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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブルネットワークを介して送信されたデータを使用してテレビジョン上でズーミン
グユーザインターフェースを生成するための方法であって、
　前記テレビジョン上で第1のユーザインターフェース画面を生成するステップであって
、前記第1のユーザインターフェース画面は、それに関連付けられた複数の画像を有し、
前記複数の画像は、MPEG符号化を用いて、前記第1のユーザインターフェース画面に関連
付けられた第1のデータセットの一部分として、前記ケーブルネットワークを介して前記
テレビジョンに接続されたセットトップボックスに送信される、ステップと、
　前記テレビジョンに接続されたセットトップボックスにおいて、前記複数の画像を受け
取り、それらに基づいて前記第1のユーザインターフェース画面の生成を制御する、クラ
イアントユーザインターフェース状態機械を提供するステップと、
　前記クライアントユーザインターフェース状態機械によって、前記第1のユーザインタ
ーフェース画面に関連付けられたユーザ対話データを受け取るステップと、
　前記ユーザ対話データに基づいて、前記第1のユーザインターフェース画面から第2のユ
ーザインターフェース画面へのズーミング移行を提供するための情報を、前記セットトッ
プボックスの上流に配置された要求プロセッサに要求するステップと、
　前記セットトップボックスによって、前記ズーミング移行および前記第2のユーザイン
ターフェース画面に関連付けられた第2のデータセットを受け取るステップであって、前
記第2のデータセットの一部分は、MPEGデータストリームとして受け取られ、前記第2のデ
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ータセットの一部分は、前記MPEGデータストリームとは異なる別のデータストリームとし
て受け取られる、ステップと、
　前記クライアントユーザインターフェース状態機械の制御下で、前記第2のデータセッ
トを使用して、前記テレビジョン上で前記ズーミング移行および前記第2のユーザインタ
ーフェース画面を生成するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記ズーミング移行は、ホバーズーム効果であり、前記第2のユーザインターフェース
画面は、前記第1のユーザインターフェース画面内の前記複数の画像のうちの1つの画像の
バージョンに対して拡大された前記複数の画像のうちの前記1つの画像を描画し、前記複
数の画像のうちの前記1つの画像は、前記ユーザによって選択され、前記複数の画像の他
の画像を部分的に覆い隠す、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ズーミング移行は、前記複数の画像のうちの1つの拡大および変換を含む、請求項1
に記載の方法。
【請求項４】
　前記第2のユーザインターフェース画面は、前記複数の画像のうちの選択された1つに関
連付けられた追加の詳細を描画する、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記追加の詳細は、前記テレビジョン上にテキストとしてレンダリングされ、前記テキ
ストは、前記別のデータストリームを介して前記クライアントユーザインターフェース状
態機械によって受け取られる、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1および第2のセットのデータは、前記複数の画像を含む、前記第1および第2のセ
ットのデータに含まれる他のデータを使用して、それぞれ前記第1および第2のユーザイン
ターフェース画面をどのようにレンダリングするかを前記クライアントユーザインターフ
ェース状態機械に指示するシーン記述を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　ディスプレイを含むクライアントシステム上でズーミングユーザインターフェースを生
成するための方法であって、
　前記ディスプレイ上で第1のユーザインターフェース画面を生成するステップと、
　ユーザ入力を受け取るステップと、
　前記クライアントシステムによって、要求に関連付けられたズーミング移行を実行する
ための命令を求める前記要求を送るステップと、
　前記命令を受け取るステップと、
　前記ディスプレイ上で第2のユーザインターフェース画面および前記ズーミング移行を
生成するステップとを含み、
　前記命令を受け取るステップは、前記クライアントシステムによって、前記ズーミング
移行および前記第2のユーザインターフェース画面に関連付けられた第2のデータセットを
受け取るステップであって、前記第2のデータセットの一部分は、MPEGデータストリーム
として受け取られ、前記第2のデータセットの一部分は、前記MPEGデータストリームとは
異なる別のデータストリームとして受け取られる、ステップを含む
方法。
【請求項８】
　前記ズーミング移行は、ホバーズーム効果であり、前記第2のユーザインターフェース
画面は、前記第1のユーザインターフェース画面内の前記複数の画像のうちの1つの画像の
バージョンに対して拡大された前記複数の画像のうちの前記1つの画像を描画し、前記複
数の画像のうちの前記1つの画像は、前記ユーザによって選択され、前記複数の画像の他
の画像を部分的に覆い隠す、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記ズーミング移行は、複数の画像のうちの1つの拡大および変換を含む、請求項7に記
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載の方法。
【請求項１０】
　前記第2のユーザインターフェース画面は、前記複数の画像のうち選択された1つに関連
付けられた追加の詳細を描画する、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記クライアントシステムは、テレビジョンを含む、請求項7に記載の方法。
【請求項１２】
　前記クライアントシステムは、セットトップボックスを含む、請求項7に記載の方法。
【請求項１３】
　前記クライアントシステムは、パーソナルコンピュータを含む、請求項7に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記命令は、オブジェクト、イベント、アクション、およびリソースのうちの少なくと
も1つを含むシーンデータフォーマットを使用して提供される、請求項7に記載の方法。
【請求項１５】
　前記オブジェクトは、MPEG層におけるボタンおよびアイコンの範囲、オーバレイテキス
ト、ならびにオーバレイ画像のうちの少なくとも1つを含む、前記第2のユーザインターフ
ェース画面に関連付けられたコンポーネントを記述する、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記イベントは、ポインタ移動イベント、キーボードイベント、アプリケーション状態
変更イベントのうちの少なくとも1つを含む、前記第2のユーザインターフェース画面に関
連付けられた通知を記述する、請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　前記アクションは、第3のユーザインターフェース画面への移動を含む、前記イベント
への応答を記述する、請求項14に記載の方法。
【請求項１８】
　前記リソースは、前記オブジェクト、前記イベント、および前記アクションによって使
用される画像データを含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１９】
　クライアントシステム上でズーミングユーザインターフェースを生成するためのシステ
ムであって、
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイ上で第1のユーザインターフェース画面を生成し、ユーザ入力を受け
取り、要求に関連付けられたズーミング移行を実行するための命令を求める前記要求を送
るための、プロセッサとを含み、
　前記プロセッサは、前記命令を受け取り、前記ディスプレイ上で第2のユーザインター
フェース画面および前記ズーミング移行を生成し、
　前記プロセッサは、前記命令を受け取る際に、前記ズーミング移行および前記第2のユ
ーザインターフェース画面に関連付けられた第2のデータセットを受け取り、前記第2のデ
ータセットの一部分は、MPEGデータストリームとして受け取られ、前記第2のデータセッ
トの一部分は、前記MPEGデータストリームとは異なる別のデータストリームとして受け取
られる
システム。
【請求項２０】
　前記ズーミング移行は、ホバーズーム効果であり、前記第2のユーザインターフェース
画面は、前記第1のユーザインターフェース画面内の前記複数の画像のうちの1つの画像の
バージョンに対して拡大された前記複数の画像のうちの前記1つの画像を描画し、前記複
数の画像のうちの前記1つの画像は、前記ユーザによって選択され、前記複数の画像の他
の画像を部分的に覆い隠す、請求項19に記載のシステム。
【請求項２１】
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　前記ズーミング移行は、複数の画像のうちの1つの拡大および変換を含む、請求項19に
記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第2のユーザインターフェース画面は、前記複数の画像のうち選択された1つに関連
付けられた追加の詳細を描画する、請求項21に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記クライアントシステムは、テレビジョンを含む、請求項19に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記クライアントシステムは、セットトップボックスを含む、請求項19に記載のシステ
ム。
【請求項２５】
　前記クライアントシステムは、パーソナルコンピュータを含む、請求項19に記載のシス
テム。
【請求項２６】
　前記命令は、オブジェクト、イベント、アクション、およびリソースのうちの少なくと
も1つを含むシーンデータフォーマットを使用して提供される、請求項19に記載のシステ
ム。
【請求項２７】
　前記オブジェクトは、MPEG層におけるボタンおよびアイコンの範囲、オーバレイテキス
ト、ならびにオーバレイ画像のうちの少なくとも1つを含む、前記第2のユーザインターフ
ェース画面に関連付けられたコンポーネントを記述する、請求項26に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記イベントは、ポインタ移動イベント、キーボードイベント、アプリケーション状態
変更イベントのうちの少なくとも1つを含む、前記第2のユーザインターフェース画面に関
連付けられた通知を記述する、請求項26に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記アクションは、第3のユーザインターフェース画面への移動を含む、前記イベント
への応答を記述する、請求項26に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記リソースは、前記オブジェクト、前記イベント、および前記アクションによって使
用される画像データを含む、請求項26に記載のシステム。
【請求項３１】
　ケーブル通信ネットワークにおいて上流ノードからクライアントデバイスに、ズーム可
能ユーザインターフェースを生成するためのデータを送信するための方法であって、
　前記上流ノードから前記クライアントデバイスに送信されるデータを第1のデータまた
は第2のデータとして選択的に識別するステップと、
　MPEG符号化を用いて前記第1のデータと、前記第2のデータの一部分とを符号化するステ
ップと、
　前記MPEG符号化データをMPEGデータストリームを介して前記クライアントデバイスに送
信するステップと、
　MPEG符号化と異なる第2のタイプの符号化を用いて前記第2のデータの一部分を符号化す
るステップと、
　前記第2のタイプの符号化を用いて符号化された第2のデータの一部分を、第2のデータ
ストリームを用いて前記クライアントデバイスに送信するステップと、
　前記第1および第2のデータを使用して前記ズーム可能ユーザインターフェースを生成す
るステップとを含み、
　前記ズーム可能ユーザインターフェースは、第1のユーザインターフェース画面と、第1
のユーザインターフェース画面をズーミング移行させた第2のユーザインターフェース画
面とを含み、前記第1のデータは第1のユーザインターフェース画面に関連付けられていて
、前記第2のデータは第2のユーザインターフェース画面に関連付けられている
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方法。
【請求項３２】
　ケーブル通信ネットワークにおいて上流ノードからクライアントデバイスに、ズーム可
能ユーザインターフェースを生成するためのデータを送信するための方法であって、
　第1のタイプの符号化および第1のデータストリームを用いて第1のデータと、第2のデー
タの一部分とを送信するステップと、
　第2のタイプの符号化および第2のデータストリームを用いて第2のデータの一部分を送
信するステップであって、前記第2のタイプの符号化は、前記第1のタイプの符号化と異な
るステップと、
　前記第1および第2のデータを使用して前記クライアントデバイスにおいて前記ズーム可
能ユーザインターフェースを生成するステップとを含み、
　前記ズーム可能ユーザインターフェースは、第1のユーザインターフェース画面と、第1
のユーザインターフェース画面をズーミング移行させた第2のユーザインターフェース画
面とを含み、前記第1のデータは第1のユーザインターフェース画面に関連付けられていて
、前記第2のデータは第2のユーザインターフェース画面に関連付けられている
方法。
【請求項３３】
　前記第1のタイプの符号化は、MPEG符号化であり、前記第2のタイプの符号化は、シーン
データ符号化である、請求項32に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第1のデータは、ユーザインターフェース上で生成される背景層に関連付けられた
画像データであり、前記第2のデータは、前記ユーザインターフェース上で生成される前
景層に関連付けられた画像データである、請求項33に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第1のデータは、画像またはビデオデータであり、前記第2のデータは、テキストで
ある、請求項33に記載の方法。
【請求項３６】
　テキストが所定の閾値より大きいフォントサイズを有する場合は、前記第1のデータス
トリームを介して、前記テキストを第1のデータとして送信するステップと、
　そうでない場合は、前記第2のデータストリームを介して、前記テキストを第2のデータ
として送信するステップとをさらに含む、請求項32に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第1のタイプの符号化は、MPEG符号化である、請求項36に記載の方法。
【請求項３８】
　前記上流ノードは、前記ケーブル通信ネットワークのヘッドエンド部分である、請求項
32に記載の方法。
【請求項３９】
　前記クライアントデバイスは、セットトップボックスとパーソナルコンピュータとのう
ちいずれか1つである、請求項32に記載の方法。
【請求項４０】
　ケーブル通信ネットワークにおいて上流ノードからクライアントデバイスに、ズーム可
能ユーザインターフェースを生成するためのデータを送信するためのシステムであって、
　第1のタイプの符号化および第1のデータストリームを用いて第1のデータと、第2のデー
タの一部分とを送信し、第2のタイプの符号化および第2のデータストリームを用いて第2
のデータの一部分を送信するための上流プロセッサであって、前記第2のタイプの符号化
は、前記第1のタイプの符号化と異なる、上流プロセッサと、
　前記第1および第2のデータを使用して前記クライアントデバイスにおいて前記ズーム可
能ユーザインターフェースを生成するためのクライアント側プロセッサとを含み、
　前記ズーム可能ユーザインターフェースは、第1のユーザインターフェース画面と、第1
のユーザインターフェース画面をズーミング移行させた第2のユーザインターフェース画
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面とを含み、前記第1のデータは第1のユーザインターフェース画面に関連付けられていて
、前記第2のデータは第2のユーザインターフェース画面に関連付けられている
システム。
【請求項４１】
　前記第1のタイプの符号化は、MPEG符号化であり、前記第2のタイプの符号化は、シーン
データ符号化である、請求項40に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記第1のデータは、ユーザインターフェース上で生成される背景層に関連付けられた
画像データであり、前記第2のデータは、前記ユーザインターフェース上で生成される前
景層に関連付けられた画像データである、請求項41に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記第1のデータは、画像またはビデオデータであり、前記第2のデータは、テキストで
ある、請求項41に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記プロセッサはさらに、テキストが所定の閾値より大きいフォントサイズを有する場
合、前記第1のデータストリームを介して、前記テキストを前記第1のデータとして送信し
、そうでない場合、前記第2のデータストリームを介して、前記テキストを前記第2のデー
タとして送信するように動作する、請求項40に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記第1のタイプの符号化は、MPEG符号化である、請求項44に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記上流ノードは、前記ケーブル通信ネットワークのヘッドエンド部分である、請求項
40に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記クライアントデバイスは、セットトップボックスとパーソナルコンピュータとのう
ちいずれか1つである、請求項40に記載のシステム。
【請求項４８】
　ユーザインターフェース上でホバーズーム効果を生成するための方法であって、
　背景層データおよび前景層データをクライアントデバイスに送信するステップと、
　前記背景層データに基づいて背景層を表示するステップと、
　前記ホバーズーム効果に関連付けられたユーザアクションを識別するステップと、
　前記ユーザアクションに応答して、前記前景層データに基づいて前景層を前記背景層上
のオーバレイとして表示するステップとを含み、
　前記背景層データと、前記前景層データの一部分とは、MPEGデータストリームとして送
信され、前記前景層データの一部分は、前記MPEGデータストリームとは異なる別のデータ
ストリームとして送信される
方法。
【請求項４９】
　前記ユーザアクションは、表示された画像上にカーソルを進めることであり、前記前景
層は、前記表示された画像の拡大されたバージョンを含む、請求項48に記載の方法。
【請求項５０】
　前記前景層における各ピクセルを、(1)前記背景層データから抽出可能である、または
、(2)前記クライアントデバイスに送る必要があるとして分類するステップをさらに含む
、請求項48に記載の方法。
【請求項５１】
　背景層データおよび前景層データを送信する前記ステップは、
　前記分類ステップに基づいて前記前景層におけるピクセルデータを選択的に送信するス
テップをさらに含む、請求項50に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ホバーズーム効果の結果として明示される追加の背景ピクセルを識別するステップ
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と、
　前記追加の背景ピクセルに関連付けられた背景層データを送信するステップとをさらに
含む、請求項50に記載の方法。
【請求項５３】
　ユーザインターフェース上でホバーズーム効果を生成するためのクライアントシステム
であって、
　背景層データおよび前景層データを受け取るための少なくとも1つの受信器と、
　前記背景層データに基づいて背景層を生成し、前記ホバーズーム効果に関連付けられた
ユーザアクションを識別し、前記ユーザアクションに応答して、前記前景層データに基づ
いて前景層を前記背景層上のオーバレイとして生成するためのプロセッサとを含み、
　前記背景層データと、前記前景層データの一部分とは、MPEGデータストリームとして受
け取られ、前記前景層データの一部分は、前記MPEGデータストリームとは異なる別のデー
タストリームとして受け取られる
クライアントシステム。
【請求項５４】
　前記ユーザアクションは、表示された画像上にカーソルを進めることであり、前記前景
層は、表示された画像の拡大されたバージョンを含む、請求項53に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記受信器はまた、前記前景層における各ピクセルを、(1)前記背景層データから抽出
可能である、または、(2)前記クライアントデバイスに送る必要があるとして分類する、
請求項53に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記受け取られた前景層データは、前記前景層を生成するための、前記データプロセッ
サによって必要とされるデータの一部のみを含み、前記プロセッサは、前記背景層データ
から追加のデータを抽出する、請求項55に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、「ZUI on PVR Architecture」という名称の2004年6月3日に出願した米国
特許仮出願第60/576786号に関係し、その優先権を主張し、参照によりその開示が本明細
書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、例えば家庭における洗練されたエンターテイメントユーザインターフェース
を作成するために使用できる、通信システム、例えば双方向テレビジョンシステムにおい
て、ノード間でマルチメディアデータを処理し転送するためのシステムおよび方法を説明
する。
【背景技術】
【０００３】
　情報の通信に関連した技術は、ここ数十年で急速に発展している。(単にいくつかを挙
げると)テレビジョン、携帯電話、インターネットおよび光通信技術の組合せにより、消
費者にとって利用可能な情報およびエンターテイメントの選択肢が氾濫している。テレビ
ジョンを例に取ると、ケーブルテレビサービス、衛星テレビサービス、ペイパービューの
映画、およびビデオオンデマンドの導入がここ30年で見られた。1960年代のテレビ視聴者
は、一般に、彼らのテレビのおそらく4つか5つの無線のテレビチャネルを受信することが
できたのに対し、今日のテレビ視聴者は、番組および情報の数百のチャネル、潜在的には
何千ものチャネルから選択する機会を有している。現在ホテルなどで主に使用されている
ビデオオンデマンド技術は、何千もの映画タイトルから家庭用エンターテイメントを選択
できる可能性を提供する。カリフォルニア州アルビソ、ゴールドストリート2160番地(郵
便番号95002)のTiVo社(TiVo,Inc.,2160 Gold Street,Alviso,CA 95002)により提供される
ような、デジタルビデオ録画(DVR)装置により、利用可能な選択肢がさらに拡張される。
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【０００４】
　そのような大量の情報およびコンテンツをエンドユーザに提供できる技術能力により、
システム設計者およびサービス提供者に好機と難題の両方がもたらされる。1つの難題は
、エンドユーザは一般に少ない選択肢より多くの選択肢を好むが、この嗜好は、選択プロ
セスを速くかつ簡単にしたいというエンドユーザの望みと天秤に掛けられる。遺憾なこと
に、エンドユーザがメディアアイテムにアクセスするシステムおよびインターフェースの
開発は、速くなく簡単でもない選択プロセスをもたらしている。再び、テレビ番組の例を
検討する。初期のテレビジョンにおいては、どの番組を見るかを決定することは、主に選
択肢の数が少ないため、比較的簡単なプロセスであった。例えば、(1)隣接したテレビチ
ャネルと、(2)それらのチャネルにおいて放送されている番組と、(3)日時との間の対応関
係を示した一連の列および行として構成された、印刷されたガイドを調べた。テレビジョ
ンは、同調つまみを調節することにより所望のチャネルに合わせられ、視聴者が、選択し
たプログラムを見た。その後、視聴者が離れた場所からテレビジョンを調節することを可
能にするリモートコントロールデバイスが導入された。このユーザテレビジョンインター
フェースへの追加により、「チャネルサーフィン」として知られる現象が生み出され、視
聴者は、それにより、多数のチャネルで放送されている短い断片を素早く見て、任意の時
間にどんな番組が選択可能であるかを迅速に知ることができた。
【０００５】
　チャネル数および見ることができるコンテンツ量が劇的に増加したのに関わらず、テレ
ビジョン用の一般に利用可能なユーザインターフェース、制御装置のオプション、および
フレームワークは、ここ30年にわたり大きく変化していない。印刷されたガイドが、依然
として、番組情報を伝えるための最も一般的なメカニズムである。単純な上向きおよび下
向き矢印を有する複数ボタンのリモートコントロールが、依然として、最も一般的なチャ
ネルコンテンツの選択メカニズムである。利用可能なメディアコンテンツの増加に対する
、テレビユーザインターフェースを設計し実装する人々の反応は、既存の選択手順および
インターフェースオブジェクトの単純な延長となっている。したがって、印刷されたガイ
ドの行および列の数は、より多くのチャネルに対応するように増加されている。リモート
コントロールデバイス上のボタンの数は、追加の機能性およびコンテンツ処理をサポート
するために増加されている。しかし、この手法は、視聴者が利用可能な情報を調べるため
に必要な時間と、選択を実行するために必要な操作の複雑さとの両方を著しく増大させた
。消費者は、既に遅く複雑すぎると見なしているインターフェースに複雑さが加わるであ
ろう新しいサービスに対し抵抗するので、おそらく、既存のインターフェースの扱いにく
い性質のため、いくつかのサービス、例えばビデオオンデマンドの商業的な実施が妨げら
れている。
【０００６】
　メディアアイテムの編成、選択、および起動のためのズーム可能なグラフィカルユーザ
インターフェースを有する例示的制御フレームワークが、Frank A.Hunlethに付与された2
004年1月30日出願の米国特許出願第10/768432号に説明されており、その開示は参照によ
り本明細書に組み込まれる。このフレームワークは、従来のインターフェースの上述の問
題に対する例示的解決策を提供する。特に、かかる例示的フレームワークは、ユーザによ
る簡便な選択のために利用可能な、メディアアイテムに関連付けられたメタデータを表示
するが、多数の異なるメディアアイテムにアクセスできるようにもするメカニズムを提供
する。この特許出願に説明される例示的フレームワークの1つの特徴は、特に、ユーザに
よって現在考慮されているオブジェクトを強調表示するためのメカニズムとして、インタ
ーフェースによって表示されるメディアオブジェクトの異なる意味レベル間における視覚
的に情報を与える移行を提供するための、ズーミングの使用である。
【０００７】
　これらのタイプの高度なユーザインターフェースの実装は、様々なソースからエンドユ
ーザの装置、例えばテレビジョンへのこれらのインターフェースを生成するために使用さ
れるデータの処理および移送に関与するシステムアーキテクチャおよび通信ノードにより
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複雑になる。以下でより詳細に説明するように、このデータは、メディアコンテンツを記
述するいわゆるメタデータを含む。本明細書で使用される用語「メタデータ」は、ユーザ
による選択のために利用可能なメディアアイテムに関連付けられた当該の特定のコンテン
ツを記述する補足情報のすべてを指す。映画オブジェクトに関する例として、メタデータ
は、例えば、タイトル、説明、ジャンル、キャスト、DVDカバーアート、価格/入手可能性
、キャストの経歴および作品履歴、類似映画へのリンク、クリティカルレビュー、ユーザ
レビュー、メタデータ自体に関連する権利、コンテンツに関連する権利、および、当該の
コンテンツにリンクされた広告メタデータなどを含むことができる。このような高度なユ
ーザインターフェースに適したメタデータの取込み、処理、同期、および転送のための例
示的システムは、「A Metadata Brokering Server and Method」という名称の2005年1月1
8日に出願した米国特許出願第11/037897号に説明されており、その開示は参照により本明
細書に組み込まれる。
【０００８】
　しかし、データは、いったん取り込まれ処理されると、時間遅延に敏感でありレガシハ
ードウェアにより課せられる制約内で作用すると同時に、リッチユーザインターフェース
を提供するために充分なデータが供給されることが可能なように、例えばシステムのヘッ
ドエンド部分から例えばセットトップボックスに伝達される必要がある。したがって、こ
れらの競合するパラメータを解決し高度なユーザインターフェースの生成を可能にするア
ーキテクチャおよび方法を提供することが望ましい。
【特許文献１】米国特許出願第10/768432号
【特許文献２】米国特許出願第11/037897号
【特許文献３】米国特許第6804708号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の例示的実施形態は、通信ネットワーク、例えば、ケーブルネットワークおよび
/または双方向テレビジョンネットワークにおけるデータの通信および処理のための方法
およびシステムを提供する。異なるデータストリームおよび符号化技術の選択的使用によ
り、洗練されたユーザインターフェースを、多様な処理能力を有するクライアントデバイ
ス上に生成することを可能にする。
【００１０】
　本発明の例示的一実施形態によれば、ケーブル通信ネットワークにおいて上流ノードか
らクライアントデバイスにデータを送信するための方法は、上流ノードからクライアント
デバイスに送信されるデータを第1のデータまたは第2のデータとして選択的に識別するス
テップと、MPEG符号化を用いて第1のデータを符号化するステップと、MPEG符号化データ
をMPEGデータストリームを介してクライアントデバイスに送信するステップと、MPEG符号
化と異なる第2のタイプの符号化を用いて第2のデータを符号化するステップと、符号化さ
れた第2のデータを第2のデータストリームを用いてクライアントデバイスに送信するステ
ップとを含む。
【００１１】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ユーザインターフェース上でホバーズーム効果
を生成するための方法は、背景層データおよび前景データをクライアントデバイスに送信
するステップと、背景層を表示するステップと、ホバーズーム効果に関連付けられたユー
ザアクションを識別するステップと、ユーザアクションに応答して、前景層を背景層上の
オーバレイとして表示するステップとを含む。
【００１２】
　本発明のさらに別の例示的実施形態によれば、上流ノードからクライアントデバイスに
送信されるデータをMPEG符号化するための方法は、ユーザインターフェースに関連付けら
れた動きベクトルを推定するステップと、動きベクトルをMPEGエンコーダに送るステップ
と、推定された動きベクトルを用いて、送信されるデータをMPEG符号化するステップとを
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含む。
【００１３】
　添付の図面は、本発明の例示的実施形態を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の以下の詳細な説明では、添付の図面を参照する。異なる図面における同じ参照
番号は、同じまたは同様の要素を特定する。また、以下の詳細な説明は、本発明を限定す
るものではない。代わりに、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義される
。
【００１５】
　この説明にいくらかのコンテキストを与えるために、本発明の例示的実施形態に従って
、サーバからクライアントに転送されるデータおよび命令を使用して作成されうる例示的
ユーザインターフェース画面を、図1(a)および(b)に示す。図において、エンドユーザの
システム(例えば、セットトップボックス/テレビジョンまたはパーソナルコンピュータ)
に転送される情報に基づいて生成されうる例示的ユーザインターフェース画面の一部分が
、10個のメディア選択アイテムを示している。上述の画面およびナビゲーション技術を含
めてこの単に例示的なインターフェースに関する詳細については、関心のある読者は、先
に参照により組み込まれた米国特許出願第10/768432号を参照されたい。このようなユー
ザインターフェースが単に例示であること、ならびに、本発明によるアーキテクチャおよ
び方法が他のインターフェースをサポートするために実装されうることは理解されよう。
【００１６】
　図1(a)は、画像として、例えばDVDカバーアートとして選択のために利用可能な複数の
メディアオブジェクトを有するユーザインターフェース画面を示す。図1(b)では、映画「
Apollo 13」に関連付けられた画像が、先行の選択操作、例えば、ユーザが表示画面上の
この画像上をカーソル(図示せず)を通過させることの結果として、拡大されている。ホバ
ーズーム効果と呼ばれるこの機能は、「ホバーズーム」の見出しの下でより詳細に説明す
るが、この機能は、本発明の例示的実施形態に従って、ノード間、例えばヘッドエンドと
セットトップボックスの間で、データ(例えばメタデータ)および命令を伝送することによ
って実現することができる。ユーザインターフェースのより低いレベルでは、追加のデー
タ、例えばコンテンツプロバイダから配信されたメタデータを、ユーザインターフェース
画面を生成するために使用することができる。例えば、図2に示されるように、この拡大
された画像のユーザ選択は、例えば、入力装置(図示せず)上のボタンを押すことによって
、追加の詳細を表示するためにさらにズームすることになる。例えば、とりわけ、この映
画の上映時間、価格、および俳優情報を含む映画「Apollo 13」についての情報が示され
る。他のタイプの情報がここで提供されうることは、当業者には理解されよう。さらに、
このGUI画面は、例えば、映画を購入する、トレーラを見る、または(入力装置上のZOOM O
UTボタンを押すことによっても達成することができる)前のGUI画面に戻るためのボタンコ
ントロールオブジェクトを含むGUIコントロールオブジェクトを含む。後述する様式で処
理されるメタデータから生成されるハイパーリンクは、ユーザが、例えば、図2のGUI画面
の右下隅で識別される関連映画に関連付けられたGUI画面、または、この映画の俳優に関
連付けられた情報に、ジャンプすることを可能にするために使用することもできる。この
例では、見出し「Filmography」の下の一部または全部の映画タイトルは、ハイパーリン
クとして実装することができ、これらのハイパーリンクは、入力装置を介してユーザによ
って作動されたとき、GUIに、指示された映画について図2のGUI画面に相当するGUI画面を
表示させる。図1(a)、1(b)、および2のインターフェース画面を生成するために使用され
る情報の一部または全部は、次に説明するように、本発明の例示的実施形態に従って、1
つまたは複数のメタデータ提供者によって提供され、処理される、メタデータに由来する
。
【００１７】
　図1(a)、1(b)、および2に示されるインターフェース画面は、単に例示であり、本発明



(11) JP 4955544 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

に従って転送され処理されるメタデータ(および他のデータ)は、他のインターフェースを
サポートするために使用されてもよく、インターフェース生成以外のために使用されても
よい。同様に、多くの他のタイプの情報が、本発明に従って受け取られ処理されうる。例
えば、テレビブラウザインターフェース、ビデオオンデマンド(VOD)インターフェース、
または音楽ブラウザのための、メタデータタイプ、ソース、および関連した用途が、図3
の表に示されている。この詳細な説明で特に対象となるのは、本発明のこれらの例示的実
施形態に従って生成されるユーザインターフェースに関連付けられたズーミング機能であ
る。本発明は、ズーム可能ユーザインターフェースを生成するための技術またはシステム
に限定されないが、本明細書で説明されるクライアント/サーバ機能のいくつかは、ユー
ザインターフェース画面間のズーミング移行を含むユーザインターフェースと関連して使
用した場合に特に有益である。この詳細な説明では、用語「ズーム」、「ズーム可能」お
よび「ズーミング」は、ユーザインターフェースアクションが、ユーザインターフェース
の表示部分に変化を引き起こし、この表示部分が、ユーザに整合的かつ情報を与えるパー
スペクティブの変化をもたらす、技術を指す。ズーミングは、典型的には、オブジェクト
の拡大倍率(例えば、カメラスタイルズーミング)の変化を含むが、特にこれに限定されな
い。例えば、ユーザインターフェースによるズーミングの別の態様は、セマンティックズ
ーミングであり、セマンティックズーミングは、拡大とは独立してズーム対象オブジェク
トを修正すること、例えば、セマンティックズームに先立って(いかなる拡大レベルでも)
オブジェクトの部分として存在しなかったテキストまたはグラフィックをオブジェクトに
追加することを含む。ズーム可能ユーザインターフェースに関する詳細については、関心
のある読者は、先に示し参照により組み込まれた特許出願を参照されたい。
【００１８】
　コンテキストにおいて、本発明の例示的実施形態によるズーミング移行の一例は、ホバ
ーズームされたオブジェクトの拡大変化を含み、任意選択でそのオブジェクトに対するセ
マンティックズーミングも含む、図1(a)および1(b)のユーザインターフェース間のズーミ
ング移行である。別の例は、「Apollo 13」に関連付けられた画像が、その拡大倍率を変
更され(例えば、図2において、図1(b)に示される同様の画像に対して拡大され)図2で用い
るために変換される、図1(b)および2のユーザインターフェース画面間の移行において見
られる。ズーミング移行をアニメーション化するためにパン効果を使用してもよい。
【００１９】
　本発明の例示的実施形態による、データ処理および移送を提供するための汎用クライア
ント/サーバアーキテクチャ40が、図4に示されている。図において、ユーザインターフェ
ースサーバ42は、例えば、ポインティングデバイス48からの入力と関連して、表示装置46
上にユーザインターフェースを生成すために、クライアントデバイス44と通信する。ユー
ザインターフェースサーバ42とクライアントデバイス44の間のデータ例えばメタデータお
よびコンテンツデータの通信は、ユーザインターフェースサーバ42とクライアントデバイ
ス44の間のハブおよび配信サーバなどを含む任意の数の中間ノード(図示せず)を、含むこ
とができる。さらに、ユーザインターフェースサーバ42の部分として示される機能要素の
一部または全部は、これらの中間ノードの1つまたは複数の範囲内に配置しても、あるい
は、システム40のヘッドエンドに存在してもよい。表示装置46は、例えば、テレビジョン
、コンピュータモニタ/ディスプレイ、または他の任意の表示装置とすることができる。
クライアントデバイス44は、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、または処
理装置を含む他の任意の装置として具現することができる。ポインタ48は、例えば、フリ
ースペースポインティングデバイス、マウス、リモートコントロールデバイス、トラック
ボール、ジョイスティック、または、ポインティング機能を備える他の任意のデバイスと
することができ、有線または無線でクライアントデバイス44に接続することができる。
【００２０】
　本発明のこの例示的実施形態によれば、サーバ42は、移行および画面キャプチャ50、MP
EG-2移行およびシーンエンコーダ、MPEGおよびZSDキャッシュ54、シーン要求プロセッサ5
6、ならびに、MPEGストリーム送信器58を含み、これらのコンポーネントは、クライアン
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トデバイス44へのMPEG-2データのストリーミングを生成および管理し、クライアント44か
らアップストリームの要求を受け取り応答するように動作する。移行および画面キャプチ
ャ50は、ユーザインターフェースを生成するために使用されるシーンデータの収集を自動
化する。これは、高レベルでは、メタデータおよびコンテンツに従って、例えば、移行お
よびシーンキャプチャ50への入力として提供されたシーングラフを介して、ナビゲートし
、MPEG-2移行およびシーンエンコーダ52を呼び出して、表示装置46に表示される選択シー
ンに関連付けられたMPEG-2クリップおよびシーン記述ファイルを生成することによって、
達成される。本発明の例示的実施形態による、(本明細書では「ZSDデータ」とも呼ばれる
)シーン記述ファイルおよびフォーマットに関連付けられた詳細な情報については、「シ
ーン記述データフォーマット」の見出しの下で示す。
【００２１】
　シーングラフを介したナビゲーションは、ユーザインターフェースによって生成されう
る様々なシーンに関連付けられたデータの取込みおよび処理を含む。本明細書で使用され
る用語としての「シーン」は、一般に、ユーザインターフェースによって生成されうる任
意のユーザインターフェース画面に関連付けられたフレームワークであって、本発明によ
るユーザインターフェースの洗練された動的な性質にも関わらず、シーンをポピュレート
するために使用するデータの少なくとも一部が、例えば、コンテンツプロバイダが例えば
コンテンツプロバイダによる提供に関連付けられたメタデータを変更するのに従って、変
化しても、すべて事前に知られている、フレームワークを指す。したがって、図1(a)、1(
b)、および2は、各ユーザインターフェース画面がシーンであると見なされるユーザイン
ターフェース画面のいくつかの部分のみを示す。以下の表1は、各移行ごとに収集されう
る例示的データを列挙し、表2は、各シーンごとの例示的データを列挙する。
【００２２】
【表１】

【００２３】
【表２】

【００２４】
　したがって、移行およびシーンキャプチャ50は、ユーザインターフェースにおけるすべ
ての所望の移行をシミュレートするために必要な情報のすべてを、例えば、完全なユーザ
インターフェース「universe」を含む、図4に図示されていないデータベースから、取得
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することができる。移行およびシーンキャプチャ50は、ユーザがシーン移行を指令するイ
ンターフェースへの入力を生成すると、アクティブになる、ナビゲータコントローラおよ
びキャプチャコントローラコンポーネントを含む。高レベルでは、ナビゲーションコント
ローラが、すべての移行およびシーンへの/からのナビゲーションを担当する。例示的ナ
ビゲーションコントローラは、以下の動作を実行する、すなわち、(1)次の移行を取得す
る、(2)「from」シーンにナビゲートし、(3)この移行に対するフォーカスコマンドを実行
し、(4)キャプチャコントローラにシーンおよび移行情報を通知し、(5)アクティブ化コマ
ンドを実行し、(6)アニメーションが完了するときをキャプチャコントローラに通知し、(
7)キャプチャコントローラに、(逆移行のための)逆にされたシーンおよび移行情報を通知
し、(8)goBack()ルーチンを呼び出し、(9)アニメーションが完了するときをキャプチャコ
ントローラに通知する。
【００２５】
　キャプチャコントローラは、MPEG-2移行およびシーンエンコーダ52と一体となって、MP
EG-2クリップおよびZSDファイルを作成する。キャプチャコントローラは、移行の開始お
よび終了のときに、ナビゲーションコントローラから通知を受け取り、各アニメーション
ステップごとに、MPEG-2移行およびシーンエンコーダ上でルーチンを呼び出す。この進捗
の視覚的表示をユーザに提供するために、キャプチャコントローラは、キャンバスが、シ
ーンに対する可視シーングラフをさらに描画し、実行された移行のパーセントを示すテキ
ストオーバレイを追加するようにする。
【００２６】
　本発明の例示的実施形態によるMPEG-2移行およびシーンエンコーダ52の詳細な例が、図
5に示されている。生シーンデータ、例えば、画像、テキスト、メタデータなどは、移行
および画面キャプチャ50から送達され、オブジェクト抽出ユニット502、クライアント提
供機能抽出ユニット504、およびビデオ情報抽出ユニット506に提供される。(ユーザイン
ターフェース画面上のユーザが対話可能なオブジェクトを処理する)オブジェクト抽出ユ
ニット502、ならびに、(クライアントデバイス44によって提供された、例えば、ホバーズ
ームおよびテキストの機能を処理する)クライアント提供機能抽出ユニット504は、レンダ
リング位置コントローラ508の制御下で、生データストリームから情報を抽出し、それをZ
SDエンコーダ507に提供するように動作し、ZSDエンコーダ507は、詳細に後で説明される
シーン記述フォーマットを使用して、抽出された情報を符号化する。一方では、ZSD符号
化データの一部または全部を、MPEG-2データカプセル化装置509を使用して、MPEGデータ
ストリーム内で、例えばMPEGフレーム内のプライベートデータフィールドの一部として送
るともに、あるいは、全く送らずに、他方では、残りのZSD符号化データを、図4に関連し
て上記で説明したOOBリンクを使用して送信することが可能である。
【００２７】
　ビデオ情報抽出ユニット506は、やはりレンダリング位置コントローラ508の制御下で、
MPEG-2符号化に適したビデオ情報を抽出するように動作する。どのタイプの符号化を、こ
の例ではMPEGまたはZSD符号化を、特定のデータに適用するかを選択的に決定する、レン
ダリング位置コントローラ508の能力と、それに関する利点については、図11に関連して
より詳細に後述する。
【００２８】
　本明細書では、用語「MPEG符号化」は、MPEG-1、MPEG-2、および同様の符号化の総称で
あるが、本発明のいくつかの例示的実施形態では、特にMPEG-2符号化を指している。MPEG
符号化に関連した一般的な詳細は、それ自体で当業者に知られており、さらに規格草案(
例えば、ISO CD11172)の形で入手可能である。例示的MPEG-2エンコーダ500は、MPEG-2符
号化を実行するために規格に従って動作する、無番号の複数のブロック(より詳細に後で
説明する動き推定ユニット510は例外である)を含む。MPEGエンコーダ500の無番号のブロ
ックのより詳細な説明を提供するMPEGエンコーダの一例は、様々なMPEG-2規格文書に見る
ことができ、例えば、ITU-T SG 15.1(CCITT SG XV,Working Party XV/l,Experts Group o
n ATM Video Codingとして当時知られた)とISO/IEC JTCI/SC29 WG11(MPEG)との共同努力
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として発展したTest Model 5文書に見ることができる。詳細には、Test Model 5のMPEGバ
ージョンは、MPEG 93/225bとして知られ、Test Model 5のITUバージョンは、AVC-445bと
して知られ、これらの開示は、参照により本明細書に組み込まれる。MPEG符号化データは
、クライアントデバイス44へのその後の送信のために、MPEG/ZSDキャッシュユニット54に
格納される。
【００２９】
　図5に示される例示的MPEG-2移行およびシーンエンコーダ52に関して特に注目されるの
は、エンコーダヒントコレクタ512および動き推定器510である。MPEG-2移行およびシーン
エンコーダ52におけるMPEGエンコーダ500の一態様は、符号化されるMPEGデータの高レベ
ルの圧縮を迅速かつ効率的に行うエンコーダの能力である。これは、特に、ユーザインタ
ーフェースにおいて各シーンの互いに対する「配置される」場所の知識を用いて実現され
、この知識は、本発明による例示的ユーザインターフェースにおいて事前に定義される。
これは、標準MPEG動き推定アルゴリズムの選択的な単純化を可能にし、それにより、MPEG
符号化プロセスが加速し、かつ/あるいはプロセスに割り当てられる必要がある処理能力
の量が軽減される。より詳細には、MPEGデータストリームにおける連続したMPEGフレーム
を符号化するとき、符号化を実行するために使用される情報の一部は、あるMPEGフレーム
から次のMPEGフレームに(および/または逆に先行のMPEGフレームから現在のMPEGフレーム
に)ピクセルのブロックが移動した位置に関する情報である。例えば、第1のMPEGフレーム
におけるピクセルのブロックが、単純に、第2のMPEGフレームにおける新しい画面位置に
移動した場合、一般に、そのピクセルのブロックに関連付けられた動きベクトルを決定し
送信するほうが、再びピクセルのブロック全体を再符号化し再送信するよりも効率的であ
る。同様に、そのピクセルのブロックが、(例えば、照明効果を介する移行を経て)比較的
均一な色差である場合、やはり、動きベクトルおよびいくらかの色差情報を提供するほう
が、ピクセルのブロック全体を再送信するよりも効率的である。
【００３０】
　すべてのタイプの例えばビデオデータ圧縮をサポートするためのランダムなオブジェク
トの移動に対処するために、標準MPEG動き推定アルゴリズムは、ピクセルデータのブロッ
クの探索を実行し、どのピクセルのブロックがフレームからフレームに移動したか(およ
びどの方向に移動したか)を決定する。例えば、フルペル探索と呼ばれるいくつかの探索
では、16×16ブロックを使用し、ハーフペル探索と呼ばれる他の探索では、16×8ブロッ
クを使用する。これらの探索は、特に高精細度ビデオデータの場合、計算コストが高くな
り、(例えば、エンコーダヒントコレクタ512によって導入される修正なしでは)標準MPEG
エンコーダ500によって実行される動作に関連した処理時間/能力の最大80%までが見積も
られる。したがって、本発明の例示的実施形態によれば、MPEG符号化に関連付けられた動
き推定は、これらのクライアント/サーバアーキテクチャによって生成されるユーザイン
ターフェースがオブジェクトのランダムな移動を伴わないという事実を利用して、単純化
される。例えば、図1(b)および2の例示的ユーザインターフェース画面間の移行の際に、
「Apollo 13」に関連付けられた画像は、(任意選択で、ある種の拡大を伴って)表示画面
上の第1の位置から表示画面上の第2の位置に移動するが、両方の位置は、エンコーダヒン
トコレクタ512に事前に知られており、エンコーダヒントコレクタ512は、それらからMPEG
動きベクトルを計算することができる。
【００３１】
　したがって、エンコーダヒントコレクタ512は、標準MPEG技術に従って探索を実行せず
に、MPEG圧縮を実行するために、MPEG動きベクトルを、渡される動きベクトルを使用する
ためのコマンドとともに、動き推定ユニット510に渡す。しかし、MPEG動きベクトルを生
成するための相互に関係したユーザインターフェース画面の知識のこのような使用により
、有効なMPEG動きベクトルを生成することは、(例えば、MPEG動きベクトルを表現するた
めに割り当てられたビット数の制限のため)いつもできるとは限らない。したがって、エ
ンコーダヒントコレクタ512はまた、標準MPEG探索アルゴリズムを利用して、フレーム(ま
たは他の)基準で動きベクトルを決定するように、動き推定ユニット510に指令する能力を
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有する。(1)標準MPEG探索アルゴリズムを使用して完全に生成される動きベクトルを使用
すること、または、(2)標準MPEG探索アルゴリズムを使用せずに、エンコーダヒントコレ
クタ512によって完全に生成される動きベクトルを使用することに加えて、本発明に従っ
て決定されうる動きベクトルの第3のカテゴリでは、動きベクトルは、エンコーダヒント
コレクタ512に利用可能な情報に基づく範囲に限定された探索範囲を有する標準MPEG探索
アルゴリズムによって計算される。
【００３２】
　再び図4を参照すると、ブロック50および52によって生成されたMPEGデータおよびシー
ン記述データは、シーン要求プロセッサ56によって必要とされたとき取り出すために、メ
モリデバイス54内にキャッシュすることができる。シーン要求プロセッサ56は、クライア
ント44からのシーンの要求を処理し、例えば、ポインタ48に関連付けられたカーソルが「
Apollo 13」に関連付けられた画像上で停止した(図1)という標識を、クライアントユーザ
インターフェース状態機械62が受け取った場合に、(後述の)ホバーズームシーンを開始す
るために、要求がシーン要求プロセッサ56に送り返され、あるいは、ユーザが「Apollo 1
3」に関連付けられたより詳細なシーン(図2)を見たいという標識を、クライアントユーザ
インターフェース状態機械62が受け取った場合に、そのシーンを開始するために、要求が
シーン要求プロセッサ56に送り返される。シーン要求プロセッサ56は、アップストリーム
の要求に応答して、MPEG-2移行およびシーン記述データを、クライアント44に返す。より
詳細に以下で説明する例示的実施形態によれば、いくつかのアップストリームの要求に対
して、シーン要求プロセッサ56は、MPEGデータ、シーン記述データ、または両者の何らか
の組合せのいずれが要求をサービスするために適切であるかを、動的に決定することがで
きる。シーン要求プロセッサ56の詳細な例は、図6に示されている。
【００３３】
　図において、クライアント要求プロセッサ600は、例えば、クライアント要求を解釈し
、それらの要求をシーン要求プロセッサ56内の適切なコンポーネントに配布することによ
って、すべてのクライアントの対話を調整する。例えば、クライアント要求プロセッサは
、クライアント単位で、状態および統計値を追跡し、かかる情報をデータベース602に格
納する。帯域外(OOB)クライアント通信コンポーネント604は、通信要求に対する応答およ
びプロトコル要求の抽出を含めて、OOBチャネルを介したクライアントとのすべての通信
を取り扱う。ビデオ再生制御機能606は、MPEG-2ストリーム生成コンポーネント、例えば
、シーンループジェネレータ608および移行再生機能610の動作を調整する。シーンループ
ジェネレータ608コンポーネントは、ユーザインターフェースシーンのループを生成し、
移行が発生しないときにループを送信する。移行再生機能610は、(例えば、キャッシュ54
を介して)MPEG-2移行およびシーンエンコーダ52によって前もって生成されたMPEG-2移行
ストリームをロードし、それらを要求されたクライアントへストリーミングする。移行再
生機能610は、複数のストリームを同時に提供することができる。MPEG-2移送ストリーム
カプセル化ユニット612は、MPEG-2移送ストリームを必要に応じて更新し、そのストリー
ムをUDPカプセル化ユニット614に転送し、UDPカプセル化ユニット614は、MPEG-2移送スト
リームのパケットをまとめてグループ化し、それらを、UDPを介してMPEGストリーム送信
器58内のIP-QAMゲートウェイ(図示せず)に送る。
【００３４】
　再び図4を参照すると、サーバ側のMPEGストリーム送信器58、ならびに、クライアント
側のMPEGストリーム受信器64およびMPEGデコーダ66は、ビデオストリーミングプロトコル
リンクを介して、メタデータ、例えば、図2のユーザインターフェース画面に示されるテ
キストフィールドをポピュレートするために使用されるデータと、コンテンツとの両方の
通信を可能にする。MPEG送信器58、受信器64、およびデコーダ66は、既製のコンポーネン
トを使用して実装することができ、したがって、本明細書では詳しく説明しない。しかし
、これらの要素、ならびに本発明が実装されうる他の例示的双方向テレビジョンシステム
アーキテクチャのより詳細に関心がある読者は、その開示が参照により本明細書に組み込
まれる、Jerdingらに付与された米国特許第6804708号を参照されたい。画面表示(OSD)グ
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ラッフィックスコントローラ68は、クライアント状態機械62からのシーンデータ、および
カーソルコントローラ69からの入力を受け取って、ユーザインターフェースのための、オ
ーバレイグラフィックスおよびローカルアニメーション、例えば、ズーミング移行を生成
する。デコーダ66およびOSDグラッフィックスコントローラ68からそれぞれ出力されたMPE
GビデオデータおよびOSDビデオデータは、ユーザインターフェースを生成するために、ビ
デオコンバイナ70によって結合され、表示装置46に転送される。上述のように、図1(a)に
示されるDVDカバーアート画像は、MPEGビデオデータを使用して作成されるユーザインタ
ーフェース要素の例であり、図1(b)の「Apollo 13」画像のズームされたバージョン、お
よび図1(a)のユーザインターフェース画面の右上隅にある円形のアイコンは、シーン記述
データを使用して作成されるユーザインターフェース要素の例である。
【００３５】
　本発明の例示的実施形態について特に注目されるのは、クライアントユーザインターフ
ェース状態機械62であり、このより詳細な例は図7に示す。クライアントユーザインター
フェース状態機械62は、シーン要求プロセッサ56から受け取ったシーンデータおよび/ま
たはスクリプトを解釈して、クライアントデバイス44上に(例えば、図1(a)、1(b)、およ
び2に示されるように)ユーザインターフェースシーンを提示する。クライアントユーザイ
ンターフェース状態機械62はまた、(ブロック700として表される)ヘッドエンド42、また
はローカルハードディスクドライブ702から、シーンデータおよびMPEG-2移行クリップを
受け取ることができる。関与するクライアントデバイスのシステムおよび/またはタイプ
に応じて、単一のデータソース700、702が本発明の特定の実装形態に存在しても、あるい
は他の何らかのタイプのデータソースが使用されてもよいことは、当業者には理解されよ
う。帯域外(OOB)通信704は、オペレーティングシステム(OS)706、例えば、PowerTV、Linu
x、Win32などと、オペレーティングシステムポータル層708とを介して、クライアントユ
ーザインターフェース状態機械62に信号およびコマンドを提供するために使用することが
できる。OSおよびOSポート層706、708はまた、ユーザインターフェースに対するユーザの
操作を追跡し、イベントマッパ機能710にデータを提供することができる。イベントマッ
パ710は、ユーザインターフェースデータ、例えば、カーソルの移動、音声コマンド入力
、フリースペースポインタの動きなどを、ユーザインターフェースにおける何らかの変更
、例えば、表示の変更、オーディオの変更、ズーミング移行などを必要とすることがある
イベントに変換する。例えば、ユーザのカーソルが、図1(a)の「Apollo 13」の画像上を
静止するまたは通過するとき、イベントマッパ710は、生カーソルデータをOSから受け取
り、例えば、ホバーズームイベントにマップするが、そのイベントの結果として、画像は
、図1(b)に示されるように少し拡大され、これは、より詳細には後述される。別の例とし
て、カーソルが、図1(b)の「Apollo 13」画像の拡大バージョン上に配置されながら、OS7
06、708がイベントマッパ710にボタンクリックを渡した場合、ユーザがこの映画に関する
より詳細が欲しいことが指示され、イベントマッパ710は、それに関連付けられた「trans
ition to detailed view event」を識別することができ、その結果、図2のユーザインタ
ーフェース画面への移行がもたらされる。
【００３６】
　イベントマッパ710によって検出されたイベントは、イベントプロセッサ714によって処
理するために、イベントキュー712に入れられる。イベントプロセッサ714は、例えば、現
在アクティブのシーンデータおよび/またはスクリプトに基づいて、イベントキュー712か
らイベントを受け取り、それらをアクションライブラリ716に配布することによって、ク
ライアントユーザインターフェース状態機械62の動作を調整する。シーンデータローダ72
0および様々な記憶ユニット718、722とともに、アクションライブラリ716は、シーンデー
タの説明に関連してより詳細に後述するように、検出されたイベントに基づいて、現在表
示されているユーザインターフェース画面に対する変更を生成するように動作する。
【００３７】
シーン記述データフォーマット
　本発明の例示的実施形態によるユーザインターフェースを生成するためのいくつかのサ
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ーバ/クライアントアーキテクチャを説明したが、ここで、このアーキテクチャと併せて
使用することができる(MPEG/MPEG-2に追加して)第2の例示的データフォーマットを説明す
る。本発明と併せて他のデータフォーマットを使用することもできるが、この例示的デー
タフォーマットは、クライアントデバイス44がユーザ対話およびシステムイベントに応答
することを可能にする状態機械を、効率的に作成することができる。このデータフォーマ
ットは、非常に低いパワーのクライアントデバイス44と、ハイエンドのクライアントデバ
イス44、例えばパーソナルコンピュータとの両方をサポートするように任意に拡張可能で
ある。この例示的シーンデータフォーマット(「ZSD」とも呼ばれる)の他の目的は、テー
マサポート、将来の言語のサポート、デモスクリプティング、および、自動化テストのサ
ポートを含む。
【００３８】
　ZSDフォーマットは、2つのタイプのシーン、すなわち、排他的シーンとオーバレイシー
ンをサポートする。排他的シーンは、フルスクリーンを占有し、主なユーザ対話要素を含
むため、本明細書では、排他的シーンを、単にシーンと呼ぶ。オーバレイシーンは、クラ
イアントユーザインターフェース状態機械62が、排他的シーンの上に論理的にオーバレイ
する、全部または一部のシーンを記述する。排他的シーンがユーザのナビゲーションに従
って変化する間、オーバレイシーンは、変化する場合もあれば変化しない場合もある。こ
れにより、ユーザが排他的シーンからシーンへとナビゲートするのに伴いユーザに追随す
る音楽コントロール、グローバルナビゲーション、ブックマークなどのような機能を、フ
ォーマットがサポートすることが可能になる。排他的シーンは、オーバレイシーンを最初
に起動するが、オーバレイシーンは、他のオーバレイを起動する。すべてのオーバレイシ
ーンを終了することは可能であるが、オーバレイシーンは、ユーザからの対話、または現
在の排他的シーンに基づいて、それら自体の持続期間を制御する。排他的シーンおよびす
べてのオーバレイシーンは、それら自体の名前空間に論理的に存在する。ZSD要素が他の
シーン内の要素を参照するために、本明細書に説明されるようなZSD参照は、名前空間を
指定するフィールドを含むように修正されうる。シーン間通信は、排他的シーンに何があ
るかをオーバレイシーンに通知するような動作のために有用である。シーン間通信をサポ
ートするために、送信側は、イベントを生成するためのアクションをトリガする。次いで
、これらのイベントは、イベントプロセッサ714によって各シーンに配布される。イベン
トがリソースIDを含む場合、そのIDは、目的シーンにおける等価なリソースにマップされ
る。目的シーンが等価なリソースを含まない場合、イベントプロセッサ714は、次のシー
ンにイベントを配布するテストに進む。
【００３９】
　すべての排他的シーンは、順次に、(1)Entered、(2)Loaded、(3)Steady State、(4)Unl
oading、(5)Exitedの状態をクライアント上で経過する。排他的シーンのZSDデータは最初
に復号され、Entered状態に入る。この時点で、イベントプロセッサ714は、Onloadイベン
トを始動して、排他的シーンが任意の初期アクションを実行することができるようにする
。イベントプロセッサ714がOnloadイベント配布プロセスを完了すると、排他的シーンは
、Loaded状態に入る。この時点で、イベントプロセッサ714は、そのキュー712に保留イベ
ントを有することがある。イベントプロセッサ714は、このキュー712の中身を除去し、次
いで、排他的シーンをそのSteady State状態に移行させる。図8は、すべての状態でのイ
ベント処理を示すために、シーンメンバシップメッセージ伝達を使用して例示的排他的シ
ーンのライフサイクルを示す。排他的シーンをアンロードするプロセスは、基本的にロー
ドプロセスの逆である。この場合、GoToSceneまたは他のシーン変更アクションが、アン
ロードプロセスを開始する。この時点で、排他的シーンは、Unloading状態に変化する。
すべてのZSDアンロード処理が完了すると、プロセスは、クライアントが排他的シーンのZ
SDデータの一部または全部を任意選択で保持することができるExited状態に移行する。排
他的シーンの状態の変化は、オーバレイシーンが(必要な場合)アクションを行うことがで
きるように、すべての現在ロードされたオーバレイシーンに伝達される。
【００４０】
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　オーバレイシーンは、独立して排他的シーン上に存在する。例えば、図1(a)では、右上
隅に表示された3つのアイコン(家、上矢印、テレビ)は、排他的シーン(MPEG層に実装され
た様々なDVDカバーの画像)上のオーバレイシーンとして実装することができる。図1およ
び2に示されていない別の例は、ボリュームコントロールおよび/またはチャネル選択ユー
ザインターフェースオブジェクトのオーバレイシーンとしての提供である。オーバレイシ
ーンの終了は、シーンそれ自体の内部から、または排除的シーンからの要求によって達成
することができる。さらに、SceneMembershipNotificationイベントが、例えば、図9に示
されるように、オーバレイの持続期間を排除的シーンの特定のセットに限定するために使
用されうる。このシーングループに属する各排除的シーンは、それらがロードされるとき
、SceneMembershipNotificationメッセージを送る。このシーングループに関連付けられ
たオーバレイシーンは、オーバレイシーンがロード状態を継続すべきかまたはそれ自体を
終了すべきかどうかを見分けるために、ExclusiveSceneChangeイベントおよびSceneMembe
rshipNotificationメッセージを使用する。オーバレイシーンが、そのシーングループに
一致するSceneMembershipNotificationを受け取る限り、オーバレイ画面は、ロード状態
を継続することができる。(図9で触れる)トリプルテーブルは、より詳細に後で説明する
。
【００４１】
　本発明の一例示的実施形態によれば、各シーンは、以下の記述情報を含む。
【００４２】
【表３】

【００４３】
　ZSDロード時間のパフォーマンスを改善するために、クライアントデバイス44は、任意
選択で、ZSDキャッシュ722を実装することができる。ZSD符号化シーンは、キャッシング
動作がもはや有用でないときをクライアントに指示するためのキャッシングプロパティを
指定する。例えば、スポーツの得点のような一時的に重要な情報は、長期間キャッシュさ
れるべきではない。表4は、例示的キャッシングプロパティタイプを列挙しそれらの用途
を説明している。
【００４４】
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【表４】

【００４５】
　本発明による例示的シーンデータフォーマットは、(本明細書では「要素」と呼ぶこと
がある)4つの基本データタイプ、具体的には、オブジェクト、イベント、アクション、お
よびリソースを有する。高レベルでは、オブジェクトは、MPEG層、オーバレイテキスト、
およびオーバレイ画像におけるボタンおよびアイコンの範囲などのようなシーンコンポー
ネントを記述する。イベントは、シーンに関連する通知を記述する。これらには、マウス
(ポインタ)移動イベント、キーボードイベント、アプリケーション状態変化イベントなど
が含まれる。アクションは、別のシーンに進むなどのイベントへの応答を記述し、最終的
に、リソースは、オブジェクト、イベント、およびアクションによって使用される生デー
タ、例えば画像データを含む。これらの各データタイプは、より詳細に後で説明する。
【００４６】
　本発明の例示的実施形態による(プロパティの任意選択のセットを含む)例示的オブジェ
クトタイプおよびそれらに関連付けられたパラメータを、表5～8で説明する。
【００４７】

【表５】

【００４８】
【表６】

【００４９】
【表７】

【００５０】
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【００５１】
　他のシーン記述フォーマット要素のように、各イベントは、グローバルに固有の値が割
り当てられる。いくつかのイベントタイプは、それらがトリガするアクションを制約する
ためにフィルタを利用する。例えば、OnKeyPressイベントは、当該のキーを使用する。フ
ィルタに追加して、イベントは、後述のようにリソースをアクションスタック上にプッシ
ュすることができる。アクションは、それらの動作を修正するためにスタック上の情報を
使用することができる。例示的イベントタイプは、以下で表9に列挙する。オーバレイシ
ーンは、ディスパッチャによってイベントの伝搬に影響を与える。配布セマンティクスは
、表では以下のように略記される。
1.アクティブ:ディスパッチャが、アクティブシーンのみにイベントを送る。例えば、シ
ーンがロードされたとき、OnLoadイベントが、そのシーンのみに送られる。
2.リソースフィルタを有するシーン:ディスパッチャが、これらのイベントを、イベント
についてリソーステーブルエントリを含むシーンのみに送る。シーンのトリプルテーブル
を介して反復する前に、イベントディスパッチャは、イベントにおけるリソースIDを、シ
ーンにおけるそれらの等価物に再マップする。
3.オーバレイのみ:ディスパッチャは、これらのイベントをオーバレイシーンのみに送る
。
4.両方:ディスパッチャは、このイベントを、まずオーバレイシーンに送り、次いで排他
的シーンに送る。
【００５２】
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【表９】

【００５３】
　本明細書で説明したアーキテクチャおよび方法の動作において、オブジェクト上のイベ
ントの結果が、アクションである。プログラム形成するためのZSDアクションテーブルに
、複数のアクションを一緒にリンクすることができる。イベントからアクションに、およ
びリンクされたアクションに、パラメータを渡すことを容易にするために、ZSDインタプ
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リタが、アクションスタックを維持する。アクションスタックは、アクションリストの第
1のアクションを配布する前に、以下の項目の順で初期化される。
1.アクションをトリガしたトリプルテーブルエントリにおけるオブジェクト
2.アクションをトリガしたトリプルテーブルエントリにおけるイベント
3.イベントからアクションスタック上にプッシュされた要素
　各アクションを配布する前に、ZSDインタプリタは、アクションのパラメータをスタッ
ク上に論理的にプッシュする。実装では、単純にするために、組込みアクションでこの動
作を短絡することができる。各アクションタイプは、そのスタックの使用を指定する。一
般に、ZSDインタプリタは、スタックの使用が最小限に維持されるように、小さなアクシ
ョンスタック(例えば、16～32個の要素)を割り当てることができ、ZSDインタプリタが常
に充分なスタックを有することを保証するために、ZSDエンコーダは、ヘッダに最大スタ
ックサイズを指定しなければならない。すべてのアクションタイプは、最大スタックサイ
ズの計算を単純化するために反復を避けるべきである。例示的アクションタイプを、以下
で表10（表10Aおよび表10B）に列挙する。
【００５４】
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【表１０Ｂ】

【００５５】
　本発明と併せて使用することができる例示的リソースを、以下で表11に列挙する。
【００５６】
【表１１】

【００５７】
　本発明の例示的実施形態によれば、シーン記述フォーマットは、以下で表12～17に説明
するように、5つのテーブル、すなわち、オブジェクトテーブル、イベントテーブル、ア
クションテーブル、リソーステーブル、および、1つまたは複数のトリプルテーブルに、
すべてのシーン対話情報をグループ分けする。このテーブルへの分割により、ほとんどの
冗長な情報が除去され、ローエンドのクライアント44上の対話動作の迅速な検索が可能に
なる。
【００５８】
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【表１２】

【００５９】
【表１３】

【００６０】
【表１４】

【００６１】
【表１５】
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【表１６】

【００６３】
【表１７】

【００６４】
　本発明による例示的シーンデータフォーマットに関する様々な追加の情報は、先に参照
により組み込まれた優先権出願に見ることができる。
【００６５】
　ローカルストレージを有していないクライアントデバイス44が、サーバ42にシーンおよ
び移行を要求する。この機能を実行するために使用することができるメッセージの例示的
セットを、以下で表18に示す。クライアント/サーバリンクは、例えば、イーサネット（
登録商標）接続、(OOB通信のためにケーブルネットワークで現在使用されている)QPSKチ
ャネル、または他の任意のプロトコルまたはタイプの接続を介して構成される。このメッ
セージのセットは、単に例示であり、いくつかのメッセージが、追加されても除去されて
もよいことは、当業者には理解されよう。
【００６６】
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【表１８】

【００６７】
ホバーズーム
　上述のように、本発明による例示的クライアント/サーバアーキテクチャおよび方法の1
つの特徴は、いくつかの既存のクライアントデバイスに関連した使用可能な比較的少量の
メモリおよび/または処理能力を考慮に入れながら、洗練されたユーザインターフェース
をクライアント側で生成する能力を提供することである。上述のシステムおよび方法がこ
の問題に対処する方法の一例は、本明細書で「ホバーズーム」と呼ばれるユーザインター
フェース対話について見ることができ、例えば、ユーザが、選択可能なメディアアイテム
に対するインジケータ上にカーソルを進めるかつ/または停止させたとき、それに関連付
けられた画像が、どのオブジェクトが選択される態勢であるかをユーザが容易に分かるよ
うに拡大されるプロセスがあり、その例は、図1(a)および1(b)に示されている。
【００６８】
　クライアントデバイスが有するメモリおよび/または処理能力が限られている双方向テ
レビジョンシステムのような帯域が限られたシステムでは、ホバーズーム機能の実装に関
連するいくつかの難題がある。図1(a)に示されるユーザインターフェース画面が、様々な
映画に関連付けられたカバーアート画像を含みユーザインターフェースサーバ42からクラ
イアント44に送信されるMPEGデータストリームを使用してレンダリングされる例を、検討
する。ユーザインターフェース画面の可視部分は、本明細書では、背景層と呼ばれる。イ
ベントマッパ710およびイベントプロセッサ714が、ユーザがホバーズーム応答をトリガし
たと認識すると、前景層(例えば、"Apollo 13"画像の拡大されたバージョン)が、生成さ
れ、図1(a)のユーザインターフェース画面を修正するために使用される。図1(a)に示され
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るユーザインターフェース画面から図1(b)に示されるユーザインターフェース画面への移
行のために使用されるデータを提供するためのいくつかの可能性がある。ホバーズーム効
果を実装するための1つの方法は、ユーザインターフェースサーバ42により、背景層と前
景層の両方に対応するMPEGデータの完全セットをクライアント44へ送信することである。
しかし、ユーザが、潜在的に、ユーザインターフェース内の非常に多数の画面オブジェク
ト、例えば数十や数百の画面オブジェクト上に、かなり迅速にカーソルを進めることがで
きることを考慮すると、ユーザインターフェースサーバ42によって送信する必要があるデ
ータの量は、本発明のこの例示的実施形態を実装するためには、かなり多くなることがあ
り、その結果、クライアントデバイス44上の画面移行のレンダリングにさらに遅延が生じ
る。
【００６９】
　さらに、図1(a)と図1(b)を比較すると分かるように、図1(a)のズームされていないバー
ジョンに関連付けられたピクセルデータの大部分は、図1(b)のホバーズームされたバージ
ョンを作成する際に再使用される。したがって、本発明の別の例示的実施形態によれば、
背景層のピクセルと前景層のピクセルの関係を決定して、ホバーズーム効果を生成するた
めにクライアントデバイス44に送信される必要があるデータの量を減少させるために使用
することができる。この関係は、ホバーズーム効果の一部として拡大されるオブジェクト
に応じて、比較的単純にも、よりいくらか複雑にもなりうる。例えば、図1(a)の長方形の
DVDカバーアート画像のサイズを拡大することは、本質的に、長方形の画像を拡大して、
移行の一部として隣接画像を隠蔽することを伴う。一方、より複雑な形状、例えば、中央
に穴を有するドーナッツ状のオブジェクトでは、ホバーズーム効果を生成するために、よ
り複雑な状況が与えられる。ドーナッツ状のオブジェクトが拡大される場合を考えると、
中央の穴は、以前は隠されていた背景層のピクセルがホバーズーム効果の発生後に明示さ
れるように拡大される。
【００７０】
　本発明の例示的一実施形態によれば、画像の前景バージョンにおける各ピクセルは、(1
)完全に不透明(背景層からピクセル色を抽出することができ、したがって、前景層生成の
ために再送信する必要がない)、(2)透明(無関係、したがって、前景層のために再送信す
る必要がない)、(3)半透明(例えば、アンチエイリアスを適用することができる画像のエ
ッジ周辺のピクセル。これらのピクセルについて前景層データを送信する必要がある)、
および、(4)ヌル(例えば、背景ピクセルを明示するドーナッツの「穴」のピクセル。背景
層ピクセルが、ズームされていないインターフェース画面を作成するために当初に送信さ
れた背景層から抽出できるとは限らないため、背景層ピクセルを送信する必要がある)の
うちの1つに分類することができる。この分類は、手動観測を含めて任意の所望の技術を
使用して、かつ/または後述の擬似コード処理技術を使用して事前に行うことができ、前
景層の各ピクセルが分類される前景/背景マップが生成される。ホバーズームマップは、
ユーザインターフェースにおいてホバーズーム効果をトリガできる画像ごとに格納されう
る。
背景を取り込むために、
for(node=scenegraph.rootO;node!=前景ノード;node=次のノード)if(ノード範囲が前景範
囲内である)
　　　ノードを背景画像にペイントする
前景を取り込むために、
前景ノードを前景の元のサイズを有する画像に描画する(低解像度画像)
前景ノードを前景の最大サイズを有する画像に描画する(高解像度画像)
マッピングの後、このデータは、ステップ1010および1012で保存され転送されるデータの
量を減少させるために、例えば、アルファ情報に基づいて背景ピクセルの該当性を評価す
るための以下の擬似コードを使用して、符号化される。
アルファ情報を取り込むために、
前景ノード開始範囲を計算する　前景ノード終了範囲を計算する
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アルファ値のみを含む前景開始範囲のサイズのアルファ画像を作成し、不透明に初期設定
する
画像のアルファ合成ルールを、それの現行の値またはそれに描画されるピクセルの値の最
小値を維持するように設定する
while(foreground.size()<終了範囲)アルファ画像に前景を描画する
　　　前景サイズを大きくする
どのピクセルが背景画像に必要かを計算するために、
透明である元の背景画像内の任意のピクセルは、無関係である
すべての残りの該当の背景画像のピクセルについて、
　If(低解像度前景ピクセルが透明である)
　　背景ピクセルは無関係である
　Else if(低解像度前景ピクセルが不透明であり、かつ取り込まれたアルファピクセルが
不透明である)
　　背景ピクセルは無関係である
　Else
　　背景ピクセルは該当する
このような方法で符号化される特定の画像に応じて、前景層ピクセルのほとんどは、不透
明に指定され、ホバーズーム効果を生成するためにクライアントデバイス44に再送信され
る必要がない。
【００７１】
　本発明の例示的実施形態によるホバーズーム処理は、概略的に図10に示される。図にお
いて、画像のMPEG(背景)バージョン1000、および、例えばPNGまたはJPEGの、拡大される
ことになる画像のズームされていないバージョン1002(例えば、図1(a)のApollo 13)が、
与えられている。背景画像1000は、画像のスームされていないバージョン1002と組み合わ
され、ステップ1006の圧縮の後、MPEGデータストリームでクライアントデバイス44に送信
される。上述の前景/背景マップは、ステップ1008でストレージから取り出され、前景層
および背景層に関連付けられたどのピクセルデータが送信される必要があるかを決定する
ために使用される。そのデータは、ステップ1010および1012で符号化(圧縮)され、ZSD画
像ファイルとして保存され、クライアントデバイス44に送信される。本発明のこの例示的
実施形態ではこの情報を、MPEGデータストリーム外部のシーンデータ(ZSDデータ)として
送信するが、代替として、MPEGデータストリーム内に埋め込むこともできる。
【００７２】
　本発明の例示的実施形態による上述のホバーズーム技術を読んで理解されるように、例
えばケーブルネットワークに接続された、クライアントデバイスにおける(ズーミングを
利用する)洗練されたユーザインターフェースを生成することに関連するいくつかの難題
は、送信される特定のデータに対する符号化ストリームのインテリジェントな選択によっ
て対処することができる。前述のホバーズームの例では、背景データは、そうしたネット
ワークで利用可能なMPEG符号化ストリームを使用して送られ、一方、前景情報は、異なる
タイプの(上述の)符号化を使用して送られ、OSD層を介した表示のために処理される。し
かし、本発明の例示的実施形態では、他のサーバ/クライアントデータ転送が、クライア
ントデバイス44にデータを供給する上流ノードのうちの1つにおいて、データ、特にユー
ザインターフェースのズーミングに関連付けられたデータを送信するために適切な符号化
/データストリームのタイプを選択的に決定することの利益を得ることが企図される。
【００７３】
　この一般的概念が、図11に示されている。図において、データは、ブロック1100で、評
価されて、それが第1のデータであるか第2のデータであるかを決定し、そのデータを処理
するために符号化(および関連した送信データストリーム)のタイプを選択的に決定する。
第1および第2のデータは、異なるタイプのデータであっても、異なる特性を有する同じタ
イプのデータであってもよい。前者の例は、ホバーズームデータである(背景データが第1
のデータであり前景データ第2のデータである)。後者の例は、テキストである。MPEG符号
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化は、テキストを符号化するために特に効率的であるのではなく、したがって、例えば、
送信されるテキストが所定のフォントサイズ(例えば、16ポイント)未満である場合、別の
タイプの符号化を用いて特定の状況下でテキストを符号化するのが望ましいことがある。
【００７４】
　本発明の例示的実施形態によるメタデータを処理するためのシステムおよび方法は、メ
モリデバイス(図示せず)に含まれる命令シーケンスを実行するプロセッサによって実施す
ることができる。そうした命令は、2次データストレージデバイスなど他のコンピュータ
可読媒体からメモリデバイスに読み込むことができる。メモリデバイスに含まれるこれら
の命令シーケンスの実行により、例えば上述のように、プロセッサが動作する。代替実施
形態では、本発明を実装するために、ソフトウェア命令の代わりに、またはソフトウェア
命令と組み合わせて配線回路を使用することができる。
【００７５】
　上述の例示的実施形態は、あらゆる点で本発明を限定するものではなく例示するもので
ある。したがって、本発明は、実装の詳細において多くの変形が可能であり、それらは、
当業者によって本明細書に含まれる説明から導き出すことができる。例えば、MPEG符号化
およびMPEGデータストリームが上述の例示的実施形態で説明されたが、異なるタイプの符
号化およびデータストリーム、例えば、Windows（登録商標） Mediaベースのコンテンツ
などで使用されるビデオ符号化が、部分的にまたは全体で代わりに用いられてもよいこと
は理解されよう。さらに、(MPEG)画像および/またはビデオデータは、ケーブルネットワ
ークの全部または一部を経由して送信されるものとして説明されたが、本発明は、例えば
、ホームディスク上でまたはローカルサーバから、画像および/またはビデオデータをロ
ーカルで利用可能なシステムに、同様に適用することができる。このようなすべての変形
形態および修正形態は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲および精
神の範囲内であると見なされる。本発明の説明で用いられる要素、動作、または命令は、
本発明に不可欠または本質的であると明示的に説明されない限り、そのように解釈される
べきではない。また、本明細書では、冠詞「a」は、1つまたは複数の要素を含むことが意
図される。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１Ａ】本発明に従って処理されるデータを使用して生成されうるホバーズーム機能を
示すユーザインターフェースの画面を示す図である。
【図１Ｂ】本発明に従って処理されるデータを使用して生成されうるホバーズーム機能を
示すユーザインターフェースの画面を示す図である。
【図２】本発明に従って処理されるデータを使用して生成されうるユーザインターフェー
スの別の画面を示す図である。
【図３】例示的メタデータタイプおよびソースを示す表である。
【図４】本発明の例示的実施形態によるクライアント/サーバアーキテクチャを示す図で
ある。
【図５】本発明の例示的実施形態による、図4のMPEG-2移行およびシーンエンコーダをよ
り詳細に示す図である。
【図６】本発明の例示的実施形態による、図4のシーン要求プロセッサをより詳細に示す
図である。
【図７】本発明の例示的実施形態による、図4のクライアントユーザインターフェース状
態機械をより詳細に示す図である。
【図８】本発明の例示的実施形態による、イベントプロセッサ、シーンローダ、排他的シ
ーン、およびオーバレイシーンの間の例示的メッセージ相互作用を示す図である。
【図９】本発明の例示的実施形態によるアーキテクチャおよび方法に関連する別の例示的
メッセージ相互作用を示す図である。
【図１０】本発明の例示的実施形態による、ホバーズーム効果に関連付けられたデータを
符号化するための技術を示す図である。
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【図１１】本発明の例示的実施形態による、クライアントデバイスへの送信のためのデー
タの選択的符号化を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　42　ユーザインターフェースサーバ
　44　クライアントデバイス
　46　表示装置
　52　MPEG-2移行およびシーンエンコーダ
　54　MPEGおよびZSDキャッシュユニット
　56　シーン要求プロセッサ
　62　クライアントユーザインターフェース状態機械
　64　MPEGストリーム受信器
　500　MPEG-2エンコーダ
　510　動き推定ユニット
　600　クライアント要求プロセッサ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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