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(57)【要約】　　　（修正有）
【解決手段】開発プラットフォームをホストするサーバは、設計者によって設計されるイ
ンタラクティブメディアファイルのコンポーネントを生成、記憶、更新し、インタラクテ
ィブメディアファイルを要求するウェブサーバまたはエンドユーザの装置に配信する。イ
ンタラクティブメディアファイルは、基本メディアファイルをユーザインタフェースで再
生させるだけでなく、メディアファイルに加えて任意の数の動的制御装置を通じてインタ
ラクティブにすることもできるコーディングコンテナのいくつかの層を備える。
【効果】動的制御装置により、ユーザは、メディアプレーヤアプリケーションがインタラ
クティブメディアファイルを実行している間、開発プラットフォームによって配信される
メディアプレーヤアプリケーション内で生成および表示される任意の数の完全カスタマイ
ズされたウェブベース体験またはソフトウェアアプリケーションと対話することができる
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ実行方法であって、
　コンピュータによって、グラフィカルユーザインタフェースに表示されるように構成さ
れるメディアファイルの記憶位置を表すプログラムコードを備えるメディア層ファイルを
生成することと、
　コンピュータによって、前記メディアファイルに対応し、１以上の第２のキャンバス層
の表示をトリガするハイパーメディアリンクとして構成される１セットの１以上の座標を
定義するプログラムコードを備える第１のキャンバス層ファイルを生成することと、
　コンピュータによって、前記第１のキャンバス層ファイルと前記メディア層ファイルに
対応し、ユーザインタフェースの表示をトリガするハイパーメディアリンクとして構成さ
れる前記１セットの１以上の座標を定義するプログラムコードを備え、エンドユーザ装置
と第三者サーバとの間でデータを通信するように構成される第２のキャンバス層ファイル
を生成することと、
　前記コンピュータによって、前記メディア層ファイル、前記第１のキャンバス層ファイ
ル、および前記第２のキャンバス層ファイルの前記各プログラムコードに基づき、他のコ
ンピュータに自己完結型で配信可能でインタラクティブメディアファイルをアセンブルす
ることと、を備え、
　前記メディアファイルの閲覧者は、前記グラフィカルユーザインタフェースに表示され
た場合、前記１セットの１以上の座標に関連付けられた前記グラフィカルユーザインタフ
ェース内のユーザアクションによって前記ハイパーメディアリンクを選択でき、
　前記ハイパーメディアリンクとして構成される前記１セットの１以上の座標は、前記グ
ラフィカルユーザインタフェースに表示される前記メディアファイル内のビジュアルコン
テンツの所定の部分に関連付けられる、コンピュータ実行方法。
【請求項２】
　前記第１のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルは、前記１以上の第２のキャンバス層を表示することとは無関係に前記閲覧者に表示
される、および
　前記第２のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルは、前記グラフィカルユーザインタフェースを表示することとは無関係に前記閲覧者
に表示される、のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルと併せて前記１以上の第２のキャンバス層を前記閲覧者に
表示すること、および
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルと併せて前記グラフィカルユーザインタフェースを前記閲
覧者に表示することのうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　遠隔サーバが、地理的位置および時間に関係なく前記インタラクティブメディアファイ
ルにアクセスするユーザに、前記第１のキャンバスファイルおよび前記第２のキャンバス
ファイルのうちの少なくとも１つで定義されたコンテンツとともに前記メディアファイル
を送信および供給し、前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクの選択を受信して、
前記ユーザへの前記第２のキャンバス層に関連付けられた前記ユーザインタフェースの表
示をトリガし得る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　コンピュータによって、遠隔サーバから前記インタラクティブメディアファイルを識別
する埋め込みコードを含む要求を受信することを備え、
前記コンピュータは、前記遠隔サーバからの前記要求を受信すると、前記インタラクティ
ブメディアファイルをアセンブルし、
　前記インタラクティブメディアファイルは、必要なすべてのメディアと、前記メディア
ファイルを表示し、前記ハイパーメディアリンクに関連付けられた機能を前記閲覧者に提
供するために必要なその他の情報を含み、
　前記コンピュータは、通信ネットワークを介して、前記インタラクティブメディアファ
イルおよび前記埋め込みコードのうちの少なくとも１つを１以上の他のコンピュータに配
信し、
　前記１以上の他のコンピュータは、いずれかの他のメディアファイルの受信や追加に関
係なく、前記インタラクティブメディアファイルを再生し得る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第１のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記１以上の第２のキャンバス
層を前記閲覧者に表示せず、かつ
　ハイパーメディアリンクアイコンと前記ユーザが選択したアクションごとに増分される
カウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第１のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第２のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記グラフィカルユーザインタ
フェースを前記閲覧者に表示せず、かつ
　ハイパーメディアリンクアイコンと前記ユーザが選択したアクションごとに増分される
カウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第２のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンピュータによって、前記インタラクティブメディアファイル内の第２のソフト
ウェアアプリケーションを実行するように構成される少なくとも１つのハイパーメディア
リンクを含む前記第２のキャンバス層のプログラムコードを生成することをさらに備える
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、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記インタラクティブメディアファイルは、第１の構成、第２の構成、および第３の構
成のうちの少なくとも１つをサポートし、
　前記第１の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、前記ハイパーメディアリンクが１以上の第２のキャンバス層の表示をト
リガし、前記ハイパーメディアリンクの存在を示すように構成される前記１セットの１以
上の座標のセットによって定義され、
　前記第２の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、１以上の第２のキャンバス層の表示をトリガし、かつ前記ハイパーメデ
ィアリンクの存在および前記メディアファイルの前記閲覧者の動作、前記メディアファイ
ルのプロバイダの動作、前記閲覧者によってアクセスされる前記メディアファイルに関連
付けられたウェブサイトのプロバイダの動作のうちの少なくとも１つに依拠して確立され
た前記視覚要素の視覚的外観を定義するパラメータを示す前記ハイパーメディアリンクと
して構成される前記１セットの１以上の座標と前記メディアファイルのマルチメディアコ
ンテンツとの両方によって定義され、または
　前記第３の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、閲覧者に現在供給されている前記メディアファイルの一部内で現在アク
ティブなハイパーメディアリンクの数を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　設計者装置から受信する１以上の入力に応じて、メディア層ファイル、第１のキャンバ
スファイル、および第２のキャンバスファイルを生成するように構成される開発アプリケ
ーションをホストする第１のプロセッサを備え、前記メディア層ファイル、前記第１のキ
ャンバスファイル、および前記第２のキャンバスファイルに基づき、インタラクティブメ
ディアファイルをアセンブルし、前記インタラクティブメディアファイルを１以上の遠隔
サーバに送信するようにさらに構成される開発サーバを備え、
　前記第１のキャンバスファイルは、前記メディア層ファイルに対応し、１以上の第２の
キャンバス層の表示をトリガするハイパーメディアリンクを含む１セットの１以上の座標
を定義するプログラムコードを備え、
　前記インタラクティブメディアファイルの閲覧者は、前記グラフィカルユーザインタフ
ェースに表示された場合、前記１セットの１以上の座標に関連付けられた前記グラフィカ
ルユーザインタフェース内のユーザアクションによって前記ハイパーメディアリンクを選
択でき、
　前記１セットの１以上の座標は、前記ハイパーメディアリンクが、前記メディア層ファ
イルが生成されるメディアファイル内のビジュアルコンテンツの所定の部分に関連付けら
れるように構成され、
　前記インタラクティブメディアファイルはアクセスされた場合、前記メディアファイル
の前記閲覧者に前記メディアファイルを供給し、かつ
　前記第１のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルの前記閲覧者への供給は、前記１以上の第２のキャンバス層を表示することとは無関
係であること、
　前記第２のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルの前記閲覧者への供給は、前記グラフィカルユーザインタフェースを表示することと
は無関係であること、
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
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ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルの前記閲覧者への供給は、前記メディアファイルと併せて
前記１以上の第２のキャンバス層を供給することをさらに備えること、
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルの前記閲覧者への供給は、前記メディアファイルと併せて
前記グラフィカルユーザインタフェースを供給することをさらに備えること、のうちの少
なくとも１つを備える、システム。
【請求項１１】
　１以上の遠隔サーバをさらに備え、各遠隔サーバは、
　前記インタラクティブメディアファイルを実行するように構成されるメディアプレーヤ
をホストする第２のプロセッサと、ここで、前記遠隔サーバは、前記開発サーバから前記
インタラクティブメディアファイルを要求するように構成され、
　前記１以上の各遠隔サーバは、地理的位置および時間に関係なく前記インタラクティブ
メディアファイルにアクセスするユーザに、前記第１のキャンバスファイルおよび前記第
２のキャンバスファイルのうちの少なくとも１つで定義されたコンテンツとともに前記メ
ディアファイルを送信および供給し、前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクの選
択を受信して、前記ユーザへの前記第２のキャンバス層に関連付けられた前記ユーザイン
タフェースの表示をトリガし得る、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　１以上の遠隔サーバうちの１つの遠隔サーバから、前記インタラクティブメディアファ
イルを識別する埋め込みコードを含む要求を受信し、
　前記１以上の遠隔サーバうちの前記１つの遠隔サーバからの前記要求を受信すると、前
記インタラクティブメディアファイルをアセンブルし、
　コンピュータと１以上の他のコンピュータとが接続されている通信ネットワークを介し
て、前記インタラクティブメディアファイルおよび前記埋め込みコードのうちの少なくと
も１つを前記１以上の他のコンピュータに配信するように構成される、第２のプロセッサ
を含む前記コンピュータをさらに備え、
　前記インタラクティブメディアファイルは、必要なすべてのメディアと、前記メディア
ファイルを表示し、前記ハイパーメディアリンクに関連付けられた機能を前記閲覧者に提
供するために必要なその他の情報を含み、
　前記１以上の他のコンピュータは、いずれかの他のメディアファイルの受信や追加に関
係なく、前記インタラクティブメディアファイルを再生し得る、請求項１０に記載のシス
テム。
【請求項１３】
　前記インタラクティブメディアファイルは、第１の構成および第２の構成のうちの少な
くとも１つをサポートし、
　前記第１の構成では、
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第１のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記１以上の第２のキャンバス
層を前記閲覧者に表示せず、かつ
　ハイパーメディアリンクアイコンと前記ユーザが選択したアクションごとに増分される
カウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
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ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第１のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つであり、
　前記第２の構成では、
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第２のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記グラフィカルユーザインタ
フェースを前記閲覧者に表示せず、
　前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記ユーザが選択したアクションごとに増分
されるカウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第２のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つである、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記インタラクティブメディアファイルは、第１の構成、第２の構成、および第３の構
成のうちの少なくとも１つをサポートし、
　前記第１の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、前記ハイパーメディアリンクが１以上の第２のキャンバス層の表示をト
リガし、前記ハイパーメディアリンクの存在を示すように構成される前記１セットの１以
上の座標のセットによって定義され、
　前記第２の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、１以上の第２のキャンバス層の表示をトリガし、かつ前記ハイパーメデ
ィアリンクの存在および前記メディアファイルの前記閲覧者の動作、前記メディアファイ
ルのプロバイダの動作、前記閲覧者によってアクセスされる前記メディアファイルに関連
付けられたウェブサイトのプロバイダの動作のうちの少なくとも１つに依拠して確立され
た前記視覚要素の視覚的外観を定義するパラメータを示す前記ハイパーメディアリンクと
して構成される前記１セットの１以上の座標と前記メディアファイルのマルチメディアコ
ンテンツとの両方によって定義され、ならびに
　前記第３の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、閲覧者に現在供給されている前記メディアファイルの一部内で現在アク
ティブなハイパーメディアリンクの数を示す、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　メディア層ファイル、第１のキャンバスファイル、および第２のキャンバスファイルを
含むインタラクティブメディアファイルを実行し、
　開発サーバから前記インタラクティブメディアファイルを要求するように構成されるメ
ディアプレーヤをホストするプロセッサを備える遠隔サーバを備え、
　前記第１のキャンバスファイルは、前記メディア層ファイルに対応し、１以上の第２の
キャンバス層の表示をトリガするハイパーメディアリンクを含む１セットの１以上の座標
を定義するプログラムコードを備え、
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　前記インタラクティブメディアファイルの閲覧者は、前記グラフィカルユーザインタフ
ェースに表示された場合、前記１セットの１以上の座標に関連付けられた前記グラフィカ
ルユーザインタフェース内のユーザアクションによって前記ハイパーメディアリンクを選
択でき、
　前記１セットの１以上の座標は、前記ハイパーメディアリンクが、前記メディア層ファ
イルが生成されるメディアファイル内のビジュアルコンテンツの所定の部分に関連付けら
れるように構成され、
　遠隔サーバが、地理的位置および時間に関係なく前記インタラクティブメディアファイ
ルにアクセスするユーザに、前記第１のキャンバスファイルおよび前記第２のキャンバス
ファイルのうちの少なくとも１つで定義されたコンテンツとともに前記メディアファイル
を送信および供給し、前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクの選択を受信して、
前記ユーザへの前記第２のキャンバス層に関連付けられた前記ユーザインタフェースの表
示をトリガし得、
　前記第１のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルは、前記１以上の第２のキャンバス層を表示することとは無関係に前記閲覧者に表示
され、
　前記第２のキャンバス層ファイルによって定義されたハイパーメディアリンクに関する
前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクションがない場合、前記メディアファ
イルは、前記グラフィカルユーザインタフェースを表示することとは無関係に前記閲覧者
に表示され、
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルと併せて前記１以上の第２のキャンバス層を前記閲覧者に
表示し、
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、前記メディアファイルと併せて前記グラフィカルユーザインタフェースを前記閲
覧者に表示する、システム。
【請求項１６】
　設計者装置から受信した１以上の入力による前記メディア層ファイル、前記第１のキャ
ンバスファイル、および前記第２のキャンバスファイルを生成するように構成された開発
アプリケーションをホストするプロセッサを含む開発サーバをさらに備え、
　前記開発サーバはさらに、前記メディア層ファイル、前記第１のキャンバスファイル、
および前記第２のキャンバスファイルに基づいて前記インタラクティブメディアファイル
をアセンブルし、前記インタラクティブメディアファイルを前記遠隔サーバに送信するよ
うにさらに構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　１以上の遠隔サーバうちの１つの遠隔サーバから、前記インタラクティブメディアファ
イルを識別する埋め込みコードを含む要求を受信し、
　前記１以上の遠隔サーバうちの前記１つの遠隔サーバからの前記要求を受信すると、前
記インタラクティブメディアファイルをアセンブルし、
　コンピュータと１以上の他のコンピュータとが接続されている通信ネットワークを介し
て、前記インタラクティブメディアファイルおよび前記埋め込みコードのうちの少なくと
も１つを前記１以上の他のコンピュータに配信するように構成される、第２のプロセッサ
を含む前記コンピュータをさらに備え、
　前記インタラクティブメディアファイルは、必要なすべてのメディアと、前記メディア
ファイルを表示し、前記ハイパーメディアリンクに関連付けられた機能を前記閲覧者に提
供するために必要なその他の情報を含み、
　前記１以上の他のコンピュータは、いずれかの他のメディアファイルの受信や追加に関
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係なく、前記インタラクティブメディアファイルを再生し得る、請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項１８】
　前記インタラクティブメディアファイルは、第１の構成および第２の構成のうちの少な
くとも１つをサポートし、
　前記第１の構成では、
　前記第１のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第１のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記１以上の第２のキャンバス
層を前記閲覧者に表示せず、かつ
　ハイパーメディアリンクアイコンと前記ユーザが選択したアクションごとに増分される
カウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第１のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つであり、
　前記第２の構成では、
　前記第２のキャンバス層ファイル内の前記１セットの１以上の座標によって定義される
ハイパーメディアリンクに関する前記メディアファイルの前記閲覧者による選択アクショ
ン時に、後続ユーザのために、スタック内の選択されたハイパーメディアリンクに関連す
る第２のデータを保存し、前記メディアファイルと併せて前記グラフィカルユーザインタ
フェースを前記閲覧者に表示せず、
　前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記ユーザが選択したアクションごとに増分
されるカウンタとを表示すること、および
　前記メディアファイルの供給完了時に、前記ハイパーメディアリンクアイコンと、前記
メディアファイルの供給中に前記ユーザが行った選択アクションの数を示すカウンタとを
表示すること、および
　前記ユーザによる前記ハイパーメディアリンクアイコンの選択時に、前記グラフィカル
ユーザインタフェース内で前記ユーザにマイクロＷｅｂサイトを表示し、前記マイクロＷ
ｅｂサイトは複数のセクションを含み、各セクションは、複数のハイパーメディアリンク
のうちの選択されたハイパーメディアリンクについて保存された前記第２のデータに依拠
して確立された製品およびサービスの少なくとも１つに関連することのうちの少なくとも
１つである、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記インタラクティブメディアファイルは、第１の構成、第２の構成、および第３の構
成のうちの少なくとも１つをサポートし、
　前記第１の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、前記ハイパーメディアリンクが１以上の第２のキャンバス層の表示をト
リガし、前記ハイパーメディアリンクの存在を示すように構成される前記１セットの１以
上の座標のセットによって定義され、
　前記第２の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、１以上の第２のキャンバス層の表示をトリガし、かつ前記ハイパーメデ
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ィアリンクの存在および前記メディアファイルの前記閲覧者の動作、前記メディアファイ
ルのプロバイダの動作、前記閲覧者によってアクセスされる前記メディアファイルに関連
付けられたウェブサイトのプロバイダの動作のうちの少なくとも１つに依拠して確立され
た前記視覚要素の視覚的外観を定義するパラメータを示す前記ハイパーメディアリンクと
して構成される前記１セットの１以上の座標と前記メディアファイルのマルチメディアコ
ンテンツとの両方によって定義され、ならびに
　前記第３の構成では、前記グラフィカルユーザインタフェースに供給された場合、前記
第１のキャンバス層ファイルは、前記メディアファイル上に視覚要素を表示し、ここで、
前記視覚要素は、閲覧者に現在供給されている前記メディアファイルの一部内で現在アク
ティブなハイパーメディアリンクの数を示す、請求項１５に記載のシステム。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本非仮出願は、２０１４年１０月２７日に提出された米国仮出願第６２／０６８，８６
７号「マルチメディアコンテンツ用の方法およびシステム」に優先権を主張し、全文を本
明細書に援用する。
【０００２】
　本発明は、二次マルチメディアコンテンツを一次マルチメディアコンテンツに対応付け
るハイパーメディアリンクに関し、特に、マイクロドメインとマイクロウェブサイトを介
した、二次マルチメディアコンテンツの一次マルチメディアコンテンツへの自己完結型リ
ンク付け／埋込みに関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットは、標準インターネットプロトコルスイート通信プロトコル、たとえば
、ＴＣＰ／ＩＰを使用して、世界中の数十億個の装置をリンク付けする相互接続コンピュ
ータネットワークのグローバルシステムである。実質上、インターネットは、広範な電子
、無線、光技術によってリンク付けされる地域および世界の無数の民間、公的、学会、産
業界、政府ネットワークから成るネットワークのうちの１つである。インターネットは、
幅広い情報源およびサービス、たとえば、ワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）の相互リンク
付けされたハイパーテキスト文書およびアプリケーション、ｅメールをサポートするイン
フラ、並びにファイル共有および電話通信用のピアツーピアネットワークなどを支える。
【０００４】
　同時に、今日の無線通信システムは、いかにして消費者、広告主、企業が、テキスト、
電子メール、映像、マルチメディア、および従来型電話サービス（ＰＯＴＳ）などを含む
様々なフォーマットだけでなく、携帯電話（セルフォン）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラ
ップトップ、タブレットＰＣ、携帯マルチメディアプレーヤ、および携帯ゲームコンソー
ルなどの様々な携帯無線装置を通じた、対話、通信、情報交換、記憶、利用を根本から変
革している。これまでは大型の嵩高いパーソナルコンピュータまたはコンピュータ端末を
通じてしかアクセスできなかった電子コンテンツも、半導体電子機器、ディスプレイ、無
線通信の進歩と共に、ユーザが移動するほぼすべての場所で、軽量携帯装置を使用してア
クセス可能となった。
【０００５】
　２０１４年４月の時点で、約３０億人、世界人口の約４０％がインターネット接続を利
用している。過去３０年以上にわたって、電話、音楽、映画、テレビを含む大半の伝統的
通信メディアは、インターネットによって再構築または再定義され、ボイスオーバインタ
ーネットプロトコル（ＶｏＩＰ）やインターネットプロトコルテレビジョン（ＩＰＴＶ）
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などの新たなサービスを生み続けている。新聞、書籍、その他の出版物は、ウェブサイト
技術に対応しつつある、あるいは、ブログおよびウェブフィードに再構築されつつある。
インターネットは、インスタントメッセージ、インターネットフォーラム、ソーシャルネ
ットワーキングを通じた新しい形式の人的相互作用を可能にし、加速させた。オンライン
ショッピングは、大規模な小売店および小規模な職人や商人の両方を活気づけてきた。イ
ンターネット上の企業間および金融サービスは、産業全体にわたるサプライチェーンに影
響を及ぼす。
【０００６】
　しかしながら、こうしたあらゆる進歩にかかわらず、ユーザとユーザがアクセスし閲覧
するコンテンツとのエンゲージメントのいくつかの基本的側面はほぼ変化していない。今
日、ストリーミングメディアは主要な成長分野である。２０１４年中盤の時点で、ストリ
ーミング映像はインターネットトラフィックの３分の１超を占め、通常のテレビ視聴時間
中、平均して、人々はテレビよりもインターネットに２倍の時間を費やす。ストリーミン
グ映像はその大きなデータ需要により、北米などの地域では、すべてのインターネットト
ラフィックの約７５％を占める。しかし、ユーザの体験は同じであり、視聴するコンテン
ツを選択して、それを視聴するというものである。コンテンツの配信中に限定されず、ユ
ーザは望むときはいつでも閲覧の開始、一時停止、再開などを選択することができる。基
本的には、過去約４０年間にわたってビデオレコーダと全く同じ機能が提供されてきた。
ウェブサイト内からアクセスされる場合でさえ、閲覧者に提供される機能は全く新しいも
のではない。映像コンテンツの多くの生成者、たとえば、広告主、音楽会社などは、閲覧
している映像を他のものに変換するため、複数の他のインターネットおよびウェブエレメ
ントにいまだ依存している。
【０００７】
　したがって、ユーザが共用可能マルチメディアコンテンツエレメントにおいてマルチメ
ディアコンテンツを直接視聴することを通じて、閲覧者のエンゲージメントとトランザク
ションを円滑化する手段をマルチメディアコンテンツ製作者に提供することが有益であろ
う。また、共用可能マルチメディアコンテンツのアイテムまたはそのエレメントへのアク
セスおよびエンゲージメントを通じて、閲覧者に拡張性コンテンツを提供することも有益
であろう。 
【０００８】
　したがって、以下を簡易化するマルチメディアコンテンツを提供することが有益であろ
う。
　ユーザが、共有可能なウェブベースの一次マルチメディアコンテンツ内で直接トランザ
クションを実行すること；
　ユーザが、共有可能なウェブベースの一次マルチメディアコンテンツ内で関連する他の
機能を完了すること；
　ユーザが、共有可能なウェブベースの一次マルチメディアコンテンツに、二次マルチメ
ディアコンテンツおよびウェブサイト機能を埋め込むこと；
　ユーザが、コンテンツの収益化、閲覧者のアナリティックス、配信管理を可能にしつつ
、一次マルチメディアコンテンツをインタラクティブにすること；
　ユーザが、二次マルチメディアコンテンツをブラウズし、ユーザが閲覧している一次マ
ルチメディアコンテンツに対応付けられる二次マルチメディアコンテンツなどにアクセス
すること；
　ユーザが、製品を購入し、調査に参加し、スケジュールを閲覧し、他のアクションを実
行すること；
　ウェブサイトの別の分離エレメントではなく、マルチメディアコンテンツにアクセスす
る流動的手段となるように、一次マルチメディアコンテンツのアイテム内にウェブサイト
機能を設けることと；
　一次マルチメディアコンテンツがマイクロウェブサイトであること。
【０００９】
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　本発明の他の側面および特徴は、添付図面と併せて、本発明の特定の実施形態に関する
以下の説明を参照すれば、当業者にとって自明になるであろう。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の目的は、二次マルチメディアコンテンツを一次マルチメディアコンテンツに対
応付けるハイパーメディアリンク、特に、マイクロドメインとマイクロウェブサイトを通
じた二次マルチメディアコンテンツの一次マルチメディアコンテンツへの自己完結型リン
ク付け／埋込みを利用することによって、豊富なマルチメディア環境をユーザに提供する
ことに関する従来技術の制約に対応することである。
【００１１】
　１実施形態によると、コンピュータ実行方法は、コンピュータによって、グラフィカル
ユーザインタフェースに表示されるように構成されるメディアファイルの記憶位置を示す
プログラムコードを備えるメディア層ファイルを生成することと、コンピュータによって
、メディア層に対応し、１以上の第２のキャンバス層の表示をトリガするハイパーメディ
アリンクとして構成される１セットの１以上の座標を定義するプログラムコードを備える
第１のキャンバス層ファイルを生成することと、コンピュータによって、第１のキャンバ
ス層とメディア層に対応し、ユーザインタフェースの表示をトリガするハイパーメディア
リンクとして構成される１セットの１以上の座標を定義するプログラムコードを備え、エ
ンドユーザ装置と第三者サーバ間のデータ通信を行うように構成される第２のキャンバス
層を生成することと、コンピュータによって、メディア層、第１のキャンバス層、および
第２のキャンバス層の各自のプログラムコードに基づき、インタラクティブメディアファ
イルをアセンブルすることと、を備える。
【００１２】
　別の実施形態によると、システムは、設計者装置から受信する１以上の入力に応じて、
メディア層ファイル、第１のキャンバスファイル、および第２のキャンバスファイルを生
成するように構成される開発アプリケーションのホストとなるプロセッサを備える開発サ
ーバであって、メディア層ファイル、キャンバスファイル、および第２のキャンバスファ
イルに基づき、インタラクティブメディアファイルをアセンブルし、インタラクティブメ
ディアファイルを１以上の遠隔サーバに送信するようにさらに構成される開発サーバと、
インタラクティブメディアファイルを実行するように構成されるメディアプレーヤをホス
トするプロセッサを備える遠隔サーバであって、開発サーバからインタラクティブメディ
アファイルを要求するように構成される遠隔サーバと、を備える。
【００１３】
　別の実施形態によると、方法は、一次マルチメディアコンテンツのアイテムをディスプ
レイの第１の層としてユーザに表示することと、複数のハイパーメディアリンクアイコン
のうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンを備えるディスプレイの第２の
層をディスプレイの第１の層に重ね合わせることと、を備え、複数のハイパーメディアリ
ンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンが選択されると、
ディスプレイの第３の層内にマイクロウェブサイトを開き表示する。
【００１４】
　別の実施形態によると、上記のマルチメディアコンテンツに関する方法では、マイクロ
ウェブサイトは複数のハイパーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパー
メディアリンクアイコンに応じて選択される複数のマイクロウェブサイトのうちの１つで
ある；複数のハイパーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディア
リンクアイコンが選択されると、一次マルチメディアコンテンツのアイテムが一時停止す
る；複数のハイパーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリ
ンクアイコンが一次マルチメディアコンテンツ内のアイテムに対応付けられ、マイクロウ
ェブサイトにより、ユーザが、別のウェブページにアクセスせずに、複数のハイパーメデ
ィアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンに対応付け
られるアイテムを購入することができる；複数のハイパーメディアリンクアイコンのうち
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少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンが一次マルチメディアコンテンツ内の
アイテムに対応付けられ、マイクロウェブサイトにより、ユーザが、一次マルチメディア
コンテンツ内のアイテムに対応付けられる二次マルチメディアコンテンツにアクセスし閲
覧することができる；のうち少なくとも１つである。
【００１５】
　別の実施形態によると、上述のマルチメディアコンテンツに関連する方法では、複数の
ハイパーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコ
ンは、ユーザに対して可視である、ユーザに対して不可視である、複数のハイパーメディ
アリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンに対する一次
マルチメディアコンテンツ内のアイテムの画像への変更として表示される、複数のハイパ
ーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクアイコンに対
する一次マルチメディアコンテンツ内のアイテムのサムネイル画像として表示される；複
数のハイパーメディアリンクアイコンのうち少なくとも１つのハイパーメディアリンクア
イコンが一次マルチメディアコンテンツ内のアイテムに対応付けられ、マイクロウェブサ
イトにより、ユーザが一次マルチメディアコンテンツ内のアイテムに対応付けられる二次
マルチメディアコンテンツにアクセスして閲覧する結果、一次マルチメディアコンテンツ
内のアイテムが選択されると、閲覧者がアクセスして一次マルチメディアコンテンツを閲
覧したウェブページを変更せずに、一次マルチメディアコンテンツへのオーバーレイとし
て二次マルチメディアコンテンツがユーザに提示される；のうちの少なくとも１つである
。
【００１６】
　別の実施形態によると、方法は、ユーザに提示されるディスプレイの第２の層としてハ
イパーメディアリンクアイコンを提供することによって、一次マルチメディアコンテンツ
内のアイテムに関連するユーザにコンテンツを表示することを備え、ディスプレイの第１
の層が一次マルチメディアコンテンツであり、ハイパーメディアリンクアイコンが選択さ
れると、コンテンツが、一次マルチメディアコンテンツの所定部分へのオーバーレイとし
て表示されるマイクロウェブサイト内でユーザに対して提示される。
【００１７】
　別の実施形態によると、上記のマルチメディアコンテンツに関連する方法では、ハイパ
ーメディアリンクアイコンとマイクロウェブサイトが一次マルチメディアコンテンツに対
応付けられる。
【００１８】
　別の実施形態によると、方法は、一次マルチメディアコンテンツを共有することを備え
、ユニフォームリソースロケータおよび埋込コードを提供することは、ハイパーメディア
リンクアイコンとマイクロウェブサイトの少なくとも一方を提供することに関連し、該少
なくとも一方が、別のウェブページに移動せずに、一次マルチメディアコンテンツの閲覧
者を二次マルチメディアコンテンツにアクセスさせる。
【００１９】
　別の実施形態によると、方法は、一次マルチメディアコンテンツ、一次マルチメディア
コンテンツの表示画像内のハイパーメディアリンクアイコンの位置、ハイパーメディアリ
ンクアイコンを表示する時間、ハイパーメディアリンクアイコンの大きさと関連させて、
一時的ハイパーメディアリンクアイコンをアクティブにすることと、ハイパーメディアリ
ンクアイコンを二次マルチメディアコンテンツの少なくとも１つのアイテムに対応付ける
ことと、を備え、アクティブ期間にわたって閲覧者が一時的ハイパーメディアリンクアイ
コンを選択することに基づき、二次マルチメディアコンテンツが一次マルチメディアコン
テンツの閲覧者に提示される。
【００２０】
　本発明の他の側面および特徴は、添付図面と併せて、本発明の特定の実施形態に関する
以下の説明を参照すれば、当業者にとって自明になるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
　本発明の実施形態を、例示のためのみ、添付図面を参照して以下説明する。
【００２２】
【図１Ａ】図１Ａは、ハイパーメディアコンテンツに関する本発明の実施形態を採用する
ことができるネットワーク環境を示す。
【００２３】
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の１実施形態による、ハイパーメディアコンテンツの提供お
よびサポートのためのサーバおよびポータルベースのインフラストラクチャの要素を示す
。
【００２４】
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａに示すようなネットワークとの通信、および本発明の実施形
態をサポートする無線携帯用電子機器を示す。
【００２５】
【図２】図２は、発明の実施形態による、ユーザに提供されるマルチメディアコンテンツ
内のハイパーメディアリンクの視覚的インジケータを示す。
【００２６】
【図３】図３は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテ
ンツ内のハイパーメディアリンクに関連する視覚的インジケータの進展を示す。
【００２７】
【図４Ａ】図４Ａは、マルチメディアコンテンツ内のハイパーメディアリンクの選択に基
づき、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内のマ
イクロウェブサイトの生成を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、マルチメディアコンテンツ内のハイパーメディアリンクの選択に基
づき、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内のマ
イクロウェブサイトの生成を示す。
【００２８】
【図５】図５は、マルチメディアコンテンツ内のハイパーメディアリンクの選択に基づき
、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内のマイク
ロウェブサイトの移動を示す。
【００２９】
【図６】図６は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテ
ンツ内のハイパーメディアリンクに関連する視覚的インジケータの進展を示す。
【００３０】
【図７】図７は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテ
ンツ内のマイクロウェブサイトの生成および進展を示す。
【００３１】
【図８】図８は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコンテ
ンツのアイテム内で以後の閲覧およびアクセスのために複数のハイパーメディアリンクを
選択することを示す。
【００３２】
【図９】図９は、本発明の１実施形態による、ユーザによって選択され、ユーザに提示さ
れるマルチメディアコンテンツのアイテムと対応付けられる複数のハイパーメディアリン
クの以後の検索を示す。
【００３３】
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
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【図１０Ｄ】図１０Ｄは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディ
アコンテンツ内のハイパーメディアリンクに関して閲覧者に提示される別の通知を示す。
【００３４】
【図１１】図１１は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコ
ンテンツ内のハイパーメディアリンクの設定を示す。
【００３５】
【図１２】図１２は、本発明の１実施形態による、ユーザに提示されるマルチメディアコ
ンテンツ内のハイパーメディアリンクの設定を示す。
【００３６】
【図１３】図１３は、例示的１実施形態による、インタラクティブメディアの開発および
配信を行う例示的システムのコンポーネントを示す。
【００３７】
【図１４】図１４は、例示的１実施形態による、任意の数の装置に配信することができる
新たなインタラクティブメディアプロジェクトを生成する例示的方法の実行を示す。
【００３８】
【図１５】図１５は、例示的１実施形態による、要求されたインタラクティブメディアフ
ァイルを要求元の装置に配信する例示的方法１７００の実行を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明は、二次マルチメディアコンテンツを一次マルチメディアコンテンツに対応付け
るハイパーメディアリンクに関し、特に、マイクロドメインおよびマイクロウェブサイト
を通じた、二次マルチメディアコンテンツの一次マルチメディアコンテンツへの自己完結
型リンク付け／埋込みに関する。
【００４０】
　以下の説明は単に例示的実施形態を提供するものであり、本開示の範囲、可用性、また
は構成を限定することを目的としていない。むしろ、例示的実施形態の以下の説明は、当
業者が例示的１実施形態を実行できるような説明を提供するものである。添付の請求項に
記載する精神および範囲を逸脱せずに、構成要素の機能および構造に様々な変更を加える
ことができると理解される。
【００４１】
　本明細書で使用する場合、本開示全体を通じて「携帯電子機器」（ＰＥＤ）は、バッテ
リまたはその他の独立した電力エネルギー源を必要とする通信およびその他の用途に使用
される無線装置に関する。これは、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、携帯コンピュータ、ポケットベル、携帯マルチメディアプレーヤ、携帯ゲームコンソー
ル、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、電子リーダなどを含むが、そ
れらに限定されない。
【００４２】
　本明細書で使用する場合、本開示全体を通じて「固定電子装置」（ＦＥＤ）は、電力を
得るために固定インタフェースへの接続を必要とする通信およびその他の用途に使用され
る無線および／または有線装置を指す。これは、ラップトップコンピュータ、パーソナル
コンピュータ、コンピュータサーバ、キオスク、ゲームコンソール、デジタルセットトッ
プボックス、アナログセットトップボックス、インターネット対応機器、インターネット
対応テレビ、マルチメディアプレーヤを含むが、それらに限定されない。
【００４３】
　本明細書で使用する場合、「アプリケーション」（一般的には「アプリ」と称する）は
、「ソフトウェアアプリケーション」、「ソフトウェアスイート」のエレメント、電子装
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置にアクティビティを実行させるように設計されるコンピュータプログラム、地域および
／または遠隔電子装置と通信するように設計されるコンピュータプログラムを指すが、そ
れらに限定されない。よって、アプリケーションは、（コンピュータを走らせる）オペレ
ーティングシステム、（メンテナンスまたは汎用タスクを実行する）ユーティリティ、（
コンピュータプログラムを作成する）プログラミングツールと異なる。概して、本発明の
実施形態に関する以下の説明において、通常、アプリケーションは、ＰＥＤおよび／また
はＦＥＤに永久的および／または一時的にインストールされるソフトウェアとして提示さ
れる。
【００４４】
　本明細書で使用する場合、「ソーシャルネットワーク」または「ソーシャルネットワー
キングサービス」は、たとえば、興味、活動、背景、または実世界での関係を共有するこ
とのできる人々の間でソーシャルネットワークまたは社交的関係を構築するプラットフォ
ームを指すが、それらに限定されない。これは、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ＋、Ｔ
ｕｍｂｌｒ、Ｔｗｉｔｔｅｒなどの米国ベースのサービスのソーシャルネットワークだけ
でなく、Ｎｅｘｏｐｉａ、Ｂａｄｏｏ、Ｂｅｂｏ、ＶＫｏｎｔａｋｔｅ、Ｄｅｌｐｈｉ、
Ｈｉ５、Ｈｙｖｅｓ、ｉＷｉＷ、Ｎａｓｚａ－Ｋｌａｓａ、Ｓｏｕｐ、Ｇｌｏｃａｌｓ、
Ｓｋｙｒｏｃｋ、Ｔｈｅ　Ｓｐｈｅｒｅ、ＳｔｕｄｉＶＺ、Ｔａｇｇｅｄ、Ｔｕｅｎｔｉ
、ＸＩＮＧ、Ｏｒｋｕｔ、Ｍｘｉｔ、Ｃｙｗｏｒｌｄ、Ｍｉｘｉ、ｒｅｎｒｅｎ、ｗｅｉ
ｂｏ、Ｗｒｅｔｃｈを含むが、それらに限定されない。
【００４５】
　本明細書で使用する場合、「ソーシャルメディア」または「ソーシャルメディアサービ
ス」は、人々が仮想コミュニティおよびネットワークにおいて情報およびアイデアを生成
、共有、および／または交換する対話手段を指すが、それらに限定されない。これは、雑
誌、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、ミニブログ、ウィキペ
ディア、ソーシャルネットワーク、ポッドキャスト、写真または絵、映像、格付け、ソー
シャルブックマークに関するソーシャルメディアサービスだけでなく、ブログ、写真共有
、映像投稿、掲示板投稿、音楽共有、クラウドソーシング、ボイスオーバＩＰなどを活用
するサービスを含むが、それらに限定されない。ソーシャルメディアサービスは、たとえ
ば、共同プロジェクト（たとえば、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）；ブログおよびミニブログ（た
とえば、ＴｗｉｔｔｅｒＴＭ）；コンテンツコミュニティ（たとえば、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ
（登録商標）やＤａｉｌｙ　Ｍｏｔｉｏｎ）；ソーシャルネットワーキングサイト（たと
えば、ＦａｃｅｂｏｏｋＴＭ）；仮想ゲームワールド（たとえば、Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　Ｗ
ａｒｃｒａｆｔＴＭ）；仮想ソーシャルワールド（たとえばＳｅｃｏｎｄ　ＬｉｆｅＴＭ

）に分類することができる。
【００４６】
　本明細書で使用する場合、「企業」は、ユーザ、カスタマ、または消費者に対してサー
ビスおよび／または製品を提供するプロバイダを指すことができるが、それらに限定され
ない。これは、小売店、店舗、市場、オンライン市場、製造業者、オンライン小売店、慈
善団体、公共事業主、サービスプロバイダを含むが、それらに限定されない。上記企業は
、会社によって直接所有または管理することができる、あるいは、フランチャイザーの指
揮および管理下でフランチャイズによって所有または運営することができる。
【００４７】
　本明細書で使用する場合、「サービスプロバイダ」は、企業および／または個人および
／または個人の集団および／またはマイクロプロセッサを備える装置に対して、サービス
および／または製品を提供する第三者プロバイダを指すことができるが、それらに限定さ
れない。「サービスプロバイダ」は、小売店、店舗、市場、オンライン市場、製造業者、
オンライン小売店、公共事業主、自社ブランドプロバイダ、サービスプロバイダを含むが
、それらに限定されず、サービスおよび／または製品は、企業単独で、または企業とサー
ビスプロバイダによって市場に出される、販売される、提供される、および／または流通
される。
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【００４８】
　本明細書で使用する場合、「第三者」または「第三者プロバイダ」は、企業および／ま
たは個人および／または個人の集団および／またはマイクロプロセッサを備える装置への
サービスおよび／または製品のいわゆる「商業ベースの」プロバイダを指すことができる
が、それらに限定されず、消費者および／またはカスタマは第三者と契約するが、興味の
あるおよび／または購入するおよび／または受け取る実際のサービスおよび／または製品
が、企業および／またはサービスプロバイダを通じて提供される。
【００４９】
　本明細書で使用される場合、「ユーザ」は、バイオメトリックデータをユーザの近傍ま
たは遠隔で監視、取得、送信、処理、解析することなどができ、サービスプロバイダ、第
三者プロバイダ、企業、ソーシャルネットワーク、ソーシャルメディアなどとの契約によ
って、ダッシュボード、ウェブサービス、ウェブサイト、ソフトウェアプラグイン、ソフ
トウェアアプリケーション、グラフィカルユーザインタフェースを介して、たとえば、電
子コンテンツを取得する個人または個人の集団を指すことができるが、それらに限定され
ない。ユーザは、私人、団体および／または企業の被雇用者、社会事業団体のメンバー、
慈善団体のメンバー、男性、女性、子供、ティーンエージャ、動物を含むが、それらに限
定されない。最も広い意味では、ユーザは、ハイパーメディアリンクによりマルチメディ
アコンテンツを提示する電子装置および／または電子システムと相互作用する能力によっ
て特徴付けることができるソフトウェアシステム、機械システム、ロボットシステム、ア
ンドロイドシステムなどをさらに含むことができるが、それらに限定されない。
【００５０】
　本明細書で使用するとき、「ユーザ情報」は、ユーザ挙動情報および／またはユーザプ
ロフィール情報を指すことができるが、それらに限定されない。ユーザ情報は、ユーザの
バイオメトリック情報、ユーザのバイオメトリック情報の推定または現在および／または
過去のバイオメトリック情報から得られるユーザのバイオメトリック情報の予想／予測、
ユーザ個人情報、ユーザの伝記的情報、ユーザの人口統計情報、ユーザの財務および／ま
たは金融商品情報も含むことができる。
【００５１】
　「ウェアラブル装置」または「ウェアラブルセンサ」は、ユーザの衣服の下に、内に、
と共に、または上に装着され、汎用または特定用途の情報技術およびメディア開発に関す
る「ウェアラブルコンピュータ」を含むより広範な汎用ウェアラブル技術の一部である小
型電子装置に関する。上記ウェアラブル装置および／またはウェアラブルセンサは、スマ
ートフォン、スマートウォッチ、ｅテキスタイル、スマートシャツ、活動追跡装置、スマ
ートグラス、センサ（たとえば、環境的、医学的、生物学的、生理的、化学的、大気環境
、位置、神経学的センサ）、医学システム（たとえば、薬物送達システム、医学検査シス
テム、医学診断システム）、運動センサを含むことができるが、それらに限定されない。
【００５２】
　本明細書で使用する場合、「電子コンテンツ」（「コンテンツ」または「デジタルコン
テンツ」とも称する）は、記憶、送信、受信、および／または変換される際にデジタルデ
ータの形式で存在する任意の種類のコンテンツを指す場合があるが、それらに限定されず
、これらのステップのうちの１つ以上はアナログであってもよいが、通常はデジタルであ
る。デジタルコンテンツの形式は、個々のファイルにデジタル形式で一斉通信される、ス
トリーミングされる、あるいは含まれる情報を含むが、それに限定されない。デジタルコ
ンテンツの非限定的な種類は、ＭＰ３、ＪＰＧ、ＡＶＩ、ＴＩＦＦ、ＡＡＣ、ＴＸＴ、Ｒ
ＴＦ、ＨＴＭＬ、ＸＨＴＭＬ、ＰＤＦ、ＸＬＳ、ＳＶＧ、ＷＭＡ、ＭＰ４、ＦＬＶ、ＰＰ
Ｔなどの一般的なメディアタイプだけでなく他の種類も含む。デジタルコンテンツは、任
意の種類のデジタル情報、たとえば、デジタル形式で更新された天気予報、ＧＰＳマップ
、電子ブック、写真、映像、ＶｉｎｅＴＭ、ブログ投稿、ＦａｃｅｂｏｏｋＴＭ投稿、Ｔ
ｗｉｔｔｅｒＴＭツイート、オンラインＴＶなどを含むことができる。デジタルコンテン
ツは、ユーザのリクエストに応答して生成される、選択、作成、変更、送信されるデジタ



(17) JP 2020-144898 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

ルデータのうち少なくとも１つのデジタルデータであり、このリクエストはたとえばクエ
リ、検索、トリガ、アラーム、メッセージであってもよい。
【００５３】
　本明細書で使用する場合、「コンテンツ情報」は、コンテンツ機能、コンテンツ供給制
約条件、コンテンツ機能またはコンテンツ供給制約条件（「コンテンツ導出情報」と称す
る）から導出される情報、および／またはコンテンツに関連する情報（「コンテンツ関連
情報」と称する）の任意の組み合わせ、および上記情報の拡張（たとえば、コンテンツ関
連情報から導出される情報）を指すことができるが、それらに限定されない。 
【００５４】
　本明細書で使用する場合、「文書」という文言は、機械読取可能および機械記憶可能製
品を指す場合があるが、それらに限定されない。文書は、ファイル、ファイルの組み合わ
せ、他のファイルへのリンクを埋めこんだ１つ以上のファイルであってもよい。ファイル
は、テキスト、音声、画像、映像などの任意の種類とすることができる。エンドユーザに
供給される文書の一部も文書の「コンテンツ」とみなすことができる。文書は、コンテン
ツ（文言や画像など）と、そのコンテンツ（たとえば、ｅメールフィールドと関連データ
、ＨＴＭＬタグと関連データなど）の意味の表示との両方を含む「構造化データ」を含む
ことができる。インターネットのコンテキストでは、一般的な文書はウェブページである
。ウェブページは、コンテンツを含むことが多く、埋込み情報（メタ情報、ハイパーリン
クなど）および／または埋込命令（ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）など）を含んでも
よい。多くの場合、文書は一意のアドレス指定可能な記憶位置を有するため、インターネ
ット上の情報にアクセスするのに使用される一意アドレスとして使用されるユニバーサル
リソースロケータ（ＵＲＬ）などのアドレス指定可能位置によって一意に特定することが
できる。
【００５５】
　本明細書で使用する場合、「文書情報」は、文書に含まれる情報、文書に含まれる情報
から導き出される情報（「文書導出情報」と称する）、および／または文書に関連する情
報（「文書関連情報」と称する）、および上記情報の拡張（たとえば、関連情報から導出
される情報）を指すことができるが、それらに限定されない。文書導出情報の１例は、文
書のテキストコンテンツに基づく分類である。文書関連情報の例は、インスタント文書と
のリンクを有する他の文書からの文書情報、およびインスタント文書とリンクする他の文
書からの文書情報を含む。
【００５６】
　本明細書で使用する場合、「ユーザインタフェース」は「コントローラ」または「触覚
インタフェース」とも称され、ユーザの１以上のアクションを捕捉し、これらをソフトウ
ェアアプリケーションに供給する装置および／またはシステムを指すことができる。した
がって、ユーザインタフェースは、画像捕捉／処理システム、動作認識システム、スタイ
ラス、ウェアラブル装置、タッチスクリーン、キーパッド、マウス、タッチパッド、マイ
クロフォン、タブレット、加速度計、運動認識システムを含むことができる。
【００５７】
　「ウェブサイト」はウェブサイトまたは単にサイトとも称され、通常は単独のウェブド
メインから提供される１以上の関連ウェブページを指す。通常、ウェブサイトは、ユニフ
ォームリソースロケータ（ＵＲＬ）として知られるインターネットアドレスを通じて、イ
ンターネットまたは民間ローカルエリアネットワークなどのネットワークを介してアクセ
ス可能な少なくとも１つのウェブサーバをホストとする。ウェブページは、通常、ハイパ
ーテキストマークアップ言語（たとえば、ＨＴＭＬまたはＸＨＴＭＬ）のフォーマット命
令を差し込んだプレーンテキストで記述された文書であり、ハイパーテキスト転送プロト
コル（ＨＴＴＰ）などのプロトコルを用いてアクセスおよび移送することができ、任意で
暗号化（たとえば、ＨＴＴＰセキュア（ＨＴＴＰＳ））を採用してウェブページコンテン
ツのユーザにセキュリティとプライバシーを提供することができる。本発明の実施形態で
は、マイクロウェブサイトは、ハイパーメディアリンクを通じてしかユーザがアクセスで
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きない一次マルチメディアコンテンツのアイテム内で、ハイパーメディアリンクから直接
アクセスされるウェブサイトであり、マイクロウェブサイトのコンテンツは、一次マルチ
メディアコンテンツ内で二次マルチメディアコンテンツとしてユーザに提示される。本発
明の実施形態によると、マイクロウェブサイトは、たとえば、一次マルチメディアコンテ
ンツのホストとして機能する、アクセス時に配信する、一次マルチメディアコンテンツと
無関係に遠隔でホストとして機能する、ネットワーク接続でのみ表示される、および／ま
たはアクセス可能である、一次マルチメディアコンテンツと対応付ける、一次マルチメデ
ィアコンテンツ内に記憶し埋め込む、あるいは一次マルチメディアコンテンツと別に記憶
することができる。
【００５８】
　「ウェブドメイン」は、「ドメイン名」または単に「ドメイン」とも称され、より厳密
には、完全ドメイン名とも称される完全修飾ドメイン名であり、ドメイン名システムのツ
リー階層中の正確な位置を特定するドメイン名である。ウェブドメインは、最上位ドメイ
ンおよびルートゾーンを含むすべてのドメインレベルを特定する。完全修飾ドメイン名は
曖昧さの欠如により区別し、一意に解釈することができる。本発明の実施形態では、マイ
クロドメインは、ハイパーメディアリンクを通じてしかユーザがアクセスできない一次マ
ルチメディアコンテンツのアイテム内で、ハイパーメディアリンクから直接アクセスされ
るドメインであり、マイクロドメインのコンテンツは、一次マルチメディアコンテンツ内
で二次マルチメディアコンテンツとしてユーザに提示される。
【００５９】
　ウェブサイトの中には、コンテンツの一部または全部にアクセスするための契約を必要
とするものもある。契約ウェブサイトはたとえば、多数のビジネスサイト、ニュースウェ
ブサイト、学会誌ウェブサイト、ゲームウェブサイト、ファイル共有ウェブサイト、掲示
板、ウェブベースのｅメール、ソーシャルネットワーキングウェブサイト、リアルタイム
株式市場データを提供するウェブサイト、その他の各種サービスを提供するウェブサイト
（たとえば、画像やファイルなどを保管および／または供給するウェブサイト）などであ
る。
【００６０】
　「マルチメディアコンテンツ」は「コンテンツ」または「電子コンテンツ」とも称され
、本明細書で使用する場合、様々なコンテンツの組み合わせを採用する電子コンテンツ、
または異なる形式のコンテンツを採用する電子コンテンツを指すことができる。このよう
に、異なるまたは様々なコンテンツは、テキスト、音声、静止画像、動画、コンピュータ
生成画像などを含むがそれらに限定されない中から選択することができる。
【００６１】
　「スポット」とも称される「ハイパーメディアリンク」は、データを参照して、クリッ
ク、スワイプ、ホバーなどの動作を除くハイパーメディアリンクの選択に基づき、二次マ
ルチメディアコンテンツを一次マルチメディアコンテンツのアイテムの閲覧者に対して提
示させるエレメントを指す。上記ハイパーメディアリンクは、閲覧者に二次マルチメディ
アコンテンツ内を移動させる、および／またはハイパーメディアリンクが対応付けられる
一次および／または二次マルチメディアコンテンツ内のアイテム／エレメントに関して特
定のアクションを実行させる他のハイパーメディアリンクを含むことができる。本発明の
実施形態によると、ハイパーメディアリンクは、マルチメディアコンテンツのアイテムの
外部とは対照的にマルチメディアコンテンツのアイテム内にある追加情報にアクセスする
非線形媒体を提供するため、ハイパーメディアリンクを介してアクセスされる二次マルチ
メディアコンテンツを伴う一次マルチメディアコンテンツのアイテムを、従来技術のマル
チメディアコンテンツと同様に共有することができる。
【００６２】
　本明細書で使用する場合、「ハイパーメディアコンテンツ」は、一次マルチメディアコ
ンテンツからアクセスされる一次マルチメディアコンテンツまたは二次マルチメディアコ
ンテンツなどのマルチメディアコンテンツを指し、一次マルチメディアコンテンツ内で作
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動するハイパーメディアリンクに基づきハイパーメディアコンテンツ内での二次マルチメ
ディアコンテンツへの直接アクセスを可能にするハイパーメディアリンクを含む。
【００６３】
　図１Ａは、発明の実施形態により、発明の実施形態を採用することができる、ハイパー
メディアコンテンツシステムおよびハイパーメディアコンテンツ配信アプリケーション／
プラットフォーム（ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ）をサポートするネットワーク環境１００を示す
。このようなＨＣＳ－ＨＣＤＡＰはたとえば複数のチャネルと動的コンテンツをサポート
する。図示するように、第１のユーザ群１００Ａおよび第２のユーザ群１００Ｂはそれぞ
れ通信ネットワーク１００とインタフェースをとる。代表的な通信アーキテクチャ内では
、遠隔中央交換器１８０は、たとえば長距離ＯＣ－４８／ＯＣ－１９２バックボーンエレ
メント、ＯＣ－４８広域ネットワーク（ＷＡＮ）、受動光ネットワーク、無線リンクを含
むことができるネットワーク１００を介して、通信サービスプロバイダネットワークの残
りと通信する。中央交換器１８０は、ネットワーク１００を介して地方、地域、国際交換
器（明瞭化のため図示せず）と接続され、そしてネットワーク１００を介して第１のユー
ザ群１００Ａおよび第２のユーザ群１００ＢにＷｉ－Ｆｉセルをそれぞれ提供する第１の
セルラーＡＰ１９５Ａおよび第２のセルラーＡＰ１９５Ｂに接続される。また、第１のＷ
ｉ－Ｆｉノード１１０Ａおよび第２のＷｉ－Ｆｉノード１１０Ｂもネットワーク１００に
接続され、第２のＷｉ－Ｆｉノード１１０Ｂはルータ１０５を介してネットワーク１００
に接続される。第２のＷｉ－Ｆｉノード１１０Ｂは、他の第１のユーザ群１００Ａおよび
第２のユーザ群１００Ｂが存在する企業１６０、たとえば、Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ
　ＯｎｅＴＭに対応付けられる。第２のユーザ群１００Ｂは、ＤＳＬ、ダイヤルアップ、
ＤＯＣＳＩＳ、イーサネット（登録商標）、Ｇ．ｈｎ、ＩＳＤＮ、ＭｏＣＡ、ＰＯＮ、電
力線通信（ＰＬＣ）などを含むが、それらに限定されない有線インタフェースを介してネ
ットワーク１００に接続してもよく、ルータ１０５などのルータを通しても通さなくても
よい。
【００６４】
　第１のＡＰ１１０Ａと対応付けられるセル内で、第１のユーザ群１００Ａは、たとえば
、ラップトップコンピュータ１５５、ポータブルゲームコンソール１３５、タブレットコ
ンピュータ１４０、スマートフォン１５０、携帯電話１４５、携帯マルチメディアプレー
ヤ１３０などの様々なＰＥＤを採用することができる。第２のＡＰ１１０Ｂに対応付けら
れるセル内で、第２のユーザ群１００Ｂはたとえばゲームコンソール１２５、パーソナル
コンピュータ１１５、無線／インターネット使用可能テレビ１２０、ケーブルモデム１０
５を含む様々なＦＥＤを採用することができる。第１のセルラーＡＰ１９５Ａおよび第２
のセルラーＡＰ１９５Ｂは、たとえば、セルラーＧＳＭ（登録商標）（モバイル通信用グ
ローバルシステム）電話通信サービスとデータ転送支援を向上させた３Ｇおよび４Ｇ進化
サービスをそれぞれ提供する。第２のセルラーＡＰ１９５Ｂは、例示的実施形態において
、第１のユーザ群１００Ａおよび第２のユーザ群１００Ｂにサービスエリアを提供する。
もしくは、第１のユーザ群１００Ａと第２のユーザ群１００Ｂは地理的に離れており、明
瞭化のために図示していないが、１または複数のネットワークオペレータによって地理的
に分散された複数ＡＰを通じてネットワーク１００にアクセスすることができる。第１の
セルラーＡＰ１９５Ａは図示されるように、第１のユーザ群１００Ａと、第２のユーザ群
１００Ｂおよび第１のユーザ群１００Ａを含む環境１７０にサービスエリアを提供する。
したがって、第１のユーザ群１００Ａおよび第２のユーザ群１００Ｂは、特定の通信イン
タフェースにより、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１５、ＩＥＥＥ８０２．１
６、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＵＭＴＳ、ＧＳＭ８５０、ＧＳＭ９００、ＧＳＭ１８００、
ＧＳＭ１９００、ＧＰＲＳ、ＩＴＵ－Ｒ５．１３８、ＩＴＵ－Ｒ５．１５０、ＩＴＵ－Ｒ
５．２８０、ＩＭＴ－１０００などの１つ以上の無線通信規格を通じてネットワーク１０
０と通信する。当業者にとって明白であるように、多くの携帯および固定電子装置は同時
に複数の無線プロトコルをサポートすることができるので、たとえば、ユーザは電話通信
やＳＭＳなどのＧＳＭサービス、Ｗｉ－Ｆｉ／ＷｉＭＡＸデータ通信、ＶＯＩＰ、インタ
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ーネットアクセスを採用することができる。したがって、第１のユーザ群１００Ａ内のポ
ータブル電子装置は、ＩＥＥＥ８０２．１５やブルートゥース（登録商標）などの規格を
通じて、その場限りの提携を形成することができる。
【００６５】
　さらに、ネットワーク１００には、ソーシャルネットワーク（ＳＯＣＮＥＴＳ）１６５
と、ＣＢＳＴＭやＮＢＣＴＭなどの第１のサービスプロバイダ１７０Ａおよび第２のサー
ビスプロバイダ１７０Ｂと、Ｗｉｅｄｅｎ＆ＫｅｎｎｅｄｙとＤｒｏｇａ５などの第１の
広告代理店１７０Ｃおよび第２の広告代理店１７０Ｄと、ＡｕｄｉＴＭやＰｅｐｓｉＣｏ
ＴＭなどの第１の広告主１７５Ａおよび第２の広告主１７５Ｂと、ＹｏｕＴｕｂｅＴＭや
ＧｏｏｇｌｅＴＭなどの第１のチャネルプロバイダ１８５Ａおよび第２のチャネルプロバ
イダ１８５Ｂと、明瞭化のために図示しない他のサーバと共に機能する第１のサーバ１９
０Ａおよび第２のサーバ１９０Ｂと、が接続される。第１のサーバ１９０Ａおよび第２の
サーバ１９０Ｂは、発明の実施形態により、アプリケーション／プラットフォーム（ＨＣ
Ｓ－ＨＣＤＡＰ）を公開するハイパーメディアコンテンツシステムとハイパーメディアコ
ンテンツ配信アプリケーション／プラットフォーム（ＨＣＳーＨＣＤＡＰ）のプロバイダ
；ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を利用するＳＯＣＮＥＴまたはソーシャルメディア（ＳＯＭＥ
）のプロバイダ；ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を利用しないＳＯＣＮＥＴおよび／またはＳＯ
ＭＥのプロバイダ；ＰＥＤＳおよび／またはＦＥＤＳへのサービスのプロバイダ；有線お
よび／または無線通信の１つ以上の側面のプロバイダ；ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を利用す
るＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　ＯｎｅＴＭなどの企業１６０；ライセンスデータベース
；コンテンツデータベース；画像データベース；コンテンツライブラリ；カスタムデータ
ベース；ウェブサイト；ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を利用するおよび／またホストとなるＦ
ＥＤおよび／またはＰＥＤにダウンロードあるいはアクセスされるソフトウェアアプリケ
ーション；と対応付けられる複数のサービスのホストとして機能することができる。第１
のコンテンツサーバ１９０Ａおよび第２のコンテンツサーバ１９０Ｂは、検索エンジン、
金融サービス、第三者アプリケーション、その他のインターネットベースサービスなどの
その他のインターネットサービスのホストとして機能することもできる。
【００６６】
　したがって、消費者および／またはカスタマ（ＣＯＮＣＵＳ）は、企業１６０内のＰＥ
Ｄおよび／またはＦＥＤを利用し、たとえば、第１のコンテンツサーバ１９０Ａまたは第
２のコンテンツサーバ１９０Ｂの一方にアクセスして、発明の実施形態に係るＨＣＳ－Ｈ
ＣＤＡＰ機能を提供するアプリケーションのアクセス／ダウンロードなどの作業を実行し
、既にインストールされたアプリケーションを実行してＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を提供す
る、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を提供するウェブベースのアプリケーションを実行する、あ
るいはコンテンツにアクセスすることができる。同様に、ＣＯＮＣＵＳは、第１のセルラ
ーＡＰ１９５Ａと第２のセルラーＡＰ１９５Ｂの一方と第１のＷｉ－Ｆｉノード１１０Ａ
とを介して、第１のユーザ群１００Ａと第２のユーザ群１００Ｂ内のＰＥＤまたはＦＥＤ
を利用して、発明の実施形態に係る上記動作またはその他の動作を実行することができる
。
【００６７】
　次に、図１Ｂは、本発明の１実施形態に係るアーキテクチャ１０００を示し、図１Ａと
同様、ネットワーク１００には、ソーシャルネットワーク（ＳＯＣＮＥＴＳ）１６５と、
ＣＢＳＴＭやＮＢＣＴＭなどの第１のサービスプロバイダ１７０Ａおよび第２のサービス
プロバイダ１７０Ｂと、Ｗｉｅｄｅｎ＆ＫｅｎｎｅｄｙとＤｒｏｇａ５などの第１の広告
代理店１７０Ｃおよび第２の広告代理店１７０Ｄと、ＡｕｄｉＴＭやＰｅｐｓｉＣｏＴＭ

などの第１の広告主１７５Ａおよび第２の広告主１７５Ｂと、ＹｏｕＴｕｂｅＴＭやＧｏ
ｏｇｌｅＴＭなどの第１のチャネルプロバイダ１８５Ａおよび第２のチャネルプロバイダ
１８５Ｂと、第１のサーバ１９０Ａとが接続される。図示するように、サーバ１９０Ａは
、公衆、衛生、保険、政府ウェブポータル；映像配信ウェブポータル；マーケティング・
広告ウェブポータル；イベント・アトラクション、小売りウェブポータル；投資家ＰＲウ
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ェブポータルなどの第１のポータル１００５～第５のポータル１０２５を組み込む。した
がって、一次マルチメディアコンテンツおよびその関連ハイパーメディアリンク／二次マ
ルチメディアコンテンツのアイテムは、サーバ１９０Ａ上の特定のウェブポータルにアク
セスすることができる、および／または対応付けることができる。任意で、ＣＢＳＴＭと
ＮＢＣＴＭなどの第１の配信ネットワーク１７０Ａおよび第２の配信ネットワーク１７０
Ｂ、Ｗｉｅｄｅｎ＆ＫｅｎｎｅｄｙとＤｒｏｇａ５などの第１の広告代理店１７０Ｃおよ
び第２の広告代理店１７０Ｄ、ＡｕｄｉＴＭやＰｅｐｓｉＣｏＴＭなどの第１の広告主１
７５Ａおよび第２の広告主１７５Ｂ 、ＹｏｕＴｕｂｅＴＭやＧｏｏｇｌｅＴＭなどの第
１のチャネルプロバイダ１８５Ａおよび第２のチャネルプロバイダ１８５Ｂは、特定のウ
ェブポータルに対応付けることができる、あるいは第１のサーバ１９０Ａ上の複数のウェ
ブポータルに対応付けることができる。
【００６８】
　また、第１のサーバ１９０Ａは、たとえば、コンテンツディレクトリ；販売＆ライセン
ス管理；登録；取引＆財務；規則を表す第１のデータベース１０３０～第５のデータベー
ス１０５０にも対応付けられる。また、第１のサーバ１９０Ａは、ファイアウォール１０
６０と、明瞭化のために図示しないが、第１のサーバ１９０Ａを電子的攻撃から守ること
に関連するその他のセキュリティ手段とに対応付けられる。また、インタフェース１０６
５は、第１のサーバ１９０Ａが接続される様々なネットワーク、システム、サーバクラス
タ、第２のサーバ１９０Ｂ、ネットワーク１００などの各種インタフェース要件だけでな
く、ウェブポータルと第１のデータベース１０３０～第５のデータベース１０５０および
明瞭化のために図示しないメモリとのインタフェースをとる各種インタフェースをサポー
トする。第１のサーバ１９０Ａ内には、ＣＲＭ＆アナリティックス１０７０、インタラク
ティブコードデータベース１０７５、財務情報１０８０、インタラクティブリスト１０８
５も実装される。インタラクティブコードデータベース１０７０とインタラクティブリス
ト１０８５のインタラクティブエレメント（たとえば、ハイパーメディアリンク、スポッ
ト）は、カナダ、プリンスエドワード島、シャーロットタウンのＺＥＤ　Ｃｒｅａｔｉｖ
ｅによって提供されるハイパーメディアリンクを介して、マルチメディアコンテンツのア
イテム内でアクセスおよび移動可能であるマイクロウェブサイトの実装である。したがっ
て、第１のサーバ１９０Ａは、第２のサーバ１９０Ｂを含むがそれに限定されないサーバ
と共に、ユーザ、閲覧者、消費者、広告主、企業、第三者、サービスプロバイダ、マルチ
メディアコンテンツ生成業者らに、それらに適用可能なＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能のサブセ
ットを提供する。
【００６９】
　図１Ｃは、発明の実施形態に係る、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能をサポートする電子装置２
０４およびネットワークアクセスポイント２０７を示す。電子装置２０４はたとえばＰＥ
Ｄおよび／またはＦＥＤであってもよく、上記および下記の追加エレメントを含むことが
できる。スマートフォン１５５などの電子装置２０４と、第１のＡＰ１１０などのアクセ
スポイント（ＡＰ）２０６と、通信サーバ、ストリーミングメディアサーバなどの１つ以
上のネットワーク装置２０７と、第１のサーバ１９０Ａと第２のサーバ１９０Ｂなどのル
ータとを含むシステム２００の概略機能図の一部として、電子装置２０４内のプロトコル
アーキテクチャも示す。ネットワーク装置２０７は、図１を参照して上述したようなネッ
トワーク、有線、無線および／または光通信リンクの組み合わせを介して、および上述す
るように直接、ＡＰ２０６に接続することができる。ネットワーク装置２０７はネットワ
ーク１００に接続され、ソーシャルネットワーク（ＳＯＣＮＥＴＳ）１６５と、ＣＢＳＴ

ＭやＮＢＣＴＭなどの第１のサービスプロバイダ１７０Ａおよび第２のサービスプロバイ
ダ１７０Ｂと、Ｗｉｅｄｅｎ＆ＫｅｎｎｅｄｙとＤｒｏｇａ５などの第１の広告代理店１
７０Ｃおよび第２の広告代理店１７０Ｄと、ＡｕｄｉＴＭやＰｅｐｓｉＣｏＴＭなどの第
１の広告主１７５Ａおよび第２の広告主１７５Ｂと、ＹｏｕＴｕｂｅＴＭやＧｏｏｇｌｅ
ＴＭなどの第１のチャネルプロバイダ１８５Ａおよび第２のチャネルプロバイダ１８５Ｂ
もネットワーク１００に接続される。
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【００７０】
　電子装置２０４は、１つ以上のプロセッサ２１０と、プロセッサ２１０に連結されるメ
モリ２１２とを含む。ＡＰ２０６は、１つ以上のプロセッサ２１１と、プロセッサ２１０
に連結されるメモリ２１３とをさらに含む。プロセッサ２１０および２１１の非包括的リ
ストの例は、中央処理部（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、縮小命令セッ
トコンピュータ（ＲＩＳＣ）、縮小命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）などを含む。さ
らに、プロセッサ２１０および２１１のいずれも、用途特定集積回路（ＡＳＩＣ）の一部
または用途特定標準製品（ＡＳＳＰ）の一部であってもよい。メモリ２１２および２１３
の非包括的リストの例は、レジスタ、ラッチ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ
装置、不揮発性ランダムアクセスメモリ装置（ＮＶＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ダ
ブルデータレート（ＤＤＲ）メモリ装置、ＳＲＡＭ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）脱着可能メモリなどの半導体装置の任意の組み合わせを含む。
【００７１】
　電子装置２０４は、プロセッサ２１０のいずれかに接続される、マイクロフォンなどの
音声入力エレメント２１４と、スピーカなどの音声出力エレメント２１６とを含むことが
できる。電子装置２０４は、プロセッサ２１０のいずれかに接続される、ビデオカメラや
カメラなどの映像入力エレメント２１８と、ＬＣＤディスプレイなどの映像出力エレメン
ト２２０を含むことができる。また、電子装置２０４はキーボード２１５とタッチパッド
２１７を含み、該タッチパッドは、ユーザがコンテンツを入力する、あるいは１つ以上の
アプリケーション２２２内の機能を選択することができる物理的キーボードとタッチパッ
ドであってもよい。もしくは、キーボード２１５とタッチパッド２１７は、電子装置２０
４内でディスプレイの一部を形成する接触感応エレメントの所定領域であってもよい。１
つ以上のアプリケーション２２２が通常、メモリ２１２に記憶され、プロセッサ２１０の
組み合わせによって実行可能である。電子装置２０４は、プロセス２１０に３次元運動入
力を提供する加速度計２６０と、プロセッサ２１０に地理的位置情報を提供するＧＰＳ２
６２も含む。
【００７２】
　電子装置２０４はプロトコルスタック２２４を含み、ＡＰ２０６は通信スタック２２５
を含む。システム２００内で、プロトコルスタック２２４がＩＥＥＥ８０２．１１プロト
コルスタックとして示されるが、インターネットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥ
ＴＦ）マルチメディアプロトコルスタックなどのその他のプロトコルスタックを利用する
こともできる。同様に、ＡＰスタック２２５はプロトコルスタックを活用するが、明瞭化
のために拡張していない。プロトコルスタック２２４およびＡＰスタック２２５の構成要
素は、ソフトウェア、ファームウェアおよび／またはハードウェアの任意の組み合わせで
実現することができる。プロトコルスタック２２４は、１つ以上のＦｒｏｎｔ－Ｅｎｄ　
Ｔｘ／Ｒｘ＆アンテナ２２８に接続されるＩＥＥＥ８０２．１１対応ＰＨＹモジュール２
２６と、ＩＥＥＥ８０２．２対応ＬＬＣモジュール２３２に接続されるＩＥＥＥ８０２．
１１対応ＭＡＣモジュール２３０とを含む。プロトコルスタック２２４は、ネットワーク
層ＩＰモジュール２３４、トランスポート層ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）モ
ジュール２３６、トランスポート層通信制御プロトコル（ＴＣＰ）モジュール２３８を含
む。
【００７３】
　プロトコルスタック２２４は、セッション層リアルタイムトランスポートプロトコル（
ＲＴＰ）モジュール２４０、セッション告知プロトコル（ＳＡＰ）モジュール２４２、セ
ッション開始プロトコル（ＳＩＰ）モジュール２４４、リアルタイムストリーミングプロ
トコル（ＲＴＳＰ）モジュール２４６をさらに含む。プロトコルスタック２２４は、プレ
ゼンテーションレイヤメディア処理モジュール２４８、呼出し制御モジュール２５０、１
つ以上の音声コーデック２５２、１つ以上の映像コーデック２５４を含む。アプリケーシ
ョン２２２は、ＡＰ２０６を用いて、装置２０７のいずれかとの通信セッションを維持す
る、および／または終了することができる。通常、アプリケーション２２２は、目的に応
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じてＳＡＰ、ＳＩＰ、ＲＴＳＰ、メディア処理、コール制御モジュールを始動させる。一
般的には、情報はＴＣＰモジュール２３８、ＩＰモジュール２３４、ＬＬＣモジュール２
３２、ＭＡＣモジュール２３０を通じて、ＳＡＰ、ＳＩＰ、ＲＴＳＰ、メディア移動、コ
ール制御モジュールからＰＨＹモジュール２２６へ伝播する。
【００７４】
　当業者にとって自明であるように、電子装置２０４の構成要素は、ＡＰ２０６内で実現
することができ、それらの構成要素はＩＥＥＥ８０２．１１対応ＰＨＹモジュール、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１対応ＭＡＣモジュール、ＩＥＥＥ８０２．２対応ＬＬＣモジュール２３
２などのプロトコルスタック２２４の１つ以上の構成要素を含むが、それらに限定されな
い。ＡＰ２０６は、ネットワーク層ＩＰモジュール、トランスポート層ユーザデータグラ
ムプロトコル（ＵＤＰ）モジュール、トランスポート層送信制御プロトコル（ＴＣＰ）モ
ジュール、セッション層リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）モジュール、セッション
告知プロトコル（ＳＡＰ）モジュール、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）モジュール
、リアルタイムストリーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）モジュール、メディア移動モジュ
ール、コール制御モジュールをさらに含む。電子装置２０４によって表される可動および
固定電子装置は、図示するＩＥＥＥ８０２．１１に加えて１つ以上の追加の無線または有
線インタフェースを含んでいてもよく、該インタフェースは、ＩＥＥＥ８０２．１５、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＵＭＴＳ、ＧＳＭ８５０、ＧＳＭ９００、
ＧＳＭ１８００、ＧＳＭ１９００、ＧＰＲＳ、ＩＴＵ－Ｒ５．１３８、ＩＴＵ－Ｒ５．１
５０、ＩＴＵ－Ｒ５．２８０、ＩＭＴ－１０００、ＤＳＬ、ダイヤルアップ、ＤＯＣＳＩ
Ｓ、イーサネット、Ｇ．ｈｎ、ＩＳＤＮ、ＭｏＣＡ、ＰＯＮ、電力線通信（ＰＬＣ）を含
む群から選択することができる。
【００７５】
　図２は、発明の実施形態により、ユーザに提供されるマルチメディアコンテンツ内のハ
イパーメディアリンクの視覚的インジケータの１例を示す。したがって、図示するように
、閲覧者は、ハイパーメディアリンクと対応付けたマルチメディアコンテンツ２００のア
イテムにアクセスしている。したがって、マルチメディアコンテンツ２００のアイテムが
再生中、本例では、タイムバー２２０で示すように、ハイパーメディアリンクアイコン２
１０がマルチメディアコンテンツのアイテム内の所定の位置および時間に出現する。ハイ
パーメディアリンクアイコン２１０を選択すると、リンクされた二次マルチメディアコン
テンツの関連アイテムが、たとえば図４、５、７、８に示すようにユーザに提示されてい
る。
【００７６】
　任意で、ハイパーメディアリンクアイコン２１０の形状や、塗りつぶし色、透明度、塗
りつぶしパターンなどの塗りつぶしパラメータを伴う厚さ、色、透明度などの境界パラメ
ータは、閲覧者の動作に応じて、表示時の一次マルチメディアコンテンツ２００のパレッ
ト、ハイパーメディアリンクアイコン２１０を設定するユーザの基本設定、一次マルチメ
ディアコンテンツ２００のビューの基本設定を含むが、それらに限定されない１以上の要
因に応じて設定することができる。図１０Ａ～１０Ｅから明らかなように、閲覧者に対し
てハイパーメディアリンクの存在を強調するため、ハイパーメディアリンクアイコン２１
０の変更の他に別のオプションも存在するが、図１０Ｅで明らかなように、その存在は閲
覧者に全く示さなくてもよく、隠れたハイパーメディアリンクアイコン２１０を選択する
ことで、同じアクションがトリガされる。これらの例では、閲覧者の実際の興味を測るこ
とができ、ハイパーメディアリンクアイコン２１０に対応付けられないその他のアイテム
を選択することによって、閲覧者の基本設定に関する追加情報を、広告主、サービスプロ
バイダ、第三者プロバイダなどに提供する。
【００７７】
　図３は、本発明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内
のハイパーメディアリンクに関連する視覚的インジケータの進展を表す第１の画面画像３
００Ａ～第４の画面画像３００Ｄを示す。第１の画面画像３００Ａに示すように、一次マ
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ルチメディアコンテンツのタイムライン３３０は、既に確定されたハイパーメディアリン
クアイコン３１０と徐々に展開するハイパーメディアリンクアイコン３２０と共に第１の
画面画像３００Ａの下部に沿って示され、徐々に展開するハイパーメディアリンクアイコ
ン３２０は第２の画面画像３００Ｂに示されるように展開しきったハイパーメディアリン
クアイコン３４０となるまで、一定期間にわたって外観を変化させ、その外観は確定され
たハイパーメディアリンクアイコン３１０の外観と類似する。任意で、発生するハイパー
メディアリンクアイコン３２０の形状や、塗りつぶし色、透明度、塗りつぶしパターンな
どの塗りつぶしパラメータを伴う厚さ、色、透明度などの境界パラメータは、閲覧者の動
作に応じて、表示時の一次マルチメディアコンテンツのパレット、徐々に展開するハイパ
ーメディアリンクアイコン３２０を設定するユーザの基本設定、一次マルチメディアコン
テンツ２００のビューの基本設定を含むが、それらに限定されない１以上の要因に応じて
設定することができる。図１０Ａ～１０Ｅから明らかなように、閲覧者に対してハイパー
メディアリンクの存在を強調するため、徐々に展開するハイパーメディアリンクアイコン
３２０の変更に加えて他のオプションも存在する。任意で、徐々に展開するハイパーメデ
ィアリンクアイコン３２０は、確定されたハイパーメディアリンクアイコン３１０と類似
の形状および大きさを有することができる、あるいは、徐々に展開するハイパーメディア
リンクアイコン３２０は、確定されたハイパーメディアリンクアイコン３１０と異なる形
状および大きさを有することができる。
【００７８】
　第３の画面画像３００Ｃに示すように、一次マルチメディアコンテンツ３８０のタイム
ラインは、既に設定されたハイパーメディアリンクアイコン３５０と共に第３の画面画像
３００Ｃの下部に沿って示される。次に、第４の画面画像３００Ｄに示すように、設定さ
れたハイパーメディアリンクアイコン３５０は、新たなハイパーメディアリンクアイコン
３７０と共に、消失中のハイパーメディアリンクアイコン３６０として示される。したが
って、自明なことに、第１の画像３００Ａおよび第２の画像３００Ｂに示すように徐々に
展開する外観を有することに加えて、ハイパーメディアリンクアイコンは、第３の画像３
００Ｃおよび第４の画像３００Ｄに示すように徐々に消失する外観を有していてもよい。
任意で、次第に消失するハイパーメディアリンクアイコン３２０の形状や、塗りつぶし色
、透明度、塗りつぶしパターンなどの塗りつぶしパラメータを伴う厚さ、色、透明度など
の境界パラメータは、閲覧者の動作に応じて、表示時の一次マルチメディアコンテンツの
パレット、徐々に展開するハイパーメディアリンクアイコンを設定するユーザの基本設定
、一次マルチメディアコンテンツのビューの基本設定を含むが、それらに限定されない１
以上の要因に応じて設定することができる。
【００７９】
　自明なことに、確定されたハイパーメディアリンクアイコン３１０、徐々に展開するハ
イパーメディアリンクアイコン３２０、展開しきったハイパーメディアリンクアイコン３
４０、確定されたハイパーメディアリンクアイコン３５０、新たなハイパーメディアリン
クアイコン３７０などのハイパーメディアリンクアイコンは、開始時間または持続時間、
開始時間および終了時間、ハイパーメディアリンクアイコンがゼロから確定形状まで出現
する展開時間、ハイパーメディアリンクアイコンが確定形状からゼロまで消失する移行時
間などのタイミング情報に対応付けることができる。また、ハイパーリンクリンクアイコ
ンの外観は、一次マルチメディアコンテンツに存在する期間、徐々に展開させることがで
きることも自明であろう。
【００８０】
　図４は、マルチメディアコンテンツ内のハイパーメディアリンクの選択に基づき、本発
明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内のマイクロウェ
ブサイトの生成に関連する第１の画面画像４００Ａ～第４の画面画像４００Ｄを示す。第
１の画面画像４００Ａに示すように、一次マルチメディアコンテンツのタイムライン４６
０は、既に設定されたハイパーメディアリンクアイコン４１０と共に第１の画面画像４０
０Ａの下部に沿って示される。次に、ユーザが確定されたハイパーメディアリンクアイコ
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ン４１０を選択すれば、ユーザは、第２の画面画像４００Ｂの初期フレーム４３０から第
３の画面画像４００Ｃのマイクロウェブサイト４４０まで設定されるマイクロウェブサイ
トを通じて、二次マルチメディアコンテンツにアクセスすることができる。本例では、第
１の画面画像４００Ａ～第３の画面画像４００Ｃ内の一次マルチメディアコンテンツは鉢
クラゲであり、マイクロウェブサイト４４０内に提示される関連コンテンツは鉢クラゲに
関する追加情報である。第４の画面画像４００Ｄを参照すると、マイクロウェブサイトコ
ンテンツは、第２のマイクロウェブサイト４５０に示されるように変化しており、マイク
ロウェブサイトコンテンツ内のページ４５５はユーザの選択に基づき変更されている。図
４Ｂの第５の画面画像４００Ｅには、第２のマイクロウェブサイト４５０はページ４５５
セレクタの他に、一次マルチメディアコンテンツの閲覧者に対応付けられるソーシャルメ
ディアサービス用のハイパーリンクアイコンを有するソーシャルメディアバー４７０が含
まれ、これらは、たとえば、ユーザによるＨＣＳ－ＨＣＤＡＰを提供するアプリケーショ
ンへのログインに応じて、あるいはソーシャルメディアウェブサイトのうちの１つまたは
ソーシャルネットワークアプリケーションをインストールした電子装置で一次マルチメデ
ィアコンテンツを閲覧しているときは既知のソーシャルメディアとユーザとの対応付けを
通じて設定される。ソーシャルメディアバー４７０内のハイパーリンクアイコンを選択す
ると、たとえば図５の第１の画面画像５００Ａ内のポップアップ５１０を掲示することに
よって示されるようなポスティングページが生じる。また、第２のマイクロウェブサイト
４００Ｅでは、他の機能へのリンク４８０がユーザに提示される。カーソル４９０は、マ
イクロウェブサイトのページ内に表示されるコンテンツ自体、マイクロウェブサイトウィ
ンドウよりも大きくして、コンテンツをスクロール／移動できることを示すように描写さ
れている。
【００８１】
　図５は、マルチメディアコンテンツ内のハイパーメディアリンクの選択に基づき、本発
明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内のマイクロウェ
ブサイトの移動を表す第１の画面画像５００Ａ～第４の画面画像５００Ｄを示す。上述し
たように、第１の画面画像５００Ａはマイクロウェブサイト内のソーシャルメディアフィ
ード画面であり、ユーザは１人または複数の友人、またはサブセット／セットの連絡先に
メッセージを送ることができる。本例では、ユーザはＴｗｉｔｔｅｒＴＭのツイートを生
成しており、送信（ツイート）されたとき、コンテンツはユーザのＴｗｉｔｔｅｒフィー
ドに投稿される。第２の画面画像５００Ｂおよび第３の画面画像５００Ｃは、ユーザの使
用中、マイクロウェブサイト５２０の追加キャプチャを示し、キャプチャは追加コンテン
ツを移動している。図４Ａおよび４Ｂの第１の画像４００Ａ～第５の画像４００Ｅに示さ
れるコンテンツと共に、第１の画面画像５００Ａ～第３の画面画像５００Ｃでユーザに提
示されるコンテンツは、一次マルチメディアコンテンツのプロバイダと対応付けられるコ
ンテンツである。
【００８２】
　対照的に、図４Ｂの第５の画面画像４００Ｅに示されるリンク４８０を選択すると、た
とえば、一次二次コンテンツのプロバイダ、マイクロウェブサイト内に提示される二次マ
ルチメディアコンテンツのプロバイダ、あるいは一次および二次マルチメディアコンテン
ツのプロバイダの外部によって提供される追加コンテンツをサーチすることができるサー
チ機能へのアクセスがユーザに提供される。したがって、第４の画像５００Ｄに示すよう
に、ユーザには、ユーザがマイクロウェブサイト画像５５０内でアクセスした一次マルチ
メディアコンテンツに対応させて、他の人が最近アクセスした他の二次マルチメディアコ
ンテンツのリストが提示される。したがって、アイテムを選択すると、マイクロウェブサ
イト内での一次マルチメディアコンテンツの表示がトリガされる。同じく、リストが長い
場合、ユーザは第５の画面画像５００Ｅのスクロールされたマイクロウェブサイト画像５
６０で示すようにスクロールすることができる。
【００８３】
　もしくは、ユーザは、このページの上部のオプションから選択して、第４の画面画像５
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００Ｄのマイクロウェブサイト５５０内の閲覧一次マルチメディアコンテンツのリスト「
マイスポットリスト」を閲覧することができ、このリストは、閲覧一次マルチメディアコ
ンテンツの最新アイテムのリストであってもよい、あるいは、閲覧一次マルチメディアコ
ンテンツ内のハイパーメディアアイコンの選択と無関係に、または選択に応じて、現在の
一次マルチメディアコンテンツに対応付けられる閲覧一次マルチメディアコンテンツの最
新アイテムであってもよい。たとえば、ユーザは、ハイパーメディアリンクを介して追加
コンテンツにユーザをアクセスさせた閲覧一次マルチメディアコンテンツのアイテムを、
後の検索のために閲覧一次マルチメディアコンテンツ履歴リストに記憶することを単に希
望することができる。任意で、ユーザは、閲覧一次マルチメディアコンテンツを記憶し、
カテゴリに割り当てて、たとえば、改訂トピックを設定し、一次マルチメディアコンテン
ツを特定のトピックに割り当てることができる。もしくは、ユーザは、人事、雇用、社会
のニーズおよび／または願望および／または行為によって定義されるその他の基準に応じ
てトピックを設定することができる。
【００８４】
　図６は、本発明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内
のハイパーメディアリンクに関連する視覚的インジケータの進展を表す第１の画面画像６
００Ａ～第５の画面画像６００Ｅを示す。まず第１の画面画像６００Ａ～第３の画面画像
６００Ｃを参照すると、ハイパーメディアリンクアイコン６２０～６４０が広告内の車両
に対応付けられて、道路に沿って運転するにつれて一次マルチメディアコンテンツを形成
する。したがって、本例では、ハイパーメディアリンクアイコンは、第１の画面画像３０
０Ａ～第４の画面画像３００Ｄ内で略静止しているのではなく、一次マルチメディアコン
テンツ内の移動エレメントと対応付けられる。ハイパーメディアリンクアイコンと一次マ
ルチメディアコンテンツ内の移動エレメントとの対応付けは、複数のフレーム内のエレメ
ントを特定し補間することと、エレメントを特定し、パターン認識でユーザ定義期間にわ
たってハイパーリンクアイコンを自動的に対応付けるオブジェクトを特定することと、ユ
ーザがハイパーメディアリンクアイコンに関して所定期間にわたって所定数のフレームを
選択することと、を含むがそれらに限定されない当該技術において既知な各種技術を用い
て実行することができる。
【００８５】
　もしくは、第４の画面画像６００Ｄおよび第５の画面画像６００Ｅに示すように、ハイ
パーメディアリンクアイコン６５０は、運転者の手がギア転換装置にかかって、コンソー
ル６６０の一部を不明瞭にすることで、アイコンが関連するエレメント、本例ではコンソ
ール６６０が視認度を変動させる場合でもその位置を維持する。本例では、一次マルチメ
ディアコンテンツの閲覧者は、第５の画面画像６００Ｅ内のハイパーメディアリンクアイ
コン６５０を選択すると、コンソール６６０に関連する二次マルチメディアコンテンツが
マイクロウェブサイトに提供されることを当然確信するであろう。第４の画面画像６００
Ｄと第５の画面画像６００Ｅ間のハイパーメディアリンクアイコン６５０の対応付けが変
動するとすれば、ハイパーメディアリンクアイコン６５０を異なる表示で可視にしてユー
ザに提示することができる。
【００８６】
　当業者にとって自明なように、ハイパーメディアリンクアイコンが一次マルチメディア
コンテンツに対応付けられる際、ユーザが一次マルチメディアコンテンツを一時停止すれ
ば、その位置が一時停止の時点で直接特定されていなかったとしても、たとえば最後の定
義された時点から補間できるため、ハイパーメディアリンクアイコンを可視にする、ある
いは有効にすることができる。
【００８７】
　図７は、本発明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメディアコンテンツ内
のマイクロウェブサイトの生成および進展に関連する第１の画面画像７００Ａ～第４の画
面画像７００Ｄを示す。本例では、ハイパーメディアリンクアイコン７１０は、第１の画
面画像７００Ａに示すように、ユーザに対して表示される一次マルチメディアコンテンツ
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内でアクティブである。その選択により、一次マルチメディアコンテンツが、マイクロウ
ェブサイト７４０と最後のハイパーメディアリンクアイコン７５０～７７０と共に、第３
の画面画像７００Ｃ～第４の画面画像７００Ｄを通じて第１のフローをたどるようにトリ
ガされる。しかしながら、ユーザが選択しない場合、一次マルチメディアコンテンツは、
第２の画面画像７００Ｂ～第４の画面画像７００Ｄと最後のハイパーメディアリンクアイ
コン７５０～７７０を通じて第２のフローをたどる。したがって、本発明の他の実施形態
では、マイクロウェブサイトは実際には表示画像全体に取って代わり、オリジナルコンテ
ンツ、すなわち、第２の画面画像７００Ｂを覆っており、マイクロウェブサイト７５０と
して出現するものは実際には、ユーザがハイパーメディアリンクアイコン７１０を選択す
るときにユーザに対して提示されるマイクロウェブサイトに埋め込まれるナノウェブサイ
トである。したがって、ハイパーメディアリンクアイコン７１０を選択しないと、オリジ
ナルコンテンツ、すなわち、第２の画面画像７００Ｂの残りは、マイクロウェブサイトオ
ーバーレイなしで提示される。したがって、当業者にとって自明であるように、一次マル
チメディアコンテンツの最初のエレメントは、二次マルチメディアコンテンツを表示する
ハイパーメディアリンクアイコンと対応付けられたマイクロウェブサイトを有することが
できる。その後、対応付けられるハイパーメディアリンクアイコンおよび二次マルチメデ
ィアコンテンツを伴う一次マルチメディアコンテンツは、一次マルチメディアコンテンツ
の別のエレメント内の別のハイパーメディアリンクアイコンのためのマイクロウェブサイ
トコンテンツとして使用することができる。したがって、ハイパーリンクメディアアイコ
ンおよび二次マルチメディアコンテンツを伴うオリジナルコンテンツは、該当ライセンシ
ングおよび法的許可を得て、一次マルチメディアコンテンツの別のエレメント内で使用す
ることができる。このように、教育施設は、たとえば、コースの広告エレメントのマルチ
メディアコンテンツを利用するコースガイドを構築し、関連ハイパーメディアリンクアイ
コンおよび二次マルチメディアコンテンツと共に第三者のマルチメディアコンテンツ広告
をコース内に埋め込むことができる。当業者にとって自明なように、本発明の範囲を逸脱
せずに、その他多数の入れ子の、層状の、埋め込まれた、リンク付けされたマルチメディ
アコンテンツを採用することができる。
【００８８】
　図８は、以後の閲覧およびアクセスのために、本発明の１実施形態により、ユーザに提
示されるマルチメディアコンテンツのアイテム内での複数のハイパーメディアリンクの選
択に関連する第１の画面画像８００Ａ～第５の画面画像８００Ｅを示す。図３～７を参照
して上述した本発明の実施形態では、ハイパーメディアリンクアイコンを選択すると、マ
イクロウェブサイトが開いて表示され、閲覧する、移動する、閉じる、ソーシャルメディ
アへのリンク付けを行うことができる二次マルチメディアコンテンツがユーザに提示され
る。しかしながら、図８では、ハイパーメディアリンクアイコンの選択はこのようなアク
ションをトリガせず、以後の表示、利用、ソーシャルメディアへのリンク付けのために、
選択されたハイパーメディアリンクアイコンをスタックに追加する。したがって、第１の
画面画像８００Ａでは、ユーザは、マルチメディアコンテンツのアイテム、本例では衣料
店のＧａｐＴＭによる広告「Ｂａｃｋ　ｔｏ　Ｂｌｕｅ」を見ている。次に、ズーム画像
８５０に示すように、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰプロバイダに対応付けられるアイコンを選択し
て、表示用にハイパーメディアリンクアイコンを起動し、それ以外の場合は、一次マルチ
メディアコンテンツはアイコンを表示せずに再生される。したがって、
・第２の画像８００Ｂでは、ハイパーメディアリンクアイコンが提示され、ユーザによっ
て１つ選択されると、第１のインサート８００Ｆにおいてハイパーメディアリンクアイコ
ンカウンタが「１」増分される。
・第３の画像８００Ｃでは、ハイパーメディアリンクアイコンが提示され、ユーザによっ
て選択されると、第２のインサート８００Ｇにおいてハイパーメディアリンクアイコンカ
ウンタが「２」増分される。
・第４の画像８００Ｄでは、ハイパーメディアリンクアイコンが提示され、ユーザによっ
て選択されると、第３のインサート８００Ｆにおいてハイパーメディアリンクアイコンカ
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ウンタが「３」増分される。
・第５の画像８００Ｅでは、広告の最後が示され、ユーザには、広告を再生させることが
でき、３つのハイパーメディアリンクアイコンをリスト、本例では「スポットリスト」に
追加したことを表す概要が提示される。ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰは、上述したようにコンテン
ツサービスプロバイダのメディアプレーヤである。
【００８９】
　図９は、ユーザによって選択され、本発明の１実施形態によりユーザに提示されるマル
チメディアコンテンツのアイテムに対応付けられる複数のハイパーメディアリンクの以後
の検索に関連する第１の画面画像９００Ａ～第４の画面画像９００Ｄを示す。したがって
、ユーザが図８の第５の画像８００Ｅに関して上述した要約画面内で選択している第１の
画面画像９００Ａが示される。これにより、第２の画面画像９００Ｂに示すようにマイク
ロウェブサイトの表示がトリガされ、次に、第３の画面画像９００Ｃに示すようにズーム
画像が表示される。表示されるエレメントは以下を含む：
・広告概要９００Ｅ、すなわち閲覧している一次マルチメディアコンテンツの要約； 
・ユーザが一次マルチメディアコンテンツを再生し、ハイパーメディアリンクアイコンを
選択した日付、および一次マルチメディアコンテンツ内の１以上のハイパーメディアリン
クアイコンを選択した他のユーザの数などを含むデータフィールド９００Ｆ；
・ユーザによって選択される第１のハイパーメディアリンクアイコンに対応付けられる第
１のハイパーメディアリンクアイテム９００Ｇ。本例では、ＧａｐＴＭの「Ｃｌａｓｓｉ
ｃ　Ｄｅｎｉｍ　Ｓｈｉｒｔ」に関連するアイテム；
・ユーザによって選択される第２のハイパーメディアリンクアイコンに対応付けられる第
２のハイパーメディアリンクアイテム９００Ｈ。本例では、ＧａｐＴＭの「Ｇｒｅｙ　Ｇ
ｕｉｔａｒ　Ｓｔｒａｐ」に関連するアイテム；
・ユーザによって選択される第３のハイパーメディアリンクアイコンに対応付けられる第
３のハイパーメディアリンクアイテム９００Ｉ。本例では、ＧｉｂｓｏｎＴＭの「Ｍｉｄ
ｔｏｗｎ　Ｋａｌａｍａｚｏｏ　Ｇｕｉｔａｒ」に関連するアイテム。
【００９０】
　第４の画面画像９００Ｄに示すように、特定の要約情報は、第１のハイパーメディアリ
ンクアイテム９００Ｇ～第３のハイパーメディアリンクアイテム９００Ｉと対応付けられ
る表示コンテンツと連動して提示される。たとえば、図示するように、
・ハイパーメディアリンクアイテムの画像９００Ｊ；
・ユーザによって総合的に選択されるハイパーメディアリンクアイテムのカウント９００
Ｋ；
・ハイパーメディアリンクアイテムのコスト９００Ｌ；
・当業者に既知であるように、ユーザが精算プロセス中、後の確認および購入のためにシ
ョッピングカートにアイテムを追加することができるオンラインショッピングポータルエ
レメントを表すショッピングカート９００Ｍ。
【００９１】
　たとえば、広告の場合は広告主によって、小売店広告の場合は小売店によって、または
ユーザの選択に基づくアイテムの現地在庫一覧の検索を通じて、一次マルチメディアコン
テンツのアイテムの視聴を終えるまでの期間、価格情報などを提供することができる。他
の例では、一次マルチメディアコンテンツは、地域、都市、州、国毎、または国際的に提
供することができる。これらの異なる例では、ハイパーメディアリンクアイコンと関連ハ
イパーメディアリンクアイテムに関するユーザの選択指示を受信すると、ＨＣＳ－ＨＣＤ
ＡＰは、適切なコンテンツを決定して、第３の画面画像９００Ｃおよび第４の画面画像９
００Ｄに示すように、以後の表示内でユーザに提供することができる、あるいは、料金や
カウントなどの特定のエレメントを提供して、他の情報によりｅコマース機能を使用可能
または使用不可にすることができる。たとえば、米国の広告は、たとえば著作権問題によ
りカナダでは利用できない書籍などのアイテムを含むことがある。本例では、閲覧者の位
置をカナダのプリンスエドワード島シャーロットタウンとして特定するＨＣＳ－ＨＣＤＡ
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Ｐはショッピングカート９００Ｍを使用不可とするが、米国メーン州ポートランドの閲覧
者に対しては使用可能にする。もしくは、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰは、アイテムが在庫切れで
ある／小売店で取扱を打ち切られていることを特定し、ショッピングカート９００Ｍでは
なくユーザに提示される画像を調節することができる。
【００９２】
　次に、図１０Ａ～１０Ｅは、本発明の１実施形態により、ユーザに提示されるマルチメ
ディアコンテンツのアイテム内でハイパーメディアリンクアイコンに関して閲覧者に提示
される別の通知を示す。本例では、図１０Ａ～１０Ｆのそれぞれに示す画像は、フランス
のパリ第４区に位置するＲｕｅ　Ｂｒｉｓｅｍｉｃｈｅの映像セグメントで設定されるフ
ランスのカフェの一時停止マルチメディア表示であり、この時点では「Ｌｅ　Ｊａｒｄｉ
ｎ　ｄｅ　Ｔｈｅ」に焦点が当たっている。したがって、以下が示される。
・図３～９を参照して上述した多角形のコンセプトを利用する第１～第５のハイパーメデ
ィアリンクアイコン１０１０Ａ、１０２０Ａ、１０３０Ａ、１０４０Ａ、１０５０Ａを含
む図１０Ａの第１の画面画像１０００Ａ。ハイパーメディアリンクアイコンの境界パラメ
ータと塗りつぶしパラメータは、閲覧者の基本設定、一次マルチメディアコンテンツプロ
バイダの基本設定、マイクロウェブサイトプロバイダの基本設定、マルチメディアコンテ
ンツなどを含むがそれらに限定されない要因によって上述したように決定される；
・ハイパーメディアリンクアイコンの周囲の所定領域内の「つや消し」ウィンドウを利用
する第１～第５のハイパーメディアリンクアイコン１０１０Ｂ、１０２０Ｂ、１０３０Ｂ
、１０４０Ｂ、１０５０Ｂを含む図１０Ｂの第２の画面画像１０００Ｂ；
・第１～第５のハイパーメディアリンクアイコン１０１０Ｃ、１０２０Ｃ、１０３０Ｃ、
１０４０Ｃ、１０５０Ｃを含む図１０Ｃの第３の画面画像１０００Ｃ。これらのアイコン
はユーザに対して表示されないが、ユーザには５つのアクティブなハイパーメディアリン
クアイコンの存在が助言され、ユーザは、一次マルチメディアコンテンツを一時停止し、
ハイパーメディアリンクアイコンを探し、閲覧を再開することができる；
・インサート内の鮮明な領域１０７０に対する不明瞭領域１０６０から明らかなように、
ハイパーメディアリンクアイコンの周囲の所定領域内の「不明瞭な」ウィンドウを利用す
る第１～第５のハイパーメディアリンクアイコン１０１０Ｄ、１０２０Ｄ、１０３０Ｄ、
１０４０Ｄ、１０５０Ｄを含む図１０Ｄの第４の画面画像１０００Ｄ；
・第１～第５のハイパーメディアリンクアイコン１０１０Ｅ、１０２０Ｅ、１０３０Ｅ、
１０４０Ｅ、１０５０Ｅを含む図１０Ｅの第５の画面画像１０００Ｅ。これらのアイコン
はユーザに対して表示されず、ゲームシナリオや教育シナリオなどで採用されるように、
ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰで馴染みのアイコンを発見するのを促すようにその存在をユーザに助
言することもない。
・第６の画面画像１０００Ｆの下部でサムネイルとして示される第１～第５のハイパーメ
ディアリンクアイコン１０１０Ｆ、１０２０Ｆ、１０３０Ｆ、１０４０Ｆ、１０５０Ｆを
含む図１０Ｆの第６の画面画像１０００Ｆ。
【００９３】
　他の方法も採用することができ、本発明の他の実施形態では、組み合わせて使用するこ
とができるのは明らかであろう。たとえば、第６の画面画像１０００Ｆに示すような最初
の外観の後、第６の画面画像１０００Ｆまたは第３の画面画像１０００Ｃで採用されるフ
ォーマットに戻る前に、第１の画面画像１０００Ａが短時間表示される。
【００９４】
　図１１は、本発明の１実施形態により、ユーザに後で提示されるマルチメディアコンテ
ンツ１１１０内のハイパーメディアリンクアイコン１１２０の設定を示す。したがって、
ユーザはＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタ１１００を採用している。したがって、ユーザはマ
ルチメディアコンテンツ１１１０に隣接して、一連の入力フィールド領域を有し、入力フ
ィールドは、
・新たなハイパーメディアリンクアイコンを追加する、あるいは一次マルチメディアコン
テンツに対応付けられるタグを編集することを選択できる第１の入力フィールド１１３０
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と、
・ユーザがハイパーメディアリンクアイコンの座標とサイズを入力する第２の入力フィー
ルド１１４０（しかし、本発明の他の実施形態では、ユーザがフォーマット、大きさ、位
置などだけでなく、エレメントの追跡を選択できることが自明である）と、
・ユーザがハイパーメディアリンクアイコンのタイミング情報を定義する第３の入力フィ
ールド１１５０（しかし、本発明の他の実施形態では、ユーザが出現フォーマット、出現
タイミング、消失フォーマット、消失タイミングなどを選択できることが自明である）と
、
・ユーザがタイトルをハイパーメディアリンクアイコンに対応付けることができる第４の
入力フィールド１１６０と、
・ユーザがマイクロウェブサイト／二次マルチメディアコンテンツ情報をハイパーメディ
アリンクアイコンに対応付ける第５の入力フィールド１１７０と、を含むがそれらに限定
されない。
【００９５】
　任意で、ユーザは、記憶されたハイパーメディアリンクアイコンにアクセスし、生成時
間を低減できるように、タイトル、フォーマット、二次マルチメディアコンテンツなどの
サーチに基づき、サーチ／フィルタリング／選択／編集することができる。本発明の別の
実施形態では、ハイパーメディアリンクアイコンと対応付けられるエレメントに関連する
サムネイルまたはその他の取得画像はデータベースに記憶されるため、その後、ＨＣＳ－
ＨＣＤＡＰエディタ１１００は、ハイパーメディアリンクアイコンと、それに対応付けら
れるマイクロウェブサイトおよび／または二次マルチメディアコンテンツを自動的に識別
し挿入することができる。
【００９６】
　図１２は、本発明の１実施形態により、後でユーザに提示されるマルチメディアコンテ
ンツ１２１０内のハイパーメディアリンクアイコン１２２０、およびそれに対応付けられ
るマイクロウェブサイト１２３０と二次コンテンツの設定を示す。したがって、ユーザは
ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタ１２００を採用している。したがって、ユーザはマルチメデ
ィアコンテンツ１２１０に隣接して、一連の入力フィールド領域を有し、入力フィールド
は、
・ユーザが、新たなハイパーメディアリンクアイコンを追加する、タグを編集する、二次
マルチメディアコンテンツをサーチする／追加する／ユーザのハイパーメディアリンクア
イコン１２２０の選択によって生成されるマイクロウェブサイト１２３０と対応付ける、
あるいは、「インテリジェンス」タブを通じてアナリティックスなどを追加することがで
きる第１の入力フィールド１２４０と、
・ユーザがハイパーメディアリンクアイコンの座標とサイズを入力する第２の入力フィー
ルド１２５０（しかし、本発明の他の実施形態では、ユーザがフォーマット、大きさ、位
置などだけでなく、エレメントの追跡を選択できることが自明である）と、
・ユーザがハイパーメディアリンクアイコンのタイミング情報を定義する第３の入力フィ
ールド１２６０（しかし、本発明の他の実施形態では、ユーザが出現フォーマット、出現
タイミング、消失フォーマット、消失タイミングなどを選択できることが自明である）と
、
・ユーザがタイトルをハイパーメディアリンクアイコンに対応付けることができる第４の
入力フィールド１２７０と、 
・ユーザがハイパーメディアリンクアイコンに対応付けられるマイクロウェブサイト／二
次マルチメディアコンテンツ情報を構成するテーマを選択することができる第５の入力フ
ィールド１２８０と、
・ユーザがマイクロウェブサイト／二次マルチメディアコンテンツ情報をハイパーメディ
アリンクアイコンに対応付ける第６の入力フィールド１２９０と、を含むがそれらに限定
されない。
【００９７】
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　当業者にとって自明なように、ユーザ１２８０に提供されるマイクロウェブサイト／二
次マルチメディアコンテンツ情報を構成するためのテーマは、該当する全フィールドを満
たす条件をユーザに提供する空白型のテンプレートであってもよいし、あるいは、Ｐｅｐ
ｓｉＣｏ、Ｃｉｓｃｏ、Ａｐｐｌｅなどの大企業の場合のようにブランディングやソーシ
ャルメディアリンクなどのコア共通情報が既にユーザ向けに設定されている予め構成済み
の部分的に完成されたテンプレートであってもよい。任意で、第５の入力フィールド１２
８０において選択可能なテーマはＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタ１２００に対応付けること
ができるが、本発明の他の実施形態では、第三者ウェブエディタ、第三者ウェブ公開ツー
ルなどに対応付けることもできる。
【００９８】
　したがって、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰを利用する本発明の実施形態が、現行の単調な非イン
タラクティブマルチメディアコンテンツ、たとえば、ユーザに現在提供されている映像と
異なり、豊富なマルチメディアコンテンツの機能をマルチメディアコンテンツの閲覧者（
消費者）に提供することは明らかであろう。したがって、ユーザは、ユーザが現在閲覧し
ている、および／または内部のマルチメディアコンテンツにアクセスしているマルチメデ
ィアコンテンツからもウェブサイト／ウェブページ／アプリケーションからも離れずに、
追加調査を実行する、コンテンツを購入、記憶、リンク付けする、追加情報を取得するこ
とができる。したがって、上述するように、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰを利用する本発明の実施
形態は、一次マルチメディアコンテンツ内にフレキシブルで追跡可能なマイクロウェブサ
イトを埋め込むことによってインタラクティブ機能を提供する。ウェブコンテンツのイン
フラストラクチャ、たとえばＨＴＭＬフレームを介して埋め込まれたマイクロウェブサイ
トは再配信および供給することができ、すべてのマイクロウェブサイト機能と二次マルチ
メディアコンテンツリンクは維持される。
【００９９】
　ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ内の発明の実施形態は、マイクロウェブサイトと対応付けられたハ
イパーメディアリンクおよびハイパーメディアリンクアイコンに、様々なプラットフォー
ムにわたって高い互換性を持たせ、特別なアプリケーションまたはダウンロードを必要と
せずに容易にＨＣＳ－ＨＣＤＡＰマルチメディアコンテンツを共有および配信させるのに
わずかなデータ読み込みしか必要としない。したがって、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰマルチメデ
ィアコンテンツおよび対応付けられたマイクロウェブサイトは複雑度の低いウェブフレー
ムワークを基本として活用するため、データは複数のオペレーティングシステム、装置、
アプリケーション上で広く互換性を有し、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ マルチメディアコンテン
ツのあらゆるエレメントにおいて、消費者／ユーザ／閲覧者の使い勝手が非常によい。
【０１００】
　本発明の１実施形態では、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ技術を実行して、マルチメディアコンテ
ンツの１層（または複数層）上への１以上の層のデータ成層を活用し、層を相互作用させ
る。したがって、１実施形態では、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰフレームワーク内で配信される一
次マルチメディアコンテンツは、ユーザ／閲覧者から「アクセス可能な」２層を備える。
これらのデータの２層のうち１層目は一次マルチメディアコンテンツ自体の層１であり、
２層目はハイパーメディアリンクアイコンの層２である。上述したように、ハイパーメデ
ィアリンクアイコンは、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を備える公開一次マルチメディアコンテ
ンツの生成業者によって確定される設定に応じて、可視、不可視などにすることができる
。これらの２つの層である層１と層２は、ハイパーメディアリンクアイコンの座標、ハイ
パーメディアリンクアイコンの設計／サイズ、ハイパーメディアリンクアイコンのタイミ
ング情報、対応付けられる各自の層のＩＤを含むが、それらに限定されない１セットのパ
ラメータに基づき相互にリンク付けされる。このように、ハイパーメディアリンクアイコ
ンは、一次マルチメディアコンテンツ内の特定エレメント、たとえば視覚的エレメントと
対応付けることができる。本発明の他の実施形態では、このリンク付けはさらに複雑化し
て、ハイパーメディアリンクアイコンが追跡及びリンク付けされるように提示されるタイ
ミング中、エレメントの位置を変動させることができる。
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【０１０１】
　ハイパーメディアリンクアイコンが選択されると、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰは、本発明の１
実施形態では、一次マルチメディアコンテンツを一時停止し、マルチメディアコンテンツ
内で第３の層である層３を開き、図３～１０を参照して上述したように、マイクロウェブ
サイトとサイト内の二次マルチメディアコンテンツ、ソーシャルメディアリンク、ナビゲ
ーション機能などを提供する。もしくは、アクションがログ記録され、一次マルチメディ
アコンテンツが継続し、後の所定ポイントまで追加層は開かれない。このような代替は図
８および９に示される。任意で、マイクロウェブサイトは、最小化して、単に二次マルチ
メディアコンテンツのアイテムを提示するだけでよい、あるいは、追加情報／コンテンツ
の表示、ユーザによるソーシャルメディアの投稿、アイテムの購入などを可能にする豊富
な機能を備えていてもよい。本発明の他の実施形態では、一次マルチメディアコンテンツ
は一時停止されないが、マイクロウェブサイト内のユーザのアクションに基づき、たとえ
ば、再生を継続する、所定地点に戻る、所定地点へ進む、所定地点へ向かうことができる
。マイクロウェブサイトの大きさと位置は、マイクロウェブサイト／ハイパーメディアリ
ンクアイコン機能を有する一次マルチメディアコンテンツを生成するＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ
システムのユーザによって設定することができる。したがって、マイクロウェブサイトは
、本発明の実施形態によると、完全に機能をカスタマイズできる独立したマイクロウェブ
サイトである。このウィンドウ内で、データを移動し、タスクを実行し、画像を閲覧し、
リンクにアクセスすることができる。さらに、マイクロウェブサイトとのエンゲージメン
トは完全に追跡および解析可能であり、ハイパーメディアリンクアイコンの選択などのユ
ーザアクションを追跡し、アナリティックスおよびその他の機能を提供することができる
。したがって、音楽映像は、エレメントへのハイパーメディアリンクアイコンを内部に設
け、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能をもって公開する音楽映像製作者は、たとえば、１以上のエ
レメントとハイパーメディアリンクアイコンとを関わらせる閲覧者のクリック型アクショ
ンから収益を受け取ることができる。音楽映像内の他のハイパーメディアリンクアイコン
は、単にミュージシャン、音楽またはそれが一部を成すコレクションの注文ページへのリ
ンク付けを行うことができる。クリック毎の収入は、従来技術において既知であるように
、単純な選択および／またはコンバージョンなどに基づくことができる。次に、コンテン
ツ製作者は、アクセスおよび／または再生されたアイテム以外のより複雑なデータおよび
アナリティックスを受け取ることができる。
【０１０２】
　本発明の実施形態のいくつかの実施形態では、追加層を設けて、一次マルチメディアコ
ンテンツを公開したＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ内のハイパーメディアリンクアイコンの視認度を
切り替えることができる。したがって、この層、たとえば層４により、ユーザを最初の層
１のコンテンツ、次に層３のコンテンツに戻らせるのではなく、層３内のエレメントを再
度移動／再生する必要なく、層３のコンテンツを一時停止して隠すことができる。生来の
閲覧者がＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能の全部または一部をサポートしていない場合、閲覧者プ
ラグインを提供することができる。このような場合、閲覧者は関連マイクロウェブサイト
、すなわち層３を開いたままハイパーメディアリンクアイコンをクリックすることによっ
てハイパーメディアリンクアイコンディスプレイ、すなわち層２をオンにすることができ
る、あるいは、デフォルトで表示されている場合はハイパーメディアリンクアイコンをオ
フにすることができるため、通常通り一次マルチメディアコンテンツを視聴することがで
きるが、興味のある内容を選択し、関連ハイパーメディアリンクアイコンおよび表示され
るエレメントが存在するか否かを確認することもできる。本発明の他の実施形態では、ハ
イパーメディアリンクアイコンをトリガしないアクションも追跡して、コンテンツプロバ
イダに追加データを設定させる、および／または他のアナリティックスを変更させること
ができる。たとえば、ＡｕｄｉＴＭは、図６および７に示すように新車の広告を公開し、
ハイパーメディアリンクアイコンが非常に見えにくいとき、あるいは可視であるときすら
、第４の画面画像６００Ｄおよび第５の画面画像６００Ｅに表示される広告の一部である
ハイパーメディアリンクアイコン６５０を選択するよりも、背景のラジオおよび／または
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「Ｓ　ｔｒｏｎｉｃ」テキストをタップする閲覧者の方が多いことを、収集データから発
見することができる。任意で、層２は２つ以上の層に分割することができ、オンまたはオ
フに切り替える、クティブまたはアクティブにすることができる様々なレベルのハイパー
メディアリンクアイコンディスプレイを可能にする。
【０１０３】
　図１１および１２に示すようなＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタはユーザ、第三者などによ
ってインストールすることができる、あるいは、クラウドベースのＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエ
ディタであってもよい。ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタは、ユーザが一次マルチメディアコ
ンテンツにアクセスして、結果的に表示されるマイクロウェブサイト内の一次マルチメデ
ィアコンテンツおよび二次マルチメディアコンテンツにハイパーメディアリンクアイコン
を対応付けるステップを実行することができるコンテンツ管理システム（ＣＭＳ）および
／またはウェブ編集ツールセット（ＷＥＴＳ）である。他のＣＭＳ／ＷＥＴＳと共通して
、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタは、異なる複雑度で提供することができる、および／また
はユーザの契約／キーに基づいて、ロック／アンロックされる機能を有することができる
。このように、最初のＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタは、限られた数の層がユーザに提供さ
れる機能を単に提供することができる一方、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタの別の例では、
ユーザが複数層で作業し、複数層上のハイパーメディアリンクアイコンを管理することで
、たとえば閲覧者の能力または閲覧者の契約レベルに基づき異なるオプション／機能を備
えたコンテンツを公開／発表させる高度および／または拡張機能を提供することができる
。
【０１０４】
　本発明の１実施形態に係るＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタのユーザは、いったん公開の準
備ができれば、一次マルチメディアコンテンツ、二次マルチメディアコンテンツ、層など
を結合するため、埋込コードを入力するように求められる場合がある。この埋込コードは
、一次マルチメディアコンテンツが共有／再配信される場合でも、アナリティックスを可
能にする機構として採用することができる。ユーザは、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタ内で
、一次マルチメディアコンテンツ、二次マルチメディアコンテンツ、層などを閲覧、編集
、管理するだけでなく、他のダッシュボードを利用して雇用データおよび／またはアナリ
ティックスにアクセスし、それらを活用することができる。任意で、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ
エディタは、アナリティックスなどが直接ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタ内ではなく、他の
クラウドベースまたはインストールされたソフトウェアエレメントを通じてユーザにアク
セス可能であるスイートの一部であってもよい。本発明の他の実施形態によると、完全お
よび限定機能ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰエディタを提供することができ、ユーザは層の一次マル
チメディアコンテンツの表示を有効または無効にしつつＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能一次マル
チメディアコンテンツを閲覧できる一方、コンテンツアドレス、コンテンツ構造、層、関
連分類コード（たとえばＨＴＭＬおよびＣＳＳ）を閲覧、追加、編集させる完全編集機能
を設けることもできる。
【０１０５】
　当業者にとっては、本発明の実施形態によれば、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ層／ウィンドウ内
の機能コードと共に複数種類および／またはレベルの機能をマルチメディアコンテンツに
組み込むことができるのは自明であろう。また、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰシステム、プラット
フォーム、ソフトウェアなどの構造のため、ユーザはｅコマース機能などの第三者プラグ
インを用いて、自身のポートフォリオに他の機能を埋め込み、追加することができる。し
たがって、広告主は、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能を通じて閲覧者用の直接購入／収益化オプ
ションをサポートする共用可能広告を配信することができる。したがって、マルチメディ
アコンテンツのエレメントは、任意でアクセス可能なデジタル店舗を表すビューで拡散さ
せることができる。完全商業コンバージョンは、本発明の実施形態によるＨＣＳ－ＨＣＤ
ＡＰプラットフォームを用いて、一次マルチメディアコンテンツ内で直接実現することが
できる。
【０１０６】



(34) JP 2020-144898 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

　さらに、結果として生じる公開マルチメディアコンテンツは共有可能であるため、関連
しあって、第三者ウェブサイトの完全トランザクションのホストとして機能し、ソーシャ
ルメディアチャネルを通じて、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ強化マルチメディアを通過させる機会
を示す。さらに、ＳｈｏｐｉｆｙＴＭやＧｏＤａｄｄｙＴＭなどの第三者ｅコマースプラ
グインとの互換性により、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ対応マルチメディアは、既に配置されてい
るインフラとセキュリティを活用して、より広いｅコマース市場にアクセスすることがで
きる。
【０１０７】
　本発明の実施形態に係るＨＣＳ－ＨＣＤＡＰは、たとえば、クラウドベースのシステム
では、ユーザ証明書およびセキュリティ証明書を用いてアクセスすることができるＣＭＳ
／エディタツールセットを提供する。したがって、クライアントがクラウドスイートに入
ると、（エンドユーザが、埋め込まれたハイパーメディアリンクアイコンに後でアクセス
するのと同じように）クライアントが閲覧しているエレメントをクリックすることによっ
て、マルチメディアコンテンツをアップロードし、ハイパーメディアリンクアイコンを埋
め込むことができる。ハイパーメディアリンクアイコンが埋め込まれると、ユーザはそれ
をポピュレートすることができる。本発明のいくつかの実施形態では、テンプレートを選
択し、コンテンツをアップロードしてポピュレートすることによってウェブサイトを構築
するのと同じように、エディタを使用してこれを実行することができる。本発明のいくつ
かの実施形態では、マイクロウェブサイトテンプレートは、第三者プロバイダからの標準
ウェブサイトテンプレートの選択を通じて、あるいはＨＣＳ－ＨＣＤＡＰソフトウェア内
にオプションとして設定することができる。この時点から、ユーザは先へ進んで、より多
くのスポットを映像に埋め込むことができる、あるいはそれを公に公開することができる
。ユーザがインタラクティブＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ機能強化マルチメディアコンテンツを作
成すると、クラウドベースの環境内にユニフォームリソースロケータおよび埋込コードを
設けて、ウェブサイト、ブログ上で、ソーシャルメディアなどを通じて、所望に応じてど
こにでも配信することができる。
【０１０８】
　本発明の実施形態に係るＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ　ＣＭＳによると、ユーザは、当該技術に
おいて既知なツールを用いて移動することによって、予め構築されたすべてのＨＣＳ－Ｈ
ＣＤＡＰ対応マルチメディアコンテンツにアクセスし管理することができる。任意のＨＣ
Ｓ－ＨＣＤＡＰ対応マルチメディアコンテンツを選択することによって、ユーザは、ウェ
ブサイトを管理するときと全く同じように、ハイパーメディアリンクアイコンと対応付け
られる各マイクロウェブサイトに二次マルチメディアコンテンツを編集し、更新すること
ができる。有益なことに、ユーザは、いつ何時でもＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ対応マルチメディ
アコンテンツを更新することができ、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ対応マルチメディアコンテンツ
がクラウドベース配信内で共有／配信されたチャネルを通じて変更の複製を有することが
できる。
【０１０９】
　多くのアプリケーションの中で特に、ｅラーニングは、利用可能な用途および市場のサ
ブセットを表すことは明白であろう。しかしながら、従来技術のソリューションと異なり
、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰ対応マルチメディアコンテンツによると、詳細をドリルダウン分析
して、独自の方向性を開拓し、コンテンツなどをブックマーク、保存、タグ付けし、他人
と共有することができる。したがって、本発明の実施形態に係る技術によれば、ユーザは
、詳細な背景コンセプトを埋め込み、閲覧者にとって重要な特定のコンセプトを閲覧者自
身にドリルダウン分析させながら。高度なプレゼンテーションまたはツアーを構築するこ
とができる。たとえば、４０分のデモ映像または講義映像は、ハイパーメディアリンクア
イコンを通じた閲覧者の様々な選択に基づき、５分から最大４０分まで視聴時間を変動さ
せることができるように最初の５分のセグメントまで低減させることができるが、ユーザ
は所望に応じて、たとえば独自のペースで前進する、後退する、前方に飛び越えることが
できる。さらに、様々な学習スタイルに適合するように様々な二次マルチメディアコンテ
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ンツを埋め込んで、共通の技術的バックボーンおよびマテリアルセットを維持しつつ、生
徒毎にカスタマイズされた学習ソリューションを生み出すことができる。
【０１１０】
　本発明の実施形態に関して上述したように、ユーザはオンライン一次マルチメディアコ
ンテンツ内に直販路を埋め込む機能を有する。これは、埋め込まれて、一次マルチメディ
アコンテンツにリンクされるマイクロウェブサイトをサポートするように一次マルチメデ
ィアコンテンツを構成することによって達成される。この構造を構築する際、ＨＣＳ－Ｈ
ＣＤＡＰは、ユーザが一次マルチメディアコンテンツ内に見えるアイテムをクリックし、
一次マルチメディアコンテンツの上に一次マルチメディアコンテンツ内のマイクロウェブ
サイトを開き、完全なトランザクションを実行することができる構成を達成できている。
この特徴の価値は、購入者がトランザクションを完了させるために一次マルチメディアコ
ンテンツから出て広告主のウェブサイトまたは第三者ウェブサイトまで移動する必要がな
いため、ユーザのエンゲージメントと購入完了間のいくつかのステップを省略できること
である。つまり、ユーザは、単独地点からウェブ上の複数位置でのトランザクションを実
行できる。クライアントは、メディアマーケティングキャンペーンの配信プロセスを通じ
て、インターネット中にデジタル店舗を配置することができ、上記デジタル店舗は、ハイ
パーメディアリンクアイコンの選択時に閲覧者に即時にアクセス可能となる。
【０１１１】
　有益なことに、ハイパーメディアリンクアイコンが追加層のマイクロウェブサイトをト
リガすると、ＨＣＳ－ＨＣＤＡＰは市場戦略情報ダッシュボードおよびエンゲージメント
アナリティックスを設定し活用することができる。各ハイパーメディアリンクマイクロウ
ェブサイトは本発明の実施形態に応じて設計されて、ＵＲＬによって特定される機能を含
むウェブサイトの等価の基本機能を提供する。したがって、本発明の実施形態では、サー
チエンジン最適化の測定に利用可能な同じツールを、ハイパーメディアリンクのクリック
率や、各マイクロウェブサイト内で実行される行動などを追跡するのにも採用することが
できる。
【０１１２】
　例示的システムのコンポーネント
【０１１３】
　図１３は、例示的１実施形態によりインタラクティブメディア開発および配信を提供す
る例示的システム１５００のコンポーネントを示す。例示的システム１５００では、メデ
ィアコンテンツサービス１５０１は、１以上の開発サーバ１５０３上のウェブベースのメ
ディア開発環境をホストとし、該サーバは、１以上のネットワーク１５１３上で、インタ
ラクティブメディアコンテンツを設計しているユーザによって操作される設計者コンピュ
ータ１５０７にアクセス可能である。開発サーバ１５０３は、プロジェクトデータベース
１５０５のプロジェクト記録にメディアプロジェクトのエレメントを記憶することができ
る。開発サーバ１５０３は、特定のメディアプロジェクトの設計エレメントをインタラク
ティブメディアファイルにコンパイルすることができる。次に、開発サーバ１５０３は、
１以上のネットワーク１５１３を介して、ウェブサービスサーバ１５１１ａ～ｃまたはエ
ンドユーザ装置１５０９などの１以上の宛先装置にインタラクティブメディアファイルを
配信することができる。 
【０１１４】
　メディアコンテンツサービス
【０１１５】
　例示的システム１５００では、メディアコンテンツサービス１５０１は、任意の数の開
発サーバ１５０３と任意の数のプロジェクトデータベース１５０５を備えることができる
。メディアコンテンツサービス１５０１は、インタラクティブメディアファイルを生成お
よび配信するウェブベースのサービスを提供することができ、たとえば、各種ウェブサー
ビスプロバイダ１５１１をホストとするウェブページまたはソーシャルメディア販路を通
じてエンドユーザ装置１５０９に提示されるインタラクティブコンテンツを含む機械可読



(36) JP 2020-144898 A 2020.9.10

10

20

30

40

50

ソフトウェアモジュールであってもよい。
【０１１６】
　開発サーバ
【０１１７】
　開発サーバ１５０３は、インタラクティブメディアファイルを生成するウェブベースの
ソフトウェアアプリケーション、および／または演算ネットワーク１５１３を介してイン
タラクティブメディアファイルを任意の数の宛先装置に配信するソフトウェアモジュール
のホストとして機能するように構成される演算装置であってもよい。例示的システム１５
００は図１５００では単独の開発サーバ１５０３を有するように図示されているが、シス
テム１５００は任意の数の開発サーバ１５０３を備えることができると理解すべきである
。開発サーバ１５０３は、本明細書に記載する各種タスクおよびプロセスのうち１つ以上
を実行するように構成することができるプロセッサを備える任意の演算装置であってもよ
いと理解すべきである。
【０１１８】
　開発プラットフォーム
【０１１９】
　開発サーバ１５０３は、演算ファイルおよびプログラムコードの論理層をインタラクテ
ィブメディアファイルにコンパイルされるように操作することによって、インタラクティ
ブメディアファイルを開発および設計するウェブベースのソフトウェアアプリケーション
（「開発プラットフォーム」）をホストするように構成されるウェブサーバソフトウェア
プログラム（たとえばＡｐａｃｈｅ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＩＩＳ（登録商
標））を備えることができる。言い換えると、各層は、インタラクティブメディアファイ
ルの機能的および／または美的設計エレメントを提供する演算ファイルまたはプログラミ
ングを備えることができる。開発プラットフォームアプリケーションは、設計者装置１５
０７に提示される各種ブラウザベースのグラフィカルユーザインタフェースを生成し、対
話することができる。いくつかの実施形態では、開発アプリケーションは、インタラクテ
ィブメディアファイルの機能的および美的設計エレメントを構成するのに使用するＷＹＳ
ＷＩＧエディタ機能を含むことができる。上記実施形態では、開発プラットフォームアプ
リケーションは、設計者によるウェブベースのソフトウェアアプリケーションのグラフィ
カルユーザインタフェースへの入力に基づき、インタラクティブメディアファイルの各層
に対してソフトウェアコードを自動的に生成することができる。さらに、またはもしくは
、設計者装置１５０７は、各種ファイル、データ、ソフトウェアコードスクリプト、その
他の選択入力を開発者サーバ１５０７に送信して、インタラクティブメディアファイルの
機能的および美的設計エレメントを構成することができる。
【０１２０】
　インタラクティブメディアファイルは、プログラムコード、ファイル、またはデータを
備える複数の論理層をコンパイルすることによって開発することができる。各層は、ウェ
ブページ機能上のウェブブラウザを命令するｉＦｒａｍｅ、Ｆｌａｓｈ（登録商標）プレ
ーヤ、またはＨＴＭＬ５コンテナエレメントなどのプログラムコードの自己完結型サブセ
ットであってもよい。設計ウェブベースのアプリケーションを通じて、設計者装置１５０
７は、特定の層の機能的および美的要素を構成する入力を提供することができる。入力は
、設計エレメントを共にコンパイルしてインタラクティブメディアファイルを形成する前
に、設計者が進行中のメディアプロジェクトの所与の層で含めたいと思う特定の設計エレ
メントに対する機械可読ポインタを含むことができる。場合によっては、ポインタは、メ
ディアファイルなどのファイルを記憶する特定のファイルディレクトリにウェブブラウザ
を指し示すことによって設計者装置１５０７が開発サーバ１５０３にファイルをアップロ
ードし、プロジェクトデータベース１５０５に記憶することができるリソースロケータス
トリングであってもよい。場合によっては、ポインタは、ウェブサービスプロバイダ１５
１１のプロバイダサーバ１５１１ａ～ｎをホストとする、あるいはそれ以外の形で記憶さ
れるメディアコンテナ、ファイル、またはその他のエレメントに対するユニフォームリソ
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ースロケータ（ＵＲＬ）であってもよい。
【０１２１】
　たとえば、メディア層は、設計者がインタラクティブメディアファイルに含めたいと思
うＹｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）映像のホストとなるｉＦｒａｍｅを備えることができる
。もしくは、設計者は、映像をウェブベースのアプリケーションにアップロードし、その
映像を、ＨＴＭＬ５コンテナエレメントまたはＦｌａｓｈ（登録商標）プレーヤに埋め込
む、あるいは変換することができる。本例では、設計者は、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標
）サーバ１５１１ａをホストとするＹｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）映像を指し示すＵＲＬ
を選択フィールドに入力することができる。ＵＲＬポインタはプロジェクトデータベース
１５０５に記憶することができるため、プロジェクトが設計者によって閲覧および操作さ
れるたび、開発サーバ１５０３は、リンク付けされたＹｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）映像
をＹｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）サーバ１５１１ａから検索して、進行中のメディアプロ
ジェクトのメディア層に表示することができる。別の例では、開発サーバ１５０３は、設
計者装置１５０７からアップロード済みのメディアファイルを受信する、メディアファイ
ルをプロジェクトデータベース１５０５に記憶する、および／またはメディアファイルを
Ｆｌａｓｈ（登録商標）再生可能ファイルに変換する、またはメディアファイルをＨＴＭ
Ｌ５エレメントに埋め込むように構成することができる。
【０１２２】
　インタラクティブメディアファイルの機能的側面を構築する際、開発サーバ１５０３に
より、設計者はメディアファイル上に論理的に成層されるキャンバスファイルを構成する
選択を入力することができる。各キャンバスファイルは、別個のプログラミングコードを
備えるＨＴＭＬ５を備えるコンテナなどのウェブベースの設計エレメントであってもよい
。いくつかの実施形態では、開発サーバ１５０３は、キャンバスファイル用のＷＹＳＩＷ
ＹＧコードエディタとして機能し、設計者のグラフィカルユーザインタフェースへの入力
に基づきキャンバスファイルのコードを自動的に生成することができる。また、設計者は
、キャンバスファイルの基本を成すコードを手動で生成する、あるいは他の操作を行うこ
ともできる。キャンバスファイルは、プロジェクトデータベース１５０５の、進行中のメ
ディアプロジェクトのプロジェクト識別子によって特定されるプロジェクト記録に記憶す
ることができる。いったんインタラクティブメディアファイルが開発サーバ１５０３によ
ってコンパイルされれば、各キャンバス層のプログラムコードは最終的に、インタラクテ
ィブメディアファイルの機能的側面を提供する。すなわち、設計者は、１以上のキャンバ
スファイルを生成して、選択されたメディアファイルに重ね合わせるように開発サーバ１
５０３に命令した後、プロジェクト識別子に対応付けられ、プロジェクトデータベース１
５０５に記憶された設計エレメント（たとえば、メディアファイル、キャンバスファイル
）を用いてインタラクティブメディアファイルを生成するように開発サーバ１５０３に指
示することができる。次に、開発サーバ１５０３は、メディアプロジェクトと対応付けら
れる設計エレメントのプログラムコードをコンパイルして、インタラクティブメディアフ
ァイルの機械可読ソフトウェアコードを生成することができる。
【０１２３】
　開発サーバ１５０３は、インタラクティブメディアファイルの解釈、再生、対話を行う
ように構成されるメディアプレーヤ ソフトウェアモジュール（「メディアプレーヤ」）
を生成し、ホストし、更新し、配信することができる。より具体的には、メディアプレー
ヤは、インタラクティブメディアファイルの基本ソフトウェアコードの解釈および対話を
行うように構成されるコンピュータプログラムであってもよい。インタラクティブメディ
アファイルが、ウェブサービスプロバイダ１１５１を介してエンドユーザコンピュータ１
５０９によってアクセスされると、インタラクティブメディアファイルのソフトウェアコ
ードが、特定のプロバイダサーバ１１５１ａをホストとするメディアプレーヤインスタン
スによって解釈される。動作時、メディアプレーヤは、インタラクティブメディアファイ
ルのメディアを再生し、ホストウェブページ内に埋め込まれた自己完結型環境内で、エン
ドユーザコンピュータ１５０９に機能的設計エレメントを配信することができる。
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【０１２４】
　たとえば、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）映像などの従来の埋込型ウェブベースの機能
と同様、開発サーバ１５０３は第三者ソースからメディアをフェッチするコードまたはリ
ンクを生成することができ、ブラウザは、現在のウェブサイトを閲覧し、現在のウェブサ
イト上で第三者ソースからの各種機能にアクセスできる。設計者はたとえば、ソーシャル
メディアサーバ１１５１ｂ（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標））をホストとする
ソーシャルメディアウェブページにハイパーリンクを埋め込むことができる。エンドユー
ザコンピュータ１５０９のブラウザがリンクを起動すると、ソーシャルメディアサーバ１
１５１ｂは、開発サーバ１５０３からメディアプレーヤをロードすることができ、インタ
ラクティブメディアファイルのｉＦｒａｍｅ内のプログラムコードが、第三者ウェブサー
ビスプロバイダ１５１１またはプロジェクトデータベース１５０５からすべての機能アセ
ットを引き込む。しかしながら、従来の埋込型ウェブ機能と異なり、開発サーバ１５０３
は、インタラクティブメディアファイルの各層に対して任意の数の埋込コードを生成する
ことができ、各層はメディアアセットおよび／または追加ウェブコンテンツ（たとえば、
ウェブサイト、ウェブベースのアプリケーション）を呼び出す。したがって、設計者は様
々な層に対してソフトウェアコードを生成する必要がなく、メディアプレーヤのホストと
なるサーバは複数サイトからコンテンツを引き出す必要がない。エンドユーザがインタラ
クティブメディアファイルと対話する場合、エンドユーザコンピュータ１５０９のウェブ
ブラウザを新たなウェブページ、タブ、またはウィンドウに誘導する要件は存在せず、第
三者のウェブサイトの新たなＵＲＬへのリダイレクトを含むインタラクティブメディアフ
ァイルとのすべての対話は、現在のウェブサイトにインタラクティブメディアファイルを
表示するメディアプレーヤの境界内に含めることができる。
【０１２５】
　プロジェクトデータベース
【０１２６】
　コンテンツメディアサービス１５０１は、メディアプロジェクト記録内の進行中のおよ
び完了したメディアプロジェクトを記憶するプロジェクトデータベース１５０５を備える
ことができる。プロジェクトデータベース１５０５は、非一時的機械可読記憶媒体と、本
明細書に記載する各種タスクおよびプロセスを実行するように構成されるプロセッサと、
を備える任意の数のサーバをホストとすることができる。プロジェクトデータベース１５
０５は、開発サーバ１５０３に接続し、開発サーバ１５０３の命令に基づき、メディア記
録を問い合わせ、フェッチし、記憶し、更新することができる。動作時、プロジェクトデ
ータベース１５０５のメディアプロジェクト記録は、進行中のメディアプロジェクトまた
はインタラクティブメディアファイルに対応付けられるプロジェクト特定値に応じて、設
計プラットフォームアプリケーションによって識別することができる。新たなファイルお
よび設計エレメントがアップロードまたは生成されると、ファイルは各自のメディアプロ
ジェクトのプロジェクトメディア記録に記憶させる、場合によっては、プロジェクト識別
子に対応付けることができる。
【０１２７】
　また、開発サーバ１５０３は、メディアプロジェクト記録に記憶されるデータとファイ
ルからコンパイルされるインタラクティブメディアファイルと対応付けられる埋込コード
またはハイパーリンクストリング（すなわち、ＵＲＬ）を生成および配信することができ
る。ウェブプロバイダサーバ１１５１ａ～ｎまたはエンドユーザ装置１５０９によって始
動または要求されると、開発サーバ１５０３のウェブサーバモジュールまたはアプリケー
ションモジュールは、プロジェクトデータベース１５０５を参照して、埋込コードまたは
ハイパーリンクによって特定されるインタラクティブメディアファイルを検索し提供する
ことができる。プロジェクトデータベース１５０５は、特定の埋込コードまたはハイパー
リンクを有するインタラクティブメディアファイルに問い合わせてフェッチすることがで
きる。
【０１２８】
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　ウェブサービス
【０１２９】
　ウェブサービスプロバイダ１５１１は、インターネット上でアクセス可能なコンテンツ
、ウェブベースのアプリケーション、またはデータをホストするエンティティであっても
よく、マーチャントウェブサイト（たとえば、Ａｍａｚｏｎ（登録商標）、Ａｕｄｉ（登
録商標）、Ｅｘｐｅｄｉａ（登録商標））、ウェブベースのメディアコンテンツ（たとえ
ば、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（登録商標）、Ｖｉｍｅｏ（登録商標）、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登
録商標）、ＣＢＳ（登録商標）、ＥＳＰＮ（登録商標））、またはウェブベースまたはク
ラウドサービス（たとえば、ＰａｙＰａｌ（登録商標）、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｄｒｉｖｅ（登
録商標）、Ｅｖｅｒｎｏｔｅ（登録商標）、Ｏｐｅｎ　Ｔａｂｌｅ（登録商標）、Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ（登録商標）、ＬｉｎｋｅｄＩｎ（登録商標））のプロバイダを含むことがで
きる。特定の製品またはサービスの提供はそれぞれ、１以上のネットワーク１５１３上で
開発サーバ１５０３、設計者装置１５０７、エンドユーザ装置１５０９にアクセス可能な
プロバイダサーバ１５１１～ｎをホストとすることができる。
【０１３０】
　例示的システム１５００は任意の数のプロバイダサーバ１１５１ａ～ｎを備えることが
できる。プロバイダサーバ１１５１ａは、ウェブベースのソフトウェアアプリケーション
またはウェブサイトをホストとし、特定のサービスまたはモノをエンドユーザ装置１５０
９などのシステム１５００の装置を提供するように構成されるソフトウェアモジュールを
実行するプロセッサを備える任意の演算装置であってもよい。いくつかの例では、プロバ
イダサーバ１１５１ａ～ｎはアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）
を公開することができ、該インタフェースは、開発サーバ１５０３のような演算装置、ま
たはインタラクティブメディアファイルおよびメディアプレーヤのようなソフトウェアモ
ジュールと、プロバイダサーバ１１５１ａ～ｎとのデータ値または命令の通信を可能にす
るプログラムコードモジュールであってもよい。システム１５００に接続される１以上の
プロバイダサーバ１１５１ａ～ｎとデータ値および／または命令をやり取りするため、開
発サーバ１５０３は、インタラクティブメディアファイルにコンパイルされるとき、プロ
バイダサーバ１１５１ａ～ｎのＡＰＩを用いて通信するようにインタラクティブメディア
ファイルを構成するプログラムコードを備えたキャンバスファイルを生成することができ
る。
【０１３１】
　１例として、設計者は、開発サーバ１５０３をホストとする設計者アプリケーションを
使用して、メディアファイル上のインタラクティブキャンバス層にキャンバスファイルを
生成することができる。開発サーバ１５０３は、プロジェクトデータベース１５０５内の
メディアインタラクティブファイルを参照するハイパーリンクの埋込コードを生成するこ
とができる。本例では、インタラクティブメディアファイルのコンパイルおよび生成後、
設計者またはエンドユーザは、ウェブページにメディアコンテンツサービス１５０１のメ
ディアプレーヤを埋め込むことができ、メディアプレーヤは埋込コードに応じてインタラ
クティブメディアファイルを検索し再生するように構成される。もしくは、埋込コードは
設計者またはエンドユーザに提供することができ、プロバイダサーバ１５１１ａ～ｎをホ
ストとするウェブページまたはコンピュータアプリケーションのプログラムコードに埋め
込まれたコードを含むことができる。たとえば、エンドユーザまたは設計者は、ソーシャ
ルメディアの投稿として埋込コードを入力することによって、ソーシャルメディアプロバ
イダサーバ１１５１ｂのＡＰＩに応じて開発サーバ１５０３からメディアプレーヤおよび
インタラクティブメディアファイルをフェッチするようにソーシャルメディアプロバイダ
サーバ１１５１ｂに命令することができる。
【０１３２】
　ユーザ演算装置
【０１３３】
　システム１５００は、設計者装置１５０７とエンドユーザ装置１５０９などの任意の数
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のクライアント演算装置を備えることができる。クライアント演算装置１５０７、１５０
９は、本明細書に記載の様々なタスクとプロセスを実行することができるプロセッサを備
える任意の演算装置であってもよい。クライアント演算装置１５０７、１５０９の非限定
的な例は、ワークステーションコンピュータ、ラップトップコンピュータ、サーバコンピ
ュータ、タブレット、モバイル装置などを含んでもよい。
【０１３４】
　設計者装置１５０７は、メディアプロジェクト上で作業してインタラクティブメディア
ファイルを生成する設計者によって使用される演算装置であってもよい。設計者がメディ
アプロジェクトを作製するため、設計者装置１５０７は、１以上のネットワーク１５１３
ａを介して、開発サーバ１５０３をホストとする開発プラットフォームウェブアプリケー
ションにアクセスする。設計者装置１５０７のウェブブラウザアプリケーションは、開発
プラットフォームによって生成され、ウェブブラウザを通じて提示されるユーザインタフ
ェースと対話する際、設計者から提供される入力に基づき、開発プラットフォームアプリ
ケーションとデータ値および命令をやり取りする。状況によっては、設計者装置１５０７
は、プロバイダサーバ１１５１ａ～ｎにアクセスしてファイル、ポインタ、またはその他
のプログラムコード（たとえば、ＡＰＩ）を検索した後、進行中のメディアプロジェクト
の１以上の層に組み込むため、開発プラットフォームアプリケーションに提供することが
できる。また、設計者装置１５０７は、開発サーバ１５０３から埋込コードまたはハイパ
ーリンクを提供されて、インタラクティブメディアファイルをコンパイルし生成すること
ができる。次に、設計者装置１５０７は、プロバイダサーバ１１５１ａ～ｎをホストとす
るプログラムコードに埋め込まれたコードまたはハイパーリンクを含むことができる。
【０１３５】
　エンドユーザ装置１５０９は、ウェブベースのアプリケーション、演算サービス、また
はメディアコンテンツサービス１５０１のインタラクティブメディアファイルおよびメデ
ィアプレーヤへの遠隔呼出し（たとえば、埋込コード、ハイパーリンクＵＲＬ）を有する
その他の形式のウェブサイトのホストとなるプロバイダサーバ１１５１ａ～ｎにアクセス
することができるウェブブラウザを備えた任意の演算装置であってもよい。場合によって
は、エンドユーザ装置１５０９は、プロバイダサーバ１１５１ａ～ｎをホストとする特定
のウェブページにアクセスし、次いで、前記ページにアクセス中、ハイパーリンクを起動
する、あるいは他の入力をユーザインタフェースに打ち込むことで、開発サーバ１５０３
からインタラクティブメディアファイルおよびメディアプレーヤを要求するようにプロバ
イダサーバ１１５１ａ～ｎに命令することができる。上記の場合、開発サーバ１５０３は
、エンドユーザが遠隔呼出しを始動したとき、プロバイダサーバ１５１１ａ～ｎから開発
サーバ１５０３に送信される埋込コードまたはハイパーリンクによって特定されるメディ
アプレーヤおよびインタラクティブメディアファイルを送信することができる。次に、エ
ンドユーザ装置１５０９は、現在のウェブページを離れずに、あたかも自己完結型ソフト
ウェアアプリケーションであるかのようにインタラクティブメディアファイルと対話する
ことができる。言い換えると、エンドユーザ装置１５０９は、第１のプロバイダサーバ１
５１１ａのウェブサイトをホストとするメディアプレーヤとインタラクティブメディアフ
ァイルを閲覧し対話することができる一方、インタラクティブメディアファイルの基本メ
ディアコードにより、メディアプレーヤとインタラクティブメディアファイルを通じて受
信される際、第２のプロバイダサーバ１５１１ｂの各種演算サービスおよびインタフェー
スと直接通信することができる。
【０１３６】
　例示的方法
【０１３７】
　図１４は、例示的実施形態により、任意の数の装置に配信することができる新たなイン
タラクティブメディアプロジェクトを生成する例示的方法１６００の実行を示す。例示的
方法１６００はステップ１６０２、１６０４、１６０６、１６０８を示すが、他の実施形
態では１以上のステップを省略してもよい、あるいは追加または代替ステップを含んでい
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てもよいと理解すべきである。開発サーバは、設計者が設計者装置にアクセスして、イン
タラクティブメディアファイルを構成、生成、配信、交信することができる開発プラット
フォームアプリケーションのホストとして機能することができる。いくつかの実施形態で
は、開発プラットフォームアプリケーションのホストとなる開発サーバは、設計者が新た
なメディアプロジェクトの開始を選択するとき、新たなメディアプロジェクト用の新たな
プロジェクト記録を生成することができる。メディアプロジェクトの記録は、プロジェク
トデータベースに記憶することができ、他の可能な埋込コードまたはハイパーリンクの中
で特にプロジェクト特定値に応じて、開発サーバなどの任意の数の装置によって検索可能
である。
【０１３８】
　第１のステップ１６０２では、開発アプリケーションをホストする開発サーバは、イン
タラクティブメディアファイルのメディア層のために、メディアファイルへのポインタを
受け取る。いくつかの例では、ポインタは、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登録商標）またはＶｉｍ
ｅｏ（登録商標）などの第三者サーバをホストとする映像へのＵＲＬまたは埋込コードで
あってもよい。開発サーバはメディアファイルを検索し、ｉＦｒａｍｅなどのウェブベー
スのコードコンテナ内のメディアファイルを開発アプリケーションのパレットインタフェ
ースに表示して、設計者をメディアファイルと対話させることができる。いくつかの例で
は、クライアント側でユーザによってグラフィカルユーザインタフェースに入力されるポ
インタは、特定のファイルディレクトリポインタによって特定されるメディアファイルを
アップロードするようにエンドユーザ装置のウェブブラウザに命令するファイルディレク
トリポインタであってもよい。開発サーバは、プログラムコードとしてメディア層をプロ
ジェクト記録に記憶させることができる。また、開発サーバは、メディアファイルが開発
サーバにローカルでアクセス可能であるとき、メディアプロジェクト記録にメディアファ
イルを記憶することができる。メディア層のプログラムコードは、Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ（登
録商標）映像などの遠隔メディアファイルに遠隔呼出しを行うコードを備えることができ
る、あるいは、プロジェクトデータベースに記憶されるメディアファイルに呼出しを行う
コードを備えることができる。
【０１３９】
　次のステップ１６０４では、開発サーバは、メディアファイルの大きさに基づき第１の
キャンバスファイルを生成することができる。本ステップでは、ユーザは、インタラクテ
ィブキャンバスファイルを作成してメディアファイル上に配置するように開発プラットフ
ォームアプリケーションに要求することができる。開発サーバはメディアファイルの大き
さを自動的に検出した後、プログラムコード用にｉＦｒａｍｅなどのコンテナを生成する
ことができる。第１のキャンバスファイルのプログラムコードは、メディア層に重ね合わ
される第１のキャンバス層の機能的または美的設計エレメントを含み、様々なインタラク
ティブ機能を実行する、および／または第三者ソースにアクセスすることができる。開発
サーバは第１のキャンバスファイルのインタラクティブオプションとメディアファイルの
タイミングを同期化することができるため、キャンバス層とメディア層は提示されるとき
に適切に同期化される。第１のキャンバスファイルおよびメディアファイルの内部マッピ
ング座標は、設計者が特定の設計エレメントをキャンバスファイルに含め、メディアファ
イルの特定位置に視覚的に配置できるように配列することができる。その結果、第１のキ
ャンバス層に導入される設計エレメントは、メディア層の所望位置に予測可能に表示され
る。第１のキャンバス層は、図２～１４の例示的実施形態に記載される機能および特徴を
含むがそれらに限定されないインタラクティブ機能およびオプションを含むことができる
。
【０１４０】
　場合によっては、開発サーバは、第１のキャンバスファイル、設計エレメント、機械可
読ファイル、データ、またはキャンバスファイルへのその他の追加入力をプロジェクトデ
ータベースに記憶することができる。 
【０１４１】
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　次のステップ１６０６では、開発サーバは、第２のキャンバス層のプログラムコードを
備える第２のキャンバスファイルを生成し、第１のキャンバスファイルおよびメディアフ
ァイル上に重ね合わせることができる。第２のキャンバスファイルは、各種機能を実行す
る、および／またはデータに関して第三者ソースにアクセスするように構成されるｉＦｒ
ａｍｅなどのプログラムコード用コンテナであってもよい。キャンバスファイルは、メデ
ィアファイル上にインタラクティブユーザインタフェースとして視覚的に提示されるイン
タラクティブインタフェースを表示することができる。ユーザが第１のキャンバスファイ
ルと相互作用すると、第２のキャンバスファイルは、第１のキャンバスファイルで利用可
能な選択に基づき、追加のユーザインタフェース機能を提供することができる。
【０１４２】
　たとえば、第１のキャンバスファイルは、第１のキャンバスファイルでの選択にリンク
付けされる第２のキャンバスファイルを提示するようにインタラクティブメディアファイ
ルに命令するコードを備えることができる。本例では、メディアファイルは車の画像を提
示することができ、ユーザがたとえば、車のタイヤ部の画素を選択することができる第１
のキャンバスファイルを有する。次いで、第１のキャンバスファイルは、たとえば、タイ
ヤ購入ウェブサイトのモバイル版、あるいはタイヤ購入ウェブサイトの簡略版アプレット
またはウィジェットを表示する第２のキャンバスファイルを提示することができる。第２
のキャンバスファイルのプログラムコードは、エンドユーザ装置と、本例ではタイヤ購入
ウェブサイトなどの第三者サービスプロバイダのサーバとの間のデータ通信を簡易化する
ことができる。
【０１４３】
　場合によっては、開発サーバは、第２のキャンバスファイル、設計エレメント、機械可
読ファイル、データ、第２のキャンバスファイルへのその他の追加入力をプロジェクトデ
ータベースに記憶することができる。
【０１４４】
　次のステップ１６０８では、開発サーバはメディアファイル、第１のキャンバスファイ
ル、第２のキャンバスファイルを、インタラクティブメディアファイルのコードにコンパ
イルすることができる。本ステップでは、開発者サーバは、プロジェクト識別子を有する
メディアプロジェクト記録に記憶されるファイルをフェッチすることができる。次に、開
発サーバはインタラクティブメディアファイルのコードを生成することができ、該ファイ
ルは、開発プラットフォームをホストするメディアコンテンツサービスと対応付けられる
互換性メディアプレーヤによって消費することができるファイルフォーマットを有する。
コンパイル時、開発サーバは、開発サーバを、インタラクティブメディアファイルを含む
プロジェクト記録に導く埋込コードまたはハイパーリンクを生成することができる。
【０１４５】
　図１５は、例示的１実施形態により、要求されたインタラクティブメディアファイルを
要求元の装置に配信する例示的方法１７００の実行を示す。例示的方法はステップ１７０
１、１７０３、１７０５、１７０７を示すが、他の実施形態は１以上のステップを省略す
ることができる、あるいは追加または代替ステップを含むことができる。
【０１４６】
　第１のステップ１７０１では、開発サーバは、インタラクティブメディアファイル用の
埋込コードまたはハイパーリンクを含むウェブページまたはウェブアプリケーションをホ
ストするプロバイダサーバから、インタラクティブメディアファイルおよびメディアプレ
ーヤのリクエストを受け取ることができる。
【０１４７】
　次のステップ１７０３では、開発サーバは、埋込コードに基づき、プロバイダサーバが
呼び出しているインタラクティブメディアファイルを特定することができる。場合によっ
ては、開発サーバは、キャッシュメモリまたはその他の容易にアクセス可能なメモリにイ
ンタラクティブメディアファイルを記憶することができ、適切なインタラクティブメディ
アファイルを迅速に特定して、プロバイダサーバに送信することができる。場合によって
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は、埋込コードまたはハイパーリンクメディアファイルは、開発サーバをプロジェクトデ
ータベース内のメディアプロジェクト記録に導くことができる。メディアプロジェクト記
録は、インタラクティブメディアファイルを生成するのに使用された各種ファイルおよび
データを含むことができる。メディアプロジェクト記録はインタラクティブメディアファ
イルを記憶することができる。したがって、開発サーバは、埋込コードによって示される
記録の埋込コードまたはプロジェクト識別子に基づき、プロジェクト記録からインタラク
ティブメディアファイルをフェッチすることができる。
【０１４８】
　次のステップ１７０５では、開発サーバは、インタラクティブメディアファイルの基本
ファイルまたはデータへの更新があるか否かを判定し、その後、インタラクティブ開発フ
ァイルの一部のみを再コンパイルすることができる。Ｆｌａｓｈ（登録商標）などの従来
のツールでは、Ｆｌａｓｈ（登録商標）メディアファイルへの変更があれば、設計者のコ
ンピュータ上のＦｌａｓｈ（登録商標）メディアファイル全体を再コンパイルし、その後
、最新バージョンのＦｌａｓｈ（登録商標）メディアファイルを再配信しなければならな
い。しかしながら、開発サーバは、再コンパイルすることなくメディアプレーヤおよびイ
ンタラクティブメディアファイルを配信することができる。すなわち、開発サーバは実行
時間時にインタラクティブメディアファイルをアセンブルすることができるため、インタ
ラクティブメディアファイルの基本コードはメディアファイルおよびキャンバスファイル
の最新バージョンを呼び出すことができ、メディアプレーヤは最新バージョンのインタラ
クティブメディアファイルを呼び出すことができる。
【０１４９】
　次のステップ１７０７では、開発サーバは、インタラクティブメディアファイルおよび
／またはメディアプレーヤを、埋込コードの呼出しを発信した遠隔装置に送信することが
できる。
【０１５０】
　本発明を完全に理解してもらうために、上述の説明では具体的な細部を記載した。しか
しながら、実施形態はこれらの具体的細部なしでも実行することができると理解される。
たとえば、不必要な細部で実施形態を曖昧にしないように回路はブロック図で示してもよ
い。他の例では、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造、技術は、実施形態を曖昧
にするのを防ぐため、不必要な細部を描かずに示すことができる。
【０１５１】
　上述の技術、ブロック、ステップ、手段は、様々な形で実行することができる。たとえ
ば、これらの技術、ブロック、ステップ、手段は、ハードウェア、ソフトウェア、または
それらの組み合わせで実行することができる。ハードウェア実装の場合、処理部は、１つ
以上の用途特定集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信
号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブ
ルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイ
クロプロセッサ、上述の機能を実行するように設計されたその他の電子部、および／また
はそれらの組み合わせ内に実装することができる。
【０１５２】
　なお、実施形態は、フローチャート、フロー図、データフロー図、構造図、またはブロ
ック図で示されるプロセスとして記載してもよい。フローチャートは順次プロセスとして
動作を記載することができるが、動作の多くは並列または同時に実行することができる。
また、動作の順序は再配列することができる。動作が完了すればプロセスは終了するが、
図面に含まれない追加ステップを有することができる。プロセスは、方法、機能、手順、
サブルーチン、サブプログラムなどに対応していてもよい。プロセスが機能に対応すると
き、終了は呼出し機能または主機能への機能の復帰に対応する。
【０１５３】
　さらに、実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、スクリプト言語、ファームウェア
、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語および／またはそれらの組み合
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わせによって実現されてもよい。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、スクリ
プト言語および／またはマイクロコードで実行される場合、必要なタスクを実行するプロ
グラムコードまたはコードセグメントは記憶媒体などの機械可読媒体に記憶させてもよい
。コードセグメントまたは機械実行可能命令は、手順、機能、サブプログラム、プログラ
ム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、スクリプト、クラ
ス、または命令の組み合わせ、データ構造、および／またはプログラム文を表してもよい
。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータおよび／またはメモリコンテン
ツを伝達および／または受信することによって、別のコードセグメントまたはハードウェ
ア回路に接続させることができる。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有
、メッセージ伝達、トークン伝達、ネットワーク送信などの任意の適切な手段を介して伝
達、転送、または送信することができる。
【０１５４】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア実装の場合、該方法は、本文書に記載する
機能を実行するモジュール（たとえば、手順、機能など）を用いて実行することができる
。命令を有形に具体化する機械可読媒体は、本文書に記載する方法を実行する際に使用す
ることができる。たとえば、ソフトウェアコードはメモリに記憶させることができる。メ
モリは、プロセッサ内、またはプロセッサ外に実装させることができ、後の実行のために
ソフトウェアコードを記憶する際にメモリを採用するときと、ソフトウェアコードを実行
する際にメモリを採用するときとで実装を変動させることができる。本文書で使用する場
合、「メモリ」という文言は、任意の種類の長期、短期、揮発性、不揮発性、またはその
他の記憶媒体を指し、任意の特定の種類のメモリまたは特定の数のメモリ、またはメモリ
を記憶するメディアの種類に限定されない。
【０１５５】
　さらに、本文書で開示する場合、「記憶媒体」という文言は、１つ以上のデータ記憶装
置、たとえば、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気Ｒ
ＡＭ、コアメモリ、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリ装置、および
／または情報を記憶するその他の機械可読媒体を表すことができる。「機械可読媒体」と
いう文言は、可動または固定記憶装置、光記憶装置、無線チャネル、および／または命令
および／またはデータを記憶する、含む、または担持するその他の各種媒体を含むが、そ
れらに限定されない。
【０１５６】
　本文書に記載する方法は、１つ以上の実施形態では、命令を含むコードセグメントを受
信する１つ以上のプロセッサを備える機械によって実行可能である。本文書に記載するど
の方法の場合も、命令を機械によって実行するとき、機械が方法を実行する。機械が取る
べき動作を特定する１セットの命令を（順次またはそれ以外の形で）実行することができ
る機械が含まれる。よって、代表的な機械は、１つ以上のプロセッサを含む代表的な処理
システムによって例示することができる。各プロセッサは、ＣＰＵ、グラフィック処理部
、プログラマブルＤＳＰ部のうちの１つ以上を含むことができる。処理システムは、主Ｒ
ＡＭおよび／または静的ＲＡＭ、および／またはＲＯＭを含むメモリサブシステムをさら
に含んでもよい。部品間の通信用のバスサブシステムを含めてもよい。処理システムがデ
ィスプレイを必要とする場合、このようなディスプレイは、たとえば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）を含むことができる。手動でのデータ入力が必要である場合、処理システムは
、キーボードなどの英数字入力部とマウスなどのポインティング制御装置とのうちの１つ
以上である入力装置も含む。 
【０１５７】
　メモリは、処理システムによって実行されるとき、本文書に記載する方法のうちの１つ
を実行する命令を含む機械可読コードセグメント（たとえば、ソフトウェアまたはソフト
ウェアコード）を含む。ソフトウェアはコンピュータシステムによる実行中、メモリ内に
完全に常駐する、あるいはＲＡＭおよび／またはプロセッサ内に完全にまたは少なくとも
部分的に常駐することができる。よって、メモリおよびプロセッサは、機械可読コードを
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【０１５８】
　別の実施形態では、機械は、スタンドアローン装置として動作する、あるいは、ネット
ワーク配備下の他の装置に接続する、たとえばネットワーク接続することができる。該機
械は、サーバ－クライアントネットワーク環境内のサーバまたはクライエント機械の能力
内で、またはピアツーピアまたは分散ネットワーク環境内のピア機械として動作すること
ができる。該機械は、たとえば、コンピュータ、サーバ、サーバのクラスタ、コンピュー
タのクラスタ、ウェブアプライアンス、分散コンピューティング環境、クラウドコンピュ
ーティング環境、または機械が取るべき動作を特定する１セットの命令を（順次またはそ
れ以外の形で）実行することができる任意の機械であってもよい。「機械」という文言は
、本文書に記載する方法のうちの１つ以上を実行する１セットの（または複数セットの）
命令を個々に、または共に実行する機械の集合を含むように解釈してもよい。
【０１５９】
　本発明の例示的実施形態に関する上記開示は、例示と説明のために提示した。この説明
は、網羅的である、あるいは本発明を単独の開示する実施形態に限定することを意図して
いない。本文書に記載する実施形態の多くの変形および変更は、上記開示に鑑み、当業者
によって自明となる。発明の範囲は、添付の請求項によってのみ、および請求項の等価物
によって定義すべきである。
【０１６０】
　さらに、本発明の代表的実施形態を説明するにあたって、明細書はステップの特定のシ
ーケンスとして本発明の方法および／またはプロセスを提示した。しかしながら、方法ま
たはプロセスが本文書に記載するステップの特定の順序に依存しないという点で、方法ま
たはプロセスは記載するステップの特定のシーケンスに限定されるべきではない。当業者
が認識するように、ステップのその他のシーケンスも可能である。したがって、本明細書
に記載するステップの特定の順序は、請求項に関する限定と解釈すべきではない。また、
本発明の方法および／またはプロセスに関する請求項は、記載される順番でステップを実
行することに限定すべきではなく、当業者であれば、シーケンスは変更することができ、
その場合も本発明の精神と範囲に含まれることを容易に理解するであろう。
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