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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、コンピュータ命令を記憶するデータ記憶装置を備えた装置であって、前
記データ記憶装置は、
　少なくとも１人のユーザに表示する少なくとも１つの映像を与えるために前記プロセッ
サによって実行されるロジックと、
　前記少なくとも１つの映像に関する複数のユーザからの入力を受け容れるために前記プ
ロセッサによって実行されるロジックであって、前記入力が少なくとも２つの異なる形式
のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りである
当該ロジックと、
　少なくとも１つのメタデータを用いて映像のサーチを遂行するために前記プロセッサに
よって実行されるロジックと、
　前記サーチから返送される少なくとも１つの映像をランク付けするために前記プロセッ
サによって実行されるロジックであって、前記少なくとも１つの映像に関してユーザが入
力したメタデータの量に少なくとも一部分基づき、且つ、前記少なくとも１つの映像のポ
スターとサーチを開始したユーザとの間の関係に少なくとも一部分基づいて、前記少なく
とも１つの映像をランク付けするように動作できる当該ロジックと、
を記憶することを特徴とする前記装置。
【請求項２】
　前記少なくとも２つの異なる形式のメタデータは、タグ、コメント、記述、及びアノテ
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ーションより成るメタデータ形式のグループから選択される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記タグは位置メタデータを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの映像は、ビデオ映像を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置はサーバーに位置され、各ユーザはそれに対応するクライアントに関連付けら
れる、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ランク付けするロジックは、前記少なくとも１つの映像に関係したユーザアクショ
ンに少なくとも一部分基づいて映像をランク付けするように動作できる、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記ユーザが入力したメタデータは、タグ、コメント、及びアノテーションより成るメ
タデータ形式のグループのメンバーから選択される、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記コンピュータ命令は、少なくとも１人のユーザからの関連性入力に基づいて前記少
なくとも１つの映像に対する少なくとも１つのタグの関連性を決定するためのロジックを
更に含み、前記ランクは、前記少なくとも１つの映像に対する前記少なくとも１つのタグ
の関連性に少なくとも一部分基づく、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ランク付けするロジックは、前記少なくとも１つの映像にメタデータを指定したユ
ーザの数に少なくとも一部分基づいて映像をランク付けするように動作できる、請求項１
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ユーザが入力したメタデータは、前記少なくとも１つの映像をお気に入りとして指
定したユーザの数に少なくとも一部分基づく、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ランク付けするロジックは、前記少なくとも１つの映像に関するアクセスパターン
に少なくとも一部分基づいて前記少なくとも１つの映像をランク付けするように動作でき
る、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アクセスパターンは、前記少なくとも１つの映像のクリックの回数に少なくとも一
部分基づく、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記アクセスパターンは、前記少なくとも１つの映像の視聴の回数に少なくとも一部分
基づく、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ランク付けするロジックは、更に、前記少なくとも１つの映像に関する時間の経過
に基づいて前記少なくも１つの映像をランク付けするように動作できる、請求項６に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの映像に関する時間の経過は、前記少なくとも１つの映像がアップ
ロードされて以来の時間の経過である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　プロセッサと、コンピュータ命令を記憶するデータ記憶装置を備えた装置であって、前
記データ記憶装置は、
　少なくとも１人のユーザに表示する少なくとも１つの映像を与えるために前記プロセッ
サによって実行されるロジックと、
　前記少なくとも１つの映像に関する複数のユーザからの入力を受け容れるために前記プ
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ロセッサによって実行されるロジックであって、前記入力が少なくとも２つの異なる形式
のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りである
当該ロジックと、
　少なくとも１つのメタデータを用いて映像のサーチを遂行するために前記プロセッサに
よって実行されるロジックと、
　前記サーチから返送される少なくとも１つの映像をランク付けするために前記プロセッ
サによって実行されるロジックであって、前記少なくとも１つの映像に関してユーザが入
力したメタデータの量に少なくとも一部分基づく当該ロジックと、
を記憶し、さらに、
　第１メタデータ及び第２メタデータが同じ映像に共通に指定される頻度に少なくとも一
部分基づいてメトリックを決定するための統計学的ロジックを更に含むことを特徴とする
装置。
【請求項１７】
　前記第１及び第２メタデータはタグである、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記統計学的ロジックは、前記決定されたメトリックがスレッシュホールド関係度の値
を越える場合に関係メタデータとして表示するために第１及び第２メタデータを与えるた
めのロジックである、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記コンピュータ命令は、少なくとも１人のユーザからの関連性入力に少なくとも一部
分基づいて映像に対する第１及び第２メタデータの関連性を決定するためのロジックを更
に含み、前記統計学的ロジックは、この決定された関連性に少なくとも一部分基づいてメ
トリックを変化させるためのロジックである、請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　プロセッサと、コンピュータ命令を記憶するデータ記憶装置を備えた装置であって、前
記データ記憶装置は、
　少なくとも１人のユーザに表示する少なくとも１つの映像を与えるために前記プロセッ
サによって実行されるロジックと、
　前記少なくとも１つの映像に関する複数のユーザからの入力を受け容れるために前記プ
ロセッサによって実行されるロジックであって、前記入力が少なくとも２つの異なる形式
のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りである
当該ロジックと、
　少なくとも１つのメタデータを用いて映像のサーチを遂行するために前記プロセッサに
よって実行されるロジックと、
　前記サーチから返送される少なくとも１つの映像をランク付けするために前記プロセッ
サによって実行されるロジックであって、前記少なくとも１つの映像に関してユーザが入
力したメタデータの量に少なくとも一部分基づく当該ロジックと、
を記憶し、さらに、
　少なくとも１つの特定のメタデータが所定の時間周期にわたって映像に指定された頻度
を決定するためのロジックを更に含むことを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのメタデータは、少なくとも１つのタグを含む、請求項２０に記載
の装置。
【請求項２２】
　広告をメディアオブジェクトに関連付ける広告サーバーによって使用するための情報を
与える装置であって、
　少なくとも１人のユーザにプレゼンテーションするためのメディアオブジェクトを与え
るためにコンピュータデバイスによって実行されるロジックと、
　前記メディアオブジェクトに関して複数のユーザからメタデータを受け容れるために前
記コンピュータデバイスによって実行されるロジックであって、前記メタデータが少なく
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とも２つの異なる形式を含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入
りである当該ロジックと、
　少なくとも１つのメタデータが前記メディアオブジェクトに指定される頻度に少なくと
も一部分基づいてメトリックを決定する統計学的ロジックであって、前記ユーザが入力し
た少なくとも１つのメタデータが前記広告サーバーに利用できるようにされた前記コンピ
ュータデバイスによって実行される統計学的ロジックと、
を備えた装置。
【請求項２３】
　メタデータを少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関連付ける装置であ
って、
　少なくとも１人のユーザに再生するために少なくとも１つのオーディオメディアオブジ
ェクトを与えるためにコンピュータデバイスによって実行されるロジックと、
　前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関して複数のユーザから入力
を受け容れるために前記コンピュータデバイスによって実行されるロジックであって、そ
の入力が少なくとも２つの異なる形式のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式の
メタデータの一つがお気に入りである当該ロジックと、
　少なくとも１つのメタデータを用いて前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジ
ェクトのサーチを遂行するために前記コンピュータデバイスによって実行されるロジック
と、
　前記サーチから返送される少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトをランク
付けするために前記コンピュータデバイスによって実行されるロジックであって、前記少
なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関してユーザが入力したメタデータの
量に少なくとも一部分基づき、且つ、前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェ
クトのポスターとサーチを開始したユーザとの間の関係に少なくとも一部分基づいて、前
記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトをランク付けするように動作できる
当該ロジックと、
を備えた装置。
【請求項２４】
　　コンピュータデバイスによって、少なくとも１人のユーザに表示するために少なくと
も１つの映像を与えるステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、前記少なくとも１つの映像に関する複数のユーザ
からの入力を受け容れるステップであって、この入力が少なくとも２つの異なる形式のメ
タデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りである当該
ステップと、
　少なくとも１つのメタデータを用いて映像のサーチを遂行するステップと、
　前記サーチから返送される少なくとも１つの映像をランク付けするステップであって、
前記少なくとも１つの映像に関してユーザが入力したメタデータの量に少なくとも一部分
基づき、且つ、前記少なくとも１つの映像のポスターとサーチを開始したユーザとの間の
関係に少なくとも一部分基づいて、前記少なくとも１つの映像をランク付けするように動
作できる当該ステップと、
を含む方法。
【請求項２５】
　広告を映像に関連付ける広告サーバーによって使用するための情報を与える方法であっ
て、
　コンピュータデバイスによって、少なくとも１人のユーザに表示するための映像を与え
るステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、前記映像に関して複数のユーザからメタデータを
受け容れるステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、ユーザが入力した少なくとも１つのメタデータが
前記映像に指定される頻度に少なくとも一部分基づいてメトリックを決定するステップと



(5) JP 5666088 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

、
　前記コンピュータデバイスによって、前記少なくとも１つのメタデータを前記広告サー
バーに利用できるようにするステップと、
を含む前記方法。
【請求項２６】
　メタデータを少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関連付ける方法であ
って、
　コンピュータデバイスによって、少なくとも１人のユーザに再生するために少なくとも
１つのオーディオメディアオブジェクトを与えるステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジ
ェクトに関して複数のユーザから入力を受け容れるステップであって、その入力が少なく
とも２つの異なる形式のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一
つがお気に入りである当該ステップと、
　コンピュータデバイスによって、少なくとも１つのメタデータを用いて前記少なくとも
１つのオーディオメディアオブジェクトのサーチを遂行するステップと、
　コンピュータデバイスによって、前記サーチから返送される少なくとも１つのオーディ
オメディアオブジェクトをランク付けするステップであって、前記少なくとも１つのオー
ディオメディアオブジェクトに関してユーザが入力したメタデータの量に少なくとも一部
分基づき、且つ、前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトのポスターとサ
ーチを開始したユーザとの間の関係に少なくとも一部分基づいて、前記少なくとも１つの
オーディオメディアオブジェクトをランク付けするように動作できる当該ステップと、
を含む方法。
【請求項２７】
　広告をオーディオメディアオブジェクトに関連付ける広告サーバーによって使用するた
めの情報を与える方法であって、
　コンピュータデバイスによって、少なくとも１人のユーザに再生するためにオーディオ
メディアオブジェクトを与えるステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、前記オーディオメディアオブジェクトに関して複
数のユーザからメタデータを受け容れるステップであって、前記メタデータが少なくとも
２つの異なる形式を含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りで
ある当該ステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、少なくとも１つのメタデータが前記オーディオメ
ディアオブジェクトに指定される頻度に少なくとも一部分基づいてメトリックを決定する
ステップと、
　前記コンピュータデバイスによって、前記少なくとも１つのメタデータを前記広告サー
バーに利用できるようにするステップと、
を備えた方法。
【請求項２８】
　コンピュータ実行可能なプログラムコードを含むコンピュータ読出し可能な記録媒体で
あって、
　少なくとも１人のユーザに表示するために少なくとも１つの映像を与え、
　前記少なくとも１つの映像に関して複数のユーザから入力を受け容れ、この入力が少な
くとも２つの異なる形式のメタデータを含み、且つ前記２つの異なる形式のメタデータの
一つがお気に入りであり、
　少なくとも１つのメタデータを用いて映像のサーチを遂行し、
　前記サーチから返送される少なくとも１つの映像をランク付けし、当該ランク付けは、
前記少なくとも１つの映像に関してユーザが入力したメタデータの量に少なくとも一部分
基づき、且つ、前記少なくとも１つの映像のポスターとサーチを開始したユーザとの間の
関係に少なくとも一部分基づいている、
ことが特徴のプログラムコードを備えた記録媒体。
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【請求項２９】
　広告を映像に関連付ける広告サーバーによって使用するための情報を与えるコンピュー
タ実行可能なプログラムコードを含むコンピュータ読出し可能な記録媒体であって、
　少なくとも１人のユーザに表示するための映像を与え、
　前記映像に関して複数のユーザから少なくとも２つの異なる形式を含むメタデータを受
け容れ、前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入りであり、
　ユーザが入力した少なくとも１つのメタデータが前記映像に指定される頻度に少なくと
も一部分基づいてメトリックを決定し、
　前記少なくとも１つのメタデータを前記広告サーバーに利用できるようにする、
ためのプログラムコードを備えた記録媒体。
【請求項３０】
　メタデータを少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関連付けるためのコ
ンピュータ実行可能なプログラムコードを含むコンピュータ読出し可能な記録媒体であっ
て、
　少なくとも１人のユーザに再生するために少なくとも１つのオーディオメディアオブジ
ェクトを与え、
　前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関して複数のユーザから入力
を受け容れ、その入力が少なくとも２つの異なる形式のメタデータを含み、且つ前記２つ
の異なる形式のメタデータの一つがお気に入りであり、
　少なくとも１つのメタデータを用いて前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジ
ェクトのサーチを遂行し、
　前記サーチから返送される少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトをランク
付けするために、前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトに関してユーザ
が入力したメタデータの量に少なくとも一部分基づき、且つ、前記少なくとも１つのオー
ディオメディアオブジェクトのポスターとサーチを開始したユーザとの間の関係に少なく
とも一部分基づいて、前記少なくとも１つのオーディオメディアオブジェクトをランク付
けすることを特徴とする、プログラムコードを備えた記録媒体。
【請求項３１】
　広告をオーディオメディアオブジェクトに関連付ける広告サーバーにより使用するため
の情報を与えるコンピュータ実行可能なプログラムコードを含むコンピュータ読出し可能
な記録媒体であって、
　少なくとも１人のユーザに再生するためにオーディオメディアオブジェクトを与え、
　前記オーディオメディアオブジェクトに関し複数のユーザから少なくとも２つの異なる
形式を含むメタデータを受け容れ、前記２つの異なる形式のメタデータの一つがお気に入
りであり、
　少なくとも１つのメタデータが前記オーディオメディアオブジェクトに指定される頻度
に少なくとも一部分基づいてメトリックを決定し、
　前記少なくとも１つのメタデータを前記広告サーバーに利用できるようにする、
ためのプログラムコードを備えた記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、メディアオブジェクトを編成して表示することに係り、より詳細に
は、メタデータを、映像のようなメディアオブジェクトに関連付け、そしてそれをランク
付けすることに係る。
【０００２】
　関連出願へのクロスリファレンス：本出願は、参考として全体をここに援用する２００
５年４月２１日に出願された“GENERATION AND USE OF METADATA FOR MEDIA OBJECTS”と
題する米国特許出願第６０／６７４，１０９号の優先権の利益を請求する。
【０００３】
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　本出願は、参考として全体をここに援用する“INTERESTINGNESS RANKING OF MEDIA OBJ
ECTS”と題する、本出願と同時に出願された米国特許出願にも関連している。
【背景技術】
【０００４】
　既存のウェブサイトは、ユーザが、本や映画のようなメディアを見るときにコメントす
るのを許す。しかしながら、従来のウェブサイトは、ユーザにより直接的に又はユーザの
アクションを経て間接的に与えることのできるメディアオブジェクトに関する情報の形式
や、サーチ結果を発生するためのその情報の使い方に制限がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　サーチ結果は、調査者へ提示されるべき最も関連性の高いアイテムを決定するために、
アイテムのランクに依存している。これらのランクは、特定のアイテムがユーザによって
「クリック」され即ちユーザにより見られる回数のような基準に基づくことができる。メ
ディアオブジェクトに関する広範囲の様々なユーザ派生情報を入手できるようにし、そし
てその情報に基づいてメディアオブジェクトに対するより関連性の高いランクを発生する
ことが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、表示のための１つ以上のメディアオブジェクトを１人以上のユー
ザに与え、そして１つ以上のメディアオブジェクトに関するユーザからの入力を受け容れ
ることにより、メタデータをメディアオブジェクトに関連付けることができる。メディア
オブジェクトは、映像（例えば、静止映像又は動画映像）を含んでもよいし、音声メディ
アオブジェクト（例えば、サウンドトラック）を含んでもよい。入力は、少なくとも２つ
の異なる形式のメタデータを含むことができ、このような形式は、タグ、コメント、アノ
テーション、記述、及びお気に入り（好きなもの）又はプレイリスト（プレイリスティン
グ）への追加を含む。タグメタデータは、ロケーションメタデータを含む。この実施形態
を具現化するロジックは、サーバーに配置することができ、そして各ユーザには、それに
対応するクライアントコンピュータを関連付けることができる。
【０００７】
　又、本発明の実施形態は、少なくとも１つのメタデータを使用してメディアオブジェク
トのサーチを遂行し、そしてサーチから返送される１つ以上の映像をランク付けすること
もできる。ランク付けは、メディアオブジェクトに関連したユーザアクションに少なくと
も一部分基づいてもよく、これは、メディアオブジェクトに関するユーザ入力メタデータ
の量、メディアオブジェクトにメタデータを指定したユーザの数、及び／又はメディアオ
ブジェクトに関連したアクセスパターンを含む。アクセスパターンは、メディアオブジェ
クトのクリック又は視聴の数に少なくとも一部分基づいてもよい。又、ランク付けは、メ
ディアオブジェクトのポスターと、サーチを開始したユーザとの間の関係、及び／又はメ
ディアオブジェクトに関連した時間の経過に少なくとも一部分基づいてもよい。本発明の
実施形態は、メディアオブジェクトに対する１つ以上のタグの関連性に少なくとも一部分
基づいてランク付けしてもよく、ここで、関連性それ自体は、１人以上のユーザからの関
連性入力に基づくものである。
【０００８】
　本発明の実施形態は、第１のメタデータ及び第２のメタデータが同じメディアオブジェ
クトに共通に指定される頻度に少なくとも一部分基づいて関係度メトリック（関係度計量
単位）を決定するための統計学的ロジックを含むことができる。この統計学的ロジックは
、複数のメディアオブジェクトに関連付けされた複数のメタデータに対するメトリックに
基づいて関係メタデータのクラスターを決定し、そして各クラスター内で複数のメディア
オブジェクトの個別のランク付けを遂行することができる。又、統計学的なロジックは、
決定されたメトリックがスレッシュホールド関係度値を越える場合には、表示のための第
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１及び第２メタデータを関係メタデータとして与えることもできる。本発明の実施形態は
、メディアオブジェクトに対する第１及び第２メタデータの関連性を、ユーザからの関連
性入力に少なくとも一部分基づいて決定することができ、この場合に、統計学的ロジック
は、決定された関連性に少なくとも一部分基づいて関係度メトリックを変化させることが
できる。
【０００９】
　本発明の実施形態は、少なくとも１つの特定のメタデータが所定の時間周期にわたって
メディアオブジェクトに指定された頻度を決定し、及び／又は少なくとも１つの特定のメ
タデータが指定されるメディアオブジェクトの数を決定することができる。
【００１０】
　本発明の実施形態は、広告サーバーにより使用するための情報を与えることもでき、こ
れは、広告を映像又は他のメディアオブジェクトに関連付ける。メディアオブジェクトへ
のアクセスを生じ得るサーチ又は他のユーザアクションに応答してユーザに表示するため
にメディアオブジェクトが設けられてもよい。メタデータロジックは、メディアオブジェ
クトに関する複数のユーザからのメタデータを受け容れることができる。統計学的ロジッ
クは、メタデータがメディアオブジェクトに指定される頻度に少なくとも一部分基づいて
関係度メトリックを決定することができる。メタデータ及びメトリックは、広告サーバー
に利用することができる。
【００１１】
　広告サーバーは、メタデータ、及び任意であるが、関係度メトリックに少なくとも一部
分基づいて、広告をメディアオブジェクトに関連付けることができる。本発明の実施形態
では、統計学的ロジックは、第１メタデータ及び第２メタデータがメディアオブジェクト
に共通に指定される頻度に少なくとも一部分基づきメトリックを決定することができる。
第１及び第２のメタデータは、広告サーバーに利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下の説明は、当業者が本発明を実施し利用できるようにするためのものである。特定
の装置、技術及びアプリケーションの説明は、例示に過ぎない。ここに述べる実施例に対
する種々の変更が当業者に容易に明らかであろうし、又、本発明の精神及び範囲から逸脱
せずに、ここに定義する一般的な原理を他の実施例及びアプリケーションに適用すること
ができよう。従って、本発明は、図示してここに説明する実施例に限定されるものではな
く、特許請求の範囲内で変更され得る。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態によるクライアントサーバーシステムを示す。本発明の実施
形態によるメディアサーバーは、ｈｔｔｐウェブサーバーロジック、スクリプトエンジン
（ＰＨＰスクリプトエンジンのような）、データベース、及びアグリゲーションエンジン
を含むことができる。メディアサーバーは、インターネットのようなネットワークを経て
複数のクライアントと通信することができる。
【００１４】
　スクリプトエンジンは、認証ロジック、アップロードロジック、メタデータ処理ロジッ
ク、及び許可取り扱いロジックを含むことができる。認証ロジックは、メディアサーバー
ウェブサイトでサインするユーザを認証する。アップロードロジックは、例えば、スチー
ル写真（例えば、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ）、ビデオ（例えば、ＭＰＥＧ、ＡＶＩ）、又はオ
ーディオ（例えば、ＭＰ３、ＯＧＧ）のようなメディアフォーマットに一致するサーバー
データへクライアントからアップロードするのに使用できる。アグリゲーションエンジン
は、統計学的エンジン及びサーチエンジンを含むことができる。本発明のサーバーに使用
するためのクライアントは、典型的なウェブブラウザアプリケーションを含むことができ
る。本発明のファンクションの多くは、参考としてその全体をここに取り上げるwww.flic
kr.comにおいて観察することができる。
【００１５】
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　本発明の実施形態によれば、クライアントにおけるユーザは、ブラウザを使用してメデ
ィアサーバーにアクセスし、そしてメディアオブジェクトのアップロードを要求する。そ
れに応答して、アップロードロジックは、クライアントからデータベースへメディアオブ
ジェクトを記憶する。便宜上、ここでは、システムにより操作されるメディアオブジェク
トの例として映像を頻繁に使用するが、当業者に明らかなように、本発明は、適当な修正
及び他のファンクションの使用を適宜に受けて、他のメディアオブジェクトにも適用され
る（例えば、メディアオブジェクトの視聴は、静止映像や動画映像の視聴、又はサウンド
トラックのようなオーディオメディアオブジェクトの聴取に適用することができる）。
【００１６】
　メタデータ処理ロジックは、ユーザが各映像を記述するためにメタデータを入力するの
を許す。（ここで使用する「メタデータ」とは、単一メタデータ又は複数メタデータを指
す。）図２を参照すれば、メタデータは、各映像に対して１つ以上のタグの形態をとるこ
とができ、例えば、カモメが飛ぶ映像に対して１スペース画定リスト「雲カモメ鳥空」と
して４つの個別のタグが入力される。他の形式のメタデータは、タイトル（例えば、“最
後のカモメ（今のところ）”）、映像の記述、アノテーション、及びコメントを含む。ア
ノテーションとは、アノテーションが付けられる映像のセクションの上に直接表示される
注釈記述である。アノテーションは、ユーザがアノテーション付けされたセクションの上
にカーソルを通過させるまで視野から隠されてもよい。図３を参照すれば、例えば、ユー
ザは、カモメの翼付近に“Note the sunlight coming through the wings(注：日光が翼
を通過して来る)”というアノテーションを追加することができる。メッセージボードに
コメントを入力するのに使用するものと同様にテキスト入力ボックスにコメントを入力す
ることができる。許可されたユーザからの複数のコメントをメディアオブジェクトに対し
て形成して表示することができる。
【００１７】
　図４を参照すれば、許可ロジックは、誰が各映像を見るのが許されるかに関する許可を
ユーザが設定できるようにする。例えば、ユーザは、アクセスを許すための許可を、ユー
ザ自身だけに設定してもよいし、限定された人のグループ、例えば、家族及び／又は友人
に設定してもよいし、或いは公衆（例えば、全ユーザベース）に設定してもよい。更に、
許可ロジックは、他の者が各映像に関するメタデータを与えることをユーザが許可するこ
とも許す。例えば、ユーザは、友人及び／又は家族、他のユーザ、ユーザの連絡先リスト
の誰かが、タグ、コメント（例えば、“I like the way the seagull is hovering(私は
カモメが羽ばたく様子が好きです)”）又はアノテーションを追加するのを許してもよい
し、或いは他の誰もそうすることを許さなくてもよい。
【００１８】
　データベースは、メディアオブジェクトを種々の仕方で編成できるようにする。例えば
、ユーザのメディアオブジェクトは、時間順に編成することができ、ユーザが日付でメデ
ィアオブジェクトをサーチするのを許す。この編成は、メディアオブジェクト（例えば、
写真映像、ビデオファイルを表わすのに使用されるスチール映像、又はオーディオファイ
ルを表わすアイコン）をユーザのディスプレイに時間線に沿って又はカレンダーフォーマ
ットで（例えば、各日からの選択された映像が対応する日付エントリーに表示される状態
で）プレゼンテーションするのを許す。メディアオブジェクトは、アップロードの日付、
又はメディアオブジェクトが生成された日付に基づき、ユーザの表示フォーマット選択に
従って、表示されてもよい。更に、スクリプトエンジンは、メディアオブジェクトをスラ
イドショーフォーマットで表示するのを許す。
【００１９】
　写真については、生成の日付は、装置供給メタデータ、例えば、写真を撮ったカメラか
らのメタデータで、口径、シャッター速度及び他の設定に関するものを含むメタデータに
基づいてもよい。このようなメタデータは、例えば、多数のデジタルカメラによりアップ
ロードされたファイル内に記憶されたＥＸＩＦ（交換可能な映像ファイル）ヘッダから、
或いは多数の写真管理及び編成ソフトウェアパッケージによりアップロードされたファイ
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ル内に記憶されたＩＰＴＣ（インターナショナルプレステレコミュニケーションズカウン
シル）ヘッダから抽出することができる。写真映像の時間順の編成は、「フォトストリー
ム」とも称される。
【００２０】
　又、データベースは、ユーザが、ユーザによりアップロードされたメディアオブジェク
トを、ユーザ付与セット識別子及び記述により識別され記述されたセットへと編成するの
を許す。例えば、映像の各セットは、写真アルバムに類似している。各メディアオブジェ
クトは、複数のセットに属する。セット識別子及び記述それ自体も、メタデータである。
【００２１】
　１人のユーザのみからのメディアオブジェクトを含むセットとは対照的に、複数のユー
ザからのメディアオブジェクトを、データベースを使用して「グループ」にプールするこ
とができる。各グループは、そのグループを確立するユーザによって与えられるグループ
識別子により識別される。全てのグループを一緒にグループ編成することは、メディアオ
ブジェクトをホスティングするメディアサーバーにおいてアクセスできる特定形式の全て
のメディアオブジェクト（例えば、映像）を表わす。グループ生成者は、メディアオブジ
ェクトにアクセスしてそれをグループに追加するための種々の許可レベルを設定すること
ができる。許可レベルは、例えば、全ユーザベースに対してパブリックを、或いは友人／
家族又はユーザ定義社交的ネットワークに対してプライベートを含むことができる。又、
あるグループへのユーザ許可アクセスは、タグ、コメント、及び／又はアノテーションを
追加するために許されてもよい。個々のユーザのメディアオブジェクトの表示及び編成と
同様に、データベースは、グループメディアオブジェクトの編成及び表示を、日付により
構成されたタイムライン又はカレンダーフォーマット、並びにスライドショーで行うこと
ができる。
【００２２】
　メディアサーバーは、特定のグループ編成に属するか又は特定のタグにより識別された
メディアオブジェクトであって、例えば、ポスティングされた日付で順序付けされたメデ
ィアオブジェクトの「フィード」にユーザが契約するのを許すＲＳＳフィードジェネレー
タを備えてもよい。（「グループ編成」とは、メディアオブジェクトの全グループ、複数
のユーザのメディアオブジェクトの単一グループ、個々のユーザのメディアオブジェクト
の全部、或いは個々のメディアオブジェクトのセット（即ちサブセット）のような任意の
集合を指す。）ユーザのクライアントコンピュータにおけるＲＳＳリーダーは、ユーザが
最後にアクセスしたメディアオブジェクト（例えば、更新）がユーザにプレゼンテーショ
ンされるので、新たなメディアオブジェクトしかポスティングされないように構成される
。同様に、リーダーは、特定のメディアオブジェクトに関するコメントの最も最近のスト
リングしか表示されないように構成される。
【００２３】
　統計学的エンジンは、集計されたメタデータに基づいて統計値及び他のメトリックを発
生する。一実施形態では、統計学的エンジンは、所定の時間周期にわたるメディアオブジ
ェクトのグループ編成内でのメタデータ（例えば、タグ）の人気を決定する。例えば、統
計学的エンジンは、最後の２４時間にわたり、システムの全グループ内、単一のグループ
内、又はメディアオブジェクトのセット内の１つ以上のメディアオブジェクトに特定のタ
グを指定した異なるユーザの数を決定することができる。アグリゲーションエンジンは、
タグのヒストグラムを決定（及び表示）することができ、そして頻度が最小スレッシュホ
ールド頻度を越えるタグか、又は所定数の最も人気のあるタグに属するタグかのいずれか
を決定することにより、最も頻繁に指定されたタグ（任意の時点で又は所定の時間周期に
わたり）を決定することができる。
【００２４】
　本発明の一実施形態では、所定数のメタデータ（例えば、タグ）、又はメタデータ内の
用語（例えば、コメント内の用語）は、それらを表示するのに使用されたフォントのサイ
ズによりそれらの頻度が指示されてもよい。例えば、全グループ内の最も人気のある１０
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０個のタグは、増加するフォントサイズで高くなる人気を指示するようにしてアルファベ
ット順にユーザのディスプレイに配列することができる。
【００２５】
　別の実施形態では、統計学的エンジンは、メタデータの「関係度(relatedness)」、即
ち特定のメタデータ（例えば、タグ）（又はメタデータ内（例えば、コメント内）の用語
）が、少なくとも１つの他の特定のメタデータ（又はメタデータ内の用語）と共にメディ
アオブジェクトに指定される頻度の同時発生尺度を決定することができる。一実施形態に
おいて、この同時発生尺度は、同じ形式のメタデータの同時発生の頻度を決定することが
できる。例えば、ワード“Italy(イタリア)”でタグ付けされた全部で１００個の映像の
中で、５０個の映像は、“Rome(ローマ)”でもタグ付けされ、２５個は、“Venice(ベニ
ス)”でもタグ付けされ、１０個は、“Florence(フローレンス)”でもタグ付けされ、そ
して２個は、“Sienna(シエナ)”でもタグ付けされる。同時発生インデックスは、各々、
“Italy-Rome”に対して５０であり、“Italy-Venice”に対して２５であり、“Italy-Fl
orence”に対して１０であり、そして“Italy-Sienna”に対して２である。要約すれば、
タグのサブセットとして位置を含み、タグＭＤは、位置を含むことができる。
【００２６】
　別の実施形態では、関係度メトリックは、少なくとも１つのメディアオブジェクトに、
特定のメタデータ（例えば、タグ）（又はメタデータ内（例えば、コメント内）の用語）
を、少なくとも１つの他の特定のメタデータ（又はメタデータ内の用語）と共に指定した
（例えば、アップロードするか、又はそれらのユーザアカウントに有する）ユーザの数の
頻度の同時発生尺度となるように、ユーザ特有にされてもよい。例えば、ワード“Italy
”でタグ付けされた少なくとも１つの映像を有する全部で１００人のユーザの中で、５０
人のユーザは、“Italy”でタグ付けされ“Rome”でもタグ付けされた映像を有し、２５
人は、“Venice”でもタグ付けされた映像を有し、１０人は、“Florence”でもタグ付け
された映像を有し、そして２人は、“Sienna”でもタグ付けされた映像を有する。同時発
生インデックスは、各々、“Italy-Rome”に対して５０であり、“Italy-Venice”に対し
て２５であり、“Italy-Florence”に対して１０であり、そして“Italy-Sienna”に対し
て２である。
【００２７】
　最も高い同時発生インデックスを有するか又は所定のスレッシュホールドを越える同時
発生インデックスを有する所定数のメタデータ（例えば、タグ）が、「関係」メタデータ
（例えば、タグ）としてユーザに表示されてもよく、少なくとも１つのメタデータ（例え
ば、タグ）は、“See also.”の下に表示された所定の条件を満足しない。所定のスレッ
シュホールドは、考えられる最大のインデックス値のあるパーセンテージとして計算され
る。このように表示される全てのメタデータは、指定のメタデータが割り当てられる全て
のメディアオブジェクトに対してハイパーリンクとして働くことができる。関係度の尺度
は、全ての「パブリック」メディアオブジェクト（即ち、システム上の誰にでも利用でき
るもの）にも適用できるし、又はより小さなグループ編成（例えば、あるグループ又はセ
ット内のもの）にも適用できる。
【００２８】
　関係度計算の一部分として、統計学的エンジンは、この技術で知られた統計学的クラス
ター分析を使用して、メタデータ（例えば、タグ）間の統計学的接近度を決定すると共に
、メタデータ及び関連メディアオブジェクトを対応クラスターに基づいてグループ編成す
ることもできる。例えば、ワード“Vancouver(バンクーバー)”でタグ付けされた１０，
０００個の映像の中で、スレッシュホールド接近度レベル内の１つの統計学的クラスター
は、“Canada(カナダ)”及び“British Columbia(ブリティッシュコロンビア)”でタグ付
けされた映像を含むこともある。スレッシュホールド接近度内の別の統計学的クラスター
は、“Vancouver”と共に“Washington(ワシントン)”及び“space needle(スペースニー
ドル)”でタグ付けされてもよい。クラスター分析により、統計学的エンジンは、“Vanco
uver”を、“Vancouver-Canada”クラスター及び“Vancouver-Washington”クラスターの
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両方に関連付けることができる。メディアサーバーは、２組の関係タグをユーザに表示し
て、それらが、例えば、異なる主題のエリアに対応する異なるクラスターに属することを
指示することができる。
【００２９】
　本発明の実施形態は、ユーザが、メディアオブジェクト、特に、他のユーザによりポス
ティングされたメディアオブジェクトに対するタグの関連性を決定できるようにする。各
タグの次に、関連性設定アイコン又は他の入力グラフィックを表示することができる。例
えば、アイコンは、タグが、表示されたメディアオブジェクトに関連しているとユーザが
考えるか又は関連していないと考えるか指示するために、各々、“＋”及び“－”ボタン
を含んでもよい。統計学的エンジンは、各メディアオブジェクトに対して関連性エントリ
ーを収集し、オブジェクトに対する関係性メトリックを決定することができる。例えば、
このメトリックは、単に、入力された“＋”の数字を、各メディアオブジェクトに対する
関連性エントリーの合計数で除算したものでよい。統計学的エンジンは、各投票を、その
投票ユーザに関連付けて、“投票箱に不正投票する”のを防止し、即ち統計学的エンジン
は、メディアオブジェクトへのタグの関連性に関して単一ユーザによる複数の投票をカウ
ントするのを回避する。
【００３０】
　統計学的エンジンは、関連値をクラスター分析へファクタとして入れて、関係度メトリ
ックに影響を及ぼすことができる。例えば、低い関連値を有するタグは、同じメディアオ
ブジェクトに関連した他のタグに対してあまり関係していないものとして処理される（即
ち、より長い統計学的距離を有するように重み付けされる）。
【００３１】
　メタデータ処理ロジック１１８は、本発明の一実施形態によれば、各メディアオブジェ
クトに対して「関心度(interestingness)」を計算する。この関心度は、メディアオブジ
ェクトに関係したユーザアクションに基づくもので、例えば、メディアオブジェクトに対
してユーザが入力した及び／又はユーザが編集したメタデータ及び／又はアクセスパター
ンの量を含んでもよい。これらファクタとは別に、又はそれに加えて、関心度は、時間、
システム設定、及び／又はメディアオブジェクトのポスターに対するユーザの関係に基づ
くものでもよい。
【００３２】
　上記ファクタの各々は、システム設計者により設定された最大値で切り取られてもよく
、これは、各ファクタを重み付けする１つの仕方である。それとは別に、又はそれに加え
て、切り取りの前に、各ファクタは、そのファクタを乗算する重み付け係数により直接的
に重み付けされてもよい。いずれの場合にも、ファクタ（重み付けされるかどうかに関わ
らず）は、関心度スコア（即ち、ランク）を生成するように一緒に加算されてもよい。重
み付け及び切り取りは、もちろん、これらファクタのいずれかに貢献する各パラメータ（
以下に述べる）に、より微細なレベルで、適用されてもよい。
【００３３】
　関心度スコアは、例えば、メディアオブジェクトを含む全てのグループから、メディア
オブジェクトを含む１つのグループから、メディアオブジェクトのポスターに関連したウ
ェブサイトのエリアから、或いは例えばスコア付けされているメディアオブジェクトを含
むユーザのメディアオブジェクトのセット内からの任意のグループ編成に対して、任意の
メディアオブジェクトについて、計算することができる。
【００３４】
　ユーザ入力メタデータの量は、例えば、メディアオブジェクトに指定されるタグ、コメ
ント及び／又はアノテーションの数、及び／又はメディアオブジェクトをそれらのお気に
入り／ブックマークに追加したユーザの数のようなパラメータを含んでもよい。（ユーザ
のお気に入りにオーディオメディアオブジェクトを追加することは、ユーザのプレイリス
トにメディアオブジェクトを追加することを含む。）これらパラメータとは別に、又はそ
れに加えて、ユーザ入力メタデータの量は、ユーザに関係したものでよく、例えば、メデ
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ィアオブジェクトにタグ、コメント及び／又はアノテーションを追加し、及び／又はそれ
らのお気に入り／ブックマークにメディアオブジェクトを追加したユーザの数を含んでも
よい。
【００３５】
　これらパラメータとは別に、又はそれに加えて、メタデータ処理ロジック１１８は、メ
ディアオブジェクトの視聴（又は再生）及び／又はクリックの数、及び／又はメディアオ
ブジェクト又はメディアオブジェクトに関係したタグを視聴（又は再生）し及び／又はク
リックしたユーザの数のようなメディアオブジェクトのアクセスパターンを関心度スコア
にファクタとして入れることができる。関心度アルゴリズムがユーザのアクションを「ク
リック」として処理するか、又は逆に、メディアオブジェクトの「視聴」又は「視聴中」
として処理するかは、メディアオブジェクトにアクセスするためにユーザが取ったルート
、即ちアクセスパターンに依存してもよい。例えば、特定のタグが指定された映像のサー
チは、複数のサムネイル映像を返送してもよい。このアルゴリズムは、これらサムネイル
の特定の１つをユーザがクリックすることを「クリック」として処理する。
【００３６】
　対照的に、例えば、別のユーザからユーザへｅメールされた映像は、ユーザにより「視
聴」されると考えられる。別の例では、ユーザが映像のグループプールにアクセスすると
きに、ユーザのブラウザは、その映像をサムネイルとしてプレゼンテーションする。ユー
ザは、サムネイルをクリックしてそれを「視聴」することができる。従って、サムネイル
映像をクリックする同じアクションが、ユーザが映像に到達するために取った経路、即ち
アクセスパターンに基づいて、「視聴」又は「クリック」として処理されることが明らか
である。心理的洞察、マーケッティングリサーチ又は他のファクタに基づいて、システム
設計者は、あるアクセスパターンを、他のものよりも高度のユーザの関心を示すものとし
て処理し、そして関心度スコアを計算する際にこのようなアクセスパターンにより高い重
みを指定する。おそらく、より例示的な実施例として、ユーザが＄１０．００の支払に基
づいてサムネイル映像に到達しそしてそれをクリックしてその映像にアクセスする場合に
は、システム設計者は、おそらく、映像の無料アクセスよりも、このようなアクセス経路
に、より高い重み付け係数を指定する。逆に、あるトラフィックソース、サーチ用語、タ
グ問合せ、又はサムネイル映像の表示に対する他の指標は、高い関心度とは矛盾するモチ
ベーションと相関するように決定され、従って、システム設計者は、おそらく、このよう
なアクセス経路に、比較的低い重み付け係数を指定する。
【００３７】
　更に、メタデータ処理ロジック１１８は、ユーザ（例えば、サーチ問合せを入力するユ
ーザ）に対するメディアオブジェクトのポスターの関係をスコアにファクタとして入れる
ことができる。ユーザは、ポスターのメディアオブジェクトへのアクセスが許されたプラ
イベートグループ（例えば、友人及び家族、関心のあるグループ、又は社交的ネットワー
ク）のメンバーでもよいし、或いは、例えば、ポスターの連絡先リストに載せられたユー
ザでもよい。このようなユーザとポスターとの間に、他のユーザに対して関心の類似性の
潜在的により高い見込みが与えられると、この関係が重み付けされ、関心度スコアに加算
され、これを増加させる。
【００３８】
　上記ファンクションは、関心度スコアの「個人化」の一例である。一般に、スコアは、
メディアオブジェクトに対する関心度スコアの要求者のアイデンティティに基づく。（こ
こで使用する「要求者」、即ちメディアオブジェクトの関心度スコア又はランクを要求す
る者とは、スコアを明確に要求する者、又はサーチ問合せを入力する等のアクセスパター
ンを経てアクションを行なう者であって、スコア自体が要求者に与えられるかどうかに関
わらず、メタデータ処理ロジック１１８により関心度スコアを計算すると共にメディアオ
ブジェクトのプレゼンテーションを生じさせるようなアクションを行なう者を指す。）特
に、スコアは、メディアオブジェクトのポスターと、スコアを要求するユーザとの間の関
係に基づく。
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【００３９】
　別の実施形態では、ユーザに関連したメディアオブジェクトに対する個人化スコアは、
そのユーザ及びスコア要求者によって同じ形式のメタデータ（例えば、タグ又はお気に入
り）が指定されたメディアオブジェクトの数に基づいてもよい。メディアオブジェクトは
、例えば、ユーザによりメタデータが指定されることでユーザに関連付けされてもよいし
、又はユーザによりポスティングされてもよい。例えば、第１ユーザ及び第２ユーザが、
それらのオンラインアルバムに、各々、１００個及び２００個の写真映像を記憶すると仮
定する。第２ユーザは、特定のタグに関連した映像をサーチすることができる。サーチエ
ンジン１１１は、第１ユーザのアルバムに記憶された映像を返送することができる。メタ
データ処理ロジック１１８は、第１及び第２ユーザによりお気に入りとして共通に指定さ
れ又は共通にタグ付けされた第１及び第２ユーザアルバムにおける他の映像の数の増加関
数としてスコアをその映像に指定することができ、これは、第２ユーザがまだ「お気に入
り」としておらず又はタグ付けしていない第１ユーザアルバムにおける映像に第２ユーザ
が特に関心をもったという指標としてこのような共有の振舞いが働くという理論のもとで
行われる。
【００４０】
　別の実施形態では、メタデータ処理ロジック１１８は、メディアオブジェクト、及びメ
ディアオブジェクトに対するスコアを要求するユーザに関連した位置に基づいて、関心度
スコアを計算することができる。例えば、メタデータ処理ロジック１１８は、メディアオ
ブジェクトに関連した位置が、ユーザの住居に関連しているか（例えば、ユーザの住居と
同じ地理的領域又はその付近）、ユーザと所定の関係をもつ別のユーザ（例えば、友人又
は家族メンバー）の住居に関連しているか、或いはユーザによりメタデータが指定された
（例えば、タグ付けされるか又はお気に入りとされた）メディアオブジェクトのスレッシ
ュホールド数にそれ自身関連付けられた位置に関連している場合には、メディアオブジェ
クトが特定のユーザにとってより関心があることを指示する。
【００４１】
　後者のケースでは、例えば、メタデータ処理ロジック１１８は、特定のユーザに対し、
ワシントン記念碑の映像の関心度スコアに、ユーザがワシントンＤＣエリアに関連した非
常に多数の映像をお気に入りとして指定したことを肯定的ファクタとして入れることがで
きる。これは、例えば、映像のポスターにより、又は別のユーザがメタデータを映像に指
定するときにタグフィールド又は個別の「位置」フィールドを通して位置を入力すること
により、ワシントンエリアを示す位置メタデータが記念碑の映像に関連付けられると仮定
する。
【００４２】
　他の関心度スコア成分は、システム設計者によりセットすることができる。例えば、あ
るメディアオブジェクトは、猥褻な映像又は競合製品のプロモーションのような不愉快な
コンテンツを含んでいるので、望ましからぬものとして処理される。システム設計者は、
例えば、それまでに累積されたスコアを、「ブラックリスト」にタグ又は他のメタデータ
を有するメディアオブジェクトに指定された所定のスコア相殺パーセンテージだけ減少す
るようにスコア計算を設定することができる。メディアオブジェクトは、２つ以上のブラ
ックリストタグに関連し得るので、スコア相殺値は、それらのタグに関連した最大のスコ
ア相殺となるように選択される。
【００４３】
　別のスコア成分は、時間を考慮することができる。例えば、システム設計者は、それま
でに累積されたスコアを、メディアオブジェクトがポスティングされたときにスタートし
て時間と共に所定のパーセンテージだけ減少するようにスコアの計算を設定することがで
きる。例えば、この時間減衰は、スコアを、ポスティングの日から毎日２％減少させるこ
とができる。この手段及び他の手段を使用することで、関心度それ自身によるメディアオ
ブジェクトの分類が結果を歪めて、それら同じメディアオブジェクトをより頻繁にアクセ
スさせ、それにより、関心度スコアを不自然に高める「正のフィードバックループ」の発
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生を防止することができる。
【００４４】
　最終的な関心度スコアは、例えば、関心度スコアが常に０と１００との間又は０と１と
の間に入るように正規化することができる。正規化を達成する１つの方法は、実際のスコ
ア値を、考えられる最大のスコア値で除算することである。
【００４５】
　サーチエンジン１１１は、ユーザが種々のメタデータに基づいてデータベースのメディ
アオブジェクトをサーチできるようにする。例えば、ユーザは、ユーザにアクセスできる
全てのメディアオブジェクトの中でタグのブールサーチを行うことができる。或いは又、
ユーザは、コメント、アノテーション、タイトル又は記述における用語の全テキストブー
ルサーチを遂行することができる。ユーザにアクセスできるメディアオブジェクトは、例
えば、パブリックメディアオブジェクト、グループ内のメディアオブジェクト、ユーザが
友人又は家族のメンバーであるか或いは別のプライベートグループのメンバーであるとこ
ろのメディアオブジェクト、ユーザによりポスティングされた全てのメディアオブジェク
ト、或いはユーザ定義セット内のユーザのメディアオブジェクトを含む。
【００４６】
　サーチから返送されるメディアオブジェクトは、関心度に基づいてランク付けされる。
例えば、メディアサーバーは、一実施形態において、関心度スコアが所定のスレッシュホ
ールドより高いメディアオブジェクト、又は所定数の最も高いスコアのメディアオブジェ
クトだけをサーチユーザに表示することができる。
【００４７】
　タグによるサーチに応答して、例えば、統計学的エンジン１０９は、サーチ問合せにお
ける１つ以上のタグ（又は他のメタデータ）に最も強く関係した（関係度メトリックに基
づいて）タグ（又は他のメタデータ）を決定することができる。メディアサーバー１００
は、最も強く関係したタグ（又は他のメタデータ）を、検索されたメディアオブジェクト
と共に、クライアントにおけるユーザに返送することができる。関係度の計算が、関係タ
グ（又は他のメタデータ）の２つのクラスターを生じる場合には、その２つのクラスター
に関連したメディアオブジェクトが、関心度の順序でランク付けされる（そして表示され
る）。
【００４８】
　広告の環境において、広告は、イタリアのホテルの広告のための“Rome Italy hotels 
tourist travel(ローマイタリアホテルツーリストトラベル)”のようなそれら自身のメタ
データ／キーワードに関連付けることができる。これらの関係キーワードに基づいて、広
告サーバー１２２は、メディアサーバーによりウェブサーバー１０２を経て送られる関係
度メトリック及び１組の関係タグ又は他のメタデータを使用して、ウェブサイトを後援す
るどの広告が、その１組の関係タグに最も厳密に一致する所定のメタデータ／キーワード
に関連しているか決定することができる。（広告サーバーは、ネットワーク１１２におけ
る第三者サーバーでよい。）広告サーバーは、最も密接に一致する広告をユーザに表示す
る。例えば、広告サーバーは、イタリアのホテルの広告を、ユーザクライアントのコンピ
ュータに表示するのに関連して、１組の強く関係したタグ“Rome Italy honeymoon(ロー
マイタリアハネムーン)”を有するメディアサーバーからの画像も表示することができる
。このように、広告サーバーは、関係度メトリック及び１組の強く関係したタグを使用し
て、表示されたメディアオブジェクトに最も強く関係した広告を与える。
【００４９】
　別の実施形態では、タグ（又は他のメタデータ）によるサーチに応答して、統計学的エ
ンジンは、関連性スレッシュホールドより低い関連性スコアを有するタグ（又は他のメタ
データ）が指定されたメディアオブジェクトがサーチ結果として返送されるのを防止する
こともできる。
【００５０】
　前記説明は、明瞭化のために、異なる機能的ユニットを参照して本発明の実施形態につ
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いて述べたことが明らかである。しかしながら、本発明から逸脱せずに、異なる機能的ユ
ニット間で機能を適当に分散して使用できることも明らかであろう。従って、特定の機能
的ユニットを言及することは、厳密な論理的又は物理的構造体又は編成を指示するのでは
なく、ここに述べた機能を発揮するための適当な手段を言及するに過ぎないことが明らか
であろう。
【００５１】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はその組み合せを含む任意
の適当な形態で実施することができる。本発明の異なる態様は、１つ以上のデータプロセ
ッサ及び／又はデジタル信号プロセッサを実行するコンピュータソフトウェア又はファー
ムウェアとして少なくとも部分的に実施されてもよい。本発明の実施形態のエレメント及
びコンポーネントは、適当な仕方で物理的、機能的及び論理的に実施されてもよい。実際
に、機能は、単一のユニット、複数のユニット、又は他の機能的ユニットの一部分として
実施されてもよい。従って、本発明は、単一のユニットで実施されてもよいし、又は異な
るユニット及びプロセッサ間に物理的及び機能的に分散されてもよい。
【００５２】
　本発明は、幾つかの実施形態について説明したが、ここに述べた特定の態様に限定され
るものではない。むしろ、本発明の範囲は、特許請求の範囲のみによって限定される。更
に、特定の実施形態に関連して特徴を説明したが、当業者であれば、ここに述べた実施形
態の特徴を本発明により合成できることが明らかであろう。更に、１つの実施形態につい
て述べた本発明の態様は、１つの発明として独立してもよい。
【００５３】
　当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに、種々の変更や修正がなされ得
ることが明らかであろう。本発明は、以上に例示した詳細に限定されず、特許請求の範囲
に従って規定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態によるクライアントサーバーシステムを示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるメディアオブジェクトへのタグメタデータの入力を示す
スクリーンショットである。
【図３】本発明の実施形態によるアノテーションメタデータの追加を示す図である。
【図４】本発明の実施形態による設定許可を示す図である。
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