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(57)【要約】
　コンピュータ実行方法およびシステムは、複数のコン
テンツフォーマット、たとえば、ライブケーブルテレビ
コンテンツ、ゲームコンテンツ、ソーシャルメディアコ
ンテンツ、ユーザ生成コンテンツ、その他のコンテンツ
データストリーム（CDSs）を1つまたは複数のコンピュ
ータデバイスに同時に分配する。対話型コンテンツ分配
プラットフォーム（ICDP）は、グラフィカルユーザイン
タフェース（GUI）経由でCDSsおよびコンテンツフォー
マットのユーザ選択を受信し、およびユーザ選択に基づ
いて、複数のコンテンツソースから1つまたは複数のコ
ンテンツフォーマットにおける1つまたは複数のCDSsを
受信する。ICDPは、共通のデータフォーマット中にCDSs
をコード化すること、およびCDSsの伝送速度を調整する
ことによってCDSsを同期する。ICDPは、GUI経由で構成
可能な時間のインスタンスにてそれぞれのコンピュータ
デバイスのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数
の構成可能なウィンドウに同期されたCDSsを同時に伝送
し、および表示する。ICDPは、同期されたCDSsが同時に
表示される間、コンピュータデバイス間のインタラクシ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリームを1つまたは複数
のコンピュータデバイスに同時に分配するためのコンピュータ実行方法であって：
　前記コンテンツフォーマットの前記コンテンツデータストリームを前記1つまたは複数
のコンピュータデバイスにリアルタイムに同時に分配するように構成された少なくとも1
つのプロセッサを含む対話型コンテンツ分配プラットフォームを提供することであって、
前記対話型コンテンツ分配プラットフォームが、ネットワーク経由で前記1つまたは複数
のコンピュータデバイスのそれぞれによってアクセス可能なグラフィカルユーザインタフ
ェースを提供するように構成されること；
　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で前記対話型コンテンツ分配プラットフォ
ームによって前記コンテンツデータストリームおよび前記コンテンツフォーマットのユー
ザ選択を受信すること；
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって受信した前記ユーザ選択に基づい
て複数のコンテンツソースから前記コンテンツフォーマットの1つまたは複数における前
記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を受信すること；
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームにより受信した前記コンテンツデータスト
リームの1つまたは複数を共通のデータフォーマット中にコード化することおよび受信し
た前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数の伝送速度を調整することによって
、前記対話型コンテンツ分配プラットフォームにより受信した前記コンテンツデータスト
リームの1つまたは複数を同期させること；
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって、前記グラフィカルユーザインタ
フェース経由で構成可能な時間のインスタンスにて、前記1つまたは複数のコンピュータ
デバイスの前記それぞれのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能なウィ
ンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を同時
に伝送および表示することであって、前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウのそれ
ぞれにおける前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数は、受信
した前記ユーザ選択に基づいて変更可能であること；および
　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、前記1つまたは複数のコンピュータデ
バイスの前記それぞれの前記ディスプレイスクリーン上の前記1つまたは複数の構成可能
なウィンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数
が同時に表示される間、前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって、前記1つ
または複数のコンピュータデバイス間のインタラクションを容易にし、およびトランザク
ションを開始すること；
を含む、コンピュータ実行方法。
【請求項２】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、前記コンテンツデータストリームは、ライ
ブケーブルテレビコンテンツ、ライブ高解像度ストリーミングコンテンツ、マルチメディ
アチャットコンテンツ、ライブマルチメディアチャットコンテンツ、テレビ会議コンテン
ツ、ゲームコンテンツ、ウェブ閲覧コンテンツ、ビデオオンデマンドコンテンツ、ホーム
オートメーションコンテンツ、音声認識コンテンツ、ソーシャルメディアネットワーキン
グコンテンツ、ライブビデオコンテンツ、録画されたビデオコンテンツ、デジタルビデオ
レコーダービデオコンテンツ、ユーザ生成コンテンツ、メッセージコンテンツ、電子メー
ルコンテンツ、オーディオコンテンツ、拡張現実コンテンツ、3次元メディアコンテンツ
、エレクトロニックコマースコンテンツ、情報、ブログコンテンツ、見られたコンテンツ
の解析情報およびマルチメディアコンテンツを含む、コンピュータ実行方法。
【請求項３】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、前記受信した前記コンテンツデータストリ
ームの1つまたは複数のそれぞれは、リンク経由でアクセス可能であり、および前記コン
テンツデータストリームの別の1つまたは複数へのゲートウェイとして役割を果たすよう
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に構成される、コンピュータ実行方法。
【請求項４】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって容易にされる前記インタラクショ
ンは：
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、その他のコンピュータデバイス上で
前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を見ている1人または複
数のユーザにおける前記その他のコンピュータデバイスのそれぞれの前記ディスプレイス
クリーン上の前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウに、1つまたは複数の通知および
コンテンツを自動的に伝送し、および表示すること；および
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、前記その他のコンピュータデバイス
上で前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を見ている他のユ
ーザのそれぞれにおける前記ディスプレイスクリーン上の前記1つまたは複数の構成可能
なウィンドウに、複数のユーザの1人によって見られている1つまたは複数の広告を自動的
に伝送し、および表示すること；
の1つまたは複数を含む、コンピュータ実行方法。
【請求項５】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、
　前記ユーザ選択は、複数の通信モードの1つまたは複数を介して前記対話型コンテンツ
分配プラットフォームによって受信され、
　前記通信モードは、音声モード、ビデオモード、テキストモード、マルチメディアモー
ド、電話モードおよびそれらの任意の組み合わせを含む、コンピュータ実行方法。
【請求項６】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって前記同期された前記コンテンツデ
ータストリームの1つまたは複数上で行われるユーザ動作を管理することをさらに含み、
　前記ユーザ動作は、前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数
を作成すること、修正変更すること、削除することおよび記憶することを含む、コンピュ
ータ実行方法。
【請求項７】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、受信した複数のユーザの1人の前記ユーザ選
択に基づいて、前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによって前記コンテンツデー
タストリームと関連づけられるテーマおよびジャンルにおける推奨を生成すること、およ
び前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数が同時に表示される
間、前記ネットワーク経由で他のユーザに生成された前記推奨を伝送することをさらに含
む、コンピュータ実行方法。
【請求項８】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、前記コンテンツソースの1つまたは複数によ
る前記対話型コンテンツ分配プラットフォームのホワイトラベリングを可能にして、前記
コンテンツソースの前記1つまたは複数に前記同期された前記コンテンツデータストリー
ムの1つまたは複数を1つまたは複数の加入者のコンピュータデバイスに同時に伝送させ、
および表示させることによって、収益を生成することをさらに含む、コンピュータ実行方
法。
【請求項９】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、前記グラフィカルユーザインタフェース経
由で受信したユーザ優先度に基づいて、前記対話型コンテンツ分配プラットフォームによ
って前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて前記表示された前記コンテンツ
データストリームの1つまたは複数に1つまたは複数のメディア効果を組み込むための1つ
または複数のデジタルメディアパラメーターを構成することをさらに含む、コンピュータ
実行方法。
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【請求項１０】
　請求項1のコンピュータ実行方法であって、前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウ
において前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数が同時に伝送
および表示される間、前記1つまたは複数のコンピュータデバイス間の前記同期された前
記コンテンツデータストリームの1つまたは複数のトラフィックを監視し、および制御す
ることをさらに含む、コンピュータ実行方法。
【請求項１１】
　1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複数のコン
テンツデータストリームを同時に分配するためのコンピュータ実行システムであって、
　前記コンピュータ実行システムは：
　　ネットワーク経由で前記1つまたは複数のコンピュータデバイスのそれぞれによって
アクセス可能なグラフィカルユーザインタフェースを提供するように構成された対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームを含み、
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームは：
　　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームのモジュールを記憶するように構成され
た一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディア；
　　前記一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディアと通信的に接続される少なく
とも1つのプロセッサであって、前記の少なくとも1つのプロセッサは、前記対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームの前記モジュールによって定義されるコンピュータプログラム
命令を実行するように構成されたプロセッサ；
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で前記コンテンツデータストリームおよ
び前記コンテンツフォーマットのユーザ選択を受信するように構成されたデータ受信モジ
ュール；
　　受信した前記ユーザ選択に基づいて複数のコンテンツソースから前記コンテンツフォ
ーマットの1つまたは複数における前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を受
信するようにさらに構成された前記データ受信モジュール；
　　前記受信した前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を共通のデータフォ
ーマット中にコード化することおよび前記受信した前記コンテンツデータストリームの1
つまたは複数の伝送速度を調整することによって、前記受信した前記コンテンツデータス
トリームの1つまたは複数を同期するように構成されたデータ同期モジュール；
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で構成可能な時間のインスタンスにて、
前記1つまたは複数のコンピュータデバイスの前記それぞれのディスプレイスクリーン上
の1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータ
ストリームの1つまたは複数を同時に伝送し、および表示するように構成されたデータレ
ンダリングモジュールであって、前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウのそれぞれ
における前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数は、受信した
前記ユーザ選択に基づいて変更可能であるモジュール；および
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、前記1つまたは複数のコンピュータ
デバイスの前記それぞれの前記ディスプレイスクリーン上の前記1つまたは複数の構成可
能なウィンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複
数が同時に表示される間、前記1つまたは複数のコンピュータデバイス間のインタラクシ
ョンを容易にし、およびトランザクションを開始するように構成されたインタラクション
管理モジュール；
を含む、コンピュータ実行システム。
【請求項１２】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、
　前記受信した前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数のそれぞれは、リンク
経由でアクセス可能であり、および前記コンテンツデータストリームの別の1つまたは複
数へのゲートウェイとして役割を果たすように構成される、コンピュータ実行システム。
【請求項１３】
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　請求項11のコンピュータ実行システムであって、
　前記インタラクション管理モジュールは：
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、その他のコンピュータデバイス上で
前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を見ている1人または複
数のユーザにおける前記その他のコンピュータデバイスのそれぞれの前記ディスプレイス
クリーン上の前記の1つまたは複数の構成可能なウィンドウに、1つまたは複数の通知およ
びコンテンツを自動的に伝送し、および表示すること；および
　　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、前記のその他のコンピュータデバイ
ス上で前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を見ている他の
ユーザのそれぞれにおける前記ディスプレイスクリーン上の前記の1つまたは複数の構成
可能なウィンドウに、複数のユーザの1人によって見られている1つまたは複数の広告を自
動的に伝送し、および表示すること；
の1つまたは複数によって前記インタラクションを容易にするように構成される、コンピ
ュータ実行システム。
【請求項１４】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、
　前記データ受信モジュールは、複数の通信モードの1つまたは複数を介して前記ユーザ
選択を受信するように構成され、
　前記通信モードは、音声モード、ビデオモード、テキストモード、マルチメディアモー
ド、電話モードおよびそれらの任意の組み合わせを含む、コンピュータ実行システム。
【請求項１５】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、
　前記インタラクション管理モジュールは、前記同期された前記コンテンツデータストリ
ームの1つまたは複数上で行われるユーザ動作を管理するようにさらに構成され、
　前記ユーザ動作は、前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数
を作成すること、修正変更すること、削除することおよび記憶することを含む、コンピュ
ータ実行システム。
【請求項１６】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、
　前記対話型コンテンツ分配プラットフォームは、前記コンテンツフォーマットの前記コ
ンテンツデータストリーム、前記コンテンツデータストリームと関連づけられる情報、前
記コンテンツソースと関連づけられる情報および複数のユーザと関連づけられる情報の1
つまたは複数を記憶するように構成された1つまたは複数のデータベースをさらに含み、
　前記データベースは、前記ネットワーク経由で前記ユーザおよび前記コンテンツソース
の1つまたは複数によってアクセス可能である、コンピュータ実行システム。
【請求項１７】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、前記対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数が同時に表
示される間、受信した複数のユーザの1人の前記ユーザ選択に基づいて前記コンテンツデ
ータストリームと関連づけられるテーマおよびジャンルにおける推奨を生成し、および前
記ネットワーク経由で他のユーザに生成された前記推奨を伝送するように構成された推奨
管理モジュールをさらに含む、コンピュータ実行システム。
【請求項１８】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、前記対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、前記コンテンツソースによる前記対話型コンテンツ分配プラットフォームのホ
ワイトラベリングを可能にして、前記コンテンツソースの前記1つまたは複数に、前記同
期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を1つまたは複数の加入者のコ
ンピュータデバイスに同時に伝送させ、および表示させることによって、収益を生成する
ように構成された収益生成モジュールをさらに含む、コンピュータ実行システム。
【請求項１９】
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　請求項11のコンピュータ実行システムであって、前記対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、前記グラフィカルユーザインタフェース経由で受信したユーザ優先度に基づい
て、前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて前記表示された前記コンテンツ
データストリームの1つまたは複数に1つまたは複数のメディア効果を組み込むための1つ
または複数のデジタルメディアパラメーターを構成するように構成されたディスプレイ管
理モジュールをさらに含む、コンピュータ実行システム。
【請求項２０】
　請求項11のコンピュータ実行システムであって、前記対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、前記1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて前記同期された前記コン
テンツデータストリームの1つまたは複数が同時に伝送および表示される間、前記1つまた
は複数のコンピュータデバイス間の前記同期された前記コンテンツデータストリームの1
つまたは複数のトラフィックを監視し、および制御するように構成されたストリームマネ
ージャをさらに含む、コンピュータ実行システム。
【請求項２１】
　一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディアを含むコンピュータプログラム製品
であって、
　前記一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディアは、少なくとも1つのプロセッ
サによって実行可能な命令を含むコンピュータプログラムコードを記憶し、
　前記コンピュータプログラムコードは：
　　グラフィカルユーザインタフェース経由で複数のコンテンツデータストリームおよび
前記コンテンツデータストリームのための複数のコンテンツフォーマットのユーザ選択を
受信するための第1のコンピュータプログラムコード；
　受信した前記ユーザ選択に基づいて複数のコンテンツソースから前記コンテンツフォー
マットの1つまたは複数における前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を受信
するための第2のコンピュータプログラムコード；
　前記受信した前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数を共通のデータフォー
マット中にコード化することおよび前記受信した前記コンテンツデータストリームの1つ
または複数の伝送速度を調整することによって、前記受信した前記コンテンツデータスト
リームの1つまたは複数を同期するための第3のコンピュータプログラムコード；
　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で構成可能な時間のインスタンスにて、1
つまたは複数のコンピュータデバイスのそれぞれのディスプレイスクリーン上の1つまた
は複数の構成可能なウィンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータストリーム
の1つまたは複数を同時に伝送し、および表示するための第4のコンピュータプログラムコ
ード；および
　前記グラフィカルユーザインタフェース経由で、前記の1つまたは複数のコンピュータ
デバイスのそれぞれの前記ディスプレイスクリーン上の前記1つまたは複数の構成可能な
ウィンドウにおいて前記同期された前記コンテンツデータストリームの1つまたは複数が
同時に表示される間、前記1つまたは複数のコンピュータデバイス間のインタラクション
を容易にし、およびトランザクションを開始するための第5のコンピュータプログラムコ
ード；
を含む、コンピュータプログラム製品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　この出願は、「同時コンテンツデータストリーミングおよびインタラクションシステム
」と表題をつけられ、2013年1月9日に米国特許商標局に出願された仮特許出願番号61/750
,387号および「同時コンテンツデータストリーミングおよびインタラクションシステム」
と表題をつけられ、2014年1月8日に米国特許商標局に出願された非仮特許出願番号14/150
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,009号に対する優先権および利益を請求する。上述した特許出願の明細書は、これらの全
体において参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、ネット
ワーク上で対話性を提供することに関する。より詳細には、本明細書において開示される
コンピュータ実行方法およびシステムは、共通のフォーマット、デジタルラッパーまたは
コンテナフォーマットの少なくとも1つにおいて同時に複数のコンテンツデータストリー
ムを提供することに関し、その際、バッファリングを必要とせずにコンテンツデータスト
リームのそれぞれの連続的なプレゼンテーションを維持するために、伝送速度およびクラ
イアント容量が監視される。
【０００３】
　最近の傾向は、人々がテレビ（TV）を見る一方で、彼らのコンピュータデバイス、たと
えば、タブレット、コンピュータ、ラップトップ、スマートフォン、その他で多重タスク
をしようとすることに費やす時間の合計が急激に増加していることを示す。今日のデジタ
ルデバイス中毒のために、常に彼らの手の中であろうと彼らのひざの上であろうと、複数
のコンピュータデバイスを利用するユーザのためにこの要求への解決を見いだし、および
技術的に健全でおよび技術を要求する人々の必要および要求に応じてデジタル多重タスキ
ングのプロセスを単純化する必要がある。テレビは、日々のデジタル関連革新に遅れをと
ってきた。ユーザは、コンピュータ上で多重タスク、たとえば、ボイスオーバーインター
ネットプロトコル（VoIP）およびSkype CorporationのSkype（登録商標）などのメッセー
ジサービスにアクセスする、電子メール（Eメール）を送る、ビデオを見る、その他をす
ることができるが、TVは、ユーザにただ発するだけである。コンピュータデバイスのユー
ザの約57%は、第2の、または第3の予備選択されたコンピュータデバイスを使用すること
によってこの不足を回避しようとするが失敗する。したがって、同時に1つのサイト上で
最も使用されるメディア特徴を組み合わせるユーザフレンドリーなプラットフォームを提
供するコンピュータ実行方法およびシステムが必要である。衛星TVの開始以来、ケーブル
速度が125%を超えて増加してきたことは、ケーブル産業が、メディアデリバリー産業にお
ける新たな競争者によって失われた収益を補償するために、およそ30%まで市場占有率を
失っても、急激に速度を増加させることを優先させていることを証明する。これは、ケー
ブル企業が高価な光ファイバーインフラを導入するために負った莫大な債務負担によって
、主に推進されてきた。
【０００４】
　最近の調査は、多重タスキングが人をより生産的でなくさせることを示し、それでも、
それはスマートフォンユーザの大多数が複数の電子デバイスを巧みに操るのを止めなかっ
た。人々の約80%は、TVを見ると同時にこれらのモバイルデバイス上で多重タスクをする
。コマーシャルが放送される時、TVの前でラップトップ、特にインターネット使用可能デ
バイスを使用することは、新しい行動ではない。十年以上前のデジタルビデオレコーダー
（DVR）の出現と共に、視聴者は、広告を通過して早送りすることができ、そのために広
告主が廃業するかもしれない。最近では、タブレットおよびスマートフォンの増加した使
用と共に、消費者は、より熱中し、および気が散る。しかし、彼らの広告に注目するおよ
び影響を受けるように視聴者を促すマーケターのための解決を提供する、少数の新しく導
入されたモバイルアプリケーションおよびモバイルツール、たとえば、Shazam Entertain
ment LimitedのShazam（登録商標）がある。
【０００５】
　よりよくマーケターが消費者行動を理解するのを補助するために、彼らのモバイル習慣
およびデバイス優先度について合衆国（米国）において約2,000人の成人の世論調査をし
た、Razorfish LLCと協力してYahoo!（登録商標）Mobileによって行われた調査では、回
答者の38%は、インターネット閲覧が彼らのTVを見る体験を増強するという意見であった
。一方、その他の38%は、TVを見る間のウェブ閲覧は気が散ると述べた。調査結果により
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、回答者の70%は、1週間に少なくとも1回多重タスクをし、一方で回答者の49%は、毎日多
重タスクをする。回答者の驚異的な15%は、TVで放送されるプログラムの全ての間、彼ら
の電話に熱中している。調査では、人の多重タスキングを誘引するトップ5のプログラム
ジャンルは、リアリティ番組、ニュース、コメディ、スポーツおよび食べ物である。回答
者の94%は、TVを見る間、モバイル通信のいくつかの形態、たとえば、電子メールを交換
すること、インスタントメッセージ（IM）を送ること、携帯メール、話すまたはソーシャ
ルネットワーキング、その他に熱中している。回答者の60%は、彼らのモバイルデバイス
上のインターネットを閲覧し、その44%は無関係なコンテンツを探し、および38%は関連し
たコンテンツを探す。マーケターが、主に購読料、ペイパービュー方式（PPV）、ビデオ
オンデマンド（VOD）、広告、人口統計学的ターゲティング、その他によって推進される
、彼らによって市場に出されるコンテンツのマネタイゼーションとともにカスタマーに彼
らのコンテンツを提供することができる多重タスキングプラットフォームをサービスプロ
バイダが彼らのカスタマーに提供することを可能にするコンピュータ実行方法およびシス
テムが必要である。
【０００６】
　放送メディアと補足的なコンテンツ情報を統合する方法について今日かなりの関心があ
る。たとえば、ブロードキャスターは、放送されているプログラムと一致する、または補
充する異種のコンテンツソース、たとえばインターネットから、対話型コンテンツを提供
することによって視聴者を熱中させる方法を探求する。しかし、典型的なTV視聴者はTVを
見ている空間に都合よく置かれたパーソナルコンピュータを有せず、また典型的なTV視聴
者は同じディスプレイスクリーン上のTV番組を見ると共に適切なインターネットアドレス
にナビゲートすることができないので、現在のインターネットとのインタラクションは、
今日非常に限られる。その上、現在のインタラクションアプローチは、放送番組コンテン
ツが、たとえば、録画またはタイムシフトすることを介して遅れる場合、放送番組コンテ
ンツと補足的なインターネットコンテンツを同期することができない。
【０００７】
　前のシステムは、ライブTV番組を加入者に提供するための代わりの方法として、インタ
ーネットプロトコルテレビ（IPTV）サービスを用いてきた。IPTVにおいて、TV番組は、IP
に基づいてマルチキャストのトップで伝送されてもよい。放送TVの従来の形式に類似して
、それぞれのTVチャンネルについては、IPTVネットワークを介して放送されているビデオ
コンテンツストリームの1つのセットのみがある。また、ケーブルおよび衛星TV送達シス
テムに類似して、IPTVサービスのための価格設定は、TV番組、たとえば、標準的な、デジ
タルまたは高解像度（HD）TV番組のチャンネルの数およびビデオ品質に典型的に関連する
。
【０００８】
　それ故、1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複
数のコンテンツデータストリームを同時に分配する方法およびシステムを実行されるコン
ピュータのたくさんの切実なしかし未解決の必要がある。その上、ネットワーク上の対話
性を提供するコンピュータ実行方法およびシステムの必要がある。その上、共通のフォー
マット、デジタルラッパーまたはコンテナフォーマットの少なくとも1つにおいて同時に
複数のコンテンツデータストリームを提供し、その際、バッファリングを必要とせずにコ
ンテンツデータストリームのそれぞれの連続的なプレゼンテーションを維持するために、
伝送速度およびクライアント容量が監視される、コンピュータ実行方法およびシステムの
必要がある。さらにまた、同時にコンテンツデータストリームの送達上の制御を提供し、
その際、同時のコンテンツデータストリーミングは、たとえば、1つのサイト上において
ライブ高解像度（HD）ストリーミング、ライブビデオコンテンツを含むライブケーブル、
映画、同時多重ピクチャーインピクチャー、拡張可能な、縮小する、移動する、または浮
いたスクリーンの統合を含み、それは、同時に、たとえば、同時のライブの個人またはグ
ループチャットおよびテレビ会議、携帯メール、電子メール、ブログ、ソーシャルメディ
アを介するソーシャルネットワーキング、ビデオゲーム、ウェブサーフィン、ビデオオン
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デマンド、ホームオートメーション、拡張現実、音声認識、コンテンツ視聴の解析履歴、
デジタルビデオレコーダー（DVR）機能性、デジタルマーケティング、データの共有、そ
の他をさらに含む、コンピュータ実行方法およびシステムの必要がある。その上、多様な
異なるソースおよびフォーマットからのコンテンツの均一のプレゼンテーションを提供し
、その際、複数のオーディオ、ビデオおよびデータ伝送デバイスが、クライアントコンピ
ュータデバイスによるさらなるダウンロードまたはソフトウェアインストールを必要とせ
ずに、単一のプレーヤーと組み合わさることができる、コンピュータ実行方法およびシス
テムの必要がある。さらにまた、予め定められた同期、ユーザ開始同期または同時に一次
コンテンツデータストリームと関連したデータに応じて、一次コンテンツデータストリー
ムと同時に二次コンテンツデータストリームの統合を可能にするコンピュータ実行方法お
よびシステムの必要がある。
【発明の概要】
【０００９】
　この概要は、本発明の詳細な説明においてさらに開示される単純化された形式における
概念の選択を導入するために提供される。この概要は、請求された主題の鍵または必須の
発明概念を識別することを意図しないし、請求された主題の範囲を決定することも意図し
ない。
【００１０】
　本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、1つまたは複数
のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータスト
リームを同時に分配する上記の必要性に対処する。本明細書において開示されるコンピュ
ータ実行方法およびシステムは、ネットワーク上で対話性を提供する。その上、本明細書
において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、共通のフォーマット、デジ
タルラッパーまたはコンテナフォーマットの少なくとも1つにおいて同時に複数のコンテ
ンツデータストリームを提供し、その際、バッファリングを必要とせずにコンテンツデー
タストリームのそれぞれの連続的なプレゼンテーションを維持するために、伝送速度およ
びクライアント容量が監視される。本明細書において開示されるコンピュータ実行方法お
よびシステムは、同時にコンテンツデータストリームの送達上での制御を提供し、その際
、同時のコンテンツデータストリーミングは、たとえば、1つのサイト上においてライブ
高解像度（HD）ストリーミング、ライブビデオコンテンツを含むライブケーブル、映画、
同時多重ピクチャーインピクチャー、拡張可能な、縮小する、移動する、または浮いたス
クリーンの統合を含み、それは、たとえば、同時のライブの個人またはグループチャット
およびテレビ会議、携帯メール、電子メール、ブログ、ソーシャルメディアを介したソー
シャルネットワーキング、ビデオゲーム、ウェブサーフィン、ビデオオンデマンド、ホー
ムオートメーション、拡張現実、音声認識、コンテンツ視聴の解析履歴、デジタルビデオ
レコーダー（DVR）機能性、デジタルマーケティング、データの共有、その他をさらに含
む。その上、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、多様
な異なるソースおよびフォーマットからのコンテンツの均一のプレゼンテーションを提供
し、その際、クライアントコンピュータデバイスによるさらなるダウンロードまたはソフ
トウェアインストールを必要とせずに、複数のオーディオ、ビデオおよびデータソースが
、単一のプレーヤーに組み合わさることができる。さらにまた、本明細書において開示さ
れるコンピュータ実行方法およびシステムは、予め定められた同期、ユーザ開始された同
期または同時に一次コンテンツデータストリームと関連づけられるデータに応じて、一次
コンテンツデータストリームと同時に、二次コンテンツデータストリームの統合を可能に
する。
【００１１】
　本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、同時に異なるコ
ンテンツフォーマットのコンテンツデータストリームを1つまたは複数のコンピュータデ
バイスにリアルタイムに分配するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む対
話型コンテンツ分配プラットフォームを提供する。対話型コンテンツ分配プラットフォー
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ムは、ネットワーク経由でコンピュータデバイスのそれぞれによってアクセス可能なグラ
フィカルユーザインタフェース（GUI）を提供するように構成される。対話型コンテンツ
分配プラットフォームは、GUI経由でコンテンツデータストリームおよびコンテンツフォ
ーマットのユーザ選択を受信する。コンテンツデータストリームは、たとえば、ライブケ
ーブルテレビ（TV）コンテンツ、ライブ高解像度ストリーミングコンテンツ、マルチメデ
ィアチャットコンテンツ、ライブマルチメディアチャットコンテンツ、テレビ会議コンテ
ンツ、ゲームコンテンツ、ウェブ閲覧コンテンツ、ビデオオンデマンドコンテンツ、ホー
ムオートメーションコンテンツ、音声認識コンテンツ、拡張現実コンテンツ、ソーシャル
メディアネットワーキングコンテンツ、ライブビデオコンテンツ、録画されたビデオコン
テンツ、デジタルビデオレコーダービデオコンテンツ、ユーザ生成コンテンツ、メッセー
ジコンテンツ、電子メールコンテンツ、オーディオコンテンツ、3次元メディアコンテン
ツ、エレクトロニックコマースコンテンツ、情報、ブログコンテンツ、見られたコンテン
ツの解析情報、マルチメディアコンテンツ、その他およびそれらの任意の組み合わせを含
む。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、たとえば、音声モード、ビデオモード、
テキストモード、マルチメディアモード、電話モード、その他およびそれらの任意の組み
合わせを含む複数の通信モードの1つまたは複数を介してユーザ選択を受信する。
【００１２】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、受信したユーザ選択に基づいて複数のコン
テンツソースからコンテンツフォーマットの1つまたは複数におけるコンテンツデータス
トリームの1つまたは複数を受信する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、異な
るコンテンツフォーマットのコンテンツデータストリーム、コンテンツデータストリーム
と関連づけられる情報、コンテンツソースと関連づけられる情報、複数のユーザと関連づ
けられる情報、その他の1つまたは複数を記憶するための1つまたは複数のデータベースを
含む。データベースは、ネットワーク経由でユーザおよび／またはコンテンツソースによ
ってアクセス可能である。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、受信したコンテン
ツデータストリームを共通のデータフォーマット中にコード化することおよび受信したコ
ンテンツデータストリームの伝送速度を調整することによって、受信したコンテンツデー
タストリームを同期する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由で構成可
能な時間のインスタンスにて、コンピュータデバイスのそれぞれのディスプレイスクリー
ン上の1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて、同期されたコンテンツデータス
トリームを同時に伝送し、および表示する。本明細書に使用される、フレーズ「時間のイ
ンスタンス」は、対話型コンテンツ分配プラットフォームによって構成される、またはコ
ンテンツデータストリームを同時に伝送し、および表示するためのユーザ優先度に基づい
て構成される時間のインスタンスをいう。時間のインスタンスは、たとえば、一つずつま
たはすべて同時にである。構成可能なウィンドウのそれぞれにおける同期されたコンテン
ツデータストリームは、受信したユーザ選択に基づいて変更可能である。一つの態様にお
いて、受信したコンテンツデータストリームのそれぞれは、リンク経由でアクセス可能で
あり、および1つまたは複数のその他のコンテンツデータストリームへのゲートウェイと
して役割を果たすように構成される。
【００１３】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由で、コンピュータデバイスのそれ
ぞれのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて同期
されたコンテンツデータストリームが同時に表示される間、コンピュータデバイス間のイ
ンタラクションを容易にし、およびトランザクションを開始する。たとえば、対話型コン
テンツ分配プラットフォームは、GUI経由で、その他のコンピュータデバイス上で同期さ
れたコンテンツデータストリームを見ている1人または複数のユーザにおけるその他のコ
ンピュータデバイスのそれぞれのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能
なウィンドウに、1つまたは複数の通知およびコンテンツを自動的に伝送し、および表示
する。もう一つの例において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由で、
その他のコンピュータデバイス上で同期されたコンテンツデータストリームを見ているそ
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の他のユーザのそれぞれのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能なウィ
ンドウに、複数のユーザの1人によって見られている1つまたは複数の広告を自動的に伝送
し、および表示する。
【００１４】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンピュータデバイ
スのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能なウィンドウに表示されたコ
ンテンツデータストリームに、1つまたは複数のメディア効果を組み込むための1つまたは
複数のデジタルメディアパラメーターを構成する。本明細書に使用される、フレーズ「メ
ディア効果」は、コンテンツデータストリームのディスプレイに組み込まれる多重効果を
いい、それは、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の構成可能なウィンド
ウにおけるコンテンツデータストリームの表現または複製を増強する。メディア効果は、
たとえば、テキストの効果、オーディオ効果、ビデオ効果、音響映像効果、画像効果、マ
ルチメディア効果、メッセージ効果、拡張現実ディスプレイ効果、3次元ディスプレイ効
果、その他およびそれらの任意の組み合わせを含む。メディアデータは、たとえば、メデ
ィアクリップ、メディアメッセージ、その他として、またはデータベースにおける任意の
デジタルフォーマットにおいて記憶されることができる。デジタルメディアパラメーター
は、GUI経由で受信したユーザ優先度に基づいて、構成可能なウィンドウに表示されたコ
ンテンツデータストリームに1つまたは複数のメディア効果を組み込む。一つの態様にお
いて、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、構成可能なウィンドウにおいて同期さ
れたコンテンツデータストリームが同時に伝送および表示される間、コンピュータデバイ
ス間の同期されたコンテンツデータストリームのトラフィックを監視し、および制御する
。
【００１５】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、同期されたコンテン
ツデータストリーム上で行われるユーザ動作を管理する。ユーザ動作は、たとえば、同期
されたコンテンツデータストリームを作成すること、修正変更すること、削除することま
たは記憶することを含む。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォーム
は、同期されたコンテンツデータストリームが同時に表示される間、ユーザの1人の受信
したユーザ選択に基づいてコンテンツデータストリームと関連づけられるテーマおよびジ
ャンル上の推奨を生成し、およびネットワーク経由でその他のユーザに生成された推奨を
伝送する。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、1つまたは
複数のコンテンツソース、たとえば、グローバルなケーブルプロバイダ、衛星ディストリ
ビュータ、遠距離通信企業およびその他のコンテンツプロバイダがこれらの名前において
対話型コンテンツ分配プラットフォームをホワイトラベルすることを可能にすることによ
って、収益を生成する。本明細書に使用される、フレーズ「ホワイトラベリング」は、対
話型コンテンツ分配プラットフォームの製品および／またはサービスを1つまたは複数の
コンテンツソース、たとえば、グローバルなケーブルプロバイダ、衛星ディストリビュー
タ、遠距離通信企業またはその他のコンテンツプロバイダにライセンス供与することをい
い、これらがストリームをライブすること、たとえば、任意のデジタルデバイス上でこれ
らの加入者によって使用されることができるコンテンツの30ストリームまでをライブする
ことを可能にする。コンテンツソースは、対話型コンテンツ分配プラットフォームをホワ
イトラベルすることができ、同期されたコンテンツデータストリームを1つまたは複数の
加入者のコンピュータデバイスに同時に伝送し、および表示する。
【００１６】
　ケーブル、衛星および遠距離通信企業ヘッドエンドにおいて使用される本明細書におい
て開示されるコンピュータ実行システムは、たとえば、コンテンツ送達ネットワークに同
時にコンテンツデータストリームを構成するために選択されるデコーダ、エンコーダおよ
びコンピュータを含む。一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ
実行方法およびシステムは、第1のコンテンツフォーマットにおいて第1のコンテンツデー
タストリームを同時に、および異なる第2のコンテンツフォーマットにおいて第2のコンテ
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ンツデータストリームを同時に受信すること；第1のコンテンツデータストリームを同時
に、および第2のコンテンツデータストリームを同時に共通のデータフォーマットにコー
ド化すること、または予め定められたファイルフォーマットにコンテンツデータストリー
ムの少なくとも1つを同時にラッピングすること；コード化された第1のコンテンツデータ
ストリームおよび第2のコンテンツデータストリームをコンテンツ送達ネットワークに同
時に通過させること；離れた位置にいるプレーヤーのインスタンスを認証すること、その
際、認証されたインスタンスがディスプレイスクリーンと通信する；プレーヤーの同時に
認証されたインスタンスに伝送速度にて第1のコンテンツデータストリームおよび第2のコ
ンテンツデータストリームを同時に伝送すること；およびコンテンツ送達ネットワークと
同時に認証されたインスタンスとの間で利用可能な伝送速度に応じて第1のコンテンツデ
ータストリームおよび第2のコンテンツデータストリームの少なくとも1つの伝送速度を同
時に調整すること；によって、離れた位置にあるディスプレイスクリーンに複数のコンテ
ンツデータストリームを同時に提供する。
【００１７】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシ
ステムは、たとえば、第1のディスプレイスクリーンと関連づけられるプレーヤーの許可
されたインスタンスの第1のビデオキャンバスにおいてコンテンツデータストリームを表
示すること；第1のディスプレイスクリーン上のコンテンツデータストリームを表示する
第1のビデオキャンバスを選択すること；許可されたプレーヤーと関連づけられる第2のデ
ィスプレイスクリーン上で第1のビデオキャンバスのディスプレイをすべて同時に開始す
ること；および第1のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャンバスのディスプレイ
を終結すること；によって、コンテンツデータストリームを同時に表示する。
【００１８】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシ
ステムは、第1の離れたプレーヤーを認証すること、その際、第1の離れたプレーヤーが選
択され、関連づけられる第1のディスプレイスクリーン上にディスプレイを生成する；第2
の離れたプレーヤーを認証すること、その際、第2の離れたプレーヤーが選択され、関連
づけられる第2のディスプレイスクリーン上にディスプレイを生成する；認証された第1の
離れたプレーヤーとコンテンツ送達ネットワークとの間の第1の利用可能な伝送速度およ
び第1の伝送時間の少なくとも1つを決定すること；認証された第2の離れたプレーヤーと
コンテンツ送達ネットワークとの間の第2の利用可能な伝送速度および第2の伝送時間の少
なくとも1つを決定すること；およびコンテンツデータストリームを認証された第1の離れ
たプレーヤーおよび認証された第2の離れたプレーヤーに伝送すること、その際、伝送が
第1の利用可能な伝送速度、第1の伝送時間、第2の利用可能な伝送速度および第2の伝送時
間の少なくとも1つに対応する；によって、コンテンツ送達ネットワークから第1の離れた
プレーヤーおよび第2の離れたプレーヤーへコンテンツデータストリームを同時に提供し
、このとき、上の工程のそれぞれが同時に行われることにより、コンテンツデータストリ
ームは、第2のディスプレイスクリーン上のコンテンツデータストリームの表示と実質的
に同時に第1のディスプレイスクリーン上で表示される。
【００１９】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシ
ステムは、プレーヤーの第1の離れたインスタンスを認証すること、その際、プレーヤー
が、コンテンツデータストリームを表示するための第1のディスプレイスクリーンと関連
づけられる；第1のディスプレイスクリーン上のビデオキャンバスにおいてコンテンツデ
ータストリームを表示すること；第1のコンテンツデータストリームのタイミング、第1の
コンテンツデータストリームのコンテンツおよび第1のコンテンツデータストリームと同
時に関連づけられるメタデータの1つに応じて、第1のディスプレイスクリーン上に第2の
ビデオキャンバスを同時に生成すること；コンテンツデータストリームにおけるその後の
データから独立して、第2のビデオキャンバスを介してトランザクションを可能にするこ
と；およびトランザクションの少なくとも一部の終了次第、第2のビデオキャンバスを閉
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じること；によって、コンテンツデータストリームを表示し、上の工程のそれぞれは同時
に行われる。
【００２０】
　本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、娯楽および通信
サービスが1人または複数のユーザに送達され、および提示される手法を増強する。本明
細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、たとえば、単一のディ
スプレイスクリーン上の1つの構成可能なウィンドウから30の構成可能なウィンドウまで
、見られている任意の組み合わせにおいて、デジタルコンテンツデータストリーム、ビデ
オ、音楽、その他と実質的多重タスキングの強力な相乗効果を可能にする、カスタマイズ
されたマルチプラットフォームデジタル体験を作成する。本明細書において開示されるコ
ンピュータ実行方法およびシステムは、完全な対話型ソーシャル容量において、コンピュ
ータデバイス、たとえば、デジタルTV、高解像度テレビジョン（HDTV）、その他に接続す
ることができるデジタルインターネットデバイスの1つのデジタルポータルまたはディス
プレイスクリーン上の集束した特徴を提示する。ユーザは、たとえば、ネットワーク接続
したコンピュータデバイス上に提示された1つのディスプレイスクリーン上の30まで可動
、展開可能な、収縮性、浮動、交換可能なおよび／または形状変更可能な構成可能なビュ
ーイングウィンドウのデジタルマトリックスを介して、これらが選択する任意のデジタル
コンテンツフォーマットまたはコンテンツデータストリームに同時にアクセスすることが
できる。本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムは、ユーザが
、ライブビデオ、ケーブル、ウェブサーフィン、携帯メール、ブログ、個人的に複数の友
人とまたはグループ会議におけるいずれかのライブ対話型チャット、ソーシャルメディア
サイトを介するソーシャルネットワーキング、ホームオートメーション、拡張現実、音声
認識、その他を享受すること、たとえばコンピュータデバイスのディスプレイスクリーン
内のデジタルデータまたはコンテンツデータもしくはビデオストリームの任意の組合せに
アクセスすることによって、ディスプレイスクリーン内の30の構成可能なウィンドウのい
ずれか一つにおいて、見られる製品を購入すること、およびたとえば、テキスト、ビデオ
、電子メール（Eメール）、ライブチャット、その他経由で、豊富なデジタル情報を共有
することができるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　前述の概要、並びに以下の本発明の詳細な説明は、添付の図面と併せて読まれるとき、
よりよく理解される。本発明を図示する目的のために、本発明の例示的構造を、図面に示
す。しかし、本発明は、本明細書において開示される特定の方法および構成要素に限定さ
れない。図面において数字によって参照される構造または方法工程の記述は、本明細書に
おいて任意のその後の図面においてその同じ数字によって示されるその構造または方法工
程の記述に引き継ぐ。
【図１】1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複数
のコンテンツデータストリームを同時に分配するためのコンピュータ実行方法を図示する
。
【図２】1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複数
のコンテンツデータストリームを同時に分配するためのコンピュータ実行システムの略図
を例示的に図示する。
【図３】本明細書において開示されるコンピュータ実行システムにおける構成要素の代わ
りの構成の略図を例示的に図示する。
【図４】複数のユーザを登録するために対話型コンテンツ分配プラットフォームによって
実行されるウェブサイトのエレメントを示す流れ図を例示的に図示する。
【図５】ウェブサイトとして実行される対話型コンテンツ分配プラットフォームへのログ
イン機構のフローチャートを例示的に図示する。
【図６】コンテンツデータストリームを提示する、および見るためのプレーヤー内のビデ
オキャンバスの操作のためのプロセスの流れ図を例示的に図示する。
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【図７】伝送を監視するための流れ図およびコンテンツデータストリームの少なくとも品
質を制御するためのユーザメトリクスを例示的に図示する。
【図８】コンテンツデータストリーム名を難読化するための流れ図を例示的に図示する。
【図９】対話型コンテンツ分配プラットフォームと関連づけられる構成要素および特徴を
示す概略図を例示的に図示する。
【図１０】1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複
数のコンテンツデータストリームを同時に分配するためのコンピュータ実行システムを例
示的に図示する。
【図１１】1つまたは複数のコンピュータデバイスに複数のコンテンツフォーマットの複
数のコンテンツデータストリームを同時に分配するための対話型コンテンツ分配プラット
フォームによって用いられるコンピュータシステムのアーキテクチャを例示的に図示する
。
【図１２Ａ】構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリームを表示して
いる、コンピュータデバイスの複数のタイプのディスプレイスクリーンを例示的に図示す
る。
【図１２Ｂ】構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリームを表示して
いる、コンピュータデバイスの複数のタイプのディスプレイスクリーンを例示的に図示す
る。
【図１２Ｃ】構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリームを表示して
いる、コンピュータデバイスの複数のタイプのディスプレイスクリーンを例示的に図示す
る。
【図１２Ｄ】構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリームを表示して
いる、コンピュータデバイスの複数のタイプのディスプレイスクリーンを例示的に図示す
る。
【図１２Ｅ】構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリームを表示して
いる、コンピュータデバイスの複数のタイプのディスプレイスクリーンを例示的に図示す
る。
【図１３Ａ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
ンショットを例示的に図示する。
【図１３Ｂ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
ンショットを例示的に図示する。
【図１３Ｃ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
ンショットを例示的に図示する。
【図１３Ｄ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
ンショットを例示的に図示する。
【図１３Ｅ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
ンショットを例示的に図示する。
【図１３Ｆ】対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェー
ス経由で、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の複数の構成可能なウィン
ドウにおける複数の同期されたコンテンツデータストリームの同時の表示を示すスクリー
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ンショットを例示的に図示する。
【図１４Ａ】ソーシャルネットワーキングウェブサイト経由で対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームにアクセスするために、および対話型コンテンツ分配プラットフォームに加
入するその他のユーザと対話するために、ユーザによって行われる工程を示す流れ図を例
示的に図示する。
【図１４Ｂ】ソーシャルネットワーキングウェブサイト経由で対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームにアクセスするために、および対話型コンテンツ分配プラットフォームに加
入するその他のユーザと対話するために、ユーザによって行われる工程を示す流れ図を例
示的に図示する。
【図１４Ｃ】ソーシャルネットワーキングウェブサイト経由で対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームにアクセスするために、および対話型コンテンツ分配プラットフォームに加
入するその他のユーザと対話するために、ユーザによって行われる工程を示す流れ図を例
示的に図示する。
【発明の詳細な説明】
【００２２】
　一定の態様の以下の詳細な説明は、本発明の特定の態様の種々の記述を提示する。しか
し、本発明は、請求項によって定義され、およびカバーされるように多数の異なる方法に
おいて具体化することができる。この記述は、同様の部分が全体にわたって同様の数字で
設計される図面に参照される。
【００２３】
　以下は、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法およびシステムの一定の態
様を記述することにおいて使用される用語の多数の可能な定義を提供する。
【００２４】
　ネットワークは、ネットワークまたは任意の地理的領域にわたるネットワークの組み合
わせ、たとえば、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、地域ネット
ワーク、全国ネットワーク、グローバルネットワーク、インターネット接続ネットワーク
、その他またはこれらのネットワークの任意の組み合わせから形成されたネットワークを
いってもよい。インターネットは、グローバルコンピュータネットワークの例である。ネ
ットワークは、ハードワイヤネットワーク、ワイヤレスネットワークまたはハードワイヤ
とワイヤレスネットワークの組み合わせでもよい。ハードワイヤネットワークは、たとえ
ば、光ファイバー回線、ケーブル回線、総合サービスデジタル網（ISDN）回線、銅回線、
その他を含む。ワイヤレスネットワークは、たとえば、セルラーシステム、パーソナル移
動通信サービス（PCS）システム、衛星通信システム、パケットラジオシステム、モバイ
ル広帯域システム、Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.のWi-Fi（登録商
標）を実行するネットワーク、超広帯域通信ネットワーク（UWB）、ワイヤレスユニバー
サルシリアルバス（USB）通信ネットワーク、ZigBee Alliance CorporationのZigBee（登
録商標）を実行する通信ネットワーク、一般的なパケットラジオサービス（GPRS）ネット
ワーク、その他を含む。セルラーシステムまたはモバイル遠距離通信ネットワークは、た
とえば、グローバルシステムフォーモバイル（GSM）通信ネットワーク、符号分割多元接
続（CDMA）ネットワーク、第3世代（3G）モバイル通信ネットワーク、第4世代（4G）モバ
イル通信ネットワーク、ロングタームエボリューション（LTE）モバイル通信ネットワー
ク、その他を含む。セルラーシステムは、たとえば、CDMA、時分割多元接続（TDMA）、GS
M、パーソナルデジタルセルラー（PDC）、周波数分割多元接続（FDMA）、その他を使用し
てもよい。
【００２５】
　ウェブサイトは、1つまたは複数の相互関係のあるウェブページファイルおよびその他
のファイル並びに1つまたは複数のウェブサーバ上のプログラムをいってもよい。ファイ
ルおよびプログラムは、ウェブページファイルの1つの位置を識別するユニフォームリソ
ースロケータ（URL）を指定するハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求を送るこ
とによって、ネットワーク、たとえば、インターネット上でアクセス可能であり、その際
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、ファイルおよびプログラムは、単一の団体または企業によって典型的に所有され、管理
され、または許可される。このようなファイルおよびプログラムは、たとえば、ハイパー
テキストマークアップ言語（HTML）ファイル、共通ゲートウェイインタフェース（CGI）
ファイルおよびJava（登録商標）アプリケーションを含む。ウェブページファイルは、た
とえば、ウェブサイトのホームページに対応するホームページファイルを含む。ホームペ
ージは、ウェブサイト内に含まれる残りのファイルおよびプログラムへのゲートウェイま
たはアクセスポイントとしての役割を果たすことができる。一つの態様において、全ての
ファイルおよびプログラムは、ホームページファイルと同じネットワークドメイン下に位
置し、およびその中でアクセス可能である。あるいは、ファイルおよびプログラムは、い
くつかの異なるネットワークドメインを介して位置する、およびアクセス可能でありえる
。
【００２６】
　ウェブページまたは電子ページは、ウェブページファイルが識別されるURLを指定するH
TTP要求に応じて標準的なウェブブラウザによって提示されるコンテンツを含んでもよい
。ウェブページは、多様なコンテンツ、たとえばテキスト、画像、オーディオ、ビデオ、
アニメーション、その他を含む、またはリンクすることができる。コンテンツ、コンテン
ツデータおよびメディアコンテンツは、電子材料、たとえば、音楽、ビデオ、ソフトウェ
ア、本、マルチメディアプレゼンテーション、画像、テキストおよびその他の電子データ
をいってもよく、それは、たとえば、1人または複数のユーザにネットワーク上でストリ
ームとして送達する、または転送することができる。コンテンツデータは、典型的には、
ビデオ、オーディオ、テキスト、プログラム、データおよびその他のマルチメディアコン
テンツのためのコンピュータファイル、並びに有益なコンテンツの実際の物理的なコピー
、たとえば、コンパクトディスク読取り専用メモリ（CD-ROM）、デジタル多用途ディスク
（DVD）、ビデオカセットレコーダー（VCR）、オーディオ、テレビ（TV）もしくはラジオ
放送信号、ネットワーク上のストリーミングオーディオおよびビデオの形態であり、また
はそのような情報を伝達するその他の形態である。
【００２７】
　コンピュータまたはコンピュータデバイスは、ネットワーク、たとえば、インターネッ
トへのアクセスを可能にする任意のプロセッサ制御されたデバイスでもよく、末端デバイ
ス、たとえば、パーソナルコンピュータ、ミニコンピューター、本体コンピュータ、個々
のコンピュータのネットワーク、インターネット接続ビデオゲームデバイス、ハンドヘル
ドコンピュータ、ネットワークまたはウェブ使用可能TVのその他のタイプ、対話型キオス
ク、モバイルウェブブラウザ、その他またはそれらの任意の組み合わせを含む。コンピュ
ータデバイスは、電子デバイス、たとえば、パーソナルコンピュータ、Apple Inc.のiPad
（登録商標）などのタブレットコンピュータデバイス、モバイルコンピュータ、携帯電話
、スマートフォン、携帯型コンピュータデバイス、ラップトップコンピュータ、パーソナ
ルデジタルアシスタント、Google Inc.のGoogle Glass（登録商標）、Apple Inc.のiWatc
h、その他などのウェアラブルデバイス、タッチセントリックデバイス、ワークステーシ
ョン、サーバ、クライアントデバイス、携帯型電子デバイス、ネットワーク使用可能コン
ピュータデバイス、対話型ネットワークまたはウェブ使用可能ワイヤレス通信デバイス、
ゲームデバイス、セットトップボックス、テレビ、画像キャプチャデバイス、ウェブブラ
ウザ、Apple Inc.のiPod（登録商標）などの携帯型メディアプレーヤ、ビデオレコーダー
、全地球測位システム（GPS）デバイス、劇場システム、任意の娯楽用システム、任意の
その他の適切なコンピュータ機器およびコンピュータ機器の複数の部分の組み合わせ、そ
の他である。また、電子デバイスは、複数のデバイスの機能性を組み合わせるハイブリッ
ドデバイスでもよい。ハイブリッド電子デバイスの例は、メディアプレーヤー機能性を含
む携帯電話、ワイヤレス通信機能を含むゲームデバイス、ゲームおよび電子メール（Eメ
ール）機能を含む携帯電話および電子メールを受け、携帯電話通話をサポートし、音楽プ
レーヤー機能性を有し、およびウェブ閲覧をサポートする携帯型デバイスを含む。コンピ
ュータ機器は、メディアプレイバックアプリケーションなどのアプリケーション、たとえ
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ば、Apple Inc.のiTunes（登録商標）、ウェブブラウザ、マッピングアプリケーション、
電子メール（Eメール）アプリケーション、カレンダアプリケーション、その他を実行す
るために使用されてもよい。コンピュータ機器、たとえば、1つまたは複数のサーバは、1
つまたは複数のオンラインサービスと関連づけられてもよい。コンピュータデバイスは、
1つまたは複数の入力デバイス、たとえば、キーボード、マウス、タッチパッド、ジョイ
スティック、ペン入力パッド、その他をさらに持ってもよい。また、コンピュータデバイ
スは、出力デバイス、たとえば、ディスプレイスクリーン、オーディオ出力またはスピー
カー、その他を持ってもよい。
【００２８】
　これらのコンピュータは、単一プロセッサまたは多重プロセッサマシンでもよい。その
上、コンピュータは、アドレス指定可能記憶メディアまたはコンピュータアクセス可能メ
ディア、たとえば、ランダムアクセスメモリ（RAM）、電気的消去可能なプログラム可能
読取り専用記憶装置（EEPROM）、プログラム可能読取り専用記憶装置（PROM）、消去可能
プログラム可能読取り専用記憶装置（EPROM）、ハードディスク、フロッピーディスク、
レーザーディスクプレーヤー、デジタルビデオデバイス、コンパクトディスク、ビデオテ
ープ、オーディオテープ、磁気記録トラック、電子ネットワークおよび電子コンテンツを
伝送する、または記憶するその他の技術を含んでもよい。一つの態様において、コンピュ
ータは、ネットワークインタフェースカード、モデムなどのネットワーク通信デバイスま
たはネットワークに接続するのに適切な別のネットワーク通信デバイスを搭載する。さら
にまた、コンピュータは、適切なオペレーティングシステム、たとえば、Linux（登録商
標）、Unix（登録商標）、Microsoft（登録商標）Windows（登録商標）の任意のバージョ
ン、Apple Inc.のMac OS、IBM（登録商標）OS/2または任意のその他のオペレーティング
システムを実行する。適切なオペレーティングシステムは、ネットワーク上を通過する全
ての送受信メッセージのトラフィックを扱う通信プロトコル実行を含んでもよい。その他
の態様において、オペレーティングシステムがコンピュータのタイプに応じて異なり得る
一方、オペレーティングシステムは、ネットワーク、たとえば、インターネットと通信リ
ンクを確立するための適切な通信プロトコルを提供し続ける。
【００２９】
　コンピュータは、データおよび命令のプログラムロジックまたは別の表現を含んでもよ
く、それは、コンピュータを特定のおよび定義済み様式において作動させる。一つの態様
において、プログラムロジックは、コンピュータ上に存在する、またはコンピュータによ
ってアクセス可能な1つまたは複数のプログラムとして実行されてもよい。構成要素、プ
ログラムおよび1つまたは複数のデータベースにおいて提供される機能性は、より少ない
構成要素、プログラムまたはデータベースに組み合わさられてもよく、あるいはさらなる
構成要素、プログラムまたはデータベースにさらに分離されてもよい。さらにまた、構成
要素、プログラムおよびデータベースは、1つまたは複数のコンピュータ上で実行するた
めに実装されてもよい。一つの態様において、いくつかの構成要素、プログラムおよびデ
ータベースは、ウェブサイトの外部の1つまたは複数のコンピュータ上で実行するために
実装されてもよい。この場合には、ウェブサイトは、プログラムロジックを含み、それは
、本明細書において開示されるように、機能を行うためにウェブサイトが外部的に実行さ
れる構成要素、プログラムおよびデータベースと通信することを可能にする。
【００３０】
　コンテンツ送達ネットワーク（CDN）は、サーバまたは離れたユーザにマルチメディア
コンテンツなどのコンテンツデータを伝送するための1つまたは複数の適切なインターネ
ットプロトコルに基づいたネットワークを含む。CDNサービスプロバイダは、典型的には
、種々のコンテンツプロバイダからコンテンツを維持することができるネットワークにお
ける多数のコンピュータを維持する。次に、コンテンツプロバイダは、クライアントコン
ピュータデバイスに、特定のCDNサービスプロバイダのコンピュータからのコンテンツプ
ロバイダのコンテンツのいくつかまたは全てを要求するよう指示する、またはさもなけれ
ば提案することができる。一つの態様において、CDNは、クライアントレベルにて負荷分
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散型およびフォールトトレラントである。
【００３１】
　ハードウェアアセンブリーまたはソフトウェア放送ノードは、コード化されたコンテン
ツデータストリームをコンピュータデバイスに提供する。放送ノードは、統合されたレシ
ーバ/デコーダ（IRDs）からコンテンツデータストリームのインライントランスコーディ
ングを提供する。一つの態様において、放送ノードは、サラウンドサウンドなどのさらな
る特徴またはデータを保持するために、1つのチャンネルを、たとえば、HTML技術にコー
ド化する。必要なハードウェアアセンブリーを、適切な入力および出力とともに、および
開示された機能性を実行するための現在記述されたプログラムとともに、コンピュータま
たはサーバを含むことができる自己内蔵型ユニット（SCU）において提供することができ
る。したがって、独立したコンテンツプロバイダは、SCUを用いることによって本明細書
において開示されるコンピュータ実行システムの対話性を伴うこれらのコンテンツを提供
することができる。一つの態様において、独立したプロバイダは、SCUを介して、カメラ
、またはポストプロダクションからコンテンツデータを渡すことができ、次いで、コンテ
ンツは、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）または従来のコンテンツ送達システムに分
配される。もう一つの態様において、SCUを介してのコンテンツデータの受け渡しは、下
記のようにデジタルに包まれることができる。放送ノードは、併せて、またはCDNに代わ
るものとして、用いることができ、放送ノードは、仮想CDNとして機能する。放送ノード
は、本明細書においてさらに十分に記載されるようにオンザフライで、コンテンツデータ
ストリームをコード変換するためのサーバおよび関連するソフトウェアを含む。
【００３２】
　ソーシャルメディアは、ソーシャルインタラクションを介して広められるようにデザイ
ンされ、高度にアクセス可能な、およびスケーラブルな公開技術を使用して作成されたメ
ディアを含む。ソーシャルネットワークは、インターネットおよびウェブに基づいた技術
を使用して、一対多数の放送メディアモノローグを多対多のソーシャルメディアダイアロ
グに変換する。ソーシャルネットワークは、ソーシャルメディアを組み込み、それは、多
くの異なる形態、たとえば、インターネットフォーラム、ウェブログ、ソーシャルブログ
、ウィキ、ポッドキャスト、写真、ビデオ、評価、ブックマークすることなどを取ること
ができる。技術は、たとえば、ブログ、写真共有、ウォールポスティング、電子メール（
Eメール）、インスタントメッセージ、音楽共有、クラウドソーシングならびにボイスオ
ーバーインターネットプロトコル（VoIP）を含む。これらのソーシャルメディアの多くは
、たとえば、MybloglogおよびPlaxo, IncのPlaxo（登録商標）を含むソーシャルネットワ
ーク集約プラットフォーム経由で組み込まれることができる。
【００３３】
　ソーシャルメディア通信ソフトウェアアプリケーションの例は、たとえば、Slogger、P
rimordial Soup Ltd.のLiveJournal（登録商標）、Open Diary、Six Apart Ltd.のTypePa
d（登録商標）、WordPress FoundationのWordPress（登録商標）、Voxopolis Inc.のVox
（登録商標）およびVOXopolis（登録商標）、PMachine、Inc.のExpressionEngine（登録
商標）、Xanga.com、Inc.のXanga（登録商標）などのブログ；たとえば、Twitter Inc.の
Twitter（登録商標）、Plurk、Tumblr Inc.のtumblr.（登録商標）、Google, Inc.のJaik
u（登録商標）、fmylife（登録商標）を含むマイクロブログおよびプレゼンスアプリケー
ション；Bebo Inc.のBebo（登録商標）、Facebook、Inc.のFacebook（登録商標）、Linke
din CorporationのLinkedin（登録商標）、MySpace Inc.のMySpace（登録商標）、Googl,
Inc.のOrkut（登録商標）、Skyrock（登録商標）、Hi5 Networks, Inc.のHi5（登録商標
）、Ning, Inc.のNing（登録商標）、Elggなどのソーシャルネットワーキングウェブサイ
ト；およびNutshellMail、Facebook, Inc.のFriendFeed（登録商標）、その他などのソー
シャルネットワーク集約アプリケーションを含む。
【００３４】
　図1は、複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリームを1つまた
は複数のコンピュータデバイスに同時に分配するためのコンピュータ実行方法を図示する
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。コンテンツデータストリームは、たとえば、ライブケーブルテレビ（TV）コンテンツ、
ライブ高解像度ストリーミングコンテンツ、ビデオチャットコンテンツなどのマルチメデ
ィアチャットコンテンツ、音声チャットコンテンツまたはテキストチャットコンテンツ、
ライブマルチメディアチャットコンテンツ、テレビ会議コンテンツ、ゲームコンテンツ、
ウェブ閲覧コンテンツ、ビデオオンデマンドコンテンツ、ホームオートメーションコンテ
ンツ、拡張現実コンテンツ、音声認識コンテンツ、ソーシャルメディアネットワーキング
コンテンツ、ライブビデオコンテンツ、録画されたビデオコンテンツ、デジタルビデオレ
コーダービデオコンテンツ、ユーザ生成コンテンツ、メッセージコンテンツ、電子メール
（Eメール）コンテンツ、音声コンテンツ、3次元メディアコンテンツ、エレクトロニック
コマースコンテンツ、情報、ブログコンテンツ、見られたコンテンツの解析情報、マルチ
メディアコンテンツ、その他およびそれらの任意の組み合わせを含む。本明細書において
開示されるコンピュータ実行方法は、リアルタイムに、異なるコンテンツフォーマットの
コンテンツデータストリームを1つまたは複数のコンピュータデバイスに同時に分配する
ように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む対話型コンテンツ分配プラットフォ
ームを提供する101。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、任意のデジタルデバイ
ス上で複数のライブコンテンツデータストリームを同時に流す。対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、たとえば、技術の広域スペクトルおよびインターネットへのアクセス
を伴うパーソナルコンピュータ、インターネット使用可能携帯電話、タブレット、その他
などのデバイスを介してユーザが利用できる。一つの態様において、対話型コンテンツ分
配プラットフォームは、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）として実行される。
【００３５】
　もう一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、クラウドコンピ
ューティング環境において実行される。本明細書に使用される、フレーズ「クラウドコン
ピューティング環境」は、構成可能なコンピュータ物理的および論理的資源、たとえば、
ネットワーク、サーバ、記憶装置、アプリケーション、サービス、その他およびネットワ
ーク、たとえば、インターネット上で分配されるデータを含む処理環境をいう。クラウド
コンピューティング環境は、オンデマンドのネットワークアクセスを構成可能なコンピュ
ータ物理的および論理的資源の共用プールに提供する。対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリームを1つま
たは複数のコンピュータデバイスに同時に分配するためのサービスとして実行されるクラ
ウドコンピューティングに基づいたプラットフォームである。たとえば、対話型コンテン
ツ分配プラットフォームは、Google Inc.のGoogle Appエンジンクラウドインフラを使用
して開発される。対話型コンテンツ分配プラットフォームへのアクセスによって、ユーザ
は、コンピュータデバイス、たとえば、ラップトップ、スマートフォン、任意の広帯域接
続したデジタルデバイス、その他を使用してインターネットにアクセスすることに加えて
、テレビチャンネルにアクセスする任意のさらなるデバイス、たとえば、セットトップボ
ックス、その他を購入する必要はない。ユーザは、たとえば、対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームによって提供されるウェブサイト上の30までのデジタルコンテンツデータス
トリームに同時にアクセスすることができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは
、ユーザのコンピュータデバイスまたは任意のインターネット接続したコンピュータデバ
イスもしくはデジタルコンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上で多くのデジタ
ルコンテンツデータストリームを同時に表示する。
【００３６】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ネットワーク経由でコンピュータデバイス
のそれぞれによってアクセス可能なグラフィカルユーザインタフェース（GUI）を提供す
るように構成される。グラフィカルユーザインタフェースは、たとえば、対話型コンテン
ツ分配プラットフォーム、オンラインウェブインタフェース、ウェブに基づいたダウンロ
ード可能なアプリケーションインタフェース、モバイルに基づいたダウンロード可能なア
プリケーションインタフェース、その他によって主催されるウェブサイトのウェブページ
である。ネットワークは、たとえば、コンテンツ送達ネットワーク、インターネット、そ
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の他である。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、共通のデ
ータフォーマットに変換されたコンテンツデータストリームを任意のデジタルコンピュー
タデバイスに分配するためのウェブサイトとして構成され、その際、それぞれのコンテン
ツデータストリームは暗号化され、およびコンテンツデータストリームの伝送はコンピュ
ータデバイスへの利用可能な伝送速度と相関する。この態様において、対話型コンテンツ
分配プラットフォームは、任意のコンピュータデバイス上のウェブサイトとして作動する
。
【００３７】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由でコンテンツデータストリームお
よびコンテンツフォーマットのユーザ選択を受信する102。対話型コンテンツ分配プラッ
トフォームは、たとえば、音声モード、ビデオモード、テキストモード、マルチメディア
モード、電話モード、その他、それらの任意の組み合わせを含む1つまたは複数の複数の
通信モードを介してユーザ選択を受信する。たとえば、ユーザは、対話型コンテンツ分配
プラットフォームによって認識される音声モードを使用して、特定のコンテンツデータス
トリームを要求しても、または選択してもよい。ユーザは、任意の情報を要求することが
でき、および対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザのコンピュータデバイス
のディスプレイスクリーン上の構成可能なウィンドウ上で要求される情報を示すことによ
って応答する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザが特定のコンテンツデ
ータストリームまたは完全な対話型環境における任意のデジタルデータを要求することを
可能にする音声認識機能を提供する。ユーザが、特定のコンテンツデータストリームに関
する情報を回収したいと望む例を考慮する。ユーザは、ユーザ優先度またはユーザ選択を
対話型コンテンツ分配プラットフォームに提供するために対話型コンテンツ分配プラット
フォームによって提供される音声認識機能を使用することができる。たとえば、ユーザは
、ユーザのコンピュータデバイスで操作的な通信における1つまたは複数のセンサー構成
要素によって受信した対話型コンテンツ分配プラットフォームに音声コマンドを与えるこ
とができる。一つの例において、対話型コンテンツ分配プラットフォームのGUI経由でビ
デオを見る一方で、ユーザは、ソーシャルネットワーキングと関連づけられるソーシャル
メディアコンテンツを検索し、およびユーザの電子メール（Eメール）アカウントに検索
結果を伝送するよう対話型コンテンツ分配プラットフォームに要求する音声コマンドを提
供することができる。それ故、ユーザは、ビデオを見る一方で、コンピュータデバイスの
ディスプレイスクリーン上の検索結果を同時に見て、対話型コンテンツ分配プラットフォ
ームによって伝送される検索結果のコピーをダウンロードする、および／または印刷する
ことができる。
【００３８】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、受信したユーザ選択に基づいて、複数のコ
ンテンツソースからコンテンツフォーマットの1つまたは複数におけるコンテンツデータ
ストリームの1つまたは複数を受信する103。たとえば、対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、インターネット、ケーブルプロバイダ、衛星ディストリビュータ、遠距離通信
企業、ソーシャルネットワーキングプラットフォーム、その他などの異種のコンテンツソ
ースから異なるコンテンツフォーマットにおけるコンテンツデータストリームを受信する
。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、たとえば、共通のデータフォーマットに受
信したコンテンツデータストリームをコード化し、および受信したコンテンツデータスト
リームの伝送速度を調整することによって、受信したコンテンツデータストリームを同期
する104。
【００３９】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由で構成可能な時間のインスタンス
にて、コンピュータデバイスのそれぞれのディスプレイ上の1つまたは複数の構成可能な
ウィンドウにおいて同期されたコンテンツデータストリームを同時に伝送する、および表
示する105。本明細書に使用される、フレーズ「時間のインスタンス」は、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームによって構成される、またはコンテンツデータストリームを同
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時に伝送する、および表示するためにユーザ優先度に基づいて構成される時間のインスタ
ンスをいう。時間のインスタンスは、たとえば、一つずつまたはすべて一緒にである。構
成可能なウィンドウは、それぞれのコンピュータデバイスのディスプレイスクリーンにわ
たって移動され、拡大され、縮小され、および／または交換されることができる。一つの
態様において、構成可能なウィンドウは、浮動のウィンドウとして構成される。構成可能
なウィンドウのそれぞれにおける同期されたコンテンツデータストリームは、受信したユ
ーザ選択に基づいて変更可能である。複数の移動可能な、展開可能な、収縮可能な、浮動
の、交換可能な、および／または形状変更可能な構成可能なウィンドウを利用することに
よって、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、たとえば、対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームの単一のGUIを介して一度に一つずつまたは同時に30までのコンテンツデ
ータストリームのいずれかにおいて、ディスプレイスクリーン内に絶えず30までの変更可
能なコンテンツデータストリームを同時に表示する。
【００４０】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、たとえば、ディスプレイスクリーン上に一
度にそれぞれのまたはすべての構成可能なウィンドウに30までのデジタルコンテンツデー
タまたはビデオストリームをインポートするように構成され、それによって、ディスプレ
イスクリーン上のコンテンツデータストリームの視聴体験、多重タスキング能力およびプ
レゼンテーションの量を増加させる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザ
が、無数の表示域の可能性を体験し、および増加された量のデジタルデータおよびネット
ワーク、たとえば、インターネット上で速い共有能力への無限のアクセスを有することを
可能にする。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、1つの構成可能なウィンドウか
ら増加する、たとえば、30までの構成可能なウィンドウの範囲の任意の組み合わせにおい
て与えられるデジタルデータ、コンテンツデータストリーム、ビデオ、音楽、その他で実
質的多重タスキングの強力な相乗効果を可能にさせて、カスタマイズされたマルチプラッ
トフォームデジタル体験を提供する。GUIは、ユーザが、たとえば、ビデオおよび利用可
能なゲームコンテンツで構成可能なウィンドウを見ることを可能にするよう構成される。
一つの態様において、受信したコンテンツデータストリームのそれぞれは、リンク経由で
アクセス可能であり、およびその他のコンテンツデータストリームの1つまたは複数にゲ
ートウェイとして役割を果たすように構成される。
【００４１】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザが、たとえば、対話型コンテンツ分
配プラットフォームのGUI経由で単一のディスプレイスクリーン上で同時に30のデジタル
コンテンツデータストリームを見て、これにより、ユーザが多重タスクおよび同時に複数
の異なるアクティビティを行うことを可能にする。一つの態様において、対話型コンテン
ツ分配プラットフォームは、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の1つま
たは複数の構成可能なウィンドウにおいて1つまたは複数の表示されたコンテンツデータ
ストリームに1つまたは複数のメディア効果を組み込むために、1つまたは複数のデジタル
メディアパラメーターを構成する。本明細書に使用される、フレーズ「メディア効果」は
、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の構成可能なウィンドウにおけるコ
ンテンツデータストリームの表現または複製を増強するコンテンツデータストリームのデ
ィスプレイにおいて組み込まれる多重効果をいう。メディア効果は、たとえば、テキスト
効果、オーディオ効果、ビデオ効果、音響映像効果、画像効果、マルチメディア効果、メ
ッセージ効果、拡張現実ディスプレイ効果、3次元ディスプレイ効果、その他およびそれ
らの任意の組み合わせを含む。メディアデータは、たとえば、メディアクリップ、メディ
アメッセージ、その他のように、または1つまたは複数のデータベースにおける任意のデ
ジタルフォーマットにおいて記憶されることができる。デジタルメディアパラメーターは
、GUI経由で受信したユーザ優先度に基づいて、1つまたは複数の構成可能なウィンドウに
表示されたコンテンツデータストリームに1つまたは複数のメディア効果を組み込む。ユ
ーザが対話型コンテンツ分配プラットフォーム経由でユーザのコンピュータデバイスのデ
ィスプレイスクリーン上のユーザによって見られるコンテンツデータストリームに1つま
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たは複数のメディア効果、たとえば、拡張現実ディスプレイ効果、3次元ディスプレイ効
果、その他を組み込みたいと望む例を考慮する。対話型コンテンツ分配プラットフォーム
は、ユーザにメディア効果について複数の選択肢を提供する。ユーザは、GUI経由で選択
肢にアクセスし、および見ているコンテンツデータストリームのディスプレイ上に適用さ
れるように選択肢の1つを選択することができる。ユーザがGUI経由で3次元ディスプレイ
選択肢を選択する場合、次いで、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、3次元ディ
スプレイ環境におけるコンテンツデータストリームを表示する。ユーザは、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームのGUI経由でディスプレイ設定を変更することによってコンテ
ンツデータストリームのディスプレイを二次元ディスプレイに変えることができる。
【００４２】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由でコンピュータデバイスのそれぞ
れのディスプレイスクリーン上の異なる構成可能なウィンドウに同期されたコンテンツデ
ータストリームが同時に表示される間、コンピュータデバイス間のインタラクションを容
易にし、およびトランザクションを開始する106。たとえば、対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、GUI経由でその他のコンピュータデバイス上の同期されたコンテンツデ
ータストリームを見ている1人または複数のユーザのその他のコンピュータデバイスのそ
れぞれのディスプレイスクリーン上の1つまたは複数の構成可能なウィンドウに、1つまた
は複数の通知およびコンテンツを自動的に伝送し、および表示する。対話型コンテンツ分
配プラットフォームは、たとえば、これらがその他のコンピュータデバイス上のコンテン
ツデータストリームを見ているユーザの友人、家族およびその他のユーザに、ビデオまた
はコンテンツデータストリームであろうとなかろうと、テキストアラートおよび実際のデ
ータ画像を自動的に伝送し、および表示して、ユーザがその他のユーザに通知することな
くコンテンツデータストリームを自動的に共有することを可能にする。もう一つの例にお
いて、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由でその他のコンピュータデバ
イス上の同期されたコンテンツデータストリームを見ているその他のユーザのそれぞれの
ディスプレイスクリーン上の構成可能なウィンドウに、ユーザの1人によって見られてい
る1つまたは複数の広告を自動的に伝送し、および表示する。ユーザがユーザのコンピュ
ータデバイスのディスプレイスクリーン上のその他のコンテンツデータストリームととも
に広告を見ているとき、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、その他のコンピュー
タデバイス上のコンテンツデータストリームを見ているその他のユーザに同じ広告を自動
的に伝送し、それによって、その他のユーザが同時にユーザの視聴優先度を自動的に受信
することを可能にする。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは
、対話型コンテンツ分配プラットフォームのGUI経由でその他のユーザにコンテンツデー
タストリームを伝送する前に、その他のユーザに通知を伝送してその他のユーザから承認
を受信する。
【００４３】
　ユーザが、他のコンピュータデバイスを使用する他のユーザにコンテンツデータストリ
ームを伝送したいと望む例を考慮する。ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムに加入し、およびログインする。一つの態様において、ユーザは、電子メール（Eメー
ル）経由で他のユーザに招待を送り、その他のユーザに対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームに加入することを要求する。もう一つの態様において、ユーザは、その他のユーザ
が対話型コンテンツ分配プラットフォームに加入する必要無しに、その他のユーザのコン
ピュータデバイスからコンテンツデータストリームを伝送する、またはインポートするこ
とができる。ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォームのネットワーク経由でそ
の他のユーザにビデオファイルを送る。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ビデ
オファイルを自動的にコード化し、およびその他のユーザのコンピュータデバイスにコー
ド化されたビデオファイルを伝送する。ユーザは、その他のユーザがユーザによって伝送
される要求を確認するのを待つ必要はなく、およびその他のユーザは、その他のユーザの
コンピュータデバイスのディスプレイスクリーン上の送られたビデオファイルを直接見る
ことができる。同様に、ユーザは、ネットワーク経由でその他のユーザからコンテンツデ
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ータストリームをインポートする、または受信することができる。一つの態様において、
ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォームの1つまたは複数のデータベースにお
いてその他のユーザに伝送されたおよび／または彼らから受信したビデオファイルを記憶
することができる。
【００４４】
　ユーザが、対話型コンテンツ分配プラットフォーム経由でビデオコンテンツを見る一方
で、他のユーザまたはユーザのグループにビデオコンテンツのビデオクリップを伝送した
いと望むもう一つの例を考慮する。ビデオコンテンツは、たとえば、広告、映画、テレビ
番組、スポーツゲーム、その他である。ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムに加入し、およびログインする。対話型コンテンツ分配プラットフォームのユーザの正
常な登録後、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、対話型コンテンツ分配プラット
フォームにユーザのソーシャルネットワーキングサイトのコンタクトリストまたは電話コ
ンタクトリストを動的に組み込む。ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム上
にユーザグループまたは友人仲間を形成することができる。ユーザグループは、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームに登録されるその他のユーザのアカウント情報を含む。ユ
ーザが電話コンタクトリストにあるが対話型コンテンツ分配プラットフォームに加入しな
かった友人を追加したいと望む場合、次いで、ユーザは、対話型コンテンツ分配プラット
フォームのネットワーク経由でその他のユーザに招待を伝送することができる。対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームは、ユーザの個人ネットワークのためのポータルとして動
作し、全てのウェブサイトおよび機能性にアクセスを付与する。
【００４５】
　その他のユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォームにログインしてもよく、ま
たはログインしなくてもよい。ユーザは、ビデオコンテンツを見る一方でビデオクリップ
を録画し、およびネットワーク経由でその他のユーザまたはユーザグループへの通知に埋
め込まれた録画されたビデオクリップを伝送することができる。その他のユーザまたはユ
ーザのグループが対話型コンテンツ分配プラットフォームにログインする場合、ビデオク
リップは、対話型コンテンツ分配プラットフォームのGUI経由で彼らのコンピュータデバ
イスのディスプレイスクリーン上に直接表示される。その他のユーザまたはユーザのグル
ープが対話型コンテンツ分配プラットフォームに現在ログインしない場合、次いで、対話
型コンテンツ分配プラットフォームは、対話型コンテンツ分配プラットフォームのデータ
ベースにビデオクリップを記憶し、およびその他のユーザ/複数ユーザが対話型コンテン
ツ分配プラットフォームにログインするときに彼らのコンピュータデバイスのディスプレ
イスクリーン上にビデオクリップを表示する。
【００４６】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、同期されたコンテン
ツデータストリームが同時に表示される間、ユーザの1人の受信したユーザ選択に基づい
て、コンテンツデータストリームと関連づけられるテーマおよびジャンル上の推奨を生成
し、およびネットワーク経由でその他のユーザに生成された推奨を伝送する。対話型コン
テンツ分配プラットフォームは、たとえば、類似の好ましい視聴フォーマット、プログラ
ミング、テーマ、カテゴリー、その他において、関連づけられるテーマおよびジャンルを
ユーザおよびその他のユーザに推奨し、および提案する。ユーザがコンピュータデバイス
の彼／彼女のディスプレイスクリーンに流されたコンテンツデータストリームに関連した
1つまたは複数のディスプレイの特徴、たとえば、バックグラウンドディスプレイ、テー
マ、ジャンル、その他を変更したいと望む例を考慮する。一つの態様において、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームは、ディスプレイの特徴についての推奨を生成し、および
ネットワーク経由でユーザに推奨を伝送する。ユーザは、対話型コンテンツ分配プラット
フォームによって生成される推奨からディスプレイの特徴の1つまたは複数を使用しても
よい。もう一つの態様において、ユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォームまた
は外部ソース経由で、たとえば、インターネットを閲覧することによって、その他のユー
ザから受信した入力に基づいてディスプレイの特徴を作成する、または使用することがで
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き、およびGUI経由でユーザによって見られるコンテンツデータストリーム上の自己生成
されたディスプレイの特徴を動的に適用することができる。対話型コンテンツ分配プラッ
トフォームは、ライブケーブルコンテンツおよび／またはチャンネルを提供し、およびユ
ーザが、その他のユーザが彼らの優先度によって選ぶことができるカテゴリーおよびグル
ープにコンテンツデータストリームを分類することを可能にする。
【００４７】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、認証されたユーザおよび認証されたユーザ
グループが利用可能なデジタルコンテンツ、たとえば、ライブビデオ、録画されたビデオ
、ユーザ生成コンテンツ、ゲームコンテンツ、その他を作成する。対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、ユーザからもとの対話型コンテンツ分配プラットフォームへの、ま
たはユーザのグループ間のインタラクションを可能にするコンテンツデータおよびビデオ
ストリーム経由での対話型能力を有する。これは、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ム経由でソーシャルおよびトランザクションの能力、たとえば、マイクロトランザクショ
ン、グループ間のソーシャルな視聴、その他を可能にする。
【００４８】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツソース、
たとえば、グローバルなケーブルプロバイダ、衛星ディストリビュータ、遠距離通信企業
およびその他の1つまたは複数のコンテンツプロバイダによって、対話型コンテンツ分配
プラットフォームのホワイトラベリングを可能にすることによって収益を生成して、コン
テンツソースが同期されたコンテンツデータストリームを1人または複数の加入者コンピ
ュータデバイスに同時に伝送し、および表示することを可能にする。すなわち、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームは、1つまたは複数のコンテンツソースがこれらの名前に
対話型コンテンツ分配プラットフォームをホワイトラベルすることを可能にすることによ
って収益を生成する。本明細書に使用される、フレーズ「ホワイトラベリング」は、1つ
または複数のコンテンツソース、たとえば、グローバルなケーブルプロバイダ、衛星ディ
ストリビュータ、遠距離通信企業またはその他のコンテンツプロバイダへの対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームのライセンス製品および／またはサービスをいい、これらがス
トリーム、たとえば、任意のデジタルデバイス上のこれらの加入者によって使用されるこ
とができるコンテンツの30までのストリームをライブすることを可能にする。ケーブルお
よび／またはビデオディストリビュータは、1つまたは複数の加入者コンピュータデバイ
スに同期されたコンテンツデータストリームを同時に伝送する、および表示する対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームをホワイトラベルすることができる。対話型コンテンツ分
配プラットフォームは、ホワイトラベル機構の部分として既存のユーザおよびビリングシ
ステムに接続するように構成される。これは、既存の顧客関係に影響を及ぼす一方で、対
話型コンテンツ分配プラットフォームが小から中規模までのケーブルプロバイダの既存の
提供を拡張することを可能にする。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、これらは
すでに環境が整っているため、たとえば、典型的なビリングシステム、顧客サービス、コ
ンテンツ所有、その他の管理と関連するインフラコストを回避する。その上、ユーザと関
連づけられる情報が対話型コンテンツ分配プラットフォームによってすでに公知であるの
で、全てのアプリケーションの購入は、対話型コンテンツ分配プラットフォームに登録さ
れるユーザのプロフィールを使用して既存のビリングシステムを介して送ることができる
。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツソース、たとえば、コンテンツ
データストリームの所有者、これらのプログラミングのための即時のマルチプラットフォ
ーム分配アクセスに、購読料によって主に推進されるコンテンツデータストリームの収益
化、ペイパービュー方式（PPV）、ビデオオンデマンド（VOD）、広告、人口統計学的ター
ゲティング、その他を提供する。対話型コンテンツ分配プラットフォームによるホワイト
ラベリング機構の組み入れは、コンテンツソース、たとえば、グローバルなケーブルプロ
バイダ、衛星ディストリビュータ、遠距離通信企業またはコンテンツプロバイダに、非常
に必要とされた付加された価値、マルチプラットフォーム存在およびより大きな加入者提
案を提供する。ホワイトラベリング機構は、コンテンツソースの既存の加入者にとっての
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デジタル体験を増強し、およびコンテンツソースのために割増、および増加する収益スト
リームを追加し、およびコンテンツソースがオンラインビデオの爆発的な増加のために失
われた市場占有率を回復するのを補助する。
【００４９】
　中規模のビデオケーブル市場は、たとえば、約150,000～約100万人の加入者の範囲の加
入者ベースを有する。オンラインビデオの爆発的な増加のために市場占有率を失っている
、およびこれらのチャレンジに入手可能な解決を必要とする5,000人を超えるケーブルオ
ペレータまたはケーブルプロバイダが、世界的にある。対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、効率的にその解決コストを提供する。対話型コンテンツ分配プラットフォーム
の複数の収益生成モデルの部分として、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ホワ
イトラベリング機構を実行し、およびコンテンツソースとのライセンストランザクション
から、実質的収益ストリームを駆動することによってホワイトラベリング機構を貨幣化す
る。ケーブルオペレータが対話型コンテンツ分配プラットフォームとのホワイトラベリン
グ契約に署名する例を考慮する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、たとえば、
ケーブルオペレータがサービスする加入者の数に応じて約250万ドル～約2,000万ドルの範
囲におけるケーブルオペレータから前金のライセンス料を受け取る。たとえば、約0.25ド
ルの加入者あたりの料金は、ケーブルオペレータとの現行のライセンス契約に添付される
。
【００５０】
　コンテンツソース、たとえば、ケーブルプロバイダが対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームによって提供されたホワイトラベリング機構を使用して1人または複数のカスタマ
ーにケーブルサービスを提供したいと望む例を考慮する。コンテンツソースは、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームに加入し、および対話型コンテンツ分配プラットフォーム
とのホワイトラベル契約に署名する。ホワイトラベル契約どおりに、ケーブルプロバイダ
は、対話型コンテンツ分配プラットフォームと通信して、対話型コンテンツ分配プラット
フォームのネットワーク経由でケーブルプロバイダのカスタマーにケーブルサービスを提
供する。コンテンツソースのカスタマーの情報は、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムによって維持される1つまたは複数のデータベースに記憶される。対話型コンテンツ分
配プラットフォーム経由でそれぞれのコンテンツソースによって提供されるコンテンツデ
ータストリームを使用するカスタマーあたりのケーブルおよび／またはビデオ分配プロバ
イダは、課金される。たとえば、ケーブルプロバイダは、ホワイトラベル契約あたりのラ
イセンス料を対話型コンテンツ分配プラットフォームに支払う。
【００５１】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツデータストリームを引き抜き、
およびユーザ情報をユーザ管理システムの中へと押し戻し、または引き戻すように構成さ
れる。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、構成可能なウィ
ンドウに同期されたコンテンツデータストリームが同時に伝送および表示される間に、コ
ンピュータデバイス間の同期されたコンテンツデータストリームのトラフィックを監視す
る、および制御する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、クライアントコンピュ
ータデバイス間のストリームトラフィックを管理するように構成されたセントラルサーバ
を含む。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、複数のコンピュータデバイスが、た
とえば、すぐに変更可能、移動可能、展開可能、収縮可能、その他である構成可能なウィ
ンドウを介して、優先度によってそれぞれの特定のコンピュータデバイス内の30の独立し
たコンテンツデータストリームのいずれかまたは全部にアクセスするのを可能にする。
【００５２】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、同期されたコンテン
ツデータストリーム上で行われるユーザ動作を管理する。ユーザ動作は、同期されたコン
テンツデータストリームを、たとえば、作成すること、修正変更すること、削除すること
、記憶すること、その他を含む。ユーザがコンテンツデータストリーム、たとえば、対話
型コンテンツ分配プラットフォーム上の自己生成した音楽ビデオをアップロードしたいと
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望む例を考慮する。ユーザは、コンピュータデバイス、たとえば、スマートフォンを使用
して対話型コンテンツ分配プラットフォームにログインする。ユーザは、対話型コンテン
ツ分配プラットフォームのGUI経由でコンピュータデバイスを使用して対話型コンテンツ
分配プラットフォームにログインする一方で、リアルタイムに音楽ビデオを録画すること
ができる。ユーザは、GUI経由で対話型コンテンツ分配プラットフォーム上に記録された
音楽ビデオをアップロードする。一旦音楽ビデオが対話型コンテンツ分配プラットフォー
ム上にアップロードされると、また、ユーザは、アップロードされた音楽ビデオを修正変
更する、または削除することができる。同様に、複数のコンテンツデータストリームは、
対話型コンテンツ分配プラットフォームのGUI経由でコンピュータデバイスを使用してユ
ーザによって作成される、修正変更される、削除される、記憶される、その他のことがで
きる。
【００５３】
　一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法は、以下の通
りに複数のコンテンツデータストリームをディスプレイスクリーンに同時に提供する。対
話型コンテンツ分配プラットフォームは、同時に第1のコンテンツデータストリームおよ
び第2のコンテンツデータストリームを受信する。次いで、対話型コンテンツ分配プラッ
トフォームは、第1のコンテンツデータストリームおよび第2のコンテンツデータストリー
ムの少なくとも1つをコード化し、および／または同時に予め定められたファイルフォー
マットにおいて第1のコンテンツデータストリームおよび第2のコンテンツデータストリー
ムの少なくとも1つを包む。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ネットワーク、
たとえば、コンテンツ送達ネットワークに第1のコンテンツデータストリームおよび第2の
コンテンツデータストリームを同時に渡す。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、
離れた位置にいるプレーヤーのインスタンスを認証し、その際、認証されたインスタンス
は、コンピュータデバイスのディスプレイスクリーンと通信する。対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、プレーヤーの認証されたインスタンスに、伝送速度で第1のコンテ
ンツデータストリームおよび第2のコンテンツデータストリームを同時に伝送する。対話
型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツ送達ネットワークとプレーヤーの認証
されたインスタンスとの間の利用可能な伝送速度に応じて第1のコンテンツデータストリ
ームおよび第2のコンテンツデータストリームの少なくとも1つの伝送速度を同時に合わせ
る。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ディスプレイスク
リーン上の第1のビデオキャンバスに第1のコンテンツデータストリームを表示し、および
ディスプレイスクリーン上の第2のビデオキャンバスに第2のコンテンツデータストリーム
を表示する。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、プレーヤ
ーの認証されたインスタンスからユーザ生成コンテンツデータストリームを受信し、およ
びユーザ生成コンテンツデータストリームをコード化する。
【００５４】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法は、以下
の通りにコンテンツデータストリームを同時に表示する。対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、第1のディスプレイスクリーンと関連づけられるプレーヤーの許可されたイ
ンスタンスの第1のビデオキャンバス上にコンテンツデータストリームを表示する。対話
型コンテンツ分配プラットフォームは、第1のディスプレイスクリーン上のコンテンツデ
ータストリームを表示する第1のビデオキャンバスを選択し、および許可されたプレーヤ
ーと関連づけられる第2のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャンバスの表示を同
時に開始する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、第1のディスプレイスクリー
ン上の第1のビデオキャンバスの表示を終結する。一つの態様において、対話型コンテン
ツ分配プラットフォームは、第1のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャンバスの
移動に応じて第2のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャンバスの表示を開始する
。
【００５５】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法は、以下
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の通りにコンテンツデータストリームを同時に表示する。対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、第1のディスプレイスクリーンと関連づけられるプレーヤーの許可されたイ
ンスタンスの第1のビデオキャンバスにコンテンツデータストリームを表示する。対話型
コンテンツ分配プラットフォームは、第1のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャ
ンバスの位置を監視する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、異なる第2のディ
スプレイスクリーン上で示される第2のビデオキャンバス上で示される制御プログラムを
開始する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、制御プログラムにて入力に応じて
第1のディスプレイスクリーン上の第1のビデオキャンバスの表示を変更させる。
【００５６】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法は、以下
の通りにコンテンツ送達ネットワークから第1の離れたプレーヤーおよび第2の離れたプレ
ーヤーへコンテンツデータストリームを同時に提供する。対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、第1の離れたプレーヤーを認証し、その際、第1の離れたプレーヤーが、関連
づけられる第1のディスプレイスクリーン上の表示を生成するように選択される。対話型
コンテンツ分配プラットフォームは、第2の離れたプレーヤーを認証し、その際、第2の離
れたプレーヤーが、関連づけられる第2のディスプレイスクリーン上の表示を生成するよ
うに選択される。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、認証された第1の離れたプ
レーヤーとコンテンツ送達ネットワークとの間の第1の利用可能な伝送速度および第1の伝
送時間の少なくとも1つを決定する。第1の伝送時間は、認証された第1の離れたプレーヤ
ーとコンテンツ送達ネットワークとの間の平均伝送時間である。対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、認証された第2の離れたプレーヤーとコンテンツ送達ネットワークと
の間の第2の利用可能な伝送速度および第2の伝送時間の少なくとも1つを決定する。第2の
伝送時間は、認証された第2の離れたプレーヤーとコンテンツ送達ネットワークとの間の
平均伝送時間である。一つの態様において、第1の利用可能な伝送速度と第2の利用可能な
伝送速度は、異なる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、認証された第1の離れ
たプレーヤーおよび認証された第2の離れたプレーヤーにコンテンツデータストリームを
同時に伝送し、その際、伝送は、第1の利用可能な伝送速度、第1の伝送時間、第2の利用
可能な伝送速度および第2の伝送時間の少なくとも1つに対応する。対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、第2のディスプレイスクリーン上のコンテンツデータストリームの
表示と実質的に同時に第1のディスプレイスクリーン上のコンテンツデータストリームを
表示する。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、認証された
第1の離れたプレーヤーから認証された第2の離れたプレーヤーへユーザ生成コンテンツデ
ータストリームを渡す。
【００５７】
　もう一つの態様において、本明細書において開示されるコンピュータ実行方法は、以下
の通りにコンテンツデータストリームを表示する。対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムは、プレーヤーの第1の離れたインスタンスを認証し、その際、プレーヤーは、コンテ
ンツデータストリームを表示するための第1のディスプレイスクリーンと関連づけられる
。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、第1のディスプレイスクリーン上のビデオ
キャンバスにおいてコンテンツデータストリームを表示する。対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、第1のコンテンツデータストリームのタイミング、第1のコンテンツデー
タストリームのコンテンツおよび／または第1のコンテンツデータストリームと関連づけ
られるメタデータに応じて第1のディスプレイスクリーン上の第2のビデオキャンバスを同
時に生成する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツデータストリーム
におけるその後のデータから独立した第2のビデオキャンバスを介してトランザクション
を同時に可能にする。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、トランザクションの少
なくとも一部の終了の際、第2のビデオキャンバスを閉じる。一つの態様において、対話
型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツデータストリームの予め定められた間
隔にて第2のビデオキャンバスを生成する。
【００５８】
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　図2～3は、1つまたは複数のコンピュータデバイス209に複数のコンテンツフォーマット
の複数のコンテンツデータストリーム207を同時に分配するためのコンピュータ実行シス
テム200の略図を例示的に図示する。図2を参照して、本明細書において開示されるコンピ
ュータ実行システム200は、ウェブサイトとして実行され、およびネットワークまたはコ
ンテンツ送達ネットワーク（CDN）208、たとえば、インターネットからアクセス可能な対
話型コンテンツ分配プラットフォームを含み、対話型コンテンツ分配プラットフォームは
、離れたコンピュータデバイス209上のブラウザ内で作動するプレーヤーによって、コン
テンツデータストリーム207および対話型通信を離れたコンピュータデバイス209に提供す
る。一つの態様において、離れたコンピュータデバイス209のそれぞれは、ディスプレイ
スクリーン209aおよび画像キャプチャデバイス210、たとえば、コンピュータデバイス209
に接続する市販のウェブカメラまたはビデオカメラを含む。しかし、本明細書において開
示されるコンピュータ実行システム200は、画像キャプチャデバイス210を必要としないも
のと理解される。一つの態様において、たとえば、スマートフォン308a、テレビ308b、パ
ーソナルデジタルアシスタント（PDA）308c、その他を含む複数のピアコンピュータデバ
イス308は、図3に例示的に図示されるように、リアルタイムメディアフロープロトコル（
RTMFP）接続を使用してクライアントコンピュータデバイス209に機能的に接続する。
【００５９】
　本明細書において開示されるコンピュータ実行システム200は、衛星レシーバまたは衛
星レシーバアレイ201、組み込まれたレシーバ/デコーダ（IRD）303などのデコーダ、エン
コーダ304、トランスコーダ203およびたとえば、HTMLメディアサーバ、Adobe（登録商標
）メディア対話型サーバ、その他を含むアプリケーションサーバ205を含む。一つの態様
において、コンテンツデータストリーム207の少なくともいくつかは、衛星伝送から受信
され、およびしたがって、コンテンツデータストリーム207は、衛星フィード201aとして
衛星レシーバまたは衛星レシーバアレイ201にてコンピュータ実行システム200を入力する
。次いで、衛星フィード201aは、デコーダ、たとえば、IRDs 303または動画像符号化専門
家会合（MPEG-2）伝送路202経由でインターネットデータグラムプロトコル（IDP）トラン
スコーダ203）に渡る。衛星レシーバまたは衛星レシーバアレイ201は、種々のコンテンツ
プロバイダからコンテンツデータストリーム207を受信する。さらにまた、コンピュータ
実行システム200は、ネットワーク208、たとえば、仮想私設通信網（VPN）からヘッドエ
ンド206にてチャンネルストリームを受信することができる。したがって、このような入
力は、衛星レシーバまたは衛星レシーバアレイ201およびIRDs 303を介して通過しない。
【００６０】
　統合されたレシーバ/デコーダ（IRDs）303は、コンテンツ送達ネットワーク208を介し
て再放送を対象とした投稿フィードの受信または放送ノードのために使用される。IRD 30
3は、受信する衛星レシーバアレイ201またはネットワークとエンコーダ304との間のイン
タフェースである。衛星レシーバアレイ201経由で受信したデジタル放送ストリームは、I
RDs 303によってデコードされ、出力は、エンコーダ304に渡される。エンコーダ304は、
コンテンツデータストリーム207を予め定められたコンテンツフォーマット、たとえば、A
dobe Systems IncorporatedのAdobe（登録商標）Flex Builderソフトウェアと互換性のあ
るコンテンツフォーマットにコード化する。エンコーダ304は、下記｛かき｝のように、
コンテンツデータストリーム207を多数オーサリングプログラム、たとえば、Adobe Syste
ms Incorporated のAdobe（登録商標）Flex BuilderソフトウェアまたはApple, Inc.のQu
ickTime（登録商標）にコード化する。コード化は、たとえば、HTMLメディアサーバによ
ってサポートされるH.264コード化を含む。暗号化は、たとえば、Adobe（登録商標）メデ
ィア権利管理サーバインプリメンテーション、たとえば、リアルタイムメッセージングプ
ロトコル（RTMP）またはリアルタイムメッセージングプロトコル暗号（RTMPE）インプリ
メンテーションによって提供され得る。一つの態様において、それぞれの個々のコンテン
ツデータストリーム207は、暗号化される。たとえば、コンテンツデータストリーム207は
、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208への次世代標準暗号方式（AES）暗号化伝送制
御プロトコル（TCP）接続経由でプレーヤーの認証されたインスタンスに送達され得る。
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エンコーダ304は、コンテンツデータストリーム207を生成し、それは、ヘッドエンド206
にてAdobe（登録商標）Flex Builderソフトウェアに送られ、それは、コンテンツデータ
ストリーム207をCDN 208または放送ノードに転送する。
【００６１】
　一つの態様において、コンテンツデータストリーム207は、ネットワークハブから最終
ネットワークノードへHTMLメディアサーバソフトウェアを使用して、リアルタイムメッセ
ージングプロトコル（RTMP）およびリアルタイムメッセージングプロトコル暗号（RTMPE
）経由で送達される。一つの態様において、エンコーダ304からのコンテンツデータスト
リーム207は、私設通信網によってAdobe（登録商標）Flex Builderソフトウェアに送られ
、次いで、コンテンツデータストリーム207は、トークン認証によって、Adobe（登録商標
）Flex Builderソフトウェアからコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208に渡される。ト
ランスコーディングおよび集約は、トランスコーディングプロセスの間、冗長に保護され
た私設通信網上で行われて、コンテンツデータの侵害を予防する。また、コンテンツデー
タストリーム207の永久記憶は、私設通信網内であり、およびキャッシュサーバ、たとえ
ば、Adobe（登録商標）Flex Builderソフトウェアおよび必要に応じてCDN 208にリレーさ
れる。ヘッドエンド206は、アドレス潜在性ハードウェア障害に冗長性を含むことができ
る。コード化され、および暗号化されたコンテンツデータストリーム207は、離れたクラ
イアントコンピュータデバイス209ならびにデジタル録画などの選択的一時的アーカイブ
への分配のためにヘッドエンド206にてエンコーダ304から渡る。
【００６２】
　図2に例示的に図示されるように、コンテンツデータストリームは、衛星フィード201a
として衛星レシーバアレイ201にて受信され、および第1のコンテンツフォーマットにおけ
るインターネットデータグラムプロトコル（IDP）トランスコーダ203に渡されることがで
き、IDPトランスコーダ203は、予め定められたコンテンツフォーマットにコンテンツデー
タストリームのフォーマットをコード変換する、または変換して、コード変換されたコン
テンツデータストリーム204を生成する。次いで、コード変換されたコンテンツデータス
トリーム204は、たとえば、アプリケーションサーバ205におけるAdobe（登録商標）Flex 
Builderソフトウェアに渡り、コンテンツデータストリーム207は、暗号化され、およびプ
ロセッサ、中央処理装置（CPU）208aまたはコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208に、
および次いで、特定の加入したユーザ211と関連づけられるプレーヤーの認証されたイン
スタンスに渡される。
【００６３】
　図3を参照して、コンテンツデータは、衛星レシーバアレイ201にて受信され、ラジオ周
波数（RF）トランシーバー302、統合されたレシーバ/デコーダ（IRDs）303およびエンコ
ーダ304を介して渡され得る。エンコーダ304から、コンテンツデータストリーム207は、
与えられたコンテンツデータストリーム207を認証されたアクセス要求に応じてプレーヤ
ーインスタンスにキャッシュに記憶｛かくのう｝するおよび送達するために、コンテンツ
送達ネットワーク（CDN）208および／またはビデオオンデマンド（VOD）システム307に提
供され得る。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、プログラムガイド310をさらに
含む。プログラムガイド310は、対話型コンテンツ分配プラットフォームのグラフィカル
ユーザインタフェース（GUI）経由で、図2に例示的に図示されるユーザ211にコンテンツ
データストリーム207と関連づけられる情報を提供する。併せて、コンテンツデータスト
リーム207と関連づけられる情報/データは、動作メッセージフォーマット（AMF）または
セキュアソケットレイヤー（SSL）接続を使用してRuby on Rails（登録商標）システム関
連データベースおよびストレージエリアネットワーク（SAN）309を介してプログラムガイ
ド310からクライアントコンピュータデバイス209へ伝送される。
【００６４】
　図3は、本明細書において開示されるコンピュータ実行システム200における構成要素の
代わりの構成の略図を例示的に図示する。略図は、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムによって、対話型テレビコンテンツのインターネットストリーミングを描写する。従来
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のテレビシステムと同様に、衛星レシーバアレイ201は、衛星レシーバアレイ201が狙いを
定められる方向における空がはっきり見えるための方向および高度に物理的に取り付けら
れ、および狙いを定められる。衛星レシーバアレイ201は、衛星301から放送シグナルを受
信する。光ファイバケーブルの複数の量は、衛星レシーバアレイ201が取り付けられる建
物から横切る。衛星レシーバアレイ201におけるそれぞれの衛星アンテナに接続するスプ
リッタは、一連の統合されたレシーバ/デコーダ（IRDs）303に放送衛星シグナルを分割す
る。IRDs 303は、ラジオ周波数（RF）トランシーバー302経由で衛星レシーバアレイ201か
ら放送衛星シグナルを受信し、および受信した放送衛星シグナルをデコードする。一つの
態様において、伝送チャンネルあたり1つのIRD 303がある。デジタルIRDs 303は、シリア
ルデジタルインタフェース（SDI）出力においてビデオシグナルを送達する。次いで、エ
ンコーダ304は、一連の工程を介してSDIフィードを変換して、アプリケーションサーバ20
5において記憶されるソフトウェア、たとえば、Adobe（登録商標）Flex Builderソフトウ
ェアのためのコード化されたフィードを製作する。エンコーダ304からコード化されたフ
ィードは、たとえばリアルタイムメッセージング伝送プロトコル暗号（RMTPE）を使用し
てコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208への分配の前に、リアルタイムメッセージング
プロトコル（RMTP）を使用して、アプリケーションサーバ205を介して渡される。これは
、コンテンツデータストリーム207へのデジタル著作権管理（DRM）およびメタデータの抽
出および／または添加などの技術を使用してコード化されたフィードの操作を可能にする
。キャッシュに記憶された静的なおよび／またはライブコンテンツは、CDN 208において
流され、およびキャッシュに記憶｛かくのう｝される。
【００６５】
　エンコーダ304は、ユーザデータプロトコル（UDP）接続を使用してストリームマネージ
ャ305にコード化されたフィードを伝送する。ストリームマネージャ305は、ハイパーテキ
スト転送プロトコル（HTTP）接続を使用して、モニタリングおよびサポート構成要素306
にコード化されたコンテンツデータストリーム207を伝送する。モニタリングおよびサポ
ート構成要素306は、対話型コンテンツ分配プラットフォームによって行われる管理およ
び／または広告機能を管理する。モニタリングおよびサポート構成要素306は、コンテン
ツデータストリーム207、ユーザ生成コンテンツデータストリーム207、コンテンツデータ
ストリーム207のスケジューリング、その他を調達するおよび管理する。また、広告主お
よびコンテンツプロバイダは、リアルタイムにおけるこれらのキャンペーンの有効性およ
びこれらのコンテンツデータトリーム207がどのように統合されるかの状態を見ることが
できる。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、広告主が、コ
ンテンツデータストリーム207における広告コンテンツを挿入し、および人口統計学的タ
ーゲティングのためにコンテンツデータストリーム207にタグを付けることを可能にする
。モニタリングおよびサポート構成要素306は、リアルタイムメッセージングプロトコル
（RTMP）経由でコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208と通信する。
【００６６】
　一つの態様において、ヘッドエンド206は、衛星レシーバアレイ201、アプリケーション
サーバ205、大容量記憶デバイス、インターネットデータグラムプロトコル（IDP）トラン
スコーダ203、その他を含む一つの態様において、アプリケーションサーバ205は、コンテ
ンツデータストリーム207およびコンテンツソースと関連づけられるさらなる情報を記憶
する。もう一つの態様において、アプリケーションサーバ205は、コンテンツデータスト
リーム207と関連づけられるメトリック情報が記憶され、ウイルスのコンテンツ、マーケ
ティング情報、その他が収集されるデータウェアハウスとして動作する。もう一つの態様
において、ヘッドエンド206は、統合されたレシーバ/デコーダ（IRDs）303などのデコー
ダ、ラジオ周波数（RF）トランシーバー302およびエンコーダ304を含む。一つの態様にお
いて、ヘッドエンド206は、広告コンテンツのサーバまたは記憶を含む、またはそれと通
信することができ、それは、許可されたプレーヤーの特定のインスタンスに選択的に提供
することができる。コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208または放送ノードから、コン
テンツデータストリーム207は、プレーヤーのインスタンスによって表示のために離れた
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クライアントコンピュータデバイス209に選択的に送られる。プレーヤーは、図4～5に例
示的に図示されるように、次いで、その後のログインのために提供する対話型コンテンツ
分配プラットフォームに登録することよって得られる。ピアコンピュータデバイス308は
、たとえば、リアルタイムメディアフロープロトコルを介して、クライアントコンピュー
タデバイス209経由でコンテンツデータストリーム207にアクセスする。
【００６７】
　図4は、複数のユーザを登録するために対話型コンテンツ分配プラットフォームによっ
て実行されるウェブサイト401のエレメントを示す流れ図を例示的に図示する。ユーザは
、アカウントを確立することによって、対話型コンテンツ分配プラットフォームに登録し
、その際、アカウントは、複数のサブアカウントを有することができる。たとえば、アカ
ウントは、アカウント所有者が一次アカウント、および少なくとも1つのサブアカウント
、および特定の構成、複数のサブアカウントを確立する場合、クレジットカードの保有者
によって作成されることができる。アカウント所有者は、サブアカウントのそれぞれのプ
ロフィールを決定することができる。すなわち、アカウント所有者は、コンテンツおよび
セキュリティのレベルをそれぞれのサブアカウントに割り当てることができる。サブアカ
ウントは、アクセス、フィルタリング、購買ならびに接触の一定の時に限定されることが
できる。一つの態様において、それぞれのサブアカウントは、予め定められた年齢範囲に
基づいて分類されることができる、またはユーザ年齢は設定されることができ、および対
話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザ年齢につれて年齢グループを介してユー
ザを移動することができる。年齢グループは、たとえば、0～6、7～13、13～16、16～18
および18より年上を含む。一次アカウントが、図2～3に例示的に図示されるネットワーク
またはコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208上で検索可能であり得る一方で、一つの態
様において、サブアカウントは見えないように保護されている。
【００６８】
　さらに、サブアカウントが、たとえば、ビデオを介して、友人と直接通信しようとする
場合、アカウント所有者は、友人と関連づけられるアカウント所有者に連絡しなければな
らず、その際、連絡先情報が両方向に交換される。したがって、いずれのアカウントも、
差し出された通信を受け入れる、または拒絶することができる。次いで、受信した通信先
情報は、2つのサブアカウント間の直接的な連絡のための許可として、それぞれのアカウ
ント所有者によって対話型コンテンツ分配プラットフォームに提供される。図2～3に例示
的に図示される全ての接続およびコンテンツデータストリーム207は、統合性および許可
を維持するために監査される。暗号化に関して、全てのコンテンツデータストリーム207
は、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208または放送ノードに次世代標準暗号方式（AE
S）伝送制御プロトコル（TCP）接続経由で図2～3に例示的に図示されるクライアントコン
ピュータデバイス209上のプレーヤーに送達される。クライアント、すなわち、離れたコ
ンピュータデバイス209は、たとえば、コンテンツデータストリーム207を保護するために
逆コンパイル耐性、ストリームキャプチャおよび公知の攻撃ベクターを含むセキュリティ
最良実施のために試験される。
【００６９】
　コンピュータデバイス209を使用するユーザは、グラフィカルユーザインタフェース（G
UI）経由で対話型コンテンツ分配プラットフォームのホームページ402にアクセスする。
対話型コンテンツ分配プラットフォームは、複数のホームページ選択肢、たとえば、ログ
インスクリーン407、「～に関して」のセクション412、登録解析構成要素403、その他を
ユーザに提供する。ユーザは、登録解析構成要素403によって提供される登録セクション4
05経由で対話型コンテンツ分配プラットフォームに加入する。対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、加入したユーザと関連づけられる登録情報を解析するように構成された
複数の登録解析構成要素403を含む。登録解析構成要素403は、たとえば、頻繁なコード構
成要素404、登録人口統計学的構成要素406、その他である。対話型コンテンツ分配プラッ
トフォームは、登録人口統計学的構成要素406経由で登録人口統計学を維持し、および頻
繁なコード構成要素404経由で頻繁なコード変化を管理する。対話型コンテンツ分配プラ
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ットフォームは、ユーザが、対話型コンテンツ分配プラットフォームに加入する、または
ログインすることを可能にするためのログインスクリーン407をユーザに提供する。対話
型コンテンツ分配プラットフォームは、GUI経由でユーザによって提供されるログイン情
報の成功した認証の際に、初期画面408にユーザを導く。対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、ユーザが、ユーザプロフィールセクション409から彼／彼女のユーザアカウ
ントを管理することを可能にし、その際、ユーザはたとえば、ユーザアカウントを作成、
修正変更、削除、その他をすることができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは
、ユーザが、招待友人セクション410からその他のユーザに招待を送ることを可能にし、
たとえば、彼らが対話型コンテンツ分配プラットフォームに加入する、グループ、その他
に参加することを可能にする。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、統合されたサ
イバー環境（ICE）411を提供して、ユーザがICEプレーヤーを使用してコンテンツデータ
ストリーム207にアクセスすることを可能にする。ICEプレーヤーは、たとえば、Adobe（
登録商標）技術を使用して、デザインされ、および作成される。対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、Adobeの治療的に関連した複数の経路（TRMP）およびTRMPストリーミ
ングプロトコルを使用して、コンテンツソースまたはコンテンツ所有者、たとえば、スタ
ジオ、コンテンツ所有者、ブロードキャスター、コンテンツシンジケート、その他が、図
2～3に例示的に図示されるアプリケーションサーバ205、たとえば、ウェブブラウザにお
けるHTMLプレーヤーまたはAdobe（登録商標）AIR（登録商標）に基づいたデスクトップア
プリケーションに対するHTMLメディアサーバからコンテンツデータストリーム207を確実
に送達することを可能にする。HTMLメディアサーバおよびHTMLプレーヤーは、リアルタイ
ムメッセージングプロトコル（RTMP）を使用して、コンテンツデータストリーム207の伝
送および／または受信のために通信する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、HT
MLプレーヤークライアント間にRTMPハンドシェイクを実施し、および接続要求が予想され
るソースから受信されることを保証するために、小さいウェブフォーマット（SWF）検証
を行う。
【００７０】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームの「～に関して」セクション412は、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームによってサポートされる異なる特徴についての情報を提供
する。「～に関して」セクション412は、たとえば、管理セクション413、メディアセンタ
ー414、サポート知識ベース415、連絡セクション416、パートナーセクション417、ブログ
セクション418、「サービスのタイプ」セクション419、プライバシーポリシーセクション
420、その他を含む。管理セクション413は、対話型コンテンツ分配プラットフォームのウ
ェブサイト401の管理と関連づけられる情報を提供する。メディアセンター414は、ジャー
ナリスト、ブロガー、加入者、その他などのユーザが、対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームと関連づけられる最新のメディア関連情報を受信する、および／または提供するこ
とを可能にする通信プラットフォームとして提供される。サポート知識ベース415は、た
とえば、対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401と関連づけられる対
話型コンテンツ分配プラットフォーム、その他の複数のユーザまたはサポートチームによ
って寄与される情報、指針および質疑応答を含むリポジトリである。連絡セクション416
は、対話型コンテンツ分配プラットフォームを管理する企業の連絡先詳細についての情報
を提供して、ユーザが対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401と関連
づけられる任意の技術的な/非技術的な問い合わせで企業の異なる管理部と連絡すること
を可能にする。パートナーセクション417は、対話型コンテンツ分配プラットフォームを
管理する企業のビジネスパートナーについての情報を提供する。ブログセクション418は
、対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401上の登録された、および登
録されていないユーザによって提供される複数のブログ、記事、ポスト、その他を提供す
る。「サービスのタイプ」セクション419は、ユーザが対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームに登録することを選択することができる加入スキームの異なるタイプについての情
報を提供する。プライバシーポリシーセクション420は、対話型コンテンツ分配プラット
フォームのウェブサイト401を使用するための契約条件および対話型コンテンツ分配プラ
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ットフォームが、たとえば、ユーザ情報、コンテンツデータストリーム207、コンテンツ
データストリーム207と関連づけられる情報、コンテンツソースと関連づけられる情報、
その他をどのように管理する、共有する、および／または記憶するかについての情報を含
むプライバシー契約または法律書類についての情報を提供する。
【００７１】
　図5は、図4に例示的に図示されるウェブサイト401として実行される対話型コンテンツ
分配プラットフォームへのログイン機構のフローチャートを例示的に図示する。コンピュ
ータデバイス209、たとえば、スマートフォンを使用するユーザ211は、対話型コンテンツ
分配プラットフォームのグラフィカルユーザインタフェース（GUI）上のホームページ402
にアクセスして、対話型コンテンツ分配プラットフォームにログインする。対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームは、ユーザ211を促して、ユーザ211が新たなユーザまたは登録
されたユーザかどうか501特定する。ユーザ211が対話型コンテンツ分配プラットフォーム
に登録されていない場合、ユーザ211は、対話型コンテンツ分配プラットフォームのGUI経
由で、たとえば、電子メール（Eメール）リンクコード503を提供することによって、対話
型コンテンツ分配プラットフォームによって提供された署名登録スクリーン502経由で対
話型コンテンツ分配プラットフォームに署名登録してもよい。次いで、対話型コンテンツ
分配プラットフォームは、ユーザ211がユーザアカウント、たとえば、登録情報504a、個
人性情報504b、パッケージの選択504c、課金情報504d、登録のための確認504e、その他と
関連する情報を提供することを促される署名登録プロセス504を介してユーザ211を案内す
る。ユーザ211が登録されたユーザである場合、ユーザ211は、GUI経由でログインスクリ
ーン407における彼／彼女のログイン証明書を入力することができる。次いで、対話型コ
ンテンツ分配プラットフォームは、初期画面408にユーザ211を導く。ユーザ211は、対話
型コンテンツ分配プラットフォームへの成功したログイン後の開始セクション505を介し
て、図2～3に例示的に図示されるコンテンツ送達ネットワーク208経由で対話型コンテン
ツ分配プラットフォームによって提供される任意のコンテンツデータソースにアクセスす
ることができる。
【００７２】
　図6は、図2～3に例示的に図示されるコンテンツデータストリーム207を提示する、およ
び見るためのプレーヤー607内でのビデオキャンバスの操作のためのプロセスの流れ図を
例示的に図示する。一つの態様において、コンテンツデータストリーム207の安全および
品質解析は、市販のソフトウェアプログラムを使用して、自動的にならびに積極的に行う
ことができる。たとえば、接続およびアクティビティは、市販のファイアウォールおよび
侵入検出コンピュータプログラム経由で積極的におよび自動的に監視される。その上、ク
ライアントサンプリングを、異常な使用パターンを監視し、および識別するよう使用する
ことができる。コンテンツデータストリーム207のコード化および伝送は、コンテンツ効
率低下事象において自動的に再開し、および構成される。クライアント位置にてプレーヤ
ー607の全てのインスタンス、コンテンツデータストリーム207の伝送、コンテンツ送達ネ
ットワーク（CDN）208の操作および図2～3に例示的に図示される1つまたは複数のコンピ
ュータデバイス209間のデータインタラクションおよび対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームは、モニタリングおよび検査ポイントを提供して、コンテンツ統合性を維持する並
びにコンテンツデータストリーム207の送達の裁判分析を提供する。
【００７３】
　認証されたプレーヤー607のストリームマネージャ305は、コンテンツ送達ネットワーク
（CDN）208または放送ノードからコンテンツデータストリーム207を要求する。次いで、
要求されたコンテンツデータストリーム207は、CDN 208または放送ノードからストリーム
マネージャ305に渡され、今度はそれは、ビデオスイッチ601にシグナルを渡す。次いで、
ビデオスイッチ601は、プレーヤー607におけるビデオキャンバスにコンテンツにデータス
トリーム207を渡し、およびしたがって、図2に例示的に図示される関連づけられるディス
プレイスクリーン209a上で見ることができる、または聞くことができる。メトリクスマネ
ージャ608は、ビデオキャンバスからメトリクスを受信し、および放送ノードまたはCDN 2
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08にメトリクスに対応するメトリクスまたはデータを提供する。次いで、放送ノードまた
はCDN 208は、コンテンツデータストリーム207を調整する、または変化させ、およびスト
リームマネージャ305にコンテンツにデータストリーム207を渡す。プレーヤー607、たと
えば、ビデオプレーヤーは、複数のビデオ、音声、および対話型機能、セキュリティおよ
びモニタリングを提供するための単一のプレーヤーである。単一のプレーヤー607が用い
られるときに、同じコードベースは、ビデオ、音声、および対話型機能、セキュリティお
よびモニタリングのそれぞれに使用され得る。プレーヤー607は、ビデオキャンバスを含
み、および統合試験分離およびコンテンツデータストリーム統合性を提供する。プレーヤ
ー607は、対話型コンテンツ分配プラットフォームに登録されたユーザアカウントにログ
インまたは認証されたアクセスの際、HTML Installerなどのインストーラ経由で、または
iPhone（登録商標）のためのAppStore経由で、ユーザのコンピュータデバイス209上で自
動的にインストールされる。したがって、プレーヤー607は、市販の構成に従って暗号化
されたコンテンツデータストリーム207をデコードする。下記のように、Adobe（登録商標
）スイートにおいて、解読キーは、Adobe Systems IncorporatedのActionScript（登録商
標）仮想マシン（AVM）の構成要素であり、および任意の現在公知の小さいウェブフォー
マット（SWF）逆コンパイルプロセスにおいて明らかにされないように選択する。
【００７４】
　図6に例示的に図示されるように、プレーヤー607は、ビデオウィンドウ602；ビデオス
クリム603、ビデオウィンドウ制御604、ビデオ広告オーバレイ605、ビデオメトリクスオ
ーバレイ606およびブラウザ経由でアクセス可能なビデオプレーヤー607を含む。ビデオウ
ィンドウ602は、ビデオウィンドウクラスを使用して離れたコンピュータデバイス209また
はクライアントのグラフィカルユーザインタフェース（GUI）に統合される：
　　　　　　　　<media:VideoWindow
　　　　　　　　　　　　Id=”mywindow”
　　　　　　　　　　　　Width=”800”
　　　　　　　　　　　　Height=”450”
　　　　　　　　　　　　VideoAlign=”center”
　　　　　　　　　　　　playerType=”vod”
　　　　　　　　　　　　showMetrics=”true”
　　　　　　　　　　　　showControls=”false”
　　　　　　　　　　　　windowControls=”VideoWindowsControls_Instance”
　　　　　　　　　　　　streamToken=”gemTestStream1”
　　　　　　　　　　　　clientToken=”gemTestClient”/>
【００７５】
　上のタグは、メトリクスマネージャ608、広告マネージャ609、ストリームマネージャ30
5およびビデオスイッチ601におけるビデオウィンドウ602のインスタンスを作成する。イ
ンスタンスのこのセットは、たとえば、コンテンツまたはピクチャーインピクチャー（PI
P）ビデオ経由で、任意の与えられた時にてクライアントコンピュータデバイス209におけ
る任意の数のコンテンツデータストリーム207であり得る固有のストリームパスを構成す
る。ビデオウィンドウクラスの特性は以下である：（a）幅と高さがビデオ縦横比に対応
しない、またはその正常なサイズより小さく縮小される、次いで、ビデオが左側、中心ま
たは右側に整列させることができるかどうかを特定する「VideoAlign」；（b）主なウィ
ンドウにおいてデフォルトライブおよびビデオオンデマンド（VOD）ストリームを用いる
「playerType」。playerType「preview」は、スケジュールグリッドにおけるカーソルを
移動させるなどのストリーミングコンテンツデータストリーム207のプレビューを見るた
めにプレーヤー607を最適化する。playerType「chat」は、ビデオチャットのためにプレ
ーヤー607を構成する。任意のPIPストリームおよび出力チャットストリームを見るために
、playerType「preview」ビデオは使用される；（c）プレーヤー診断オーバレイを見える
ようにする「showMetrics」；（d）インラインプレーヤー制御を示す、または隠す「show
Controls」；（e）カスタマイズされたインラインビデオ制御を提供するために、ビデオ
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ウィンドウ制御604を拡張するビデオウィンドウクラスのインスタンスを渡す「windowCon
trols」；（f）プレーするコンテンツデータストリーム207を参照する「streamToken」、
その際、コンテンツデータストリーム名は、クライアントコンピュータデバイス209の許
可およびコンテンツデータストリーム要求の後まで、クライアントプレーヤー607に渡さ
れない；（g）スタートアップにおいてクライアントコンピュータデバイス209に渡された
固有のセッション参照であり、それがストリームマネージャ305における許可のために使
用される「clientToken」；（h）コンテンツデータストリーム207が、コンテンツデータ
ストリーム207が利用可能になるとすぐに自動的にプレーするかどうかを特定する「autoP
lay」。
【００７６】
　さらなるビデオウィンドウクラスは、GUIにおいてどこでもビデオリモートコントロー
ル610を埋め込むことを可能にする。方法、たとえば、プレー、休止、再開、シーク、そ
の他は、呼び出されることができ、それは特定のインスタンスのためのコンテンツデータ
ストリーム207の輸送を制御し、およびイベント、たとえば、ネットストリームイベント
、メトリクスイベント、広告イベント、その他が、ストリームパスから発射される：
　　　　　　　　<media:VideoPlayerRemote
　　　　　　　　　　　　streamPath=”{mywindow.streamPath}/>”
【００７７】
　「VideoPlayerRemote」ビデオウィンドウクラスの特性は、固有のストリームパス、た
とえば、特定のライブコンテンツデータストリーム207、VODコンテンツのストリーミング
の間のチャットセッション、その他のための固有の識別子が、ビデオリモート610によっ
て制御されることを特定「streamPath」を含む。いくつかの動的エレメントは、大きなア
イコンまたはスクリム603として、ビデオ停止状態の間、全てのビデオウィンドウ602をカ
バーするビデオスクリムオーバレイを含む、ビデオなどのコンテンツデータストリーム20
7と関連づけられるメタデータによって同時に制御される；ビデオスクリム603の下で、も
しあれば、停止状態の間、全てのその他のビデオウィンドウ構成要素をおおってまたは上
に表示される画像を提供する静止画像；およびネットストリーム広告イベントの間にトリ
ガーされるビデオ広告オーバレイ605。広告マネージャ609は、広告の同時のストリーミン
グおよび表示を管理する。
【００７８】
　プレーヤー607は、クライアントコンピュータデバイス209にて同時にコンテンツデータ
ストリーム207の容積をさらにモニターし、および伝送速度および処理容量を含む利用可
能資源を割り当てる。すなわち、プレーヤー607およびそれ故、ビデオキャンバスのそれ
ぞれのインスタンスは、相互依存し、およびそれぞれのプレーヤーインスタンスの利用要
求は、ビデオキャンバスの残りのインスタンスの機能である。また、プレーヤー607は、
クライアントコンピュータデバイス209を許可して、それぞれ対応するビデオキャンバス
内で同時に複数のコンテンツデータストリーム207のPIP視聴を開始する。一つの態様にお
いて、PIPと関連づけられるオーディオは、クライアントコンピュータデバイス209を使用
するユーザが主なビデオキャンバスとしてPIPを選択するまで消される。一つの態様にお
いて、特定のビデオキャンバスと関連づけられるオーディオは、ディスプレイスクリーン
209a上のカーソルの位置に応じて自動的に可能にする、および無効にすることができる。
対話型コンテンツ分配プラットフォームが、カーソルまたはもう一つの入力デバイスの位
置およびビデオキャンバスの1つまたは複数の位置を監視するときに、対話型コンテンツ
分配プラットフォームは、ユーザによる任意のクリックを必要とせずに、関連づけられる
オーディオデータを可聴にさせるカーソルの位置を用いる。したがって、カーソルを動か
して与えられたビデオキャンバスを覆わせることによって、プレーヤー607は、十分な音
量を自動的に開始することができ、その一方で、あけられたビデオキャンバスのオーディ
オを終結する。
【００７９】
　したがって、ビデオキャンバスは、前の市販のGUIのウィンドウと異なる。本明細書に
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おいて開示されるビデオキャンバスは、単一のプレーヤー607の制御下であり、その際、1
つのビデオキャンバスのコンテンツデータストリーム207が、第2のビデオキャンバスにて
提示されているコンテンツデータストリーム207に依存する。したがって、1つのビデオキ
ャンバスにおけるコンテンツデータストリーム207の表示は、同じディスプレイスクリー
ン209a上の第2のビデオキャンバスにおける第2のコンテンツデータストリーム207の表示
に同時に適応可能である。さらにまた、ビデオキャンバスは、同時に異なるコード化フォ
ーマットを含む異なるコンテンツフォーマットのコンテンツデータストリーム207を提示
することができる。
【００８０】
　プレーヤー607は、ウェブブラウザなどの共通の市販のコンピュータプログラムを使用
して同時に視聴アニメーションおよび映画のためのマルチメディアオーサリングプログラ
ムにおいて構築される。利用可能なウェブブラウザは、たとえば、Microsoft Corporatio
nのWindows（登録商標）Internet Explorer（登録商標）、Mozilla Foundation のMozill
a（登録商標）Firefox（登録商標）、Apple Inc.のApple Safari（登録商標）、Google（
登録商標）ChromeおよびOpera Software ASA CorporationのOperaを含む。したがって、
プレーヤー607は、ブラウザウインドウとして、クライアントコンピュータデバイス209上
のブラウザ内で実行する。
【００８１】
　マルチメディアオーサリングプログラムの例は、Adobe（登録商標）Flash（登録商標）
プレーヤーまたはFlash（登録商標）プレーヤーである。Flash（登録商標）プレーヤーは
、Macromediaによって作成され、およびAdobe Systems Incorporatedによって現在開発さ
れ、および分配される広く分配された所有権を主張できるマルチメディアおよびアプリケ
ーションプレーヤーである。Flash（登録商標）プレーヤーは、小さいウェブフォーマッ
ト（SWF）またはショックウェーブまたはAdobe（登録商標）Flash（登録商標）オーサリ
ングツールによって、またはAdobe（登録商標）Flex（登録商標）によって、または多数
のその他のMacromediaおよび第三者ツールによって作成されることができる標準交換フォ
ーマット（SEF）ファイルを実行する。Adobe（登録商標）Flash（登録商標）は、マルチ
メディアオーサリングプログラムおよびAdobe（登録商標）Flash（登録商標）プレーヤー
の両方をしばしば参照し、それは、ベクターおよびラスタ図形処理、ActionScript（登録
商標）と呼ばれるネイティブスクリプト言語およびビデオとオーディオの両方向ストリー
ミングを使用する。Adobe（登録商標）Flash（登録商標）は、オーサリング環境であり、
およびAdobe（登録商標）Flash（登録商標）プレーヤーは、Adobe（登録商標）Flash（登
録商標）ファイルを実行するために使用される仮想マシンである。工業文献において、用
語「Flash」が、オーサリング環境、プレーヤー607またはアプリケーションファイルを意
味することができるものと理解される。Adobe（登録商標）Flash（登録商標）を参照する
全てが、Flash（登録商標）およびまた、HTMLプログラミングへの任意の将来の修正変更/
添加を含むことが、さらに理解される。Adobe（登録商標）Flash（登録商標）プレーヤー
は、選択されたプラットフォーム上の多数のウェブブラウザ、たとえば、Mozilla（登録
商標）Firefox（登録商標）、Opera、Safari（登録商標）およびInternet Explorer（登
録商標）の最近のバージョンのためのプラグインとして利用できる。その上、Adobe（登
録商標）Flash（登録商標）は、複数のモバイルオペレーティングシステムと互換性があ
る。Adobe（登録商標）は、コンテンツデータストリーム207がコンピュータデバイス209
、たとえば、テレビ（TVs）、タブレット、スマートフォンおよび任意のその他のデジタ
ルデバイスに伝送されることを可能にする開発され、アップデートされた複数のソフトウ
ェアを有する。それ故、Adobe（登録商標）Flash（登録商標）は、対話型コンテンツ分配
プラットフォームが実行する多くのAdobe（登録商標）ソフトウェアの1つだけを表示する
。マルチメディアオーサリングプログラムのもう一つの例は、モバイル対話型特徴、アニ
メーションおよびその他のアニメーションとして製作された対話型コンテンツを作成する
ためのHTML5である。
【００８２】
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　例証の目的のために、詳細な説明は、マルチメディアオーサリングプログラムとしての
Adobe（登録商標）Flash（登録商標）を参照する；しかし、本明細書において開示される
コンピュータ実行方法およびシステム200の範囲は、図2～3および図10に例示的に図示さ
れ、Adobe（登録商標）Flash（登録商標）の使用に限定されないが、拡張されてハイパー
テキストマークアップ言語（HTML）、HTML5およびAdobe Systems Incorporatedのその他
のAdobe（登録商標）ソフトウェア、たとえば、Adobe（登録商標）Flex（登録商標）、Ad
obe（登録商標）AIR（登録商標）、Adobe（登録商標）Cold Fusion、Adobe（登録商標）P
hotoshop（登録商標）Touch、Adobe（登録商標）Collage、Adobe（登録商標）Debut、Ado
be（登録商標）Ideas、Adobe（登録商標）Kuler（登録商標）、Adobe（登録商標）Proto
、Adobe（登録商標）Edge、その他を含んでもよい。したがって、Adobe（登録商標）Flas
h（登録商標）は、たとえば、コンテンツの30までのライブストリームが、TVs、タブレッ
ト、スマートフォン、その他などのデジタルデバイス上へ流すことを可能にする新たな技
術にAdobe Systems Incorporatedによって更新されてきた。
【００８３】
　一つの態様において、コンテンツ送達ネットワーク208（CDN）の端部ノードからクライ
アントコンピュータデバイス209へ、コンテンツデータストリーム207は、アプリケーショ
ンサーバ205、たとえば、HTMLメディアサーバを使用してソフトウェアクライアントに直
接同時にを送達される。プレーヤー607のためのもう一つのマルチメディアオーサリング
プログラムは、Apple Inc.によって開発された。QuickTime（登録商標）は、デジタルビ
デオ、メディアクリップ、音、テキスト、アニメーション、音楽および対話型パノラマ画
像の種々のフォーマットを扱うことができる。QuickTime（登録商標）ストリーミングサ
ーバは、QuickTimeフォーマットにおけるストリーミングコンテンツデータストリーム207
にとって申し分のないものであると見いだしてきた。プレーヤー607は、認証されたクラ
イアントコンピュータデバイス209、たとえば、コンピュータ、タブレット、スマートフ
ォン、TV、その他に接続するディスプレイスクリーン209aに同時に複数のコンテンツデー
タストリーム207を送達するように構成される。
【００８４】
　ユーザ入力が対話型コンテンツ分配プラットフォームの図4に例示的に図示されるウェ
ブサイト401を介して通過するにつれ、全てのユーザインタラクションは、たとえば、キ
ーストロークまたはキーロギング並びにスクリーンロギングによって監視される、および
記録されることができる。したがって、ウェブサイト401およびそれ故、関連づけられる
コンテンツデータストリーム207に関するユーザのそれぞれの動作は、同時に測定される
ことができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームによって測定されるユーザ動作は
、たとえば、コンテンツデータストリーム207を見ることの開始および放棄あるいは終了
を含む；コンテンツデータストリーム207、その他を見ることを休止し、および再開する
こと。このモニタリングを、動的または積極的なフィルタリングを提供するために使用す
ることができる。特定のサイトが、個々のユーザによって制限されるように、対話型コン
テンツ分配プラットフォームは、関連づけられるウェブサイトのこのような制限をモニタ
ーし、および異なるクラスまたは制限されたグループにウェブサイトを自動的に追加する
ことができる。ジオロケーションが、対話型コンテンツ分配プラットフォームがそれぞれ
のクライアントコンピュータデバイス209の位置を知ることを可能にするときに、対話型
コンテンツ分配プラットフォームは、その他のユーザの機能並びに地理的な位置につれて
同時にウェブサイトの分類を合わせる。たとえば、New York Cityにおいて制限されない
ことは、Saudi Arabiaにおいて制限さるかもしれない。動的フィルタリングは、与えられ
たユーザの異なるサブアカウントに一義的に適用することができる。一つの態様において
、アカウントは、複数のサブアカウントを有してもよく、サブアカウントのそれぞれは、
特定のユーザまたは年齢範囲と関連づけられる。次いで、対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、選択された年齢およびそれ故、サブアカウントのための一定のウェブサイト
を制限することができ、それによって、異なるサブアカウントが異なるコンテンツデータ
ストリーム207またはウェブサイトを見ることを可能にする。
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【００８５】
　図7は、例示的に図2～3に図示されるコンテンツデータストリーム207の少なくとも品質
を制御するための伝送およびユーザメトリクスを監視するための流れ図を例示的に図示す
る。図7を参照して、サービス品質または利用可能な伝送速度は、図2～3において例示的
に図示されるそれぞれのクライアントコンピュータデバイス209からのリアルタイムメト
リクスによって積極的に監視される。コンテンツデータストリーム207は、ルート変更さ
れ、およびさらなるストリーミングサーバは、ネットワーク状態に従って需要に応じて同
時に配備される。コンテンツデータストリーム207は、最も近いアクセス並びに図2～3お
よび図6に例示的に図示されるコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208にわたって位相的
にルート変更されて、ネットワーク輻輳を回避することができる。すなわち、CDN 208お
よび／または放送ノード701は、連続的に負荷分散される。
【００８６】
　一つの態様において、ユーザ作成コンテンツは、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムを介して同時に共有されることができる。このようなコンテンツについては、ユーザは
、ユーザ作成コンテンツをアップロードし、それは、図3に例示的に図示されるエンコー
ダ304を介して渡され、およびしたがって、その他のコンテンツデータストリーム207とし
て標識され、および広められる。しかし、一つの態様において、少なくともいくつかのユ
ーザ作成コンテンツデータは、図6に例示的に図示されるプレーヤー607の認証されたイン
スタンスによってコード化されてもよく、および次いで、コンテンツデータストリーム20
7は、プレーヤー607の発信側インスタンスからCDN 208に、および次いで、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォーム記憶機構またはアーカイブのためのデータベースに渡る。プレ
ーヤー607の一定のインスタンスにおいて、コード化されるコンテンツデータストリーム2
07は、組込みのコーデック、たとえば、Sorenson Media Inc.のSorenson（登録商標）コ
ーデックを介して渡される。しかし、負荷分散型に依存して、過剰需要がプレーヤー607
のインスタンス上に置かれる場合、コンテンツデータストリーム207は、図2～3に例示的
に図示されるヘッドエンド206にて放送ノード701またはエンコーダ304に渡されることが
できるものと理解される。すなわち、対話型コンテンツ分配プラットフォームが、負荷、
伝送速度およびユーザアクティビティを積極的に監視するときに、対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、変わる需要に応じる。放送ノード701は、ストリームマネージャ305
にコンテンツデータストリーム207を伝送する。ストリームマネージャ305は、ユーザのコ
ンピュータデバイス209上のビデオキャンバス702にコンテンツデータストリーム207を伝
送するビデオスイッチ601にコンテンツデータストリーム207を伝送する。メトリクスマネ
ージャ608は、ビデオキャンバス702からコンテンツデータストリーム207のメトリクス情
報を受信し、およびビデオスイッチ601および放送ノード701にメトリクス情報を伝送する
。メトリクスマネージャ608は、ビデオウィンドウ602上のメトリックオーバレイ606と関
連づけられる。
【００８７】
　選択された構成において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、エンコーダ304
を介して同時にコンテンツデータストリーム207を渡す。したがって、ユーザのクライア
ントコンピュータデバイス209からピクチャーインピクチャー（PIP）フィードに対する需
要に依存して、コンテンツデータストリーム207は、エンコーダ304を介して渡され、およ
び次いで、端末側終端に渡される。したがって、ユーザ生成PIPは、個人的な、または公
開の視聴いずれかにおいて同時に視聴仲間に提供されることができる。さらに、エンコー
ダ304を介しての通過は、PIPであるコンテンツデータストリーム207の別々の暗号化を可
能にする。ソーシャルネットワーキング、マイクロブログサービスおよびショートメッセ
ージサービス（SMS）に関して、これらの入力は、ネイティブコンテンツフォーマットに
残るが、デジタルコンテナまたはラッパーに包まれ、およびしたがって、関連づけられる
ビデオキャンバス702と同様に追跡されることができる。すなわち、コンテンツデータス
トリーム207のいくつかは、プレーヤー607にデジタル的に包まれる。すなわち、Adobe（
登録商標）Flash（登録商標）を用いるこれらの構成において、Twitter（登録商標）また
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はFacebook（登録商標）のテキストなどの選択されたコンテンツデータストリーム207は
、発信側コンテンツフォーマットにおいて維持され、およびFlash（登録商標）は、同時
に行われる工程のそれぞれを伴って、包まれたコンテンツデータストリーム207の記憶お
よび輸送のための特殊ファイルフォーマットメタデータを提供するために使用される。し
たがって、Adobe（登録商標）Flash（登録商標）およびハイパーテキストマークアップ言
語（HTML）は、ファイルおよび利用可能なメタデータ内で、包まれたコンテンツデータス
トリーム207が記憶されるが、コード化されない方法を特定するファイルフォーマットま
たはストリームフォーマットを提供するために使用される。これらの構成において、Adob
e（登録商標）Flash（登録商標）は、実際のコンテンツデータストリーム207およびコン
テンツデータストリーム207がどのようにファイル内で記憶されるかという情報を記憶す
ることによってコンテンツデータストリーム207を包む。したがって、プレーヤー607のイ
ンスタンスは、包まれたコンテンツデータストリーム207、たとえば、コンテンツデータ
ストリーム207をコード化したFlash（登録商標）として扱われることができる。
【００８８】
　ストリーミングまたは単に文書としてであろうとなかろうと、エンコーダ304を介して
、コンテンツデータストリーム207を処置すること、およびしたがって、共通のコンテン
ツ独立フォーマットを作成することによって、対話型コンテンツ分配プラットフォームは
、第三者または自己生成した、またはビデオ、オーディオまたはテキスト、予め定められ
たフィニティーグループと共有されるために、基準を満たす第三者、全ての第三者または
制限された招待であろうとなかろうと、ユーザがコンテンツデータストリーム207を選択
することを可能にする。クライアントコンピュータデバイス209を使用して自己生産また
はユーザ作成コンテンツデータストリーム207に関して、このようなコンテンツデータス
トリーム207は、エンコーダ304を介して渡され、およびしたがって、入力の第三者市販の
コンテンツデータストリーム207、それによって、同時に行われる関連づけられるメタデ
ータ、伝送制御、暗号化および認証を有するとして扱われる。さらに、ユーザ作成コンテ
ンツデータストリーム207が、対話型コンテンツ分配プラットフォームによって監視され
るのと同様に、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、視聴を追跡し、および両方の
当事者のために後援、広告または製品交換機会を可能にする既存の市販の実体と新たなユ
ーザ作成コンテンツデータストリーム207を相対的に関連させる。
【００８９】
　図8は、コンテンツデータストリーム名を難読化するための流れ図を例示的に図示する
。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208上
のコンテンツデータストリーム名の難読化、図2～3に例示的に図示されるコンテンツデー
タストリーム207上のメトリクスを記憶および引き出すための能力を、さらに可能にする
。図8参照して、CDN 208上のコンテンツデータストリーム名の難読化は、Rubyプログラミ
ング言語、たとえば、後端におけるRuby on Rails（登録商標）システム309のためのオー
プンソースウェブアプリケーションフレームワークおよびAdobe（登録商標）Flex（登録
商標）、Adobe（登録商標）AIR（登録商標）、Adobe（登録商標）Cold Fusionおよびハイ
パーテキストマークアップ言語（HTML）などのAdobe（登録商標）プラットフォームに基
づいたクロスプラットフォームリッチインターネットアプリケーションの配備のためのソ
フトウェア開発フレームワークを含むトークン許可モデルによって達成される。具体的に
は、コンテンツデータストリーム207がエンコーダ304から生じるときに、コンテンツデー
タストリーム207は、アプリケーションサーバ205に放送され、今度はそれは、CDN 208に
コンテンツデータストリーム207を公開する。コンテンツデータストリーム207がCDN 208
に公開されるときに、アプリケーションサーバ205は、Ruby on Rails（登録商標）システ
ム309にコンテンツデータストリーム207の名前および位置を通信する。Ruby on Rails（
登録商標）システム309は、それぞれのコンテンツデータストリーム名を記憶し、および
パブリックコンテンツデータストリーム名として使用される普遍的一意識別子（UUID）な
どのランダムな文字列を生成する。また、Ruby on Rails（登録商標）システム309は、た
とえば、それぞれのコンテンツデータストリーム位置および現時刻を使用して、コンテン
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ツデータストリーム207をチャンネルと関連付けることによって、コンテンツデータスト
リーム207をプログラムガイドデータと関連付ける。可変性のビットコンテンツデータス
トリーム構成要素の記述にて説明したように、それぞれのプログラムアイテム、すなわち
、複数の帯域幅および記録されたデジタルビデオレコーダー（DVR）ストリームと関連づ
けられる複数のコンテンツデータストリーム207が、あり得る。一旦、Ruby on Rails（登
録商標）システム309がそれぞれのコンテンツデータストリーム207のための新しい名前を
返すと、次いで、アプリケーションサーバ205は、CDN 208にそれぞれのコンテンツデータ
ストリーム207を公開する。
【００９０】
　クライアントコンピュータデバイス209の許可および図6に例示的に図示されるプレーヤ
ー607のインスタンスは、プレーヤー607にプログラムガイドキーまたはトークンを渡すこ
とによって提供される。次いで、プレーヤー607は、Ruby on Rails（登録商標）システム
309にユーザのクライアントコンピュータデバイス209に固有のクライアントトークンと共
にトークンを渡す。固有のクライアントトークンは、ユーザ管理システムからクライアン
トコンピュータデバイス209に送達される文字列でもよい。この通過終了の際、Ruby on R
ails（登録商標）システム309は、プレーヤー607に要求したプログラムと関連づけられる
コンテンツデータストリーム207のリストを伝送する。一つの態様において、トークン、
たとえば、ストリームトークン、クライアントトークン、その他は、一度使用される番号
でありえ（ノンス）、ノンスは、認証プロトコルにおいて発行されるランダムな、または
擬似乱数でありえ、古い通信がリプレーアタックに再利用されることができないことを保
証する。たとえば、ノンスは、認証チャレンジ応答コードが発表されるそれぞれの時に異
なり、およびプレーヤー607の認証されたインスタンスからのそれぞれのクライアント要
求は、固有の配列番号を有し、それによって、リプレーアタックおよび辞書攻撃を並外れ
て困難にする。したがって、コンテンツデータストリーム要求は、コンテンツデータスト
リーム207の伝送の開始の前に別々に送られ、および監査される1回限りのトークンを使用
して確認されなければならない。クライアントコンピュータデバイス209は、送られ、お
よび別々に監査される1回限りのトークンが提供されない限り、コンテンツデータストリ
ーム207に接続することを妨げられる。コンテンツデータストリームインベントリは、Rub
y on Rails（登録商標）システム309において記憶される参照によって提供される。技術
スタック、たとえば、エンコーダ304、起点、ビデオチャット、その他において生成され
るコンテンツデータストリーム207は、コンテンツデータストリーム207が一般公開されて
いない場合であっても、参照を有する。
【００９１】
　コンテンツデータストリーム207と関連づけられるメトリクスは、対話型コンテンツ分
配プラットフォームの1つまたは複数のデータベースにおいて予め定められた期間、たと
えば、約12時間～約24時間の間、拡張可能なマークアップ言語（XML）フォーマットに記
憶される。それぞれのコンテンツデータストリーム207については、非特定の個々の識別
メトリクスのセットは、予め定められた時間記憶されている。すなわち、記憶されたメト
リクスは、特定のユーザを識別しないが、むしろ、年齢、性別、収益、その他による要素
別の統計学特徴づけ人間集団または人間集団のセグメントなどのユーザの人口統計学の代
表である。それぞれのメトリクスデータは、メトリクスがAdobe（登録商標）Flex（登録
商標）クライアントを使用して再構築されることができるように、タイムスタンプである
。Adobe（登録商標）Flex（登録商標）クライアントとRuby on Rails（登録商標）システ
ム309との間の通信は、動作メッセージフォーマット（AMF）において提供される。たとえ
ば、コンテンツデータストリーム位置の検索のためのスタブとして使用されるデータは、
ユーザからの特定のプログラムデータアイテムの要求によって提供される。
<location name=”rickRoll” type=”vod”>
　　　　<connection>
　　　　　　　　<application>vod</application>
　　　　　　　　<ip>192.168.1.1</ip>
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　　　　<connection>
　　　　<stream>
　　　　　　　　<name>Never Gonna Give You Up</name>
　　　　　　　　<type>vod</type>
　　　　　　　　<uid>anlHk77#ks^kssaap</uid>
　　　　　　　　<url>astley_never_gonna_1200k</url>
　　　　　　　　<videobitrate>1200</videobitrate>
　　　　　　　　<audiobitrate>96</audiobitrate> <events>
　　　　　　　　　　　　<event>
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.ClosedCaptioningEvent</type>
　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　　　　　<event>
　　　　　　　　　　　　
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.AdEvent</type>
　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　</events>
　　　　</stream>
　　　　<stream>
　　　　　　　　<name>Never Gonna Give You Up</name>
　　　　　　　　<type>vod</type>
　　　　　　　　<uid>dioNmsomKk6KkM00akw</uid>
　　　　　　　　<url>astley_never_gonna_800k</url>
　　　　　　　　<vodepbotrate>800</videobitrate>
　　　　　　　　<audiobitrate>96</audiobitrate> <events>
　　　　　　　　　　　　<event>
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.ClosedCaptioningEvent</type>
　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　　　　　<event>
　　　　　　　　　　　　
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.AdEvent</type>
　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　</events>
　　　　</stream>
　　　　<stream>
　　　　　　　　<name>Never Gonna Give You Up</name>
　　　　　　　　<type>vod</type>
　　　　　　　　<uid>oosmaii833kMMlw92&m</uid>
　　　　　　　　<url>astley_never_gonna_400k</url>
　　　　　　　　<videobitrate>400</videobitrate>
　　　　　　　　<audiobitrate>48</audiobitrate>
　　　　　　　　<events>
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.ClosedCaptioningEvent</type>
　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　　　　　<event>
　　　　　　　　　　　　
　　　　<type>com.gigaentertainmentmedia.events.AdEvent</type>
　　　　　　　　　　　　　　　　</event>
　　　　　　　　　　　　</events>
　　　　</stream>
</location>
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【００９２】
　メトリクスデータが受信されるとき、メトリクスデータは、不均一なコンテンツデータ
ストリームタイプ、たとえば、ビデオオンデマンド（VOD）、加入ビデオオンデマンド（S
VOD）、ビデオ、チャット、データ、その他のための任意の構造を有する。図解の例は：
<metrics streamType=”vod”>
　　　　<uid>ggYx5rrd</uid>
　　　　<metric>
　　　　　　　　<name>ave_buffer_pct</name>
　　　　　　　　<value>67</value>
　　　　</metric>
　　　　<metric>
　　　　　　　　<name>num_insufficient_bw</name>
　　　　　　　　<value>0</value>
　　　　</metric>
</metrics>
である。
【００９３】
　単一のインターネットプロトコル（IP）ネットワーク通信は、クライアント位置にてプ
レーヤー607インスタンスあたりサポートされる。ジオロケーション情報を使用して、ク
ライアントコンピュータデバイス209は、インターネットアクセスポイントの機能として
選択されたコンテンツデータストリーム207を受信することを選択的に防ぐことができる
。プレーヤー607は、新たに更新されるように構成され、セキュリティ更新は、クライア
ントコンピュータデバイス209の許可を必要としない。更新は、プレーヤー607における無
効フラグをセットすることによって開始される。無効フラグは、プレーヤー607を図4に例
示的に図示される対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401から適切な
バージョンをロードすることによって自動的に更新させる。しかし、プレーヤー607は、
プレーヤー607を機能しないようにすることによって無効にされ得る。一つの態様におい
て、プレーヤー607は、一回使用トークンで安全な位置からロードする。初期化の際、ト
ークンは、セキュリティサーバに戻されて、プレーヤー607にウェブサイト401またはコン
テンツ送達ネットワーク208に接続することを許可する。ウェブサイト401、ネットワーク
208またはアプリケーションサーバ205への接続の際、プレーヤー607は、それぞれのコン
テンツデータストリーム207を受信する前にセキュリティサーバから受信した一回使用ト
ークンと共にそれぞれのコンテンツデータストリーム207のためのトークンを渡さなけれ
ばならない。それぞれの単一使用トークンの受信は、アカウント管理者によってセットさ
れることができるように、ユーザ証明書およびユーザコンテンツ許可のバリデーションに
おいて断定される。
【００９４】
　可変性のビットストリーム技術は、コンテンツデータストリーム207が複数の予め定め
られた伝送速度の1つのにおいてコード化されることを可能にする。たとえば、エンコー
ダ304は、400キロビット／秒（kbps）、800kbps、1.0メガビット／秒（Mbps）および1.2M
bpsの任意の1つにてコンテンツデータストリーム207を提供する。コンテンツ送達ネット
ワーク（CDN）208とクライアントコンピュータデバイス209の間にアクティブリンクがあ
るように、利用可能な伝送速度は、クライアントコンピュータデバイス209において実行
されるプレーヤー607によって、連続的にまたは少なくとも認められる連続的にモニター
される。したがって、エンコーダ304が800kbpsにてコンテンツデータストリーム207を提
供し、および利用可能な伝送速度が700kbpsまで低下する場合、可変性のビットストリー
ムプログラムは、エンコーダ提供された800kbpsのコンテンツデータストリーム207を利用
可能な700kbpsの伝送速度に変換することによって、伝送されたコンテンツデータストリ
ーム207を利用可能な伝送速度に合わせる。可変性のビットストリームプログラムは、予
め定められたエンコーダ速度の1つのと一致する利用可能な伝送速度の機能として、エン
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コーダ304から利用可能な予め定められた速度の間にコンテンツデータストリーム207を変
換するのを続ける。可変性のビットストリーム技術は、エンコーダ304からより近い予め
定められた速度を要求し、およびクライアントコンピュータデバイス209、すなわち、プ
レーヤー607の認証されたインスタンスに速度を渡す。図7に例示的に図示される放送ノー
ド701に適用されるように、可変性のビットストリームプログラムは、ソフトウェアが、
エンコーダ304によって提供されるコンテンツデータストリーム207のための利用可能な伝
送速度の間のギャップを埋めることを可能にする。
【００９５】
　一つの態様において、アプリケーションサーバ205は、自動的に検出する動的ストリー
ミングおよび異なるビット速度の中のスイッチを提供し、それによって、離れたクライア
ントコンピュータデバイス209が休止または中断なしで同時にコンテンツデータストリー
ム207を見ることを可能にする。さらに、一つの態様において、対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、全てのコンテンツデータストリーム207を監視して、誤りを検出し、
および切り離す。さらに、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、クライアントコン
ピュータデバイス209からパラメーターおよびイベントをキャプチャして、フラグストリ
ームを放送する。暗号化は、業界基準リアルタイムメッセージングプロトコル暗号（RTMP
E）を含むことができ、リアルタイムメッセージングプロトコル（RTMP）は、ファイアウ
ォールを妨害するハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求またはトランスポートレ
イヤーセキュリティ（TLS）/セキュアソケットレイヤー（SSL）接続上でRTMPであるRTMPS
内でカプセル化されることができ、それは、安全なハイパーテキスト転送プロトコルセキ
ュア（HTTPS）接続上で作動する。さらに、アプリケーションサーバ205については、小さ
いウェブフォーマット（SWF）検証は、RTMPEに加えて用いられる。
【００９６】
　さらにまた、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、一回または単一使用トークン
の使用を想定し、対話型コンテンツ分配プラットフォームで認証の際、最初の単一使用ト
ークンは、プレーヤー607の認証されたインスタンスに渡される。ユーザがコンテンツデ
ータストリーム207を要求するとき、最初の単一使用トークンは、プレーヤー607からアプ
リケーションサーバ205に渡され、および第2の単一使用トークンは、コンテンツデータス
トリーム207でプレーヤー607に渡され、その時に、トークンは、もはや有効でない。プレ
ーヤー607が第2のコンテンツデータストリーム207を要求するとき、第2の単一使用トーク
ンは、アプリケーションサーバ205に渡され、および第3の単一使用トークンは、第2の要
求されたコンテンツデータストリーム207でプレーヤー607に渡される。トークンが通過す
るたびに、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツフィルタ、視聴仲間、
イベントおよび一時的機能停止、地理的制限、その他を含む複数の因子、たとえば、課金
または会計、加入レベル、適用できるフィルタに対する要求を認証する。現在では、単一
使用トークンおよび認証の交換は、たとえば、およそ3秒またはより少なく必要とする。
【００９７】
　単一使用トークンが、関連づけられるコンテンツデータストリーム207に一度だけ有効
であるので、トークンが、アプリケーションサーバ205に2回提示されると、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームは、試みを認識し、およびさまざまな応答、たとえば、機能停
止または再送するための招待のいずれかを実行することができる。また、単一使用トーク
ンの使用は、与えられたアカウント内で登録されるその他のデバイスに適用することがで
きる。たとえば、ユーザがiPhone（登録商標）デバイスを対話型コンテンツ分配プラット
フォームに登録した場合、プレーヤー607の認証されたインスタンスを、iPhone（登録商
標）デバイス上で開始することができる。次いで、要求は、iPhone（登録商標）デバイス
および関連づけられる単一使用トークンから作成することができ、およびコンテンツデー
タストリーム207は、iPhone（登録商標）デバイスに伝送される。iPhone（登録商標）の
デバイスサービスプロバイダとの認証を含む認証は、それぞれのトークン交換と一緒に、
iPhoneで再びチェックシステムパラメーター並びにiPhone（登録商標）サービスプロバイ
ダとのパラメーターを生じることができる。
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【００９８】
　iPhone（登録商標）デバイスは、グローバルポジショニングシステム（GPS）能力を有
し、および対話型コンテンツ分配プラットフォームは、それぞれの接続を積極的に追跡す
るので、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、下記のように公知であるアカウント
所有者のコンピュータデバイス209の地理的な位置と比較して、iPhone（登録商標）デバ
イスの位置を監視することができる。したがって、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムが、アカウント所有者のコンピュータデバイス209の地理的な位置から予め定められた
隔離距離より大きく移動したiPhone（登録商標）デバイスを検出する場合、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームは、デバイス、典型的には静止デバイスの1つとの通信を終結
することができる。
【００９９】
　さらに、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、iPhone（登録商標）デバイス上の
コンテンツデータストリーム207の視聴を開始する際、図6に例示的に図示されるプレーヤ
ー607の静止インスタンスへの伝送が、予め定められた時間内で終結されるように、構成
されることができる。さらにまた、iPhone（登録商標）デバイスが対話型コンテンツ分配
プラットフォームに登録されたデバイスであるときに、iPhone（登録商標）デバイスは、
ビデオリモートコントロールアプリケーションを実行して、プレーヤー607の認証された
インスタンスのビデオリモートコントロール610として機能することができ、またはiPhon
e（登録商標）デバイスは、カメラ、たとえば、コンテンツデータストリーム207をプレー
ヤー607の認証されたインスタンスに提供するビデオカメラとして機能することができる
。iPhone（登録商標）デバイスが、プログラミングを実行して、コンピュータマウスまた
は二次の別々の認証されたコンピュータデバイス209上の入力デバイスとしてカーソル制
御機能を提供するものと理解される。すなわち、コマンド、たとえば、iPhone（登録商標
）デバイスによって生成されたカーソル制御またはキーボード入力は、二次デバイスに伝
送され、および対話型コンテンツ分配プラットフォームが、図2に例示的に図示したそれ
ぞれのディスプレイスクリーン209a上の表示されたコンテンツデータストリーム207の位
置を監視するときに、iPhone（登録商標）デバイスからのコマンドは、プレーヤー607の
別々の認証されたインスタンスの離れたディスプレイスクリーン209a上の表示を制御する
、または修正変更することができる。コンテンツデータストリーム207は、HTTPストリー
ミングによってiPhone（登録商標）デバイスに提供されることができる。
【０１００】
　ジオロケーションは、与えられたユーザが、たとえば、郵便番号（ZIP）によって特定
のネットワークまたは地理的領域に限定されることを可能にする、または代わりに明示さ
れたアクセスは、同じパラメーターに基づいて拒否されることができる。ジオロケーショ
ンは、任意の情報、たとえば、ユーザがZIPコードを提供していないクライアントコンピ
ュータデバイス209の物理的な位置を自動的に識別するプロセスである。ジオロケーショ
ンは、事実上全てのウェブブラウザに利用でき、および任意のプラグインまたはクッキー
を必要としない。ジオロケーションは、特定の位置にインターネットプロトコル（IP）ア
ドレスのマッピングを用いる。ジオロケーションにおいて使用されるさらなるデータは、
携帯電話の基地局使用およびWi-Fi（登録商標）アクセスポイントを含む。十分なジオロ
ケーションデータは、たとえば、Quova, Inc.によって提供される。したがって、対話型
コンテンツ分配プラットフォームによって公知のIPアドレスは、与えられたIPアドレスの
ための、およびそれ故、ユーザのための国、地域、都市、郵便/ ZIPコード、緯度、経度
およびタイムゾーンなどの情報を提供するために使用されることができる。したがって、
対話型コンテンツ分配プラットフォームは、位置を提供するデータベースを取得する、ま
たはアクセスするのいずれかであり、位置は、たとえば、与えられたユーザの国、地域、
都市、郵便/ZIPコード、緯度、経度またはタイムゾーンを含み、および地理的な位置に関
連したコンテンツデータストリーム制限の必要な一時的機能停止を実行することができる
。この地図データは、対話型コンテンツ分配プラットフォームの1つまたは複数のデータ
ベースにおいて記憶され、または対話型コンテンツ分配プラットフォームによってアクセ
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スされ、および広告、たとえば、図6に例示的に図示されるビデオ広告オーバレイ605およ
びコンテンツデータストリーム許可とのコンプライアンスで使用される。
【０１０１】
　広告オーバレイ、たとえば、ビデオ広告オーバレイ605の開始を、幾つものトリガーに
セットすることができる。たとえば、ビデオ広告オーバレイ605を、コンテンツデータス
トリーム207に沿って予め定められた間隔にて開始することができる。あるいは、ビデオ
広告オーバレイ605を、図7に例示的に図示されるビデオキャンバス702における任意のコ
ンテンツデータストリーム207のタイミングから独立して、予め定められた時間にて開始
することができる。ビデオ広告オーバレイ605を、与えられたコンテンツデータストリー
ム207と関連づけられるメタデータに応じて開始することができるものと理解される。す
なわち、図3に例示的に図示される統合したレシーバ/デコーダ（IRD）303にて受信された
コンテンツデータストリーム207において、コンテンツデータストリーム207は、メタデー
タ、たとえば、タイトル、ディレクター、役者、コンテンツの概要、記録の長さ、批評的
な評価およびデータあるいは記録のソース並びにファイル名および視聴状態、「まで保存
」の日付、その他などの現在の状態を含んでもよい。したがって、ビデオ広告オーバレイ
605を、メタデータの特定のタイプまたはコンテンツに応じて開始することができる。
【０１０２】
　さらに、ビデオ広告オーバレイ605のコンテンツを、メタデータの主題に対応して同様
に提供することができる。したがって、ロマンチックコメディーのコンテンツデータスト
リーム207は、決勝試合フットボールの試合と異なるビデオ広告オーバレイ605を開始する
。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、典型的にはコード化
する工程にて、コンテンツデータストリーム207とさらなるメタデータを関連づけること
ができ、これにより、ビデオ広告オーバレイタイミングおよびコンテンツのより多くの特
定のテイライングを提供する。たとえば、製品配置は、製品または関連づけられる製品の
ためのビデオ広告オーバレイ605が、コンテンツデータストリーム207における製品配置と
同時にまたは実質的に同時に現れるように、コンテンツデータストリーム207における特
定の時間にて注目されることができる。
【０１０３】
　さらにまた、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザからの図4に例示的に
図示されるウェブサイト401への入力を監視する。具体的には、ログインするキーストロ
ークおよびマウス位置および入力は、監視される。したがって、対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、訪問された特定のウェブサイトおよび取られる動作を関連づけること
ができる。この情報は、特定のユーザのクライアントデバイス209および共通の地理的ま
たは人口統計学的関心対象に関して収集され得る。また、この蓄積された使用データを、
与えられたコンテンツデータストリーム207とビデオ広告オーバレイ605を計時し、および
関連付けるために使用することができる。したがって、開始およびビデオ広告オーバレイ
605のためのコンテンツデータストリーム207は、ユーザの地理的な位置、ユーザのプロフ
ィール、前のコンテンツデータストリーム207と関連づけられるメタデータ並びにユーザ
の視聴履歴の機能であることができる。開始されたビデオ広告オーバレイ605において提
供されるコンテンツデータストリーム207は、システムアプリケーションサーバ205または
システムアプリケーションサーバ205またはコンテンツ送達ネットワーク（CDN）208によ
ってアクセス可能な記憶データベースにおいて記憶される。ビデオ広告オーバレイ605の
ためのコンテンツデータストリーム207は、クライアントコンピュータデバイス209がクー
ポンまたは広告を保存する、または印刷することを可能にすることによって、CDN 208、
たとえば、インターネットまたは特定の第三者ウェブサイトへのリンクを介して、リアル
タイムトランザクションを提供することができる。
【０１０４】
　リアルタイムトランザクションの例として、開始されたビデオ広告オーバレイ605は、
前のものを中断することのない完全なトランザクションおよび現在同時に示された、一次
コンテンツデータストリーム207を提供することができる。ビデオ広告オーバレイ605が地
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域のピザプロバイダのためである場合、ビデオ広告オーバレイ605は、クライアントコン
ピュータデバイス209を使用するユーザが、所望のように、ビデオ広告オーバレイ605をサ
イズ変更し、提供された食品を選択し、食品を注文し、確認を受信し、およびビデオ広告
オーバレイ605を閉じることができるように、ユーザが一次コンテンツデータストリーム2
07の視聴の任意の側面を変えることまたはコンテンツデータストリーム207をトリガーす
ることを必要とせずに、ネットワーク208、たとえばインターネットへの通信を可能にす
る。対話型コンテンツ分配プラットフォームが、クライアントプレーヤー607および利用
可能な伝送にコンテンツデータストリーム207を監視し、およびプレーヤー607と関連づけ
られるそれぞれのディスプレイスクリーン209aにてそれぞれのコンテンツデータストリー
ム207の連続的な表示を維持するものと理解される。
【０１０５】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、視聴のためにテレビ
（TV）番組などのコンテンツデータストリーム207を識別するために、図3に例示的に図示
されるようにプログラムガイド310からデータを提供することができる。対話型コンテン
ツ分配プラットフォームは、同時に多数のTV番組を流すことができる。プログラムガイド
データを、第三者プロバイダ、たとえば、Macrovision Corporationから得ることができ
、プログラムガイドデータは、従来のグリップフォーマットにおけるビデオキャンバス70
2において表示される。クライアントコンピュータデバイス209および加入者集団のデータ
を監視することから、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、全体でおよびジャンル
内で最も人気があるアイテムを識別し、、視聴評価を提供し、友人によってまたは視聴仲
間によって見られたコンテンツデータストリーム207を示し、たとえば、役者、ディレク
ター、時間、ブロードキャスター、その他の高度な検索を行い、並びに視聴習慣および友
人関係に基づいてアイテムを提案することができる。また、コンテンツデータプロバイダ
からのメタデータは、表示されたグリッドに自動的に含まれることができる。一つの態様
において、また、ビデオオンデマンドは、たとえば、タイトル、ジャンル、プロバイダ、
その他によって収載される。
【０１０６】
　さらにまた、対話型コンテンツ分配プラットフォームが、プログラムガイドデータの表
示の際、カーソル位置およびそれぞれのディスプレイスクリーン209a上のそれぞれのコン
テンツデータストリーム207の位置およびコンテンツデータストリーム207内のデータの位
置を監視するように、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザがプログラムガ
イドデータにおいて与えられた用語を選択し、および選択されたデータ上の検索を自動的
に開始することができるように構成されることができる。特定のサーチエンジンおよび検
索のための位置を、ユーザまたはアカウント所有者によって予め決定することができる。
たとえば、プログラムガイドデータが映画のエントリーを有し、および主な役者を収載す
る場合、ユーザは、主な役者の名前を選択することができ、および対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、ユーザ定義されたサーチエンジンを使用して検索を自動的に行って
、役者についてのさらなる情報の位置を決める。したがって、対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、ライブストリーミングコンテンツデータストリーム207、たとえば、ネ
ットワーク、たとえば、任意のストリーミングデバイスに対するインターネットにわたる
ケーブルまたは衛星TV放送を提供し、ストリーミングコンテンツデータストリーム207は
、ソーシャルメディア、たとえば、Twitter（登録商標）またはFacebook（登録商標）か
らと統合されることができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、視聴仲間がオ
ンラインソーシャルメディアおよびソーシャルネットワークとTVなどのストリーミングコ
ンテンツデータストリーム207を統合することを可能にし、ストリーミングコンテンツデ
ータストリーム207は、プレーヤー607の遠隔で位置されたインスタンスにて、リアルタイ
ムで通常体験される。したがって、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、公認のラ
イブケーブルテレビ、ソーシャルネットワーキング、双方向テレビ、ビデオオンデマンド
（VOD）、ホームオートメーション、拡張現実、音声認識、加入ビデオオンデマンド（SVO
D）、ユーザのコンピュータデバイス209のブラウザ内でプレーヤーインスタンスによって
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対話型コンテンツ分配プラットフォームの単一のウェブサイト401において同時にビデオ
、テキストおよびオーディオチャットを含むユーザ生成コンテンツの視聴へのアクセスを
提供し、およびそれを可能にする。
【０１０７】
　視聴仲間において、複数の視聴者は、同期された、または非同期されたコンテンツデー
タストリーム207を共有し、その他の人達を参加するよう招待し、特定のコンテンツデー
タストリーム207へ、個々の加入または許可を求めることができる。一つの態様において
、視聴仲間内の視聴者は、複数のクライアントコンピュータデバイス209にわたってタイ
ミングを維持する予測的な同期で現在記述されたデジタルビデオレコーダー（DVR）制御
の離れた機能性を共有することができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームが、視
聴仲間のそれぞれのメンバーにそれぞれのコンテンツデータストリーム207の送達の伝送
速度を制御するように、コンテンツデータストリーム207の実質的に同時の送達を、視聴
仲間内で最も遅い伝送速度にて伝送することによって達成することができる。さらにまた
、視聴仲間のそれぞれのメンバーが、認証されたアカウントまたはサブアカウントである
、およびメンバーへの伝送が同期されるので、コンテンツデータストリーム207の離れた
制御を、視聴仲間の任意のメンバーへ転送することができる。
【０１０８】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、視聴者がライブストリーミングコンテンツ
データストリーム207を見ることを可能にし、可変性のビットストリームは、実際の利用
可能な伝送速度が、帯域幅およびネットワークトラフィックの機能として、それぞれのプ
レーヤーインスタンスにコンテンツデータストリーム207の実際の伝送速度を命ずるよう
に、コンテンツデータストリーム207の一貫したライブプレゼンテーションに提供する。
【０１０９】
　提供された暗号化を考慮｛こうりょ｝して、コンテンツデータストリーム207へのアク
セスは、任意のその他のデバイスまたはプログラムに妨げされる。短期の緩衝のほか、前
述のように、3秒またはより少なく、コンテンツデータストリーム207は、いつでも離れた
コンピュータデバイス209に記憶される。その上、それぞれのコンテンツデータストリー
ム207が、アカウントあたりまたはデバイスベースあたりにおいて許可されるにつれて、
コンテンツデータストリーム207へのアクセスは、制御される。一つの態様において、そ
れぞれのコンテンツデータストリーム207へのアクセスは、単一のトークンまたはノンス
へリンクされ、固有のアクセスのために許可される。多重アクセスは、コンテンツデータ
ストリームルックアッププロセスの間、任意のアクセスの試みの前に照合され、および拒
絶される。プレーヤー607のインスタンスの暗号化および認証は、妨げる目的で、コンテ
ンツデータストリーム207の記録を実質的に阻害するように選択される。したがって、コ
ンテンツデータストリーム207の材料量は、放送フラグコンプライアンスを提供するため
に、緩衝された一時データ以外、キャッシュされない。
【０１１０】
　また、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、コンテンツデータストリーム207が
ライブコンテンツデータストリーム207としてクライアントコンピュータデバイス209を介
してユーザによって実際に見られたかどうかから独立して、コンテンツデータストリーム
207のデジタルビデオ録画を提供する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、利用
可能なコンテンツデータストリーム207の領域内で利用可能なコンテンツデータストリー
ム207のそれぞれを記録することができる。一つの態様において、対話型コンテンツ分配
プラットフォームは、さまざまなコンテンツプロバイダ、たとえば、個々のプログラムを
製作する、または提供するさまざまな放送およびケーブルチャンネルからTV番組を受信し
、集約し、およびコード化し、および個々のクライアントコンピュータデバイス209のプ
レーヤーインスタンスの離れた位置に、コード化されたコンテンツデータストリーム207
を選択的に伝送する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、第三者コンテンツプロ
バイダのコンテンツデータストリーム207を受信し、コード化し、およびリアルタイムに
要求するクライアントコンピュータデバイス209にコンテンツデータストリーム207を伝送
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する。したがって、チャンネル、たとえば、The Cartoon Network, Inc.のCartoon Netwo
rk（登録商標）のプログラムが、月曜日の夜の午後8時に放送することが予定されている
場合、チャンネルは、その時間に全国的に対話型コンテンツ分配プラットフォームおよび
その他のケーブル企業にそのプログラムのデータを伝送する。対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401において、
そのチャンネルを加入する、または選択するカスタマーにデータを即時に再伝送する。
【０１１１】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、リモート記憶デジタルビデオテープレコー
ダー（RS-DVR）システムを含む、または加入することができる。RS-DVRシステムは、クラ
イアントコンピュータデバイス209を使用するユーザが、離れた位置にて対話型コンテン
ツ分配プラットフォームの中央ハードドライブ上の記録されたコンテンツデータストリー
ム207を記録する、または見ることを可能にする。したがって、対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、与えられた期間、たとえば、1日、3日、7日、14日、21日またはシス
テム構成およびコンテンツライセンスによって許可された任意の期間、RS-DVRシステムに
てそれぞれのコンテンツデータストリーム207を自動的に入手することができ、クライア
ントコンピュータデバイス209を使用するユーザは、与えられた期間の間に記憶されたコ
ンテンツデータストリーム207のいずれかを選択的に見ることができる。与えられた期間
の間に、次いで、RS-DVRユーザは、認証されたプレーヤーインスタンスに対話型コンテン
ツ分配プラットフォームのウェブサイト401を介して、これらのコンテンツデータストリ
ーム207のプレイバックを受信してもよい。
【０１１２】
　RS-DVRシステム下で、コード化されたコンテンツデータストリーム207は、2つのコンテ
ンツデータストリーム207に分割される。第1のコンテンツデータストリーム207は、クラ
イアントコンピュータデバイス209に即時に送られる。第2のコンテンツデータストリーム
207は、多数の大容量ハードディスクに伝送される。一つの態様において、記憶は、図2～
3に例示的に図示されるヘッドエンド206に、またはコンテンツ送達ネットワーク（CDN）2
08と一緒にありえ、記憶されたコンテンツは、オンデマンドのキャッシュにおいて保持さ
れることができる。さらに、コンテンツデータストリーム207は、長さにおいておよそ1分
～30分の任意のセグメントに記憶され、クライアントプレーヤーインスタンスに伝送され
るという要求に応じて再構成されることができる。
【０１１３】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401を使用して、クライアント
コンピュータデバイス209を使用するユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム
のグラフィカルユーザインタフェース（GUI）経由で任意の記録されたコンテンツデータ
ストリーム207を選択することができ、それは次いで、クライアントコンピュータデバイ
ス209に伝送される。実際のコンテンツは、クライアントコンピュータデバイス209上で記
憶されず、およびクライアントコンピュータデバイス209は、記録を開始しない。クライ
アントコンピュータデバイス209は、ヘッドエンド206またはCDN 208にすでに記憶された
、キャッシュされた、コンテンツデータを単にブックマークする、または検索し、および
それにアクセスする。コンテンツプロバイダでとの契約に応じて、コンテンツデータスト
リーム207の休止、巻戻しおよび早送りは、選択的に適用され得る。クライアントコンピ
ュータデバイス209にてキャッシュされたコンテンツデータストリーム207の量を限定する
、たとえば、およそ180秒またはより少なくすることが十分であると見出されてきた。対
話型コンテンツ分配プラットフォームは、その他のコンテンツデータストリーム207の扱
いに平行する方法で、ビデオオンデマンドVOD、加入ビデオオンデマンド（SVOD）、その
他を提供することができる。すなわち、コンテンツデータストリーム207は、暗号化のフ
ォームにおいて記憶され、および複数の帯域幅コンテンツデータストリーム207または利
用可能な伝送速度のためにオンザフライでコード変換される。一つの態様において、選択
されたコンテンツデータストリーム207は、たとえば、Adobe（登録商標）AIR（登録商標
）およびAdobe（登録商標）Flash（登録商標）デジタル権利管理サービス経由でレンタル
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または購入ベースにおいて伝送されることができる。
【０１１４】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームのウェブサイト401は、ライブTV放送、ソーシ
ャルネットワーキング、ピクチャーインピクチャー（PIP）ビデオ、オーディオまたはテ
キストチャット、対話型広告、その他のためのビデオポータルである。ヘッドエンド206
を介しておよびそれ故、ウェブサイト401を介してコンテンツデータストリーム207を提供
することによって、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ユーザが、任意のインタ
ーネットアクセスポイントから利用可能なコンテンツを見ることを可能にする。それぞれ
のビデオキャンバス702が独立したコンテンツであるので、それぞれのビデオキャンバス7
02を、以前に利用できない方法で操作することができる。たとえば、ユーザは、パーソナ
ルデジタルアシスタント（PDA）、タブレット、ハンドヘルドコンピュータまたはラップ
トップコンピュータを使用して、ウェブサイト401のプレーヤーインスタンスを制御する
ことができる。したがって、コントロールパネルは、クライアントコンピュータデバイス
209の任意の選択され、および許可されたディスプレイスクリーン209a上で表示されるこ
とができ、それによって、ユーザが記憶されたジオロケーション情報から一時的機能停止
制御にさらされるどこからでも対話性を体験することを可能にする。
【０１１５】
　ビデオキャンバス702が、ビデオキャンバス702が現れるディスプレイスクリーン209aか
ら独立しているときに、ビデオキャンバス702は、デスクトップまたは静止ディスプレイ
スクリーン209aからパーソナルデジタルアシスタント、タブレット、ハンドヘルドコンピ
ュータまたはラップトップコンピュータに渡されることができる。アプリケーションにお
いて、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、クライアントディスプレイスクリーン
209a上のキーストロークおよびカーソル位置の両方を監視する。さらにまた、対話型コン
テンツ分配プラットフォームは、どのビデオキャンバス702またはウィンドウが選択され
る、または主要であるか監視する。アカウントのセットアップまたは確立において提供さ
れるように、特定のデバイスは、対話型コンテンツ分配プラットフォームによって許可さ
れる、およびしたがって、認識される。したがって、第1のディスプレイスクリーン209a
上でコンテンツデータストリーム207が表示される間、プレーヤー607は、第1のディスプ
レイスクリーン209a上のユーザ定義可能な転送位置を提供することができ、プレーヤー60
7は、第1のディスプレイスクリーン209aからアカウントと関連づけられる第2の、以前に
許可された、ディスプレイスクリーン209aへビデオキャンバス702の伝送を転送する命令
を提示するためのユーザ定義可能な転送位置を構築する。したがって、ユーザは、第1の
ディスプレイスクリーン209a上の与えられたビデオキャンバス702を選択し、およびユー
ザ定義可能な転送位置と選択されたビデオキャンバス702を関連付けることによって、関
連づけられるコンテンツデータストリーム207を伴う選択されたビデオキャンバス702を生
じさせ、第1のディスプレイスクリーン209aへの伝送をやめ、および第2のディスプレイス
クリーン209aへの伝送を開始することができる。したがって、それぞれのコンテンツデー
タストリーム207が対応するビデオキャンバス702を介して見られるときに、それぞれのビ
デオキャンバス702は、伝送を中断せずに、クライアントコンピュータデバイス209の第2
のディスプレイスクリーン209aに渡されることができる。
【０１１６】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームの伝送速度モニタリングを、バーチャルシアタ
ーと連結して用いることができる。バーチャルシアターにおいて、ユーザ、すなわち、加
入者は、複数の離れた位置にて共通のコンテンツデータストリーム207、たとえば、映画
を同時に見るよう特定の個人を招待することができる。一つの態様において、招待参加者
は、オンラインチケットエージェントへのプレーヤー607のそれぞれのインスタンスを介
してナビゲートし、および共通の時間に視聴を開始する。共通のコンテンツデータストリ
ーム207の視聴の間、招待参加者は、テキスト、オーディオまたはビデオもくしはそれら
の任意の組み合わせによって別々のビデオキャンバス702を介して対話することができる
。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、全ての関連したプレーヤー607が、コンテ



(50) JP 2016-510530 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

ンツデータストリーム207を同時に表示するように、それぞれの招待参加者によって認識
されるように、絶えずそれぞれの招待参加者に利用可能な伝送速度をモニターし、および
最も遅い共通の速度にて選択されたコンテンツデータストリーム207を伝送する。すなわ
ち、先に述べた可変性のビットストリームプログラムは、招待参加者へのコンテンツデー
タストリーム207の伝送に適用される。
【０１１７】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームの積極的なフィルタリングは、さまざまなコン
テンツデータストリーム207のいずれかに適用することができる。一つの態様において、
対話型コンテンツ分配プラットフォームは、利用可能なオンランラジオステーションのた
めにウェブクローラーを用い、およびこのような利用可能なステーションのリストをクラ
イアントコンピュータデバイス209に提示し、積極的なフィルタリングは、クライアント
コンピュータデバイス209またはクライアントコンピュータデバイス209のサブアカウント
が、リストから選択されたステーションだけにアクセスすることができるように、リスト
に適用される。一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ウェブ
クローラーを用いて新しく作成されたウェブサイトをモニターし、および評価をこのよう
な新しく作成されたウェブサイトに適用し、およびしたがって、フィルタリングをコンテ
ンツに提供することができる。
【０１１８】
　対話型コンテンツ分配プラットフォームは、以前に達成できないコンテンツデータスト
リーム207間の同期をさらに提供する。それぞれのコンテンツデータストリーム207をコー
ド化する、伝送速度を監視する、およびメタデータを用いることによって、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォームは、コンテンツデータストリーム207がライブまたは時間変更
したかどうかから独立して、コンテンツデータストリーム207を同期することができる。
したがって、コンテンツデータストリーム207へのアクセスおよびアクセスのその後の要
求の際認証されたプレーヤー607は、テレビ（TV）が放送するライブストリーミングの視
聴を提供し、複数のコンテンツデータストリーム207は、たとえば、特定の伝送速度に変
わることによって、メタデータによって、利用可能な伝送速度、その他によって、同期さ
れることができ、およびソーシャルネットワークのコンテンツは、プレーヤー607内で統
合されることができる。
【０１１９】
　したがって、上で開示したように、コンテンツデータストリーム207へのアクセスの要
求は、それぞれのコンテンツデータストリーム207およびコンテンツデータストリーム207
内での時間ブロックのためにジオロケーション許可データベースに対して問い合わせ、ま
たは許可され、プレーヤー607の許可されたインスタンスまたはアカウント所有者のクラ
イアントコンピュータデバイス209のいずれかのための許可された地理的領域の外側の要
求または既存のコンテンツデータストリーム207は、遮断される、または切断される。そ
れは、コンテンツデータストリーム207へのアクセスの要求に応じてジオロケーションに
関しておよびコンテンツデータストリーム207の伝送の間の周期的な間隔にて問い合わせ
る、または認証することが、十分であると見出されてきた。周期的な間隔は、予め定めら
れた間隔、たとえば、5分、15分、30分または時間ベースの間隔であり得る。予め定めら
れた間隔は、ほぼ1分またはより少ない程度であり得る。iPhone（登録商標）に関して、
ジオロケーションデータを、市販のiPhone（登録商標）位置サービスから得ることができ
る。
【０１２０】
　さらに、プレーヤー607のインスタンスは、アカウント証明書および記述された一時的
なノンストークンを使用するセッションに関与する間だけ、一義的に識別される。クロー
ンデバイスは、アクセスに応じてアカウント証明書と組み合わせたアクセスの際、検証さ
れたソフトウェア、すなわち、プレーヤー607の要求されたダウンロードによって抑止さ
れる。コンテンツデータストリーム207への同時の接続およびそれ故、同時のアクセスは
、コンテンツデータストリーム207へのアクセスおよび許可にて承認されない。それぞれ
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デバイスが、アクセスするのを防ぐことができる。したがって、コンピュータデバイス20
9またはプレーヤー607のインスタンスは、信頼されていないように扱われ、およびコンテ
ンツデータストリーム207へのアクセスのそれぞれの要求の際に確認される、または認証
される。プレーヤー607のためのアップデートは、クライアントコンピュータデバイス209
に強要され、またはアプリケーションサーバ205、たとえば、アクセスの際にヘッドエン
ド206にてHTMLメディアサーバから、プレーヤー607のダウンロードまたはインストールの
際に提供される。
【０１２１】
　また、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、逆の緑のスクリーンの使用によって
対話性を提供する。認証されたアカウントと関連づけられる図2に例示的に図示される画
像キャプチャデバイス210を、空き空間をマップするために使用することができる。すな
わち、画像キャプチャデバイス210またはカメラは、画像をキャプチャし、およびプレー
ヤーレベルにてアプリケーションサーバ205にデータを伝送する、または達成する。アプ
リケーションサーバ205は、空間のピクセル表現をマップする。次いで、ユーザは、空間
に入り、および画像キャプチャデバイス210は、ユーザの画像をキャプチャし、および空
間の画像を再びキャプチャする。しかし、アプリケーションサーバ205またはプレーヤー6
07は、以前にマップされたバックグラウンドを除去し、それによって、ユーザのデジタル
表現を提供する。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、ゲーム環境または学習環境
などの任意の所望のバックグラウンドレイヤに対して、ユーザのデジタル表現の位置を決
める、または構成することができる。したがって、対話型コンテンツ分配プラットフォー
ムは、ユーザによる入力デバイスの操作を必要としないユーザ移動を登録することができ
る。
【０１２２】
　一つの態様において、小売収益を生成するために使用される対話型コンテンツ分配プラ
ットフォームは、以下の仕様を有する：
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【表１】

【０１２３】
　一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、Adobe（登録商標）F
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lash（登録商標）を用い、およびWindows（登録商標）XP、Windows（登録商標）7またはW
indows（登録商標）8、Windows（登録商標）Vista（登録商標）、Droidを実行する市販の
パーソナルコンピュータ（PCs）上で操作することができ、ならびにOSX 10.5またはより
高いを実行するMacブランドコンピュータ；iPhone（登録商標）については、3G、3GSおよ
びiPod（登録商標）についてはOS 3.1を実行する。PCおよびMacコンピュータについては
、十分なコーデック/ビット速度および分解能は、H.264-AAC 138k-720PまたはH.264-AAC 
1184k-720PもしくはH.264-MP30528k-360x240であることが、見いだされてきた。iPhone（
登録商標）については、十分なコーデック/ビット速度および分解能は、H.264-AAC 364k-
360x240であることが、見いだされてきた。暗号化は、Adobe（登録商標）RTMPE世代標準
暗号方式（AES）およびiPhone（登録商標）については、16オクテットキーを使用するAES
 128ビットを伴うAdobe（登録商標）Flash（登録商標）10経由であることができる。暗号
化キーは、送達プラットフォームによって管理される：PC については、Adobe Systems I
ncorporated のAdobe（登録商標）RTMPE/FMI/Adobe（登録商標）Flash Access（登録商標
）2.0；Macについては、Apple HTTP Live Streaming/QuickTimeストリーミングサーバお
よびiPhone については、OS 3.1。さらに、対話型コンテンツ分配プラットフォームは、
資産管理がそれぞれのライブコンテンツデータストリーム207を伴う構造メタデータまた
はVOD/electronic sell through（EST）資産を含むように、構成される。アクセスのそれ
ぞれの要求に応じて、メタデータは、資産、たとえば、コンテンツデータストリーム207
が使用される方法を決定する。もう一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラット
フォームは、複数のコンピュータデバイス209上の操作のためにHTML5を用いる。
【０１２４】
　全てのメタデータ管理および記憶は、ユーザが任意のメタデータへのアクセスを有しな
いように、仮想私的データベース（VPD）などの私設通信網内で1つまたは複数のデータベ
ースによって行われる。受信の際、認証されたプレーヤー607は、Flash（登録商標）Acti
onScript（登録商標）仮想マシン（AVM）でコンテンツデータストリーム207をし、および
iPhone（登録商標）において、コンテンツデータストリーム207は、QuickTime（登録商標
）ライブラリーで解読される。秘密、たとえば、キー、キー誘導体、その他は、それぞれ
のプラットフォーム、たとえば、Adobe（登録商標）Flex BuilderまたはQuickTime（登録
商標）によって管理され、許可は、一時的なノンスを使用して管理され、それは一度使わ
れて放棄される。
【０１２５】
　図9は、対話型コンテンツ分配プラットフォームと関連づけられる構成要素および特徴
を示す概略図を例示的に図示する。クライアントコンピュータデバイス209、たとえば、
モバイルコンピュータデバイス901、パーソナルコンピュータまたはデスクトップ902、ゲ
ームシステム903、その他を使用する複数のユーザは、対話型コンテンツ分配プラットフ
ォームにアクセスすることができる。対話型コンテンツ分配プラットフォームは、事業分
析論904、ホームオートメーション905およびテレビ（TV）並びに過度｛かど｝のコンテン
ツ908をサポートする。複数のピアコンピュータデバイス308は、たとえばリアルタイムメ
ディアフロープロトコル（RTMFP）を使用して、クライアントコンピュータデバイス209を
介して対話型コンテンツ分配プラットフォームにアクセスする。対話型コンテンツ分配プ
ラットフォームは、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208経由で、複数の特徴、たとえ
ば、ビデオオンデマンド（VOD）キャッシュおよび送達307、データサービス906、アカウ
ント管理907、プログラムガイド310、その他を提供する。コンテンツデータストリーム20
7は、アプリケーションサーバ205、たとえば、HTMLメディアサーバ経由で対話型コンテン
ツ分配プラットフォームによってユーザに送達される。一つの態様において、対話型コン
テンツ分配プラットフォームは、図2～3に例示的に図示される衛星レシーバアレイ201か
ら衛星フィード201aの形でコンテンツデータストリーム207を受信する。衛星レシーバア
レイ201から受信した衛星フィード201aは、統合されたレシーバ/デコーダ（IRD）303を使
用してデコードされる。デコードされたコンテンツデータストリーム207は、共通のデー
タフォーマットに変換されるエンコーダ304に伝送される。さらにまた、対話型コンテン
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ツ分配プラットフォームは、CDN 208経由でクライアントコンピュータデバイス209への複
数のコンテンツフォーマットのコンテンツデータストリーム207の同時の分配および表示
を保証するために、モニタリングおよびサポート構成要素306を含む。
【０１２６】
　図10は、1つまたは複数のコンピュータデバイス209に複数のコンテンツフォーマットの
複数のコンテンツデータストリーム207を同時に分配するための、図2～3に例示的に図示
されるコンピュータ実行システム200を例示的に図示する。本明細書において開示される
コンピュータ実行システム200は、ネットワーク、たとえば、コンテンツ送達ネットワー
ク208経由でコンピュータデバイス209のそれぞれによってアクセス可能なグラフィカルユ
ーザインタフェース（GUI）1003を提供するように構成された対話型コンテンツ分配プラ
ットフォーム1012を含む。ピアコンピュータデバイス308、たとえば、スマートフォン308
a、テレビ308b、パーソナルデジタルアシスタント308c、その他は、クライアントコンピ
ュータデバイス209を介してコンテンツ送達ネットワーク208および対話型コンテンツ分配
プラットフォーム1012にアクセスする。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、
一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディアおよび一時的でないコンピュータ読取
り可能記憶メディアに通信で接続される少なくとも1つのプロセッサを含む。本明細書に
使用される、フレーズ「一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディア」は、一時的
な、伝播するシグナルを除いて、全てのコンピュータ読取り可能メディア、たとえば、レ
ーザーディスクまたは磁気ディスクなどの不揮発性メディア、レジスタメモリ、プロセッ
サキャッシュ、その他などの揮発性のメディアおよびプロセッサに接続されるシステムバ
スを構成するワイヤなどの伝送メディアをいう。一時的でないコンピュータ読取り可能記
憶メディアは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のモジュール、たとえば、30
5、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他を記憶する。プロセッサは、対
話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のモジュール、たとえば、305、1004、1005、1
006、1007、1008、1009、1010、その他によって定義されるコンピュータプログラム命令
を実行するように構成される。
【０１２７】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、データ受信モジュール1004、データ同
期モジュール1005、データレンダリングモジュール1006、インタラクション管理モジュー
ル1007、推奨管理モジュール1008、収益生成モジュール1009、ディスプレイ管理モジュー
ル1010、ストリームマネージャ305および1つまたはのデータベース1011をさらに含む。デ
ータベース1011は、コンテンツフォーマットのコンテンツデータストリーム207、コンテ
ンツデータストリーム207と関連づけられる情報、コンテンツソースと関連づけられる情
報、複数のユーザと関連づけられる情報、その他の1つまたは複数を記憶する。データベ
ース1011は、ネットワーク経由でユーザおよび／またはコンテンツソースによってアクセ
ス可能である。データベース1011は、データおよびファイルを記憶するために使用され得
る任意の記憶領域またはメディアをいう。データベース1011は、たとえば、構造化照会言
語（SQL）データ記憶またはMicrosoft（登録商標）SQL Server（登録商標）、Oracle（登
録商標）サーバ、MySQL AB CompanyのMySQL（登録商標）データベース、10gen, Inc.のmo
ngoDB（登録商標）、Neo4jグラフデータベース、Apache Software FoundationのCassandr
aデータベース、Apache Software FoundationのHBase（登録商標）データベース、その他
などのSQL（NoSQL）データ記憶のみならず含む。一つの態様において、また、データベー
ス1011は、ファイルシステム上の位置であり得る。もう一つの態様において、データベー
ス1011は、ネットワーク、たとえば、インターネット経由で対話型コンテンツ分配プラッ
トフォーム1012によって遠隔でアクセスされることができる。もう一つの態様において、
データベース1011は、クラウドコンピューティング環境において実行されるクラウドに基
づいたデータベースとして構成され、その際、コンピューティングリソースは、ネットワ
ーク、たとえば、インターネット上でサービスとして送達される。
【０１２８】
　複数のユーザは、彼らのそれぞれのコンピュータデバイス209、たとえば、デスクトッ
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プ902、ラップトップ1002、タブレット1001、ゲームシステム903、その他を使用して、ま
たは対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のGUI 1003経由で、図2に例示的に図示
される彼らのそれぞれのディスプレイスクリーン209a上の複数の構成可能なウィンドウに
おける異なるコンテンツフォーマットのコンテンツデータストリーム207を同時に受信す
ることのために、ピアコンピュータデバイス308、たとえば、スマートフォン308a、テレ
ビ（TVs）308b、パーソナルデジタルアシスタント308c、その他を介して、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォーム1012にアクセスする。コンピュータデバイス209は、コンテン
ツ送達ネットワーク（CDN）208経由で対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に接続
する。一つの態様において、ピアコンピュータデバイス308、たとえば、スマートフォン3
08a、テレビ308b、パーソナルデジタルアシスタント（PDA）308c、その他は、CDN 208経
由で対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に接続するクライアントコンピュータデ
バイス209、たとえば、デスクトップ902、ラップトップ1002、タブレット1001、ゲームシ
ステム903、その他にこれらの通信経由で対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に
アクセスする。
【０１２９】
　データ受信モジュール1004は、GUI 1003経由でコンテンツデータストリーム207および
コンテンツフォーマットのユーザ選択を受信する。データ受信モジュール1004は、複数の
通信モード、たとえば、音声モード、ビデオモード、テキストモード、マルチメディアモ
ード、電話モード、その他およびそれらの任意の組み合わせの1つまたは複数を介してユ
ーザ選択を受信する。データ受信モジュール1004は、受信したユーザ選択に基づいて複数
のコンテンツソースからコンテンツフォーマットの1つまたは複数におけるコンテンツデ
ータストリーム207の1つまたは複数を受信する。データ同期モジュール1005は、共通のデ
ータフォーマットに受信コンテンツデータストリーム207をコード化すること、および受
信したコンテンツデータストリーム207の伝送速度を調整することによって受信コンテン
ツデータストリーム207を同期する。データレンダリングモジュール1006は、GUI 1003経
由で構成可能な時間のインスタンスにてコンピュータデバイス209のそれぞれのディスプ
レイスクリーン209a上の1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおける同期されたコン
テンツデータストリーム207を同時に伝送し、および表示する。一つの態様において、構
成可能なウィンドウのそれぞれにおける同期されたコンテンツデータストリーム207は、
受信したユーザ選択に基づいて変更可能である。
【０１３０】
　インタラクション管理モジュール1007は、インタラクションを容易にし、およびGUI 10
03経由でコンピュータデバイス209のそれぞれのディスプレイスクリーン209a上の構成可
能なウィンドウにおいて同期されたコンテンツデータストリーム207が同時に表示される
間、コンピュータデバイス209間のトランザクションを開始する。一つの態様において、
インタラクション管理モジュール1007は、GUI 1003経由でその他のコンピュータデバイス
209上の同期されたコンテンツデータストリーム207を見ている1人または複数のユーザの
その他のコンピュータデバイス209のそれぞれのディスプレイスクリーン209a上の構成可
能なウィンドウにおける1つまたは複数の通知およびコンテンツを自動的に伝送し、およ
び表示することによって、インタラクションを容易にする。一つの態様において、インタ
ラクション管理モジュール1007は、GUI 1003経由でその他のコンピュータデバイス209上
の同期されたコンテンツデータストリーム207を見ているその他のユーザのそれぞれのデ
ィスプレイスクリーン209a上の構成可能なウィンドウに、複数のユーザの1人によって見
られている1つまたは複数の広告を自動的に伝送、および表示することによってインタラ
クションを容易にする。一つの態様において、インタラクション管理モジュール1007は、
同期されたコンテンツデータストリーム207上で行われるユーザ動作、たとえば、作成す
ること、修正変更すること、削除すること、記憶すること、その他を管理する。
【０１３１】
　推奨管理モジュール1008は、同期されたコンテンツデータストリーム207が同時に表示
される間、複数のユーザの1人の受信したユーザ選択に基づいてコンテンツデータストリ



(56) JP 2016-510530 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

ーム207と関連づけられるテーマおよびジャンル上の推奨を生成し、およびコンテンツ送
達ネットワーク（CDN）208経由でその他のユーザに生成された推奨を伝送する。ディスプ
レイ管理モジュール1010は、GUI 1003経由で受信したユーザ優先度に基づいて構成可能な
ウィンドウに表示されたコンテンツデータストリーム207に1つまたは複数のメディア効果
を組み込むために、1つまたは複数のデジタルメディアパラメーターを構成する。
【０１３２】
　一つの態様において、収益生成モジュール1009は、1つまたは複数のコンテンツソース
、たとえば、グローバルなケーブルプロバイダ、衛星ディストリビュータ、遠距離通信企
業およびその他のコンテンツプロバイダを可能にすることによって、収益を生成して、同
期されたコンテンツデータストリーム207を1つまたは複数の加入者コンピュータデバイス
209に同時に伝送し、および表示するために、これらの名前に対話型コンテンツ分配プラ
ットフォーム1012をホワイトラベルする。ストリームマネージャ305は、構成可能なウィ
ンドウに同期されたコンテンツデータストリーム207が同時に伝送および表示される間、
コンピュータデバイス209間の同期されたコンテンツデータストリーム207のトラフィック
を監視する、および制御する。
【０１３３】
　図11は、図2～3および図8～10に例示的に図示される1つまたは複数のコンピュータデバ
イス209に複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリーム207を同時
に分配するために、図10に例示的に図示される対話型コンテンツ分配プラットフォーム10
12によって用いられるコンピュータシステム1100のアーキテクチャを例示的に図示する。
図10に例示的に図示されるコンピュータ実行システム200の対話型コンテンツ分配プラッ
トフォーム1012は、図11に例示的に図示されるコンピュータシステム1100のアーキテクチ
ャを用いる。コンピュータシステム1100は、高レベルコンピュータプログラミング言語を
使用してプログラム可能である。コンピュータシステム1100を、プログラムされ、意図的
なハードウェアを使用して実行してもよい。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012
は、コンテンツ送達ネットワーク（CDN）208、たとえば、短距離ネットワークまたは長距
離ネットワーク経由で対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に登録されたユーザ、
たとえば、インターネットユーザ、ケーブル加入者、ソーシャルネットワーキングウェブ
サイトユーザ、テレビチャンネル加入者、その他のそれぞれのコンピュータデバイス209
と通信する。
【０１３４】
　コンピュータシステム1100は、たとえば、プロセッサ1101、記憶プログラムおよびデー
タのためのメモリユニット1102などの一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディア
、入力／出力（I/O）コントローラ1103、ネットワークインタフェース1104、データバス1
105、ディスプレイユニット1106、入力デバイス1107、固定のメディアドライブ1108、取
外し可能メディアを受信するための取外し可能メディアドライブ1109、出力デバイス1110
、その他を含む。プロセッサ1101は、任意の1つまたは複数のマイクロプロセッサ、中央
処理ユニット（CPU）デバイス、有限状態機械、コンピュータ、マイクロコントローラ、
デジタル信号プロセッサ、論理、ロジカルデバイス、電子回路、特定用途向け集積回路（
ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、チップ、その他、またはそれ
らの任意の組み合わせをいい、コンピュータプログラムまたは一連のコマンド、命令また
は状態遷移を実行することができる。また、プロセッサ1101を、たとえば、汎用マイクロ
プロセッサおよび数値計算またはグラフィクスコプロセッサを含むプロセッサセットとし
て、実行してもよい。プロセッサ1101は、たとえば、Itanium（登録商標）マイクロプロ
セッサまたはPentium（登録商標）プロセッサなどのIntel（登録商標）プロセッサ、Athl
on（登録商標）プロセッサなどのAdvanced Micro Devices（AMD（登録商標））プロセッ
サ、UltraSPARC（登録商標）プロセッサ、microSPARC（登録商標）プロセッサ、hp（登録
商標）プロセッサ、PowerPC（登録商標）マイクロプロセッサなどのInternational Busin
ess Machines（IBM（登録商標））プロセッサ、MIPS Technologies, Inc.のMIPS（登録商
標）縮小命令セットコンピュータ（RISC）プロセッサ、ARM Holdings のRISCに基づいた
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コンピュータプロセッサ、Motorola（登録商標）プロセッサ、Qualcomm（登録商標）プロ
セッサ、その他から選択される。本明細書において開示される対話型コンテンツ分配プラ
ットフォーム1012は、プロセッサ1101を用いるコンピュータシステム1100に限定されない
。また、コンピュータシステム1100は、コントローラまたはマイクロコントローラを用い
てもよい。プロセッサ1101は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のモジュール
、たとえば、305、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他を実行する。
【０１３５】
　メモリユニット1102は、記憶プログラム、アプリケーションおよびデータのために使わ
れる。たとえば、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のデータ受信モジュール10
04、データ同期モジュール1005、データレンダリングモジュール1006、インタラクション
管理モジュール1007、推奨管理モジュール1008、収益生成モジュール1009、ディスプレイ
管理モジュール1010およびストリームマネージャ305は、コンピュータシステム1100のメ
モリユニット1102に記憶される。メモリユニット1102は、たとえば、ランダムアクセスメ
モリ（RAM）またはプロセッサ1101による実行のための情報および命令を記憶する動的記
憶デバイスのもう一つのタイプである。また、メモリユニット1102は、プロセッサ1101に
よる命令の実行の間使用される一時的数値変数およびその他の中間の情報を記憶する。コ
ンピュータシステム1100は、読取り専用メモリ（ROM）またはプロセッサ1101のための静
止情報および命令を保存する静止記憶デバイスのもう一つのタイプをさらに含む。I／Oコ
ントローラ1103は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012によって行われる入力動
作および出力動作を制御する。
【０１３６】
　ネットワークインタフェース1104は、コンテンツ送達ネットワーク208へのコンピュー
タシステム1100の接続を可能にする。たとえば、対話型コンテンツ分配プラットフォーム
1012は、ネットワークインタフェース1104経由でコンテンツ送達ネットワーク208に接続
する。一つの態様において、ネットワークインタフェース1104は、回線カードとしてまた
いわれるインタフェースカードとして提供される。ネットワークインタフェース1104は、
たとえば、赤外線（IR）インタフェース、Wireless Ethernet Compatibility Alliance, 
Inc.の Wi-Fi（登録商標）を実行するインタフェース、ユニバーサルシリアルバス（USB
）インタフェース、Apple, Inc.のFireWire （登録商標）インタフェース、Ethernetイン
タフェース、フレームリレーインタフェース、ケーブルインタフェース、デジタル加入者
回線（DSL）インタフェース、トークンリングインタフェース、周辺制御装置相互接続（P
CI）インタフェース、ローカルエリアネットワーク（LAN）インタフェース、ワイドエリ
アネットワーク（WAN）インタフェース、シリアルプロトコルを使用するインタフェース
、平行したプロトコルを使用するインタフェースおよびEthernet通信インタフェース、非
同期転送モード（ATM）インタフェース、高速シリアルインタフェース（HSSI）、光ファ
イバー分散データインタフェース（FDDI）、伝送制御プロトコル（TCP）/インターネット
プロトコル（IP）に基づいたインタフェース、衛星技術などのワイヤレス通信技術に基づ
いたインタフェース、ラジオ周波数（RF）技術、近距離無線通信、その他の1つまたは複
数を含む。データバス1105は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のモジュール
、たとえば、305、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他の間の通
信を可能にする。
【０１３７】
　ディスプレイユニット1106は、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）1003経由で
、ユーザ、たとえば、インターネットユーザ、ケーブル加入者、ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイトユーザ、テレビチャンネル加入者、その他が、コンテンツデータストリ
ーム207を見るための、コンテンツデータストリーム207の選択、コンテンツデータストリ
ーム207のためのテーマまたはジャンルに入ることがを可能にするための、ディスプレイ
情報、ディスプレイインタフェース、テキストフィールドなどのユーザインタフェースエ
レメント、チェックボックス、テキストボックス、ウィンドウ、その他を表示する。ディ
スプレイユニット1106は、たとえば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機発
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光ダイオード（OLED）に基づいたディスプレイ、その他を含む。入力デバイス1107は、コ
ンピュータシステム1100にコンテンツデータストリーム207と関連づけられるデータを入
力するために使用される。インターネットユーザ、ケーブル加入者、ソーシャルネットワ
ーキングウェブサイトユーザ、テレビチャンネル加入者、その他は、彼らのコンピュータ
デバイス209の入力デバイスを使用して、入力を対話型コンテンツ分配プラットフォーム1
012に提供する。たとえば、ユーザは、入力デバイス1107を使用して映画などのコンテン
ツデータストリーム207の名前を入力してもよい。入力デバイス1107は、たとえば、英数
字キーボードなどのキーボード、マイクロホン、ジョイスティック、コンピュータマウス
、タッチパッド、ライトペン、物理的なボタン、タッチセンシティブディスプレイデバイ
ス、トラックボール、ポインティングスティック、触覚入力を検出することができる任意
のデバイス、その他などのポインティングデバイスである。
【０１３８】
　コンピュータアプリケーションおよびプログラムは、コンピュータシステム1100を作動
するために使用される。プログラムは、固定のメディアドライブ1108上におよび取外し可
能メディアドライブ1109経由でコンピュータシステム1100のメモリユニット1102にロード
される。一つの態様において、コンピュータアプリケーションおよびプログラムを、コン
テンツ送達ネットワーク208経由で直接ロードしてもよい。コンピュータアプリケーショ
ンおよびプログラムは、入力デバイス1107の1つを使用してディスプレイユニット1106上
で表示される関連したアイコンをダブルクリックすることによって実行される。出力デバ
イス1110は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012によって行われる操作の結果を
出力する。たとえば、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、出力デバイス1110
を使用するユーザに対し1つまたは複数の構成可能なウィンドウにおいて1つまたは複数の
コンテンツデータストリーム207を表示する。
【０１３９】
　プロセッサ1101は、オペレーティングシステム、たとえば、Linux（登録商標）オペレ
ーティングシステム、Unix（登録商標）オペレーティングシステム、Microsoft（登録商
標）Windows（登録商標）オペレーティングシステムの任意のバージョン、Apple Inc.のM
ac OS、IBM（登録商標）OS/2、Wind River Systems, inc.のVxWorks（登録商標）、QNX S
oftware Systems Ltd. によって開発されたQNX Neutrino（登録商標）、Palm OS（登録商
標）、Sun Microsystems, Inc.によって開発されたSolarisオペレーティングシステム、A
ndroidオペレーティングシステム、Microsoft Corporation のWindows Phone（登録商標
）オペレーティングシステム、Research in Motion LimitedのBlackBerry（登録商標）オ
ペレーティングシステム、Apple Inc.のiOSオペレーティングシステム、Symbian Foundat
ion Limited のSymbian （登録商標）オペレーティングシステム、その他を実行する。コ
ンピュータシステム1100は、複数タスクを行うためにオペレーティングシステムを用いる
。オペレーティングシステムは、コンピュータシステム1100の管理およびアクティビティ
の協調および資源の共有に対して責任がある。オペレーティングシステムは、コンピュー
タシステム1100、コンピュータシステム1100に接続する周辺デバイスおよびネットワーク
接続の安全をさらに管理する。コンピュータシステム1100上で用いられるオペレーティン
グシステムは、たとえば、入力デバイス1107、出力ディスプレイ、ファイルおよび固定の
メディアドライブ1108、たとえば、ハードドライブ上で局所的に記憶されるディレクトリ
の一つを使用してユーザ、コンテンツソース、その他によって提供される入力を認識する
。コンピュータシステム1100上のオペレーティングシステムは、プロセッサ1101を使用し
て異なるプログラムを実行する。プロセッサ1101およびオペレーティングシステムは、高
レベルプログラミング言語におけるアプリケーションプログラムが書き込まれるコンピュ
ータプラットフォームを共に定義する。
【０１４０】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012によって使用されるコンピュータシステム
1100のプロセッサ1101は、図10の詳細な説明において開示されるそれぞれの機能を行うた
めの対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012の、データ受信モジュール1004、データ
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同期モジュール1005、データレンダリングモジュール1006、インタラクション管理モジュ
ール1007、推奨管理モジュール1008、収益生成モジュール1009、ディスプレイ管理モジュ
ール1010、ストリームマネージャ305、その他によって定義される命令を検索する。プロ
セッサ1101は、メモリユニット1102から対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のモ
ジュール、たとえば、305、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他を実行
するための命令を検索する。プログラムカウンターは、メモリユニット1102における命令
の位置を決定する。プログラムカウンターは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム10
12のモジュール、たとえば、305、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他
のそれぞれのプログラムにおける現在位置を識別する番号を記憶する。処理された後にプ
ロセッサ1101によってメモリユニット1102から取り出された命令は、デコードされる。命
令は、プロセッサ1101における命令レジスタに記憶される。処理およびデコードの後、プ
ロセッサ1101は、命令を実行し、これにより、これらの命令によって定義される1つまた
は複数のプロセスを行う。
【０１４１】
　実行の時、命令レジスタに記憶される命令は、行われる操作を決定するために調べられ
る。次いで、プロセッサ1101は、特定された操作を行う。操作は、算術演算および論理演
算を含む。オペレーティングシステムは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012の
モジュール、たとえば、305、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、その他の実
行のために入力デバイス1107、出力デバイス1110およびメモリを割り当てるのに要求され
る多数のタスクを行うために、複数のルーチンを行う。オペレーティングシステムによっ
て行われるタスクは、メモリユニット1102とディスクユニットとの間のデータを移動して
、入力／出力操作を処理して、たとえば、メモリを、対話型コンテンツ分配プラットフォ
ーム1012のモジュール、たとえば、305、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、
その他に、および対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012によって使用されるデータ
に割り当てることを含む。オペレーティングシステムは、要求上のタスクを操作によって
行い、および課題を行った後に、オペレーティングシステムは、プロセッサ1101へ実行制
御を移す。プロセッサ1101は、実行を続けて1つまたは複数の出力を得る。対話型コンテ
ンツ分配プラットフォーム1012のモジュール、たとえば、305、1004、1005、1006、1007
、1008、1009、1010、その他の実行の出力は、ディスプレイユニット1106上で表示される
。
【０１４２】
　図解の目的について、詳細な説明は、コンピュータシステム1100上で局所的に実行され
る対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に言及する；しかし、本明細書において開
示されるコンピュータ実行方法およびシステム200の範囲は、オペレーティングシステム
およびプロセッサ1101経由でコンピュータシステム1100上で局所的に実行されている対話
型コンテンツ分配プラットフォーム1012に限定されないが、たとえば、ウェブブラウザお
よび離れたサーバ、携帯電話またはその他の電子的デバイスを用いることによって、コン
テンツ送達ネットワーク（CDN）208上で遠隔で実行するために拡張されてもよい。コンピ
ュータシステム1100の1つまたは複数の部分は、CDN 208に接続される1つまたは複数のコ
ンピュータシステム（図示せず）にわたって分配されてもよい。
【０１４３】
　また、本明細書において開示するのは、1つまたは複数のコンピュータデバイス209をに
複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリーム207を同時に分配す
るために、少なくとも1つのプロセッサ1101によって実行可能な命令を含むコンピュータ
プログラムコードを記憶する一時的でないコンピュータ読取り可能記憶メディアを含むコ
ンピュータプログラム製品である。コンピュータプログラム製品は、以下を含む：グラフ
ィカルユーザインタフェース（GUI）1003経由でコンテンツデータストリーム207のための
複数のコンテンツデータストリーム207および複数のコンテンツフォーマットのユーザ選
択を受信するための第1のコンピュータプログラムコード；受信したユーザ選択に基づい
て複数のコンテンツソースからコンテンツフォーマットの1つまたは複数におけるコンテ
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ンツデータストリーム207の1つまたは複数を受信するための第2のコンピュータプログラ
ムコード；共通のデータフォーマットに受信コンテンツデータストリーム207をコード化
すること、および受信したコンテンツデータストリーム207の伝送速度を調整することに
よって、受信したコンテンツデータストリーム207を同期するための第3のコンピュータプ
ログラムコード；GUI 1003経由で構成可能な時間のインスタンスにてコンピュータデバイ
ス209のそれぞれの図2に例示的に図示されるディスプレイスクリーン209a上の1つまたは
複数の構成可能なウィンドウにおける同期されたコンテンツデータストリーム207を同時
に伝送し、および表示するための第4のコンピュータプログラムコード；およびGUI 1003
経由でコンピュータデバイス209のそれぞれのディスプレイスクリーン209a上の構成可能
なウィンドウに同期されたコンテンツデータストリーム207が同時に表示される間、コン
ピュータデバイス209間のインタラクションを容易にし、およびトランザクションを開始
するための第5のコンピュータプログラムコード。本明細書において開示されるコンピュ
ータプログラム製品は、1つまたは複数のコンピュータデバイス209に複数のコンテンツフ
ォーマットの複数のコンテンツデータストリーム207を同時に分配するのに要求されるか
も、および想定されるかもしれないさらなる工程を行うための1つまたは複数のさらなる
コンピュータプログラムコードをさらに含む。一つの態様において、コンピュータ実行可
能命令を含むコンピュータプログラムコードの単一の部分は、1つまたは複数のコンピュ
ータデバイス209に複数のコンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリーム2
07を同時に分配するために本明細書において開示されるコンピュータ実行方法の1つまた
は複数の工程を行う。
【０１４４】
　コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータプログラムコードは、一時的でないコン
ピュータ読取り可能記憶メディア上で具現化される。コンピュータシステム1100のプロセ
ッサ1101は、これらのコンピュータ実行可能命令を検索し、およびこれらを実行する。コ
ンピュータ実行可能命令がプロセッサ1101によって実行されるとき、コンピュータ実行可
能命令は、プロセッサ1101に1つまたは複数のコンピュータデバイス209の複数のコンテン
ツフォーマットの複数のコンテンツデータストリーム207を同時に分配するためのコンピ
ュータ実行方法の工程を行わせる。
【０１４５】
　図12A～12Eは、複数の構成可能なウィンドウ1201において、図2～3に例示的に図示され
る同期されたコンテンツデータストリーム207を表示して、コンピュータデバイス、たと
えば、308a、308b、308c、1001および1002の複数のタイプのディスプレイスクリーン209a
を例示的に図示する。複数のユーザは、図10に例示的に図示される対話型コンテンツ分配
プラットフォーム1012のグラフィカルユーザインタフェース（GUI）1003経由でこれらの
それぞれのディスプレイスクリーン209a上の構成可能なウィンドウ1201における複数のコ
ンテンツフォーマットの複数のコンテンツデータストリーム207を同時に受信するために
、任意のネットワーク接続可能またはインターネット接続可能コンピュータデバイス209
、たとえば、ラップトップ1002、タブレット1001、スマートフォン308a、テレビ（TVs）3
08b、パーソナルデジタルアシスタント308c、その他を使用して、図10に例示的に図示さ
れる対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012にアクセスしてもよい。
【０１４６】
　図13A～13Fは、図10に例示的に図示される対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012
のグラフィカルユーザインタフェース（GUI）1003経由でコンピュータデバイス209のディ
スプレイスクリーン209a上の複数の構成可能なウィンドウ1201において、図2～3に例示的
に図示される複数の同期されたコンテンツデータストリーム207の同時の表示を示すスク
リーンショットを例示的に図示する。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、ユ
ーザのコンピュータデバイス209のディスプレイスクリーン209a上の複数の構成可能なウ
ィンドウ1201における複数の同期されたコンテンツデータストリーム207を同時に分配し
、および表示する。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、任意のネットワーク
接続可能またはインターネット接続可能コンピュータデバイス209上で行われることがで
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きる多重タスキングの特徴を提供する。たとえば、ユーザは、ユーザのコンピュータデバ
イス209のディスプレイスクリーン209a上の構成可能なウィンドウ1201を介して同時に、1
つまたは複数の映画を見ても、スポーツゲームを観戦しても、サーチエンジンを閲覧して
も、ニュースを見ても、ソーシャルネットワーキングウェブサイト、その他を訪問しても
よい。もう一つの例において、ユーザは、同時にライブテレビ（TV）番組を見る、3つの
ライブケーブル番組の任意の組み合わせ、2つのビデオオンデマンド（VOD）プログラムを
見る、4人またはより多くの友人とライブチャットをする、ニュース、スポーツおよび健
康の3つのウェブサイトを見る、Hulu, LLC のHulu（登録商標）、Google, Inc.のYouTube
（登録商標）またはNetflix, Inc.のNetflixwを見る、テキストをする、電子メール（E子
メール）を送る、ブログを書く、または任意の組み合わせにおけるこれらの優先度をカス
タマイズすることができる。ケーブルプログラミングの同時の複数ライブストリーミング
で、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、ユーザがビデオチャットおよびアク
セス、たとえば、1つのビデオディスプレイスクリーン209a上の30までの同時のコンテン
ツデータストリーム207を行うことを可能にする。図13Aは、ユーザのコンピュータデバイ
ス209、たとえば、TVのディスプレイスクリーン209a上の構成可能な別々のウィンドウ120
1において、複数の同期されたコンテンツデータストリーム207、たとえば、テレビ（TV）
番組、スポーツゲーム、ウェブブラウザ、映画、テレビゲーム、トークショー、映画チャ
ンネル、アニメ番組、ソーシャルネットワーキングウェブサイト、その他の同時の表示を
示すスクリーンショットを例示的に図示する。一つの態様において、対話型コンテンツ分
配プラットフォーム1012は、構成可能なウィンドウ1201のためにデフォルト構成を予め設
定し、その際、構成可能なウィンドウ1201のそれぞれは、同じ寸法および互いから等距離
である。もう一つの態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、図13
B～13Cに例示的に図示されるように、異なる形状およびサイズで構成可能なウィンドウ12
01のそれぞれを表示する。この態様において、対話型コンテンツ分配プラットフォーム10
12は、彼／彼女のそれぞれのコンピュータデバイス209を使用するユーザが、たとえば、
構成可能なウィンドウ1201をクリックすること、ドラッグすること、拡大すること、その
他によって、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のGUI 1003経由で、構成可能な
ウィンドウ1201の寸法または配置を修正変更することを可能にする。
【０１４７】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、多様な多重タスキング特徴で、図4に
例示的に図示される1つのウェブサイト401上の同時の複数のピクチャーインピクチャー（
PIP）および可動の、展開可能な、収縮可能な、浮動の、交換可能なおよび／または形状
変更可能な構成可能なウィンドウ1201を含む増強されたユーザ機能性で、ライブ高解像度
ストリーミング、ライブケーブル、映画、任意のデジタルビデオまたはデータを提供する
。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、同時の複数のライブ個人、またはグル
ープのチャットをする、および会議を開催する、携帯メールをする、ブログを書く、電子
メールを送る、ソーシャルネットワーキングをする、ゲームをする、ウェブサーフィンを
する、ビデオオンデマンド（VOD）、その他をすることをさらに有効にし、および任意の
広帯域使用可能コンピュータデバイス209に任意のデジタルコンテンツデータストリーム2
07およびデジタルビデオレコーダー（DVR）機能性を共有するプライバシーを提供する。
本明細書において開示した図2～3および図10に例示的に図示されるコンピュータ実行方法
およびシステム200は、たとえば、30までのビデオまたはコンテンツデータストリーム207
で、ユーザまたはユーザのグループが同時に見る、および対話することができるように、
視聴体験を増強する。コンピュータデバイス209がインターネットなどのネットワークに
アクセスする限り、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、ユーザに最適化され
、および便利なデジタル体験を彼／彼女の指先にて提供する。
【０１４８】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のユーザは、世界的に1つのユーザフレン
ドリデジタルウェブサイト401上のコンピュータデバイス209、たとえば、スマートフォン
、高解像度テレビ（HDTVs）、パーソナルコンピュータ（PCs）、その他の広帯域使用可能
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コンピュータデバイス、その他からオンラインで、ライブネットワーク、ケーブル、衛星
プログラミング、その他を見ることができる。ユーザは、無数のデジタルメディアフォー
マットにアクセスし、携帯メールをして、電子メールを送り、情報および／またはデータ
、娯楽のためにウェブサイトまたはデジタルビデオストリーミングコンテンツの任意の形
態にアクセスし、個人化した通信特徴、事業推進、TV、ウェブサーフィン、ソーシャルネ
ットワーキング、ライブケーブルチャンネル、VOD、YouTube（登録商標）、Facebook（登
録商標）、Twitter（登録商標）、広告、その他の彼らの嗜好を共有して、ビデオプログ
ラムを見ると共に、ライブビデオチャットを享受することができる。
【０１４９】
　ユーザは、図13Dに例示的に図示されるように、ビデオを見る、およびそれにコメント
する一方で、2人またはより多くのユーザとビデオチャットできる。図13Dは、視聴者のデ
ィスプレイスクリーン209a上の別々の構成可能なウィンドウ1201において視聴者と2人の
ユーザとの間のビデオチャットセッションおよびもう一つの構成可能なウィンドウ1201に
おけるテレビチャンネルからフットボールの試合ストリーミングのライブテレビ番組を示
すスクリーンショットを例示的に図示する。視聴者および2人のユーザは、彼らのコンピ
ュータデバイス209のそれぞれのディスプレイスクリーン209a上でフットボールの試合を
見ると共に、互いにビデオチャットできる。同様に、ユーザは、任意のコンテンツデータ
ストリーム207を見る、および対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012経由で同時に
、複数の人と同時にライブチャットすることができる。
【０１５０】
　図13E～13Fは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のGUI 1003上で提供される
ホームページインタフェースを示すスクリーンショットを例示的に図示し、そこにおいて
、ユーザは、同時に1人または複数のユーザとチャットする、テレビゲームをする、個人
の電子メール（Eメール）アカウント、その他にアクセスすると共に、複数のコンテンツ
データストリーム207、たとえば、テレビチャンネル上で放送される番組、製品広告、ニ
ューステレビ番組、その他を見ることができる。さらにまた、対話型コンテンツ分配プラ
ットフォーム1012は、ユーザに、ユーザが対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012と
の彼／彼女の加入経由でのアクセスを有する全てのコンテンツデータストリーム207を介
してナビゲートすることを可能にすることをプログラムガイド310に提供する。また、図1
3Eは、複数のユーザが対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のネットワーク経由で
互いにチャットすることができるチャットインタフェースを例示的に図示する。その上、
対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、GUI 1003上に図13Fに例示的に図示され
る埋め込まれた離れたコントロールパネル1301を提供する。埋め込まれた離れたコントロ
ールパネル1301は、ユーザが、ユーザのコンピュータデバイス209のディスプレイスクリ
ーン209a上のコンテンツデータストリーム207の表示と関連づけられる複数のメディア効
果、たとえば、音量、画像分解能、プレー/停止/再開/休止の機能性、その他を制御する
ことを可能にする。
【０１５１】
　ユーザは、ソーシャルにその他のユーザと対話すると共に、彼らの事業を促進し、ライ
ブチャットを行い、ブログを書いて、および複数の浮動の、展開可能なおよび／または同
時に1つのデジタルサイトにわたって見られる形状変更可能なピクチャーインピクチャー
ディスプレイスクリーン209aを利用することによってたくさんのデジタル情報の共有をす
ることができる。任意のデジタルデータ/ビデオストリームは、たとえば、今すぐにも、3
0までの同時のライブ、時間変更された、記録された、ソーシャルライブチャット、デジ
タルマトリックスを伴う、それぞれおよびすべての可動の、展開可能な、収縮可能な、浮
動の、交換可能なおよび／または形状変更可能な構成可能なウィンドウ1201にインポート
されてもよい。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、彼／彼女が、たとえば、
30までの独立した可動の、展開可能な、収縮可能な、浮動の、交換可能なおよび／または
形状変更可能な構成可能なウィンドウ1201を選ぶときに、ユーザが1つのチャンネルおよ
びアドオンを見ることを可能にする。
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【０１５２】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、構成可能なウィンドウ1201を介して、
全てのケーブルテレビシリーズまたはチャンネル、VOD、加入ビデオオンデマンド（SVOD
）、デジタルビデオレコーダー（DVR）コンテンツ、その他のライブストリーミングの動
的マトリックスを提供し、ウェブサーフィンを可能にし、あらゆるネットワークまたはウ
ェブ、たとえば、Hulu（登録商標）、YouTube（登録商標）、その他上のそれ自体のサイ
トを有するチャンネルへのアクセスを提供し、ニュース、スポーツおよびテレビ会議への
アクセスを提供する、その一方で、ユーザが、同時にテキスト、1人の友人または家族ま
たは大きなグループと個人的にライブビデオチャット、電子メール、ブログ、ソーシャル
ネットワーク、ゲーム、その他を行うことを可能にする。対話型コンテンツ分配プラット
フォーム1012は、たとえば、ソーシャルTV、対話型リビングルーム機能、その他をさらに
提供し、およびオンラインビデオサービスが無料または加入に基づいていようとなかろう
と、個々にまたは複数のユーザによって同時に見られることができ、ピクチャーインピク
チャー構成可能なウィンドウ1201をまた含むことができる可動の、展開可能な、収縮可能
な、浮動の、交換可能なおよび／または形状変更可能な構成可能なウィンドウ1201上で、
任意のウェブ使用可能広帯域コンピュータデバイス209の1つのディスプレイスクリーン20
9a上で、マイクロトランザクションの処理、ソーシャルネットワーキング、複数のユーザ
とソーシャルライブチャットまたは任意のその他のオンラインビデオサービスを見ること
を可能にする。
【０１５３】
　対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、同時にサイトまたは複数のビデオスト
リーム、たとえば、30までのビデオコンテンツデータストリーム207上の1つのビデオスト
リームを見ようとなかろうと、優れたHD 1080p視聴品質能力を提供し；増強されたチャン
ネルプログラミングガイドを提供し、およびナビゲーションを容易にし；複数の友人、家
族、その他のユーザ、その他との複数のピクチャーインピクチャーライブビデオチャット
を提供し；サポートされ、無料ベースの広告またはハイブリッドVOD/SVOD、休止、巻戻し
、早送り、記録、その他などのDVR機能性を提供し；同時に、複数の言語オーディオスト
リームを伝送し；GUI 1003内で複数の言語サポートを提供して、同時のウェブサーフィン
を有効にし；ユーザによる特徴カスタマイズを可能にし；実体験のように感じるソーシャ
ルセッティングにおいてまたは完全なプライバシーにおいて、複数のサービス、シリーズ
、映画、VOD、ウェブサイト、ライブチャット、ブログ、ニュースまたはスポーツを見る
ために、任意のその他のオンラインサービスにアクセスする能力を提供し；無料または加
入によろうとなかろうと、同時に複数の可動の、展開可能な、収縮可能な、浮動の、交換
可能なおよび／または形状変更可能な構成可能なウィンドウ1201を提供し；ソーシャルネ
ットワーキングを容易にし；番組、映画、役者、女優、公演履歴、個人パフォーマー情報
、その他の関連した番組、プロデューサー、ライタ、テーマ、各々の履歴、その他と関連
づけられるコンテンツ情報への同時のアクセスを提供し；製品の購入を可能にし；ユーザ
優先度を維持し；チャンネルおよび／または評価による親のブロッキングを可能にし；友
人および家族のソーシャルユーザリストまたは仲間リストの作成を可能にし；チャンネル
および番組のソーシャル好きなものリストの作成を可能にし；構成可能なウィンドウ1201
経由でアクセス可能なTVシリーズ/チャンネルおよび映画サイトの検索またはリスト作成
を容易にし；番組、映画または任意のその他のビデオストリームもしくはコンテンツデー
タストリーム207の評価を可能にし；最も見られたプログラム、最高評価されたプログラ
ム、その他の視聴を可能にし；ニューススクロールオプションを提供し；コンテンツデー
タストリーム207の拡張現実処理を可能にし；モバイルアプリケーションを実行し；テレ
ビ会議を可能にし、ジオ-フィルタリングを実行し、コンテンツデータストリーム207と関
連づけられる、たとえば、好き、嫌い、その他のユーザ優先度を登録し；グラフィカルユ
ーザインタフェース（GUI）1003経由で、たとえば、タグ経由でユーザによる質問/問い合
わせに自動的に応答し；音声チャット、テキストチャット、たとえば、インスタントメッ
セージ、ソーシャルおよび個人的チャット、その他を可能にし；ユーザが、「最もブログ
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に書かれたプログラム」、音声ブログ、その他のブロガーのコメントを読む、その他への
アクセスするのを容易にする。
【０１５４】
　さらにまた、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、図1の詳細な説明に開示
したように、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のホワイトラベリングまたは企
業間（B2B）ライセンス供与をコンテンツソース、たとえば、ケーブルプロバイダ、衛星
ディストリビュータ、遠距離通信企業、コンテンツプロバイダ、その他の1つまたは複数
に提供して、マルチプラットフォーム収益ストリームを生成する。その上、対話型コンテ
ンツ分配プラットフォーム1012は、デジタル著作権管理、コンテンツデータストリーム20
7に挿入されたターゲットされ、カスタマイズされた広告、その他、コンテンツデータス
トリーム207において、または市販のおよび／またはオーバレイ広告を介して「今すぐ購
入する」オプションをユーザに提供するために衝撃広告を組み込み、その他のB2B資源に
、たとえば、多数のパラメーター、たとえば、人口統計学、地域の、位置、年齢、性別、
優先度、好きなもの、好き、嫌い、その他におけるメタデータ、を提供する；プログラム
広告オーバレイ、たとえば、図6に例示的に図示されるビデオ広告オーバレイ605を組みこ
み、ストリーミングコンテンツデータストリーム207のカスタマイズ可能なトラッキング
を提供し、コンテンツデータストリーム207への加入を提供し、ビデオオンデマンドを提
供し、広告を容易にし、流されたコンテンツデータストリーム207、その他からの小売収
益を生成する。
【０１５５】
　図14A～14Cは、ソーシャルネットワーキングウェブサイト、たとえば、Facebook（登録
商標）および対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に加入したその他のユーザとの
対話経由で、図10に例示的に図示される対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012にア
クセスするためにユーザ211によって行われる工程を示す流れ図を例示的に図示する。ユ
ーザ211は、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにログインの後、彼／彼女のコン
ピュータデバイス209を使用して対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に1401を接
続する。図14Aは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のフィードインタフェー
ス1402を示すスクリーンショットを例示的に図示し、そこにおいて、ユーザ211は、図2～
3に例示的に図示されるコンテンツデータストリーム207、たとえば、ソーシャルネットワ
ーキングウェブサイト上のユーザ211によって好まれる「プリティ・リトル・ライアーズ
」などのテレビ番組と関連づけられる情報フィードにアクセスすることができる。図14B
は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012の比較インタフェース1403を示すスクリ
ーンショットを例示的に図示し、そこにおいて、コンピュータデバイス209を使用するユ
ーザ211は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト上でアップデートされるその他の
ユーザの優先度とコンテンツデータストリーム207についての彼／彼女の優先度を比較し
、およびその他のユーザと共通であるコンテンツデータストリーム207にアクセスするこ
とができる。図14Cは、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012の検索インタフェー
ス1404を示するスクリーンショットを例示的に図示し、そこにおいて、コンピュータデバ
イス209を使用するユーザ211は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012上で提供さ
れるコンテンツデータストリーム207のリストを介して、ナビゲートすることができる。
【０１５６】
　コンピュータデバイス209、たとえば、ラップトップを使用するユーザ211が、複数のイ
ンターネット使用可能アプリケーションまたは1つずつまたは同時にコンピュータデバイ
ス209の単一のディスプレイスクリーン209a上で表示された図2～3に例示的に図示される
コンテンツデータストリーム207にアクセスしたいと望む例を考慮する。ユーザ211は、図
10に例示的に図示される対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012に加入する、および
ログインする。対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、対話型コンテンツ分配プ
ラットフォーム1012によってサポートされるコンテンツデータストリーム207のリストで
ユーザ211を促す。ユーザ211は、リストからコンテンツデータストリーム207、たとえば
、Linkedin（登録商標）、Facebook（登録商標）、YouTube（登録商標）、テキストメッ
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セージング、雇用ポータル、スポーツチャンネル、ニュースチャンネル、その他の1つま
たは複数を選択し、および対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012は、ディスプレイ
スクリーン209a上の異なる構成可能なウィンドウ1201における選択されたコンテンツデー
タストリーム207のそれぞれを表示する。ユーザ211は、インタフェースエレメント、たと
えば、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のグラフィカルユーザインタフェース
（GUI）1003上で構成されるボタンを使用して、異なるコンテンツデータストリーム207間
でTVチャンネルを変える、またはスイッチすることができる。ユーザ211は、各々の構成
可能なウィンドウ1201のそれぞれの上にマウスポインターを乗せる間、インタフェースエ
レメントを見ることができる。ユーザ211は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム101
2のGUI 1003上で提供される制御ガイド経由で構成可能なウィンドウ1201の構成設定、た
とえば、ディスプレイタイプ、フォントサイズ、画像サイズ、画像品質、音量、その他を
変えることができる。ユーザ211は、対話型コンテンツ分配プラットフォーム1012のGUI 1
003経由で構成可能なウィンドウ1201をクリックする、ドラッグする、または拡大するこ
とによって構成可能なウィンドウ1201のそれぞれを移動することができる。それ故、ユー
ザ211は、彼／彼女のコンピュータデバイス209を使用してソーシャルネットワーキング、
テキストメッセージング、ライブケーブル、ライブチャット、インターネット、デジタル
ビデオレコーダー（DVR）映画、ライブTV番組、テレビゲーム、その他などの任意のデジ
タルマトリックスに同時にアクセスする。
【０１５７】
　本明細書において開示されるさまざまな方法、アルゴリズムおよびコンピュータプログ
ラムが、コンピュータデバイスのために適切にプログラムされるコンピュータ読取り可能
メディア上で実行されてもよいことは、容易に明らかだろう。本明細書に使用される、フ
レーズ「コンピュータ読取り可能メディア」は、データ、たとえば、コンピュータ、プロ
セッサまたは類似のデバイスによって読み取られ得る命令を提供することに関与する一時
的でないコンピュータ読取り可能メディアをいう。一時的でないコンピュータ読取り可能
メディアは、一時的、伝播するシグナルを除いて、全てのコンピュータ読取り可能メディ
ア、たとえば、不揮発性メディア、揮発性メディアおよび伝送メディアを含む。不揮発性
メディアは、たとえば、光学的なディスクまたは磁気ディスクおよびダイナミックランダ
ムアクセス（DRAM）を含むその他の持続的メモリ揮発性メディアを含み、それは、メイン
メモリを典型的に構成する。揮発性メディアは、たとえば、レジスタメモリ、プロセッサ
キャッシュ、ランダムアクセスメモリ（RAM）、その他を含む。伝送メディアは、プロセ
ッサ、その他と接続したシステムバスを構成するワイヤを含む、たとえば、同軸ケーブル
、銅ワイヤ、モデム、その他を含む。コンピュータ読取り可能メディアの共通の形態は、
たとえば、フロッピーディスク、レキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、レ
ーザーディスク、ブルーレイディスク（登録商標）、任意の磁気メディア、コンパクトデ
ィスク読出し専用メモリ（CD-ROM）、デジタル多用途ディスク（DVD）、任意の光学的メ
ディア、フラッシュメモリカード、パンチカード、紙テープ、穴のパターンを伴う任意の
その他の物理的なメディア、ランダムアクセスメモリ（RAM）、プログラム可能読取り専
用記憶装置（PROM）、消去可能プログラム可能読取り専用メモリ（EPROM）、電気的消去
可能プログラム可能読取り専用メモリ（EEPROM）、フラッシュメモリ、任意のその他のメ
モリチップまたはカートリッジもしくはコンピュータが読むことができる任意のその他の
メディアを含む。
【０１５８】
　本明細書において開示される方法およびアルゴリズムを実行するコンピュータプログラ
ムは、さまざまなメディア、たとえば、多数の様式におけるコンピュータ読取り可能メデ
ィアを使用して記憶されても、および伝送されてもよい。一つの態様において、ハードワ
イヤード回路またはカスタムハードウェアは、種々の態様のプロセスの実施のためのソフ
トウェア命令の場所において、または組み合わせにおいて使用されてもよい。したがって
、態様は、ハードウェアおよびソフトウェアの任意の特定の組み合わせに限定されない。
一般に、コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータプログラムコードは、任意のプロ
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グラミング言語において実行されてもよい。使うことができるプログラミング言語のいく
つかの例は、Adobe（登録商標）Flex Builder、C、C++、C#、Java（登録商標）、JavaScr
ipt（登録商標）、Fortran、Ruby、Pascal、Perl（登録商標）、Python（登録商標）、Vi
sual Basic（登録商標）、ハイパーテキストプリプロセッサ（PHP）、Microsoft（登録商
標）.NET、その他を含む。また、その他のオブジェクト指向、機能の、スクリプトおよび
／または論理的プログラミング言語が、使われてもよい。コンピュータプログラムコード
またはソフトウェアプログラムは、オブジェクトコードとして1つまたは複数のメディア
上でまたはそれにおいて記憶されてもよい。本明細書において開示される方法およびシス
テムの種々の側面は、たとえば、ハイパーテキストマークアップ言語（HTML）、拡張可能
なマークアップ言語（XML）または視覚的領域またはブラウザプログラムのウィンドウに
おいて見られるときに、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）の側面を与える、ま
たはその他の機能を行うその他のフォーマットにおいて、作成された文書を含む非プログ
ラムされた環境において実行されてもよい。本明細書において開示される方法およびシス
テムの種々の側面は、プログラムされたエレメント、または非プログラムされたエレメン
ト、またはそれらの任意の適切な組み合わせとして実行されてもよい。本明細書において
開示されるコンピュータプログラム製品は、種々の態様のプロセスを実行するために、1
つまたは複数のコンピュータプログラムコードを含む。
【０１５９】
　たとえば、Rails（登録商標）システム関連データベース、その他を含むデータベース1
011などの、データベースが記述される場合、（i）記述したものに対する代わりのデータ
ベース構造が、容易に用いられてもよい、および（ii）データベースの他にその他のメモ
リ構造が、容易に用いられてもよい、ことが当業者によって理解されるだろう。本明細書
において開示される任意のサンプルデータベースの任意の図解または記述は、情報の記憶
された表現のための図解の配置である。多くのその他の配置は、図面または他において図
示される表によって提案さえたものに加えて使用されてもよい。同様に、データベースの
任意の図示された項目は、例示的な情報だけを表す；当業者は、項目の数およびコンテン
ツが、本明細書において開示したものと異なり得ることを、理解するだろう。さらに、表
としてのデータベースの任意の描写にもかかわらず、リレーショナルデータベース、オブ
ジェクトに基づくモデルおよび／または分散型データベースを含むその他のフォーマット
は、記憶するのに使用されても、および本明細書において開示されるデータタイプを操作
してもよい。同様に、オブジェクト方法またはデータベースの挙動を、本明細書において
開示したものなどの種々のプロセスを実行するのに使用することができる。加えて、デー
タベースは、このようなデータベースにおけるデータにアクセスするデバイスから、公知
のモードにおいて、局所的にまたは遠隔で記憶されてもよい。システムにおいて複数のデ
ータベースがある態様において、データベースは、データベースをまたいでリンクされる
データの同時のアップデートを可能にするために互いに通信するよう統合されてもよく、
その際、データベースの1つにおけるデータに任意のアップデートがある。
【０１６０】
　本発明は、ネットワーク経由で1つまたは複数のデバイスと通信する1つまたは複数のコ
ンピュータを含むネットワーク環境において働くように構成されることができる。コンピ
ュータは、Internet、ローカルエリアネットワーク（LAN）、ワイドエリアネットワーク
（WAN）またはEthernet、トークンリングなどのワイヤードメディアまたはワイヤレスメ
ディア経由で、または任意の適切な通信メディアまたは通信メディアの組み合わせ経由で
直接または間接的にデバイスと通信してもよい。デバイスのそれぞれは、それのいくつか
の例は上で開示され、コンピュータと通信するように適応されるプロセッサを含む。一つ
の態様において、コンピュータのそれぞれは、ネットワーク通信デバイス、たとえば、ネ
ットワークに接続するための適切なネットワークインタフェースカード、モデムまたはそ
の他のネットワーク通信デバイスを備える。コンピュータおよびデバイスのそれぞれは、
オペレーティングシステムを実行し、それのいくつかの例は上で開示される。オペレーテ
ィングシステムがコンピュータのタイプに応じて異なり得る一方、オペレーティングシス
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るだろう。マシンの任意の数およびタイプは、コンピュータと通信してもよい。
【０１６１】
　本発明は、特定のコンピュータシステムプラットフォーム、プロセッサ、オペレーティ
ングシステムまたはネットワークに限定されない。本発明の1つまたは複数の側面は、1つ
または複数のコンピュータシステム、たとえば、1つまたは複数のサービスを1つまたは複
数のクライアントコンピュータに提供する、または分散システムにおける完全なタスクを
行うように構成されたサーバに分配されてもよい。たとえば、本発明の1つまたは複数の
側面は、種々の態様に従って複数の機能を行う1つまたは複数のサーバシステムに分配さ
れる構成要素を含むクライアントサーバシステム上で行われてもよい。これらの構成要素
は、たとえば、実行可能、中間の、または解釈されたコードを含み、それは、通信プロト
コルを使用してネットワーク上で通信する。本発明は、任意の特定のシステムまたはシス
テムのグループ上で実行可能であることに限定されず、および任意の特定の分配されたア
ーキテクチャ、ネットワークまたは通信プロトコルに限定されない。
【０１６２】
　前述の例は、単に説明の目的だけに提供され、および本明細書において開示される本発
明を限定する様に、少しも解釈されない。本発明が種々の態様に関して記述されてきた一
方、本明細書に使用されてきた単語が、限定の単語よりもむしろ記述および図解の単語で
あるものと理解される。さらに、本発明が特定の手段、材料および態様に関して本明細書
において記述されてきたが、本発明は、本明細書において開示される詳細に限定されるこ
とを意図されない；むしろ、本発明は、添付の請求項の範囲内であるように、全ての機能
的に等価な構造、方法および使用に拡張する。当業者は、この明細書の教示の助けをかり
て、それに多数の修正変更に影響を及ぼしてもよく、および変化は、その側面において本
本発明の範囲および精神から逸脱することなく作成されてもよい。
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