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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツガイドシステムであって、
　ネットワークを介してコンテンツへのアクセスを提供するように構成されているコンテ
ンツサーバと、
　タグの検索可能データベースを含むタグサーバと、
　該タグサーバおよび該コンテンツサーバとネットワーク通信するタグ付けデバイスであ
って、該タグ付けデバイスは、
　　該ネットワークを介して該コンテンツサーバを経由してコンテンツにアクセスするこ
とと、
　　該アクセスされたコンテンツを参照する少なくとも１つのタグを自動的に生成するこ
とであって、該アクセスされたコンテンツを参照する該少なくとも１つのタグは、該タグ
の検索可能データベースに含まれるために該タグサーバに提供される、ことと
　を行うように構成されている、タグ付けデバイスと、
　該タグサーバおよび該コンテンツサーバとネットワーク通信する再生デバイスであって
、該再生デバイスは、
　　該タグの検索可能データベースを検索することと、
　　該タグの検索可能データベースから、該コンテンツサーバを経由してアクセス可能な
コンテンツを参照するタグを取り出すことと、
　　該コンテンツサーバを経由して、該取り出されたタグによって参照される該コンテン
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ツにアクセスすることと
　を行うように構成されている、再生デバイスと
　を備える、コンテンツガイドシステム。
【請求項２】
　各タグは、前記コンテンツの識別子と該コンテンツの位置情報とを含む、請求項１に記
載のコンテンツガイドシステム。
【請求項３】
　前記識別子は、一意的な記憶データベース識別子であり、前記位置情報は、統一資源識
別子に関連付けられている、請求項２に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項４】
　前記識別子および前記位置情報は、前記コンテンツより実質的に小さいサイズである、
請求項２に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項５】
　前記再生デバイスは、前記コンテンツサーバに記憶されるコンテンツを参照するタグが
、前記タグの検索可能データベースに追加される、または、該タグの検索可能データベー
スから削除されることを要求するように構成されている、請求項１に記載のコンテンツガ
イドシステム。
【請求項６】
　前記ネットワーク通信は、インターネットを介して行われる、請求項１に記載のコンテ
ンツガイドシステム。
【請求項７】
　前記ネットワーク通信は、ローカルエリアネットワークを介して行われる、請求項１に
記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項８】
　前記再生デバイスは、前記ネットワークを介してコンテンツ推奨を受信するように構成
されており、該再生デバイスは、コンテンツを参照するタグが、該コンテンツ推奨に基づ
いて、前記タグの検索可能データベースに追加されることを前記タグサーバから要求する
ように構成されている、請求項１に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項９】
　前記タグの検索可能データベースを介して検索し、コンテンツ推奨を前記再生デバイス
に伝送するように構成されている推奨サーバをさらに備える、請求項８に記載のコンテン
ツガイドシステム。
【請求項１０】
　前記コンテンツ推奨は、選択基準に基づいており、前記再生デバイスは、該選択基準を
生成するように構成されている、請求項１に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項１１】
　前記タグサーバは、前記コンテンツを含まない、請求項１に記載のコンテンツガイドシ
ステム。
【請求項１２】
　前記コンテンツサーバは、前記コンテンツの一部を記憶する、請求項１に記載のコンテ
ンツガイドシステム。
【請求項１３】
　前記タグは、時間的構成要素を含まない、請求項１に記載のコンテンツガイドシステム
。
【請求項１４】
　前記タグは、該タグおよび該タグが参照するコンテンツと関連しないデータを有する、
記憶データベース内のデータのサブセットである、請求項１に記載のコンテンツガイドシ
ステム。
【請求項１５】
　前記タグは、該タグを前記記憶データベース内の特定のコンテンツガイドに関連付ける
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少なくとも１つの識別子を含む、請求項１４に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項１６】
　前記記憶データベースは、前記タグの検索可能データベースより大きいサイズである、
請求項１５に記載のコンテンツガイドシステム。
【請求項１７】
　ネットワーク全体に配信されるコンテンツにアクセスする方法であって、
　タグ付けデバイスを用いて、該ネットワークを介してコンテンツサーバを経由してコン
テンツにアクセスすることと、
　該タグ付けデバイスを用いて、該アクセスされたコンテンツを参照する少なくとも１つ
のタグを自動的に生成することと、
　タグサーバが、該アクセスされたコンテンツを参照する該少なくとも１つの生成された
タグをタグの検索可能データベースに追加することと、
　再生デバイスが、該タグの検索可能データベースを検索することと、
　該再生デバイスが、該タグの検索可能データベースから少なくとも１つのタグを取り出
し、該コンテンツサーバから該取り出されたタグによって参照されたコンテンツにアクセ
スすることと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　各タグは、前記コンテンツの識別子と前記コンテンツの位置情報とを含む、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記識別子は、一意的な記憶データベース識別子であり、前記位置情報は、統一資源識
別子に関連付けられている、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記識別子および前記位置情報は、前記コンテンツより実質的に小さいサイズである、
請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、デジタルコンテンツ配信システムに関し、特に、メディアコンテン
ツガイドを生成、配信、および使用するメディアコンテンツシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットコンテンツの利用可能性は、ユーザが、どのようにコンテンツを入手し
、それと相互作用し、究極的には、それを消費するかについて、その展望を劇的に変貌さ
せている。今日、多数のウェブサイトが、ユーザ生成ビデオ、ニュースレポートやポッド
キャストから、高解像度で、ゴールデンタイムおよびシンジケート化された全編テレビ番
組や映画に及ぶ、オーディオおよびビデオプログラムをホスティングしている。異なるイ
ンターネットポータルを介したこれらの供給数は、ますます拡張しつつあり、各ウェブサ
イトは、そのコンテンツ供給を収益化することを目指して、異なるビジネスモデルを追求
している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、そのようなコンテンツの消費および表示を最大限にする、コンテンツの識
別、維持、ならびに配信だけではなく、そのようなコンテンツの効率的配信を提供する必
要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概して、ガイド生成、アクセス、および配信コンテンツシステムならびに方法が、提供
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される。一実施形態では、コンテンツガイドシステムが、提供される。システムは、コン
テンツサーバと、タグサーバと、タグ付けデバイスと、再生デバイスと、を備える。コン
テンツサーバは、コンテンツへのアクセスを提供するように構成される。タグサーバは、
タグの検索可能データベースを含む。タグ付けデバイスは、タグサーバおよびコンテンツ
サーバとネットワーク通信し、タグ付けデバイスは、コンテンツサーバを経由して、コン
テンツにアクセスし、タグの検索可能データベースへ含ませるために、タグサーバに提供
される、アクセスされたコンテンツを参照する少なくとも１つのタグを自動的に生成する
ように構成される。再生デバイスは、タグサーバおよびコンテンツサーバとネットワーク
通信し、再生デバイスは、データベースを検索し、データベースから、コンテンツサーバ
を経由してアクセス可能なコンテンツを参照するタグを取り出し、コンテンツサーバを経
由して、取り出されたタグによって参照されるコンテンツにアクセスするように構成され
る。
【０００５】
　種々の実施形態では、各タグは、コンテンツの識別子と、コンテンツの位置情報と、を
含み、識別子は、一意的なデータベース識別子であって、位置情報は、統一資源識別子と
関連付けられる。他の実施形態では、識別子および位置情報は、コンテンツより実質的に
小さいサイズである。一実施形態では、タグは、コンテンツが消費のために利用可能であ
る、特定の時間または日付を記述あるいは参照する、時間的構成要素を含まない。他の実
施形態では、タグは、タグおよびタグが参照するコンテンツと関連しないデータを有する
、データベース内のデータのサブセットである。別の実施形態では、タグは、タグをデー
タベース内の特定のコンテンツガイドと関連付ける、少なくとも１つの識別子を含み、さ
らなる実施形態では、データベースは、タグのデータベースより大きいサイズである。
【０００６】
　別の実施形態では、ネットワークを介して配信されるコンテンツにアクセスする方法が
、提供される。方法は、タグ付けデバイスを使用して、コンテンツサーバを経由してアク
セス可能な一連のコンテンツを参照するタグを生成するステップと、タグサーバによって
、生成されたタグをタグの検索可能データベースに追加するステップと、再生デバイスに
よって、データベースにアクセスし、少なくとも１つのタグを選択し、コンテンツサーバ
から、取り出されたタグによって参照されるコンテンツを取り出すステップと、を備える
。
【０００７】
　本発明の付帯する特徴の多くは、上述および以下の説明を参照し、付随の図面と併せて
検討することによって、それらがさらに理解されることに伴って、より容易に明確となる
であろう。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　コンテンツガイドシステムであって、
　コンテンツへのアクセスを提供するように構成されるコンテンツサーバと、
　タグの検索可能データベースを含むタグサーバと、
　該タグサーバおよび該コンテンツサーバとネットワーク通信するタグ付けデバイスであ
って、該タグ付けデバイスは、該コンテンツサーバを経由して、コンテンツにアクセスし
、該タグの検索可能データベースに含むために、該タグサーバに提供される、該アクセス
されたコンテンツを参照する少なくとも１つのタグを自動的に生成するように構成される
、タグ付けデバイスと、
　該タグサーバおよび該コンテンツサーバとネットワーク通信する再生デバイスであって
、該再生デバイスは、該データベースを検索し、該データベースから、該コンテンツサー
バを経由してアクセス可能なコンテンツを参照するタグを取り出し、該コンテンツサーバ
を経由して、該取り出されたタグによって参照される該コンテンツにアクセスするように
構成される、再生デバイスと
　を備える、システム。
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（項目２）
　各タグは、上記コンテンツの識別子と、該コンテンツの位置情報とを含む、項目１に記
載のコンテンツガイドシステム。
（項目３）
　上記識別子は、一意的なデータベース識別子であって、上記位置情報は、統一資源識別
子と関連付けられる、項目２に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目４）
　上記識別子および上記位置情報は、上記コンテンツより実質的に小さいサイズである、
項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目５）
　上記再生デバイスは、上記コンテンツサーバに記憶されるコンテンツを参照するタグが
、上記データベースに追加される、または該データベースから削除されることを要求する
ように構成される、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目６）
　上記ネットワーク通信は、インターネットを介して行われる、項目１に記載のコンテン
ツガイドシステム。
（項目７）
　上記ネットワーク通信は、ローカルエリアネットワークを介して行われる、項目１に記
載のコンテンツガイドシステム。
（項目８）
　上記再生デバイスは、コンテンツ推奨を受信するように構成され、該再生デバイスは、
コンテンツを参照するタグが、該コンテンツ推奨に基づいて、上記データベースに追加さ
れることを要求するように構成される、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目９）
　上記データベースを介して検索し、コンテンツ推奨を上記再生デバイスに伝送するよう
に構成される推奨サーバをさらに備える、項目８に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目１０）
　上記コンテンツ推奨は、選択基準に基づき、上記再生デバイスは、該選択基準を生成す
るように構成される、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目１１）
　上記再生デバイスは、上記コンテンツの事前にキャッシュされた部分を受信するように
構成される、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目１２）
　上記コンテンツサーバは、上記コンテンツの事前にキャッシュされた部分を取得するよ
うに構成される、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目１３）
　上記タグサーバは、上記コンテンツを含まない、項目１に記載のコンテンツガイドシス
テム。
（項目１４）
　上記コンテンツサーバは、上記コンテンツの一部を記憶する、項目１に記載のコンテン
ツガイドシステム。
（項目１５）
　上記タグは、時間的構成要素を含まない、項目１に記載のコンテンツガイドシステム。
（項目１６）
　上記タグは、該タグおよび該タグが参照するコンテンツと関連しないデータを有する、
データベース内のデータのサブセットである、項目１に記載のコンテンツガイドシステム
。
（項目１７）
　上記タグは、該タグを上記データベース内の特定のコンテンツガイドと関連付ける、少
なくとも１つの識別子を含む、項目１６に記載のコンテンツガイドシステム。
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（項目１８）
　上記データベースは、上記タグのデータベースより大きいサイズである、項目１７に記
載のコンテンツガイドシステム。
（項目１９）
　ネットワーク全体に配信されるコンテンツにアクセスする方法であって、
　タグ付けデバイスを使用して、コンテンツサーバを経由してアクセス可能な一連のコン
テンツを参照するタグを生成することと、
　タグサーバによって、該生成されたタグをタグの検索可能データベースに追加すること
と、
　再生デバイスによって、該データベースにアクセスし、少なくとも１つのタグを選択し
、そして、該コンテンツサーバから、該取り出されたタグによって参照されたコンテンツ
を取り出すことと
　を含む、方法。
（項目２０）
　各タグは、上記コンテンツの識別子と、上記コンテンツの位置情報とを含む、項目１９
に記載の方法。
（項目２１）
　上記識別子は、一意的なデータベース識別子であって、上記位置情報は、統一資源識別
子と関連付けられる、項目１９に記載の方法。
（項目２２）
　上記識別子および上記位置情報は、上記コンテンツより実質的に小さいサイズである、
項目１９に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の種々の実施形態による、概略的ガイド生成および利用プロセス
を例証する、ブロック図である。
【図２】図２は、本発明の種々の実施形態による、ガイド生成、アクセス、および配信の
ためのマルチメディアシステムのブロック図である。
【図３】図３は、本発明の種々の実施形態による、コンテンツのタグ付けのグラフィック
描写である。
【図４】図４は、本発明の種々の実施形態による、コンテンツのタグ付けのグラフィック
描写である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　異なるインターネットポータルからのコンテンツ選択の拡大に伴って、本発明のある実
施形態による、コンテンツガイドは、膨大な数の利用可能なコンテンツをナビゲートする
ためのツールを提供する。コンテンツガイドは、一実施形態では、連続的および／または
その後の視聴のために、コンテンツの取り出しを可能にする、単独ユーザ、ユーザ群、ま
たはユーザ加入チャネルと関連付けられたタグのキューあるいはデータベースであって、
他の実施形態では、検索および／または分類されたディレクトリを介して、コンテンツへ
のアクセスを可能にし、第三者ソースからの推奨およびデータによって補完される、コン
テンツを参照するタグのナビゲート可能なリストである。本発明のある実施形態による、
ガイドは、ユーザに、後の視聴のために、異なるオーディオまたはビデオコンテンツをマ
ークさせる、プラグインソフトウェア、Ｊａｖａ（登録商標）スクリプト、あるいは別の
類似インターフェースを含む、ブラウザを使用して、異なるポータルをナビゲートする間
、ユーザによって生成可能である。これらのタグは、ローカルまたはネットワークアカウ
ント上に保存され、続いて、ウェブブラウザを介して、あるいはそれらのタグにアクセス
し、デジタルテレビ等のプラットフォーム上で選択されたコンテンツを提示可能なパーソ
ナルコンピュータもしくは家庭用電子機器上の別のアプリケーションによって、アクセス
可能である。多くの実施形態では、コンテンツのデコードは、コンテンツにアクセスする
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ためのガイドを使用して、デバイスによって行われる。ガイドは、多数のサイトにわたる
コンテンツの取り出しを簡素化し、複数のデバイス上でのコンテンツの視聴を可能にする
。
【００１０】
　本発明の種々の実施形態によると、メディアコンテンツガイドは、オンラインコミュニ
ティ内でのタグ付けされたコンテンツの共有と、コミュニティの推奨に基づく、タグ集合
の形成と、を可能にする。また、コミュニティのタグは、個人の選好と結合され、オンラ
インコンテンツ消費のための推奨を生成可能である。加えて、ユーザの個人的選好は、推
奨が、周期的に、ユーザのために生成され得るように、既存および新しく追加されたコン
テンツをスキャンする、遠隔または推奨サーバによって、使用されてもよい。
【００１１】
　本発明の実施形態による、システムおよび方法は、インターネットまたはネットワーク
上のコンテンツと関連する、一式のタグあるいはマーカとともに、任意の関連情報を生成
する。タグは、包含されるコンテンツにアクセスし、再生するために、個人によって、そ
の後、取り出され、使用される状態になっている、メディアガイドを形成する。本メディ
アガイドは、個人の相互作用、ユーザのコミュニティによる協力、あるいは各個人または
コミュニティの選好に合わせた自動システムを介してなどにより、多くの方法で生成可能
である。続いて、個人または集合的コンテンツ消費習慣に基づいて収集された情報は、特
定のユーザあるいはユーザの種類のために、付加的コンテンツおよび／または物品ならび
にサービス供給を開発するために使用可能である。
【００１２】
　本発明の実施形態による、プログラムディレクトリ、ライブラリ、またはガイドは、い
くつかの別個の部品として構築され、その集合は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、
または家庭用電子機器上において、オンラインコンテンツにアクセスするためのガイド生
成の補助となる。種々の実施形態では、図１に示されるように、プロセスは、２つの別個
のステップで生じる。すなわち、別個のコンテンツセットが、選択される、ガイドの生成
（３）と、選択されたコンテンツ再生にアクセスするためのガイドの利用（５）である。
コンテンツとは、本明細書では、メディアコンテンツの視聴のために、ウェブブラウザま
たは他のアプリケーションを介して、直接ダウンロードあるいは消費可能な、任意のオー
ディオ、ビデオ、画像、あるいはマルチメディアファイルまたはプレゼンテーションと、
それらのプレゼンテーションまたはファイルを記述する、任意のデータ（例えば、メタデ
ータ）を指す。
【００１３】
　ここで、図２を参照すると、コンテンツガイドシステムの概念的システム図が、示され
る。コンテンツは、ネットワーク２を介して配信される。ネットワーク２は、インターネ
ット、１つ以上の広域ネットワーク、１つ以上のローカルエリアネットワーク、またはそ
れらの任意の組み合わせであり得る。ネットワーク内および／またはネットワークに連結
されるのは、１つ以上のサーバ４、例えば、ネットワーク内で配信されるコンテンツを制
御する、または少なくともアクセス可能である、メッセージングサービス、マイクロブロ
グ、フィードシステム、あるは他の類似システム等、ウェブサーバ、メディアサーバ、お
よび類似デバイスもしくはサービス６である。種々の実施形態では、サーバまたはサービ
スは、アクセスを提供する、および／またはコンテンツ、コンテンツを参照するタグの１
つ以上の検索可能データベースを提供するタグサーバ、あるいは両方の組み合わせを含有
する、コンテンツサーバとして、分離もしくは区別可能である。また、コンテンツの再生
および表示が可能な、携帯電話、テレビ、コンピュータ、メディアプレーヤ、および種々
の他のデバイス等の再生デバイス８も、ネットワーク内に含まれる、および／またはそれ
に連結される。また、タグ付けデバイスは、タグ付けデバイスが、コンテンツのタグ付け
が可能である、再生デバイスとともに、または別個に含まれる。１つ以上の検索可能タグ
データベースまたはガイドが生成され、ネットワークを介して記憶され、再生デバイスに
よる、サーバおよび／またはサービスを通した、コンテンツへの迅速かつユニバーサルア
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クセスを提供する。説明全体にわたって記載される再生デバイスは、種々の実施形態では
、また、タグ付けデバイスならびにコンテンツへのサーバあるいはサービス、および／ま
たはタグサーバもしくはサービスも指し得ることを理解されたい。
【００１４】
　また、メディアガイドを生成する際、コンテンツに関する、あるいはそれを参照する、
マーカおよび／または限定された情報セットのみ、利用され、実際のコンテンツ全体は、
ガイドを生成する際に使用されないことを理解されたい。コンテンツに関連する情報とし
て、そのタイトル、制作時間、ジャンル、制作者、静的または動的サムネイル、および随
意に、そのオリジナルフォーマットで提供される、または異なるフォーマットに変換され
る、コンテンツのサブセットを含んでもよいが、それらに限定されない。
【００１５】
　（ガイド生成）
　ユーザは、個々に、コンテンツを供給する任意のサイトをトラバースし、ガイドを生成
するために後に使用されるデータベースに、そのコンテンツのためのアクセスマーカを追
加してもよい。いくつかの実施形態では、ユーザは、ウェブページ内に埋め込まれたメデ
ィアを識別し、メディアのタグ付け／タグ削除を可能にするユーザインターフェースを提
供し、ウェブページからメディアに関連する情報を抽出可能な機能を提供する、プラグイ
ンを含む、またはＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔを介して、ブラウザアプリケーショ
ンを使用して、サイトにアクセスする。ウェブポータル上の個々のコンテンツをマークす
ると、それを消費またはダウンロードのために、そのコンテンツおよびそれに関連する情
報を提示するページが、動的に拡張され、インターフェースを提示し、次いで、ユーザの
メディアガイドへのそのコンテンツの追加を可能にしてもよい。追加されると、ウェブペ
ージは、動的に拡張され、コンテンツがユーザのメディアガイドに追加されたことを通知
してもよい。同一ウェブページを再訪問すると、ユーザは、そのメディアガイドに既に追
加されているコンテンツを除去することが許可されてもよい。
【００１６】
　図３は、メディアが、ユーザに提示され得る、ウェブページ５０の実施例を提供する。
ここでは、オリジナルページが拡張され、オリジナルウェブページの拡張を介して、コン
テンツをそのメディアキュー５１に追加する選択肢をユーザに提示してもよいことが分か
る。コンテンツが、データベースに既に追加されている場合、ユーザは、そのメディアデ
ータベースまたはキュー５２からコンテンツを除去する選択肢が、提示されてもよい。い
くつかの実施形態では、ブラウザプラグインまたはＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔは
また、ユーザの代わりにコンテンツガイドを維持するサーバ等の遠隔デバイスに、情報を
通信可能である。図４は、メッセージングサービスを介した、タグ付けコンテンツ６０の
別の実施例を例証する。示されるように、本発明のある実施形態による、ブラウザプラグ
インまたはＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔは、自動的に、「Ｉ’ｍ　ｗａｔｃｈｉｎ
ｇ　＃［ビデオハッシュタグ］　ｗｉｔｈ　＃ｄｉｖｘｗｅｂ　［短縮ＵＲＬ］」のよう
なメッセージを提供する、ツイートまたはメッセージ６１を事前に記入している。短縮Ｕ
ＲＬは、ＵＲＬ短縮サービスを使用して生成され、典型的には、コンテンツが埋め込まれ
たウェブページのものと異なる識別子である、コンテンツの位置を提供し、ビデオハッシ
ュタグ［＃ｄｉｖｘｗｅｂ］は、埋め込まれたコードパラメータとして提供され、コンテ
ンツを識別するが、両方とも、ユーザによって編集不可能である。一実施形態では、ハッ
シュタグは、例えば、ファイル名、メタデータ、および他の類似コンテンツ識別子を利用
して、コンテンツと関連する情報から生成される。特定のショートメッセージフォーマッ
トが、図４に示されるが、また、アプリケーションに適切な代替メッセージも、本発明の
実施形態に従って、利用可能である。種々の実施形態では、その後、コンテンツを再生可
能な別のデバイス上で再生されることになる、再生デバイスまたはプレーヤを使用して再
生不可能であり得る、コンテンツをマークするために、インターフェースが提供される。
例えば、ｊａｖａ（登録商標）スクリプトを介して、ウェブサイトを検索またはブラウズ
する携帯電話は、タグコンテンツにタグ付け可能であって、例えば、ユーザは、タグ付け
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されたコンテンツが共有またはマークされ、メディアガイドに追加され得る、電子メール
アドレスを入力可能である。次いで、コンテンツは、タグ付けされたコンテンツを再生可
能なまたはより好適である、コンピュータあるいは類似デバイス上で、ガイドもしくは電
子メールを介して、後にアクセス可能である。
【００１７】
　一実施形態では、ユーザは、電子メール等の任意の電子的手段を介して、あるいはハッ
シュタグを含むが、それに限定されない、識別子に基づいて、メッセージを集約する、ソ
ーシャルグループウェブサイト、オンラインコミュニティ、またはアプリケーションによ
って供給されるサービスの一部として、そのメディアガイドを他の人々と共有することを
選択してもよい。タグは、ＡＰＩを介して、ソーシャルグループウェブサイトのサーバへ
の直接アップロードによって共有可能である、またはＡＰＩを介して、その後、ユーザか
らソーシャルグループウェブサイトのサーバに、タグ付けされたコンテンツ情報を提供す
る、メディアガイドサーバにアップロードすることによって共有可能である。共有プロセ
スの際、ユーザは、メディアガイドからの特定の選択を推奨してもよく、または代替とし
て、その電子コミュニティの他のメンバーとガイド全体を共有してもよい。同様に、ユー
ザは、そのガイド情報のいずれかを共有または共有せずに、そのオンラインコミュニティ
からの推奨あるいは完全ガイドを受信してもよい。その結果、メディアガイドは、オンラ
インコミュニティのメンバーの推奨に基づいて構築され、ユーザによって選択された一式
の所定の基準に基づいて、フィルタリングされる、または別様に、ユーザの人口、そのパ
ーソナルメディアガイドのコンテンツ等の基準を考慮して、アルゴリズム的に判定されて
もよい。
【００１８】
　サービスは、一実施形態では、その選好に基づいて、あるいはそのパーソナルまたは集
合的メディアガイドのコンテンツに基づいて、各個人に、カスタマイズ能力を供給する。
代替として、別個のガイドが、ジャンル、種類、制作年、主題等の特定の特徴を基礎とし
て、類似コンテンツをともにグループ化したプリセットカテゴリに基づいて、ユーザによ
るアクセスのために利用可能であってもよい。ウェブポータルのリストは、部分的または
全体的に、自動的に処理され、コンテンツマーカが、ユーザのメディアガイドおよび／ま
たは汎用ガイドに追加されてもよい。再び、本メディアガイドは、ユーザによって選択さ
れる一式の所定の基準によって取り込まれる、あるいは別様に、ユーザの人口、そのパー
ソナルおよび集合的メディアガイドのコンテンツ等の基準を考慮して、アルゴリズム的に
判定されてもよい。本サービスは、遠隔サーバ、ユーザのコンピューティングプラットフ
ォーム、またはそれらの組み合わせ上で動作してもよい。
【００１９】
　一実施形態では、システムの一部は、サービスによって使用される目録作成プロセスの
拡張を介して、ユーザによって選択される、新しいウェブポータルにアクセスするように
構成される。本拡張は、プラットフォーム独立解釈言語の形態として提示される付加的命
令を介して、またはサービスのオリジナルソフトウェアへのオブジェクトおよびバイナリ
コードの追加を介して、追加されてもよい。本拡張をサポートする命令は、第三者ソース
、またはサービスのオリジナル配給業者、あるいはそれらの組み合わせによってもたらさ
れ得る。
【００２０】
　メディアガイドは、ユーザのコンピューティングプラットフォームと関連付けられた記
憶媒体上にローカルに生成される、または代替として、ユーザによってアクセス可能な遠
隔サーバと関連付けられた記憶媒体上に生成されてもよい。自動サービスまたはサーバが
、ガイドを生成時、サービスは、所定の記憶媒体上のユーザのメディアガイドにアクセス
する。メディアガイドの位置にかかわらず、再生デバイスは、ユーザにメディアガイドを
提示し、ユーザが、ガイド内で利用可能なマーカまたはタグを介して、ガイドの一部また
は全部の要素を視聴し、コンテンツの消費を選択することが可能なように、メディアガイ
ドにアクセスする能力を保有する。いくつかの実施形態では、ガイドは、第２のデバイス
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を介して、ローカルネットワーク上でアクセス可能な第１のデバイス上に常駐する。種々
の実施形態では、ガイドは、視聴デバイスを介して、インターネット上でアクセス可能な
サーバ上に常駐する。両事例において、ガイドにアクセスするデバイスは、ガイド内のタ
グを使用して、インターネットを介して、特定のタグに対応するコンテンツを取り出す。
【００２１】
　（コンテンツアクセス）
　ガイドの生成およびガイドへのアクセスは、典型的には、時間的に別々であって、別個
の位置かつ異なるデバイスカテゴリ上で構成されてもよい。時間の空白の間、コンテンツ
の事前キャッシュが生じ得る。例えば、タグ付けされたコンテンツの一部または全部が、
再生デバイスによってアクセス可能なローカル記憶装置に段階的にダウンロードされ、お
よび／またはユーザがガイドにアクセス可能な複数のデバイスを有する場合、エコシステ
ム内の適切あるいは所望のデバイスに事前キャッシュ（手動または知能的に）を指示可能
である。該当する場合（人気コンテンツの場合等）、ピアツーピア技術の使用を利用して
、発信コンテンツサーバへの帯域幅負荷を低減させてもよい。これらの規定は、メディア
ガイドのコンテンツマーカタグに基づく、コンテンツの直接ストリーミングである、メデ
ィアガイドの基本的な使用のために必要でなくてもよい。
【００２２】
　メディアガイドの生成は、ユーザの視聴選好および再生を好むコンテンツの種類に関す
る、ある情報を提供可能である。コンテンツに関する情報は、外部サーバと共有され、多
くの異なる方法で収益化可能である。また、メディアガイド内で利用可能な付加的情報に
基づいて、著作権所有者との契約を有する正規のソースから目録作成されたコンテンツと
、不正ソースから配信されたものとを識別することが可能であってもよい。本識別は、広
告、ダイレクト広告、コンテンツを消費するライセンスの販売または入手のための提案、
あるいはメディアの配信ソースの合法性に関する情報を利用可能な任意の他の収益化技術
等の収益化モデルにつながり得る。
【００２３】
　メディアガイドの生成のために必要とされるソフトウェアおよびシステムの一部または
全部は、標準開発キット（ＳＤＫ）として、第三者によって、ライセンス許諾可され、そ
の後、その特定の要件に基づいて、第三者ライセンサによってカスタマイズ可能なように
、実装されてもよい。そのようなモデルでは、ユーザの視聴選好および再生を好むコンテ
ンツの種類等、収益化のために使用可能なある情報とともに、メディアガイド内で利用可
能な付加的情報が、ＳＤＫのライセンシに排他的に報告される、またはＳＤＫの第三者ラ
イセンサとライセンシとの間において、相互に共有されてもよい。
【００２４】
　本発明は、ある特定の側面において説明されたが、多くの付加的修正例および変形例が
、当業者には明白であろう。したがって、本発明は、本発明の範囲および精神から逸脱す
ることなく、サイズ、形状、および材料の種々の変更を含め、具体的に説明されるものと
は別様に実践されてもよいことを理解されたい。したがって、本発明の実施形態は、あら
ゆる観点において、制限ではなく、例証としてみなされるべきである。
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