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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフレームを備えるビデオ・プロダクションを再生装置において受信することであ
って、前記ビデオ・プロダクションが、プレースメント・ゾーンと、前記フレームの１つ
以上において該プレースメント・ゾーンと部分的にまたは全体的に重なるトリガ・ゾーン
とを含み、ここで、前記トリガ・ゾーンはトリガを含み、前記プレースメント・ゾーンは
製品と関係のある画像を含む、ビデオ・プロダクションを再生装置において受信すること
と、
　前記トリガに対応する要求に応じて、前記製品に関連するアクション選択インターフェ
ースが利用可能であることの表示を前記再生装置において受信することと、
　前記アクション選択インターフェースは前記製品に関する選択可能アクションを含み、
前記アクション選択インターフェースの特性を前記再生装置において受信することと、を
含む方法。
【請求項２】
　サーバにおいて、前記再生装置に提供されるビデオ・プロダクションから抽出される第
１リソース識別子を含む第１要求を前記再生装置から受け取ることと、
　前記サーバにおいて、第２リソース識別子に含まれるべきパラメータを識別することと
、
　前記サーバにおいて、前記パラメータに関連するパラメータ値を識別することと、
　前記サーバにおいて、前記第１リソース識別子に応答して前記パラメータと前記パラメ
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ータ値とを含む第２リソース識別子を決定することと、
　前記サーバにおいて、前記第１要求を前記第２リソース識別子にリダイレクトすること
であって、それに対する応答が後に前記再生装置に通信される、前記第１要求を前記第２
リソース識別子にリダイレクトすることと、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ビデオ・プロダクションがテレビ網を介して通信される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビデオ・プロダクションが有形媒体で配布される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビデオ・プロダクションがコンピュータネットワークを介して転送される請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクション選択インターフェースの前記表示は視覚的強調を含む請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記再生装置は、視聴装置に接続され、前記視覚的強調は、前記再生装置が前記アクシ
ョン選択インターフェースをサポートする場合のみ、前記視聴装置に通信される請求項６
に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択可能アクションは、製品購入アクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記選択可能アクションは、販売促進参加アクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択可能アクションは情報要求アクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　アクション・リソースが、前記再生装置に関連するユーザのプロフィールに応じて選択
される請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　コード化コントローラにおいて、入力情報に従って、ビデオ・プロダクション中の、製
品と関係のある画像を含むプレースメント・ゾーンを選択することと、
　コード化コントローラにおいて、入力情報に従って、前記プレースメント・ゾーンに対
応する前記ビデオ・プロダクション中のトリガ・ゾーンを選択することであって、前記ト
リガ・ゾーンは前記ビデオ・プロダクションの１つ以上のフレームにおいて前記プレース
メント・ゾーンと部分的にまたは全体的に重なることと、
　前記コード化コントローラからの信号およびアクション選択インターフェースへの第１
のリソース識別子の受信に応答して、リソース識別子エンコーダにおいて、前記トリガ・
ゾーンに前記第１のリソース識別子を埋め込むことであって、前記第１のリソース識別子
がパラメータとパラメータ値を含む前記アクション選択インターフェースへの第２のリソ
ース識別子を決定するために用いられ、前記アクション選択インターフェースが再生装置
で再生されて、ディスプレイに通信されるとき、前記アクション選択インターフェースに
おける前記製品に関する選択可能アクションは視聴者によって選択可能であることと、を
含む方法。
【請求項１３】
　前記ビデオ・プロダクションは、前記トリガ・ゾーンを含む第１トラックと、前記プレ
ースメント・ゾーンを含む第２トラックと、を含み、前記第１および第２トラックは同期
化されている請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　再生装置にプレースメント・ゾーンとトリガ・ゾーンを含むビデオ・プロダクションを
通信するビデオ・プロダクション通信装置であって、前記トリガ・ゾーンは前記ビデオ・
プロダクションの１つ以上のフレームにおいて前記プレースメント・ゾーンと部分的にま
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たは全体的に重なり、前記トリガ・ゾーンはトリガを含み、前記プレースメント・ゾーン
は製品と関係のある画像を含む、ビデオ・プロダクション通信装置と、
　データネットワークを介して前記再生装置と通信するよう構成されたアクション・リソ
ース・プロバイダであって、該アクション・リソース・プロバイダは前記ビデオ・プロダ
クションの前記トリガ・ゾーンの前記トリガに対応する前記再生装置からの第１要求を受
け取り、前記第１要求が第１リソース識別子を含み、前記アクション・リソース・プロバ
イダは前記第１リソース識別子に応答して、パラメータ及びパラメータ値を含む第２リソ
ース識別子を決定して前記第１要求に応答して前記再生装置にアクション選択インターフ
ェースの特性を通信し、前記アクション選択インターフェースは前記プレースメント・ゾ
ーンにおいて参照された前記製品に関する選択可能アクションを含む、アクション・リソ
ース・プロバイダと、を含むシステム。
【請求項１５】
　前記アクション・リソース・プロバイダはさらに、前記選択可能アクションに対応する
前記再生装置から要求を受け取り、
　前記選択可能アクションに関連するアクション・リソースを検索し、かつ
　前記再生装置に前記選択可能アクションに関連するアクション・リソースを通信する請
求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
（分野）
本発明は、エンハンスト・ビデオ（enhanced video）に関し、特に、ネットワーク化され
たアクション・リソース（networked action resource）で作動するビデオと、エンハン
スト・ビデオに関連して使用されるリソース識別子（resource identifier）の取り扱い
にも関する。
（背景）
強化テレビ（Enhanced Television）を含むエンハンスト・ビデオは、ビデオ・プロダク
ション（video production）の要素に関連して豊富でカスタマイズ可能なインタラクショ
ンオプション（interaction option）を視聴者に提供するための一連の技術開発に関与す
る。強化インタラクティブコンテンツ（enhancing interactive content）を提供する従
来の手段は、ビデオ・プロダクションの受け取りと再生、およびデータネットワークを介
して利用可能なリソースによりインタラクティブな（対話形）通信の可能な一体化装置を
必要とする。
【０００２】
製品の情報提供者（purveyor）は一般に、購入見込み者が利用できる彼らの製品に関連す
る情報の作成を望む。製品に関するインタラクティブな情報を提供することは特に望まし
い。インタラクティブな情報によって、購入見込み者は製品に関する所望の情報をよりよ
く受け取り、製品のためのインタラクティブなイベントに参加し、当然、製品を購入する
ことができる。一般的なインタラクティブ情報は、製品購入に関連してアクセス情報を書
き表す（transcribe）必要がないという購入見込み者にとっての便宜も付加する。
【０００３】
しかしながら、最低でも、製品提供者はビデオ・プロダクション中に自分達の製品を参照
する画像を設けるのを欲することが多い。提供者が、自分達の製品を参照する画像を表示
するためビデオ・プロダクション中で適切なコンテキスト（context）を選択できるよう
にして、製品を参照する画像の明確な品質を開発あるいは維持し、製品に関してコンテキ
スト志向のプラスの連想（contextually-driven positive association）を促進すること
がしばしば望まれる。定性的・定量的要素のいずれも、しばしばコンテキストとして関連
する。従来、製品の提供者はビデオ・プロダクションの著者と手配して、ビデオ・プロダ
クション中に「製品プレースメント（product placement）」を含める。しかしながら、
従来の製品プレースメントはインタラクティブな挙動（interactive behavior）をサポー
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トすることができない。
【０００４】
ビデオ・プロダクションにインタラクティブな挙動を提供するための関連技術は、例えば
、Portuesiに発行された米国特許第5,774,666号に述べられているような、ビデオ・プロ
ダクションにネットワーク化したリソースのロケータ（locator）を表示するものである
。これに似た技術は、実際には所望の顧客受け入れレベルを提供することができない。ネ
ットワーク化された参照（reference）のロケータの表示は、視聴者（viewer）のディス
プレイを不要に混乱させることがある。さらに、ロケータは、しばしば長くて混同しやす
いユニフォーム・ネットワーク・リソース・ロケータのシンタックス（syntax）のため、
視聴者のディスプレイに表示される特定の主題と関連するとして視聴者に認識されないこ
とがある。この技術のバリエーションがいわゆる「ホットスポット（hot spot）」の使用
である。しかしながら、これもディスプレイにアクティブな領域を提供するのみで、やは
りしばしば長くて理解を混乱させ、不必要に気をそらせるホットスポットがアクティブに
なると、視聴者は表示されるユニフォーム・ネットワーク・リソース・ロケータを見る必
要がある。むしろ、視聴者が製品を参照すると容易に認識できる画像を用いることのでき
るソリューション（解決方法）が望ましいであろう。
【０００５】
別の従来のソリューションは、製品に関する情報提供専用のビデオ・プロダクションを提
供することである。このソリューションはいくつかの理由からうまくない。まず、過剰に
コストがかかる。製品に関する情報提供専用のビデオ・プロダクションの製作には、多く
のベンダーのリソースをはるかに超えると思われるビデオ・プロダクション製作でかかる
あらゆるコストを必要とする。さらに、従来のコマーシャルのように短いと、市場で効果
的に競合するために必要な豊富なあるいはインタラクティブな機能をサポートするには時
間が十分でない。第2に、このソリューションはしばしば幅広い購入見込み客に到達する
には不十分である。一般に、製品に関する情報提供専用のビデオ・プロダクションの聴視
者（audience）は、専用ビデオ・プロダクションを見る機会費用（opportunity cost）が
極めて低い潜在的市場の小セグメントに限られる。対照的に、主にエンターテインメント
価値（entertainment value）のビデオ・プロダクションは多くの聴視者を惹きつける。
第3に、商業的に望ましい放送時間は従来は主にエンターテインメント価値のビデオ・プ
ロダクション向けにとってあるため、製品に関する情報提供専用のビデオ・プロダクショ
ンに商業的に望ましい放送時間の利用可能性（availability）は限定される。従来のイン
タラクティブ・テレビ技術を製品に関する情報提供専用のビデオ・プロダクションと用い
ることではこれら欠点を除去することができない。
【０００６】
そのため、ビデオ・プロダクションで製品を参照する画像にインタラクティブ製品挙動が
提供されることを可能にし、提供者にインタラクティブな挙動のためにコンテキストとし
て妥当なビデオ・プロダクションのセグメントを選択する柔軟性を与え、視聴者が容易に
認識可能な製品を参照する画像やその他記号と共に動作し、コスト的に有効で、商業的に
望ましいとされるタイムスロット（time slot）に従来見つけられる種類のビデオ・プロ
ダクションと共に動作するシステムおよび方法が存在することが望ましい。
【０００７】
高率のテレビ所有や、消費者のテレビに対する親しみや評価から、従来のエンハンスト・
ビデオ・ソリューションは広く使われているテレビ放送信号で動作することが多い。この
ようなソリューションは一般に1個以上のリソース識別子をテレビ放送信号の無視聴部分
（non-viewed portion）へコード化することに関わる。そしてリソース識別子を一体化装
置によって抽出し、リソース識別子を介して利用可能な強化リソース（enhancing resour
ce）とインタラクトするオプションを何らかの方法で視聴者に提示する。
【０００８】
リソース識別子はしばしばテレビ放送信号の垂直帰線消去期間（VBI:vertical blanking 
interval）にコード化される。米国、ヴァージニア州、アーリントンの電子産業協会（EI
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A:Electronic Industries Association）から提供される業界標準は、VBIのライン21（li
ne 21）のText2サービスを使用したインターネットのユニフォーム・リソース・ロケータ
（URL:Uniform Resource Locator）の送信のためのシステムを規定する。
【０００９】
EIA標準シンタックスは、VBI中のURL情報の送信のための一般フォーマット（general for
mat）は、URLを与えた後にゼロまたはそれ以上の属性（attribute）と値の組が続きその
後にチェックサムを設けることを提供する。EIA標準はさらに、VBIのライン21を用いる他
のサービスのために十分な帯域を取っておくため、URL情報を限定しなければならないと
している。
【００１０】
URL情報の限定は不便になる可能性がある。URLを含むリソース識別子はコンパクトにでき
るが、非常に長いことが望ましい場合もある。例えば、ハイパーテキスト・トランスファ
ー・プロトコル（「HTTP」）に従うGETベースフォーム（GET-based form）は通常、非常
に長いURLを含む。インタラクションのカスタマイズを強化するためリソース識別子内に
多数のパラメータ-パラメータ値ペア（parameter-parmeter value pair）を含むことも望
ましいことがある。そのため、ビデオ・プロダクション内の限られた帯域を消費すること
なく、長い、あるいはパラメータ化されたリソース識別子の使用によってコンテンツのカ
スタマイズを強化できるソリューションが存在することが望ましい。
【００１１】
エンハンスト・ビデオに関連して生じるもう1つの問題は、ビデオ・プロダクションのコ
ンテンツと強化コンテンツとの同期である。これは多くの形式を取ることができる。ビデ
オ・プロダクション製作と強化インタラクションが望ましい時との間の時間の経過によっ
て作られる例がある。例えば、テレビ番組は元々、ベンダーの製品の最新モデルの販売促
進に関連する強化コンテンツにコード化されたリソース識別子で作ることができる。時間
経過後、例えば番組が翌年に再放送（re-run）された時に、途中に介在する期間中に新し
いバージョンがリリースされているかもしれないため、リソース識別子がもはやベンダー
の最新の製品をアドレス指定できない場合がある。指導用ビデオ・プロダクションに関連
して同様の問題が生じることがある。例えば、最初に作られたコード化されたリソース識
別子は、ビデオ・プロダクションを製作した時に適切であった奨学金、規則、または追加
の指導内容をアドレス指定できる。しかしながら、時間経過後、これらの同じリソース識
別子は、誤りを生じさせるような強化コンテンツを提供する可能性がある。故に、エンハ
ンスト・ビデオ・プロダクションに関連して時間的に適切な強化コンテンツを提供できる
ソリューションが存在することが有利であろう。
【００１２】
エンハンスト・ビデオに関連して生じることのある別の時間関連同期問題（time-related
 synchronization problem）は、ビデオ・プロダクションの放送時までに適切な強化コン
テンツにリソース識別子を提供できないことから生まれる。すなわち、例えば、スポーツ
やニュースイベントからのライブビデオ（life video）の番組供給である。イベントが進
むにつれ、強化コンテンツを提供することが望ましい機会が生じうる。しかしながら、都
合の良い強化コンテンツの提供が望ましい不測事態をすべて予測するのは不可能である。
例えば、野球の試合中にトリプルプレイが発生して、放送者や関連事業体（affiliated e
ntity）のデータ記憶装置で利用できる別のトリプルプレイ、統計などに関する強化コン
テンツの提供が望ましい場合がある。しかしながら、これらリソースに直接リソース識別
子を設けることは不可能または負担が大きいであろう。従って、強化コンテンツの都合良
い提供が可能なソリューションが存在すると有利である。
【００１３】
エンハンスト・ビデオに関連して生じることのあるさらに別の問題は、適切な国際化の問
題である。ビデオイベントはしばしば、オリンピックその他スポーツ競技、宇宙開発、国
際紛争等に国際的聴視者を惹きつける。かかるイベントのビデオ・プロダクションの著者
または発行者は、異なる国家または言語グループのために特に強化コンテンツを提供した
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いと望むことがある。しかしながら、各グループのためにビデオ・プロダクションに個別
のリソース識別子を設けるのは不便または不可能である。そのため、強化コンテンツの国
際化を容易にするソリューションが存在すると有利である。
【００１４】
エンハンスト・ビデオに関連して、強化コンテンツを持つ前、および/または特定の事業
体（entity）が強化コンテンツを提供する手配の前に、エンハンスト・ビデオ・プロダク
ションをサポートするリソース識別子を提供するための方法およびシステムが存在するこ
とがさらに望ましい。例えば、ビデオ・プロダクションの著者は、例えば1個以上の特定
のリソース識別子に関連して強化コンテンツを提供する権利を売却することによって収入
を得ることを望むことがある。かかる著者は、著者（または適切な権利を所持するその他
の事業体）がビデオ・プロダクション製作後に強化コンテンツを提供する権利を1人また
は複数の人に売却できるような方法で、著者のビデオ・プロダクション中に著者がリソー
ス識別子を埋め込むことができるような方法およびシステムを望むことがある。従来の方
法は、典型的なリソース識別子が、そのリソース識別子と関連する特定のコンテンツに依
存する経路を指定する点で、このような著者にソリューションを与えることができない。
従来のリダイレクション（redirection）も、著者が複数の異なる事業体に強化コンテン
ツを与える権利を売却することができるため、このような著者にソリューションを与える
ことができない。複数の異なる事業体はそれぞれ、その事業体のサーバ向けの強化コンテ
ンツを与える権利をその事業体が所有していたリソース識別子の選択に応じて開始される
強化コンテンツを要求したいと欲するのが一般的で、従来のリダイレクションはこの種の
問題にソリューションを与えることができない。
（概要）
これらおよびその他の望ましい特長を与えるため、本発明は、ビデオ・プロダクション中
に製品を参照する画像にアクション選択（action selection）を与えるための方法および
システムと、それと有利に用いることのできるコンテンツ参照アーキテクチャ（content 
reference architecture）を提供する。
【００１５】
本発明による図示の方法には次のものを含む。すなわち、ビデオ・プロダクションを再生
装置に通信し、ビデオ・プロダクションは、プレースメント・ゾーン（placement zone）
と、少なくとも部分的にプレースメント・ゾーンと一致するトリガ・ゾーン（trigger zo
ne）を含み、ここで、トリガ・ゾーンは少なくともトリガ・リソース識別子を含み、そし
て、プレースメント・ゾーンは製品を参照する画像を含み、製品に関連するアクション選
択インターフェース（action selection interface）がトリガに対応する要求に応じて利
用できることの表示を再生装置に通信し、また、その再生装置にアクション選択インター
フェースの特性を通信し、ここで、アクション選択インターフェースは選択可能なアクシ
ョンからなるものである。かかる方法はさらに次のものを含む。すなわち、選択可能なア
クションの選択の表示を受け取り、選択可能なアクションに関連するアクション・リソー
ス（action resource）を受け取り、そのアクション・リソースを再生装置に通信するこ
とを含む。このアクション・リソースは、再生装置に関連するユーザのプロフィールに対
応して選択できる。
【００１６】
ビデオ・プロダクションは、例えば、テレビ網による通信、有形媒体（tangible medium
）での配布、またはコンピュータ・ネットワークによる転送を含む複数の方法で提供され
る。
【００１７】
アクション選択インターフェースの表示は、例えば、視覚的強調（visual highlight）を
含む多くの形式を取ることができる。いくつかの図示の方法では、再生装置を視聴装置（
viewing device）に接続するとき、その再生装置がアクション選択インターフェースをサ
ポートする場合のみ、視覚的強調が視聴装置に通信される。
【００１８】
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適合方法（conforming method）と共に用いる選択可能アクションには、例えば、製品購
入アクション、販売促進参加アクション、または情報要求アクションが含まれる。
【００１９】
プレースメント・ゾーンとトリガ・ゾーンを含み、製品を参照する画像を含み、本発明に
よる再生装置への通信に利用可能な選択可能アクションを有するビデオ・プロダクション
の製作方法は、次を含むことができる。すなわち、ビデオ・プロダクション中のプレース
メント・ゾーンを選択し、プレースメント・ゾーンは製品を参照する画像を含み、プレー
スメント・ゾーンに対応するビデオ・プロダクション中のトリガ・ゾーンを選択し、前記
ビデオ・プロダクション中のトリガ・ゾーン内にアクション選択インターフェースへの参
照を埋め込み、ここで、互換装置（compatible equipment）で再生され、ディスプレイに
通信された時、アクション選択インターフェースの選択可能アクションを視聴者が選択可
能であるものを含むことができる。ビデオ・プロダクションは、トリガゾーンを含む第1
トラックと、プレースメント・ゾーンを含む第2トラックとを含むことができ、第1および
第2トラックは同期する。
【００２０】
プロセッサ、メモリ、および入/出力システムを持ち、データネットワークを介して再生
装置と通信するために構成された装置も、本発明の態様を具現化することができる。プロ
グラムされた指示により、再生装置から要求を受け取ることを含み、かかる要求は再生装
置と通信するビデオ・プロダクション中のトリガ・ゾーンからのトリガに対応するもので
あり、かかる要求に関連するアクション選択インターフェースが利用可能か否か判断し、
そのアクション選択インターフェースの特性を再生装置に通信すること、を含む方法を実
行するようにその装置を構成することができる。
【００２１】
ビデオ・プロダクションで製品を参照する画像にアクション選択を与え、ディスプレイ、
データネットワークおよび選択装置との通信用に構成された再生装置と共に使用できるた
めのシステムは、本発明の別の態様である。このシステムは、プレースメント・ゾーンと
トリガ・ゾーンからなるビデオ・プロダクションを再生装置に通信することができるビデ
オ・プロダクション通信装置と、データネットワークを介して再生装置と通信するよう構
成されたアクション・リソース・プロバイダ（action resource provider）とを含むこと
ができ、そのアクション・リソース・プロバイダはビデオ・プロダクションのトリガ・ゾ
ーン内のトリガに対応して再生装置から要求を受け取り、アクションリソースは要求に応
じて再生装置にアクション選択インターフェースの特性を通信し、そのアクション選択イ
ンターフェースは選択可能なアクションからなるものでありうる。このようなシステムで
は、アクション・リソース・プロバイダはさらに、選択可能アクションに対応して再生装
置から要求を受け取り、その選択可能アクションに関連するアクション・リソースを検索
し、選択可能アクションに関連するアクション・リソースを再生装置に通信することがで
きる。
【００２２】
本発明のほかの態様は、エンハンスト・ビデオ・プロダクションの指標的コンテンツ参照
（indexical content reference）のための方法、装置およびシステムを提供する。
【００２３】
本発明による指標的コンテンツ参照の方法は次を含むことができる。すなわち、一体型エ
ンハンスト・ビデオ装置から第1要求を受け取り（この第1要求は、第1リソース識別子を
含み、この第1リソース識別子はエンハンスト・ビデオ装置に与えられたビデオ・プロダ
クションから抽出される）、また、第1リソース識別子に応答する第2リソース識別子を決
定し、そしてまた、第1要求を第2リソース識別子の方にリダイレクト（redirect）し、そ
の後、一体型エンハンスト・ビデオ装置に応答を送る。かかる方法によって、第2リソー
ス識別子の決定は次を含むことができる。すなわち、少なくとも1個のパラメータを識別
し、その少なくとも1個のパラメータに関連する少なくとも1個のパラメータ値を識別し、
そしてまた、第1リソース識別子に応ずる1つまたは複数のパラメータとパラメータ値を含
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む第2リソース識別子を決定することを含むことができる。かかる方法によって、第2リソ
ース識別子の決定は次を含むことができる。すなわち、第1タイプのパラメータと第2タイ
プのパラメータ（要求内のヘッダ（header）に応じて識別される第2タイプのパラメータ
）を識別し、そしてまた、第1タイプのパラメータと関連する第1パラメータ値と第2タイ
プのパラメータに関連する第2パラメータ値を識別する（第1パラメータ値はヘッダに関連
する表現（expression）に応じて識別される）。かかる方法によると、第1要求のリダイ
レクトは、内部リダイレクションまたは外部リダイレクションでよく、外部の場合は、個
別サーバへのリダイレクションでもエンハンスト・ビデオ装置へのそれでもよい。
【００２４】
本発明の別の態様は、次のものを含むことができるシステムである。すなわち、ビデオ・
プロダクション通信装置、また、ビデオ・プロダクション通信装置からデータネットワー
クを介してビデオ・プロダクションを受信し（ビデオ・プロダクションは、第1リソース
識別子を含む）、そのリソース識別子を含む要求を送るよう構成したエンハンスト・ビデ
オ装置、また、データネットワークを介して通信する第1サーバで、その第1サーバは上記
の要求を受信し、第2リソース識別子を決定し、その第2リソース識別子にその要求をリダ
イレクトするよう構成されるものを含むことができる。かかるシステムはまた、第2サー
バを含むことができ、上記の第2リソース識別子はこの第2サーバを介してアドレス指定可
能である。
【００２５】
本発明による、少なくとも、プロセッサ、記憶装置、入/出力システムを含む図示の装置
はプログラムされたコンピュータであってもよい。プログラムされた指示は、特殊目的計
算機を提供するようにコンピュータを構成することができ、この特殊目的計算機は、再生
装置から第1要求を受け取るための第1要求レシーバ（request receiver）を含み、かかる
第1要求は第1リソース識別子からなり、かかる第1リソース識別子は上記の再生装置に通
信されるビデオ・プロダクションから抽出されるものと、かかる第1リソース識別子に応
じて第2リソース識別子を決定するための第2識別子決定子（second resource identifier
 determiner）と、かかる第2リソース識別子にかかる第1要求をリダイレクトするための
第1要求リダイレクタ（first request redirector）とを含み、その後、応答はかかる再
生装置に通信される。第2リソース識別子決定子は、少くとも、パラメータを識別するた
めのパラメータ識別子と、かかるパラメータに関連するパラメータ値を識別するためのパ
ラメータ値識別子と、かかる第1リソース識別子に応じてかかるパラメータとかかるパラ
メータ値とからなる第2リソース識別子を決定するための第2リソース識別子決定子とを含
むことができる。第2リソース識別子決定子は、第1タイプのパラメータと第2タイプのパ
ラメータを識別するためのパラメータ識別子で、かかる第1タイプのパラメータはかかる
第1要求内のヘッダに応じて識別されるものと、かかる第1タイプのパラメータに関連する
第1パラメータ値とかかる第2タイプのパラメータに関連する第2パラメータ値とを識別す
るためのパラメータ値識別子で、かかる第1パラメータ値はかかるヘッダに関連する表現
に応じて識別されるものと、を含むことができる。第1要求リダイレクタは内部リダイレ
クタまたは外部リダイレクタでよい。外部リダイレクタの場合は、外部リダイレクト・メ
ッセージを再生装置に送ることができる。
【００２６】
本発明の別の態様は、指標的コンテンツ参照を含むビデオ・プロダクションの製作方法で
ある。図示のものには次が含まれる。すなわち、データネットワーク上でアドレス指定可
能なリソース識別子に対応する指標的参照（indexical reference）の選択と、ビデオ・
プロダクション内の参照位置（reference location）の決定と、かかるビデオ・プロダク
ションのかかる参照位置でのかかる指標的参照のコード化と、が含まれ、ここで、かかる
ビデオ・プロダクションを互換可能な再生装置で再生した時、かかる再生装置は第1要求
をかかるリソース識別子に通信し、かかるリソース識別子を介してアドレス指定可能なサ
ーバは現在のコンテンツ参照を生成し、第2要求をかかる現在のコンテンツ参照に送り、
かかる第2要求に応じてかかる再生装置に情報を通信する。



(9) JP 5198695 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

【００２７】
本発明の別の態様のバージョンは、ビデオ・プロダクション内の1つ以上のリソース識別
子シリーズをコード化するためのシステムを提供する。図示のシステムは次を含む。すな
わち、コード化コントローラ、ビデオ・プロダクション・プレーヤ（video production p
layer）、コード化コントローラの制御下でのビデオ・プロダクション・プレーヤの動作
、ビデオ・プロダクション・プレーヤから入力ビデオ信号を受け取るよう構成されたリソ
ース識別子エンコーダであって、さらに、コード化コントローラからのコード化指示に応
じて入力ビデオ信号内のリソース識別子をコード化し、入力ビデオ信号とリソース識別子
からなる出力ビデオ信号を提供するように構成されたリソース識別子エンコーダと、ビデ
オ・プロダクション・レコーダ（video production recorder）と、コード化コントロー
ラの制御下でのビデオ・プロダクション・レコーダの動作と、出力ビデオ信号を受け取り
、かかる出力ビデオ信号を記憶媒体に保存するビデオ・プロダクション・レコーダと、を
含む。
【００２８】
本発明のさらに別の態様は、ビデオ・プロダクションの1個以上のリソース識別子シリー
ズをコード化するための方法を提供する。図示の方法は次を含む。すなわち、第1シリー
ズのための第1スタート位置を受け取り、この第1シリーズのための第1コード化パターン
を受け取り、上記の第1スタート位置に第1リソース識別子を埋め込み、そしてこの第1ス
タート位置に従ってビデオ・プロダクション内に1個以上のリソース識別子の第1シリーズ
を埋め込むことを含む。かかる方法はさらに次を含むことができる。すなわち、第2シリ
ーズのための第2スタート位置を受け取り、この第2シリーズのための第2コード化パター
ンを受け取り、上記の第2スタート位置に第2リソース識別子を埋め込み、そして、上記第
2スタート位置に従ってビデオ・プロダクション内に1個以上のリソース識別子の上記の第
2シリーズを埋め込むことを含むことができる。かかる方法のコード化パターンは固定間
隔でよい。シリーズのリソース識別子は同じでよい。
【００２９】
本発明のこれらおよびその他の特長、態様および利点は、次の説明、添付の特許請求の範
囲および添付の図面についてよりよく理解される。
（詳細な説明）
（表記と名称）
【００３０】
【数１】

【００３１】
アクション選択インターフェースは「ASI」と略す。
　「製品」。本明細書で使用されるように、「製品」という用語は少なくとも商品、サー
ビス、共同事業体（collective entity）および認定（certification）を含む。
（図の説明）
　本発明は、多くの様々な形式で実施可能であるが、本開示を本発明の原理の例としてみ
なし、図示の実施例に本発明を限定する意図はないことを理解して、詳細な実施例で本明
細書に説明する。
【００３２】
図1は、実施例と共に用いられるシステム要素1000のブロック図を示す。動作に関しては
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、ビデオ・プロダクション1100がビデオ・プロダクション通信装置1800に与えられ、この
通信装置がビデオ・プロダクション1100を再生装置1300に通信する。ビデオ・プロダクシ
ョン1100は図2に関連してさらに詳細に説明し、再生装置1300は図3に関連してさらに詳細
に説明する。
【００３３】
ビデオ・プロダクション1100は、例えば、ビデオテープ、ビデオディスク、デジタルビデ
オディスク（DVD）などを含む有形媒体内にあってよい。ある実施例では、ビデオ・プロ
ダクション1100はコンピュータネットワークを介して転送される。ビデオ・プロダクショ
ン1100はストリーミングによる（stream）ことができ、また、ビデオ・プロダクション11
00を構成するファイルを全て、または実質的に全てを転送してから再生を始めることがで
きる。
【００３４】
ビデオ・プロダクション通信装置1800は、ビデオ・プロダクション1100から再生装置1300
で動作可能な出力を生成する。例えば、ビデオ・プロダクション1100がDVDによるものな
ら、ビデオ・プロダクション通信装置1800は従来のDVDプレーヤでよく、ビデオ・プロダ
クション1100がコンピュータネットワークを介して転送されるなら、ビデオ・プロダクシ
ョン通信装置1800はプログラムされたコンピュータでありうる。ある実施例では、ビデオ
・プロダクション通信装置1800は、地上または軌道を廻る放送局でよい。当業者は、例え
ばDVDプレーヤまたはプログラムされたコンピュータ等のどの構造のものが、その形式に
よりビデオ・プロダクション1100との動作に適しているかを認識することになる。
【００３５】
実施例では、ビデオ・プロダクション1100を放送ネットワークで再生装置1300に通信し、
ビデオ・プロダクション通信装置1800は従来の放送のハードウェアである。より好適な実
施例では、放送ネットワークはテレビネットワークであり、さらにより好適な実施例では
、ビデオ・プロダクションは全米テレビ放送規格委員会（「NTSC:National Television S
tandard Committee」）ビデオ信号として放送される。PAL、SECAMまたは高精細度テレビ
フォーマット（high-definition television format）も使用できる。
【００３６】
一般に、再生装置1300はビデオ・プロダクション通信装置1800により通信したビデオ・プ
ロダクションを受信し、例えば、ディスプレイ1200にビデオ・プロダクションからなるビ
デオ信号を再生する。さらに、一般に、再生装置1300はクライアント・サーバ通信（clie
nt-server communication）のクライアントとして動作することができる。また、選択装
置1700は一般に再生装置1300と共に動作し、ユーザ（図示せず）がディスプレイ1200に表
示される選択可能なアクションの中から選択できるようにする。当業者であれば、選択装
置1700が取る特定の形式は再生装置1300と共に可変であることを認識するであろう。
【００３７】
再生装置1300はデータネットワーク1400を介して通信する。データネットワーク1400は、
ビデオ・プロダクション通信装置1800がビデオ・プロダクション1100を再生装置1300に通
信するのと同じ、またはそれとは別個の伝送媒体でよく、例えば、コンピュータネットワ
ークまたは放送を含む。実施例では、データネットワークはインターネットであり、ハイ
パーテキスト・トランスファー・プロトコル（HTTP）を用いるのが望ましい。データネッ
トワーク1400は、さらに一般的には、他の形式のデータ通信を含むことができる。
【００３８】
データネットワーク1400を介する再生装置1300との通信のためにアクション・リソース・
プロバイダ1500が構成される。アクション・リソース・プロバイダ1500は、再生装置1300
にアクション・リソース・データを提供する。アクション・リソース・データは、一般に
、HTML、XMLまたはSGMLページ等のインストラクション、スクリプト、プログラムおよび
好適な設備上にパーシング（parse）およびレンダリング（render）されたときにインタ
ラクションを提供する類似指示通報言語（analogous instructing informational langua
ge）を含むことができる。一般に、アクション・リソース・データはインターフェースの
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特性を含む。インターフェースはその特性をパーシングおよびレンダリングする好適な設
備から生じる。実施例では、アクション・リソース・プロバイダ1500はHTTPサーバである
。しかしながら、当業者であれば、アクション・リソース・プロバイダ1500は、再生装置
1300が共に動作するよう構成されたアクション・リソースを通信可能な他の装置でありう
ることが理解されよう。実施例では、アクション・リソース・プロバイダ1500はデータ記
憶装置1600と通信する。データ記憶装置1600は、例えば、ユーザ・プロフィール・データ
（user profile data）、製品データ、マーチャントデータログ（merchant data log）、
またはプログラムガイドを格納することができる。
【００３９】
図2は、ビデオ・プロダクション1100の表示を示す。図示されるものは、第1プレースメン
ト・ゾーン1110、第2プレースメント・ゾーン1130、およびN番目プレースメント・ゾーン
1150であり、それらはそれぞれ第1トリガ・ゾーン1120、第2トリガ・ゾーン1140、および
N番目のトリガ・ゾーン1160に対応する。ビデオ・プロダクション1100はプレースメント
・ゾーンまたはトリガ・ゾーンの数には制限されず、Nは任意に大または小でよい。トリ
ガ・ゾーンはプレースメント・ゾーンと精密に一致する必要はない。
【００４０】
実施例では、プレースメント・ゾーンはビデオ・プロダクションの1個以上のフレームか
らなり、その1個以上のフレームは製品を参照する画像からなる。プレースメント・ゾー
ン内のフレームの数はビデオ・プロダクション自体に関して以外は制限されない。図2に
示すように、第1プレースメント・ゾーン1110、第2プレースメント・ゾーン1130、および
N番目のプレースメント・ゾーン1150はばらばらに切断されている。しかしながら、これ
は本発明にとって基本的なことではなく、例えば、第1プレースメント・ゾーン1110と第2
プレースメント・ゾーン1130は重なることができる。重なる場合は、複数の製品を1つま
たは複数の画像で参照することができる。当業者はさらに、従来のビデオ・プロダクショ
ンがそのレイアウトに固有な1個以上のプレースメント・ゾーンを持つことができる一方
、プレースメント・ゾーンを周知の編集技術を使って従来のビデオ・プロダクションに追
加することもできることを理解するであろう。
【００４１】
トリガ・ゾーン内では、例えば第1トリガ・ゾーン1120は1個以上のトリガである。実施例
では、トリガはCEMA EIA-746規格または類似の規格に準拠している。トリガはリソース識
別子からなる。実施例では、リソース識別子は次のようなユニフォーム・リソース識別子
（URI:Uniform Resource Identifier）の形式である。すなわち、
(1)　　　　 http://<server name>/<videoprod>/<position>
かぎ括弧＜＞内に示すマテリアル（material）は実施例によって用いられる量の名称を示
す。上記（1）において、<server name>は、例えばアクション・リソース・プロバイダ15
00を含むデータネットワーク1400上でアドレス指定可能ないかなるサーバでもよく、この
サーバは専用サーバであるのが都合がよい。<videoprod>とはトリガを埋め込むビデオ・
プロダクション1100（またはそのセグメント）の識別子を指す。<videoprod>は時間的に
一意（unique）ではなく、すなわち、ビデオ・プロダクションと埋め込まれたトリガは任
意または複数回、配布することができるのが便利である。トリガはまた、指標的コンテン
ツ参照というタイトルの節で後で述べるように指標的（indexical）にもできる。<positi
on>とは、ビデオ・プロダクション1100内の位置を指し、例示的位置は第1トリガ・ゾーン
1120またはN番目のトリガ・ゾーン1160でよい。実施例では、位置は時間的に指標化され
るか、またはビデオ・プロダクション1100のセグメントによって指標化される。より一般
的には、トリガ・リソース識別子はクライアント・サーバ・データ通信ネットワークでア
ドレス指定可能な他のリソースを識別することができる。
【００４２】
トリガは、米国、ヴァージニア州アーリントンの電子産業協会（EIA）から利用できるCEM
A規格EIA-746に指定されるアナログテレビ信号の垂直帰線消去期間のライン21のText-2サ
ービス内に埋め込まれるのが便利である。従来のクローズド・キャプショニング装置（cl
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osed-captioning equipment）を用いてCEMA標準に従ってトリガを埋め込むことができる
。
【００４３】
本発明の1態様は、プレースメント・ゾーンまたはトリガ・ゾーンによるスパン（span）
されるビデオ・プロダクション1100の部分である。従来は、多くのビデオ・プロダクショ
ンは主に娯楽目的で視聴される。1個以上の製品を参照する1個以上の画像が、かかる目的
で視聴されるビデオ・プロダクション中で支配的な画像または支配的対象であることは望
ましくない。かかる状況では、ビデオ・プロダクションの視聴者は画像が視聴（viewersh
ip）を保持するには興味が不十分な非支配的画像となっていることを発見し、おそらく視
聴者の期待を挫き、ビデオ・プロダクションを通じて利用可能となるようにされたアクシ
ョン選択インターフェースから選択可能アクションを選択する可能性を捨ててしまうこと
になりうる。
【００４４】
本発明の1実施例では、本発明によるビデオ・プロダクション中のある作品に対するプレ
ースメント・ゾーンはビデオ・プロダクションの視聴可能時間の50％未満である。代替実
施例では、例えば、その40％、33％、25％、20％、10％または5％未満を用いることがで
きる。プレースメント・ゾーンは、ビデオ・プロダクションの単一セグメントをスパンす
ることができる。故に、ビデオ・プロダクションの総視聴可能時間の、多数のセグメント
の1つに対応する割合を、例えば（1/6）つまり約15％を含んで、用いることができる。本
開示の利益を理解する当業者は本発明によるプレースメント・ゾーンはビデオ・プロダク
ションの視聴可能時間のある部分を有することを理解するであろう。
【００４５】
ビデオ・プロダクション1100は、図3を参照して以下により詳細に説明する再生装置1300
と共に動作する。上述のように、再生装置1300は、少なくともビデオ・プロダクションの
受信と再生、およびクライアント-サーバ通信におけるクライアント、の機能を提供する
。当業者は、プログラムされた、あるいはプログラム可能なロジックの多数の構造（stru
cture）も、本発明の態様に従ってこれらおよびその他機能を実行できることを理解する
であろう。例示構造は、例えば、適当なビデオハードウェアを有するプログラムされた汎
用コンピュータ、セットトップ・ボックス（set-top box）のような一体式レシーバ/クラ
イアント機器（integrated receiver/client appliance）、および特定用途向けIC（ASIC
:application specific integrated circuit）からなる特殊目的計算機を含むことができ
る。少なくとも上述の機能を提供する現在商業的に入手可能な構造には、例えば、米国カ
リフォルニア州Palo AltoのWebTV Network社から入手可能なWEBTV Plusセットトップ・ボ
ックスが含まれる。しかしながら、本発明は上述の機能を実行できる他の構造（現在知ら
れているか、後に開発される）で動作すると思われる。WEBTV Plusセットトップ・ボック
スと共に用いるリモートコントロールは、選択装置1700の適当な形式の一例である。例え
ば、パーソナル・コンピュータで用いられるポインティング装置、音声認識に基づくよう
なその他の選択システムおよびタッチスクリーン・システムを含む他の多くのものが当業
者によって認識されよう。
【００４６】
当業者は、本発明の態様を作動させることができるセットトップ・ボックスに組み込まれ
た他の特徴的装置（features）を認識するであろう。この他の装置には、例えばカード・
リーダ（図示せず）が含まれる。このカード・リーダは、身元確認（identification）ま
たは財務情報カードを読むことができ、身元確認または財務情報は本発明による選択可能
アクションと共に用いることができる。カード・リーダは選択可能アクションが価額の転
送（transfer of value）を含む実施例ではスマートカード（smart card）、およびスト
アド・ヴァリュー・カード（stored-value card）で動作する。カード・リーダーは価額
の支払いのためのカードから情報を読み取るために使用できる。
【００４７】
望ましくは、再生装置1300はディスプレイ1200およびデータネットワーク1400と通信する
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。動作中は、ビデオ・プロダクション通信装置1800はビデオ・プロダクション1100を再生
装置1300に通信する。トリガ・インタープリタ1330は第2トリガ・ゾーン1140またはN番目
のトリガ・ゾーン1160のトリガのようなビデオ・プロダクション1100のトリガを解釈する
。トリガ・インタープリタ1330はデータネットワーク1400を介して要求1340を送る。要求
1340はアクション・リソース・プロバイダ1500によって受信される。要求1340は、「指標
化コンテンツ参照」というタイトルで後の節で説明するように取り扱うことができる。ア
クション選択インターフェースが特定のトリガに利用可能な場合、ASI表示（ASI indicat
ion）1360がデータネットワーク1400を介して再生装置1300に通信される。応答インター
プリタ（response interpreter）1320がASI表示1360をパーシングし、ASI表示1360のビジ
ュアル表示をコンテンツ・インテグレータ1310に通信する。コンテンツ・インテグレータ
1310はビデオ・プロダクション1100のビジュアル部分と応答インタープリタ1320からのビ
ジュアル（visual）を統合し、その統合されたビジュアル（integrated visual）はディ
スプレイ1200に通信される。
【００４８】
　ASI文字（ASI characterization）1380が特定のトリガに利用可能なとき、これもデー
タネットワーク1400を介して再生装置1300の応答インタープリタ1320に通信される。応答
インタープリタ1320はASI文字1380をパーシングし、そのビジュアル表示をレンダリング
してこれがコンテンツ・インテグレータ1310に通信され、ディスプレイ1200に通信される
。
【００４９】
　本発明の実施例では、ASIが利用可能であること（availability）の表示はディスプレ
イ1200上に視覚的画像としてレンダリングされるものである。他の実施例では、ASIが利
用可能であることの表示はオーディオでよい。さらに他の実施例では、ディスプレイ1200
に通信されなくてもよい。さらに、一般的にはASIが利用可能であることの表示はASIの文
字自身の一部であってもよい。アクション・リソース・プロバイダ1500がHTTPプロトコル
を用いるHTTPサーバである本発明の実施例では、ASIが利用可能であることの表示は、例
えば、アクション・リソース・プロバイダ1500がHTTP要求メッセージを受け取り解釈した
後に送られたHTTP応答メッセージの全部、または一部であってよい。
【００５０】
　ASI文字1380は一般に再生装置1300がパーシングおよびレンダリングできるインターフ
ェースの文字を提供し、1個以上の選択可能アクションを提供する。望ましくは、ASI文字
1380も、HTTPプロトコルを用いて通信し、ASI文字1380は、一般的にインタラクティブテ
レビ（対話形テレビ）と用いるためのHTML拡張タグ（extension tag）を含むHTMLページ
であるのが望ましい。選択可能アクションを提供する1つの方法は、アクション・リソー
スへのリンク（link）の提供である。しかしながら、選択可能アクションは別の従来のク
ライアント側つまりクライアント・サーバ技術を用いて実施することができる。アクショ
ン・リソースは、周知のプログラミング方法を用いて実施することができる。インターネ
ット・プログラミング方法を用いて、アクション・リソースを、例えば、HTMLページ、XM
Lページ、CGIスクリプトまたはプログラム、サーブレット（servlet）または他のサーバ
側スクリプトまたはプログラム、クライアント側スクリプト、アプリケーションまたはア
プレット（applet）、またはアクティブ・コントロール、その他のクライアント・サーバ
の方法で実施することができるのが便利である。アクション・リソースの所望機能を持つ
当業者は、従来型プログラミング方法でどのように作成あるいは使用できるか理解するで
あろう。
【００５１】
図4は、実施例による「参照埋め込み（reference embedding）」方法4000のフロー図を示
す。「スタート」ターミナル4100から処理は「ビデオ・プロダクション選択」手順4200へ
続く。「ビデオ・プロダクション選択」手順4200は、ビデオ・プロダクション1100などの
ビデオ・プロダクションの選択を伴う。望ましくは、ビデオ・プロダクション1100は既に
1個以上の製品を参照する1個以上の画像を含んでいるが、しかしながら、1個以上の製品
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を参照する1個以上の画像を埋め込む追加ステップは、従来のビデオ編集方法を用いて実
行できる。次に、「ASIロケーション選択」手順4300に入り、第2プレースメント・ゾーン
1130またはN番目のプレースメント・ゾーン1150などのロケーションが、アクション選択
インターフェイスを提供したいビデオ・プロダクション1100中の位置として選択される。
それから、「ASI参照埋め込み」手順4400が始まり、アクション選択インターフェースへ
の参照（reference）が、例えば第2トリガ・ゾーン1140またはN番目のトリガ・ゾーン116
0でビデオ・プロダクション1100内に埋め込まれる。実施例では、この参照は、上述のよ
うなトリガである。
【００５２】
プロセスフローは、「追加ロケーション」決定手順4500に続く。アクション選択インター
フェースを利用できるビデオ・プロダクション1100の追加ロケーションを選択することを
望む場合、「追加ロケーション」決定手順4500は、その「Yes」ブランチを通って出て、
プロセスフローは「ASIロケーション選択」手順4300に戻り、もう1回の繰返しを行う。そ
うでない場合、「追加ロケーション」決定手順4500は、その「No」ブランチを通って出て
、「参照埋め込み」方法4000は「エンド」ターミナル4600を通って完了する。
【００５３】
　図5に示すのは、実施例による「視聴者アクション・セッション」方法1500のフロー図
である。プロセスフローは「スタート」ターミナル5100から始まり、「ビデオ・プロダク
ション通信」手順5200に続く。「ビデオ・プロダクション通信」手順5200は、ビデオ・プ
ロダクション通信装置1800から再生装置1300へのビデオ・プロダクション1100のようなビ
デオ・プロダクションの通信に関係する。第1トリガ・ゾーン1120の再生中トリガが遭遇
した時に要求1340が送られ、「ASI表示通信」手順5300が実行され、これにより、ASI表示
1360が再生装置1300に通信される。次に、「ASI文字通信」手順5400はASI文字1380を再生
装置1300に通信する。ASI文字1380はパーシング、レンダリングされ、他のビジュアルと
統合されて、再生装置1300に通信される。ユーザ（図示せず）は、そのときディスプレイ
1200に表示されるアクション選択インターフェースから1個以上の選択可能アクションを
選択することができる。「アクション選択」決定手順5500は、ユーザが選択可能アクショ
ンの1つを選択するとその「Yes」ブランチから出て、プロセスフローは「アクション・リ
ソース検索」手順5600に続く。「アクション・リソース検索」手順5600では、アクション
・リソースはアクション・リソース・プロバイダ1500から検索され、「アクション・リソ
ース通信」手順5700のデータネットワーク1400を介して再生装置1300に通信される。応答
インタープリタ1320はアクション・リソースのビジュアル面（visual aspect）をパーシ
ングおよびレンダリングする。次に、「追加アクション」決定手順5800は、ユーザが追加
アクションを選択するとその「Yes」ブランチから出て、プロセスフローは「アクション
・リソース検索」手順5600に戻る。「アクション選択」決定手順5500でアクションが選択
されないか、「追加アクション」決定手順5800で追加アクションが選択されないと、プロ
セスフローは「エンド」ターミナル5900を通って完了する。
【００５４】
これで、視聴者のディスプレイ1200の透視図（perspective）が与えられ、実施例の態様
をさらに図示する。図6Aに示すのは、ディスプレイ1200と製品6100を参照する画像である
。上述のように、製品6100を参照する画像は、製品を直接または間接的に参照できる。故
に、例えば、製品6100を参照する画像が乗用車の画像であれば、参照された製品はその乗
用車、または例えば、自動車保険サービス、自動車品質認定、または自動車販売組織（co
llective）でありうる。
【００５５】
　図6Aに示すのはまた、ASIが利用可能性であることのビジュアル表示6200である。上述
のように、ASIが利用可能であることの表示はディスプレイ1200にビジュアル画像として
レンダリングされる一方、他の実施例では、ASIが利用可能であることの表示は他の形式
でよい。図示された実施例によると、ASIが利用可能であることのビジュアル表示6200は
、ディスプレイ1200の一部にビデオ・プロダクション6600をレンダリングし他の部分にAS
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Iが利用可能であることのビジュアル表示6200をレンダリングするテレビ拡張タグ付きHTM
Lページによって提供される。
【００５６】
　ASIが利用可能であることのビジュアル表示6200を与える別の方法を図6Bに示すが、こ
こでは製品6100を参照する画像の視覚的強調6500が示されている。視覚的強調6500は、ビ
デオ・プロダクション6600の複数のフレームにわたって追跡することができる製品6100を
参照する画像を強調するよう編集された画像でよい。視覚的強調6500はHTMLテーブルで実
施できるのが便利である。テーブルの高さと幅およびそのセルは、製品6100を参照する画
像の視覚的強調6500のサイズに合わせて好適に選択する。視覚的強調6500を提供する画像
はテーブルの1つのセルにある。ある実施例では、セルの高さと幅は視覚的強調6500画像
の左上角の位置を定めるよう調整される。製品6100を参照する画像がビデオ・プロダクシ
ョン中で移動すると、視覚的強調6500が存在するセルの高さと幅を調整することにより、
製品6100を参照する画像を視覚的強調6500の左上角に追跡させる。従って、本発明のある
実施例の追加態様はオーバレイ画像（overlay image）によってビデオ・プロダクション
の画像を追跡する方法である。
【００５７】
本発明のある実施例では、アクション・リソース・プロバイダ1500は、再生装置1300が要
求1340の情報、例えばユーザ・エージェント・ヘッダ・フィールド（user-agent leader 
field）からアクション選択インターフェースの選択可能アクションの種類をサポートで
きるか否かを検出する。これら実施例の一部では、視覚的強調6500は、再生装置1300がア
クション選択インターフェースの選択可能アクションをサポートする場合にのみ再生装置
1300に通信される。
【００５８】
　図6Cおよび図6Dには、ディスプレイ1200、製品6100を参照する画像、およびアクション
選択インターフェース6300のレンダリングされた文字が示されている。アクション選択イ
ンターフェース6300のレンダリングされた文字が概略的に描かれているが、通常の当業者
には、これが再生装置1300によってパーシングおよびレンダリングできる程度の複雑さで
あることが理解されよう。図のように、アクション選択インターフェース6300のレンダリ
ングされた文字は、ユーザが、例えば選択装置1700で選択できる複数の選択可能アクショ
ン6400からなる。図6Cに示すように、アクション選択インターフェース6300のレンダリン
グされた文字はビデオ・プロダクション6600とは別にディスプレイ1200の一部に表示され
る。しかしながら、図6Dに示すように、アクション選択インターフェース6300のレンダリ
ングされた文字は、ディスプレイ1200のビデオ・プロダクション6600と同じ部分に表示す
ることもできる。当業者は、図6A、図6B、図6Cおよび図6Dの図が図による説明のものであ
って限定的なものではなく、当業者は上述の図の要素の他の構成を作成および使用できる
ことをすぐに理解するであろう。
【００５９】
複数の選択可能アクション6400での選択可能なアクションは、アクション・リソース・プ
ロバイダ1500および再生装置1300でのインプリメンテーションが可能なあらゆるアクショ
ンでよい。
【００６０】
本発明の態様をさらに図解するため、図7、図8および図9は例示的選択可能アクションを
インプリメントする方法を示す。当業者は、これらが図解のためのものであって、本発明
の範囲の限定ではないことをすぐに理解するであろう。むしろ、当業者は、本発明で動作
可能な多数の他の選択可能アクションがあることを認識するであろう。
【００６１】
選択可能アクションの1つは、販売促進参加アクションである。販売促進参加アクション
は、その販売促進参加アクションをインプリメントするアクション・リソースへのリンク
であるのが便利である。さらに詳細な図解が図7に見られるが、ここには販売促進参加ア
クション方法7000を示す。販売促進参加アクション方法7000に述べる機能は、例えば、HT
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MLページ、XMLページ、CGIスクリプトまたはプログラム、サーブレットまたは他のサーバ
側スクリプトまたはプログラム、クライアント側スクリプト、アプリケーションまたはア
プレット、またはアクティブ・コントロール、その他のクライアント・サーバの方法でイ
ンプリメントすることができる。処理は「スタート」ターミナル7100から始まり、「販売
促進情報通信」手順7200に続き、これが販売促進参加アクションに関する情報を再生装置
1300に通信する。次に、「参加者情報受領」手順7300が、販売促進参加に関連する再生装
置1300のユーザによって通信された情報を保存し、処理は「参加者登録」手順7400に続く
。「参加者登録」手順7400で販売促進参加の基本的情報交換を完了するが、この情報交換
は他のサーバ（図示せず）、例えば販売促進事業体または関連会社（affiliate）が運営
するものとのデータ交換を含むことができる。「追加参加」決定手順7500によって、参加
者は販売促進の追加側面（aspect）への参加を選択することができる。追加参加オプショ
ンは再生装置1300に通信され、ユーザはこれをディスプレイ1200上で見る。
【００６２】
ユーザが販売促進の追加側面へ参加を希望しない場合、「追加参加」決定手順7500はその
「No」ブランチから出て、処理は「エンド」ターミナル7900を通って完了する。そうでな
い場合、「追加参加」決定手順7500はその「Yes」ブランチから出て、「次ページ通信（n
ex page(s) communication）」手順7600が、1枚以上のページを参加者のために再生装置1
300に通信する。「次情報受領」手順7700は必要あるいは希望に応じて参加者から追加情
報を受領し、処理は「次参加アクション」手順7800へ続き、これは一以上の追加参加アク
ションを実行する。これらは、例えば、販売促進事業体または関連会社との情報交換また
は記憶を含むことができる。追加参加オプションが提供されることが望ましく、処理は「
追加参加」決定手順7500に戻り、そこを介してこのような追加参加が始まる。
【００６３】
もう1つの選択可能アクションは、情報要求アクションである。情報要求アクションは情
報要求アクションをインプリメントするアクション・リソースへのリンクであるのが便利
である。さらに詳細な図解が図8に見られるが、ここには情報要求アクション方法8000を
示す。情報要求アクション方法8000に述べられている機能は、例えば、HTMLページ、XML
ページ、CGIスクリプトまたはプログラム、サーブレットまたは他のサーバ側スクリプト
またはプログラム、クライアント側スクリプト、アプリケーションまたはアプレット、ま
たはアクティブ・コントロール、その他のクライアント・サーバの方法でインプリメント
することができる。情報要求アクション方法8000に対する処理は「スタート」ターミナル
8100から始まり、「情報ページ通信」手順8200に続き、ここで、一枚以上のページがディ
スプレイ1200への通信のために再生装置1300に通信される。一般に、複数の情報オプショ
ンがユーザに提示される。「ユーザ入力処理」手順8300は再生装置1300からユーザ選択の
表示を受け取り、ユーザ選択の抽出または報告側面に便利なあらゆる転換（transformati
on）を実行する。さらに、「ユーザ入力処理」手順8300はまた、例えばユーザデータまた
は情報要求データを記録する（log）ことができる。それから、「情報生成」手順8400は
、ユーザに報告するための情報出力を生成する。「情報生成」手順8400は、ユーザへのプ
レゼンテーションのために要求された情報を作成するために多数の既知の報告生成または
抽出の方法のいずれかを採用することができる。それから、「情報通信」手順8500はユー
ザに要求された情報を通信する。要求された情報は再生装置1300およびディスプレイ1200
を介してユーザに通信するか、または、例えば郵便やファクシミリを含む他の方法によっ
て通信することができる。情報要求アクション方法8000は「エンド」ターミナル8600を通
って完了する。
【００６４】
もう1つの選択可能アクションは、製品購入アクションである。製品購入アクションは、
製品購入アクションをインプリメントするアクション・リソースへのリンクであるのが便
利である。さらに詳細な図解が図9に見られるが、ここには製品購入アクション方法9000
が示されている。製品購入アクション方法9000で述べられている機能は、例えば、HTMLペ
ージ、XMLページ、CGIスクリプトまたはプログラム、サーブレットまたは他のサーバ側ス
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クリプトまたはプログラム、クライアント側スクリプト、アプリケーションまたはアプレ
ット、またはアクティブ・コントロール、及びその他のクライアント・サーバの方法でイ
ンプリメントすることができる。本開示の利益を受ける当業者は、製品購入アクション方
法9000の態様を実行するのに多くの周知で商業的に入手可能な電子コマースシステム（el
ectronic commerce system）を利用できることを理解するであろう。製品購入アクション
方法9000の処理は、「スタート」ターミナル9100から始まり、「トランザクション・ペー
ジ通信」手順9200に続き、ここで製品購入トランザクションを提示するために用いられる
ページが再生装置1300に通信され、ディスプレイ1200にレンダリングされる。ユーザがト
ランザクション情報を入力すると、「セキュア・トランザクション検証」手順9300が、ト
ランザクション・セキュリティ検証メカニズムでトランザクション情報を検証する。当業
者は、多くのトランザクション・セキュリティ検証メカニズムがあることを認識するであ
ろう。ユーザに対する個人的な所定の識別番号を用いることができるのが便利である。
【００６５】
次に、「マーチャント通信」手順9400はユーザからのトランザクション情報および製品情
報をマーチャント（小売商）に通信する。マーチャントは、マーチャントまたはトランザ
クションの特定の要求により、トランザクションを完了するに十分な情報を受け取ってい
ることもいないこともありうる。「トランザクション完了」決定手順9500は、「マーチャ
ント通信」手順9400がトランザクションを完了したとの表示を返す場合にその「Yes」ブ
ランチを介して出る。これをユーザに通信し、処理は「エンド」ターミナル9995を通って
完了する。
【００６６】
トランザクションは完了できない場合、「トランザクション完了」決定手順9500はその「
No」ブランチを介して出て、「トランザクション未完了」出力ブロック9600がユーザに、
これまで受け取った情報に基づき現在の時点ではトランザクションを完了できなかったこ
とを報告する。「これで完了」決定手順9700がこれでトランザクションの完了を望むか否
かをユーザに助言する。完了を望む場合、「これで完了」決定手順9700はその「Yes」ブ
ランチから出て、「トランザクション完了」手順9800はトランザクションの残りを完了す
る。そして処理は「エンド」ターミナル9995を通って完了する。
【００６７】
ユーザが現在の時点でトランザクションの完了を希望しない場合、「これで完了」決定手
順9700はその「No」ブランチを介して出て、「状態情報保存」手順9900が、ユーザが後に
完了にすることができるようトランザクションの現在の状態に関する情報を保存する。処
理は「エンド」ターミナル9995を通って完了する。
【００６８】
本発明による方法は、全体または部分的にコンピュータでインプリメントできる。図10は
、本発明の態様を具現化できるコンピュータシステム10000を示す。アクション・リソー
ス・プロバイダ1500はコンピュータシステム10000による構造でよい。コンピュータシス
テム10000は、マイクロプロセッサ10010、メモリ10020、および入/出力システム10030か
らなる。メモリ10020はデータ構造（data structure）10040を提供するように構成可能で
、このデータ構造は、本発明の態様を具現化した時、コンピュータシステム10000によっ
て操作できるデータを含むことができる。さらに、ディスクドライブ、CD-ROMドライブ等
の媒体ドライブ10070が示されている。媒体ドライブ10070は、本発明の態様を具現化する
ためコンピュータシステム10000を構成できるコンピュータで読み取り可能なプログラム
・コードを保存することができるコンピュータ利用可能な記憶媒体10075で動作できる。
入/出力システム10030はまた、キーボード10050、ディスプレイ10060、ポインティングデ
バイス（pointing device）10090、データ記憶装置10045、またはデータネットワーク140
0などのネットワークでも動作できる。図示のように、コンピュータシステム10000は汎用
計算機である。当業者は、本発明の態様による機能を実行可能な構造を具現化するように
、プログラムされた指示によって汎用計算機を構成することができることを認識する。例
えば、特定用途向け集積回路（ASIC）を含む特殊目的計算機も用いることができる。当業
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者は、本発明の態様を具現化するように構成可能なプログラムされた、あるいはプログラ
ム可能なロジックの多数の構造があることを認識するであろう。ある実施例では、コンピ
ュータシステム10000は、カリフォルニア州Mountain ViewのSun Microsystemsから出てい
るSPARCベースのワークステーションであり、SOLARISオペレーティング・システムとApac
he HTTPサーバをSecure Sockets Layerモジュールで動作させる。
【００６９】
本発明の実施例では、コンピュータ・プログラム・コードは本発明の態様を具現化するよ
うにコンピュータを構成する。そのように構成すると、物理的数量および特性の表示は一
連の演算を通じて操作し、ビデオ・プロダクション中の製品を参照する画像にアクション
選択を提供するための方法、装置およびシステムの態様を実現する。当業者は、コンピュ
ータ内での物理的数量の操作とその表現の間の区別を認識し、次々と参照が行われる時に
迅速に理解するであろう。
【００７０】
ある実施例では、アクション・リソース・プロバイダ1500はコンピュータシステム10000
に類似のコンピュータシステムであり、HTTPサーバをランさせる。しかしながら、当業者
は、アクション・リソース・プロバイダ1500は、再生装置1300を構成して動作させる他の
装置でもよいことを理解するであろう。実施例では、アクション・リソース・プロバイダ
1500はデータ記憶装置1600と通信する。データ記憶装置1600は、例えば、ユーザ・プロフ
ィール・データ、製品データ、マーチャント・データ・ログ（merchant data log）、ま
たはプログラム・ガイドを保存することができる。
【００７１】
ユーザ・プロフィール・データは、情報要求、販売促進参加、製品購入アクションその他
選択可能アクションについてコンテンツをカスタマイズし、仕上げること（following th
rough）に役立つ情報を含むことができる。これには、ユーザによって明示して供給され
る情報、またはサービス登録データから取った情報と、ユーザの使用パターンから導かれ
た情報との両方が含まれる。実施例では、明示データ（explicit data）には、氏名、住
所、電話番号、誕生日、好みの支払方法、請求先住所、収入および性別が含まれる。使用
データは、観賞したショー、異なるインタラクティブ・アクションを実行する頻度、ショ
ーの忠誠度（loyalty）、訪問したウェブサイトを含むことができる。コンテンツをカス
タマイズするためにユーザ・プロフィール・データを用いる好適モードは、最初の導出中
間データ（first deriving intermediate data）が関与するのが便利である。例えば、誕
生日から直接カスタマイズするより、年齢または年齢グループを導出する方がより簡単で
ある。故に、ユーザ・プロフィールは、より小さく、したがってより管理しやすいスペー
スのコンテンツバリエーションを作るため、計算の結果とデータ値の集合体（aggragatio
n）を含むことができる。
（指標的コンテンツ参照）
本発明の追加の態様は、指標的コンテンツ参照（indexical content reference）を含む
ビデオ・プロダクションに関係する。指標的コンテンツ参照は、上述のゾーン化システム
と共に有利に用いられるが、この指標的コンテンツ参照はこの使用法に限定されない。図
11は、実施例による指標的コンテンツ参照11000を含むビデオ・プロダクションの製作方
法のフロー図を示す。指標的コンテンツ参照を含むビデオ・プロダクションは、再生装置
1300（上記に説明）のような互換設備で再生される時、設備に指標的コンテンツ参照に含
まれるリソース識別子に対する要求を装置に開始させ、ここでデータネットワークを介し
てアドレス指定可能なサーバが現在のコンテンツ参照を生成する。別の要求が現在のコン
テンツ参照に送られ、これに応じて、応答が互換可能な装置、例えば再生装置1300に通信
される。
【００７２】
プロセスフローは「スタート」ターミナル11100で始まり、「指標的参照選択」手順11200
に続く。「指標的参照選択」手順11200はビデオ・プロダクションにコード化されるべき
指標的参照の選択を含む。選択は、人間のオペレータによっても、自動化してもよい。次
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に、処理は「参照ロケーション決定」手順11300に続くが、これは「指標的参照選択」手
順11200で選択される指標的選択をコード化できるビデオ・プロダクション内のロケーシ
ョンを決定することを含む。「参照ロケーション決定」手順11300もまた、人間のオペレ
ータによっても実行できるし、自動化することもできる。当業者は、例えば、時間または
位置ベースのスキーム、およびコンテンツベースのスキームを含んで、指標的参照をコー
ド化できるビデオ・プロダクション内のロケーションを決定するための多くのスキームを
認識するであろう。さらに、上述のように、ゾーンベースのスキームを使用することがで
きる。
【００７３】
プロセスフローは、「指標的参照コード化」手順11400に続き、これは「参照ロケーショ
ン決定」手順11300により決定されるビデオ・プロダクション内のロケーションでの「指
標的参照選択」手順11200により選択される指標的参照をコード化することを含む。ビデ
オ・プロダクションは、当業者に周知の多くの従来形式および従来ビデオ編集装置を用い
て指標的参照をコード化することもできる。指標的参照は、従来のクローズド・キャプシ
ョン・システムを用いて従来型アナログテレビ放送の垂直帰線消去期間（「VBI」）にコ
ード化することができると便利である。VBIのライン21のText-2サービスはCEMA規格EIA-1
746（米国、ヴァージニア州、アーリントンの電子産業協会（EIA）から入手可能）に従っ
て用いることができる。ビデオ・プロダクションが、例えば、有形媒体上にコード化され
たデジタル放送またはナロウキャスト・ビデオ（narrowcast video）、HDTV、またはビデ
オアプリケーションで用いるファイルを含む他の形式である時、その形式に合ったコード
化スキームを用いなければならず、当業者は、ビデオ・プロダクションを配布する多くの
従来形式で本発明によって指標的参照をコード化する方法を認識するであろう。プロセス
フローは「エンド」ターミナル11500を通って完了する。
【００７４】
指標的コンテンツ参照11000を含むビデオ・プロダクション製作のための方法に従って製
作したビデオ・プロダクションは、例えば図1に示すものを含む本発明の他の態様と共に
用いることができる。
【００７５】
図12は、実施例によるシステム12000の動作環境における要素のブロック図を示す。図12
における対応するコンポーネントは図1に関連して上述したものと同様であり、上述の記
載の対応する部分を参照しなければならない。
【００７６】
図12において、データネットワーク1400を介して再生装置1300と通信できるのは第1サー
バ12500および第2サーバ12800で、これらはそれぞれ、第1データ記憶装置12600および第2
データ記憶装置12900と通信できる。一般に、第1サーバ12500と第2サーバ12800との間に
機能的差は必要ないため、第2サーバ12800を参照して追加的に明確にする部分を除いて、
今後の説明は第1サーバ12500を参照して行う。さらに、当業者は、すべての実施例は1個
より多いサーバを必要とするわけでなく、また、他の実施例は2個より多いサーバで動作
できることを理解するであろう。第1サーバ12500の機能をインプリメントできる実施例の
構造の追加説明は上記図10に関連して提供する。
【００７７】
実施例では、第1サーバ12500はHTTPサーバである。しかしながら、当業者は、第1サーバ1
2500は再生装置1500がそれで動作するよう構成された他の装置であり得ることを理解する
であろう。実施例では、第1サーバ12500は第1データ記憶装置12600と通信する。第1デー
タ記憶装置12600は、例えば、ユーザ・プロフィール・データ、製品データ、マーチャン
トデータログ、またはプログラムガイド、パラメータまたはパラメータ値からなるデータ
オブジェクト、第1要求を第2要求にマッピングするためのプログラムされた指示で動作可
能なデータからなるデータオブジェクトを保存することができる。
【００７８】
図3を参照すると、オペレーション・モードでは、ビデオ・プロダクション通信装置1800
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は再生装置1300にビデオ・プロダクションを通信する。トリガ・インタープリタ1330はビ
デオ・プロダクション中のトリガを解釈し、リソース識別子を抽出する。トリガ・インタ
ープリタ1330は、データネットワーク1400を介してリソース識別子からなる要求1340を送
る。
【００７９】
サーバ12380は要求1340を受け取る。サーバ12380は、第1サーバ12500、第2サーバ12800ま
たはデータネットワーク1400を介してアドレス指定可能な他の装置でよい。再生装置1300
はデータネットワーク1400を介して応答1370を受け取り、応答インタープリタ1320は応答
1370をパーシングおよびレンダリングする。応答1370のレンダリングされたビジュアル面
はコンテンツ・インテグレータ1310に送られ、これが応答1370のビジュアル面をディスプ
レイ1200に通信するためビデオ・プロダクションのビジュアル面と統合する。
【００８０】
図13は、実施例による「指標的トリガ（indexical trigger）」方法15000を示す。「指標
的トリガ」方法15000によるプロセスフローは、ネットワーク化した計算機、例えば第1サ
ーバ12500上で実行するプログラムされた指示に従って生ずるのが望ましい。「指標的ト
リガ」方法15000は、例えば、ＪＡＶＡ（登録商標）（登録商標）サーブレットまたはCGI
スクリプトまたはプログラムを含む1個以上のサーバ側スクリプトまたはプログラムでイ
ンプリメントできる。
【００８１】
プロセスフローは「スタート」ターミナル15050から始まり、「指標的参照要求」入力ブ
ロック15100に続く。「指標的参照要求」入力ブロック15100は、要求1340などのアドレス
指定可能なネットワーク・リソースへの要求を含む。要求は、例えば、1.0、ドラフト1.1
、およびドラフトHTTP-NGを含む各種バージョンのHTTPプロトコルに準拠することができ
る。本発明はまた、HTTPプロトコルの後に開発されるバージョンまたはその後継バージョ
ンで動作することもできるようにされると考えられる。
【００８２】
一般に、要求には、少なくともリソース識別子、例えば、要求によって開始されるクライ
アント・サーバセッションで用いられるべき機能的パラメータ（functional parameter）
を指定できる1個以上のヘッダフィールド値（header field-value）ペア、およびターミ
ネータ（terminator）を含む。「指標的参照要求」入力ブロック15100の要求のリソース
識別子は一般にトリガから抽出する。要求がHTTP準拠の時、リソース識別子は一般にユニ
フォーム・リソース識別子（「URI」）であり、1個以上のヘッダフィールド値ペアはHTTP
プロトコル標準で指定される通りである。
【００８３】
ある実施例では、トリガは米国、ヴァージニア州、アーリントンの電子産業協会から提供
されるCEME標準EIA-1746に準拠する。これら実施例では、トリガのリソース識別子はユニ
フォーム・リソース識別子で、トリガのユニフォーム・リソース識別子は次の形式のもの
である。すなわち、
(1)　　　　　 http://<servername>/<videoprod>/<position>
かぎ括弧＜＞内に示すマテリアルは実施例により用いられる量である。上記（1）におい
て、<server name>は、例えば第1サーバ12500を含むデータネットワーク1400上でアドレ
ス指定可能ないかなるサーバでもよく、サーバは専用サーバが便利である。<videoprod>
とはトリガが埋め込まれているビデオ・プロダクションまたはそのセグメントの識別子を
指す。<position>は、ビデオ・プロダクション内の位置を指す。故に、(1)によるある特
定のユニフォーム・リソース識別子は次のようになる。すなわち、
(1a)　　　　http://t.b3tv.com/video7/05
本開示の利益を受ける当業者は、本発明がユニフォーム・リソース識別子を含むトリガに
限定されず、トリガ・ユニフォーム・リソース識別子は上記(1)に示す形式に限定されな
いことを理解するであろう。本発明の1態様は、トリガのリソース識別子が本明細書で「
指標的（indexical）」と名付けられるものであることである。
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【００８４】
「指標的」トリガは、リソース識別子によりアドレス指定可能なコンテンツから独立（あ
るいは実質的に独立）した関連リソースの場所を探すことにおいてサーバが用いるべきパ
ス（path）を含むリソース識別子を含むトリガを指す。当業者は、指標的トリガが、例え
ばワールドワイド・ウェブサイトに関連して用いられる従来のリソース識別子と異なるリ
ソース識別子を含み、ここで、関連リソースの場所を探すことにおいてサーバが用いるべ
く指定されたパスが、リソース識別子によってアドレス指定可能なリソースのコンテンツ
に依存（または実質的に依存）していることを理解するであろう。実際、ワールドワイド
・ウェブサイトに関連して、コンテンツ（例えばHTMLページまたは画像）が保存されてい
るファイルシステムのパスを正確に指定するパスでユニフォーム・リソース識別子を指定
することは一般的実施方法である。
【００８５】
指標的リソース識別子をリソース識別子によってアドレス指定可能なコンテンツから独立
（あるいは実質的に独立）させる方法の1つは、リソース識別子のパスがリソース識別子
が埋め込まれている媒体を表示することで、例えば、そのパスはリソース識別子がビデオ
放送に埋め込まれたこと表示することができる。
【００８６】
指標的リソース識別子をリソース識別子によってアドレス指定可能なコンテンツから独立
（あるいは実質的に独立）させるさらに別の方法は、リソース識別子のパスがリソース識
別子が埋め込まれている放送コンテキスト（broadcast context）を表示することである
。例えば、そのパスはビデオ・プロダクションの名称およびビデオ・プロダクション中の
位置を表示することができる。
【００８７】
指標的リソース識別子の非限定的な使用例の1つは、<videoprod>がリソース識別子が埋め
込まれているビデオ・プロダクションの識別子であるとし、<position>にビデオ・プロダ
クション内の指標をつけられた位置を参照させるものである。他の例には、ビデオ・プロ
ダクション情報のみ、またはビデオ・プロダクションと位置情報の両方を提供する1個以
上のストリング（string）が含まれる。このような1個以上のストリングは、それ自体、
含む情報を伝達すると容易に認識可能であるか、ハッシュ関数（hash function）の積、
トランスフォーム（transform）、および/またはその情報を容易に認識可能にするための
その他のデータ処理を必要とする修正でよい。指標的参照の追加例は、サーバにキー値ペ
ア（key-value pair）を保存するデータ構造での使用のためのキーとして可能である。本
明細書の教示の利益を受ける当業者は、実施例から逸脱していても、添付の特許請求の範
囲に記載されているよう本発明の精神と範囲にある本明細書に記載の指標的トリガの多く
の変更、バリエーションおよび適合があることはすぐに理解するであろう。
【００８８】
指標的トリガによって、第1サーバ12500などのサーバによってパラメータ化されたリソー
ス識別子にマッピングされた一般にコンパクトなリソース識別子を提供することによって
、ビデオ・プロダクションの限られた帯域を消費することなく、パラメータ化されたリソ
ース識別子の使用によりコンテンツのカスタマイズ化（customization）を強化すること
ができる。そして、サーバはパラメータ化されたリソース識別子をリダイレクトすること
ができ、応答は、BASEエレメントとしてパラメータ化されたリソースを使用し、さらにイ
ンタラクションを行う再生装置に通信することができる。さらに、指標的トリガによって
、エンハンスト・ビデオ・プロダクションに関連して時間的に適切な強化コンテンツが提
供されることが可能となる。指標的トリガのリソース識別子は特定の強化リソースをアド
レス指定する必要はない。第1サーバ12500のようなサーバは、時間的に適切な強化リソー
スを含む容易にアップデートできるデータを含むことができる。このサーバはリソース識
別子を指標的トリガから、時間的に適切な強化リソースを提供する1つ以上のページへリ
ダイレクトすることができる。さらに、指標的リソース識別子によって強化コンテンツの
機会的供給（opportunistic provision）が可能となる。機会的強化コンテンツ専用のリ
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ソース識別子を含む指標的トリガをビデオ・プロダクションに埋め込むことができる。機
会的強化コンテンツを提供することを決定した時、それはサーバで行うことができる。さ
らに、指標的トリガを用いて、強化コンテンツの国際化を容易にすることができる。トリ
ガのリソース識別子自身は、国家または言語グループに関して中立的にできる。しかしな
がら、サーバ、第1サーバ12500はヘッダフィールドから情報を得、また、視聴者または再
生装置に関連する言語またはロケーション情報に関する要求の関連表現から情報を得るこ
とができる。これらをサーバが用いて応答すべき適切な言語を決定することができる。再
生装置に関連するネットワーク識別子、例えば、IPアドレスもまた、要求ハードウェアの
元々の国の識別に用いることができ、これも、指標的トリガで好適な国際化のために用い
ることができる。
【００８９】
「指標的トリガ」方法15000の処理は「トリガURIパラメータ抽出」手順15150に続く。「
トリガURIパラメータ抽出」手順15150は、<videoprod>または<videoprod>と<position>量
に関連する値に対する要求1340のユニフォーム・リソース識別子を調べ、この情報を抽出
する。次に「トリガURI特性検索」手順15200は、「指標的トリガ」方法15000をインプリ
メントするサーバによってアクセス可能なデータ記憶装置に保存された第1キー値ペアか
らなる第1データオブジェクトを検索する。ユニフォーム・リソース識別子の<videoprod>
または<videoprod>と<position>部分からキーとして抽出した量を用いて、「プロジェク
ト・ルックアップ」手順15250はキー（本明細書で名付けられた「プロジェクト」）に関
連する第1データオブジェクトにおける値を探し、「プロジェクト特性検索」手順15300は
、「指標的トリガ」方法15000をインプリメントするサーバによってアクセス可能なデー
タ記憶装置に保存されている第2キー値ペアを含む第2データオブジェクトを検索し、保存
する。
【００９０】
次に、「パラメータ・ルックアップ」手順15350は、キーとしてパラメータに関連するス
トリングを第2キー値ペアと共に用いて、上記プロジェクトと関連するパラメータを探す
。「パラメータ保存」手順15400はデータ構造に第1パラメータを保存する。データ構造は
、例えば、バイナリ検索ツリー（binary search tree）といった区分された検索（sorted
 retrieval）を容易にするのが便利である。「残りのパラメータ」決定手順15450は、追
加パラメータが残っている場合はその「Yes」ブランチから出て、プロセスフローは「パ
ラメータ・ルックアップ」手順15350に戻り、パラメータのルックアップと保存をもう1回
繰り返す。パラメータがなくなると、「残りのパラメータ」決定手順15450はその「No」
ブランチから出て、処理は「第2URI生成」手順15500へ続く。「第2URI生成」手順15500を
、図14を参照して以下により詳細に説明するが、ここで簡単に述べると、「第2URI生成」
手順15500は、パラメータ-パラメータ値ペア（parameter-parameter value pair）からな
るユニフォーム・リソース識別子を生成する。
【００９１】
処理は、「第2URI生成」手順15500の生成するユニフォーム・リソース識別子を受け取り
、「指標的参照要求」入力ブロック15100で受け取った要求を「第2URI生成」手順15500で
生成する第2ユニフォームリソース識別子へリダイレクトする。本発明のある実施例では
、リダイレクションは内部的である、すなわち、リダイレクトされた要求は「指標的トリ
ガ」方法15000を実行するサーバに直接通信される。他の実施例では、リダイレクション
は外部的である。
【００９２】
外部的リダイレクションを採用する実施例は、「第2URI生成」手順15500の生成するユニ
フォーム・リソース識別子からなる再生装置1300にリダイレクトメッセージを通信する。
これら実施例では一般に、再生装置1300はその後、リダイレクトされた要求を第2ユニフ
ォーム・リソース識別子に送る。
【００９３】
外部リダイレクションを採用する他の実施例は、リダイレクトメッセージを別個サーバに
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通信する。このような実施例は、図12を参照してさらに図解で説明することができる。最
初、再生装置1300は、データネットワーク1400を介して「指標的参照要求」入力ブロック
15100で受け取られた要求を、例えば第1サーバ12500に通信する。それから、第1サーバ12
500は「指標的トリガ」方法15000のステップを実行し、リダイレクトメッセージをデータ
ネットワーク1400を介して第2サーバ12800に通信する。第2サーバ12800は、例えば「指標
的トリガ」方法15000のステップを含むリダイレクトメッセージに応じて追加の処理を実
行することができる。
【００９４】
「要求リダイレクション」手順15600において外部、内部その他種類のリダイレクション
のどれを用いても、処理は再生装置1300へ送られる応答を含む「応答」出力ブロック1570
0に続く。この応答は、例えば、HTTP準拠応答メッセージでよいが、他のデータ転送プロ
トコルも使える。処理は、「エンド」ターミナル15800を通って完了する。
【００９５】
「第2URI生成」手順15500の更に詳細な説明を図14を参照して行う。プロセスフローは「
スタート」ターミナル15505から始まり、「プロトコルおよびイニシャル・パス追加」手
順15510に続く。上述のように、実施例に従い、「第2URI生成」手順15500によって生成さ
れるリソース識別子はユニフォーム・リソース識別子である。当業者は認識するように、
ユニフォーム・リソース識別子は従来は識別するリソースの検索を試行することにおいて
用いるプロトコルまたはスキームの指定で始まり、その後に1個以上のパスの要素が来る
。従って、「プロトコルおよびイニシャル・パス追加」手順15510はこれら要素を追加す
ることによってユニフォーム・リソース識別子の形成を始める。
【００９６】
プロセスフローは、ユニフォーム・リソース識別子に追加するためにパラメータが残って
いるか否かを決定する「残りのパラメータ」決定手順15520に続き、かくして以下に述べ
る要素を含む反復ブロック（iterative block）から出ることをコントロールする。「残
りのパラメータ」決定手順15520の最初の反復中に、一般に、その「Yes」ブランチから出
て、プロセスフローは「パラメータ保存」手順15400で使用されるデータ構造からパラメ
ータを検索する「パラメータ検索」手順15530へ続く。次に、「パラメータ値」決定手順1
5540が、そのパラメータに関連するパラメータ値が利用可能か否かを決定する。可能なら
、「パラメータ値」決定手順15540はその「Yes」ブランチから出て「パラメータ値割当て
」手順15560は変数をパラメータ値に割り当てる。可能でない場合は、「パラメータ値」
決定手順15540はその「No」ブランチから出て、「空ストリング割当て」手順15550は変数
を空ストリングの値に割り当てる。
【００９７】
次に、「ペア連結」手順15570がパラメータ-パラメータ値ペアをユニフォーム・リソース
識別子に連結させる。このステップにおいて、パラメータとパラメータ値は等号（「＝」
）で分離する。さらに、「パラメータ値割当て」手順15560は「/」を連結してパラメータ
-パラメータ値ペアを分割する。プロセスフローは「残りのパラメータ」決定手順15520に
戻り、さらにもう1つ反復を開始する。十分な反復が生じて全てのパラメータを検索する
と、「残りのパラメータ」決定手順15520はその「No」ブランチから出て、プロセスフロ
ーは「イニシャル・リソース連結」手順15580に続く。
【００９８】
他のリソースへの参照からなるイニシャル・リソースをユーザに最初に提示するのが望ま
しいことがしばしばある。「イニシャル・リソース連結」手順15580は、イニシャル・リ
ソースのデジグネータ（designator）をパスに連結することでこれを容易にする。プロセ
スフローは「エンド」ターミナル15590を通って完了する。
【００９９】
「第2URI生成」手順15500の理解をさらに助けるため、本発明の実施例に従って作成でき
るユニフォーム・リソース識別子の非限定的な例を下の(2)に示す。
【０１００】
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【数２】

【０１０１】
(2)に示すように、コンテンツURIの特定の側面を例示する量をかぎ括弧＜＞で示す。(2)
において、「http://<server name>/p/<project>」は、「プロトコルおよびイニシャル・
パス追加」手順15510によって追加できる対象（subject matter）を示す。パラメータは
、<name1>、<name2>および<name3>で示され、パラメータ値は<value1>、<value2>と、<na
me3>の後の等号の後の空のストリングによって示す。イニシャル・リソース・デジグネー
タは「start.html」で示し、「イニシャル・リソース連結」手順15580によって追加でき
る。この開示の利益を受ける当業者は、本発明が(2)の例示的コンテンツURIの長さ、配置
、または形式（抽象的か具体的かという）のURIに限定されず、本発明は一般にURIに限定
もされず、(2)はむしろ添付の特許請求の範囲に記載されている本発明の精神と範囲内に
ある本発明の可能な多数の実施例の中の1つの実施例によって作成可能なURIの形式のリソ
ース識別子の例を示すことを理解するであろう。
【０１０２】
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パラメータおよびパラメータ値は、ヘッダフィールドと、「指標的参照要求」入力ブロッ
ク15100で受け取られた要求中の関連する表現から得ることができる。HTTPプロトコルの
バージョンで用いられる例示的ヘッダフィールドを以下のテーブル1に示す。
【０１０３】
【表１】

【０１０４】
本発明の好適実施例では、ヘッダフィールドおよびヘッダフィールド値の利用は、ワール
ドワイド・ウェブ・コンソーシアム（W3C）、マサチューセッツ工科大学、米国、マサチ
ューセッツ州、ケンブリッジ、コンピュータ科学研究所から入手可能なHTTPプロトコルに
準拠する。
【０１０５】
パラメータはまた、例えばIPアドレスを含む再生装置1300に関連するネットワークアドレ
スから得られる情報を含む。ある状況では、この情報を使って、タイムゾーンあるいはそ
の他の地理的情報に相関させることができる再生装置1300の近似地理的ロケーションを決
定することができる。地理的または日付フィールド情報を用いて、要求を開始する再生装
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置1300のタイムゾーンを推論することができる。そして、タイムゾーン情報を電子プログ
ラム・ガイド（「EPG:Electronic Program Guide」）と共に用いて、視聴者が見ているビ
デオ・プロダクションに関する追加情報を集めることができる。本発明のある実施例は、
EPGのみに基づいたパラメータを用いて、要求を開始した放送コンテキストに対する応答
を作成することができる。
【０１０６】
パラメータ-パラメータ値ペアは、トラバース（traverse）されるとその順序でエントリ
を出す「パラメータ保存」手順15400のデータ構造を使って、英数字順で「第2URI生成」
手順15500によってコンテンツURIに追加されるのが便利である。実施例では、パラメータ
はパラメータ値が利用できないときに空のストリングパラメータ値でコンテンツURIに追
加される。別の実施例は、パラメータ値が利用できないパラメータ-パラメータ値ペアを
省略する。さらに別の幾つかの実施例では、第2リソース識別子はパラメータもパラメー
タ値も持たず、一方、さらに別の実施例では、第2ユニフォーム・リソース識別子は、当
業で周知のものを含む他の形式のものである。
【０１０７】
再生装置1300を用いて要求を開始する特定の視聴者または家庭に関連するパラメータは、
例えば、年齢、性別、その他人口統計学的またはサイコグラフィック・パラメータを含ん
で用いることもできる。さらに、例えば、視聴者の周知の支払い手段（payment instrume
nt）を含む財務情報に関するパラメータを用いることもできる。財務情報に関連するパラ
メータは、本発明の電子商取引への適用と共に便利に用いることができる。
【０１０８】
さらに、パラメータおよびパラメータ値は、HTML仕様（ワールドワイド・ウェブ・コンソ
ーシアム（W3C）、マサチューセッツ工科大学、米国、マサチューセッツ州、ケンブリッ
ジ、コンピュータ科学研究所から入手可能）に従って相対URIを解くBASEエレメントとし
て作用する絶対URIとして第2URIを用いることに類似な機能性（functionality）によって
リンク間を移動することができる。
（コード化）
本発明の別の態様は、ビデオ・プロダクションの1つ以上のシリーズのリソース識別子を
コード化するための方法およびシステムに関する。図15は、ビデオ・プロダクションの1
つ以上のシリーズのリソース識別子をコード化するための「シリーズコード化」システム
17000を示す。「シリーズ・コード化」システム17000は、コード化コントローラ17100を
含む。コード化コントローラ17100は、ビデオ・プロダクションプレーヤ17200、リソース
識別子エンコーダ17300、およびビデオ・プロダクションレコーダ17400の動作の態様を制
御する。コード化コントローラ17100は、プログラムされた汎用コンピュータ、または特
殊目的計算ハードウェアでよい。
【０１０９】
ビデオ・プロダクションプレーヤ17200は、ビデオ信号をコード化コントローラ17100の制
御の下でリソース識別子エンコーダ17300に通信する。ある実施例では、ビデオ・プロダ
クションプレーヤ17200は従来のビデオカセットプレーヤでよく、他の実施例では、ビデ
オ・プロダクションプレーヤ17200は、DVDプレーヤのようなランダム・アクセス・ビデオ
・プレーヤ、またはビデオファイルを再生するようにプログラムされたコンピュータであ
りうる。
【０１１０】
リソース識別子エンコーダ17300は、ビデオ・プロダクションプレーヤ17200から入力ビデ
オ信号としてビデオ信号を受け取る。リソース識別子エンコーダ17300は、入力ビデオ信
号にリソース識別子を埋め込むためにコード化コントローラ17100から指示を受け取る。
リソース識別子エンコーダ17300は、従来のクローズド・キャプショニング装置（closed-
captioning equipment）でよい。ある実施例では、リソース識別子はNTSCビデオ信号のVB
Iに埋め込むことができ、他の実施例では、ビデオ・プロダクションに同期したコンパニ
オン・トラック（companion track）に埋め込むことができる。リソース識別子は、CEMA
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標準EIA-1746または類似の標準に従ったトリガの一部でよい。
【０１１１】
リソース識別子エンコーダ17300は、入力ビデオ信号と、コード化コントローラ17100から
受け取る指示に従ってそこに埋め込まれたリソース識別子とを含む出力ビデオ信号を生成
する。出力ビデオ信号はビデオ・プロダクションレコーダ17400に通信され、そこでビデ
オ・プロダクション記憶媒体17500に保存される。ビデオ・プロダクションレコーダ17400
は、例えば従来のビデオカセットレコーダ、DVDレコーダ、その他のビデオ信号を記録で
きる装置、またはビデオファイルを保存できる装置でよい。ビデオ・プロダクション記憶
媒体17500は、ビデオ・プロダクションレコーダ17400との動作に合わせて好適に選択され
る。
【０１１２】
動作中は、「シリーズ・コード化」システム17000は次のように動作することができる。
ユーザは、ビデオ・プロダクションでコード化するためのリソース識別子のシリーズに関
して、コード化コントローラ17100に情報を入力する。次に、コード化コントローラ17100
は、ユーザ入力に対してリソース識別子を埋め込まなければならないビデオ・プロダクシ
ョン中のユーザ入力位置に応じて、その位置でコード化するための適切なリソース識別子
を決定する。コード化コントローラ17100は、ビデオ・プロダクションプレーヤ17200、リ
ソース識別子エンコーダ17300、およびビデオ・プロダクションレコーダ17400にコード化
を開始するために信号を送る。ビデオ・プロダクションプレーヤ17200はリソース識別子
エンコーダ17300にビデオ信号を与える。
【０１１３】
コード化コントローラ17100は、所定のいかなる瞬間にでもビデオ・プロダクションプレ
ーヤ17200からリソース識別子エンコーダ17300へ送られているビデオ・プロダクション中
の位置を決定することができる。この機能を実現するためのメカニズムは、個々のビデオ
・プロダクションプレーヤ17200により変りうる。ある実施例では、コード化コントロー
ラ17100に、ビデオ・プロダクションプレーヤ17200の再生率を設けて、コード化コントロ
ーラ17100は、時間に基づいて再生を追跡することができる。別の実施例では、ビデオ・
プロダクションプレーヤ17200はコード化コントローラ17100に出力信号を与えて、これを
追跡のために用いることができる。さらに別の実施例では、ビデオ・プロダクションプレ
ーヤ17200はランダムアクセスを提供して、コード化コントローラ17100はアクセス位置を
提供することができる。
【０１１４】
コード化コントローラ17100がビデオ・プロダクション中の該当する位置に達したと判断
すると、コード化コントローラ17100はリソース識別子エンコーダ17300に信号と該当する
リソース識別子を送る。リソース識別子エンコーダ17300は、ビデオ・プロダクションプ
レーヤ17200から受け取った入力ビデオ信号にリソース識別子を埋め込む。出力は、入力
ビデオ信号と埋め込まれたリソース識別子で、ビデオ・プロダクションレコーダ17400に
よってビデオ・プロダクション記憶媒体17500に記録されたものからなるリソース識別子
エンコーダ17300によって生成される。
【０１１５】
実施例では、ビデオ・プロダクション記憶媒体17500はビデオカセットであり、ビデオ・
プロダクションプレーヤ17200によって再生されるビデオ・プロダクションもビデオカセ
ットでよい。この実施例では、「シリーズコード化」システム17000の動作は、ビデオ・
プロダクションプレーヤ17200に再生された生ビデオ・プロダクションを取り、生ビデオ
・プロダクションに新しい品質、特性および情報の組み合わせを与えることが見られる。
新しい特性の例には、例えば、1個以上の特定のパターンでビデオカセットにコード化さ
れたリソース識別子が含まうれる。新しい品質の例には、例えば、ビデオカセットが互換
装置に通信される時、リソース識別子が互換装置を構成して特定の要求メッセージをデー
タネットワークに通信し、例えば、サーバに受信させることを含むことができる。例えば
、リソース識別子は、クライアントのコンピューティング・システムが特定のタスク、例
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えば、特定の要求をネットワークに送ること等を実行するように構成する命令として見る
ことができる。他の実施例では、ビデオ・プロダクション記憶媒体17500は、ビデオ・プ
ロダクションの保存に適した他のメディアであり得る。
【０１１６】
「シリーズ・コード化」システム17000は、ビデオ・プロダクション中のリソース識別子
の1個以上のシリーズをコード化するための方法のステップを実行することができる構造
上の要素（structural element）の例である。図16は、実施例に従ってビデオ・プロダク
ション中のリソース識別子の1個以上のシリーズをコード化するための「シリーズコード
化」方法18000のフロー図を示す。図による説明のため、他の実施例では、他の好適な構
造が「シリーズコード化」方法18000のステップを実行できるという理解で、「シリーズ
コード化」システム17000の要素を参照する。
【０１１７】
プロセスフローは「スタート」ターミナル18100から始まり、「ビデオ・プロダクション
名入力」手順18200に続く。「ビデオ・プロダクション名入力」手順18200は、コード化の
ためのビデオ・プロダクションの名前を照会する。実施例で行う「シリーズ・エンコーデ
ィング」方法18000の照会は、例えば、ユーザまたはデータベースに対して行うことがで
きる。そして、「ビデオ・プロダクション名入力」手順18200は名前を受け取り、保存す
る。プロセスフローは「コード化シリーズ・スタート入力」手順18300に続き、これは第1
シリーズの第1スタート位置を照会する。第1スタート位置は、例えばビデオ・プロダクシ
ョン開始から5分といった時間入力として入力するのが便利だが、他の実施例では変位量
あるいはその他の好適な位置識別子を用いることができる。
【０１１８】
プロセスフローは、「コード化シリーズ・パターン入力」手順18400に続く。「エンコー
ディング・シリーズ・パターン入力」手順18400は、リソース識別子の第1シリーズの第1
コード化パターンについて照会を行う。ある実施例では、第1コード化パターンは、第1シ
リーズの要素を固定間隔でビデオ・プロダクションに入れられるように固定間隔でよい。
他の実施例では、より複雑なパターンを用いることができる。ある実施例では、エントリ
のリストを入力して、第1コード化パターンを提供することができる。
【０１１９】
次に、「コード化シリーズ保存」手順18500は、第1シリーズのリソース識別子をそれぞれ
埋め込まなければならないビデオ・プロダクション中の位置と、その位置に埋め込むため
の適切なリソース識別子を計算する。上述のように、ある実施例では、各リソース識別子
は同じでよい。他の実施例では、リソース識別子の一部分にはビデオ・プロダクション中
のリソース識別子の位置に関連する<position>部分を含むことができる。さらに別の実施
例では、リソース識別子の一部分はカウンティング・インデックスでよい。他の多くのス
キームが、本開示の利益を受ける当業者によって、特許請求の範囲に記載の本発明の精神
と範囲内であると理解される。「コード化シリーズ保存」手順18500は、第1シリーズのリ
ソース識別子のそれぞれを埋め込まなければならないビデオ・プロダクション中の位置と
、その位置に埋め込む該当するリソース識別子を保存する。
【０１２０】
次に、「残りのシリーズ」決定手順18600が、ビデオ・プロダクションに追加するため追
加コード化シリーズが望ましいか否かを判断する。実施例では、「残りのシリーズ」決定
手順18600は、ユーザへの照会によってこの決定を行う。追加コード化シリーズが望まし
い場合、「残りのシリーズ」決定手順18600はその「Yes」ブランチから出て、プロセスフ
ローは「コード化シリーズ・スタート入力」手順18300に戻り、次のスタート位置と次の
コード化パターンを受け取る。複数のコード化シリーズが望ましい時、「コード化シリー
ズ保存」手順18500は、複数のコード化シリーズの要素の更新リストを保守し、複数のコ
ード化シリーズの全てのリソース識別子をビデオ・プロダクションの1回のパス中でビデ
オ・プロダクションに埋め込めるようにする。追加コード化シリーズを欲しない時は、「
残りのシリーズ」決定手順18600はその「No」ブランチから出て、プロセスフローは「コ
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ード化開始」手順18700に続く。
【０１２１】
「コード化開始」手順18700は、ビデオ・プロダクション中に1個以上のコード化シリーズ
からのリソース識別子を埋め込むためのプロセスを開始する。「コード化開始」手順1870
0は、ビデオ・プロダクション・プレーヤ17200、リソース識別子エンコーダ17300、およ
びビデオ・プロダクション・レコーダ17400に信号を送り、これが一般的には「コード化
開始」手順18700を実行するコード化コントローラ17100の制御の下でコード化プロセスを
開始する。
【０１２２】
プロセスフローは「リソース識別子コード化」手順18800に入り、リソース識別子を埋め
込まなければならないビデオ・プロダクション中の位置に達した時を検出する。「リソー
ス識別子コード化」手順18800は、リソース識別子を埋め込まなければならないという信
号をリソース識別子と共にリソース識別子エンコーダ17300に送る。リソース識別子エン
コーダ17300はリソース識別子を埋め込む。「コード化完了」決定手順18900は、全てのリ
ソース識別子が埋め込まれた時を判断する。「コード化完了」決定手順18900は、その「N
o」ブランチから出て「リソース識別子コード化」手順18800にループで戻り、リソース識
別子は埋め込まれたままになる。埋め込まれたままのリソース識別子がない時、「コード
化完了」決定手順18900はその「Yes」ブランチから出て、プロセスフローは「エンド」タ
ーミナル18950を通って完了する。
【０１２３】
「シリーズ・コード化」方法18000を用いてビデオ・プロダクション中のリソース識別子
のパターンを単純でも複雑でもコード化できることが理解される。同一のリソース識別子
を定期間隔でビデオ・プロダクション中に埋め込むことが望ましい。このようにして、視
聴者がビデオ・プロダクション開始後にビデオ・プロダクションに参加する場合、リソー
ス識別子を介して利用できるリソースを取り出す機会を提示されるようにできる。任意の
正のT1およびS1について、第S1分（S1'th minute）に始まり、T1分毎に、例えば、ビデオ
・プロダクションの2分目に始まり5分毎にリソース識別子を提供するのがさらに望ましい
ことがある。「シリーズコード化」方法18000を用いて、「コード化シリーズ・スタート
入力」手順18300中に第S1分と、「コード化シリーズ・パターン入力」手順18400にT1分の
固定間隔を与えることで、このような配列（arrangement）を設けることができる。同様
に、提供する第1シリーズおよび第2シリーズのリソース識別子について、それぞれ第S1分
と第S2分に始まり、それぞれT1およびT2分毎に継続するのが望ましいことがある。「シリ
ーズコード化」方法18000を用いて、「コード化シリーズ・スタート入力」手順18300と「
コード化シリーズ・パターン入力」手順18400の第1反復で第S1分と第T1間隔を設け、「コ
ード化シリーズ・スタート入力」手順18300と「コード化シリーズ・パターン入力」手順1
8400の第2反復で第S2分と第T2間隔を設けることにより、このような配列を行うことがで
きる。本開示の利益を受ける当業者は、任意の複雑あるいは多数のコード化パターンを「
シリーズコード化」方法18000と共に設けることができることを理解するであろう。
【０１２４】
本発明は実施例によって説明したが、当業者は、本発明の範囲を逸脱せずに、各種修正お
よび改変ができることを理解するであろう。従って、本発明の範囲は本明細書に述べる特
定の実施例に限定されず、添付の特許請求の範囲とその同等物によってのみ規定されなけ
ればならない。
【０１２５】
本書で参照する全ての特許、特許出願、文書、規格、プロトコル、およびプロトコル草案
は、これを引用することによってその全体を本明細書に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例による、ビデオ・プロダクション内に製品を参照する画像にアクション
選択を提供するためのシステムと共に用いられる要素を示すブロック図である。
【図２】　実施例による、プレースメント・ゾーンとトリガ・ゾーンを有するビデオ・プ
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ロダクションを示す図である。
【図３】　実施例による再生装置を示す図である。
【図４】　実施例により、プレースメント・ゾーンとトリガ・ゾーンを含み、再生装置と
の通信に利用可能な選択可能アクションを持つ製品を参照する画像からなるビデオ・プロ
ダクションの製作方法を示すフロー図である。
【図５】　実施例による、ビデオ・プロダクションで製品を参照する画像にアクション選
択を提供する方法を示すフロー図である。
【図６Ａ】　実施例による、アクション選択インターフェースが利用可能なことを示す表
示画面を示す図である。
【図６Ｂ】　実施例による、アクション選択インターフェースが利用可能なことの表示と
して視覚的強調の表示画面を示す図である。
【図６Ｃ】　実施例による、アクション選択インターフェースの表示特性の表示画面を示
す図である。
【図６Ｄ】　実施例による、アクション選択インターフェースの表示特性の表示画面を示
す図である。
【図７】　実施例による販売促進参加アクションを実施する方法のフロー図を示す。
【図８】　実施例による情報要求アクションを実施する方法のフロー図を示す。
【図９】　実施例による製品購入アクションを実施する方法のフロー図を示す。
【図１０】　実施例による本発明の態様を具現化するよう構成することが可能なコンピュ
ータシステムを示す図である。
【図１１】　実施例による指標的コンテンツ参照を含むビデオ・プロダクションの製作方
法のフロー図である。
【図１２】　実施例の動作環境の要素のブロック図である。
【図１３】　エンハンスト・ビデオ・プロダクションの指標的トリガを提供するための方
法のフロー図である。
【図１４】　第2 URI生成手順の方法のフロー図を示す。
【図１５】　実施例によるビデオ・プロダクション内の1個以上のリソース識別子シリー
ズをコード化するシステムのブロック図を示す。
【図１６】　実施例によるビデオ・プロダクション内の1個以上のリソース識別子シリー
ズをコード化するシステムのフロー図を示す。
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