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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力データ信号からメタデータパラメータを抽出するデータストリッパであって、前記
抽出されたメタデータパラメータが置換決定パラメータを含み、前記置換決定パラメータ
が評価形式を特定するための評価形式フィールドと評価形式に対応する評価値を特定する
ための評価値フィールドを持ち、前記評価形式と前記評価値はデータ信号内のオリジナル
放送メタデータが置換される時を決定し、前記評価形式は優先比較であり、前記評価値は
優先レベルである、前記データストリッパと、
　前記置換決定パラメータを評価し、データ修正装置に割り当てられた優先値に対して前
記評価値の前記評価形式による評価を行う評価器と、
　前記入力データ信号内のメタデータを、前記評価器の比較を基に、地域メタデータに置
換えるインサータ、
を含む、データ修正装置。
【請求項２】
　前記入力データ信号がＴＣＰ－ＩＰ基準に従ったデータ信号である、請求項１に記載の
データ修正装置。
【請求項３】
　前記入力データ信号がＡＴＶＥＦ基準に従ったデータ信号である、請求項１に記載のデ
ータ修正装置。
【請求項４】
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　前記入力データ信号がＤＯＣＳＩＳ基準に従ったデータ信号である、請求項１に記載の
データ修正装置。
【請求項５】
　前記入力データ信号のデータの方式がＮＴＳＣ方式である、請求項１に記載のデータ修
正装置。
【請求項６】
　前記入力データ信号のデータの方式がＭＰＥＧ２方式である、請求項１に記載のデータ
修正装置。
【請求項７】
　前記入力データ信号のデータの方式がＨＤＴＶ方式である、請求項１に記載のデータ修
正装置。
【請求項８】
　前記入力データ信号のデータの方式がＤＶＤ方式である、請求項１に記載のデータ修正
装置。
【請求項９】
　前記入力データ信号のデータの方式がＤＢＳ方式である、請求項１に記載のデータ修正
装置。
【請求項１０】
　前記入力データ信号がビデオデータ要素とメタデータ要素を含む、請求項１に記載のデ
ータ修正装置。
【請求項１１】
　前記地域メタデータは記憶装置から入力される、請求項１に記載のデータ修正装置。
【請求項１２】
　前記記憶装置が記録可能なディスクである、請求項１１に記載のデータ修正装置。
【請求項１３】
　前記記憶装置がＲＡＭである、請求項１１に記載のデータ修正装置。
【請求項１４】
　前記記憶装置がコンピュータのデータベースである、請求項１１に記載のデータ修正装
置。
【請求項１５】
　前記入力データ信号が分配チャネルに伝送されるように構成されている、請求項１に記
載のデータ修正装置。
【請求項１６】
　前記データストリッパが入力データ信号をビデオデータ要素とメタデータ要素に分離す
るように構成される、請求項１に記載のデータ修正装置。
【請求項１７】
　前記評価器が再プログラム可能な装置である、請求項１に記載のデータ修正装置。
【請求項１８】
　前記評価器がＡＳＩＣである、請求項１に記載のデータ修正装置。
【請求項１９】
　更に、入力データと地域メタデータを組み合わせたデータを表示する受信装置を含む、
請求項１に記載のデータ修正装置。
【請求項２０】
　前記受信装置がＮＴＳＣ方式の信号を表示するテレビジョンである、請求項１９に記載
のデータ修正装置。
【請求項２１】
　前記受信装置がＨＤＴＶ対応のテレビジョンである、請求項１９に記載のデータ修正装
置。
【請求項２２】
　前記受信装置がＭＰＥＧ２対応のテレビジョンである、請求項１９に記載のデータ修正
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装置。
【請求項２３】
　前記受信装置がＤＶＤ対応のテレビジョンである、請求項１９に記載のデータ修正装置
。
【請求項２４】
　前記受信装置がＤＢＳ対応のテレビジョンである、請求項１９に記載のデータ修正装置
。
【請求項２５】
　データ修正装置において、データ信号を選択的に修正する方法であって、
　第１のデータ要素と第２のデータ要素を含むデータ信号を前記データ修正装置において
受信し；
　前記第２のデータ要素と前記第１のデータ要素とを分離し、前記第２のデータ要素が第
２のデータ要素の発送元によって定義されたメタデータパラメータを含み、前記メタデー
タパラメータが置換決定パラメータを含み、前記置換決定パラメータが評価形式を特定す
るための評価形式フィールドと評価形式に対応する評価値を特定するための評価値フィー
ルドを持ち、前記評価形式と前記評価値はデータ信号内の第２のデータ要素が置換される
時を決定し、前記評価形式は優先比較であり、前記評価値は優先レベルであり、
　前記第２のデータ要素を置き換えるべきかどうかを、前記第２のデータ要素の優先レベ
ルを前記データ修正装置に割り当てられた優先値と比較することにより決定し、
　前記第２のデータ要素を置き換えないことが決定された場合には、前記第２のデータ要
素と前記第１のデータ要素を併合して出力し、
　前記第２のデータ要素を置き換えが決定された場合には、第３のデータ要素をデータベ
ースから検索し、前記第３のデータ要素と前記第１のデータ要素を併合して出力する、
段階を含む前記方法。
【請求項２６】
　データ信号を選択的に修正する方法を実行するコンピュータ処理可能な命令を記憶した
コンピュータで読取可能な媒体であって、前記方法が、
　第１のデータ要素と第２のデータ要素を含むデータ信号を受信し、
　前記第２のデータ要素と前記第１のデータ要素とを分離し、
　前記第２データ信号からメタデータパラメータを抽出することであって、前記抽出した
メタデータパラメータが置換決定パラメータを含み、前記置換決定パラメータが評価形式
を特定するための評価形式フィールドと評価形式に対応する評価値を特定するための評価
値フィールドを持ち、前記評価形式と前記評価値はデータ信号内の第２のデータ要素が置
換される時を決定し、前記評価形式は優先比較であり、前記評価値は優先レベルであり、
　前記第２のデータ要素を置き換えるべきか否かを、前記第２のデータ要素の優先レベル
を前記データ修正装置に割り当てられた優先値と比較することにより決定し、
　前記第２のデータ要素を置き換えが決定されない場合には、前記第２のデータ要素を前
記第１のデータ要素と併合して出力し、
　前記第２のデータ要素を置き換えが決定された場合には、第３のデータ要素をデータベ
ースから検索し、前記第１のデータ要素を前記第３のデータ要素と併合して出力する、
段階を含む、前記コンピュータで読取可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は相互作動する、強化されたテレビジョンシステムに関し、更に詳細には地域デー
タ内容を地方または国内において相互作動（interactive）するテレビジョン放送に組み
入れることに関する。
【０００２】
（発明の背景）
新しい基準が、インターネットに基づく強化された内容をテレビジョン媒体を介して伝達
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することを実際化せんとしている。進歩したテレビジョン強化フォーラム（Advanced Tel
evision Enhancement Forum）（ＡＴＶＥＦ）は相互作動する強化されたテレビジョン事
象（experience）を伝達するための一つの公共基準を特定するために形成された産業間集
団（cross-industry group）である。進行中の相互協力の努力の最初の成果がＡＴＶＥＦ
仕様 v1.1r26に記載されている。その内容を参照として本願に組み入れる。ＡＴＶＥＦ仕
様はまたhttp://www.atvef.com/library/spec1_1a.htmlで見られる。ＡＴＶＥＦ仕様は相
互作動するテレビジョン内容を各種ツールを用いて創造し、各種テレビジョン、セット・
トップ及びＰＣベースの受信機に展開されるようにする。相互作動するテレビジョン産業
が新しい応用を開発し続ける限り、ＡＴＶＥＦ基準は拡張し続けるであろう。
【０００３】
ＡＴＶＥＦ仕様はパーソナル・コンピュタと従来のテレビジョン受信機の統合を促進して
いる。消費者が最終的にはパソコンの相互作動能力と融通性とに結合された、テレビジョ
ンの広範な利用性と容易使用性をもった単一の装置を持つことが予測される。ＡＴＶＥＦ
はアナログ（ＮＴＳＣ）及びデジタル（ＡＴＳＣ）テレビジョン放送を含む各種の媒体及
び無線、ケーブル、衛星及びインターネットを含む各種回路網型式に送られる強化された
内容を創造するため使用される基準を画定する。
【０００４】
何れの強化されたテレビジョン内容が良いかを画定するのに加えて、ＡＴＶＥＦ仕様はま
たその内容をどの様にして放送局から受信者に伝送するか、及びその内容に使用者がアク
セスできる強化部分があることを受信者はどの様にして知らされるかを画定する。強化さ
れたＴＶ内容の表示は基本的な２つの工程、すなわちデータ源（例えばＨＴＭＬページ）
の送付及びトリガにより同期された命名されたデータ源の表示、の工程を含む。トリガは
強化された内容の場所への連結を与える。“搬送型式Ａ”及び“搬送型式Ｂ”と名付けら
れた２つの搬送モデルが一方向及び／又は２方向通信により使用者と係合する回路網の能
力を限定する。
【０００５】
一般に、搬送型式Ａのモデルは前方向通路によるトリガの送付及び所要の戻り通路による
データの引き抜き用である。搬送型式Ｂは戻り通路を任意に用いながら、前方向通路によ
りトリガ及びデータの両者を送付するためのものである。特定され強化されたテレビジョ
ン受信機は通常相互作動のテレビジョンプログラムを表示することが要求される。
【０００６】
搬送型式Ａはインターネットとの接続（一般に裏チャネルまたは戻り通路と呼ばれる）を
維持するＡＴＶＥＦ受信機用に画定される。一般にこの回路網接続はダイヤル接続（dial
-up）モデムにより与えられるか、または任意の型式の双方向アクセス・チャネル（例え
ばケーブルモデム、ＤＳＬ，ＴＩ，ＩＳＤＮ，衛星等）により与えられる。搬送型式Ａは
追加の内容の無い、トリガのみを送付する方法である。搬送型式Ａで送付される内容は無
く、全ての追加のデータはトリガと共に渡されるＵＲＬを追加データのポインタとして用
いて裏チャネルを介して獲得しなければならない。例えば、トリガのＵＲＬを用いると、
内容は前述の回路網接続の１つを介してインターネットから引き出される。
【０００７】
一方搬送型式Ｂは、ＡＴＶＥＦトリガと関連する内容の同時送付を提供する。このモデル
においては、放送局は内容を使用者の受信機に送り込む。受信機はそこでその内容を後の
アクセスのために格納する。搬送型式Ｂはトリガを内容の流れに関連付けるため回路網に
より送付される通知（announcement）を使用する。一般に、通知は内容の流れを記載し、
波長帯域、格納要求、及び言語（強化（enhancements）は各種の言語で送付される）に関
する情報を含むこともある。搬送型式Ｂの受信機は表示される任意の内容を格納するので
、受信機は通知情報を内容の格納を決めるために使用する。例えば、もし内容の流れが特
定の受信機で利用できるより多くの格納場所を必要とするならば、受信機はある古い内容
を廃棄するように選択してもよく、あるいは新しく通知された内容の流れを格納しないよ
うに選択しても良い。受信機は局所的格納能力の量を変更するように構成することもでき
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る。
【０００８】
単一のビデオプログラムが搬送型式Ａのデータ（例えば放送データトリガ）と搬送型式Ｂ
のデータ（例えばＩＰ）の両者を同時に含むこともあることを注意すべきである。このシ
ナリオはもっとも広い範囲の受信者及び顧客を対象とするのに都合が良い。従って、ＩＰ
ベースの受信機と放送データトリガのみを受ける受信機の両者が同じ情報にアクセスする
ことができる。受信機はただＩＰベースのトリガの流れを支持し、放送データトリガを無
視するように、あるいはＩＰベーストリガの存在しないとき放送データトリガを支持し、
または放送データトリガとＩＰベースのトリガを同時に支持するように構成することがで
きる。
【０００９】
ＡＴＶＥＦ“規制（binding）”はＡＴＶＥＦが特定の回路網でどのように実行（run）す
るかを画定する。上記規制は輸送型式ＡとＢの何れか、または両者を支持してもよい。各
回路網に１つの標準規制を設け、受信機と放送設備とを独立に開発できるようにすること
が必要である。ＡＴＶＥＦ規制は回路網仕様が全ての必要な情報を含んでいないときに、
回路網仕様とＡＴＶＥＦ仕様の間の関連を与える。このように、ＡＴＶＥＦが放送回路網
と受信機の間の相互協同性を与えるためには各物理的回路網が唯１つの規制をもつことが
重要である。加えて、各規制が放送回路網仕様とＡＴＶＥＦ仕様の間の境界の充分に納得
性のある規定を与えることが同様に重要である。
【００１０】
ＡＴＶＥＦはＩＰ（インターネット・プロトコール）マルチキャスト（multicasts）やＮ
ＴＳＣ（国家テレビジョン・システム委員会（National Television System Committee）
）システムにデータを送付する規制を画定した。ＩＰの伝達は既にテレビジョン放送回路
網の各型式について事実上（virtually）画定されているので、ＩＰへの規制は参照規制
と考えられる。この参照規制をもって、新しい回路網についてのＡＴＶＥＦ規制の画定は
どのようにＩＰをその回路網上で実行するかの仕様に基づいている。
【００１１】
規制の機構を説明するため、ＮＴＳＣビデオ型式についてのＡＴＶＥＦの規制を考える。
ここでＮＴＳＣ規制は、ＡＴＶＥＦトリガが垂直ブランキング期間（ＶＢＩ）の線２１で
放送されるＮＴＳＣ特定方法を用いた搬送型式Ａを画定する。一方搬送型式Ｂは、他のＶ
ＢＩ線上でＩＰデータ（datagrams）を送付するようにＩＰ参照規制（IP reference bind
ing）を用いる。
【００１２】
搬送型式Ｂのテレビジョン強化は３つの関連するデータ源、すなわち通知（会議通知（se
ssion announcement）プロトコール（ＳＡＰ）により送付される）、内容（１方向ハイパ
テキスト転送プロトコール（unidirectional hypertext transfer protocol）（ＵＨＴＴ
Ｐ）により送付される）、及びトリガ（トリガ・プロトコールにより使用者データ・プロ
トコール（ＵＤＰ）に送付される）のデータ源を含む。通知は、現在利用可能なプログラ
ムを受信機に知らせるのに使用され、単一の周知のマルチキャスト（multicast）アドレ
ス及びポート上に放送され、それらは有効な時間期限をもつ。通知はまたマルチキャスト
・アドレスとポート番号を指示し、顧客はそれを聞いてその内容とトリガを受けとる。通
知の詳細と通知プロトコールはＡＴＶＥＦ仕様書の第３．１．１節に記載されている。
【００１３】
トリガは、強化されたＴＶプログラムのＳＤＰ通知に画定されるアドレスやポートに送付
されるＩＰマルチカスト・パケット内の実時間事象の放送である。一般に、顧客が既知の
アドレスやポート上の新しい通知を見るとき、その顧客は与えられた内容とトリガアドレ
スに利用できるデータが存在することを知る。トリガはまた受信機に入力される内容の強
化を警告するのに使用される機構である。他の情報の中に、各トリガは強化された内容の
場所を特定する標準のＵＲＬを含む。ＡＴＶＥＦ内容は地域的に配置され（例えば放送回
路網上に送付され、あるいはディスクに格納され）、またはインターネット上、他の公共
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回路網上、または私的な回路網（ＬＡＮ／ＷＡＮ）に置かれても良い。トリガはＡＴＶＥ
Ｆ仕様の第１．１．５節に詳細に記載されている。
【００１４】
放送は強化された情報とプログラムを視聴者に提供するのにＡＴＶＥＦに基づくシステム
の特徴を利用することができるが、全ての最終使用者に同一の内容を送ることは殆ど実際
的でない。例えば、特定の国内テレビジョン放送に関連した広告、及び他の宣伝的内容は
全ての観察市場や地方に均等に適用されるものでない。従って、強化されたテレビジョン
放送のある情報は放送分配の各種の点において修正または置換し、地方及び／又は地域の
放送局が放送をその地方の市場に合わして調整することを許すことが望ましい。
【００１５】
（発明の概要）
１つの態様において、選択的にデータを修正する装置と方法が開示されている。第１の実
施例において、装置は入力データ端子、地域データ端子、データ分配端子、及びデータ修
正ユニットを含む。前記データ修正ユニットは、前記入力データ端子、地域データ端子、
及びデータ分配端子に結合され、選択的に前記入力データ端子及び地域データ端子からの
データを命令セットに従って結合するように構成される。好ましくは、データ修正ユニッ
トはデータストリッパ、前記命令セットを実行するように構成された処理装置、及びイン
サータを含む。
【００１６】
さらに他の実施例においては、データ修正システムは選択的に地域メタデータを入力デー
タの流れに挿入するように構成される。ここで、入力データ流れはビデオデータ要素と、
メタデータ要素を含む。
【００１７】
更に他の実施例において、第１のデータ要素と第２のデータ要素を含むデータ信号を選択
的に修正する方法は、前記第１のデータ要素を第２のデータ要素から分離すること、前記
第２のデータ要素を修正すべきか否かを決定すること、データベースから第３のデータ要
素を検索すること、前記第３のデータ要素を前記第１のデータ要素と組合すこと、及び前
記第３のデータ要素と前記第１のデータ要素を出力すること、を含む。
【００１８】
当業者には明らかなように、各種の他の実施例や態様が以下の記載及び請求項から明らか
になるであろう。
【００１９】
添付図面は本発明の好ましい実施例の設計及び有用性を説明するものである。
【００２０】
（詳細な説明）
以下に使用される用語“メタデータ（meta data）”は任意の型式の強化されたテレビジ
ョン内容を指す。用語“地域メタデータ（local meta data）”は放送の発生点と異なる
点においてビデオ放送に付加される強化されたテレビジョン内容を指す。図１は本発明に
より構成されたメタデータ置換システム１００が全国的に放送されるテレビジョンプログ
ラムに地域メタデータを挿入するためどのように作動するかを説明する図面である。国営
放送局５０はそのプログラム信号１１０を衛星５５に送信する。そこで信号１１０は衛星
５５により地域局または回路網分局６０に中継される。ビデオ要素に加えて、国営放送局
５０により送信され地域分局６０により受信される信号１１０は、その回路網が前記ビデ
オデータ要素と結合した一般的メタデータ要素を含む。地域メタデータセンタ１４０は国
営信号１１０に選択的に結合することのできる地域メタデータ１４２を格納する。メタデ
ータ置換システム１００は地域局６０の近傍に配置され、国営信号１１０のメタデータ内
容を監視する。メタデータ置換システム１００は国営信号１１０を視聴者７０に送る前に
、地域メタデータ１４２を国営信号１１０に挿入すべきか否かを決定する。もし、メタデ
ータ置換が発生すると、修正された信号１１０’が視聴者７０に送られ、その信号は該視
聴者の都市、州、または地域に特有の地域メタデータ１４２を含んでいる。
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【００２１】
図２はメタデータ置換システム１００を更に詳細に示す。メタデータ置換システム１００
は一般に入力放送信号１１０と共に受け取るメタデータ内容を監視する。放送信号１１０
はインターネット、ケーブル、衛星、または地球放送（terrestrial broadcast）の形の
入力信号である。他の形の放送媒体もまた含まれる。放送信号１１０は２つの要素：ビデ
オデータ要素１１２とメタデータ要素１１４を含む。メタデータ置換システム１００はメ
タデータ要素１１４を地域版メタデータ（地域メタデータ）に置き換えるべきか否かを決
める。代表的な分配の手順では、放送信号１１０に結合される原メタデータ要素１１４は
、放送が受信され視聴者に分配される市場に特別に調整（tailored）された、特注（cust
omized）の地域メタデータ１４２に置き換えられる。地域メタデータ１４２は地域メタデ
ータセンタ１４０に格納されている。地域メタデータセンタ１４０は、地域または広域回
路網、ハードディスク、または任意の数の他の既知の型式の格納設備または装置のような
内蔵または別置きのデータ格納ユニットである。
【００２２】
メタデータ要素１１４は、全国的宣伝運動（例えば自動車広告）に関連する一般的情報材
料、または放送に一般的に関連する他の任意の形の情報材料である。メタデータ要素１１
４は放送信号１１０のビデオデータ要素１１２に直接関連する。この型式の全世界的に分
配される全国的宣伝キャンペインは通常特定の都市領域または地理的領域用に調整された
情報は含んでいない。従って、メタデータ置換システム１００は全国的自動車広告の全て
、または一部を特定の都市領域を目標とした広告と入れ換えるのに使用される。地域レベ
ルで含まれる情報は、地域価格や小売店配置を含む。
【００２３】
メタデータ置換システム１００はビデオ分配の最初の点（例えば図１の国営放送局５０）
の下流の任意の点に位置することできる。例えば、メタデータ置換システム１００は地方
テレビジョン回路網、地域テレビジョン回路網分局、地域ケーブルヘッド端末（cable he
ad end）、またはインターネットサービス・プロバイダのような分配点に配置される。更
に付加すれば、メタデータ置換システム１００は多重分配点（multiple distribution po
ints）に配置して、それにより縦続データ置換効果（cascading data substitution effe
ct）を得ることができる。図３はそのような構成を示す。国営放送局５０は放送信号１１
０を発生する。その後、地方放送局５８は、放送信号を地方視聴者５９に分配する前にメ
タデータ置換システム１００を介して放送のデータを修正または置換する機会をもつ。修
正された信号１１０’または最初の信号１１０の何れかが地方視聴者５９に放送される。
同様に、地方放送局５８は最初の信号１１０を地域放送局６０または他の型式の下流の放
送局に与えることができる。更に分配の流れを下って、地域放送局６０はそれ自身で、メ
タデータ置換ユニット１００ａを介して放送のデータを修正または置換する機会をもち、
地域的に修正された信号１１０”を地域視聴者６１に送ることができる。地域放送局６０
はまた最初の信号１１０を放送する裁量も持っている。この構成により、強化された内容
は逐次目標とする視聴者に適応される。
【００２４】
再び図２を参照すると、メタデータ置換システム１００はストリッパ１３２、処理装置１
３４、インサータ１３６、及び地域メタデータセンタ１４０を含む。総合的に、ストリッ
パ１３２、処理装置１３４、及びインサータ１３６は一般的にメタデータ置換要素を構成
する。好ましくは、ストリッパ１３２、処理装置１３４、インサータ１３６の各々は適当
なデータ端子をもち、データをメタデータ置換システム１００に送り、またはそれから取
り出すことを容易にしている。
【００２５】
メタデータ置換システム１００の動作の第１の実施例が図４のフローチャートに図示され
、図２の図面を参照して説明する。２０２で始まる放送信号１１０はビデオデータ要素１
１２とメタデータ要素１１４の両者を含み、メタデータ置換システム１００により受け取
られる。ビデオデータ要素１１２と対応するメタデータ要素１１４は回路網の特定の型式



(8) JP 4961575 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

に依存する各種の形で受け取られる。１つの例において、ビデオデータ要素１１２はＮＴ
ＳＣ方式でメタデータ要素（すなわち、通知、パッケージ及びトリガ）と共に送付され、
垂直消去期間の各種の線にマップされる。
【００２６】
ビデオ放送信号１１０を受信した後、ストリッパ１３２は２０４においてメタデータ要素
１１４をビデオ放送信号１１０から分離して、引き抜かれたメタデータ１３３と残りのビ
デオデータ１３５とにする。この処理は受信したビデオ放送信号１１０の型式に依存し、
ストリッパ１３２は好ましくは各種の既知のデータ型式を認識し処理するように構成され
る。ついで、引き抜かれたメタデータ１３３は処理装置１３４に送られ、残りのビデオデ
ータ１３５はインサータ１３６に送られる。
【００２７】
処理装置１３４は一般に２０６において引き抜かれたメタデータ１３３の置換を行うか否
かを決定するように動作する。この決定はメタデータ要素１１４の発生源により画定され
る変数に依存する。その様な決定は、提起される置換データの型式に関係する通知とトリ
ガの仕様により画定されるメタデータの性質に依存する。
【００２８】
１つの実施例において、置換の決定は搬送Ｂ通知に対する“Ａ”パラメータの新しい“tv
e”選択の仕様に依存する。これら及び他の変数とパラメータは先に本願に参照として組
み込んだＡＴＶＥＦ仕様書に記載されている。これら新しい“tve”選択は下記の例に示
される。
1.　A ＝tve-地域挿入レベル:X
2.　A ＝tve-地方:地方名
3.　A ＝tve-id:X
【００２９】
第１の例において、“ｘ”は優先レベルで、“１”が最高（上書きできない）で、“９９
”が最低（常に上書き）である。この例において、処理装置１３４は引き抜かれた通知の
優先レベルをそれ自身に割り当てられた優先値と比較する。もし、抽出された通知の優先
レベルがそれ自身の優先レベルより低ければ、通知の置換が認められる。反対に、抽出さ
れた通知の優先レベルが高ければ、置換は許されないであろう。
【００３０】
第２の実施例において、置換決定は処理装置が作動する地理的領域に依存する。もし処理
装置１３４が抽出された通知に名称の示された領域で作動しているならば、置換は認めら
れる。処理装置が抽出された通知で作動していないなら、その反対である。
【００３１】
第３の実施例において、“ｘ”は独特のＩＤである。独特なＩＤの値がどの処理装置１３
４が抽出された通知の置換を認められるかを決定する。１つの実施例において、この決定
の処理は置換の実行が認められるＩＤのセットを画定するルックアップ表に基づいている
。
【００３２】
別の実施例において、置換の決定は搬送型式Ａまたは搬送型式Ｂのトリガの新しい属性の
選択（attribute options）の仕様に基づくことができる。これら新しい属性の選択は次
の定義：すなわちlocalInsertLevel:int,region:string, 及びtveID:stringを含む。これ
ら新しい属性の選択の各々は前述と同様の置換の決定処理を記述する。これらの属性は更
に先に本願に参照として組み込んだＡＴＶＥＦの仕様書に画定されている。これらの例は
それで全てではなく、地域的に調整された埋込みメタデータ（embedded meta data）を必
要とする特定の分配構成を指定する別の選択も画定できる。
【００３３】
もし処理装置１３４が２０６において置換が認められると決定したなら、２０８において
地域メタデータ１４２が地域メタデータセンタ１４０から検索される。ついで地域メタデ
ータ１４２は２１０においてインサータ１３６に送られる。インサータ１３６は最終ビデ
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される。２１４において、インサータ１３６は処理装置１３４から受け取った置換メタデ
ータ１４２を前記残りのビデオデータ１３５に挿入する。挿入処理はビデオデータの特定
の型式に依存し、インサータ１３６は好ましくは既知の各種のビデオ型式に適応するよう
に構成されている。
【００３４】
或いは、もし処理装置１３４が２０６でメタデータ置換が許されないと決定したら、最初
に抽出されたメタデータ要素１１４は２１２においてインサータ１３６に送られる。イン
サータ１３６は２１４において最初に抽出されたメタデータ１３３をビデオデータ１３５
に戻して挿入する。或いは、最初に抽出されたメタデータを最初に受信したビデオ放送信
号１１０の一部として残すことも可能である。この構成においては、メタデータが変更無
しで残されている（すなわち、メタデータ置換が無い）ときは、最初に抽出されたメタデ
ータ１３３をビデオデータの流れに再度挿入する必要は無い。かくして、この場合、イン
サータ１３６は単に最初にストリッパ１３２により受信された全ビデオ放送信号１１０を
送り出すように作動するのみである。
【００３５】
置換メタデータ１４２が挿入された後、インサータ１３６は再パッケージされたビデオデ
ータの流れ１１０’を２１６において地域化された分配チャネル１２０に出力する。デー
タ置換により、調整された地域内容が最初に国営放送局より送られた特定目的の無い一般
的内容に置換される。
【００３６】
本発明を上記記載及び図面で説明し図示したが、この説明は単に例示のためであり、当業
者により多数の変形、修正が本発明の真の精神、範囲から逸脱することなくなし得ること
は理解されるであろう。従って、本発明は添付の請求項及びその均等物による以外は制限
されるべきでない。
【００３７】
（優先権）
本出願は２０００年３月３１日に出願された米国、仮出願第６０／１９３，４７０号の優
先権を主張する。前記米国仮出願の内容を本願に参照として組み入れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は本発明に従って構成されたメタデータ置換システムを含む放送ネットワ
ークのダイアグラムである。
【図２】　図２は本発明に従って構成されたメタデータ置換システムの実施例である。
【図３】　図３は本発明に従って構成されたメタデータ分配システムを示す放送フローチ
ャートである。
【図４】　図４はメタデータ置換プロセスを示すフローチャートである。
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