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(57)【要約】
　通常の再生速度よりも速い再生速度で広告を早送りす
る命令を視聴者から受け取った後に、広告の少なくとも
一部を視聴者に通常の再生速度で配信する方法及び装置
が記載される。ある実施形態においては、本発明は、通
常の再生速度で再生される状態で広告の一部を視聴者に
提供し、特定された再生速度より速い再生速度で再生さ
れる状態で広告の残りの部分を提供し、通常の速度で提
供される一部及びより速い速度で提供される部分の組み
合わせが、ユーザに特定した再生速度で提供される。別
の実施形態においては、本発明は、第一広告の少なくと
も一部を通常の再生速度で視聴者に配信し、特定された
再生速度に基づいて、消音化した音声情報を持つ第一広
告と同時に一又はそれより多い別の広告を視聴者に提供
する。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ読み取り可能な媒体に格納されており、広告の少なくとも一部を視聴者に
通常の再生速度で提供するためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記視聴者から、前記通常の再生速度よりも速い再生速度で広告を早送り若しくは巻き
戻しをする命令を受け取り、
　前記広告の少なくとも一部を通常の速度で再生して前記視聴者に提供し、
　前記広告の残りの部分を特定された再生速度より速い再生速度で再生されるようにし、
通常の再生速度で提供される前記広告の前記一部と、前記特定された再生速度より速い再
生速度で提供される前記広告の部分との組み合わせが、ユーザに前記特定された速度で提
供されるようにする、
　作動をコンピュータに行わせる命令を含むことを特徴とするコンピュータプログラム製
品。
【請求項２】
　前記広告は、通常の再生速度で再生される広告の最小限の部分を特定する情報を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３】
　通常の再生速度で再生される広告の第一部分が前記視聴者に提供され、前記特定された
再生速度よりも速い速度で再生される広告の第二部分が前記視聴者に提供され、通常の再
生速度で再生される広告の第三部分が前記視聴者に提供されることを特徴とする請求項１
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４】
　前記広告は、音響情報及び動画情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項５】
　前記特定された再生速度よりも速い速度で再生される前記広告の前記残りの部分におけ
る動画情報が前記視聴者に提供される間に、前記広告の前記残りの部分における前記音響
情報の少なくとも一部が前記視聴者に提供されて、通常の再生速度で再生されることを特
徴とする請求項４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６】
　前記特定された再生速度より速い速度で前記広告の前記残りの部分を提供する間に、通
常の再生速度で視聴される別の広告の選択肢を視聴者に提供する、
　作動をコンピュータに行わせる命令をさらに含む請求項１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項７】
　前記命令は、前記広告の開始の後に受け取られることを特徴とする請求項１に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項８】
　前記広告の視聴履歴に応じた少なくとも一つの情報をデータベースに送信する、
　作動をコンピュータに行わせる命令をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項９】
　コンピュータ読み取り可能な媒体に格納されており、広告の少なくとも一部を視聴者に
通常の再生速度で提供するための、コンピュータプログラム製品であって、
　前記視聴者から、特定された再生速度で第一広告を早送りする命令を受け取り、
　音響情報及び動画情報を含む前記第一広告の少なくとも一部を前記視聴者に通常の再生
速度で提供し、
　前記第一広告と同時に一又はそれより多い別の広告を前記視聴者に提供する、
　作動をコンピュータに行わせる命令を含み、
　前記一又はそれより多い別の広告の各々は、音響情報を持たないか若しくは消音化され
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た音響情報を持ち、
　前記視聴者に提供される前記一又はそれより多い別の広告の数は、前記特定された再生
速度に基づいて決定される、
　ものであることを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項１０】
　前記第一広告の音響情報が、消音化される間に、音響情報及び動画情報を含む前記別の
広告の内の一つを選択する選択肢をユーザに提示する、
　作動をコンピュータに行わせる命令をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　前記第一広告は、前記視聴者に選択された前記別の広告のうちの一つが音響情報を伴っ
て再生可能になる前に、前記音響情報を伴って再生される前記第一広告の最小限の一部を
特定する情報を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　前記第一広告の少なくとも一部を前記視聴者に通常の再生速度で再生される状態で提供
し、
　前記第一広告全体が前記特定された再生速度で前記視聴者に提供されるように、前記第
一広告の残りの部分を前記特定された再生速度よりも速い速度で再生される状態で提供す
る、
　作動をコンピュータに行わせる命令をさらに含み、
　前記視聴者に提供される一又はそれより多い別の広告の数が、（１）前記特定された速
度、（２）通常の再生速度で再生される前記第一広告の一部、及び（３）前記特定された
再生速度よりも速い速度で再生される前記第一広告の一部、に基づいて決定されることを
特徴とする請求項９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記一又はそれより多い別の広告は、前記広告の異なる変更版であることを特徴とする
請求項９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記一又はそれより多い別の広告は、前記第一広告の広告主からの異なる広告であるこ
とを特徴とする請求項９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記一又はそれより多い別の広告は、前記第一広告として広告される製品若しくはサー
ビスの同様の分類に属する、異なる広告であることを特徴とする請求項９に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記第一広告の視聴履歴に応じた少なくとも一つの情報をデータベースに送信する、
　作動をコンピュータに行わせる命令をさらに含む請求項９に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項１７】
　コンピュータ読み取り可能な媒体に格納されており、少なくとも広告の一部を視聴者に
通常の再生速度で提供するための、コンピュータプログラム製品であって、
　前記視聴者から前記通常の再生速度よりも速い再生速度で、動画情報及び音響情報を含
む広告を早送りするか、巻き戻す命令を受け取り、
　前記通常の再生速度より速い再生速度で、前記視聴者に前記動画情報を提供し、
　通常の速度で前記音響情報の少なくとも一部を前記視聴者に提供する、
　作動をコンピュータに行わせる命令を含むコンピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　前記音響情報は、初期状態の音響トラック及び、広告が前記通常の再生速度より速い再
生速度で再生される場合に再生される一又はそれより多い補償音響トラックを含むことを
特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項１９】
　前記補償音響トラックの一つの少なくとも一部が、前記視聴者からの広告を早送りする
か、若しくは、巻き戻す命令を受け取った後に、前記視聴者に提供されることを特徴とす
る請求項１８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記初期状態の音響トラックの少なくとも一部は、通常の再生速度で再生されて前記視
聴者に提供されることを特徴とする請求項１８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　通常の再生速度で視聴者に広告の少なくとも一部を提供する方法であって、
　前記視聴者から、前記通常の再生速度より速い再生速度で広告を早送りする命令を受け
取り、
　前記視聴者に前記広告の少なくとも一部を通常の速度で再生される状態で提供し、
　前記残りの部分を、特定された再生速度より速い再生速度で提供し、通常の再生速度で
提供される前記広告の一部と、前記特定された再生速度より速い再生速度で提供される前
記広告の部分との組み合わせが、前記視聴者に前記特定された速度で提供されるようにす
る、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　通常の再生速度で視聴者に広告の少なくとも一部を提供する方法であって、
　前記視聴者から特定された再生速度で第一広告を早送りする命令を受け取り、
　音響情報及び動画情報を含む前記第一広告の少なくとも一部を前記視聴者に通常の再生
速度で提供し、
　前記第一広告と同時に一又はそれより多い別の広告を前記視聴者に提供する、
　作動をコンピュータに行わせる命令を含むコンピュータプログラム製品であって、
　前記一又はそれより多い別の広告の各々が、音響情報を伴わないか若しくは消音化され
た音響情報を伴う状態で、提供され、
　前記視聴者に提供される一又はそれより多い別の広告の数は、前記特定された再生速度
に基づいて決定される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　通常の再生速度で視聴者に広告の少なくとも一部を提供する方法であって、
　前記視聴者から前記通常の再生速度よりも速い再生速度で、動画情報及び音響情報を含
む広告を早送りするか、巻き戻す命令を受け取り、
　前記通常の再生速度より速い再生速度で、前記視聴者に前記動画情報を提供し、
　通常の速度で前記音響情報の少なくとも一部を前記視聴者に提供する、
　ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年４月４日に出願された米国特許出願第６０／９２１，８１３号の
出願日の利益を主張する。該出願の内容は、その全体が引用により本明細書に組み入れら
れる。
【０００２】
　本出願は、デジタルビデオ記録システムの分野に関する。より詳細には、本出願は、早
送り再生中の宣伝を調整することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年において、Ｔｉｖｏ，Ｉｎｃ．によって製造されたり、地方のケーブル会社によっ
て提供されるセットトップボックスに組み入れられたりするようなデジタルビデオ記録機
（ＰＶＲ）が、消費者に簡単に利用できるものになった。ＰＶＲは、ハードドライブ若し
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くは格納デバイス、及び、ソフトウェアを用いて、テレビの視聴者が、視聴中のテレビ番
組中継を、停止、巻き戻し、早送り、若しくは再生できるようにする。ＰＶＲは又、記録
した番組を将来再生するために、テレビの視聴者が、番組をＰＶＲに格納できるようにす
る。
【０００４】
　テレビ番組を記録することに加えて、ＰＶＲは又、テレビ番組の放送中に任意の間隔で
配置された広告若しくは宣伝を記録する。例えば、図１Ａが示すように、三十分のテレビ
番組１００は、三つの二分間広告若しくは宣伝グループ１１０、１２０及び１３０を伴う
三つの八分間の区切りに分けられることがある。図１Ｂは、二分間の広告若しくは宣伝グ
ループのそれぞれが、四つの三十秒間のスポット宣伝１４０、１５０、１６０及び１７０
を連続して含むことを示す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、妨害されることなく番組を視聴することを望む視聴者は、しばしばこれ
らの宣伝を不愉快なものと考える。その結果、視聴者が、ＰＶＲを用いて、記録したテレ
ビ番組を再生する場合には、一般的に、記録された宣伝の大部分若しくは全体を早送りす
る傾向がある。ＰＶＲを用いると、視聴者は、例えば、早送りボタンを１度押すと２倍、
２度押すと３倍、３度押すと４倍というように、異なる倍率で宣伝を早送りすることを選
択できる。一般的に、視聴者が早送り操作を実行する場合には、音声を再生しない。それ
ゆえ、宣伝を早送りしている間、宣伝は、消音化され、ビデオ画像は、視聴者によって選
択された倍率で加速され、記録した番組の視聴に対する妨害が、最小化される。
【０００６】
　したがって、先行技術システムにおけるこれらの欠点及び別の欠点を克服するシステム
及び方法が、必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　例えば、視聴者が、宣伝のような、記録されたビデオを早送りすることを可能にするこ
とを望む一方で、依然として、広告メッセージを提示する機会を広告主に提供する必要が
ある。
【０００８】
　以下に示される図面を考慮する場合に、以下に記載される本発明の詳細な説明を参照す
ることによって、本発明の様々な目的、特徴、利点が、さらに十分に理解され、当該図面
において、同じ参照番号は、同じ要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、宣伝による中断をはさむ三十分間のテレビ番組を示す概念図である
。
【００１０】
【図１Ｂ】図１Ｂは、宣伝による中断中に提供される二分間の広告若しくは宣伝の流れを
示す概念図である。
【００１１】
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の幾つかの実施形態に合致した、視聴者の操作に応じて調整
された宣伝を示す説明的概念図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の幾つかの実施形態に合致した、視聴者の操作に応じて調整
された宣伝を示す説明的概念図である。
【００１２】
【図３】図３は、本発明の幾つかの実施形態に合致した、視聴者の操作に応じて同時に表
示される複数の宣伝を示す説明的概念図である。
【００１３】
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【図４】図４は、本発明の幾つかの実施形態に合致した、視聴者の操作に応じて同時に表
示される宣伝の複数の変更版を示す説明的概念図である。
【００１４】
【図５】図５は、本発明の幾つかの実施形態に合致した、同時に表示される複数の宣伝か
ら、視聴者が選択した、表示中の宣伝を示す説明的概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明によると、宣伝調整アプリケーション（本明細書において「アプリケーション」
と呼ぶことがある）が、提供される。このアプリケーションは、通常では視聴者に飛ばさ
れることになる空間内に広告メッセージを示す機会を広告主に提供しながら、宣伝を早送
り再生するための、向上した特徴を提供する。
【００１６】
　このアプリケーションは、視聴者に双方向サービスを提供する双方向テレビアプリケー
ションに統合することができるものである。双方向サービスは、視聴者が、チャンネルを
変更すること、一又はそれより多いテレビ番組を記録すること、記録した番組を再生する
ことなどを可能にする。
【００１７】
　本発明の以下に示される実施形態は、個人ビデオ記録機からのテレビ番組及びメディア
コンテンツの再生に関連するものとして説明されるが、これらの実施形態は、個人ビデオ
記録機によるコンテンツの再生に制限されないことを認識すべきである。アプリケーショ
ンは、例えば、セットトップボックス、デジタルビデオ記録機（ＤＶＲ）、コンピュータ
、セットトップボックスにＤＶＲ若しくはＰＶＲが統合されたもの等といった適切な機器
において実施することができる。例えば、アプリケーションは、ストリーム配信されるコ
ンテンツを受信しているコンピュータにおいて実施することができる。より詳細には、ア
プリケーションは、ＣＤ、ＤＶＤ、ハードドライブ、メモリデバイスなどといった一又は
それより多いコンピュータ読み取り可能な媒体に記録され、本明細書に記載された機能を
実行するように関連するコンピュータハードウェア（例えばＰＶＲ、セットトップボック
ス、ＴＶ、パーソナルコンピュータなど）に指示を与えるコンピュータプログラム製品と
して実現可能である。既に示したように、“コンピュータ”という単語は、一般的に、一
又はそれより多い広告を視聴者に配信することが可能である少なくともマイクロプロセッ
サ及びコンピュータ読み取り可能な媒体を持つデバイス／装置／ハードウェアを指す。
【００１８】
　装置は、適切な入力デバイス（例えば、リモートコントローラ、キーボード、スクリー
ン上の手段など）によって視聴者からの指示を受信することができる。例えば、視聴者か
らの指示は、早送りボタン、巻き戻しボタン、再生ボタン、記録ボタン、一時停止ボタン
、停止ボタン、広告スキップボタンなどといった複数のボタンを持つリモートコントロー
ラ用いて、受信することができる。リモートコントローラは、視聴者がテレビコンテンツ
を複数の速度で早送り及び巻き戻しできるようにする。
【００１９】
　図２Ａに示するように、視聴者は、テレビ番組を視聴している。テレビ番組は、ＰＶＲ
に格納された記録済みの番組とすることができる。テレビ番組は又、視聴者によって、現
在、同調させられた番組中継若しくは放送中の番組とすることができ、ローカルキャッシ
ュ若しくは別の格納デバイス内において放送を受けながら、ＰＶＲが、同時に番組を格納
する。
【００２０】
　テレビ番組が、第一の宣伝による中断になると、若しくは、第一の宣伝が表示されたと
きに、例えば、リモコン上にある“早送り”ボタンを押すという、視聴者の操作に応じて
、アプリケーションが起動される。典型的には、そのような視聴者の行為によって、ＰＶ
Ｒはコンテンツ（例えば、テレビ番組、宣伝など）を再生の二倍の速さで早送りする。代
わりに、アプリケーションは、広告主に対して、広告メッセージを提供するための代替的



(7) JP 2010-532934 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

な手法を提供する。
【００２１】
　ある実施形態によると、アプリケーションは、番組シーケンスにおいて、宣伝による中
断が起きるときを検出することができる。宣伝による中断中に、視聴者がリモコン上にあ
る“早送り”ボタンを押すことに応じて、アプリケーションは、宣伝の長さを判断し、初
期の再生速度（１倍）で宣伝の一部を再生し、宣伝の残り部分を早送りにするか、若しく
は、再生速度を増加させる。アプリケーションは、視聴者がリモコンで早送りボタンを押
して、宣伝全体を（例えば、２倍の速度で）早送りした場合と同じ時間で宣伝が終了する
ように、宣伝の残り部分の再生速度を決定し、始まり部部の再生を補償する。
【００２２】
　例えば、図２Ａ及び２Ｂに示されるように、テレビ番組の８：００分の印において、早
送りボタンを一度押すことに応じて、アプリケーションは、第一の宣伝の長さを判断する
。この判断に基づいて、アプリケーションは、ＰＶＲが第一の宣伝の一部を再生するよう
に指示を送る。図２Ｂに示されるように、アプリケーションは、３０秒間にわたる第一の
宣伝のうち、最初の１０秒間（第一の宣伝の部分２５０）が、表示されるものと決定する
。第一の宣伝のうち、最初の１０秒間が提供されたとき、アプリケーションは、該第一の
宣伝の残り部分の再生速度を増加することができる。視聴者が、早送りボタンを押して、
ＰＶＲに宣伝を二倍速で早送りをするように指示を送ると、アプリケーションは、早送り
される３０秒間の宣伝を１５秒間で放送するように決定する。そして、アプリケーション
は、第一の宣伝の残り２０秒間の部分の再生倍率を向上させ、残りの５秒で表示するよう
にする。
【００２３】
　別の適切な実施形態においては、アプリケーションは、宣伝を異なる部分に分割し、宣
伝の部分の各々を異なる速度で再生する。例えば、３０秒間の宣伝を５秒（第一部分）、
２０秒（第二部分）、５秒（第三部分）に分割することができる。第一部分及び第三部分
は、初期設定である１倍の速度で再生され、第二部分の再生倍率は、２０秒間に相当する
部分が５秒間になるように（つまり、４倍速に）増加される。第一及び第三部分が１倍速
で再生されるとしても、全体の宣伝の再生に掛かる時間は、視聴者が宣伝全体を２倍速で
早送りする場合より、長くならないことを認識すべきである。
【００２４】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、視聴者が選択した再生速度（例えば、
２倍早送り、３倍早送り、４倍早送り）に基づいて、宣伝を分割する。例えば、視聴者が
、３０秒間の宣伝を３倍の倍率で早送りをすることを選択する場合には、アプリケーショ
ンは、宣伝の最初の１０秒間を１倍速で再生し、宣伝の残りの部分を再生しないようにし
てもよい。視聴者に提供される宣伝の最初の１０秒は、視聴者が３倍速で宣伝全体を早送
りする場合に比べて長い時間にならないようにすべきである。別の例においては、アプリ
ケーションは、最初の５秒間を再生し、残りの２５秒間の再生速度を、５秒で再生するよ
うに（つまり、５倍速に）増加してもよい。
【００２５】
　また、本発明は、宣伝中断の開始時における視聴者の操作（例えば、リモコン上にある
早送りボタンを押すこと）に応じて、宣伝の再生倍率を変更させることに、限定されない
ことを認識すべきである。アプリケーションは、視聴者の操作を受けるいずれのときにお
いても宣伝の再生倍率を決定することができる。例えば、視聴者が、３０秒宣伝の３秒を
視聴して、次いで、リモコン上にある早送りボタンを押したとき、アプリケーションは、
宣伝の残り部分の一部をある倍率（例えば、１倍速）で再生し、宣伝の残り部分の別の一
部を別の倍率（例えば、５倍速、１０倍速等）で再生するように決定するものとすること
ができる。
【００２６】
　この場合、アプリケーションは、次の宣伝の開始部に移行するために、減速、フェード
イン、フェードアウト、その他の適切な手段をとることができることを認識すべきである
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。アプリケーションは、次の宣伝の一部を同様に再生し、次の宣伝の残りの一部の倍率を
増加することができる。
【００２７】
　このアプリケーションを用いると、視聴者の期待を満足させる（例えば５秒、１５秒等
の）任意の時間で宣伝が再生されるが、視聴者が、興味を持つか否かを知るための初期の
時間が与えられる結果になる。
【００２８】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、視聴者が、宣伝のための中断中にリモ
コン若しくは別の適切な入力デバイス上にある早送りボタンを押すことに応じて、同時に
複数の宣伝を提供するようにすることができる。アプリケーションは、このことに応じて
、任意の宣伝による中断中に提供されるべき宣伝の数を決定することができる。例えば、
図３に示されるように、アプリケーションは、四つの宣伝、つまり、第一宣伝３１０、第
二宣伝３２０、第三宣伝３３０、第四宣伝３４０、が任意の宣伝による中断中に再生され
るように決定する。アプリケーションは、四つの宣伝が同時に再生されるように四つの宣
伝のコンテンツを結合することができる（表示３５０）。
【００２９】
　別の適切な実施形態においては、アプリケーションは、第一宣伝及び第二宣伝を同時に
表示し、次いで、第三宣伝及び第四宣伝を同時に表示する。ある実施形態においては、ア
プリケーションは、視聴者によって選択された再生速度に基づいて、同時に表示する宣伝
の数を決定することができる。例えば、２倍の再生速度を視聴者が選択することに応じて
、アプリケーションは、二つの宣伝を同時に表示することができる（二つの３０秒間の宣
伝が、３０秒間で同時に表示される）。
【００３０】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、宣伝の複数の変更版を同時に表示する
ようにすることができる。例えば、図４に示されるように、視聴者の操作（例えば、リモ
コン上にある早送りボタン若しくは巻き戻しボタンを視聴者が押すこと）に応じて、アプ
リケーションは、宣伝の複数の変更版を視聴者に同時に提供することができる。それぞれ
の宣伝は、異なる媒体領域（例えば、音響部分、映像部分、背景音響、吹き替え、画像、
アニメーション、グラフ、結末など）を持つものとすることができる。
【００３１】
　別の例においては、アプリケーションは、視聴者に同じ広告主の複数の宣伝を提供する
ことができる。（例えば、それぞれの宣伝がコムキャストによって提供されるもの。）さ
らに別の例では、アプリケーションは、同じ製品若しくはサービスに関する複数の宣伝を
視聴者に提供するものとすることができる。（例えば、それぞれの宣伝が、コムキャスト
の特定のサービスに関する。）
【００３２】
　複数の宣伝を同時に視聴者に提供することに応じて、アプリケーションは、宣伝のうち
の一つに関する音響トラックを提供するものとすることができる。例えば、アプリケ－シ
ョンは、視聴者が強調表示領域５１０を、表示される宣伝の内の一つに重ねておけるよう
にすることができる。図５に示されるように、強調表示領域５１０が、第一の宣伝３１０
に重ねられる。視聴者が、例えば、選択ボタン若しくは別の適切なインターフェースを押
すことにより第一の宣伝３１０を選択することに応じて、アプリケーションは、第一の宣
伝を視聴者に向けて、ディスプレイ５２０上に表示する。アプリケーションは、第一の宣
伝の残りの部分、第一の宣伝全体（例えば、３０秒スポット）、追加的なコンテンツを伴
う第一の宣伝（例えば、クーポンコード、個別化したコンテンツ、選択した宣伝に関連す
る追加的な情報など）などを表示してもよい。
【００３３】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、異なる速度（例えば、２倍、３倍、５
倍、１０倍等の早送り若しくは巻き戻し）で再生される間に視聴者に音響を提供するよう
にしてもよい。デジタル音響時代の到来により、アナログ音響効果を再創出することは、



(9) JP 2010-532934 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

計算上は高価になることがある。アプリケーションが、上述のように宣伝の一部に対して
再生速度を変化させることに応じて、該アプリケーションが、その宣伝の一部に関する音
響を読み出し、音響の音程を調整するようにしてもよい。アプリケーションは、音響トラ
ックからほとんどの言葉を再生し、そのことによって、早送り若しくは巻き戻し中に、通
常の場合に起きる多くの無音時間を無くすことができる。従って、アプリケーションは、
再生前に音響トラックを準備する必要がなく、視聴者に音響の重要な部分を提供すること
ができる。
【００３４】
　ある実施形態においては、アプリケーションが、特定の再生速度で利用されるように特
に指定される補完的音響トラックを視聴者に提供するようにしてもよい。この補完的音響
トラックは、（上述のように）画像に関連する元の音響であってもよいし、特定の再生倍
率で利用される特別な音響トラックであってもよい。例えば、視聴者が、宣伝を早送り若
しくは巻き戻しする（例えば、２倍、３倍、５倍、１０倍等で早送り若しくは巻き戻しさ
れる）場合には、アプリケーションは、宣伝のその部分に関する補完的音響トラックを読
み出し、音響トラックをリアルタイム若しくは、調整された音響の音程で再生するように
してもよい。異なる補完的音響トラックが、異なる早送り及び／又は巻き戻し速度ごとに
指定されるようにしてもよい。アプリケーションは、補完的音響トラックを再生し、その
ことによって、早送り若しくは巻き戻し中に通常の場合に起きる多くの無音時間を無くす
ことができる。
【００３５】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、選択肢を表示する宣伝を視聴者に提供
するものとすることができる。視聴者の操作を受ける（例えば、視聴者がリモコン上にあ
る早送りボタン若しくは巻き戻しボタンを押す）ことに応じて、アプリケーションは、宣
伝の選択肢を視聴者に提供することができる。例えば、視聴者が早送りボタンを押すこと
に応じて、アプリケーションは、ユーザに、宣伝のリスト、ブランドのリスト、製品若し
くはサービスのリスト、一連の宣伝のリスト、及び／又は、別の適切なリストを提供する
ことができる。アプリケーションは、記録したコンテンツに応答する前に、視聴者が一つ
の宣伝若しくは別の予め決定された数の宣伝を選択し、視聴することを要求するようにし
てもよい。例えば、アプリケーションは、視聴者が視聴するものとして一つの宣伝を選択
するまで、視聴者が、宣伝を早送りし、番組の内容を再生し続けることを阻止するように
することができる。別の例においては、アプリケーションは、ビデオオンデマンドの環境
において、ダウンロード若しくは、選択したビデオオンデマンド番組を視聴する前に、宣
伝のリストから視聴するものを選択するように視聴者に促すものとすることができる。さ
らに別の例においては、アプリケーションは、ビデオオンデマンドの環境において、選択
されたビデオオンデマンド番組をダウンロードする前か、若しくは、視聴者に利用可能な
ビデオオンデマンド番組のリストを提供する前に、宣伝のリストから選択して視聴者の設
備（例えば、セットトップボックス）にダウンロードするように、視聴者に促すようにす
ることができる。
【００３６】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、視聴者がリモコン上にある巻き戻しボ
タンを押すことに応じて、宣伝視聴の選択肢を視聴者に提供することができる。視聴者が
巻き戻しボタンを押すことに応じて、アプリケーションは、視聴者が視聴した宣伝に関連
する宣伝のリストをユーザに提供する。例えば、視聴者がトラベルチャンネルの宣伝を視
聴した後に、巻き戻しボタンを押す場合には、アプリケーションは、視聴者に選択可能な
トラベルチャンネルの宣伝のリストを提供することができる。該リストは、視聴者が視聴
した宣伝若しくは、最近視聴された宣伝に関連する一連の宣伝を含む。別の例においては
、トラベルチャンネルの宣伝を視聴した後に巻き戻しボタンを押すことに応じて、アプリ
ケーションは、旅行、トラベルチャンネル、トラベルチャンネルのスポンサー、及び又は
、トラベルチャンネルの広告主に関するクーポンコードを視聴者に与えることができる。
代替として、アプリケーションは、宣伝の別の変更版、若しくは、一連の宣伝の続きにあ



(10) JP 2010-532934 A 2010.10.14

10

20

30

たる宣伝を視聴する選択肢を視聴者に提供することができる。
【００３７】
　アプリケーションは、デジタル著作権管理に関する特性を持つことができることを認識
すべきである。例えば、広告主は、広告の予め判断された量が、任意の速度で（例えば、
宣伝の２０％が、少なくとも１倍速までで視聴され、宣伝の３０％が、少なくとも２倍速
までで視聴されなければならないものとする。）スクリーンの任意の部分で（例えば、宣
伝の１０％が、画面全体で、宣伝の２０％が、少なくとも分割した画面で視聴されなけれ
ばならないものとする。）視聴されることを要求することができる。
【００３８】
　ある実施形態においては、広告主は、制約若しくは設定値を各宣伝に設定することがで
きる。これらの設定値は、宣伝の中に内蔵することができる。例えば、広告主は、少なく
とも最初の１０秒が視聴されなければならないこと、及び、宣伝が画面全体で視聴されな
ければならないこと、という設定を伴う宣伝を生成することができる。これらの設定が内
蔵された宣伝は、ＰＶＲに送信され、各ＰＶＲのプロセッサが、内蔵された設定値が満た
されることに応じて、宣伝が再生されるときを判断する。
【００３９】
　ある実施形態においては、アプリケーションは、宣伝の表示を追跡し、各ＰＶＲに監視
記録する。例えば、アプリケーションは、トラベルチャンネルの一連の宣伝全体が、全て
視聴されて、ベリゾンの宣伝の内の１０秒間が視聴され、コムキャストの宣伝が、バーガ
ーキングの宣伝と画面を分割して視聴されたことについて、これを監視する。アプリケー
ションは、各ＰＶＲにおける速度と表示の変化について、各宣伝を監視し、この情報を、
広告主に対する支払い及び広告主からの支払いを計上するデータベースのオペレータに送
信する。
【００４０】
　以上述べたように、アプリケーションは、宣伝を調整する向上した特性を提供する一方
で、アプリケーションがない場合には、視聴者に飛ばされることになる場所に広告メッセ
ージを表示する機会を広告主に与える。通常の技術を持つ者は、この出願によって与えら
れる情報に基づいて本発明のプロセスを実行する標準的なアルゴリズムの利用の仕方を知
っている。
【００４１】
　本発明は、発明の詳細な説明において説明されか若しくは図に記載される構造及び配置
に制限されないことを理解すべきである。本発明は、別の実施形態が可能であり、様々な
方法で、実現し、実行することが可能である。また、本明細書で用いられる表現及び用語
は、説明を目的とするものであって、権利範囲を制限するものとしてみなされるべきでな
いことを理解すべきである。
【００４２】
　本発明は、上に例示された実施形態について説明され、図示されたが、本開示は、例示
としてのみなされたものであり、発明を実施するための詳細において、多くの変更を、本
発明の精神及び範囲から離れることなく行うことができるものと理解される。
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