
JP 2011-505607 A 2011.2.24

10

(57)【要約】
本発明はマルチメディアに関し、より詳細には、マルチ
メディア管理、広告、コンテンツ及びサービスを提供す
るためのシステム及び方法に関する。本発明の方法は、
クライアントシステムのユーザがサーバに格納されてい
るデータにアクセスする方法であって、前記クライアン
トシステムによって、第１のスマートカードからユーザ
固有の電子シリアル番号を含むユーザ固有情報を読み取
るステップと、前記ユーザ固有情報を前記サーバに送信
するステップと、前記サーバによって、前記データへの
前記ユーザのアクセス権限を判断するために前記ユーザ
固有情報を処理するステップと、前記ユーザにアクセス
権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが
前記サーバから前記データを受信するステップとを含む
。前記データは、広告、電子クーポンなどであり得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントシステムのユーザが或るデータにアクセスする方法であって、
　前記クライアントシステムによって、第１のスマートカードからユーザ固有の電子シリ
アル番号を含むユーザ固有情報を読み取るステップと、
　前記ユーザ固有情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記サーバによって、前記データへの前記ユーザのアクセス権限を判断すべく前記ユー
ザ固有情報を処理するステップと、
　前記ユーザにアクセス権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが前記サー
バからデータを受信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記サーバにクライアントシステムの位置情報を送信するステップをさらに含むことを
特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、クライアント電子シリアル番号を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、前記ユーザのインターネットプロトコル
アドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、全地球測位システム（ＧＰＳ）データを
含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記サーバから受信した前記データが、前記クライアントシステムが前記スマートカー
ドに含まれているユーザ情報にアクセスすることを許可するデータであることを特徴とす
る方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのグラフィカルユーザインターフェースの設定情報を含
むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのオンラインアカウント情報を含むことを特徴とする方
法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記オンラインアカウント情報が、前記ユーザの航空マイレージのアカウント情報を含
むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのインターネットアクセス権を含むことを特徴とする方
法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、前記サーバに設けられた、年齢に適したウェブサイ
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トのデータベースから得られることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、前記サーバに設けられた、プライベートネットワー
ク上でアクセス可能なファイルのデータベースから得られることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、マスターユーザにより設定されることを特徴とする
方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記スマートカードが、個人識別データを格納するためのリードオンリーメモリを含み
、
　前記ユーザ固有情報が、前記個人識別データを含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記個人識別データが、生体認証データを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムに接続された生体センサを使用して指紋を収集するステップ
と、
　前記ユーザを識別すべく前記生体認証データと前記指紋とを比較するステップとをさら
に含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記スマートカードが、前記個人識別データを暗号化するための暗号化プログラムを含
むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの位置情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記ユーザ固有電子シリアル番号及び前記クライアントシステムの位置情報の両方から
前記ユーザのアクセス権限を判断するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記第１のスマートカードがアカウント初期化カードであり、
　前記データが、シングルアカウントに関連する複数のスマートカードを初期化するため
のセットアップルーチンであることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムによって、第２のスマートカードからユーザ固有情報を読み
取るステップと、
　ユーザ固有アクセス権限を前記クライアントシステムに入力するステップと、
　前記ユーザ固有アクセス権限を前記サーバに送信するステップと、
　前記ユーザ固有アクセス権限を前記サーバに格納するステップとをさらに含むことを特
徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムにおいて前記ユーザが閲覧したウェブサイトの履歴を前記サ
ーバに送信するステップと、
　前記履歴を前記サーバに格納するステップと、
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　前記ユーザの消費嗜好を判断すべく前記履歴を処理するステップとをさらに含むことを
特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記データが、電子クーポンを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、
　前記電子クーポンが、前記スマートカードに書き込まれるようにしたことを特徴とする
方法。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記データが、広告を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の方法であって、
　前記広告が、前記ユーザのグラフィカルユーザインターフェースに表示され、前記グラ
フィカルユーザインターフェース上で映像とアルファブレンディングされるようにしたこ
とを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報を前記サーバに送信し、前記サーバが、前記
クライアントシステムの位置情報を使用して、前記ユーザの地理的に関連する消費者情報
を判断するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、この参照により本明細書に明示的に組み込まれる、２００７年１０月２３日出
願の米国特許仮出願第６０／９８２，０８９号の優先権を主張する。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明はマルチメディアに関し、より詳細には、マルチメディア管理、広告、コンテン
ツ及びサービスを提供するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＶｉａＣｌｉｘ社により開発されたいくつかの発明及び技術は、最新技術を劇的に前進
させた。米国特許第６，５８７，８７３号（特許文献１）、米国特許第６，７４５，２２
３号（特許文献２）、米国特許第６，７８５，７１６号（特許文献３）、米国特許第６，
８１３，６３９号（特許文献４）、米国特許第７，１１１，０５１号（特許文献５）、及
び米国特許公報第２００４／０２０５１５５号（特許文献６）を参照されたい（これらの
特許文献は全て、この参照により本明細書に組み込まれるものとする）。マルチメディア
コンテンツの伝達及び操作を向上させたいくつかのさらなる発明及び技術が、本願発明者
により開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６，５８７，８７３号
【特許文献２】米国特許第６，７４５，２２３号
【特許文献３】米国特許第６，７８５，７１６号
【特許文献４】米国特許第６，８１３，６３９号
【特許文献５】米国特許第７，１１１，０５１号
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【特許文献６】米国特許公報第２００４／０２０５１５５号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はマルチメディアに関し、より詳細には、マルチメディア管理、広告、コンテン
ツ及びサービスを提供するためのシステム及び方法に関する。
【０００６】
　本発明の管理への適用例を提供するいくつかの実施形態には、次のものが含まれる。Sm
artStart（商標）：スマートカード上に含まれており、セットアップルーチンの際にユー
ザを助けるサービスを提供するために、予め定められたウイザードとして動作するプロセ
ス。SmartUser（商標）：テキストやグラフィックに使用される言語、アクセス許可、お
気に入りのＵＲＬ、オンラインアカウントのパスワード、電子メールの個人用アカウント
などの、ユーザインターフェースを個人化（カスタマイズ）するための個人のオンライン
アカウント情報を含むスマートカード。Smart Youth（商標）：若者によるシステムアク
セスを制限するビルトイン型セーフティ機能を有するスマートカード。アクセスの制限は
、SmartStart（商標）セットアッププロセスを制御する人間により決定される。SmartID
（商標）：ユーザを確実に識別することができるエンコードされた情報（写真、生体認証
データ、緊急医療情報）の組み合わせを有する、読み取り／書き込み可能なスマートカー
ド。SmartGame（商標）：クライアントシステムまたはリモートサーバのマルチユーザゲ
ーム用のゲームサーバ１２３ｄによってサポートされる双方向型ゲーム（娯楽）及び双方
向性のゲーム（ギャンブル）機能。リアルタイム広告及びSmartIM（商標）が、時間制限
の無いゲームのために実施され得る。SmartID（商標）及びSmartUser（商標）が、ゲーム
またはゲームアクセス認証プロセスの一部として実施され得る。
【０００７】
　本発明の広告への適用例を提供するいくつかの実施形態には、次のものが含まれる。Sm
artCoupon（商標）：広告機能であり、SmartCoupon（商標）は、ユーザにメール送信され
るか、または、ユーザのSmartUser（商標）カードに書き込まれ得る。SmartLoyalty（商
標）：任意の商用ロイヤルティプログラムを補佐するためのスマートカードであり、単一
の商業団体により規定され使用されるか、または商業団体群に関連して使用される。Smar
tMaster（商標）：マスターロイヤルティカードであり、ユーザの航空マイレージ、ホテ
ル宿泊、車レンタル、店及びオンライン購入などを全て含むことができる。SmartBanner
（商標）：SmartAds（商標）及びSmartCoupon（商標）と同様に、SmartBanner（商標）プ
ロセスは、関連するウェブサイトにアクセスした場合に或いはライブストリーム広告中に
、アルファブレンディングされたバナー広告をユーザのクライアントシステムのディスプ
レイ上に表示する。SmartStream（商標）：動画上に映像広告またはコンピュータで生成
した広告コンテンツをオーバーレイすること（またはその逆）を可能にする。SmartBillb
oard（商標）：ユーザがアイコンまたは任意のメニューまたはコンテンツスクリーン上に
カーソルを重ねたときにポップアップするアルファブレンディングされたウィンドウであ
る。
【０００８】
　本発明の金融への適用例を提供するいくつかの実施形態には、次のものが含まれる。Sm
artBank（商標）：デビットカードと同様の方法で、銀行のコンピュータのファイアウォ
ールにおけるカスタマー側で機能し、機密保持形態で支払い及び送金を行うために使用す
ることができるスマートカードアプリケーションである。SmartMoney（商標）：クレジッ
トカードの代わりに使用され、オンラインで使用することができ（Pay Palと類似してい
る）、限定された方法で銀行のコンピュータのファイアウォールに穴を開けるスマートカ
ードアプリケーションである。
【０００９】
　本発明の通信への適用例を提供するいくつかの実施形態には、次のものが含まれる。Sm
artIM（商標）：複数のインスタントメッセージ（ＩＭ）ストリームを統合し、それらを
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、別個のスクロール可能なテキストウンドウ・イン・ピクチャまたはウィンドウ・イン・
ウィンドウ、或いはディスプレイを水平に横断移動するクローラとして、時系的に表示す
るための技術である。Smart Talk（商標）：SmartIM（商標）と同様の技術であるが、Ｖ
ｏＩＰストリームの統合を実施し、合成された音声ストリームを、クライアントシステム
、モバイルクライアントクライアント、またはリモートクライアントのユーザに提示する
。SmartVoIP（商標）：クライアントシステム、リモートクライアントまたは適切な機器
を備えたモバイルクライアントが、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ
）技術を用いてワールドワイドで通信することを目的として、インターネットにログオン
することを可能にするスマートカードである。
【００１０】
　本発明に従った例示的な基礎技術を提供するいくつかの実施形態には、次のものが含ま
れる。Video-Sync-to-Text：教育及び参照の目的に最も有用な技術であり、それらのサブ
ジェクトが映像ストリーム内に存在する場合に、１若しくはそれ以上のテキスト／グラフ
ィックウィンドウを表示するために、ＩＰパケット同期化キー内に映像フィードに含まれ
ている。Alpha Blending Content：「ＡＢＣ」は、映像上への別の映像やコンピュータ生
成コンテンツの（またはその逆の）オーバーレイを可能にする。リモート映像ソース選択
（remote video source selection）：ＲＶＳＳは、クライアントシステムのユーザが、
クライアントシステムの表示装置上に表示した１若しくはそれ以上の映像ソースを選択す
ることを可能にする。Active Walled Garden（商標）：クライアントシステムのユーザが
、アクセスサーバ上のお薦めサイトか、またはSmartStart（商標）スマートカードのユー
ザアカウントを設定した人間により予め定められたサイトのいずれかの予め定められた特
定のウェブサイトにのみアクセスできるようにするネットワーク関連機能である。多重ラ
イブ映像ページ（multiple live video pages）：チャンネルサーバによりスケール化さ
れた実際のライブ映像フィードであり、ユーザのディスプレイ上で、機能（例えば、スポ
ーツ、ニュースなど）またはその他の手段（例えば、言語、隣接チャンネル、ＨＤチャン
ネルなど）によりグループ化される。ペリフェラルピギーバック（peripheral piggyback
）：ホストデバイスに追加的な特徴及び機能を追加するために、携帯電話または携帯端末
などの別のデバイスに取り付けられるデバイスである。ゲームステーション（game stati
on）：ゲームサーバ上で実行される人気ビデオゲームのエミュレーションを提供し、クラ
イアントシステムを「シンクライアント（thin client）」として使用する。スマートペ
リフェラル（smart peripheral）：様々なスマート構成要素を、元々はそれをサポートす
るようには設計されていない電子機器へ追加することを容易にするように設計された周辺
機器サブシステムであり、最低限、スマートカードリーダを有しており、パーソナルコン
ピュータに接続される。SmartUpgrade（商標）：ルーチンベース及びデマンドベースの両
方において、ユーザがそのプロセスに関与することなく、クライアントシステムを遠隔的
にアップグレードすることを可能にするサービスである。
【００１１】
　本発明の方法は、クライアントシステムのユーザがサーバに格納されているデータにア
クセスする方法であって、前記クライアントシステムによって、第１のスマートカードか
らユーザ固有の電子シリアル番号を含むユーザ固有情報を読み取るステップと、前記ユー
ザ固有情報を前記サーバに送信するステップと、前記サーバによって、前記データへの前
記ユーザのアクセス権限を判断するために前記ユーザ固有情報を処理するステップと、前
記ユーザにアクセス権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが前記サーバか
ら前記データを受信するステップとを含む。
【００１２】
　前記データは、広告、電子クーポン、初めて使用するユーザのためのシステム初期化ル
ーチン、前記クライアントシステムが前記スマートカード上のデータへアクセスすること
を可能にするアクセスデータなどであり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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　本発明の上記の及び他の態様及び特徴は、添付図面を参照してなされる以下の本発明の
特定の実施形態の説明により、当業者には明らかになることであろう。
【００１４】
【図１】本発明によるシステム構成のブロック図。
【図２】本発明による第１のクライアントシステム：埋め込み型クライアントのブロック
図。
【図３】本発明による第２のクライアントシステム：パーソナルコンピュータのブロック
図。
【図４】本発明による第３のクライアントシステム：モバイルクライアントのブロック図
。
【図５】本発明による第４のクライアントシステム：リモートクライアントのブロック図
。
【図６】本発明による画面レイアウトの図。
【図７】本発明によるビデオフレーム及びオーバーレイの図。
【図８】本発明によるビデオフレーム及びクローラの図。
【図９】第２のオーバーレイを有するビデオフレームの図。
【図１０】オーバーレイを有するビデオフレームの図であり、本発明による競技場上のカ
メラの位置を示している。
【図１１】８個のオーバーレイを有するビデオフレームの図である。各オーバーレイは、
本発明による図１０に示す８つのカメラのそれぞれに対応する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明について詳細に説明する。以下の説明は、当業者が本
発明を実施できるように、本発明の例を示すために提供される。以下の図及び例は、本発
明の範囲を単一の実施形態に限定することを意図するものではなく、説明または図示され
た要素のいくつかまたは全てを交換することにより他の実施形態が可能であることに留意
されたい。さらに、本発明のいくつかの要素は既知の構成部品を使用して部分的にまたは
完全に実施することができるが、そのような既知の構成要素における本発明の理解に必要
な部分のみを説明し、そのような既知の構成要素におけるその他の部分の詳細な説明は本
発明を曖昧にしないために省略する。本明細書中では、単一の要素を示す或る実施形態は
限定するものと見なされず、むしろ、本発明は、本明細書中に明記されない限りは、複数
の同一の要素を含んでいる、あるいはその逆の他の実施形態を包含することを意図する。
また、出願人は、明記されない限りは、本明細書中または特許請求の範囲内の任意の用語
が、一般的でないまたは特定の意味と見なされることを意図しない。さらに、本発明は、
従来の及び未来における既知の同等物を本明細書中で例示のために言及された既知の要素
として包含する。
【００１６】
　広告、管理、及びコンテンツサービスを提供するためのシステムは、例えば、ずらりと
並んだ複数のサーバ、ルータ、スイッチ及び負荷分散装置を含み、システム上には様々な
アプリケーション専用ソフトウエアプログラムが存在する。システム全体を図１に示す。
このシステムは、クライアントシステム１１０、スマートカード１１５及びサーバシステ
ム１２０を利用したチャンネルベースシステムである。アカウント開始及び管理、広告コ
ンテンツ及び伝達管理、及び独占的な及びライセンスされたコンテンツが、管理、コンテ
ンツ及びサービスサーバ１２０から提供される。クライアントシステム１１０及びサーバ
１２０は、インターネット、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）またはローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）などのネットワークを介して互いに通信する。ネットワーク
は、電線、光ケーブル（例えば、DVB-C/DOCSIS）、テレフォニー（ＤＳＬ）、またはラジ
オ周波数（例えば、ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、サテライト（DVB-S/S2）、ＣＤＭＡ、Ｇ３な
ど）であり得る。
【００１７】
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　管理、コンテンツ及びサービスサーバ１２０は、次のサーバを含む。スマートカードサ
ーバ１２１ａ、チャンネルサーバ１２１ｂ、ニュースサーバ１２１ｃ、アクセスサーバ１
２２ａ、アカウントサーバ１２２ｂ、アップグレード及びメンテナンスサーバ１２２ｃ、
ファイナンシャルサーバ１２２ｄ、インターフェースサーバ１２２ｅ、チャットサーバ１
２３ａ、Ｅメールサーバ１２３ｂ、ＩＭ／ＳＭＳサーバ１２３ｃ、ゲームサーバ１２３ｄ
、広告コンテンツサーバ１２４ａ、ロイヤルティサーバ１２４ｂ、映像サーバ１２４ｃ、
音声サーバ１２４ｄ、及びカラオケサーバ１２４ｅ。
【００１８】
　クライアントシステム１１０はインターネットに接続され、ケーブル、サテライトまた
は地上波のコンテンツ伝達、及び／または、通信若しくはインターネットサービスプロバ
イダ（ＩＳＰ）１４０を介してコンテンツサービスプロバイダ１３０に直接的に接続され
る。通信サービスプロバイダ１４０は、１若しくはそれ以上の通信サービスを公的または
私的なユーティリティとして提供することができ、衛星電話またはデータ、携帯電話また
はデータ、ケーブルテレビ及びインターネット・プロトコル、ＷｉＭａｘなどを含む、デ
ジタルまたはアナログの音声、データまたは映像のサービスを提供することができる。イ
ンターネット通信サービスプロバイダ１４０（Google、Yahoo、MSNなど）及びコンテンツ
サービスプロバイダ１３０（Comcast、DirecTV、Appleなど）は、地上通信線、地上波、
ケーブルまたは衛星の物理的機構を通じて、モノキャスト及び／またはマルチキャスト通
信を介して、音声、映像またはインターネットブラウザコンテンツを個人に分配する。こ
れらのコンテンツプロバイダの多くは、コンテンツプロバイダに応答してまたは介してリ
バースチャンネル機能を可能にするメディアを利用する。
【００１９】
　クライアントシステム１１０は、アプリケーション専用の埋め込み型クライアント（例
えば、ViaCLIX（商標）システム）、セットトップボックス（例えば、Scientific Atlant
a、General Instrument、Motorola、Thompson社製の）、パーソナルコンピュータ、携帯
電話、携帯端末、またはその他のプログラム可能デバイスであり得る。
【００２０】
　図１のマルチメディアシステムでは、クライアントシステム１１０は、ブラウン管、液
晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、或いは、モニタ、テレビ、動画若しくは静止画
プロジェクタ、自動掲示板、自動広告板、携帯電話、携帯端末または仮想表示デバイスと
して現在実施されているその他の視覚映像化デバイスを表示装置として備えている。図２
及び３を参照して、表示装置は、ホログラフィックディスプレイをさらに含み得る。クラ
イアントシステムからの音声出力は、ステレオ、モノラル、サラウンド音響（例えば、Do
lby-5.1、Dolby-7.1、Dolby-DTS）、及び様々な音声変換器により実現され、有線または
無線技術により可能にされ得る（例えば、Bluetooth、Zigbee、WiFi 802.11 a/b/g/n、及
び超広帯を含むラジオ周波数デバイス、或いは、赤外線（ＩＲ）または可視スペクトル技
術により）。
【００２１】
　クライアントシステム１１０は、電子シリアル番号（ＥＳＮ）１１１を用いて実施され
る資産管理機能を有する。クライアントシステムを起動するたびに、互いに異なるスマー
トカード１１５が挿入されるかまたはチャンネル若しくはＵＲＬが変更され、パケットが
、クライアントシステムのＥＳＮ、スマートカードのＥＳＮ、チャンネル番号またはＵＲ
Ｌ、システムのモード（例えば、パーソナルコンピュータまたはチャンネルベースシステ
ムのソフトウエア及び位置、クライアントシステム内で実行されているアクション）、及
びイベントの時間と共にサーバに送信される。さらに、リモートクライアント１５０及び
モバイルクライアント１６０のそれぞれは、固有のＥＳＮを持つ。このＥＳＮは、ネット
ワークにおけるクライアントの位置を識別するために、特に、システムのユーザを識別及
び認証し、拡張ネットワークで利用可能な機能へのアクセスを可能にするために、スマー
トカードと共に使用される。
【００２２】
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　クライアントシステム１１０は、次の目的の１若しくはそれ以上のために用いられる無
線通信インターフェース１１２を有する。キーボードやリモートコントロール（リモコン
）などの周辺装置との赤外線リンクを使用しない接続、１若しくはそれ以上の音声ヘッド
セットまたはハンドセットとの接続、ビデオカメラまたはその他のコンピュータ周辺装置
との接続、及び、リモートクライアント１５０との接続。
【００２３】
　リモートクライアント１５０は、完全に独立したシステムであり、ラジオ周波数通信を
介してクライアントシステム１１０に接続され得る。リモートクライアントは、リモート
クライアントデバイス、追加的な周辺機器（ヘッドホン、マイク、カメラなど）が取り付
けられたリモートクライアントデバイス、または、間接的に接続されたクライアント（例
えば、リモート「ホットスポット」を介して接続される８０２．１１クライアント）の形
態を取り得る。さらに、リモートクライアント１５０は、例えばビデオカメラ及び運動セ
ンサを備えたセキュリティシステムとしてか、或いは、光、空調（ＨＶＡＣ）または自宅
や職場におけるその他のアイテムをオンオフするためのコントローラとしても使用され得
る。
【００２４】
　リモートクライアント１５０は、様々な映像出力フォーマットに適合するようにセルフ
スケーリングすることや、リモートクライアントが縦向き表示モード（ディスプレイの主
軸が垂直に配向される）から横向き表示モード（ディスプレイの主軸が水平に配向される
）に回転された場合に（またはその逆の場合に）、表示されたコンテンツをリスケーリン
グすることが可能である。リモートクライアントは、クライアントシステム１１０をリモ
ート制御するための、グラフィックまたはテキストのユーザインターフェースも有し、あ
る実施形態では、動画、静止画またはグラフィックスによるチャンネルプレビュー、イン
スタントメッセージ／ショートメッセージサービス（ＩＭ／ＳＭＳ）、Ｅメールの表示、
インターネットを介したテレフォニーまたはボイスオーバーインターネット（ＶｏＩＰ）
などの様々なシステム機能を選択するためのタッチスクリーン５０２ｂを有し得る。タッ
チパッドインターフェースを有していないリモートクライアントも同様の方法で使用する
ことができる。また一方、前記機能選択は、携帯電話やテレビのリモコンと同様の方法で
スクロール制御及び入力ボタンを使用して行うこともできる。
【００２５】
　図５は、リモートコントロール（リモコン）やＰＤＡなどのリモートクライアント５０
１を示す。リモートクライアント５０１は、ＬＣＤディスプレイ５０２ａ及びタッチパネ
ル５０２ｂ。ＲＦ通信サブシステム５０３ａ及びＲＦスニファ５０３ｂ、及びスマートカ
ード５０４とのインターフェースを有する。
【００２６】
　モバイルクライアント１６０は、移動電話または携帯電話などのデバイスである。モバ
イルクライアントが移動電話である場合、マルチバンド／多機能性能（例えば、テレフォ
ニー、ＳＭＳ、ＤＶＢ－Ｈなど）を有し得、クライアントシステム１１０またはリモート
クライアント１５０とアクセスするための追加的な８０２．１１ＷｉＦｉ機能も有し得る
。モバイルクライアントが携帯電話である場合、ＧＳＭ、ＣＤＭＡまたはその他のラジオ
周波数の公的または私的なユーティリティを介して通信ネットワークに接続されるか、或
いは、ブルートゥース（Bluetooth）、ＷｉＦｉまたはＷｉＭＡＸを介してクライアント
システムに接続される。通信サービスプロバイダ１４０は、モバイルクライアント１６０
が全てのコンテンツ及び通信サービスにアクセスすることを可能にする。モバイルクライ
アント１６０及びリモートクライアント１５０は、クライアントシステム１１０との双方
向インタラクションに参加可能であるか、或いは、別のネットワークシステムまたはサブ
システムと直接的に通信可能である。モバイルクライアントのディスプレイは、ノンポー
タブルのクライアントディスプレイの代わりに使用され得る。同じように、モバイルクラ
イアントの音声システムは、クライアントシステムの音声システムの代わりに、またはク
ライアントシステムの音声システムと共に使用され得る。
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【００２７】
　図４は、ＲＦ通信サブシステム４０２を有するモバイルクライアント４０１（この場合
は携帯電話である）を示す。モバイルクライアント４０１は、スマートカード４０４のた
めのインターフェースを有するペリフェラルアダプタ４０３（「バックパック」または「
ドングル」とも呼ばれる）に接続される。
【００２８】
　図２は、パーソナルコンピュータにおける埋め込み型クライアントを示す。マイクロコ
ンピュータ２０１が、ＥＳＮシステム２０２；ＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｓ、ＤＶＢ－Ｃ、Ｄ
ＶＢ－Ｈなどのためのラジオ周波数インターフェース２０３；アナログＴＶ／ラジオチュ
ーナ２０４；イーサーネット１０／１００／１０００などの接続部２０５；ペリフェラル
インターフェース２０６；ＲＦ通信サブシステム２０７；無線キーボード２１０及びリモ
コン２１１のための無線インターフェース２０８；スマートカード２０９のためのインタ
ーフェース；及びテレビ２１２及びモニタ２１３のための接続部と共に示されている。
【００２９】
　図３を参照して、パーソナルコンピュータ３０１は、いくつかの内在的制限を有するク
ライアントシステムとしても配置される。例えば、パーソナルコンピュータは、映像をVi
aCLIX（商標）クライアントシステムと同一の性能で処理する能力や、ＰＡＬ／ＮＴＳＣ
／ＳＥＣＡＭ基準をサポートする能力は持たない。他の制限は、音声／視覚コンテンツの
アルファブレンディング（α合成）やシームレス制御をサポートする能力を持たないこと
である。また、カラオケは左右の音声チャンネルの独立した制御を必要とするが、パーソ
ナルコンピュータはこの機能をサポートすることができない。しかし、スマートペリフェ
ラル３０２を追加することにより、或いは、１若しくはそれ以上の周辺機器アタッチメン
ト（ペンタブレット３０５、音声ヘッドレスト３０６、ビデオカメラ３０７、生体センサ
３０８、及びその他の周辺機器３０９の１若しくはそれ以上）を用いることにより、クラ
イアントシステム１１０の機能の大部分をサポートすることができる。スマートペリフェ
ラルは、ＥＳＭシステム３０３と、スマートカード３０４用のインターフェースとを有す
る。
【００３０】
　パーソナルコンピュータ３０１は、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコン
ピュータであり得、ＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｓ、ＤＶＢ－Ｃ、ＤＶＢ－Ｈなどのためのラジ
オ周波数インターフェース３１５；アナログＴＶ／ラジオチューナ３１６；イーサーネッ
ト１０／１００／１０００などの接続部３１７；ＲＦ通信サブシステム３１４；キーボー
ド３１０及びリモコン（マウス）３１１；及びテレビ３１２及びモニタ３１３のための接
続部と共に示されている。
【００３１】
　本発明で使用されるスマートカードは、国際標準化機構ＩＳＯ－７８１６基準の重要部
分を満たす。多数の様々な規定される要素があり、そのようなものには、セキュリティオ
ペレーションのための内部カードコマンドを成分化したＩＳＯ７８１６－８；出力、信号
構造、及び同期伝送を有する集積回路カードと端末などのインターフェースデバイスとの
間をリセットするためのアンサーのための構造を規定したＩＳＯ７８１６－１０；生体認
証方法による個人認証を規定するＩＳＯ７８１６－１１；及び暗号規格を規定するＩＳＯ
７８１６－１５が含まれる。さらに、スマートカードがその使用に応じて満たす必要があ
る規格がその他に２つある。１つは、EMVCo. LLC社の（ユーロペイ（Europay）社、マス
ターカード（MasterCard）社、及びビザ（Visa）社によって設立された）による「決済シ
ステム用ＩＣカード規格（Integrated Circuit Card Specifications for Payment Syste
ms）」規格である。この規格は、ＩＳＯ７８１６に準拠しており、ストアドバリューシス
テムのカード及びシステムを実施するための共通技術基盤を作成する。もう１つは、医療
保険の携行性と責任に関する法律（ＨＩＰＡＡ：Health Insurance Portability and Acc
ountability Act）に基づいて米国で採用された医療保険機密保護電子商取引システム（s
ecure electronic health transaction system）を実施するための国際基準である。この



(11) JP 2011-505607 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

影響を受ける取引の例には、クレーム、入会、適格、支払い、及び給付調整などがある。
スマートカードは、データの機密保護及び患者のプライバシーのために、米国のＨＩＰＡ
Ａの要件に準拠している。
【００３２】
　表１は、本発明のスマートカードの範囲に適切な典型的なスマートカードの特徴の要約
である。カードの種類は、ＭＥＭ（メモリカード）、ＭＣＵ（マイクロプロセッサカード
）、及びＲＦＣ（ＲＦ／非接触メモリカード）のうちの１つを指定する。カード形状因子
は、CR-80/8 8－ピンカード、CR-80/6 6－ピンカード、GSM SIM/SAMカード、及びキーチ
ェーンカードの１つを指定する。暗号化は、カード上の暗号化ソフトウエアの存在及びＭ
ＣＵの必要を指す。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　以下、本発明の管理への適用例を提供するいくつかの実施形態について、添付図面を参
照しながら説明する。
【００３５】
　第１の実施形態は、SmartStart（商標）と呼ばれるものである。SmartStart（商標）は
、スマートカード上に含まれており、セットアップルーチンの際にユーザを助けるサービ
スを提供するために、予め定められたウイザードとして動作するプロセスである。基本サ
ービスがアカウントのために接続されると、SmartStart（商標）は、家族各員またはその
他のユーザのアカウントに関連するカスタマーセットアップを助ける。
【００３６】
　各クライアントシステムはユニークなＥＳＮを持ち、家族各員またはその他のユーザは
個人的なスマートカードを有する。サービスを開始するために、サービスプロバイダは、
家族各員にそれぞれ見合ったSmartStart（商標）カード、SmartMaster（商標）カード、
及びアダルトカードまたはチャイルドカードを含む各顧客用のスマートカード「パッケー
ジ」を生成する。顧客に関する情報及び顧客がサインアップするためのサービス内容の説
明の全てを含む顧客注文（customer order）がサービスプロバイダの顧客サービス部門に
より生成される。サービスプロバイダはその後、前記顧客情報を利用して、SmartStart（
商標）及びSmartMaster（商標）スマートカードを生成する。SmartStart（商標）は顧客
の位置、及びサービスを開始するためのその他の適切なサービス情報を含み、個人ユーザ
のスマートカードを初期化するための「マスター」スマートカードとして機能する。
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【００３７】
　図１を参照して、SmartStart（商標）カードをクライアントシステムにプラグインする
と、クライアントシステムは、クライアントシステム１１０のセットアップを可能にする
開始ルーチンを実行するアカウントサーバ１２２ｂに情報パケットを送信する。そして、
マスターユーザ（SmartStart（商標）のユーザ）は１回につき１枚のブランクのスマート
カードをシステム１１０に挿入し、家族各員のアクセスを可能にするためのセットアップ
ウイザードを顧客が実行する。
【００３８】
　次の実施形態は、SmartUser（商標）と呼ばれるものである。SmartUser（商標）スマー
トカードは、テキストやグラフィックに使用される言語、アクセス許可、お気に入りのＵ
ＲＬ、オンラインアカウントのパスワード、電子メールの個人用アカウントなどの、ユー
ザインターフェースを個人化（カスタマイズ）するための個人のオンラインアカウント情
報を含む。これは、複数の人間が同一のクライアントシステムを使用することを容易にす
るための、単一ユーザ用の個人化された識別カードである。例えば、SmartUser（商標）
スマートカードは、クライアントシステム及びネットワークのログイン情報；ユーザのグ
ラフィカルユーザインターフェースの好み；Ｅメール、チャット及びその他のアカウント
情報；及びサブスクリプション、パスワード及びオンラインアカウント情報を含み得る。
この情報をSmartUser（商標）カード上に維持することにより、ユーザはこの情報データ
ベースを維持する必要がなくなり、それにより、個人情報の機密保護を維持することを助
ける。
【００３９】
　次の実施形態は、SmartYouth（商標）と呼ばれるものである。SmartYouth（商標）スマ
ートカードは、SmartUser（商標）スマートカードの概念と類似しているが、SmartStart
（商標）セットアッププロセスを制御する人間により使用可能または使用不可にされ得る
その他のビルトイン型セーフティ機能を有する。下記のActive Walled Garden（商標）の
説明も参照されたい。
【００４０】
　図１を参照して、このシステムは、アクセスサーバ１２２ａを有し、アクセスサーバ１
２２ａは、推奨される年齢に適したウェブサイト、保護者が許可したＥメール、及び保護
者が許可した子供／若者のためのチャット／ＩＭ／ＳＭＳパートナーを含む。子供による
SmartYouth（商標）カードを使用した最初のアクセスの間に、適切なＧＵＩがクライアン
トシステム１１０にダウンロードされる。その後、前記ＧＵＩは毎回アップデートされ、
サーバ１２２ａ上で利用可能なアップグレード版が存在することになる。SmartYouth（商
標）カードが別のクライアントシステムで使用された場合もＧＵＩがダウンロードされ、
そのクライアントシステムがユーザのホームシステムでない場合はカードを取り出したと
きに前記ＧＵＩは消去される。スマートカードをクライアントシステムに挿入するたびに
、情報パケットがアクセス制御サーバに送信され、アクセス許可の可否が判断される。
【００４１】
　SmartYouth（商標）型のカードは、会社及び公共サービス機関や、「ニード・ツー・ノ
ウ（need to know）」またはプライベートネットワーク上のファイルへのアクセスのため
のその他のセキュリティクリアランスを必要とする団体のための様々なインターネットベ
ースのリソースへのアクセスを制御または制限するのにも使用することができる。さらに
、SmartYouth（商標）カードは、クライアントシステムまたはパーソナルコンピュータの
機能、例えば「印刷」機能をターンオフするためにも使用することができる。
【００４２】
　次の実施形態は、SmartID（商標）と呼ばれるものである。SmartID（商標）は読み取り
／書き込み可能なスマートカードであり、ユーザを確実に識別することができるエンコー
ドされた情報の組み合わせを有する。前記カードは、写真、生体認証データ、緊急医療情
報などを含むことができる。SmartID（商標）カード上に識別情報を書き込んだ後に、ヒ
ューズを飛ばすことにより、前記スマートカードの書き込まれた領域への改変のためのア
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クセスを防ぐためのフェンスが作成され、その領域はスマートカードにおける読み取り専
用領域となる。暗号化ソフトウエアは、SmartID（商標）カード上のオプションであり、
カード上のデータを見てもよい人物を制限するために使用される。
【００４３】
　SmartID（商標）に使用可能なスマートカードは、写真や指紋などの個人情報を含める
ために予め定められたファイルフォーマットでプログラムされる。前記個人識別データは
また、サーバ１２０におけるアカウントサーバ１２２ａまたはロイヤルティサーバ１２４
ｂのデータベースに格納される。この情報は、例えば、指紋生体センサで収集されたデー
タと比較することによって、識別目的のために使用される。サーバ１２０からの識別情報
を使用することが好ましいが、サーバに接続することができなかった場合はSmartID（商
標）カード上のコピーが使用される。生体センサは、指紋、網膜スキャン、音声識別など
を含むことができることに留意されたい。さらに、緊急連絡及び医療情報もまた、「リビ
ングウィル（living will）」として前記カードに記憶させることができる。
【００４４】
　SmartID（商標）カードプロセスは、必要とされる識別のタイプに応じて変更される。
例えば、銀行では、指紋及び／または写真による識別が必要とされ、前記プロセスは以下
のようにして行われる。ユーザが銀行窓口またはＡＴＭ装置に接近し、自分のSmartID（
商標）カードを挿入する。その取引が現金若しくはその他の財産の引き出しまたは送金で
あれば、その後、ユーザの写真をＡＴＭまたは銀行の監視カメラを経由して送信し、サー
バ１２０またはSmartID（商標）カード上の写真データと比較する。同じようにして、ユ
ーザの指紋を生体センサでスキャンし、SmartID（商標）カードのデータと比較する。ユ
ーザがこの比較試験に合格した場合、ユーザが要求した取引が完了される。
【００４５】
　次の実施形態は、SmartGame（商標）と呼ばれるものである。SmartGame（商標）は、ク
ライアントシステムまたはリモートサーバのマルチユーザゲーム用のゲームサーバ１２３
ｄによってサポートすることができる双方向型ゲーム（娯楽）及び双方向性のゲーム（ギ
ャンブル）機能である。リアルタイム広告及びSmartIM（商標）（後述する）が、時間制
限の無いゲームのために実施され得る。SmartID（商標）及びSmartUser（商標）が、ゲー
ムまたはゲームアクセス認証プロセスの一部として実施され得る。さらに、SmartBank（
商標）及び／またはSmartMoney（商標）（後述する）は、支払いまたはベッティングトー
クンとして使用することができる。
【００４６】
　オンラインゲーム及びギャンブルのための用途が多数存在する。また、地域の、州の、
国のまたは国際的な法律により、オンラインギャンブルには多くの制限が存在する。これ
らの法律のいくつかは、ゲームを実施可能な地理的な制約、年齢確認の必要、或いは支払
形態の限定を課している。さらに、いくつかのゲームは高速な及び／または時間制限があ
るゲームであるが、その他のゲームは比較的ゆっくりとした或いは時間制限のない静的で
すらあるゲームである。ここに含まれる「スマート」機能は、これらの事項の全てを満た
すであろうが、各地域及びサービスプロバイダ用にカスタマイズされるべきである。
【００４７】
　地理的制約に関しては、モバイルクライアントかまたは旅行に持っていく単なるクライ
アントシステムかに関わらず、クライアントシステムの位置を判断する方法には、基本的
には２つの方法がある。第１の方法は、ＩＰアドレスを利用する方法であり、アカウント
サーバ１２２ｂにユーザのホームＩＰアドレスを記憶させておくことにより、前記システ
ムはユーザが自宅いるかいないかを判断することができる。ユーザが自宅にいない場合、
前記システムは、ユーザがアクセスしている現在のＩＰアドレスのノードを見つけるべく
ユーザを全国的規模で探す。第２の方法は、携帯電話用の方法である。この方法では、携
帯電話の全地球測位システム（ＧＰＳ）の緯度、経度及び高度を要求することにより、前
記システムはユーザの位置を調べることができる。
【００４８】
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　以下、本発明の広告への適用例を提供するいくつかの実施形態について、添付図面を参
照しながら説明する。
【００４９】
　第１の実施形態はSmartCoupon（商標）と呼ばれるものである。広告機能として、Smart
Coupon（商標）はユーザにメール送信される。或いは、クーポンは、ユーザのSmartUser
（商標）カードに書き込まれる。
【００５０】
　クライアントシステムのユーザがオンラインになると、自身の個人情報に関する情報パ
ケットがアクセスサーバ１２２ａに送信される。クライアントシステム１１０の位置に関
する情報は、クライアントシステムを「ピンギング」することによりそのＥＳＮシステム
１１１で収集することができる。ユーザが訪れる各ウェブサイトは、ユーザ情報の追加的
パケットをアクセスサーバに送信する。これらの情報の全ては、クーポンをユーザの消費
嗜好及びユーザの存在位置と一致させるために、サーバ１２０上で利用可能である。適切
なSmartCoupon（商標）が生成され、ユーザに送信される。SmartCoupon（商標）をユーザ
のクライアントシステムにインサートすることにより、前記クーポンが引き換えられるま
たはその他の宣伝用の資料またはアクションが得られる広告者のウェブサイトに前記シス
テムを導くことができる。前記クーポンは、その後に印刷するためにクライアントシステ
ムのハードディスクに書き込まれるか、またはユーザのスマートカードにコピーされるこ
とに留意されたい。このことは、クライアントシステムにおいて行われる。
【００５１】
　次の実施形態は、SmartLoyalty（商標）と呼ばれるものである。航空会社のマイレージ
、ホテル宿泊、書籍購入、オンラインセール、ガソリン購入などの、人々が使用するロイ
ヤルティプログラムが多数存在する。SmartLoyalty（商標）スマートカードは、任意の商
用ロイヤルティプログラムを補佐するものであり、単一の商業団体により規定され使用さ
れるか、または商業団体群に関連して使用される。
【００５２】
　顧客の識別事項は上述した。SmartLoyalty（商標）の実施方法は数多く存在するが、Sm
artLoyalty（商標）アプリケーションを利用する方法としては主に２つの方法がある。第
１の方法は、SmartLoyalty（商標）は、SmartID（商標）の派生物であり得る。前記写真
／指紋識別が、空港、ホテルまたはその他のチェックインサービスで使用することができ
、飛行機のマイレージまたはホテルの宿泊ポイントなどを記録または使用するために使用
することができる。第２の方法では、SmartLoyalty（商標）カードは、単独で或いは生体
センサと併用して、ルームキーまたはその他の任意の種類のエントリーキー或いは許可と
して使用することができる。ロイヤルティカードサーバ１２４ｂは、プログラムをサポー
トするための適切なアプリケーションソフトウエアを含む。
【００５３】
　SmartLoyalty（商標）カードは、ホテルのデスクまたは空港のカウンタがカードを読み
取り可能であるか否かに関わらず使用できる。例えば、ユーザは、ホテル／航空機の通常
プロセスの後にチェックインする。特定のチェックイン機能がSmartLoyalty（商標）カー
ドを読み取ることができる場合、その後、カードはチェックインのときに割引やアップグ
レードなどのために表示され、ホテル／空港のデータベースの中央アカウントがカードの
ポイントが適切に減算される。チェックアウトのときに（または飛行機搭乗または商品購
入が完了したとき）、前記カードは再び読み取られ、適切にポイントが加算される。前記
特定のチェックイン装置がSmartLoyalty（商標）カードを読み取ることができなかった場
合、チェックイン及びチェックアウトのときに、ホテル／航空機は前記顧客を識別しデー
タベース上のアカウントを適切に調節する。ユーザがクライアントシステムにアクセス可
能である場合、ユーザは自分のSmartLoyalty（商標）カードを挿入し、前記ロイヤルティ
情報をカードにアップデートすることができる。
【００５４】
　次の実施形態は、SmartMaster（商標）と呼ばれるものである。SmartMaster（商標）は
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、マスターロイヤルティカードであり、ユーザの航空マイレージ、ホテル宿泊、車レンタ
ル、店及びオンライン購入などを全て含むことができる。SmartMaster（商標）は、アカ
ウントの種類に関係なく、全てのユーザアカウントのロイヤルティクレジットを貯めるた
めに使用することができる。加えて、このカードは、ウェブサイトのクッキー、名前、ア
ドレス、パスワード、及びオンラインアカウントに関連する任意のその他の情報を、Smar
tMaster（商標）スマートカードの固有のＥＳＮ及び暗号化機能によって安全な方法で維
持するために、オンラインで使用することができる。
【００５５】
　次の実施形態は、SmartAds（商標）と呼ばれるものである。SmartAds（商標）は、ユー
ザのクライアントシステムに伝達され、クライアントシステムを通じてアクセスされたユ
ーザのインターネットの使用により特定された、個人が興味を持つ製品及び対象のアドレ
スを知らせる広告である。
【００５６】
　クライアントシステムのユーザがオンラインになると、自身の個人情報に関する情報パ
ケットがアクセスサーバ１２２ａに送信される。クライアントシステム１１０の位置に関
する情報は、クライアントシステムを「ピンギング」することによりそのＥＳＮシステム
１１１で収集することができる。ユーザが訪れる各ウェブサイトは、ユーザ情報の追加的
パケットをアクセスサーバに送信する。これらの情報の全ては、クーポンをユーザの消費
嗜好及びユーザの存在位置と一致させるために、サーバ１２０上で利用可能である。Smar
tAds（商標）はユーザに送信される。SmartAds（商標）をクリックすると、送達される広
告コンテンツ用の「ウィンドウ・イン・ピクチャ」または「ウィンドウ・イン・ウィンド
ウ」が開く。現れた広告は、テンポラリーウィンドウまたはメディアプレイヤーを開く。
テンポラリーウィンドウまたはメディアプレイヤーは、ポインタ／カーソルを移動させる
とディゾルブになる。
【００５７】
　次の実施形態は、SmartBanner（商標）と呼ばれるものである。SmartAds（商標）及びS
martCoupon（商標）と同様に、SmartBanner（商標）プロセスは、関連するウェブサイト
にアクセスした場合に或いはライブストリーム広告中に、アルファブレンディングされた
バナー広告をユーザのクライアントシステムのディスプレイ上に表示する。一例は、コカ
コーラのコマーシャル中におけるペプシバナーの表示である。ライブストリーム（リアル
タイム）の場合、広告代理店は表示される広告を知っており、彼らのステーション（局）
が広告の任意のローカルバリエーションを挿入することができるように、前記ネットワー
クが広告フィードを開始するためのタイムコードを埋め込む。地方局が、前記タイムフィ
ードへのアクセスを有さない場合、アルファブレンディングされたオーバーレイを挿入す
る方法は２通りある。広告を作成する広告代理店が前記広告に音声同期を挿入するか、前
記地方局の番組プロデューサーが挿入コマンドを単にリンクする。非リアルタイムの番組
の場合、任意の種類のオーバーレイを追加することができるので、このプロセスはより簡
単になる。例えば、映画の或る場面で、カーチェイスしているＢＭＷが走り去る様子が映
されている場合、ネットワークまたは局はその後、予め定められたタイミングで全国的、
地域的、または地方的なＢＭＷバナーを画面にブレンドする。
【００５８】
　クライアントシステムのユーザがオンラインになると、自身の個人情報に関する情報パ
ケットをアクセスサーバ１２２ａに送信される。クライアントシステム１１０の位置に関
する情報は、クライアントシステムを「ピンギング」することによりそのＥＳＮシステム
１１１で収集することができる。ユーザが訪れる各ウェブサイトは、ユーザ情報の追加的
パケットをアクセスサーバに送信する。これらの情報の全ては、広告をユーザの消費嗜好
及びユーザの存在位置と一致させるために、サーバ１２０で利用可能である。SmartBanne
r（商標）がユーザにリアルタイムでユーザに送信される。SmartBanner（商標）をクリッ
クすると、送達される広告コンテンツ用の「ウィンドウ・イン・ピクチャ」が開く。
【００５９】
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　次の実施形態は、SmartStream（商標）と呼ばれるものである。SmartStream（商標）は
、動画上に映像広告またはコンピュータで生成した広告コンテンツをオーバーレイするこ
と（またはその逆）を可能にする。ここで使用されるSmartStream（商標）は、地域また
は個人に基づいた、動画ストリーム上への広告のアルファブレンディングを特徴とする。
【００６０】
　各クライアントシステムは固有のＥＳＮを持っており、そのＥＳＮは、どの広告または
その他のコンテンツを特定の動画ストリーム上に表示すべきかを判断するために使用され
得る。例えば、特定の番組で自動車会社の全国的な広告を放送する場合、地域的なアルフ
ァブレンディングコンテンツ広告（例えば「see your San Francisco BMW dealer on Van
 Ness Street or call 415-555-1234」）は何らかの効果をもたらすであろう。
【００６１】
　SmartStream（商標）はまた、クライアントシステムユーザが、ポインティングデバイ
スを用いてディスプレイ上のホットスポットを選択するための技術を提供する。選択がな
された場合、広告会社は、ビルボード（広告板）、メディアプレイヤーウィンドウ、また
はその他のウィンドウを動画ストリーム上に開き、ユーザに対して製品または販売店に関
する追加的な情報を提供する。SmartStream（商標）選択を行うことにより、SmartUser（
商標）カード上にSmartCoupon（商標）を作成することや、広告者のウェブサイトへの接
続を可能にすることもできる。
【００６２】
　次の実施形態は、SmartBillboard（商標）と呼ばれるものである。アイコンまたは任意
のメニューまたはコンテンツスクリーン上にカーソルを重ねると、その周辺に、スキンま
たはコントロールを有さないウィンドウが出現する。このウィンドウはSmartBillboard（
商標）と呼ばれる。
【００６３】
　ポインティングデバイスをアイコン上に予め定められた時間長さで重ねると、サービス
要求パケットがコンテンツサーバ１２４ａに送信され、送信されたサービス要求パケット
とクライアントシステムＥＳＮとを組み合わせてSmartBillboard（商標）に表示するコン
テンツが選択される。コンテンツは、メディアプレイヤーに表示することができる任意の
可視的オブジェクトまたはメディア、及びクライアントシステムで聞くことができる任意
で音声コンテンツであり得る。このことにより、個人化及び地方化されたコンテンツを提
供する機会が創出される。
【００６４】
　以下、本発明の金融への適用例を提供するいくつかの実施形態について、添付図面を参
照しながら説明する。
【００６５】
　第１の実施形態は、SmartBank（商標）と呼ばれるものである。SmartBank（商標）は、
デビットカードと同様の方法で、銀行のコンピュータのファイアウォールにおけるカスタ
マー側で機能し、機密保持形態で支払い及び送金を行うために使用することができるスマ
ートカードアプリケーションである。
【００６６】
　SmartBank（商標）は、クライアントシステムのユーザが金融機関に銀行口座を開設す
ることを必要とする。SmartBank（商標）スマートカードは、その固有のＥＳＮと、予め
定められた個人識別番号（ＰＩＮ）とを組み合わせて、ユーザがＡＴＭ装置を使用する場
合でも自分のクライアントシステムを使用する場合でも、ユーザを機密保護的に識別。ク
ライアントシステムの１２８ビット暗号化アルゴリズムは、あらゆる単一取引を保護する
のに十分過ぎるほどである。現金同等物がその後ユーザに送達され、SmartBank（商標）
カードに機密保護的に書き込まれ再び機密保護される。
【００６７】
　次の実施形態は、SmartMoney（商標）と呼ばれるものである。SmartMoney（商標）は、
クレジットカードの代わりに使用され、オンラインで使用することができ（Pay Palと類
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似している）、限定された方法で銀行のコンピュータのファイアウォールに穴を開けるス
マートカードアプリケーションである。
【００６８】
　SmartMoney（商標）は、クライアントシステムのユーザが金融機関に銀行口座を開設す
ることを必要とする。SmartMoney（商標）スマートカードは、その固有のＥＳＮと、予め
定められた個人識別番号（ＰＩＮ）とを組み合わせて、ユーザがＡＴＭ装置を使用する場
合でも自分のクライアントシステムを使用する場合でも、ユーザを機密保護的に識別する
。クライアントシステムの１２８ビット暗号化アルゴリズムは、あらゆる単一取引を保護
するのに十分過ぎるほどである。現金同等物がその後ユーザに送達され、SmartMoney（商
標）カードに機密保護的に書き込まれ再び機密保護される。
【００６９】
　SmartMoney（商標）は、SmartBank（商標）の拡張物であり、オンラインクレジットカ
ードとして使用可能である。この実施形態では、SmartMoney（商標）のユーザが、購入し
たいアイテムを選択すると、クライアントシステムは、トークンをユーザの銀行と金融サ
ーバ１２２ｄとに同時に送信する。ユーザの個人情報は、インターネット上や、ユーザが
購入しようとする物品の販売業者には送信されない
【００７０】
　以下、本発明の通信への適用例を提供するいくつかの実施形態について、添付図面を参
照しながら説明する。
【００７１】
　第１の実施形態は、SmartIM（商標）と呼ばれるものである。SmartIM（商標）は、複数
のインスタントメッセージ（ＩＭ）ストリームを統合し、それらを、別個のスクロール可
能なテキストウンドウ・イン・ピクチャまたはウィンドウ・イン・ウィンドウ、或いはデ
ィスプレイを水平に横断移動するクローラとして、時系的に表示するための技術である。
このことは、互いに近くにいない複数のユーザが、映画、スポーツイベントなどの同じ体
験を共有することを可能にする。SmartIM（商標）はまた、クライアントシステムのユー
ザがテレビ番組とインタラクトすることを可能にする。ＩＭストリームの統合は、単一の
ＩＭ機関または複数のＩＭ機関のユーザのグル－プに対して行うことができる。
【００７２】
　次の実施形態は、SmallTalk（商標）と呼ばれるものである。SmallTalk（商標）はSmar
tIM（商標）と同様の技術であるが、音声及び／または映像オーバーインターネットプロ
トコル（ＶｏＩＰ）ストリームの統合を実施し、合成された音声及び／または映像ストリ
ームを、クライアントシステム、モバイルクライアントクライアント、またはリモートク
ライアントのユーザに提示する。このことは、互いに近くにいない複数のユーザが、映画
、スポーツイベントなどの同じ体験を共有することを可能にする。SmallTalk（商標）の
２つの異なる機能（２人の間で個人的な会話、マルチキャストのパーティーライン型回路
）は同時に利用可能である。
【００７３】
　次の実施形態は、SmartVoIP（商標）と呼ばれるものである。SmartVoIP（商標）スマー
トカードは、クライアントシステム、リモートクライアントまたは適切な機器を備えたモ
バイルクライアントが、ＶｏＩＰ技術を用いてワールドワイドで通信することを目的とし
て、インターネットにログオンすることを可能にする。ここでは、音声及び動画伝送の両
方に適合させることができる。
【００７４】
　クライアントシステムの場合、SmartVoIP（商標）スマートカードは、別のSmartVoIP（
商標）ユーザ、またはＰＯＴＳ（すなわち固定電話）若しくは携帯電話を含む第三者に対
して、ＶｏＩＰ音声、動画またはデータをインターネットを介して電話通信するのに必要
なアカウント情報を持っている。SmartVoIP（商標）のユーザがリモートクライアント１
５０（図５参照）を持っており、リモートクライアントがＲＦ通信サブシステム５０３ａ
を有している場合、リモートクライアントはＲＦスニファー５０３ｂを備えている。ＲＦ
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スニファー５０３ｂは、ユーザが電話通信するのに利用可能なラジオ周波数ネットワーク
を、ユーザに知らせる。モバイルクライアント１６０（図４参照）が接続されている限り
、SmartVoIP（商標）のユーザは携帯電話でアクセスポイントへ電話通信することができ
、周辺アダプタ４０３を備えている場合、装備されているトランシーバ及びＲＦスニファ
ーにＷｉＦｉまたはＷｉＭＡＸインターネットインターフェースを設置することができる
。
【００７５】
　以下、本発明に従った例示的な基礎技術を提供するいくつかの実施形態について、添付
図面を参照しながら説明する。
【００７６】
　第１の実施形態は、Video Sync-to-Textと呼ばれるものである。Video Sync-to-Textは
、教育及び参照の目的に最も有用な技術であり、それらのサブジェクトが映像ストリーム
内に存在する場合に、１若しくはそれ以上のテキスト／グラフィックウィンドウを表示す
るために、ＩＰパケット同期化キー内に映像フィードに含まれている。この技術は、前記
システムのユーザが、オンスクリーンのイベントと参照用リソースとの間の関係の勉強を
試みる場合に、非常に重要である。例えば、物理教師が、三次積分方程式で表すことがで
きる現象について講義する。視聴者は、その講義の教科書と数学表の本とを同時に参照す
る必要がある。ウィンドウの１つをクリックしてフルスクリーン化し、もう一度クリック
することで元のサイズ及び位置に戻すことができる。実験も行われる場合、映像フィード
を別のウィンドウに表示し、テキストを映像に同期させないことは非常に重要である。
【００７７】
　このタイプのアプリケーションのデザイナーは、最初にスクリーンレイアウトのルール
設定を決定する。その一例を図６に示す。スクリーンに関する技術的情報は、「スクリー
ンファイル」に含まれている。このスクリーンファイルは、各ウィンドウの寸法、サーバ
上でのコンテンツの位置、及びウィンドウ内でダブルクリックによりまたは右クリックす
ることによりスクリーン全体６００のサイズにそのウィンドウを最大化することができる
か否かに関する情報を有する。このプロセスはまた、ビデオ装置に通常備わっている様々
な「トリック機能（一時停止、停止、早送りなど）」を含み得る。例えば、デザイナーは
、外国語のチュートリアルを作成し、ウィンドウ１・６０１をビデオウィンドウとして、
ウィンドウ２・６０２をテキストウィンドウ、及びウィンドウ３・６０３をテキストウィ
ンドウとして規定する。ウィンドウ１は、例えばフランス語の語学レッスンの映像が表示
される。ウィンドウ２は、前記映像の英語テキストへの翻訳が表示され、ウィンドウ３に
はテキストブックの実際のレッスンが表示される。各ウィンドウは、特定のファイルを表
示し、そのファイルは、「タイムマーカファイル（Time Marker File）」と呼ばれる第２
のデータファイルにより管理される。このファイルは、他のウィンドウが同期化される「
マスター」ウィンドウ（この場合はウィンドウ１）に関する情報を含む。「タイムマーカ
（Time Markers）」は、他のウィンドウに対してアクションを行う時期を規定する。
【００７８】
　アルファブレンディング、リモート映像ソース選択及びActive Walled Garden（商標）
（後述する）が、この機能と共に使用される。
【００７９】
　次の実施形態は、アルファブレンディングコンテンツと呼ばれるものである。アルファ
ブレンディングコンテンツ（ＡＢＣ）は、映像上への別の映像やコンピュータ生成コンテ
ンツの（またはその逆の）オーバーレイを可能にする。本明細書で用いられるＡＢＣは、
地域または個人に基づいた、映像ストリーム上への広告またはその他のコンテンツのアル
ファブレンディングを特徴とする。
【００８０】
　各クライアントシステムは、特定の映像ストリーム上にどの広告またはその他のコンテ
ンツを表示するかを決定するのに使用される固有のＥＳＮを有する。例えば、特定の番組
で自動車会社の全国的な広告を放送する場合、地域的なアルファブレンディングコンテン
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ツ広告（例えば「see your San Francisco BMW dealer on Van Ness Street or call 415
-555-1234」）は何らかの効果をもたらすであろう。ＡＢＣは時間同期、ＩＰパケットキ
ー同期、ＤＶＢメタデータ同期、フィード選択のためのバンド信号に基づいたアナログテ
レビ同期、「黒」への移行に対する同期、または垂直帰線同期により発生する。
【００８１】
　アルファブレンディングは、ストリーミング型のコンテンツ（リアルタイム）または予
め記録されたコンテンツと共に利用される。前記システムのユーザ（視聴者）は、見る番
組を選択する。ユーザのプロファイル及び地理的位置は、クライアントシステムのアセッ
ト番号及びユーザのスマートカードの固有のシリアル番号の組み合わせから判明する。Ｔ
Ｖまたはモニタ上の位置は、Ｘ－Ｙ画素座標か、または、個々のフレームスキャンの時間
変位により判明するので、判明した時間及び地理を基にして、任意のフレームの任意の画
面位置でアルファブレンディングを行うことが可能である。オーバーレイは、必要とされ
るサイズにスケール化され、かつスクリーン上に表示するための透明度にされた任意のグ
ラフィカル（ソリッド、テキスト、またはラインドローイング）または映像の形態であり
得る。
【００８２】
　ビデオ画像上のオーバーレイ７０２の例が図７に示されている。この画像は、スクリー
ン７００上の予め定められた位置に、広告者が所望する色、透明度及びサイズで表示され
る。オーバーレイ７０２はクリック可能であり、クリック後に発生するアクションは予め
定められている。このアクションは、視聴者の所望に応じて、即座に起こるか、または遅
れて起こる。例えば、視聴者が前記広告に興味を持つが、見ている番組の流れを妨げたく
ない場合である。遅延されたイベントは、ユーザのシステムの「お気に入り（Favorites
）」の位置に格納される。同様に、オーバーレイは無視することもできる。
【００８３】
　ビデオ画像について上述したが、ビデオ画像の代わりにグラフィックを用いることもで
きる。このモードは、視聴者の地理的領域に局所的に広告する場合に有用である。例えば
、ユーザが、テレビなどの製品を広告するウェブサイトを視聴する場合である。クリック
可能なオーバーレイは、ユーザの自宅の位置に近い商店での割引用のものである。オーバ
ーレイをクリックすると、前記製品及び／またはその商店で使用可能なクーポンを表示す
る新しいウェブページを表示することができる。
【００８４】
　この機能のための別の用途は、視聴者のための別の機能を追加する能力をコンテンツプ
ロバイダに提供する。例えば、映画の或る場面で使用または着用された製品、スポーツチ
ームの選手の成績、リアルタイムでの或る事項についての投票、またはゲームとのイント
ラクトである。
【００８５】
　コンテンツプロバイダにアルファブレンディング能力を提供することに加えて、ケーブ
ル、サテライトまたはインターネットサービス会社などのサービスプロバイダは、放送内
容に対してリンク及び機能を追加することができる。サブタイトル、ニュース速報、気象
警報などを、リアルタイムでまたは予め定められた時間で前記放送内容に追加することが
できる。
【００８６】
　他のタイプのアルファブレンディングの例が図８及び図９に示されている。図８は、画
面８００の下側に沿って、ビデオフレーム８０１にアルファブレンディングされた「クロ
ーラ」８０２を示す。クロータ８０２は、右から左へ、左から右へ、上から下へ、または
下から上へ、言語または所望する効果の要求に応じて移動し得る。図９は、映像またはグ
ラフィック画像の全画面９０１上に、アルファブレンディングされたビデオフレーム９０
２が縮小して配置された映像９００を示す。
【００８７】
　次の実施形態はリモート映像ソース選択（remote video source selection）と呼ばれ
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るものである。リモート映像ソース選択（ＲＶＳＳ）は、クライアントシステムのユーザ
が、クライアントシステムの表示装置上に表示した１若しくはそれ以上の映像ソースを選
択することを可能にする。
【００８８】
　多くのスポーツ及び教育イベントでは、様々な領域をカバーするためか、または複数の
イベントを同時に出力するために、多数のビデオカメラが使用される。ＲＶＳＳを使用し
て多数のカメラ出力を観察するために、映像フィードは、表示のためにクライアントシス
テムに伝送される前に縮小されるか、または、ユーザは映像ソースを１つずつ選択する。
その上、ＭＰＥＧ－２規格により複数のカメラアングルが提供され、様々なカメラアング
ルを１つずつ選択することができる。
【００８９】
　例えば、ＲＶＳＳをスポーツ（例えばアメリカンフットボール）に適用する場合につい
て考える。一般的に、メジャースポーツのイベントのプロデューサーは、同時に多数のカ
メラを操作する。或るカメラは位置が固定されており、或るカメラは移動可能である。
図１０は、競技場の画像１００２を有する画面１０００を示す。競技場の画像１００２の
周りには８つのビデオカメラ１００３の配置が、ビデオフレーム１００１上のアルファブ
レンディングオーバーレイに示されている。このシステムのユーザは、オーバーレイカメ
ラをクリックするか、またはリモコン装置により番号などのカメラ識別子を入力すること
により、見たいシーンを選択することができる。
【００９０】
　映像ソースを選択する別の方法が図１１に示されている。この方法では、プロデューサ
ーが様々なカメラからの映像を組み合わせ、その映像を画面１１０上に単一のビデオフレ
ーム１１０１に一体化させる。個々のカメラ映像１１０２をクリックすると、ユーザが他
のカメラを選択するまでは、前記システムはその映像に切り替えられる。複数の映像が表
示されたホームまたはベースページには、「戻る矢印」または同等物を用いることにより
戻ることができる。
【００９１】
　教育用途におけるこの技術の使用例は、外科医の訓練である。上述した技術の１つを使
用して、訓練生は、外科手術医または麻酔専門医の様々な視角、或いは外科手術医にモニ
タされる装置の視角に切り替えることができる。
【００９２】
　これらの種類の用途（スポーツまたは教育）はいずれも、映像同期化（そのイベントに
関するテキストまたはデータの表示）や、グラフィカルオーバーレイを提供するためのア
ルファブレンディングによりさらに向上させることができる。さらに、これらの用途は、
コンテンツのその他の補助ソースに分岐する能力を有することにより向上させることがで
きる。
【００９３】
　次の実施形態はActive Walled Garden（商標）と呼ばれるものである。Active Walled 
Garden（商標）は、クライアントシステムのユーザが、アクセスサーバ１２２ａ上のお薦
めサイトか、またはSmartStart（商標）スマートカードのユーザアカウントを設定した人
間により予め定められたサイトのいずれかの予め定められた特定のウェブサイトにのみア
クセスできるようにするネットワーク関連機能である。
【００９４】
　Active Walled Garden（商標）（ＡＷＧ）は、子供のための安全な環境を提供する。Sm
art Youth（商標）スマートカードのユーザは、子供のスマートカードに保護者が規定し
た、アクセスサーバ１２２ａに予め定められた年齢に適したウェブサイトのみを訪れるこ
とができる。ＡＷＧは、アクセスが許可されているウェブページ上におけるホットスポッ
ト及びハイパーリンクを不能にする。予め許可されたウェブサイトに加えて、Smart Yout
h（商標）のユーザは、電子メール、チャット、ＩＭ／ＳＭＳの送受信は特定の人間との
間でのみが許可され、またオンラインゲームのプレイは予め定められた人間とのみ許可さ
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れる。
【００９５】
　SmartStart（商標）カードによるスマートカードのセットアップサービスは、最初のセ
ットアップまたはその後の任意の時点のときに、アクセス許可を規定することができる。
この機能はまた、会社及び公共サービス機関や、「ニード・ツー・ノウ（need to know）
」またはプライベートネットワーク上のファイルへのアクセスのためのその他のセキュリ
ティクリアランスを必要とする団体のための様々なインターネットベースのリソースへの
アクセスを制御または制限するのにも使用することができる。
【００９６】
　SmartStart（商標）を使用してこのシステム機能をセットアップした大人が別に選択す
る場合を除いて、このシステムは、基本的な、子供に安全な「ウォールドガーデン（Wall
ed Garden）」を起動する。このモードを解除するためには、大人の非制限的なSmartUser
（商標）カードの挿入を必要とする。Smart Youth（商標）カードを有する年長児は、ウ
ォールドガーデン（walled garden）がコンテンツアクセスがあまり制限されていない場
所に存在する場合、この基本的なユーザインターフェースを変更することができる。認可
されたウェブサイトに子供が入ると、子供はそのサイト内を見て回ることができる。しか
し、そこに、不適切なウェブサイトに子供を連れていくリンクまたはその他のホットスポ
ットが存在する場合、そのアクションは不能にされる。
【００９７】
　次の実施形態は、多重ライブ映像ページ（multiple live video pages）と呼ばれるも
のである。テレビチャンネルは、現在は、電子番組表から、または基本的にはリモコンで
チャンネルキーを押すことにより選択される。多重ライブ映像ページは、チャンネルサー
バ１２１ｂによりスケール化された実際のライブ映像フィードであり、機能（例えば、ス
ポーツ、ニュースなど）またはその他の手段（例えば、言語、隣接チャンネル、ＨＤチャ
ンネルなど）によりグループ化される。
【００９８】
　図１を参照して、コンテンツサービスプロバイダ１３０及び／または個人クライアント
システムのユーザは、映画、映像、またはその他のコンテンツチャンネルのグループを選
択することができる。どのチャンネルのグループを選択しても、チャンネルサーバ１２１
ｂ及び映像サーバ１２４ｄが協動して、４ないし１６のライブ映像がスケール化され、ク
ライアントシステムのチャンネル選択ガイドに送信される。多重ライブ映像ページの一例
が、図１１に示されている。ストリーミングメディアソースは、まず、スポーツ、ニュー
ス、音楽、映画などのサブジェクトに分けられる。それらのいくつかを、テレビ局がその
後選択して、図示するように、サイズをスケールダウンし、集めて、単一の映像フィード
にする。それらのテレビ映像の１つの上にポインタを重ねることにより、そのチャンネル
に音声フィードを要求するパケットがサーバに送信される。ビデオ画像をクリックすると
、システムはそのチャンネルを選択し、フルスケールで表示する。
【００９９】
　次の実施形態は、ペリフェラルピギーバック（peripheral piggyback）と呼ばれるもの
である。ペリフェラルピギーバックは、ホストデバイスに追加的な特徴及び機能を追加す
るために、携帯電話または携帯端末などの別のデバイスに取り付けられるデバイスである
。ペリフェラルピギーバックは、新しいクライアントシステムを購入することなく、既存
のクライアントシステムで新しい技術を実施することを可能にするために使用され得る。
この機能はまた、別の技術をクライアントシステムに新しく追加することや、旅行時に取
り外すことを可能にする。このことは、旅行先で異なる、または、同一国内ですら異なる
携帯電話ＲＦ技術にとって、特に重要である。ペリフェラルピギーバックは、不要となっ
た際に周辺機器を取り外すこと可能にするため、サイズ及び所要電力を減少させることが
できる。さらに、ペリフェラルピギーバックは、追加的バッテリーを収容するために使用
され、それにより、クライアントシステムの駆動時間を増加させることができる。
【０１００】
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　このペリフェラルピギーバックの特に興味深い実施形態は、周辺機器をホストシステム
にリモート接続する能力である。この能力の好ましい実施形態は、ユビキタスＵＳＢイン
ターフェースを利用してリモートコントロール装置を周辺機器に接続する際の、前記マイ
クロコントローラ（ＭＣＵ）の使用である。また、このＵＳＢインターフェースは、周辺
機器に電力を供給するか（５．０ＶＤＣで、最大で０．５Ａ）、または電源アダプタによ
り外部から電源供給される。直接メモリアクセス（ＤＭＡ）ハードウエアを用いるかまた
はソフトウエア制御下で、ＭＣＵはその後、ローカルに取り付けられたかのように、周辺
機器をホストシステムへ無線インターフェースする。
【０１０１】
　リモートコントロールに接続することが望ましい周辺機器の種類には、スマートカード
、ビデオカメラ、マイク及びヘッドホン、ヘッドレスト、スチルカメラのフラッシュメモ
リカード、ペンタブレット、ゲームコントローラなどが含まれる。リモートコントロール
への接続用周辺機器のためのペリフェラルピギーバックの代替物には、例えばＩ２Ｃ及び
Ｉ２Ｓデバイスなどが含まれる。
【０１０２】
　次の実施形態は、ゲームステーション（game station）と呼ばれるものである。ゲーム
ステーション技術は、ゲームサーバ１２３ｄ上で実行される人気ビデオゲームのエミュレ
ーションを提供し、クライアントシステムを「シンクライアント（thin client）」とし
て使用する。
【０１０３】
　高速ビデオゲームの市場では様々なゲーム機が市販されており、プレイステーションと
Ｘボックスの２つが人気機種である。ゲーム機に加えて、様々なネットワークまたはサー
バベースのゲームが利用可能である。ゲームステーションは、サーバ上で実行され、１若
しくはそれ以上のクライアントシステムをサーバ上で実行される様々なゲームに必要とさ
れる表示及びゲームコントローラの機能を実施するためのシンクライアントとして使用す
るエミュレーターソフトウエアアプリケーションである。
【０１０４】
　次の実施形態は、スマートペリフェラル（smart peripheral）と呼ばれるものである。
スマートペリフェラル３０２は、様々なスマート構成要素を、元々はそれをサポートする
ようには設計されていない電子機器へ追加することを容易にするように設計された周辺機
器サブシステムであり、最低限、スマートカードリーダを有しており、パーソナルコンピ
ュータ３０１に接続される（図３参照）。
【０１０５】
　スマートペリフェラルのスマートカードリーダは、接触型または非接触型のスマートカ
ードリーダであり得る。或る用途のためにスマートカードへの書き込みが必要な場合、ス
マートカードはスマートカードソケットをエンゲージするべきである。クライアントシス
テムに最も用いられるインターフェースは、ＵＳＢ－２有線接続であり得るが、Fire Wir
eまたはその他の高速接続も用いることができる。また、各スマートペリフェラルは、Ｅ
ＳＮシステム３０３を有する必要がある。
【０１０６】
　スマートペリフェラルの一例は、上記したペリフェラルピギーバックのセクションで説
明したリモートコントロールデバイスである。しかし、スマートペリフェラルは、ホスト
システムに直接的に接続されるか、または、任意の通信技術を用いてリモート接続され得
る。
【０１０７】
　次の実施形態は、SmartUpgrade（商標）と呼ばれるものである。SmartUpgrade（商標）
は、ルーチンベース及びデマンドベースの両方において、ユーザがそのプロセスに関与す
ることなく、クライアントシステムを遠隔的にアップグレードすることを可能にするサー
ビスである。
【０１０８】
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　新しくリリースされたソフトウエアが入手可能になると、クライアントシステムのソフ
トウエアを遠隔的にアップグレードすることを可能にする、ルーチンメンテナンス及びア
ップグレードが提供される。アップグレードは、クライアントシステムのユーザが、周辺
機器をクライアントシステムに接続したときに、クライアントシステムが現在インストー
ルされていないドライバまたはアプリケーションプログラムを必要とする場合に提供され
る。この機能は、クライアントシステムのユーザに周辺機器をセールスすることによりビ
ジネスを増大させる機会を、サービスプロバイダに対して提供する。
【０１０９】
　「ルーチン」と「デマンド」との２つの異なるSmartUpgrade（商標）機構がある。ルー
チンモードでは、ホストシステムがオンラインとなると、毎回、ヘッドエンドアクセス制
御サーバ１２２ａとインタラクトし、ネットワークへの接続の許可を要求する。アクセス
制御サーバに送信された情報の一部には、クライアントシステム内のソフトウエアのリリ
ースバージョンが含まれる。図１を参照して、クライアントシステムソフトウエアのリリ
ースバージョンが最新ではない場合、ユーザにアップデートの所望の有無を尋ねるダイア
ログボックスがクライアントシステム１１０に送信される。答えがイエスの場合、アップ
デートが行われる。その後、システムのソフトウエアのアップデートを容易にするために
、アクセス制御サーバ１２２ａからヘッドエンドアップグレード及びメンテナンスサーバ
１２２ｃへメッセージが自動的に送信される。システムの種類やサービスプロバイダの操
作プロトコルに応じて、ダウンロード及びアップデートは、即座に行われるか、或いは、
（自身の使用プロファイルから）システムのユーザがクライアントシステムを通常でない
方法で使用するときまで遅延される。
【０１１０】
　デマンドモードでは、そのシステムにビルトインされているシステムソフトウエアに存
在しないソフトウエアインターフェース（ドライバ）を必要とする周辺機器をユーザがク
ライアントシステムに取り付けた場合、必要なドライバ、ユーティリティ及びアプリケー
ションソフトウエアをクライアントシステム上のソフトウエアに必要に応じて再設定する
、及びクライアントシステム上のソフトウエアパッケージ全体をアップグレードする要求
がヘッドエンドアップグレード及びメンテナンスサーバ１２２ｃに送信される。
【０１１１】
　以上、本発明の好ましい実施形態に関連して本発明を説明したが、特許請求の範囲で規
定された本発明の精神と範囲から逸脱することなく、その形態や細部に種々の変更及び修
正が可能であることは当業者には明らかであろう。従って、本発明の範囲は、特許請求の
範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月9日(2009.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントシステムのユーザが或るデータにアクセスする方法であって、
　前記クライアントシステムによって、第１のスマートカードからユーザ固有の電子シリ
アル番号を含むユーザ固有情報を読み取るステップと、
　前記ユーザ固有情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記サーバによって、前記データへの前記ユーザのアクセス権限を判断すべく前記ユー
ザ固有情報を処理するステップと、
　前記ユーザにアクセス権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが前記サー
バから前記データを受信するステップとを含み、
　前記ユーザ固有情報が、個人識別データを含み、
　前記スマートカードが、前記個人識別データを格納するためのリードオンリーメモリを
含み、
　前記スマートカードが、前記個人識別データを暗号化するための暗号化プログラムを含
むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの位置情報を前記サーバに送信するステップをさらに含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、クライアント電子シリアル番号を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、前記ユーザのインターネットプロトコル
アドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報が、全地球測位システム（ＧＰＳ）データを
含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記サーバから受信した前記データが、前記クライアントシステムが前記スマートカー
ドに含まれているユーザ情報にアクセスすることを許可するデータであることを特徴とす
る方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのグラフィカルユーザインターフェースの設定情報を含
むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのオンラインアカウント情報を含むことを特徴とする方
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法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記オンラインアカウント情報が、前記ユーザの航空マイレージのアカウント情報を含
むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記ユーザ情報が、前記ユーザのインターネットアクセス権を含むことを特徴とする方
法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、前記サーバに設けられた、年齢に適したウェブサイ
トのデータベースから得られることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、前記サーバに設けられた、プライベートネットワー
ク上でアクセス可能なファイルのデータベースから得られることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記インターネットアクセス権が、マスターユーザにより設定されることを特徴とする
方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記個人識別データが、生体認証データを含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムに接続された生体センサを使用して指紋を収集するステップ
と、
　前記ユーザを識別すべく前記生体認証データと前記指紋とを比較するステップとをさら
に含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの位置情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記ユーザ固有電子シリアル番号及び前記クライアントシステムの前記位置情報の両方
に基づいて前記ユーザのアクセス権限を判断するステップとをさらに含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１７】
　クライアントシステムのユーザが或るデータにアクセスする方法であって、
　前記クライアントシステムによって、第１のスマートカードからユーザ固有の電子シリ
アル番号を含むユーザ固有情報を読み取るステップと、
　前記ユーザ固有情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記サーバによって、前記データへの前記ユーザのアクセス権限を判断すべく前記ユー
ザ固有情報を処理するステップと、
　前記ユーザにアクセス権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが前記サー
バから前記データを受信するステップとを含み、
　前記第１のスマートカードがアカウント初期化カードであり、
　前記データが、シングルアカウントに関連する複数のスマートカードを初期化するため
のセットアップルーチンであることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、
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　前記クライアントシステムによって、第２のスマートカードから前記ユーザ固有アクセ
ス権限を読み取るステップと、
　前記ユーザ固有アクセス権限を前記クライアントシステムに入力するステップと、
　前記ユーザ固有アクセス権限を前記サーバに送信するステップと、
　前記ユーザ固有アクセス権限を前記サーバに格納するステップとをさらに含むことを特
徴とする方法。
【請求項１９】
　クライアントシステムのユーザが或るデータにアクセスする方法であって、
　前記クライアントシステムによって、第１のスマートカードからユーザ固有の電子シリ
アル番号を含むユーザ固有情報を読み取るステップと、
　前記ユーザ固有情報を前記サーバに送信するステップと、
　前記サーバによって、前記データへの前記ユーザのアクセス権限を判断すべく前記ユー
ザ固有情報を処理するステップと、
　前記ユーザにアクセス権限が与えられた場合に、前記クライアントシステムが前記サー
バから前記データを受信するステップと、
　前記クライアントシステムにおいて前記ユーザが閲覧したウェブサイトの履歴を前記サ
ーバに送信するステップと、
　前記履歴を前記サーバに格納するステップと、
　前記ユーザの消費嗜好を判断すべく前記履歴を処理するステップとを含み、
　前記データが、電子クーポンを含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記電子クーポンが、前記スマートカードに書き込まれるようにしたことを特徴とする
方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムにおいて前記ユーザが閲覧したウェブサイトの履歴を前記サ
ーバに送信するステップと、
　前記履歴を前記サーバに格納するステップと、
　前記ユーザの消費嗜好を判断すべく前記履歴を処理するステップとをさらに含み、
　前記データが、前記ユーザの消費嗜好に一致した広告を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記広告が、前記ユーザのグラフィカルユーザインターフェースに表示され、前記グラ
フィカルユーザインターフェース上で映像とアルファブレンディングされるようにしたこ
とを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記クライアントシステムの前記位置情報を前記サーバに送信し、前記サーバが、前記
クライアントシステムの前記位置情報を使用して前記ユーザの地理的に関連する消費者情
報を判断するステップをさらに含み、
　前記電子クーポンが、前記地理的に関連する消費者情報に一致するようにしたことを特
徴とする方法。
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