
JP 2016-541075 A 2016.12.28

10

(57)【要約】
　第１のデバイス（９１０）において、ベースコンテン
ツと、ベースコンテンツ内の１つ又は複数のアイテムに
関連する補足コンテンツとを含むトランザクションメデ
ィアコンテナ（２１０）を受信することを含む、ピア支
援ショッピングの方法。方法は、その１つ又は複数のア
イテム（８２５）のうちの少なくとも１つの選択を受信
することも含む。方法は、第１のデバイス（９１０）の
トランザクションメディアコンテナ内の第１のショッピ
ングカート（８２０）を開始することを含み、第１のシ
ョッピングカートは、その少なくとも１つの選択された
アイテムを識別する。方法は、第２のデバイス（９２０
）との通信チャネルを確立することも含む。方法は、情
報を送信して、第２のデバイス（９２０）に関連付けら
れた第２のショッピングカート（９２０）を第１のショ
ッピングカート（９１０）と同期させることも含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピア支援ショッピングの方法であって、
　第１のデバイスにおいて、ベースコンテンツと、前記ベースコンテンツ内の１つ又は複
数のアイテムに関連する補足コンテンツとを含むトランザクションメディアコンテナを受
信することと、
　前記１つ又は複数のアイテムのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記第１のデバイスの前記トランザクションメディアコンテナ内の第１のショッピング
カートを開始することであって、前記第１のショッピングカートは前記少なくとも１つの
選択されたアイテムを識別する、開始することと、
　第２のデバイスとの通信チャネルを確立することと、
　情報を送信して、前記第２のデバイスに関連付けられた第２のショッピングカートを前
記第１のショッピングカートと同期させることと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第２のデバイスから、前記少なくとも１つの選択されたアイテムに関連するレビュ
ー情報を受信することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のデバイスから、示唆されたアイテムを受信することを更に含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　ビデオチャットセッションを要求する入力を受信することと、
　前記第１のデバイスのユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記コンタクトのうちの前記少なくとも１つについてのデバイスとの前記ビデオチャッ
トセッションを開始することと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のデバイスとの前記通信チャネルを確立することは、
　前記第１のデバイスのユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記少なくとも１つの選択されたコンタクトのそれぞれに関連付けられたデバイスとの
通信チャネルを確立することと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ベースコンテンツをシェアする入力を受信することと、
　前記ベースコンテンツ及び前記補足コンテンツをシェアすることと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ベースコンテンツ又は前記補足コンテンツに関連する１つ又は複数の注釈を受信す
ることと、
　前記注釈をシェアすることと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　トランザクションメディアコンテナを記憶するように構成される少なくとも１つのメモ
リであって、前記トランザクションメディアコンテナは、ベースコンテンツと、前記ベー
スコンテンツ内の１つ又は複数のアイテムに関連する補足コンテンツとを含む、少なくと
も１つのメモリと、
　少なくとも１つの処理デバイスと
を含み、前記少なくとも１つの処理デバイスは、
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　前記トランザクションメディアコンテナ内の第１のショッピングカートを開始すること
であって、前記第１のショッピングカートは、前記１つ又は複数のアイテムのうちの少な
くとも１つの選択されたアイテムを識別する、開始することと、
　エンドポイントとの通信チャネルを確立することと、
　情報の送信を開始して、前記エンドポイントに関連付けられた第２のショッピングカー
トを前記第１のショッピングカートと同期させることと
を実行するように構成される、装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記エンドポイントから、前記少なくとも１つ
の選択されたアイテムに関連するレビュー情報を受信するように更に構成される、請求項
８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記エンドポイントから、示唆されたアイテム
を受信するように更に構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　ビデオチャットセッションを要求する入力を受信することと、
　前記第１のデバイスのユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記コンタクトのうちの前記少なくとも１つについてのデバイスとの前記ビデオチャッ
トセッションを開始することと
を実行するように構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記装置のユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記少なくとも１つの選択されたコンタクトのそれぞれに関連付けられたエンドポイン
トとの通信チャネルを確立することと
を実行するように構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記ベースコンテンツをシェアする入力を受信することと、
　前記ベースコンテンツ及び前記補足コンテンツをシェアすることと
を実行するように更に構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記ベースコンテンツ又は前記補足コンテンツに関連する注釈を受信することと、
　前記注釈をシェアすることと
を実行するように更に構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ可読媒体に記憶された論理
を含み、前記論理は、実行されると、少なくとも１つの処理デバイスに、
　第１のデバイスにおいて、ベースコンテンツと、前記ベースコンテンツ内の１つ又は複
数のアイテムに関連する補足コンテンツとを含むトランザクションメディアコンテナを受
信することと、
　前記１つ又は複数のアイテムのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記第１のデバイスの前記トランザクションメディアコンテナ内の第１のショッピング
カートを開始することであって、前記第１のショッピングカートは前記少なくとも１つの
選択されたアイテムを識別する、開始することと、
　第２のデバイスとの通信チャネルを確立することと、
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　情報の送信を開始して、前記第２のデバイスに関連付けられた第２のショッピングカー
トを前記第１のショッピングカートと同期させることと
を行わせるように構成される、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、前記第２のデバイ
スから、前記少なくとも１つの選択されたアイテムに関連するレビュー情報を受信させる
ように更に構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、前記第２のデバイ
スから、示唆されたアイテムを受信させるように更に構成される、請求項１５に記載の非
一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１８】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、
　ビデオチャットセッションを要求する入力を受信することと、
　前記第１のデバイスのユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記コンタクトのうちの前記少なくとも１つについてのデバイスとの前記ビデオチャッ
トセッションを開始することと
を行わせるように構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、
　前記装置のユーザの複数のコンタクトを識別することと、
　前記コンタクトのうちの少なくとも１つの選択を受信することと、
　前記少なくとも１つの選択されたコンタクトのそれぞれに関連付けられたエンドポイン
トとの通信チャネルを確立することと
を行わせるように構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記論理は、実行されると、前記少なくとも１つの処理デバイスに、
　前記ベースコンテンツをシェアする入力を受信することと、
　前記ベースコンテンツ及び前記補足コンテンツをシェアすることと
を行わせるように更に構成される、請求項１５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本開示は、概してソフトウェアに関し、より詳細には、ピア支援電子商取引ショッピン
グの装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　インターネットで買い物する場合、購入者は、購入を手伝う友人を呼ぶいくらかの能力
を失う。友人を買い物に呼ぶことは、購入を行う際に購入者により大きな自信を与える。
コメントする友人がいない場合、購入者は、アイテムを購入しないと判断し、購入を後の
時点まで待つことがある。
【発明の概要】
【０００３】
概要
　本開示は、ピア支援電子商取引ショッピングの装置及び方法を提供する。
【０００４】
　第１の実施形態では、ピア支援ショッピングの方法は、第１のデバイスにおいて、ベー
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スコンテンツと、ベースコンテンツ内の１つ又は複数のアイテムに関連する補足コンテン
ツとを含むトランザクションメディアコンテナを受信することを含む。方法は、前記１つ
又は複数のアイテムのうちの少なくとも１つの選択を受信することも含む。方法は、第１
のデバイスのトランザクションメディアコンテナ内の第１のショッピングカートを開始す
ることを含み、第１のショッピングカートは、前記少なくとも１つの選択されたアイテム
を識別する。方法は、第２のデバイスとの通信チャネルを確立することも含む。方法は、
情報を送信して、第２のデバイスに関連付けられた第２のショッピングカートを第１のシ
ョッピングカートと同期させることも含む。
【０００５】
　第２の実施形態では、装置は、メモリ及び処理デバイスを含む。メモリはトランザクシ
ョンメディアコンテナを記憶する。トランザクションメディアコンテナは、ベースコンテ
ンツと、ベースコンテンツ内の１つ又は複数のアイテムに関連する補足コンテンツとを含
む。処理デバイスは、第１のデバイスのトランザクションメディアコンテナ内の第１のシ
ョッピングカートを受信し開始し、第１のショッピングカートは、前記少なくとも１つの
選択されたアイテムを識別する。処理デバイスは、第２のデバイスとの通信チャネルを確
立することも含む。処理デバイスは、情報を送信して、第２のデバイスに関連付けられた
第２のショッピングカートを第１のショッピングカートと同期させることも含む。
【０００６】
　第３の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読媒体に記憶
された論理を含む。論理は、実行されると、処理デバイスに、第１のデバイスにおいて、
ベースコンテンツと、ベースコンテンツ内の１つ又は複数のアイテムに関連する補足コン
テンツとを含むトランザクションメディアコンテナを受信させる。論理は、実行されると
、１つ又は複数のアイテムのうちの少なくとも１つの選択を受信することも行わせる。論
理は、実行されると、処理デバイスに、第１のデバイスのトランザクションメディアコン
テナ内の第１のショッピングカートを開始することも行わせ、第１のショッピングカート
は、前記少なくとも１つの選択されたアイテムを識別する。論理は、実行されると、処理
デバイスに、第２のデバイスとの通信チャネルを確立することも行わせる。論理は、実行
されると、処理デバイスに、情報を送信して、第２のデバイスに関連付けられた第２のシ
ョッピングカートを第１のショッピングカートと同期させることも行わせる。
【０００７】
　他の技術的特徴が、以下の図、説明、及び特許請求の範囲から当業者には容易に明らか
であることができる。
【０００８】
　本開示及びその利点をより詳細に理解するために、これより、添付図面と併せて解釈さ
れる以下の説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示による、通信ネットワークを通してエンドポイント間での通信を促進する
のに利用することができる通信システム例を示す。
【図２Ａ】コンテンツコンテナ例が本開示によるピア支援ショッピングに向けていかに強
化されるかを示す。
【図２Ｂ】コンテンツコンテナ例が本開示によるピア支援ショッピングに向けていかに強
化されるかを示す。
【図２Ｃ】コンテンツコンテナ例が本開示によるピア支援ショッピングに向けていかに強
化されるかを示す。
【図３】エンドポイント間の交信を開始して、本開示によるピア支援ショッピングをサポ
ートするためのインターフェース例を示す。
【図４】本開示による異なるエンドポイント間に通信を確立するプロセス例を示す。
【図５】本開示による異なるエンドポイント間に通信を確立するプロセス例を示す。
【図６】本開示によるピア支援ショッピング通信インターフェースの例を示す。
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【図７】本開示によるピア支援ショッピング通信インターフェースの例を示す。
【図８】本開示によるショッピングカートを有するコンテナ例を示す。
【図９】本開示による通信ネットワークを通してのエンドポイント間の通信を促進するの
に利用することができる通信システムの別の例を示す。
【図１０】本開示によるピア支援電子商取引ショッピングをサポートするコンピューティ
ングデバイスの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
詳細な説明
　以下に考察される図１～図１０及び本明細書において本開示の原理を説明するために使
用される様々な実施形態は、単なる例示であり、本開示の範囲を限定するものとして決し
て解釈されるべきではない。本開示の原理が任意の適宜構成されたシステムで実施可能な
ことを当業者は理解しよう。
【００１１】
　図１は、本開示による、通信ネットワークを通してエンドポイント間の通信を促進する
のに利用することができる例としての通信システム１００を示す。図１に示されるように
、システム１００は様々なエンドポイント１１０、１２０、及び１３０を含む。本明細書
では、「エンドポイント」という用語は一般に、別のエンドポイントと通信する任意のデ
バイス、システム、又は他の構造を指す。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０の
例としては、サーバ（アプリケーションサーバ及び企業サーバ等）、デスクトップコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュー
タ（APPLE iPad（登録商標）等）、スイッチ、モバイル電話（iPhone（登録商標）及びAN
DOROIDベースの電話等）、ネットワーク接続された眼鏡（Google GLASS等）、ネットワー
ク接続されたテレビ、ネットワーク接続されたディスクプレーヤ、クラウドコンピューテ
ィングネットワーク内の構成要素、又は通信ネットワークとの情報のやりとりに適する任
意の他のデバイス若しくは構成要素が挙げられるが、これらに限定されない。エンドポイ
ント１１０、１２０、及び１３０は、インターネットプロトコル（ＩＰ）又は任意の他の
適する通信プロトコルをサポートし得る。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０は
、ＩＥＥＥ７０１．１１規格に準拠するもの等の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）及び物理レ
イヤ（ＰＨＹ）インターフェースを更に含み得る。エンドポイント１１０、１２０、及び
１３０は、ＭＡＣアドレス等のデバイス識別子を有することができ、エンドポイントを記
述するデバイスプロファイルを有し得る。
【００１２】
　通信ネットワーク１４０は、エンドポイント１１０、１２０、及び１３０間の通信を促
進する。様々なリンク１１５、１２５、及び１３５が、エンドポイント１１０、１２０、
及び１３０を通信ネットワーク１４０に結合する。通信ネットワーク１４０及び関連付け
られたリンク１１５、１２５、及び１３５は、公衆又は私設データネットワーク、電話回
線網、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、大都市圏ネットワーク（ＭＡＮ）、広域
ネットワーク（ＷＡＮ）、有線又は無線ネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ、
ＬＴＥ、WIMAX、５Ｇ等）、ローカル／地域／グローバル通信ネットワーク、クラウドコ
ンピューティングネットワークの部分、システム内の構成要素の通信バス、光ネットワー
ク、衛星ネットワーク、企業イントラネット、又は任意の他の通信リンク若しくは上記の
組合せを含み得るが、これらに限定されない。特定の実施形態では、リンク１１５、１２
５、１３５又は通信ネットワーク１４０の部分は、インターネットの部分にあってもよく
、又はインターネットの部分を形成してもよい。
【００１３】
　エンドポイント１１０、１２０、及び１３０は一般に、図１では単一のロケーションに
あるものとして現れるが、様々なエンドポイントは、クラウドコンピューティング状況等
、地理的に分散してもよい。また、各エンドポイントは、固定又はモバイルデバイスを表
すことができる。エンドポイント１１０、１２０、及び１３０が互いに通信する場合、任
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意の様々なセキュリティ方式が利用可能である。例として、特定の実施形態では、エンド
ポイント１１０及び１２０はクライアントを表し得、エンドポイント１３０は、クライア
ントーサーバアーキテクチャでの１つ又は複数のサーバを表し得る。サーバはウェブサイ
トをホストし得、ウェブサイトは、登録プロセスを有し得、それにより、ユーザは、ユー
ザ名及びパスワードを確立して、認証するか、又はウェブサイトにログインする。ウェブ
サイトは、ユーザによる使用のためにウェブサイトまでサービングする必要があり得る任
意の特定のアプリケーション又は機能にウェブアプリケーションを更に利用し得る。更に
、特定の構成では、エンドポイント１１０と１２０との通信は、エンドポイント１３０を
通る通信路を使用して促進し得る。
【００１４】
　本特許明細書に記載される様々な実施形態は、CINSAY, INC.からのスマートコンテナ（
SMART CONTAINER）技術から恩恵を受け得、且つ／又は利用し得、この技術は以下に手短
に説明され、米国特許第８，７６９，０５３号により十分に説明されている（米国特許第
８，７６９，０５３号は、参照により全体的に本明細書に援用される）。この技術は、業
者がオンライン顧客に到達する革新的な方法を提供する。従来のオンライン販売モデルで
は、業者は、検索を作成するか、又はオンライン顧客が検索エンジンサイト又は様々なウ
ェブプロパティを訪れたときに表示される広告を表示する必要がある。消費者が製品又は
サービスに関連する関心のある広告を見る場合、より多くの情報を発見するため、又はオ
ンラインで購入するために、消費者は現在の活動を停止し、何らかの他のウェブ宛先を訪
れる必要がある。消費者は、特定のオンライン挙動パターンを有する。消費者が積極的に
買い物している場合、従来のマルチステップモデルは上手く機能することができる。従来
の広告販売モデルでは、消費者が行っていることを止め、何らかの他のオンライン宛先を
訪れる必要がある。しかし、消費者は、友人と対話しているソーシャルサイトにいる場合
、ニュースを読んでいる場合、ゲームをプレイしている場合、又は他のオンライン活動に
従事している場合、現在の活動を停止して、何らかの外部インターネット宛先を訪れる可
能性ははるかに低い。
【００１５】
　スマートコンテナモデルは、製品情報又は店を消費者に持っていく。スマートコンテナ
コード／技術は、例えば、図１～図５を参照して説明される構成要素を使用して、又は他
の構成要素を使用して、ウェブにわたりバイラルシンジケーションを実施する。それらの
タイプの宛先にとって、オンライン消費者が、ソーシャルネットワーク及びブログ等を頻
繁に訪れることが理想的である。それにも関わらず、スマートコンテナコードがウェブペ
ージ、ブログ記事、ソーシャルネットワークページ若しくはウォール、又はモバイルデバ
イスに存在する場合、消費者は、何らかの外部宛先に向けられる必要なく、その場でトラ
ンザクションを完了することができる。
【００１６】
　スマートコンテナオブジェクトは、ウェブ並びに他の接続されたネットワーク及びモバ
イルデバイスにわたりバイラルシンジケーションを実施し、伝搬する知的インターネット
オブジェクトである。スマートコンテナオブジェクトは、オンラインマーケティング及び
ショッピングの価値連鎖全体に対応するように、様々な方法で構成することができる。こ
れは、インプレッション、クリック、リード生成、及び電子商取引の実行を含む。近代の
ショッピング経験は、インタラクティブメディアが使用される場合、最良に機能する。販
売及びショッピングに最も魅力のある形態のメディアの１つは、ビデオである。ビデオで
は、テキスト又は静止写真よりもはるかに実物に似た表現が可能である。ビデオは、はる
かに豊富な製品閲覧又はショッピング経験も生み出す。
【００１７】
　スマートコンテナコードには通常、ビデオプレーヤウィンドウ、提供されている製品又
はサービスのセレクション、及び様々な関連するビデオクリップが構成される。ビデオク
リップのこのコレクションにより、消費者は、提供されている製品又はサービスについて
より多くを学ぶことができる。消費者は、これらの提供される任意のアイテムを選択して
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、より詳細な情報を取得することができ、これらは全てスマートコンテナ技術内に包含さ
れる。
【００１８】
　提供されるアイテム（製品又はサービス）は、広告又は販売されているアイテムであり
得る。タイプに応じて、スマートコンテナコードは、消費者がその場で、連絡が取られる
べきリクエストを行うか、更にはオブジェクトを購入できるようにすることができる。消
費者は、現在の活動を停止する必要がなく、又はウェブページを終了させる必要がない。
提供されるアイテムは、値引き若しくはクーポンを含むこともでき、又は値引き若しくは
クーポンに関連付けられることができる。提供されるアイテムは、慈善事業又は政治運動
に寄付する機会であることさえあり得る。当然、別のインターネット宛先を訪れることが
道理にかなうことがあり、適切な場合、消費者は同様に、別のインターネット宛先に確実
にリンクすることができる。
【００１９】
　スマートコンテナコードは、全ての複雑性に対処するため、最も単純なウェブサイトを
インスタント電子商取引ストアにすることができる。これにより、誰でも、電子商取引サ
イトをセットアップする複雑さに対処する必要なく、オンラインで取引することができる
。電子商取引サイトを有する業者の場合、はるかに豊富なショッピング経験を容易に可能
にする。クリエイティブな趣味愛好家又はローカルバンドの場合、関心のある消費者に容
易に直接販売させることを許容する。サポート又は販売促進するために、オンデマンド商
品と呼ばれるスマートコンテナコード内の補足アイテムを提供することができる。業者は
、業者自身の作品と共に販売するアパレルのセレクションを業者のアート及びグラフィッ
クスを用いてカスタム設計することができる。オンデマンドフルフィルメントは、カスタ
ムアパレルを動的にプロデュースして出荷し、在庫を管理する必要性をなくすと共に、オ
ンライン消費者がより豊富な製品ラインを提供する。当然、インスタント商取引ストアは
スマートコンテナオブジェクトに基づくため、全ての形態のバイラルシンジケーション方
法にも同様に広めることができる。
【００２０】
　スマートコンテナコードは、特定の構成に従って自動カスタマイズもする。デバイスが
従来のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）又はラップトップである場合、デバイスは最適な
技術を使用してレンダリングし、最適な技術は、ここでは、フラッシュを表すことができ
る。iPhone、iPad、又はANDROID（登録商標）電話等のモバイルデバイスでは、これは、
ＨＴＭＬ５又はネイティブインタラクティブアプリケーションに慣れている可能性が高い
ことを意味する。スマートコンテナコード内のアイテムはまた、特定の構成に従って互い
について知っている。ビデオが再生されているとき、コンテナは、ビデオセグメント内の
特定のシーケンスに対応する、示されている製品及びサービスオブジェクトを更新するこ
とができる。それにより、「ミニＱＶＣ」ショッピングチャンネルを作成し、インターネ
ットにわたってシンジケート実施（syndicate）することができる。デバイスタイプの他
に、カスタマイズの他の方法がある。より小さなデバイス及びソーシャルサイト等の幾つ
かの環境は、ウィンドウサイズを制限し、スマートコンテナコードはそれに適応する。更
に、スマートコンテナコードが地理ロケーションに関してもカスタマイズ可能なように、
地理ロケーションに基づいて異なるコンテンツを提供することが適切であり得る。
【００２１】
　スマートコンテナコードは、より人気のあるネットワークパスを辿り、インターネット
にわたってバイアルシンジケートを実施することができる。スマートコンテナオブジェク
トは、従来のウェブページ若しくはブログでホストされてもよく、電子メールに含まれて
もよく、モバイルデバイスで動作してもよく、又はソーシャルネットワークを伝搬しても
よい。スマートコンテナコードは柔軟性があるため、広告表示ユニットのフォームファク
タでセットアップし、表示広告ネットワーク上の広告サーバを介して分散することもでき
る。コードは、FACEBOOK（登録商標）のようなソーシャルネットワークに存在する場合、
ユーザの「いいね」の波に乗ることができる。例えば、女性の買い物客が、スマートコン
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テナインターフェースに示される幾つかの素晴らしい靴を気に入る場合、スマートコンテ
ナオブジェクトは、「ウォール」に直接伝搬することができる。この時点で、その女性の
買い物客の全ての友人がスマートコンテナオブジェクトを見、各自のウォールでその場で
閲覧又は取引することができる。当然、その女性の買い物客の任意の友人もそれを「気に
入る」場合、スマートコンテナオブジェクトは伝搬し、波に乗ってソーシャルネットワー
クのそのブランチの更に中に届き、潜在的な指数的成長因子をもたらす。コンテナコード
は必ずしも、靴のような製品を含むわけではない。別の例として、コンテナは、選挙に出
馬している政治家を支援することができる。政治家の支援者は、メッセージに夢中であり
、メッセージを「気に入る」ことがあり得、ここでも、それを支援者のネットワークに提
供する。ここで、同様の考えの政治家支援者はそれらのメッセージを見ることができ、運
動に寄付するように心を動かされる場合、運動に寄付することができる。更に別の例はス
ポーツである。この場合、スポーツファンは、高精細（ＨＤ）大画面テレビでコンテンツ
を見ることを望み得る。ますます多くのユーザが、ROKU及びCHROMECASTデバイス等の相互
接続されたデバイスを有し、スマートコンテナコードも同様に、そのようなＩＰテレビボ
ックスに送信し得る。
【００２２】
　業者は、スマートコンテナオブジェクトを開始し、インターネットでシンジケート実施
する場合、キャンペーンがいかに機能しているかを知ることを望み得る。スマートコンテ
ナオブジェクトは、インプレッション、ビデオ閲覧数、クリック数、リード、及び販売等
の関心のあるイベント及びトランザクションについてのステータスを報告する。全てのそ
のようなイベント／トランザクションは、イベント発生時に返送することができ、イベン
ト／トランザクションの状態についての詳細を提供する。コンテナは、スマートであるた
め、挙動を変更し、異なるクリップを提供し、製品を更新し、又はマーケティング若しく
は販売キャンペーンを止めるときである場合に終了するように命令されることができる。
【００２３】
　別の形態の追跡は、スマートコンテナコードがいかに伝搬されるかに関連する。業者は
、アフィリエイターを使用して、シンジケートの実施を促進し、アフィリエイターの仕事
から生じるトランザクションに基づいてある割合をアフィリエイターに支払うことを望み
得る。スマートコンテナオブジェクトに、アフィリエイト追跡識別子をタグ付けすること
ができ、それにより、コンテナインスタンス又はその子孫からのステータスリポート及び
トランザクションを適宜フィルタリングすることができる。別の追跡使用は、政治家がア
フィリエイトコードを支援者に割り当て、誰の努力が大半の新規支援者に繋がったかを測
定可能にすることであり得る。
【００２４】
　スマートコンテオブジェクトは、特定の構成により高度にスケーラブルなように設計さ
れる。単一のウェブサイトに大量のトラフィック（全ての消費者を店に連れて行く従来の
モデルから生じる）の負担を掛けるのではなく、スマートコンテナコードは分散して動作
する。例えば、スマートコンテナコードは、ブログ、ソーシャルネットワーク、又はモバ
イルデバイス等の配置された場所で実行することができる。スマートコンテナオブジェク
トは、開始時に命令をフェッチし、次に、世界中に分散したコンテンツ配信ネットワーク
から製品アイテム及びビデオストリームを収集する。これにより、高度にスケーラブルな
アーキテクチャになり、数百万人の同時消費者が可能になる。
【００２５】
　ストアを顧客に提示することにより、スマートコンテナコードは、顧客のウェブ活動を
妨げることなく、業者を消費者と結び付ける多くの新しい方法を可能にする。最終結果は
、消費者を業者に直接結び付け、中間業者をなくし、はるかに自然なショッピング経験を
促進することである。
【００２６】
　上記説明の機能は、図１及び図１２に記載される構成要素又は他の適する構成要素等の
任意の適する構成要素から利用することができる。コード自体は、Java（登録商標）、C+
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+、C#、ＨＴＭＬ、ＨＴＭＬ５、JAVAスクリプト、PYTHON、RUBY等を含むが、これらに限
定されない任意の適するフォーマットで書くことができる。
【００２７】
　独立しており、Smart Container（商標）コードによって呼び出される等の任意の特別
なコンテナとは別個に存在する、様々なコンテンツが世界中に存在する。本開示の特定の
実施形態は、補足コンテンツを基本となるベースコンテンツに動的にバインドすることに
より、そのようなコンテンツの力を生かそうとする。単純な例として、ビデオは、多くの
ビデオストリーミングサービスの１つによって提供される等のコンテンツサーバからスト
リーミングし得る。ベースコンテンツは、写真であれ、ストリーミングビデオであれ、リ
モートロケーションからのライブストリームであれ、デバイスの現在のロケーションから
のリアルタイムコンテンツであれ、ウェブページであれ、又は他のタイプの視覚的コンテ
ンツであれ、任意のタイプの視覚的又は可聴的コンテンツを表す。補足コンテンツは、ベ
ースコンテンツ及び／又はベースコンテンツにアクセスしているユーザに関連する追加情
報を表す。本開示の特定の実施形態によれば、補足コンテンツは、ベースコンテンツ及び
／又はベースコンテンツにアクセスしているユーザに関連する追加情報を表す。２０１３
年９月１１日に出願された「DYNAMIC BINDING OF INTELLIGENT INTERNET OBJECTS」とい
う名称の同時係属中の仮出願第６１，８７６，６６８号（参照により本明細書に援用され
る）に、そのような補足コンテンツの追加が開示されている。２０１３年９月１１日に出
願された「AD-HOC DYNAMIC BINDING OF INTELLIGENT INTERNET OBJECTS」という名称の同
時係属中の仮出願第６１，８７６，６４７号（参照により本明細書に援用される）に、ど
の補足コンテンツを表示するかを選択する方法が開示されている。
【００２８】
　図２Ａ～図２Ｃは、コンテンツコンテナ例（スマートコンテナ又は他のコンテナ等）が
、本開示によるピア支援ショッピングに向けていかに強化されるかを示す。本開示の幾つ
かの実施形態によれば、友人又は家族とのショッピングの概念がエミュレートされる。特
に、ユーザが共にショッピングしている人は、物理的に存在する必要はない。しかし、ユ
ーザは、あたかも一緒にショッピングしているかのように、そのような人と通信し、その
ような人からフィードバックを求めることが可能である。後述するように、特定の実施形
態では、「ピア」は、友人又は家族等のユーザが知る人であり得る。他の実施形態では、
「ピア」は、ユーザに容易に知られていない人であり得る。
【００２９】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照して、コンテナ２１０を示す。このコンテナ２１０では、閲覧
可能なベースコンテンツは少なくとも１つのビデオを含む（再生ボタン２２０で示される
ように）。しかし、他の構成では、コンテナ２１０は、画像、ライブビデオフィード、又
は任意の他のタイプのベースコンテンツを含み得る。ベースコンテンツは、任意の適する
ソースから取得することができる。例として、ベースコンテンツは、コンピュータ、モバ
イルデバイス、テレビ画面、又は任意の他の適する１つ若しくは複数のデバイスで閲覧さ
れるYOUTUBE（登録商標）、VIMEO、NETFLIX、REDBOX INSTANT等のビデオベースのプロバ
イダを通してストリーミングされるビデオであり得る。ベースコンテンツは、GOOGLE GLA
SS等の電子デバイスを通して閲覧されている現在のロケーションでのコンテンツのリアル
タイムビュー又はタブレット若しくは電話等のモバイルコンピューティングデバイスでの
リアルタイムビューであってもよい。更に他の構成では、ベースコンテンツは画像であり
得る。更に他の構成では、ベースコンテンツはウェブページであり得る。
【００３０】
　図２Ｂでは、ビデオが開始されており、複数の製品を有する選択的表示可能な製品カル
ーセル２３０が示されている。特定の構成では、これらの製品は、基本となるコンテナ（
ここではビデオ）内のコンテンツに示されている１つ又は複数の製品又はサービスに対応
するが、これが当てはまる必要はない。ビデオの上部に重なって示されているが、製品カ
ルーセル２３０は、ビデオの他の部分（ビデオの横又は下の部分等）に重なってもよく、
又はビデオに全く重ならなくてもよい。例えば、製品カルーセル２３０は、コンテナ２１
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０から拡張してもよく、又はコンテナ２１０の外に位置決めされてもよい。更に、製品カ
ルーセル２３０において様々な程度の透明度を使用し得るか、又は製品カルーセル２３０
は不透明であり得る。
【００３１】
　コンテナ２１０を見ているユーザは、製品カルーセル２３０と対話し、アイテムを購入
するか、又はコンテナ２１０を去らずに他の取引を実行し得る。例えば、友人のFACEBOOK
ウォールでのコンテナを参照して、ユーザは、そのようなアイテムについてコンテナ２１
０から製品を直接購入し得る。他の構成では、ユーザは、コンテナ２１０を去り、ウェブ
サイトにリダイレクトされ得る。
【００３２】
　図２Ｃを参照して、コンテナ２１０の追加の機能を示す。例えば、選択的表示可能なツ
ールバー２４０が、コンテナ２１０の下に少なくとも部分的にかさなって示されている。
ビデオの下部に重なって示されているが、ツールバー２４０は、ビデオの他の部分（ビデ
オの横又は下の部分等）に重なってもよく、又はビデオに全く重ならなくてもよい。例え
ば、ツールバー２４０は、コンテナ２１０から拡張してもよく、又はコンテナ２１０の外
に位置決めされてもよい。更に、ツールバー２４０において様々な程度の透明度を使用し
得るか、又はツールバー２４０は不透明であり得る。
【００３３】
　再生及びオーディオ選択肢２４１、シェア選択肢２４３、アカウントログイン選択肢２
４５、ビデオ品質選択肢２４７、及び詳細情報選択肢２４９を含め、様々な選択肢がツー
ルバー２４０に提供される。再生及びオーディオ選択肢２４１の機能は、当業者に明らか
である。再生バー２４２も示され、このバーは当業者に明らかである。特定の構成では、
再生バー２４２は、通常であればベースコンテンツの表示と同時に存在するであろう再生
バーに取って代わり得る。
【００３４】
　シェア選択肢２４３をクリックすると、様々な他の選択肢を提供し得る。例えば、ユー
ザに、FACEBOOK、MYSPACE、TWITTER（登録商標）、YAHOO、LINKEDIN、GOOGLE、INSTAGRAM
、又はWORDPRESS等のネットワークを介してコンテナをシェアする機会が与えられ得る。
更に、ユーザに、埋め込みコードをコピーし、電子メールを介してシェアする選択肢が与
えられ得る。更に、ユーザは、GOOGLE PLUSで「いいね」ボタン又は「＋１」ボタンをク
リックすることにより、コンテナを伝搬させることが可能であり得る。アカウントログイ
ン選択肢２４５は、ユーザが、例えば、CINSAY、FACEBOOK、又はGOOGLEを含め、様々なネ
ットワークにサインインできるようにし得る。ビデオ品質選択肢２４７は、ビデオの変更
を可能にし、詳細情報選択肢２４９は、コンテナについて提供を望み得る任意の様々な選
択肢を提供することができる。
【００３５】
　ピア支援ショッピング選択肢２５０も提供されて、１つ又は複数の他のエンドポイント
と通信できるようにする。例えば、特定の実施形態では、ユーザは、家で自分のコンピュ
ータ、タブレット、又はテレビでショッピング中であり得る。ユーザが好きなものを見る
と、ユーザは、ピア支援ショッピング選択肢２５０を選択して、ピアとの通信セッション
を開始することができる。選択は、目追跡構成要素によりユーザが見ているアイテムを選
択することにより行うこともできる。別の例として、ユーザは、店でショッピング中であ
り、好きな特定のアイテムを見、ピア支援ショッピング選択肢２５０を使用してピアとの
通信セッションを開始し、見ている物をシェアし得る（電話、タブレット、又はGOOGLE G
LASSのようなモバイルデバイスでのカメラ捕捉機能を使用する等により）。ピア支援ショ
ッピング選択肢２５０の選択は、マウスポインタ、指、又はスタイラスを使用して行うこ
とができる。代替的には、アクティブ化は、デバイスのセンサによって検出される特定の
動きを用いて又は音声によるアクティブ化を通して行い得る。
【００３６】
　ピア支援ショッピング選択肢２５０の使用に関する更なる詳細を以下に提供する。ここ
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でも、コンテナの基本となるコンテンツがビデオとして説明されることが多いが、基本と
なるコンテンツは、撮影されたばかりの写真及びリアルタイムビデオフィードを含む（し
かし、これらに限定されない）任意の他のコンテンツを含み得る。
【００３７】
　図３は、エンドポイント間の交信を開始して、本開示によるピア支援ショッピングをサ
ポートする例としてのインターフェース３００を示す。例えば、図２Ｃのピア支援ショッ
ピング選択肢２５０が選択されると、インターフェース３００をユーザに表示し得る。特
定の構成では、インターフェース３００は、コンテナ上に透明に表示し得る。
【００３８】
　インターフェース３００では、接続選択肢３１０は、CINSAY、FACEBOOK、GOOGLE+、又
はビデオチャットネットワーク（SKYPEのような）等のネットワークに現在接続されてい
る誰かとユーザが交信する選択肢を表す。ユーザが特定のネットワークに接続されていな
い場合、その特定のネットワークの接続選択肢３１０は、接続選択肢３１０に提示されな
くてもよく、又は選択可能でなくてもよい。特定の接続選択肢３１０が選択される場合、
ピア支援ショッピングにおいてリクエスタに参加するように受信者に求めるメッセージを
適切なネットワークを通して伝搬し得る。リクエストを受け入れると、受信ユーザにコン
テナインターフェースを表示し得る。
【００３９】
　接続選択肢３２０は、人との交信を開始する他の方法を表す。ここでは、接続選択肢３
２０の例として、ショートメッセージングサービス（ＳＭＳ）又は電子メールの使用が挙
げられる。これらの選択肢において、リンクがコンテナインターフェースに提供され得る
。
【００４０】
　コンテナがインスタンス化されると、コンテナは、エンドポイントの環境及び通信選択
肢を特定する。例えば、コンテナは、ビデオチャットが利用可能かどうか、ネットワーク
の帯域幅が特定の通信技法に適切であるか否か、ボイスオーバインターネットプロトコル
（ＶｏＩＰ）チャットが選択肢であるか否か、テキストチャットが選択肢であるか否か、
及びモバイル電話アクセスが利用可能であるか否か（AT&T、VERIZON、SPRINT、又はT-MOB
ILEのようなキャリア等を使用することにより）を判断し得る。特定の実施形態では、人
は複数のデバイスを有し得、接続要求は、複数のデバイスに平行して送信することができ
る。
【００４１】
　なお、エンドポイント間で通信する方法及び／又は方式は略無限である。通信チャネル
の非限定的な例は、図１を参照して上で提供されている。これらの通信等の任意の通信が
、エンドユーザ間の通信の開始に使用可能である。
【００４２】
　更に、インターフェース３００に列挙された人々は任意の適する方法で識別することが
できる。例えば、人々は、エンドポイントに関連付けられたデバイス上のコンタクト又は
ネットワーク内のコンタクトを使用して識別することができる。特定の実施形態では、ユ
ーザに共通するネットワーク（FACEBOOK、GOOGLE+、CINSAY等）に現在接続されているコ
ンタクトのみが、選択肢として示され得る。他の例では、コンタクトの一般リストを示す
ことができる。
【００４３】
　以下は、通信を２つのエンドポイント間で行うことができる方法の非限定的な例である
：ショートメッセージングサービス、オンラインプレゼンス、ユーザが現在使用している
インターフェースが何であれ、インターフェースに表示するジョインミーリンク、電子メ
ール、グループへのメッセージのブラスト、又は特定の友人へのメッセージ。特定の実施
形態では、アカウントは必要なく、２つのエンドポイント間の特定のリンクは、接続パラ
メータを通して確立される。当業者に認識されるように、幾つかの実施形態では、通信は
、直接（ピアツーピア）であってもよく、又は間接的（メッセージを中継するサーバを通
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して等）であってもよい。他の例では、通信は２つのハイブリッドであり得る。
【００４４】
　以下は、エンドユーザが互いに通信することができる方法の非限定的な例である：Ｖｏ
ＩＰ、ビデオチャット、テキストチャット、又は電話呼。そのような通信は、エンドユー
ザ間でシェアし得るコンテンツ（デジタルコンテンツ等）に加えてのものである。特定の
実施形態では、通信の方法は、エンドユーザが使用する特定のデバイスの機能に依存し得
る。
【００４５】
　図４及び図５は、本開示により異なるエンドポイント間に通信を確立するプロセス例を
示す。特に、図４は、通信セッションを開始する第１のエンドポイントでの例としてのプ
ロセス４００を示し、一方、図５は、通信セッションの要求を受信する第２のエンドポイ
ントでの例としてのプロセス５００を示す。各プロセス４００、５００は、例えば、図１
０に示され、後述されるような少なくとも１つの処理デバイス１０１２によって実行し得
る。以下の説明では、少なくとも１つの処理デバイス１０１２はコントローラと呼ばれる
が、各プロセス４００、５００は、任意の他の適するデバイスによって実行することがで
きる。
【００４６】
　図４を参照すると、プロセス４００は、ステップ４１０において、第１のエンドポイン
トにおいて、ピア接続選択肢を開始することで開始される。上で参照したように、これは
、ユーザがマウスクリックによりピア支援ショッピング選択肢２５０を選択すること、指
で画面の部分をタップすること、目の追跡、スタイラスで画面に触れること、ネットワー
ク接続されたテレビのリモート、音声アクティブ化、又は近接性センサ（波を検出する等
）等のセンサを含み得る。任意の他の適するアクティブ化技法を使用することもできる。
【００４７】
　ステップ４２０において、コントローラは、第１のエンドポイントの通信パラメータを
特定する。特定の構成によれば、これは、第１のエンドポイントで利用可能な通信の方法
（音声、チャット、又はビデオが利用可能であるか否かの判断等）と、そのようなチャネ
ルの性質（ＷｉＦｉ、３Ｇ、４Ｇのような通信の帯域幅又はタイプ等）とを特定すること
を含み得る。これは、第１のエンドポイントが現在接続しているネットワーク（CINSAY、
FACEBOOK、又はGOOGLEネットワーク等）の特定を含むこともできる。特定の構成では、デ
バイスのユーザは、ＷｉＦｉを介して接続される場合のみ、ビデオチャットが利用可能で
ある（そうでなければ、ビデオチャットはオフにされる）ことを指定する等により、利用
可能な通信方法を構成又は制御し得る。
【００４８】
　ステップ４３０において、コントローラは、他の潜在的なエンドポイントの利用可能な
通信パラメータを特定する。特定の構成によれば、これは、１つ又は複数のピアが現在接
続しているネットワーク（CINSAY、FACEBOOK、又はGOOGLEネットワーク等）の特定を含み
得る。これは、各ピアで利用可能な通信方法の特定を含むこともできる。例えば、上で参
照したように、特定の人は複数のデバイスを有し得、その人が現在使用しているデバイス
又はデバイス（もしあれば）がどれであるかが明確ではないことがある。ピアを考慮する
場合、１人の人に複数の異なるデバイスを考慮し得る。特定の構成では、ユーザは、通信
パラメータを入力するように促されることもできる。例えば、ユーザは、特定の友人との
通信を望み、その友人の電話番号をＳＭＳメッセージのために入力し得る。
【００４９】
　ステップ４４０において、コントローラは、第２のエンドポイントから応答を受信する
と、少なくともその第２のエンドポイントとの通信を開始する。特定の構成では、メッセ
ージは、第２のユーザに平行して送信し得る（FACEBOOK／CINSAY及びテキストメッセージ
を介してアプリケーション内メッセージ等）。ユーザがデスクトップにいる場合、ユーザ
は、モバイルデバイスとは対照的にデスクトップコンピュータとの通信を好み得る。
【００５０】
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　ステップ４５０において、コントローラは、他のメッセージが他のエンドポイントに行
くべきか否かを判断する。特定の構成では、グループ設定を使用することができ、この場
合、ピア支援ショッピングは友人のグループ間である。形成すべき他の接続がある場合、
プロセスはステップ４４０に戻る。
【００５１】
　その他の場合、プロセス４００はステップ４６０に移り、通信をいかに行うかを決定す
るネゴシエーションプロセスがエンドポイント間である。このネゴシエーションでは、各
エンドポイントの通信能力が考慮される。ネゴシエーションプロセスは、各エンドポイン
トで部分的に実行し得る。代替的には、サーバが、エンドポイントの仲介として動作し得
るか、又は１つのエンドポイントが、ネゴシエーションプロセス中、通信セットアップを
制御し得る。例えば、第２のエンドポイントがカメラ又はマイクロホンがないことにより
、メッセージングを介してしか通信できないことがあるため、ネゴシエーションは特定の
実施形態で使用される。したがって、メッセージングは、適する通信技法として決定され
得る。特定の構成では、ステップ４６０のネゴシエーションプロセスは、他のデバイス及
びコンテナ内の特定のコンテンツフィードを考慮に入れ得る。特定の構成では、第１のエ
ンドポイントは、別個の技術を使用して複数のエンドポイントと通信することができる。
例えば、第１のエンドポイントと第２のエンドポイントとの通信は、ビデオチャットを介
して行い得、一方、第１／第２のエンドポイントと第３のエンドポイントとの通信は、テ
キストチャットを介して行い得る。したがって、ネゴシエーションプロセスは、そのよう
な別個の技術を効率的に処理する方法を特定し得る。ステップ４７０において、各通信チ
ャネルが、適する接続パラメータを使用して各エンドポイントと確立される。
【００５２】
　特定の実施形態によれば、図４のプロセス４００は、計算力及びネットワーク待ち時間
に応じて、数秒以内等、迅速に行われ得る。特定の構成では、プロセス４００にかかる時
間は１秒未満であり得る。他の構成では、プロセス４００は数秒を超える時間がかかり得
る。
【００５３】
　図５を参照すると、プロセス５００は、第２のエンドポイントにおいて、ステップ５１
０において、第２のエンドポイントでピア接続要求を受信することによって開始される。
上で参照したように、特定の構成では、複数の平行要求を複数のデバイスを有する特定の
ユーザに送信し得る。これらのタイプのメッセージの幾つかは、特定のエンドポイントで
受信し得る。例えば、テキストメッセージ及びアプリ内メッセージ（CINSAY、FACEBOOK、
又はGOOGLEアプリ内等）を受信し得る。特定の構成では、エンドユーザは、各メッセージ
を見た後、接続への招待を受け入れることを選ぶことができる。非限定的な例として、エ
ンドユーザは、リンクをクリックするか、又は受入を確認するボタンを押下し得る。
【００５４】
　ステップ５２０において、コントローラは、通信のためにコンテナを初期化する。特定
の構成では、コンテナは、デバイスに予めインストールされたアプリケーションに対応す
る機能を有し得る。他の構成では、コンテナは、埋め込みコード等を使用することにより
、「即座に（on the fly）」又は動的に伝搬するアプリケーション機能に対応し得る。
【００５５】
　ステップ５３０において、コントローラは、第２のエンドポイントの通信パラメータを
特定する。これは、図４のステップ４２０を参照して上述したものと同様の動作を実行す
ることを含み得るが、第２のエンドポイントを参照して実行される。ステップ５４０にお
いて、通信要求を確認又は拒絶する等のために、応答が第１のエンドポイントに送信され
る。許容可能な場合、ステップ５５０において、エンドポイント間にネゴシエーションプ
ロセスがあり、通信がいかに行われるかを決定する。これは図４のステップ４６０と同様
であるが、第２のエンドポイントの視点から行われる。ステップ５６０において、１つ又
は複数の通信チャネルが確立され、これは図４のステップ４７０と同様である。
【００５６】



(15) JP 2016-541075 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

　そして、特定の実施形態では、要求を受信し、図５のプロセス５００において第１のエ
ンドポイントのリンクを確立する第２のエンドポイントは、「友人追加」機能を使用して
図４のプロセス４００を実行し得る。そのような実施形態では、第３のエンドポイントの
参加を許可するために、承認が第１のエンドポイントによって要求されてもよく、又はさ
れなくてもよい。プロセス４００を繰り返すに当たり、エンドポイント間のネゴシエーシ
ョンは、第１のエンドポイント又は第２のエンドポイント間で既に確立されているリンク
を考慮し得る。
【００５７】
　図６及び図７は、本開示によるピア支援ショッピング通信インターフェース６００、７
００の例を示す。インターフェース６００は、任意の適するデバイスに存在し得、一方、
インターフェース７００は、ここでは、モバイルデバイスに存在するものとして示されて
いる。これらの特定の実施形態では、基本となるベースコンテンツはビデオである。しか
し、ここでも、基本となるコンテンツはリアルタイムビデオフィード等の他のアイテムで
あってもよい。そのような代替の構成では、第１のデバイスはビデオをキャプチャし、直
接又は間接的に（サーバ仲介等を通して）第２のデバイスにリアルタイムで送信し得る。
【００５８】
　図６を参照すると、図２Ａ～図２Ｃを参照して上述した機能と同様の機能を有し得るコ
ンテナ６１０が一般に示される。ボックス６２０は、コンテナ６１０の一縁部から拡張し
ており、ユーザが３人の異なる人々と通信中であることを示す。ボックス６２０は３つの
部分６２０Ａ～６２０Ｃに分割されて示され、各部分は特定の人に対応する。この特定の
インターフェースが示されるが、他のインターフェースを利用してもよい。例えば、ボッ
クス６２０は、ベースコンテンツに重なるオーバーレイとして示され得る。更に、インタ
ーフェースはコマンドにより隠すことができ、例えば、音声のみが伝搬される。更に、ボ
ックス６２０の部分又は全ては、メッセージングが利用される場合、チャットルームイン
ターフェースで行われ得る。
【００５９】
　特定の構成では、ユーザは、特定の人に対応するボックスの部分と対話することが可能
であり得る。例えば、ユーザは、特定の人に対応する部分６２０Ａ～６２０Ｃをクリック
して、何がその人のショッピングカートにあるかを発見し得る。
【００６０】
　上で参照したように、特定の構成では、別個の技術を利用し得る。したがって、例えば
、部分６２０Ａ及び６２０Ｃは、ビデオチャットセッションを開始するビデオチャットイ
ンターフェースを示し得、一方、部分６２０Ｂはメッセージングチャットであり得る。特
定の実施形態では、変換技術を使用して、テキストから音声又は音声からテキストに変換
し、異なる通信技法を要求する状況に対応し得る。変換プロセスは、いずれかのエンドポ
イント又はサーバ若しくは他の仲介等の通信チェーンの任意の場所で行われ得る。
【００６１】
　ショッピングカート６２５も図６に示され、ユーザはショッピングカート６２５を使用
して、アイテムを配置し得る。アイテムは、１つ又は複数のウェブサイトにおいてショッ
ピングカート６２５に配置し得る。後述するように、特定のユーザのショッピングカート
６２５はピアとシェアし得、各ピアがフィードバックを提供できるようにする。
【００６２】
　様々なツール６４０も、エンドユーザ間の通信を促進するために示されている。特定の
構成では、ツール６４０は、図２Ｃに示されているツール２４０の幾つかに取って代わり
得る。この構成では、コンテナ６１０の下部に示されるが、ツール６４０は、略あらゆる
構成をとることができ、任意の様々な方法で選択的に示す（及び隠す）ことができる。非
限定的な例として、ツール６４０は、コンテナの下部をホバリングすることにより、又は
コンテナを右クリックすることによってインスタンス化し得る。
【００６３】
　この例では、ツール６４０は、ショッピングカートシェア機能６４１、ビデオ内特定ロ
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ケーションシェア機能６４３、現在コンテンツシェア機能６４５、同期機能６４７、及び
コメント又はタグ付け機能６４９を含む。「ｘ」及び「ｙ」として示される他の機能が更
に組み込まれ得る。ショッピングカートシェア機能６４１は、あるユーザがピアにショッ
ピングカート６２５内のアイテムを見られるようにする。ショッピングカート６２５は、
１つ又は複数のアイテムがショッピングカート６２５に追加されたロケーションに戻る１
つ又は複数のリバースリンクを含み得る。例えば、製品が閲覧され、ショッピングカート
６２５に追加されたビデオ内の各ロケーションを含み得る。
【００６４】
　ビデオ内特定ロケーションシェア機能６４３は、あるユーザが別のユーザをビデオ内の
特定のロケーションに向けられるようにする。例えば、あるユーザは、ビデオ内の特定の
製品（靴等）を気に入り、その特定のロケーションをピアの１人又は複数とシェアするこ
とを選び得る。
【００６５】
　現在コンテンツシェア機能６４５は、コンテナを通してユーザが現在見ているコンテン
ツをシェアできるようにする。例えば、コンテンツがビデオである場合、ビデオを他のユ
ーザとシェアし得る。コンテンツがあるもののリアルタイムビューである場合、リアルタ
イムビューを記録し（ユーザデバイスのカメラ等を用いて）、写真又はビデオのいずれか
を別のユーザに送信し得る。
【００６６】
　同期機能６４７は、異なるデバイスでビューを同期できるようにする。例えば、第１の
ユーザは、第２のユーザが、第１のユーザが見ているものと同じものを見ることを望み得
る。したがって、この機能を開始することにより、ビューを同期することができる。この
機能を開始するに当たり、ユーザは、例えば、特定のビデオの開始位置を選び得る。複数
のユーザデバイスは、必要に応じて通信することができ、それにより、再生はそれらのユ
ーザデバイスで同期される。
【００６７】
　コメント又はタグ付け機能６４９は、ユーザがコンテンツの時間ベース及び／又はコン
テンツベース部分にコメントできるようにする。例えば、第１のユーザは、ビデオでの特
定の時間に特定の靴に丸を付け、その情報をピアとシェアしたいことがある。任意の適す
る注釈機能が利用可能である。注釈は、時間及び座標を記憶し得る。
【００６８】
　図７を参照して、モバイルデバイス７９０でのコンテナ７１０を一般的に示す。このコ
ンテナ７１０は、図２Ａ～図２Ｃを参照して上述した機能と同様の機能を含み得る。特定
の実施形態では、コンテナ７１０は画面全体をカバーし得、他のインターフェースは、ベ
ースコンテンツの部分をカバーするように選択的に提供される。例えば、ここで示される
ように、通信機能（ビデオ又はテキストチャット等）を含むボックス７２５は、コンテナ
の部分に重なり得る。
【００６９】
　図８は、本開示によるショッピングカート８２０を用いる例としてのコンテナ８１０を
示す。コンテナ８１０は、図２Ａ～図２Ｃ及び図６を参照して上述したものと同様の機能
を含み得る。特定の実施形態では、コンテナ８１０は画面全体をカバーし得、他のインタ
ーフェースは、ベースコンテンツの部分をカバーするように選択的に提供される。例えば
、ここで示されるように、ショッピングカート８２０は、コンテナ８１０の部分に重なり
得る。この実施形態例では、ショッピングカート８２０は、アイテム８２５ａ～８２５ｃ
、アイテム８２５ａ～８２５ｃの説明８３０ａ～８３０ｃ、購入情報８４０ａ～８４０ｃ
、及び／又はレビュー情報８５０ａ～８５０ｃを含む。
【００７０】
　幾つかの実施形態では、ショッピングカート８２０は、複数のユーザがアイテムを配置
することができるシェアショッピングカートを表し得る。ある買い物客は、ショッピング
カートにアイテムを追加することができ、アイテムは別の買い物客に示唆されるアイテム
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であることができる。特定の実施形態によれば、ショッピングカート８２０の中味は、誰
が各アイテムと追加したかの識別子を、アイテムが来たロケーションへのリンクバックと
共に含み得る。幾つかの状況では、リンクバックはビデオを指すことができる。
【００７１】
　シェアされるショッピングカートは、様々な設定で使用し得る。例えば、ショッピング
カート８２０は、当事者のグループプラニングによって利用し得、各追加アイテムはグル
ープ内の他の人に、何を買うつもりであるかを示す。別の例として、プロムに参加する女
子高校生の場合、各少女が他の少女がプロムで何を着ようとしているかを見得るように、
ショッピングカート８２０を利用し得る。シェアされるショッピングカート内のアイテム
について、個人はアイテムについてコメントすることが可能であり得る。更に、特定のシ
ェアアイテムが注釈付けられた場合、ショッピングカート８２０は、アイテムがリンクバ
ックオブジェクト内にコメントを有することを示し得、これはここでもビデオであり得る
。
【００７２】
　ショッピングカート８２０がシェアされている場合であっても、特定の実施形態では、
個人の精算が生じ得る。そのような精算が生じた場合、特定のアイテムが購入されたこと
を示す通知をショッピングカートに配置し得る。代替的には、カート内の全てのアイテム
が、購入に関してシェアされる場合、各人は、全体量の部分の個人の精算を有し得る。ま
た、特定の実施形態では、カート内であるものがシェアされているか否かは、許可によっ
て定義することができる。例えば、個々のカートは、個人のカートとして開始し得、許可
を変更することにより、迅速にシェアショッピングカートにし得る。
【００７３】
　様々な実施形態では、ユーザに、FACEBOOK、MYSPACE、TWITTER、YAHOO、LINKEDIN、GOO
GLE、INSTAGRAM、又はWORDPRESS等のネットワークを介してコンテナをシェアする機会が
与えられ得る。更に、ユーザに、埋め込みコードをコピーし、電子メールを介してシェア
する選択肢が与えられ得る。ショッピングカート８２０にアクセスすることができる各ユ
ーザは、ショッピングカート８２０内のアイテムをレビューしてコメントすることが可能
であり得、レビューは、そのアイテムのレビュー情報の更新に使用することができる。例
えば、ショッピングカート８２０にアクセスすることができる任意のユーザは、GOOGLE P
LUSにおいて「いいね」ボタン又は「＋１」ボタンをクリックすることにより、アイテム
をレビューし得る。
【００７４】
　幾つかの実施形態では、購入情報８４０ａ～８４０ｃは、各アイテム８２５ａ～８２５
ｃの価格、数量、及び／又は他の購入サイトへのリンクアウトを含み得る。例えば、購入
情報８４０ａ及び８４０ｃは、コンテナ８１０を通して購入する能力と共に、価格及び数
量を含み得る。購入情報８４０ｂは、ユーザがアイテム８２５ｂを他のウェブサイトで購
入し得る別のウェブサイト（アイテム８２５ｂの製造業者等）へのリンクアウトを含み得
る。
【００７５】
　上述したアカウントログイン選択肢２４５は、ユーザが、例えば、CINSAY、FACEBOOK、
及びGOOGLEを含む様々なネットワークにサインインできるようにし得る。幾つかの実施形
態では、コンテナ８１０は、シングルサインオン、グローバルクッキー、分析識別子、及
び／又は様々な機能をサポートする様々なアグリゲータを利用し得る。例えば、ユーザは
、FACEBOOK CONNECT、GOOGLE APPS、スマートカード、モバイルデバイス等を使用してシ
ングルサインオンを通してコンテナ８１０にログインし得る。別の例として、コンテナ８
１０は、グローバルクッキー及び分析識別子を使用して、コンテナ８１０及びショッピン
グカート８２０をユーザに向けてカスタマイズし得る。更に、これらのクッキー及び識別
子は、推奨のカスタマイズに使用することもできる。
【００７６】
　図９は、本開示による通信ネットワークを通してエンドポイント間での通信を促進する
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のに利用することができる別の例としての通信システム９００を示す。図９に示されるよ
うに、システム９００はエンドポイント９１０～９３０を含み、エンドポイント９１０～
９３０は共通のユーザによって使用される。エンドポイント９１０～９３０は、任意の適
する通信又はコンピューティングデバイス（この例では、ラップトップコンピュータ、モ
バイル電話、及びGOOGLE GLASS）を表すが、エンドポイント１１０、１２０、及び１３０
に関して上述したような任意の他のデバイスを使用することもできる。各エンドポイント
は一般に、単一のロケーションにあるものとして現れるが、エンドポイントは地理的に分
散し得（クラウドコンピューティング状況等において）、固定又はモバイルデバイスを表
し得る。
【００７７】
　特定の実施形態によれば、ユーザは、デバイス及び業者にわたりアイテムをショッピン
グカートに追加し得る。例えば、ユーザは、SAKS FIFTH AVENUEに関連付けられたコンテ
ナでショッピングしながら、特定のアイテムを追加し得る。後に、NEIMAN MARCUSに関連
付けられた異なるコンテナを閲覧しているとき、ユーザは、追加の情報をカートに追加し
得る。次に、業者にわたるカートの単一ビューを提供することができる。更に、ユーザは
、単一のカートを使用して両業者から精算することができる。精算すると、システムは、
購入について別個の通信を各業者に送信することができる。
【００７８】
　別の例として、ユーザは、モバイルデバイスを使用してあるものをカートに追加し、後
に、デスクトップコンピュータ又は他のデバイスを使用してショッピングカートを見得る
。業者及び／又はデバイスにわたりこの技術を可能にするために、クッキー、ＭＡＣ識別
子、アカウントログイン認証情報、単一のサインオンプロバイダ等の任意の適する技術を
利用し得る。
【００７９】
　幾つかの実施形態では、ピア支援ショッピング選択肢も一方又は両方のエンドポイント
９１０及び９２０に提供され、１つ又は複数の他のエンドポイントと通信できるようにす
る。例えば、特定の実施形態では、ユーザは、家でエンドポイント９１０において買い物
し得、好きなものを見ると、ピアとの通信を開始し得る。ユーザは店で買い物中であるこ
ともでき、好きな特定のアイテムを見、ピアとの通信を開始し、エンドポイント９２０又
は９３０のカメラを使用して見ている物をシェアし得る。
【００８０】
　上述した様々な図を参照して、ユーザによるフィードバックの要請は製品又はサービス
固有であり得る。更に、ユーザが家族又は友人からフィードバックを得ることの要件はな
く、非友人又は非家族からの一般的なフィードバックを探すための選択肢を提供すること
ができる。例えば、様々な実施形態は、ユーザが、過去に製品又はサービスを購入若しく
はレビューした他の個人又はピア支援ショッピングの参加及びアクティブな要請を選んだ
ことがある他の個人からのそれらの製品又はサービスについてのフィードバックを要請で
きるようにし得る。他の構成では、特定のユーザは、特定のユーザが利用し得る他のネッ
トワークからの非接続ユーザからの情報を要請し得る。そのような構成では、情報の要請
は、要請された個人がCINSAYネットワーク等のネットワークのユーザになることを促進す
ることもできる。非限定的な例として、友人、グループ、サークル、又は一般大衆に特定
の製品についての入力を求めるFACEBOOK又はGOOGLE+掲示（CINSAYの技術によって自動的
に掲示される）を有することができる。特定の構成では、個人は単純に応答に参加し得る
。他の構成では、個人は、CINSAYネットワーク参加ユーザになるように促され得るか、又
は単純に現在のネットワーク（FACEBOOK又はGOOGLE+アカウント等）をCINSAYアカウント
に関連付けるように促され得る。いずれの構成でも、ユーザに、誰が要請されるかについ
ての様々な制御構成が与えられ得る。非限定的な例として、ユーザは、FACEBOOK又はGOOG
LE+アカウントでの友人、グループ、又はサークルに要請する選択肢を有し得る。ユーザ
は、地理的領域（都市、大都市圏、地域、若しくは州等）又は特定の技術能力を有する人
（ビデオチャットできる人等）によって要請する選択肢を有することもできる。ユーザは
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更に、特定の時間枠内で購入した人に要請する（そのような購入統計が利用可能な場合等
）、購入が熟考されている同じ企業から購入した人に要請する、又は製品の既知のあらゆ
る購入者に要請する選択肢を有し得る。任意の他の基準又は基準の組合せ（上記基準を含
む）を使用することもできる。
【００８１】
　アクティブ要請は、ビデオ会話、チャット、ＳＭＳメッセージ、電子メール、又は技術
によって促進される任意の他の形態の電子通信を含め、様々な形態をとり得る。特定の構
成では、要請メッセージの受信は、オプトイン又はオプトアウトシナリオを含み得る。要
請の受信は、上述した方法と同様にして制御することができる。例えば、要請は、FACEBO
OK又はGOOGLE+アカウントでの友人、グループ、又はサークルから受信することができる
。要請の受信は、地理的領域、特定の技術能力を有する人、同じ企業から購入したことが
あるか、若しくは同じ企業からの購入を熟考している人、任意の他の基準、又はそれらの
組合せによって制御することもできる。
【００８２】
　製品又はサービスが選択されると、ユーザに更に、製品又はサービスと共に他の製品又
はサービスユーザからのレビュー、格付け、又はフィードバックを提示し得る。現在のユ
ーザは、ネットワーク内の他のユーザ又はアクティブ要請及びピア支援ショッピングを選
んだピア支援ショッピング参加者から、関心のある製品又はサービスについての追加のフ
ィードバックを求めることを選び得る。アクティブ要請は、技術によって促進され、リア
ルタイム又は遅延して同期又は非同期で行われ得る。
【００８３】
　ピア支援ショッピング又はアクティブ要請参加者は、提供された支援サービスについて
対価を受け取ってもよく、又は受け取らなくてもよい。サービス対価が提供される場合、
クレジット、割引き、仮想通貨、及び法定通貨等の支払い形態を含み得る。製品への一般
的なコメントとは異なり、特定の実施形態は、特定の製品又はサービスについての実際の
リアルタイムの質問／応答セッションを提供する。
【００８４】
　図１０は、本開示によるピア支援電子商取引ショッピングをサポートする例としてのコ
ンピューティングデバイス１０００を示す。コンピューティングデバイス１０００は一般
に、例えば、任意のエンドポイント又は上述した他のコンピューティングデバイスを表す
ことができる。コンピューティングデバイス１０００は、ここでは、上述した技法又は機
能の任意の組合せを含め、上述した任意の技法又は機能を実施するために使用することが
できる。コンピューティングデバイス１０００は一般に、Windows、MAC OS、UNIX（登録
商標）、LINUX、OS2、IOS、ANDROID、又は他のオペレーティングシステムを含め、任意の
適するオペレーティングシステムを実行するように構成され得る。
【００８５】
　図１０に示されるように、コンピューティングデバイス１０００は、少なくとも１つの
処理デバイス１０１２と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０１４と、読み取り専用
メモリ（ＲＯＭ）１０１６と、マウス１０１８と、キーボード１０２０と、ディスクドラ
イブ１０２２、プリンタ１０２４、ディスプレイ１０２６、及び通信リンク１０２８等の
入力／出力デバイスとを含む。他の実施形態では、コンピューティングデバイス１０００
は、より多数、より少数、又は他の構成要素を含み得る。コンピューティングデバイスは
、多種多様な構成であり、図１０は、いかなる特定のコンピューティングデバイス又はい
かなるタイプのコンピューティングデバイスにも本開示の範囲を限定しない。
【００８６】
　プログラムコードは、ＲＡＭ１０１４、ＲＯＭ１０１６、又はディスクドライブ１０２
２に記憶し得、少なくとも１つの処理デバイス１０１２によって実行されて、上述した機
能を実行し得る。少なくとも１つの処理デバイス１０１２は、１つ又は複数のプロセッサ
、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マルチコアプロセッサ等
の任意のタイプの処理デバイスとすることができる。通信リンク１０２８は、上述した任
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意の様々なタイプの通信ネットワーク１４０を含め、コンピュータネットワーク又は様々
な他の通信プラットフォームに接続され得る。ディスクドライブ１０２２は、例えば、フ
ロッピードライブ、ハードドライブ、ＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、磁気テープドライ
ブ、又は他の適する記憶媒体等の様々なタイプの記憶媒体を含み得る。１つ又は複数のデ
ィスクドライブ１０２２が、コンピューティングデバイス１０００で使用され得る。
【００８７】
　なお、図１０は、本開示の他の実施形態と共に利用され得るコンピュータの一例を提供
するが、そのような他の実施形態は、任意の適する汎用又は専用コンピューティングデバ
イスを利用し得る。任意の適する構成を有する複数のコンピューティングデバイスを使用
することもできる。一般に、複数のコンピューティングデバイスは、インターネットを通
して、且つ／又はクライアント－サーバネットワークでネットワーク接続される。しかし
、本開示は、私設又は公衆ネットワークによって一緒にリンクされる別個のコンピュータ
ネットワーク内のコンピューティングデバイスを含め、任意の適する組合せ及び構成のコ
ンピューティングデバイスを使用し得る。
【００８８】
　コンピューティングデバイス１０００は、固定又はモバイルデバイスを表すことができ
、様々な構成要素が、コンピューティングデバイスの特定の実施に基づいて追加又は省略
可能である。例えば、モバイルデバイスは、カメラ、カムコーダ、ＧＰＳ機能、及び無線
通信用のアンテナ等の機能を含むことができる。そのようなモバイルデバイスの特定の例
としては、iPhone、iPad、及びANDOROIDベースのデバイスが挙げられる。
【００８９】
　上記図は、ピア支援電子商取引ショッピングのサポートに関連する様々なシステム、デ
バイス、及び方法を記載したが、様々な変更を図に対して行い得る。例えば、様々なデバ
イス及びシステムの設計は、デバイス又はシステムの構成要素が結合、更に細分、再構成
、又は省略される場合及び追加の構成要素が追加される場合等、必要又は所望に応じて変
更することができる。別の例として、様々な方法が一連のステップとして示されるが、各
方法での様々なステップは、重なってもよく、並列で行われてもよく、異なる順序で行わ
れてもよく、又は任意の回数行われてもよい。更に、グラフィカル提示の例は、単なる例
示であり、コンテンツは任意の他の適する方法で提示することもできる。周知のプロセス
が詳細に記載されておらず、簡潔にするために省かれたことが理解されよう。特定のステ
ップ、構造、及び材料が記述されていることがあるが、本開示はこれらの詳細に限定され
ず、当業者によく理解されるように、他で置換してもよく、様々なステップは必ずしも、
示されている順序で実行される必要がない。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、本特許明細書に記載される様々な機能は、コンピュータ可読プ
ログラムコードから形成され、コンピュータ可読媒体で実施されるコンピュータプログラ
ムによって実施又はサポートされる。「コンピュータ可読プログラムコード」という語句
は、ソースコード、オブジェクトコード、及び実行可能コードを含め、任意のタイプのコ
ンピュータコードを含む。「コンピュータ可読媒体」という語句は、読み取り専用メモリ
（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ハードディスクドライブ、コンパクト
ディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、又は任意の他のタイプのメモリ
等のコンピュータによりアクセス可能な任意のタイプの媒体を含む。「非一時的」コンピ
ュータ可読媒体は、一時的な電気信号又は他の信号を搬送する有線、無線、光学、又は他
の通信リンクを除外する。非一時的コンピュータ可読媒体は、書換可能光ディスク又は消
去可能メモリデバイス等のデータを永続的に記憶することができる媒体及びデータを記憶
し、後に上書きすることができる媒体を含む。
【００９１】
　本特許文書全体を通して使用される特定の用語及び語句の定義を記載することが有利で
あり得る。「アプリケーション」及び「プログラム」という用語は、適するコンピュータ
コード（ソースコード、オブジェクトコード、又は実行可能コードを含む）で実施される
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ように構成される１つ又は複数のコンピュータプログラム、ソフトウェア構成要素、命令
セット、プロシージャ、関数、オブジェクト、クラス、インスタンス、関連データ、又は
その部分を指す。「送信」、「受信」、及び「通信」という用語並びにそれらの派生語は
、直接通信及び間接通信の両方を包含する。「含む（include）」及び「含む（comprise
）」という用語並びにそれらの派生語は、限定なしの包含を意味する。「又は」という用
語は包含的であり、及び／又はを意味する。「関連付けられた」という用語及びその派生
語は、含む、含まれる、相互接続する、包含する、包含される、への接続又はとの接続、
への結合又はとの結合、通信可能、協働、インタリーブ、並置、近傍、へのバインド又は
とのバインド、有する、の属性を有する、への関係又はとの関係を有する等を意味し得る
。「少なくとも１つの」という語句は、項目のリストと共に使用される場合、列挙された
項目のうちの１つ又は複数の異なる組合せが使用可能であり、リスト内の１つのみの項目
が必要であり得ることを意味する。例えば、「Ａ、Ｂ、及びＣのうちの少なくとも１つ」
は、以下の任意の組合せを含む：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ及びＢ、Ａ及びＣ、Ｂ及びＣ、並びにＡ
及びＢ及びＣ。
【００９２】
　本開示は特定の実施形態及び一般に関連付けられた方法を記載したが、これらの実施形
態及び方法の変更形態及び置換形態が当業者には明らかになろう。以下の特許請求の範囲
によって規定される本発明から逸脱せずに、他の変更形態、置換形態、及び代替形態も可
能である。

【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図６】
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【図１】

【図２Ｃ】

【図３】 【図４】
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