ情報を獲得するための方法を実行するように構成
される。システムは、端末およびサーバを含む。
【０３０６】
　端末は図4、図6、および図9に示されたいずれかの例示的な実施形態に示された端末で
あり、詳細に関しては例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書において繰り返さな
い。
【０３０７】
　サーバは図4、図6、および図9に示されたいずれかの例示的な実施形態に示されたサー
バであり、詳細に関してはサーバの例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書におい
て繰り返さない。
【０３０８】
　この実施形態において提供されるシステムは、時間情報を決定し、時間情報に関連する
マルチメディアデータを獲得し、少なくともマルチメディアデータおよび時間情報を含む
インタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメデ
ィアデータおよび時間情報に一致するインタラクティブ情報を受信することによって、二
次元コードを表示するデバイスの比較的低い解像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗
を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ情報獲得命令の誤った入力またはリモコン
に対する誤った操作がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、そ
れによって、インタラクティブ情報の獲得の効率および正確性を高める。
【０３０９】
　本発明の別の例示的な実施形態は、インタラクティブ情報を獲得するためのシステムを
提供し、システムは、インタラクティブ情報を獲得するための方法を実行するように構成
される。システムは、端末およびサーバを含む。
【０３１０】
　端末は、図7、図8、および図10に示されたいずれかの例示的な実施形態に示された端末
であり、詳細に関しては例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書において繰り返さ
ない。
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【０３１１】
　サーバは図7、図8、および図10に示されたいずれかの例示的な実施形態に示されたサー
バであり、詳細に関してはサーバの例示的な実施形態が参照可能であり、本明細書におい
て繰り返さない。
【０３１２】
　この実施形態において提供されるシステムは、少なくともマルチメディアデータを含む
インタラクティブ情報獲得要求を送信し、インタラクティブ情報獲得要求内のマルチメデ
ィアデータおよびインタラクティブ情報獲得要求に関連する時間情報に一致するインタラ
クティブ情報を受信することによって、二次元コードを表示するデバイスの比較的低い解
像度がインタラクティブ情報の獲得の失敗を引き起こす状況を回避し、インタラクティブ
情報獲得命令の誤った入力またはリモコンに対する誤った操作がインタラクティブ情報の
獲得の失敗を引き起こす状況も回避し、それによって、インタラクティブ情報の獲得の効
率および正確性を高める。
【０３１３】
　上述の機能モジュールは、上述の実施形態によって提供された端末およびサーバがイン
タラクティブ情報の獲得を達成するときの例示的な目的で説明されているだけであること
に留意されたい。実際の応用において、機能は、特定のニーズに応じて異なる機能モジュ
ールに割り振られる可能性があり、つまり、端末およびサーバの内部構造は、上述の機能
のすべてまたは一部を完成するための異なる機能モジュールに分けられる。加えて、上述
の実施形態によって提供された端末、サーバ、およびシステムは、上述の実施形態のイン
タラクティブ情報を獲得するための方法と同じ概念に基づく。特定の実施プロセスに関し
ては、方法の実施形態を参照するものとし、詳細は、本明細書において再び説明されない
。
【０３１４】
　本発明の上述の実施形態の連番は、説明の便宜のためのものに過ぎず、実施形態の間の
優先度を示唆しない。
【０３１５】
　当業者は、上述の実施形態のステップのすべてまたは一部が、ハードウェアを用いるこ
とによって実装される可能性があり、または関連するハードウェアに指示を与えるプログ
ラムによって実装される可能性があることを理解するであろう。プログラムは、コンピュ
ータ可読ストレージ媒体に記憶され得る。ストレージ媒体は、読み出し専用メモリ、磁気
ディスク、光ディスクなどである可能性がある。
【０３１６】
　上述の説明は、本発明の好ましい実施形態であるに過ぎず、本開示を限定するように意
図されていない。本開示の精神および原理の中でなされるあらゆる修正、均等な置き換え
、または改善は、本開示の保護範囲に入る。
【符号の説明】
【０３１７】
　　101　端末
　　102　サーバ
　　103　信号提供デバイス
　　110　無線周波数(RF)回路
　　120　メモリ
　　130　入力ユニット
　　131　タッチ感知表面
　　132　別の入力デバイス
　　140　ディスプレイユニット
　　141　ディスプレイパネル
　　150　センサー
　　160　オーディオ回路
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　　161　ラウドスピーカ
　　162　マイクロフォン
　　170　送信モジュール
　　180　プロセッサ
　　190　電源
　　1101　第1の獲得モジュール
　　1102　決定モジュール
　　1103　第2の獲得モジュール
　　1104　送信モジュール
　　1105　受信モジュール
　　1106　第3の獲得モジュール
　　1300　端末
　　1401　第1の獲得モジュール
　　1402　第2の獲得モジュール
　　1403　第3の獲得モジュール
　　14031　第1の送信ユニット
　　14032　第1の受信ユニット
　　14033　生成ユニット
　　14034　第2の送信ユニット
　　14035　第2の受信ユニット
　　14036　第3の送信ユニット
　　14037　第3の受信ユニット
　　1404　第4の獲得モジュール
　　1405　送信モジュール
　　1800　サーバ
　　2022　中央演算処理装置(CPU)
　　2026　電源
　　2030　ストレージ媒体
　　2032　メモリ
　　2041　オペレーティングシステム
　　2042　アプリケーション
　　2044　データ
　　2050　有線もしくはワイヤレスネットワークインターフェース
　　2058　入力/出力インターフェース
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【国際調査報告】
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