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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信デバイス（１０）であって、
　外部のＮＦＣタグ（４６）と第１のＮＦＣリンクを確立したことに応じて、前記外部の
ＮＦＣタグ（４６）からマルチメディア・コンテンツに関連するデータを受信する近距離
通信（ＮＦＣ）インタフェース（３０）と、
　通信ネットワークを介してマルチメディア・サーバ（６８，１１０）と通信を行なうト
ランシーバ（３２，３４）と、
　前記無線通信デバイスが十分なサイズのメモリを備えていれば、受信した前記データに
基づき、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）と第１の通信リンクを確立し、前
記マルチメディア・コンテンツ及び権利の少なくとも一方をダウンロードし、前記無線通
信デバイス（１０）と、前記外部ＮＦＣデバイス（７２）との間のＮＦＣインタフェース
を介して外部ＮＦＣデバイス（７２）へ、前記マルチメディア・コンテンツ及び権利の少
なくとも一方を転送し、前記無線通信デバイスが十分なサイズのメモリを備えていなけれ
ば、受信した前記データに基づき、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）と前記
第１の通信リンクを確立し、前記マルチメディア・コンテンツ及び権利の少なくとも一方
を、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）からユーザが指定した他のデバイスへ
転送させる制御部（２４）と
を備えることを特徴とする無線通信デバイス。
【請求項２】
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　ディスプレイ（１６）をさらに備え、
　前記制御部（２４）は、
　前記ユーザへの表示のために、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）のユニフ
ォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）を含む、受信した前記データを解析し、
　前記ＵＲＬに基づき、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）と前記第１の通信
リンクを確立することを特徴とする請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項３】
　前記制御部（２４）は、
　前記マルチメディア・コンテンツのサンプルを含む、受信した前記データを解析し、
　前記ユーザに前記サンプルを再生することを特徴とする請求項１に記載の無線通信デバ
イス。
【請求項４】
　他のデバイスが、前記外部ＮＦＣデバイス（７２）に接続され、
　前記他のデバイスは、インターネットを介して前記マルチメディア・サーバ（６８，１
１０）に接続されたホーム・エンタテイメント・システム（７０）を備えることを特徴と
する請求項１に記載の無線通信デバイス。
【請求項５】
　無線通信デバイス（１０）を用いてマルチメディア・コンテンツを配信するための方法
であって、
　前記無線通信デバイス（１０）のＮＦＣインタフェース（３０）と前記マルチメディア
・コンテンツに関連付けられた外部のＮＦＣタグ（４６）との間の第１の近距離通信（Ｎ
ＦＣ）リンクを確立するステップと、
　前記第１のＮＦＣリンクを確立したことに応じて、前記外部のＮＦＣタグ（４６）から
前記マルチメディア・コンテンツに関連するデータを受信するステップと、
　前記無線通信デバイスが十分なサイズのメモリを備えていれば、前記無線通信デバイス
（１０）と、マルチメディア・サーバ（６８，１１０）との間の第１の通信リンクを確立
するステップと、前記マルチメディア・コンテンツ及び該マルチメディアコンテンツに対
する権利の少なくとも一方を前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）からダウンロ
ードするステップと、前記無線通信デバイス（１０）と前記外部ＮＦＣデバイス（７２）
との間の第２の通信リンクとなるＮＦＣインタフェースを介して前記外部ＮＦＣデバイス
（７２）へ、ダウンロードした前記マルチメディア・コンテンツ及び権利の少なくとも一
方を転送するステップと、
　前記無線通信デバイスが十分なサイズのメモリを備えていなければ、前記無線通信デバ
イス（１０）と、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）との間の前記第１の通信
リンクを確立するステップと、前記マルチメディア・コンテンツ及び前記権利の少なくと
も一方を、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）からユーザが指定した他のデバ
イスへ転送させるステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記ユーザへの表示のために、受信した前記データを解析するステップと、
　受信した前記データに含まれるユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）に基づき
、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）に接続することによって前記第１の通信
リンクを確立するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　受信した前記データに含まれる前記マルチメディア・コンテンツのデジタル化されたサ
ンプルに基づいて、前記ユーザに対して前記マルチメディア・コンテンツの一部を再生す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　他のデバイスが、前記外部ＮＦＣデバイス（７２）に接続され、
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　前記他のデバイスは、前記マルチメディア・サーバ（６８，１１０）に対して通信可能
に接続されるホーム・エンタテイメント・システム（７０）を備えることを特徴とする請
求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に無線通信デバイスに関し、特に、近距離通信（ＮＦＣ）可能な無線
通信デバイスに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　オンライン発信源からの音楽やマルチメディア・コンテンツの購入やダウンロードを行
なうことが次第に普及してきている。しかし、大部分のマルチメディアの販売は、未だに
物理的なメディアを必要とし、物理的な小売市場に存在する。これは、「短命な」デジタ
ル化されたバージョンよりも、むしろ実態のある製品を触ったり、見たり、感じたりする
消費者の要望に起因するかもしれない。したがって、消費者は、彼らのマルチメディアの
購入に関し、重要なものとして、物理的な小売市場を見続けるであろう。しかし、物理的
なメディアは小売業者にとって多額のコストが必要になることを意味する。例えば、物理
的なメディアは、物理的な在庫品目用の倉庫を必要とする。このように、小売業者の豊富
な異なるマルチメディア・コンテンツを提供する能力は、格納スペース、又は、展示スペ
ースの量によって制限されるかもしれない。さらに、物理的なメディアは、盗難されがち
であり、消費者によって故意でない損傷が加えられる傾向がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、近距離通信（ＮＦＣ）可能な無線通信デバイスを用いてマルチメディア・コ
ンテンツを配信するシステム及び方法に関するものである。本発明は、物理的なメディア
の多くの品揃えを維持するために小売店のスペースの必要性を低減する。これは、そのよ
うな物理的な品揃えを維持することに関連するコストを低減し、小売店が消費者に多くの
様々なメディアへのアクセスを提供することを許容する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、システムは、メディア販売ディスプレイと、ＮＦＣ可能な無線通
信デバイスとを備える。メディア販売ディスプレイは、例えば１つ以上の画像を有するキ
オスク又はディスプレイ・ウォールを備えてもよい。各画像は、オーディオファイル又は
ビデオファイルのコレクションなどの特定のマルチメディア・コンテンツに対応する。一
例として、各画像は、特定のコンパクト・ディスク（ＣＤ）又はデジタル・ビデオ・ディ
スク（ＤＶＤ）の「アルバムアート」又は「カバーアート」を含んでもよい。ユーザは当
該画像から特定のＣＤ又はＤＶＤを特定することができる。
【０００５】
　関連付けられた各画像は、当該画像によって表されるマルチメディア・コンテンツに関
連したデータを格納するＮＦＣタグである。データは、限定しないが、オーディオファイ
ル又はビデオファイルと、アーティストの少なくとも１つを特定するテキストデータ、マ
ルチメディア・コンテンツを販売するサーバを特定する１つ以上のユニフォーム・リソー
ス・ロケータ（ＵＲＬ）、及び、マルチメディア・コンテンツの１つ以上のデジタルサン
プルを含んでもよい。他の情報が含まれてもよい。
【０００６】
　ＮＦＣ可能な無線通信デバイスは、ＮＦＣインタフェース、無線通信ネットワークを介
してリモートパーティと通信するトランシーバ、及び、制御部を備える。ユーザがメディ
ア販売ディスプレイ上の特定の画像によって表されるマルチメディア・コンテンツを購入
することに興味がある場合、ユーザは、ＮＦＣインタフェースが選択した画像に関連付け
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られたＮＦＣタグに物理的に近接するように、ＮＦＣ可能な無線通信デバイスと選択した
画像とを単に「接触」させるだけでよい。これにより、ＮＦＣタグによって、当該マルチ
メディア・コンテンツに関連するデータがＮＦＣインタフェースを介してＮＦＣ可能な無
線通信デバイスに転送される。データを受信するとすぐに、制御部はユーザに表示するた
めにデータを解析してもよい。
【０００７】
　その後、ユーザは、関連するマルチメディア・コンテンツ若しくは関連するマルチメデ
ィア・コンテンツを再生する権利を購入するために、又は、マルチメディア・コンテンツ
に追加の情報を判定するために、当該データを使用してもよい。一実施形態において、ユ
ーザは、マルチメディア・コンテンツを提供するサーバ上のウェブサイトに接続するブラ
ウザ・アプリケーションを起動するためにディスプレイからＵＲＬを選択してもよい。取
引が完了すると、ユーザは、マルチメディア・コンテンツ及び権利の少なくとも一方を特
定のダウンロード先デバイスにダウンロードするためにサーバを制御してもよい。
【０００８】
　一実施形態において、ユーザは無線通信リンクを介して直接的にユーザのＮＦＣ可能な
無線通信デバイスに、マルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報を送信するよう
にサーバを制御してもよい。ＮＦＣ可能な無線通信デバイスのメモリに制限があるため、
ユーザは後でホーム・エンタテイメント・システムなどの他のデバイス又はシステムに当
該情報を転送してもよい。一例として、ユーザはユーザのホーム・エンタテイメント・シ
ステムに通信可能に接続された外部ＮＦＣリーダに物理的に近接した位置にＮＦＣ可能な
無線通信デバイスを配置してもよい。これにより、ユーザのＮＦＣ可能な無線通信デバイ
スに、ＮＦＣリーダに接続された計算機デバイスに情報を転送させる。その後、ユーザは
再生するために他の記憶媒体と、オーディオデバイス若しくはビデオデバイスとの少なく
とも１つに対して情報を配信させてもよい。
【０００９】
　一実施形態において、ユーザは、直接的にユーザのホーム・エンタテイメント・システ
ムに情報を送信するためにマルチメディア・サーバを制御してもよい。このような場合に
おいて、ユーザの計算機デバイスは、インターネットを介してマルチメディア・サーバに
通信可能に接続される。ユーザがウェブサイトからマルチメディア・コンテンツ又はマル
チメディア・コンテンツの権利を購入する場合、ユーザは、例えば、ダウンロード先デバ
イスのような計算機デバイスのＩＰアドレスを特定してもよい。一旦ダウンロードすると
、ユーザは再生するために他の記憶媒体と、オーディオデバイス若しくはビデオデバイス
との少なくとも１つに対して情報を配信させてもよい。さらに、本発明は、少なくとも１
つの実施形態において、外部のＮＦＣタグと第１のＮＦＣリンクを確立したことに応じて
、外部のＮＦＣタグからマルチメディア・コンテンツに関連するデータを受信するように
構成された近距離通信（ＮＦＣ）インタフェースを含む無線通信デバイスを提供する。ま
た、当該デバイスは、通信ネットワークを介してマルチメディア・サーバと通信を行なう
ように構成されたトランシーバと、受信したデータに基づき、マルチメディア・サーバと
通信リンクを確立するように構成された制御部とを備える。制御部は、マルチメディア・
コンテンツに関連付けられた情報をダウンロードするようにマルチメディア・サーバを制
御する。一実施形態において、無線通信デバイスはまた、ディスプレイを備えてもよい。
制御部は、受信したデータを解析し、解析したデータをユーザに表示するように構成され
る。解析したデータは、マルチメディア・コンテンツのサンプルを含んでもよい。そのよ
うな実施形態において、制御部は、サンプルをユーザに再生するように構成されてもよい
。一実施形態において、制御部はマルチメディア・コンテンツと関連付けられた情報を、
ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイスにダウンロードするように、マルチメデ
ィア・サーバを制御する。ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイスは、例えば、
インターネットを介してマルチメディア・サーバに接続されたホーム・エンタテイメント
・システムを備えてもよい。ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイスはまた、無
線通信デバイスを備えてもよい。これらの実施形態において、ＮＦＣインタフェースは、
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さらに、ホーム・エンタテイメント・システムと関連付けられた外部ＮＦＣリーダと、第
２のＮＦＣリンクを確立するように構成されてもよい。その後、制御部は、マルチメディ
ア・コンテンツに関連付けられた情報を、第２のＮＦＣリンクを介してホーム・エンタテ
イメント・システムにダウンロードすることができる。一実施形態において、マルチメデ
ィア・コンテンツに関連付けられた情報は、マルチメディア・コンテンツを含んでもよい
。他の実施形態において、マルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報は、マルチ
メディア・コンテンツを再生するライセンス情報を含んでもよい。一実施形態において、
本発明は、無線通信デバイスを用いてマルチメディア・コンテンツを配信する方法を提供
する。本方法は、無線通信デバイスのＮＦＣインタフェースと、マルチメディア・コンテ
ンツに関連付けられた外部ＮＦＣリーダタグとの間の第１の近距離通信（ＮＦＣ）リンク
を確立するステップと、第１のＮＦＣリンクを確立したことに応じて、外部のＮＦＣタグ
からマルチメディア・コンテンツに関連するデータを受信するステップと、無線通信デバ
イスとマルチメディア・サーバとの間の通信リンクを確立するステップと、外部のＮＦＣ
タグから受信されたデータに基づき、マルチメディア・コンテンツと関連付けられた情報
をダウンロードするようにマルチメディア・サーバを制御するステップとを含む。一実施
形態において、本方法は、さらに、受信したデータを解析するステップと、ユーザに解析
したデータを表示するステップとを含む。さらに、通信リンクを確立するステップは、受
信したデータに含まれるユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）に基づき、ユーザ
にマルチメディア・コンテンツの一部を再生するステップを含んでもよい。いくつかの実
施形態において、本方法は、さらに、受信したデータに含まれるマルチメディア・コンテ
ンツのデジタル化されたサンプルに基づき、ユーザにマルチメディア・コンテンツの一部
を再生するステップを含んでもよい。マルチメディア・コンテンツと関連付けられた情報
をダウンロードするようにマルチメディア・サーバを制御するステップは、ユーザが指定
した遠隔のダウンロード先デバイスに情報をダウンロードするようにマルチメディア・サ
ーバを制御するステップを含んでもよい。一実施形態において、ユーザが指定した遠隔の
ダウンロード先デバイスは、マルチメディア・サーバに通信可能に接続されたホーム・エ
ンタテイメント・システムを含む。他の実施形態において、ユーザが指定した遠隔のダウ
ンロード先デバイスは、無線通信デバイスを含む。後者の実施形態において、本方法は、
さらに、ホーム・エンタテイメント・システムに関連付けられた外部ＮＦＣリーダと第２
のＮＦＣリンクを確立するステップを含んでもよい。その後、制御部は、第２のＮＦＣリ
ンクを介して、マルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報をホーム・エンタテイ
メント・システムにダウンロードすることができる。一実施形態において、マルチメディ
ア・コンテンツに関連付けられた情報は、マルチメディア・コンテンツを含む。他の実施
形態において、マルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報は、マルチメディア・
コンテンツを再生するライセンス情報を含む。一実施形態において、本発明はそれぞれが
マルチメディア・コンテンツに関連付けられる１つ以上の画像を含む近距離通信（ＮＦＣ
）可能なメディア・ディスプレイを備えるマルチメディア配信システムを提供する。シス
テムは、さらに、無線通信デバイスを備える。無線通信デバイスは、ＮＦＣ可能なメディ
ア・ディスプレイとＮＦＣリンクを確立するように構成されたＮＦＣインタフェースを備
える。ＮＦＣインタフェースはまた、選択した画像に関連付けられたマルチメディア・コ
ンテンツに関するデータを受信するように構成されてもよい。一実施形態において、無線
通信デバイスにおける制御部は、受信データに基づき、通信ネットワークを介してマルチ
メディア・サーバと通信を行なうように構成され、マルチメディア・サーバからマルチメ
ディア・コンテンツに関連付けられた情報をダウンロードするように構成される。一実施
形態において、各画像は、当該画像に関連付けられたマルチメディア・コンテンツを表す
データを格納する外部のＮＦＣタグを備える。第１のＮＦＣリンクは、外部のＮＦＣタグ
に物理的に近接した位置に配置されるＮＦＣインタフェースに応じて確立されてもよい。
一実施形態において、制御部は、マルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報を、
ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイスにダウンロードするように、マルチメデ
ィア・サーバを制御する。ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイスは、例えば、
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マルチメディア・サーバに通信可能に接続されたホーム・エンタテイメント・システムで
あってもよい。他の実施形態において、ユーザが指定した遠隔のダウンロード先デバイス
は、無線通信デバイスを含んでもよい。他の実施形態において、ＮＦＣインタフェースは
、ＮＦＣインタフェースは、さらに、ホーム・エンタテイメント・システムに通信可能に
接続された外部ＮＦＣリーダと第２ＮＦＣリンクを確立するように構成されてもよい。こ
れらの実施形態において、ＮＦＣインタフェースは、さらに、第２のＮＦＣリンクを介し
てマルチメディア・コンテンツに関連付けられた情報をＮＦＣリーダに転送するように構
成されてもよい。もちろん、当業者には、本発明が上述の記載又は例に制限されないこと
が理解され、以下の詳細な説明を参照し、添付の図面を見ることによって、追加の特徴及
び利益を認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に従って構成されたＮＦＣ可能な無線通信デバイスを示すブ
ロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に従って構成されたシステムの斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るＮＦＣ可能な無線通信デバイスを示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る携帯無線通信装置がマルチメディア・コンテンツを取
得する際のネットワークを示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の他の実施形態に係る携帯無線通信装置がマルチメディア・コンテンツを
取得する際のネットワークを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、近距離通信（ＮＦＣ）可能な無線通信デバイスを用いてマルチメディア・コ
ンテンツを購入するシステム及び方法に関するものである。一実施形態において、当該シ
ステムは、「アルバムアート」などの１つ以上の画像を有するキオスクのようなメディア
販売ディスプレイを備える。各画像は、１つ以上のオーディオファイル又はビデオファイ
ルなどのマルチメディア・コンテンツに対応し、ＮＦＣタグを含む。ＮＦＣタグは、オー
ディオファイル又はビデオファイルに関連するデータを格納する。
【００１２】
　ユーザがＮＦＣ可能な無線通信デバイスで画像に「触れる（touch）」と、対応するＮ
ＦＣタグは、そのデータをＮＦＣ可能な通信デバイスに転送する。制御部はユーザへの表
示のために当該データを購入する。当該データは、限定はしないが、オーディオファイル
又はビデオファイルを特定する文字列（テキスト）、オーディオファイル又はビデオファ
イルを販売するウェブサイトを特定する１つ以上のユニフォーム・リソース・ロケータ（
ＵＲＬ）、及び、オーディオファイル又はビデオファイルの１つ以上のサンプルデータを
含むことができる。ユーザは再生するサンプル、又は、オーディオファイル若しくはビデ
オファイルを購入するウェブサイトに進むためのＵＲＬを選択することができる。一旦購
入すると、ユーザはユーザが指定したダウンロード先デバイスにファイルをダウンロード
するようにウェブサイトを制御することができる。
【００１３】
　図１は、本発明の使用に適したデュアル機能のＮＦＣ可能な無線通信デバイス１０を示
す図である。本明細書及び図面において、ＮＦＣ可能な無線通信デバイス１０は、セルラ
電話機として具体的に具現化されるが、これは一実施例のみを目的とするものである。当
業者は、本発明が他のタイプの携帯消費者電子デバイスで具現化されてもよいことを理解
するべきである。他のタイプの携帯消費者電子デバイスとは、限定はしないが、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、パームトップコンピュータ若しくはラップトップコンピュータ、衛星電
話機、又は、他のタイプの携帯型若しくはハンドヘルド型の電子デバイスである。
【００１４】
　ＮＦＣ可能なデバイス１０は、ユーザインタフェース（ＵＩ）１２と筐体内に配置され
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る通信回路１４とを備える。ＵＩ１２は、ディスプレイ１６、キーパッド１８、スピーカ
２０及びマイク２２を備える。通信回路１４は、制御部２４、オーディオＩ／Ｏ回路２６
、メモリ２８、及びアンテナ３３に接続された長距離トランシーバ回路３２を備える。後
で詳細に説明するように、通信回路１４のいくつかの実施形態は、アンテナ３５に接続さ
れた短距離トランシーバ３４を備える。メモリ２８は、制御部２４によって使用されるブ
ラウザアプリケーション３６やユーザプロファイル３８などの１つ以上のアプリケーショ
ンプログラムと、関連付けられたユーザデータとを格納してもよい。
【００１５】
　基地局サブシステム（ＢＳＳ）を介して遠隔のパーティと通信を行なう際のＵＩ１２及
び通信回路１４の動作は、当技術分野でよく知られている。したがって、ここでは当該機
能についての詳細な説明は省略する。ＮＦＣ可能なデバイス１０が何れかの既知の標準規
格に従って動作可能な十分な機能を有するセルラ無線デバイスであることを理解させる本
発明の目的としては十分である。そのような標準規格には、限定しないが、グローバル・
システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳＭ）、ユニバーサル・モバイル
・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）、ＴＩＡ／ＥＩＡ－１３６、符号分割
多元接続（ＣＤＭＡ）、ｃｄｍａＯｎｅ、ｃｄｍａ２０００及び広帯域ＣＤＭＡが含まれ
る。
【００１６】
　遠隔のパーティとの通信を容易にするコンポーネントに加えて、ＮＦＣ可能なデバイス
１０はまた、近距離通信（ＮＦＣ）インタフェースを備える。近距離通信技術は、当技術
分野でよく知られており、したがって、ここでは当該技術については簡単な説明のみの記
載とする。しかし、関心のある読者は、当該技術を規格化する仕様書を読むことによって
ＮＦＣ技術についてより学ぶことができる。これらの仕様書は、現在、「ＮＦＣデータ交
換フォーマット（ＮＤＥＦ）技術仕様書」、「ＮＦＣレコード形式定義（ＲＴＤ）技術仕
様書」、及び、「ＮＦＣ　ＵＲＩ　ＲＴＤ技術仕様書」がある。これらの仕様書のそれぞ
れは、２００６年、７月２４日にバージョン１．０がリリースされ、それらの全ての参照
によりここに組み込まれる。
【００１７】
　近距離通信は、複数のデバイスが互いに情報を共有することを許容するために磁場誘導
を用いる短距離無線接続技術である。通常、ＮＦＣデバイスは、１３．５６ＭＨｚの周波
数で動作し、最大４２４Ｋｂｓのレートでデータを転送することができる。しかし、最大
で２Ｍｂｐｓ以上のデータ転送速度が間もなく可能となるかもしれない。２つのＮＦＣ可
能なデバイスの間での通信は、それらが互いに接触された場合に、或いは、互いに物理的
に近接した範囲内に位置する場合に起こる。２つのＮＦＣ可能なデバイスを隔てる距離は
、約０～４センチメートルの間の何れかの距離とすることができる。しかし、当該距離は
、最大で約２０センチメートルまで可能である。
【００１８】
　ＮＦＣデバイスは、例えば、「タグ」やチップを備えることができ、それら自身は内部
電源を備えてもよいし、備えなくてもよい。いくつかのＮＦＣデバイスは、また、バッテ
リなどの外部電源から電力を取り出してもよい。自身が電源を有するか、又は、外部電源
から電力を取り出すそれらのＮＦＣデバイスは、「アクティブ」デバイスと称される。一
方、自身が電源を有していないそれらのデバイスは「パッシブ」デバイスと称される。パ
ッシブＮＦＣデバイスは、ＮＦＣリーダなどのアクティブＮＦＣデバイスによって放射さ
れた磁場を電力用に利用する。アクティブＮＦＣデバイスが十分にパッシブＮＦＣデバイ
スに近づくと、通信リンクを確立し、アクティブＮＦＣデバイスとデータをやり取りでき
るように、磁場からのエネルギーがパッシブＮＦＣデバイスに電力を供給する。
【００１９】
　図１の実施形態において、ＮＦＣインタフェース３０は、パッシブＮＦＣタグなどのＮ
ＦＣ可能な外部デバイスと、情報やデータをやり取りする能力を有する「アクティブ」ト
ランシーバ回路とを備える。ＮＦＣインタフェース３０は、自身で電源を保持してもよく
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、ＮＦＣ可能な外部デバイスに電力を供給するような、デバイス１０と関連付けられたバ
ッテリから電力を取り出してもよい。ＮＦＣリンクが確立されるとすぐに、外部ＮＦＣデ
バイスは、そのメモリに格納された情報及びデータの少なくとも一方をＮＦＣインタフェ
ース３０に送信する。
【００２０】
　ＮＦＣインタフェース３０は、単にパッシブＮＦＣデバイスと情報やデータをやり取り
することに制限されるわけではない。他の実施形態において、例えば、ＮＦＣインタフェ
ース３０は、他の外部アクティブＮＦＣデバイスと「ピア（peer）」モードで動作する。
２つのデバイスが互いに物理的に近接した位置に配置されるとすぐに、２つのデバイス間
でのデータ交換が双方向で行なわれる。他の実施形態において、電力を節約するために、
ＮＦＣインタフェース３０は、「タグ・エミュレーション」モードで動作する。当該モー
ドでは、ＮＦＣインタフェース３０は、ＮＦＣリーダなどの他の外部ＮＦＣデバイスから
磁気エネルギーを検知するまで「スリープ」する。磁気エネルギーを検知することは、Ｎ
ＦＣインタフェース３０を「ウェイクアップ」状態にするトリガとなる。ＮＦＣインタフ
ェース３０は、その後、外部ＮＦＣデバイスへデータを送信するか、或いは、外部ＮＦＣ
デバイスからデータを受信するために、プログラマブル・タグのように動作することがで
きる。このように、ＮＦＣインタフェース３０は、外部ＮＦＣデバイスに対して、情報及
びデータの少なくとも一方を送受信する能力を有する。
【００２１】
　本発明によれば、ユーザのＮＦＣ可能なデバイス１０は、ユーザがＮＦＣ可能な小売メ
ディア・ディスプレイから様々なマルチメディア・コンテンツを購入することを許容する
システムの一部であってもよい。一実施形態において、ユーザは、ＮＦＣ可能なキオスク
の近接した範囲内にＮＦＣ可能なデバイス１０を配置する。当該ＮＦＣ可能なキオスクは
、例えば、様々なマルチメディア・コンテンツに関連付けられた１つ以上の画像を含む。
各画像は、コンパクト・ディスク（ＣＤ）又はデジタル・ビデオ・ディスク（ＤＶＤ）に
対応し、ＣＤ又はＤＶＤに関連する情報やデータを格納するＮＦＣタグを含む。選択した
画像に近接した位置にユーザがＮＦＣ可能なデバイス１０を配置すると、関連付けられた
ＮＦＣタグは、その情報及びデータの少なくとも一方をＮＦＣインタフェース３０に転送
する。その後、ユーザは選択した画像に関連付けられたＣＤ又はＤＶＤを購入するために
、当該情報及びデータの少なくとも一方を使用することができる。
【００２２】
　図２は、本発明の一実施形態に係るシステム４０を示す図である。システム４０は、キ
オスク４２などのＮＦＣ可能な小売メディアディスプレイを備える。キオスク４２は、「
アルバムアート」又は「カバーアート」などの複数の画像４４を含む。各画像４４は、ユ
ーザが認識することができ、購入を望むようなＣＤ又はＤＶＤに関連付けられている。
【００２３】
　各画像４４は、さらに、関連付けられた画像４４に関連する情報及びデータの少なくと
も一方とともにプログラムされた自身のパッシブＮＦＣタグ４６を含む。例えば、ＮＦＣ
タグ４６は、ＣＤ若しくはＤＶＤのタイトル、ＣＤ若しくはＤＶＤに関連付けられたアー
ティスト、ＣＤ若しくはＤＶＤに含まれる歌詞若しくはトラック、ＣＤ若しくはＤＶＤを
購入するための価格や他の情報を特定する文字列、及び、ＣＤ若しくはＤＶＤのデジタル
化されたサンプルやビデオクリップとともにプログラムされてもよい。また、ＮＦＣタグ
４６は、ユーザがＣＤ若しくはＤＶＤ購入するか又はサンプルトラック若しくはビデオク
リップをダウンロードする遠隔のサーバ上のウェブサイトにおける１つ以上のユニフォー
ム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）を含んでもよい。他の情報及びデータは、必要であれ
ば、又は、要望があればＮＦＣタグ４６にプログラムされてもよい。
【００２４】
　一実施形態において、各ＮＦＣタグ４６は、ユーザがＮＦＣタグ４６の位置を容易に特
定できるように、画像上のよく認識されたシンボルなどの「ターゲット」に近接して配置
される。特定の画像４４に対する情報又はデータを取得するために、ユーザは、ＮＦＣ可
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能なデバイス１０をＮＦＣタグ４６に物理的に近接して配置するか、或いは、ＮＦＣ可能
なデバイス１０を関連付けられたＮＦＣタグ４６に物理的に接触させる。これは、デバイ
ス１０のＮＦＣインタフェース３０と、ＮＦＣタグ４６との間でＮＦＣ通信リンク４８を
確立させ、ＮＦＣタグ４６に対して、その情報及びデータを、ユーザのＮＦＣ可能なデバ
イス１０に転送させる。
【００２５】
　当該データは、様々なメッセージフォーマットを用いてＮＦＣ可能なデバイス１０に転
送されてもよい。一実施形態において、例えば、ＮＦＣタグ４６は、データ交換フォーマ
ット（ＮＤＥＦ）メッセージにおいてデータ・ペイロードを転送する。このメッセージフ
ォーマットは、ＮＦＣフォーラムによって提供された「Smart Poster Record Type Defin
ition Techical Specification, SPR1.1」において説明されている。この仕様書は、２０
０６年７月２４日にバージョン１．０としてリリースされており、その全体の参照により
ここに組み込まれる。他の実施形態において、ＮＦＣタグ４６は、拡張マークアップ言語
（ＸＭＬ）に従ってフォーマットされたファイルでＮＦＣ可能なデバイス１０にデータを
転送する。ＸＭＬファイルは、多くの異なるタイプのデータを記述することができるテキ
ストファイルである。ＸＭＬファイルはまた、本発明のデジタル化されたサンプルなどの
データを含んでもよい。また、ＸＭＬファイルは、当技術分野でよく知られているため、
ここでは詳細に説明しない。しかし、関心のある読者は、より情報を得るために、「拡張
マークアップ言語（ＸＭＬ）１．０（第４版）」を参照されたい。当該仕様書は、２００
６年８月１６日付けであり、その全体の参照によりここに組み込まれる。
【００２６】
　データがユーザのデバイス１０に転送されるとすぐに、制御部２４は、当該データを解
析し、ディスプレイ１６に解析したデータを送信してもよい。図３は、例えば、本発明の
一実施形態において、ユーザに対して表示される、選択されたＮＦＣタグ４６から転送さ
れたデータがどのようなデータであるかを示す図である。ディスプレイ１６は、複数のエ
ンティティを有するリスト５０としてデータを表示する。本実施形態において、リスト５
０は、ＣＤのタイトル、ＣＤに関連付けられたアーティスト、ＣＤに含まれるトラックの
名前、ユーザがＣＤを購入できるＵＲＬ、及び、ＣＤの購入に関連する価格を含む。いく
つかの実施形態において、リスト５０はまた、ユーザに対して無料又は値下げされたアイ
テムに結びつくＣＤを販売する１つ以上の特定のＵＲＬを含んでもよい。ユーザは、リス
ト５０をナビゲートするキーパッド１８を使用して、リストエントリの１つ以上を選択す
ることができる。
【００２７】
　一例として、ユーザは「ＴＲＡＫＳ（トラック）」エントリを強調し、選択するために
キーパッド１８を使用してもよい。ディスプレイ１６は、当該ＣＤで利用可能なトラック
のリストを表示するように変更してもよい。ＮＦＣタグ４６がトラックのデジタル化され
たサンプルを転送した場合、ユーザは、スピーカを介してサンプルを再生るために１つ以
上のトラックを強調し、選択してもよい。同様に、リスト５０のＵＲＬの１つを強調して
、選択することは、ユーザを表示したウェブサイトにアクセスするブラウザアプリケーシ
ョン３６を起動してもよい。ユーザは、個々の歌、又は、ＣＤ全体をダウンロードするか
、及び／又は、購入するウェブサイトをナビゲートするためにキーパッド１８を使用して
もよい。ユーザは購入したマテリアルを、ＮＦＣ可能なデバイス１０、又は、他のユーザ
が指定した宛先にダウンロードさせてもよい。
【００２８】
　図４は、本発明の一実施形態に係るＮＦＣ可能なデバイス１０がＣＤ又はＤＶＤを購入
し、ダウンロードする際のシステム６０の一例を示すブロック図である。システム６０は
、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）６２及びコアネットワーク（ＣＮ）６４を有する
無線通信ネットワークを備える。ＲＡＮ６２及びＣＮ６４の動作は、当技術分野ではよく
知られているため、ここでは詳細に説明しない。無線通信ネットワークＲＡＮ６２及びＣ
Ｎ６４がＮＦＣ可能なデバイス１０のユーザに１つ以上の遠隔のパーティと音声トラフィ
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ック及びデータトラフィックの少なくとも一方をやり取りすることを許容することが理解
されれば十分である。
【００２９】
　コアネットワーク６４はまた、インターネットなどのＩＰネットワーク６６に接続され
てもよい。ＮＦＣ可能なデバイス１０のユーザは、当該インターネットを通じて、サード
・パーティ・サーバ６８及びホーム・エンタテイメント・システム７０にアクセスしても
よい。一実施形態において、サーバ６８は、マルチメディア・コンテンツを格納し、ユー
ザにマルチメディア・コンテンツを販売するためにサード・パーティ・サーバを備える。
ホーム・エンタテイメント・システム７０は、ユーザに対してオーディオ及びビデオの少
なくとも一方を再生するために、複数の内部接続されたホームオーディオ装置及びビデオ
装置の少なくとも１つを備えてもよい。例えば、ホーム・エンタテイメント・システム７
０は、ＤＶＤプレイヤ、ＣＤプレイヤ、テレビ、ホームシアターシステム、オーディオシ
ステム、及び様々なコンポーネントを制御するためにインターネットに接続されるコンピ
ューティング・デバイス（計算機デバイス）を含んでもよい。他のオーディオ及びビデオ
の少なくとも一方のコンポーネントも可能である。ＮＦＣリーダなどの外部ＮＦＣデバイ
ス７２は、例えば、ホーム・エンタテイメント・システム７０に接続する。外部ＮＦＣデ
バイス７２は、ユーザが当該ユーザのハンドヘルド型のＮＦＣ可能なデバイス１０とホー
ム・エンタテイメント・システム７０との間のＮＦＣ通信リンク７４を確立することを許
容する。
【００３０】
　図５は、本発明の一実施形態に係るマルチメディア・コンテンツを購入するための方法
８０を示す図である。図５では音楽ＣＤを購入する状況で説明するが、当業者には、方法
８０がビデオ、画像、アプリケーションプログラム等の他の形式のマルチメディア・コン
テンツを購入するか、及び／又は、配信するために使用されることが容易に理解されるべ
きである。
【００３１】
　方法８０は、ユーザがＮＦＣ可能なデバイス１０でキオスク４２の所望の画像４４に関
連付けられたＮＦＣタグ４６に触れた場合に開始される。これは、ユーザのＮＦＣ可能な
デバイス１０とＮＦＣタグ４６との間で第１のＮＦＣリンク４８を確立する（ボックス８
２）。続いて、ＮＦＣタグ４６は、ＮＦＣリンク４８を介して画像４４に関連付けられた
オーディオファイルに関するデータをＮＦＣ可能なデバイス１０に転送する（ボックス８
４）。当該データは、限定しないが、ユーザが再生するマルチメディア・コンテンツの１
つ以上のデジタル化されたサンプルだけでなく、タイトル、アーティスト、及びトラック
のテキスト（文字列）情報を含んでもよい。ＮＦＣ可能なデバイス１０における制御部２
４は、リスト５０としてユーザに表示させるために受信データを解析する（ボックス８６
）。ＵＩ１２を用いて、ユーザは、マルチメディア・コンテンツを購入する前にリスト５
０から１つ以上のエントリを強調して、選択する（ボックス８８）。例えば、ＮＦＣタグ
４６がトラックのデジタルサンプルを転送した場合、ユーザは、リスト５０からトラック
を選択することによってそれらのサンプルを再生することができる。これは、例えば、サ
ンプルオーディオを再生するためにオーディオ・プレイヤ・アプリケーションを起動させ
ることで実現する（ボックス９０）。これにより、ユーザが購入する前にキオスク４２に
よって提供されているマルチメディア・コンテンツを試すことができる。
【００３２】
　ユーザがマルチメディア・コンテンツを購入することを決定すれば、ユーザは、リスト
５０におけるＵＲＬの１つを強調して、選択することができる。一実施形態において、リ
スト５０からＵＲＬを選択することは、サーバ６８に接続するためにＮＦＣ可能なデバイ
ス１０上でブラウザアプリケーション３８を起動する制御信号を制御部２４によって生成
させる。その後、ユーザはマルチメディア・コンテンツ及びマルチメディアに対する権利
の少なくとも一方を購入するために、１つ以上のウェブページ及び／又はリンクをナビゲ
ートしてもよい（ボックス９４）。
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【００３３】
　購入を完了するために、ユーザは、サーバ６８にユーザ情報を提供することが必要とさ
れる（ボックス９６）。一実施形態において、ユーザには、クレジットカード番号、請求
先住所、及び、ホームエンタテイメント・システム７０において送信先のコンポーネント
に関連付けられたＩＰアドレス又は電話番号などの個人情報を手動で入力するために１つ
以上のデータ入力画面が提示されてもよい。或いは、制御部２４はユーザプロファイル３
６をサーバ６８に送信するために制御信号を生成してもよい。ユーザプロファイル３８は
、メモリ２８に格納され、ユーザ特有の情報を含む。制御部２４は、ユーザプロファイル
３６の情報を、自動で、又は、ユーザのコマンドに応じてかの何れかで送信してもよい。
いくつかの実施形態において、当該ユーザ情報は、サーバ６８に格納されてもよい。後者
の場合において、ユーザには、ユーザ情報を確認する目的でユーザ情報を表示する画面が
提供されてもよい。
【００３４】
　購入されると、サーバ６８は、ユーザが指定したダウンロード先デバイスにマルチメデ
ィア・コンテンツをダウンロードさせる。本実施形態において、ダウンロード先デバイス
は、サーバ６８と、ホーム・シアタ・システム７０とを相互接続する計算機デバイスを含
む（ボックス９８）。その後、ユーザはマルチメディア・コンテンツを、直接的に、計算
機デバイスに通信可能に接続されたＣＤプレイヤなどの適切な再生デバイスに転送させる
ことができる。或いは、ユーザはダウンロードしたファイルを、ＣＤなどの記憶媒体に転
送するためにサードパーティ・ソフトウェア・パッケージを使用してもよい。ＮＦＣ可能
なデバイス１０が十分なサイズのメモリ２８を備えていれば、ユーザはＲＡＮ６２及びＣ
Ｎ６４を介してＮＦＣ可能なデバイス１０にファイルをダウンロードすることを選択して
もよい（ボックス１００）。そのような実施形態において、ユーザはデバイス１０でコン
テンツを再生するか、又は、後でホーム・エンタテイメント・システム７０に当該コンテ
ンツを転送してもよい。ダウンロードしたコンテンツをホーム・エンタテイメント・シス
テム７０に転送することを容易にするために、ユーザは外部ＮＦＣデバイス７２と第２の
ＮＦＣ通信リンク７４を確立させてもよい（ボックス１０２）。
【００３５】
　ＮＦＣ通信リンク７４が確立されると、制御部２４は、ダウンロードしたコンテンツ及
び権利の少なくとも一方を外部ＮＦＣデバイス７２に転送するように制御信号を生成する
（ボックス１０４）。外部ＮＦＣデバイス７２は、順々に、マルチメディア・コンテンツ
を計算機デバイス又はホーム・エンタテイメント・システム７０の他のコンポーネントに
転送する。上述したように、ユーザは、その後、マルチメディア・コンテンツを直接的に
適切な再生デバイス又は記憶媒体に転送するために計算機デバイスを使用してもよい。Ｎ
ＦＣ可能なデバイス１０から転送されると、制御部２４は、メモリ２８からマルチメディ
ア・コンテンツを削除する制御信号を生成してもよい（ボックス１０６）。
【００３６】
　当業者には、本発明が実際のマルチメディア・コンテンツのみダウンロードすることに
制限されないことが理解されるべきである。他の実施形態において、ユーザはサーバ６８
からマルチメディア・コンテンツを再生するために権利を購入する方法８０を用いてもよ
い。一例として、サーバ６８は、購入の時間において、予め特定された再生デバイスの制
限した回数で、購入された歌を再生する権利をユーザに与えてもよい。ユーザはサーバ６
８から追加のライセンスを購入する上述の方法８０を用いることによって、追加の再生デ
バイスにそれらの権利を延長することができる。追加のライセンスは権利の有効寿命につ
いてユーザを制限するために、時間制限されたものであってもよいし、時間制限されてい
ないものであってもよい。さらに、権利はマルチメディア・コンテンツと合わせて、又は
、マルチメディア・コンテンツとは独立して購入されてもよい。
【００３７】
　さらに、本発明は、長距離セルラ通信リンクを介してＮＦＣ可能なデバイス１０にマル
チメディア・コンテンツをダウンロードすることに制限されるわけではない。例えば、図
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６は、ＮＦＣ可能なデバイス１０がキオスク４２を有する小売店に関連付けられた対応す
る短距離送信機と、短距離通信リンクを確立し、短距離インタフェースを介してマルチメ
ディア・コンテンツ及びマルチメディア・コンテンツの権利の少なくとも一方をダウンロ
ードする他の実施形態を示す図である。
【００３８】
　図６に示すように、小売店は、ローカルＩＰネットワークを介してサーバ１１０に接続
される短距離トランシーバ１０８を備えてもよい。短距離トランシーバ１０８は、何れか
の既知の標準規格に従って動作するトランシーバを備える。そうのような標準規格には、
限定はしないが、よく知られているＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、又は
ＷｉＭａｘファミリの標準規格の何れかが含まれる。サーバ１１０は、マルチメディア・
コンテンツを格納し、ユーザに対して販売するように構成された当技術分野で知られてい
る何れかのサーバであってもよい。本実施形態において、サーバ１１０は、小売店に配置
され、キオスク４２で画像４４に関連付けられたマルチメディア・コンテンツを格納する
。しかし、サーバ１１０は現場から離れて配置されてもよい。ローカルＩＰネットワーク
１１２は、例えばサーバ１１０と短距離トランシーバ１０８とを相互接続するローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）であってもよい。さらに、ローカルＩＰネットワーク１
１２は、ＩＰネットワーク６６を介して、ホーム・エンタテイメント・システム７０及び
サーバ６８の少なくとも一方への接続を提供してもよい。上記実施形態によれば、ＮＦＣ
可能なデバイス１０のユーザは、選択した画像４４に関連付けられたデータを取得するた
めに、ＮＦＣ可能なデバイス１０をキオスク４８のＮＦＣタグ４６に接触させてもよい。
その後、ユーザは、上述したように、選択したコンテンツのサンプルをダウンロードする
ことと、マルチメディア・コンテンツ及び権利の少なくとも一方を購入することと、の少
なくとも一方を行なうために、ＮＦＣ可能なデバイス１０と短距離トランシーバ１０８と
の間で確立された短距離インタフェースを介してサーバ１１０にアクセスすることができ
る。その後、購入されたデータは短距離インタフェースを介してＮＦＣ可能なデバイス１
０に送信される。ユーザは、上述したように、ＮＦＣリーダ７２を介して、又は、ネット
ワーク１１２、６６を介して、ホーム・エンタテイメント・システム７０にデータを転送
することができる。いくつかの実施形態において、サーバ１１０は、情報及びマルチメデ
ィア・コンテンツの少なくとも一方を取得することが必要であれば、サーバ６８にアクセ
スしてもよい。
【００３９】
　ＮＦＣ可能なデバイス１０のユーザはまた、ＮＦＣインタフェースを介してサーバ１１
０、６８から選択したマルチメディア・コンテンツをダウンロードしてもよい。特に、小
売業者は、小売業者と消費者との間の販売時点管理（ＰｏＳ）取引を容易にする外部ＮＦ
Ｃデバイス１１４を有してもよい。適切に構成されたＮＦＣ可能なデバイス１０は、外部
ＮＦＣデバイス１１４とのＮＦＣリンクを確立することができ、ＮＦＣタグ４６から受信
されるデータを転送することができる。外部ＮＦＣデバイス１１４は、サーバ６８から選
択された画像４４に対する、サンプル、マルチメディア・コンテンツ、及び当該コンテン
ツへの権利の少なくとも１つを取り出し、ユーザのＮＦＣ可能なデバイス１０又はいくつ
かの他のユーザが指定したダウンロード先デバイスに当該データを送信する。その後、ユ
ーザは当技術分野知られているように購入したマルチメディア・コンテンツに対して料金
を支払う。
【００４０】
　当業者には、本発明のＮＦＣ可能なデバイス１０がセルラ電話機又は任意の他のタイプ
の通信可能なデバイスとして具現化されることに制限されないことが理解されるべきであ
る。いくつかの実施形態において、例えば、デバイス１０は、選択された画像４４に関連
するデータを受信する、ＮＦＣ可能な情報処理端末（ＰＤＡ）、計算機デバイス、又は、
他のハンドヘルド型の消費者電子デバイスを含んでもよい。
【００４１】
　さらに、ＮＦＣ可能なデバイス１０は、ユーザに関連付けられることを必要とせず、む
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ＦＣ可能なデバイス１０を含むことができる。自身のＮＦＣ可能なデバイス１０を所有し
ていない消費者は、上述したように、ＮＦＣタグ４６からデータを受信し、サンプルを取
得し、マルチメディア・コンテンツを購入し、特定のダウンロード先デバイスに購入した
マルチメディア・コンテンツをダウンロードするためにキオスクに関連付けられたデバイ
ス１０を使用することができる。
【００４２】
　また、本発明は、選択した画像４４に関連付けられたマルチメディア・コンテンツの全
体を購入することにユーザを限定しない。例えば、画像４４がオーディオＣＤを表示して
いる場合に、デバイス１０のユーザはマルチメディア・コンテンツの１つ以上の部分（例
えば、１つ以上の個別の歌のタイトル）を選択的に購入してもよい。いくつかの実施形態
において、ユーザは、限定はしないが着信音、画像及び動画クリップを含む選択した画像
４４に関連付けられた他のマルチメディア・コンテンツをダウンロードしてもよい。
【００４３】
　本発明のシステムは様々な利益を提供する。例えば、本発明は、物理的なメディアの多
くの品揃えを維持するために小売店の必要スペースを最小化する。これは、それらの物理
的なメディアの盗難に関連するコストだけでなく、そのような多くの物理的な品揃えを維
持することに関連するコストを低減する。また、これは、小売店が最新のリリース品を提
供するだけでなく、バック・カタログを含む広範囲の様々なメディアへのアクセスを消費
者に提供することを許容する。消費者は、コンテンツを購入する前にメディア・ディスプ
レイを試すことができるため、利益を得る。さらに、実際の物理的なメディアを展示する
必要がないため、小売店は、他のアイテムを表示することができる追加のウォール・スペ
ースを得る。
【００４４】
　本発明は、もちろん、本発明の本質的な特徴から逸脱することなく、ここで具体的に記
載した方法とは異なる他の方法で実行されてもよい。本発明の実施形態は、説明した全て
の観点で考慮されるべきであり、かつ、制限されない。また、添付の特許請求の範囲の意
図する及び同等の範囲内で可能な全ての変更は本明細書に取り込まれていることが意図さ
れている。
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