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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、メディア・コンテンツ資産のコ
ンテンツ管理をローカライズする技法である。ローカル
・コンテンツは、地域メディア・センターにおいて受信
される。ローカル・コンテンツは、地域内でローカライ
ズされたイベントに対応する。ローカル・コンテンツは
、メディア・コンテンツ管理システムを使用して資産に
準備される。資産を含む資産パッケージは、地域の加入
者への配信のためにヘッドエンドに伝搬される。本発明
の別の実施形態において、資産および資産属性を含む資
産パッケージは、伝搬ユニットから受信される。資産は
、地域内でローカライズされたイベントに対応するロー
カル・コンテンツから作成される。資産は、地域の加入
者に配信される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地域メディア・センターにおいてローカル・コンテンツを受信するステップであって、
前記ローカル・コンテンツは地域内でローカライズされたイベントに対応するステップと
、
　メディア・コンテンツ管理システムを使用して前記ローカル・コンテンツを資産に準備
するステップと、
　前記資産を含む資産パッケージを前記地域の加入者への配信のためにヘッドエンドに伝
搬するステップとを備える方法。
【請求項２】
　前記ローカル・コンテンツを受信するステップは、
　マルチメディア媒体に組み込まれた前記ローカル・コンテンツを受信するステップであ
って、前記マルチメディア媒体はデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、デジタル・リニア
・テープ（ＤＬＴ）、テープ、および不揮発性記憶装置のうちの１つである請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記ローカル・コンテンツを準備するステップは、
　前記ローカル・コンテンツを符号化するステップと、
　前記ローカル・コンテンツから前記資産を作成するステップとを備える請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記資産を作成するステップは、
　品質管理（ＱＣ）および編集のために前記ローカル・コンテンツをステージングするス
テップと、
　前記ローカル・コンテンツに予備ＱＣを実行するステップであって、前記予備ＱＣは前
記ローカル・コンテンツのメディア品質の分析および確認を含み、前記メディア品質は圧
縮属性、ビデオ属性、および音声属性のうちの少なくとも１つを含むステップと、
　前記ローカル・コンテンツを編集するステップと、
　前記編集済みローカル・コンテンツに最終ＱＣを実行して前記資産を生成するステップ
とを備える請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記資産パッケージを伝搬するステップは、
　前記資産を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録するステップと、
　前記メディア・コンテンツ管理システムから伝搬スケジュールを取得するステップと、
　前記資産を資産属性と共に前記資産パッケージにまとめるステップと、
　前記伝搬スケジュールに従って前記資産を含む前記資産パッケージを前記ヘッドエンド
に送信するステップと、
　前記資産パッケージの送信状況を前記メディア・コンテンツ管理システムに通知するス
テップとを備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記資産を登録するステップは、
　前記資産をステージングするステップと、
　資産属性を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録するステップであって、前記
資産属性はファイル・サイズ、ファイル名、エラー・チェック情報、および資産識別子の
うちの少なくとも１つを含むステップとを備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　送信するステップは、
　ネットワーク伝送、衛星伝送、およびファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）伝送のうちの
１つを介して前記資産パッケージを送信するステップを備える請求項５に記載の方法。
【請求項８】
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　資産および資産属性を含む資産パッケージを伝搬サーバから受信するステップであって
、前記資産は地域内でローカライズされたイベントに対応するコンテンツから作成される
ステップと、
　前記資産を前記地域の加入者に配信するために前記資産をコンテンツ・サーバに取り込
むステップとを備える方法。
【請求項９】
　受信するステップは、
　前記資産パッケージをアンパックするステップと、
　前記資産パッケージの保全性を判別するステップと、
　前記資産パッケージの受信状況をメディア・コンテンツ管理システムに通知するステッ
プと、
　前記資産パッケージを前記コンテンツ・サーバに取り込むためにステージングするステ
ップとを備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　メディア・コンテンツ管理システムから削除状況を受信するステップと、
　前記削除状況に従って前記資産パッケージを削除するステップとをさらに備える請求項
８に記載の方法。
【請求項１１】
　機械によってアクセスされるとき、
　地域メディア・センターにおいて地域内でローカライズされたイベントに対応するロー
カル・コンテンツを受信し、メディア・コンテンツ管理システムを使用して前記ローカル
・コンテンツを資産に準備し、前記資産を含む資産パッケージを前記地域の加入者への配
信のためにヘッドエンドに伝搬するオペレーションを前記機械に実行させるデータを含む
機械アクセス可能媒体。
【請求項１２】
　前記機械に前記ローカル・コンテンツを受信することを実行させる前記データは、機械
にアクセスされるとき、
　マルチメディア媒体に組み込まれた前記ローカル・コンテンツを受信し、前記マルチメ
ディア媒体はデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、デジタル・リニア・テープ（ＤＬＴ）
、テープ、および不揮発性記憶装置のうちの１つを選択するオペレーションを前記機械に
実行させるデータを備える請求項１１に記載のアクセス可能媒体。
【請求項１３】
　前記機械に前記ローカル・コンテンツを準備することを実行させる前記データは、機械
にアクセスされるとき、
　前記ローカル・コンテンツを符号化し、且つ前記ローカル・コンテンツから前記資産を
作成するオペレーションを前記機械に実行させるデータを備える請求項１１に記載のアク
セス可能媒体。
【請求項１４】
　前記機械に前記資産を作成するステップを実行させる前記データは、機械にアクセスさ
れるとき、
　品質管理（ＱＣ）および編集のために前記ローカル・コンテンツをステージングするス
テップと、
　前記ローカル・コンテンツに予備ＱＣを実行するステップであって、前記予備ＱＣは前
記ローカル・コンテンツのメディア品質の分析および確認を含み、前記メディア品質は圧
縮属性、ビデオ属性、および音声属性のうちの少なくとも１つを含むステップと、
　前記ローカル・コンテンツを編集するステップと、
　前記編集済みローカル・コンテンツに最終ＱＣを実行して前記資産を生成するステップ
とを備えるオペレーションを前記機械に実行させるデータを備える請求項１３に記載のア
クセス可能媒体。
【請求項１５】
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　前記機械に前記資産パッケージを伝搬するステップを実行させる前記データは、機械に
アクセスされるとき、
　前記資産を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録するステップと、
　前記メディア・コンテンツ管理システムから伝搬スケジュールを取得するステップと、
　前記資産を資産属性と共に前記資産パッケージにまとめるステップと、
　前記伝搬スケジュールに従って前記資産を含む前記資産パッケージを前記ヘッドエンド
に送信するステップと、
　前記資産パッケージの送信状況を前記メディア・コンテンツ管理システムに通知するス
テップとから成るオペレーションを前記機械に実行させるデータを備える請求項１１に記
載のアクセス可能媒体。
【請求項１６】
　前記機械に前記資産を登録するステップを実行させる前記データは、機械にアクセスさ
れるとき、
　前記資産をステージングするステップと、
　資産属性を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録するステップであって、前記
資産属性はファイル・サイズ、ファイル名、エラー・チェック情報、および資産識別子の
うちの少なくとも１つを含むステップとから成るオペレーションを機械に実行させるデー
タを備える請求項１５に記載のアクセス可能媒体。
【請求項１７】
　前記機械に送信するステップを実行させる前記データは、機械にアクセスされるとき、
　ネットワーク伝送、衛星伝送、およびファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）伝送のうちの
１つを介して前記資産パッケージを送信するステップを備えるオペレーションを前記機械
に実行させる請求項１５に記載のアクセス可能媒体。
【請求項１８】
　機械によってアクセスされるとき、
　資産および資産属性を含む資産パッケージを伝搬サーバから受信するオペレーションで
あって、前記資産は地域内でローカライズされたイベントに対応するコンテンツから作成
されるステップと、前記資産を前記地域の加入者に配信するために前記資産をコンテンツ
・サーバに取り込むステップとから成るオペレーションを前記機械に実行させるデータを
含む機械アクセス可能媒体を備えるアクセス可能媒体。
【請求項１９】
　前記機械に受信するオペレーションを実行させる前記データは、機械にアクセスされる
とき、
　前記資産パッケージをアンパックするステップと、前記資産パッケージの保全性を判別
するステップと、前記資産パッケージの受信状況をメディア・コンテンツ管理システムに
通知するステップと、前記資産パッケージを前記コンテンツ・サーバに取り込むためにス
テージングするステップとから成るオペレーションを前記機械に実行させるデータを備え
る請求項１８に記載のアクセス可能媒体。
【請求項２０】
　機械にアクセスされるとき、
　前記メディア・コンテンツ管理システムから削除状況を受信するステップと、前記削除
状況に従って前記資産パッケージを削除するステップとから成るオペレーションを前記機
械に実行させるデータをさらに備える請求項１８に記載のアクセス可能媒体。
【請求項２１】
　ローカル・コンテンツを受信し、メディア・コンテンツ管理システムを使用して資産に
準備するための準備ユニットであって、
前記ローカル・コンテンツは地域内でローカライズされたイベントに対応するユニットと
、
　前記資産を含む資産パッケージを前記地域の加入者に配信するためにヘッドエンドに伝
搬するように準備ユニットに結合された伝搬ユニットとを備えるサーバ・ユニット。
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【請求項２２】
　前記準備ユニットはマルチメディア媒体に組み込まれた前記ローカル・コンテンツを受
信し、前記マルチメディア媒体はデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、デジタル・リニア
・テープ（ＤＬＴ）、テープ、および不揮発性記憶装置のうちの１つである請求項２１に
記載のサーバ・ユニット。
【請求項２３】
　前記準備ユニットは、
　前記ローカル・コンテンツを符号化する符号器と、
　前記ローカル・コンテンツから前記資産を作成する資産クリエータとを備える請求項２
１に記載のサーバ・ユニット。
【請求項２４】
　前記資産クリエータは、
　品質管理（ＱＣ）および編集のために前記ローカル・コンテンツをステージングするス
テージャと、
　前記ローカル・コンテンツに予備ＱＣを実行する予備品質コントローラであって、前記
予備ＱＣは前記ローカル・コンテンツのメディア品質の分析および確認を含み、前記メデ
ィア品質は圧縮属性、ビデオ属性、および音声属性のうちの少なくとも１つを含む予備品
質コントローラと、
　前記ローカル・コンテンツを編集するエディタと、
　前記編集済みローカル・コンテンツに最終ＱＣを行い、前記資産を生成する最終品質コ
ントローラとを備える請求項２３に記載のサーバ・ユニット。
【請求項２５】
　前記伝搬サーバは、
　前記資産を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録する資産レジスタと、
　前記メディア・コンテンツ管理システムから伝搬スケジュールを受信するスケジュール
受信機と、
　前記資産を資産属性と共に前記資産パッケージにまとめる資産パッケージャと、
　前記伝搬スケジュールに従って前記資産を含む前記資産パッケージを前記ヘッドエンド
に送信する送信機と、
　前記資産パッケージの送信状況を前記メディア・コンテンツ管理システムに通知するノ
ーティファイヤとを備える請求項２１に記載のサーバ・ユニット。
【請求項２６】
　前記資産レジスタは、
　前記資産をステージングするステージャと、
　資産属性を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録する属性レジスタであって、
前記資産属性はファイル・サイズ、ファイル名、エラー・チェック情報、および資産識別
子のうちの少なくとも１つを含む属性レジスタとを備える請求項２５に記載のサーバ・ユ
ニット。
【請求項２７】
　前記送信機は、ネットワーク伝送、衛星伝送、およびファイル転送プロトコル（ＦＴＰ
）伝送のうちの１つを介して前記パッケージされた資産を送信する請求項２５に記載のシ
ステム。
【請求項２８】
　資産および資産属性を含む資産パッケージを伝搬ユニットから受信する受信機であって
、前記資産は地域内でローカライズされたイベントに対応するコンテンツから作成され、
前記受信機は前記地域の加入者に配信するためにコンテンツ・サーバに取り込むように前
記資産パッケージをステージングする受信機を備えるサーバ・ユニット。
【請求項２９】
　前記受信機は、
　前記資産パッケージをアンパックするアンパッカと、
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　前記資産パッケージの保全性を判別するチェッカと、
　前記資産パッケージの受信状況をメディア・コンテンツ管理システムに通知するノーテ
ィファイヤと、
　前記資産パッケージを前記コンテンツ・サーバに取り込むためにステージングするステ
ージャとを備える請求項２８に記載のサーバ・ユニット。
【請求項３０】
　前記受信機は前記メディア・コンテンツ管理システムから削除状況を受信する請求項２
８に記載のサーバ・ユニット。
【請求項３１】
　　ローカル・コンテンツを受信し、メディア・コンテンツ管理システムを使用して資産
に準備するための符号化ユニットであって、前記ローカル・コンテンツは地域内でローカ
ライズされたイベントに対応するユニットと、
　　配布のための前記資産を含む資産パッケージを伝搬するために前記符号化ユニットに
結合された伝搬ユニットとを備えるサーバ・ユニットと、
　前記資産パッケージを受信し、前記資産パッケージを前記地域の加入者に配信するため
に前記サーバ・ユニットに結合されたヘッドエンドとを備えるシステム。
【請求項３２】
　前記符号化ユニットはマルチメディア媒体に組み込まれた前記ローカル・コンテンツを
受信し、前記マルチメディア媒体はデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、デジタル・リニ
ア・テープ（ＤＬＴ）、およびテープのうちの１つである請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記伝搬ユニットは、
　前記資産を前記メディア・コンテンツ管理システムに登録する資産レジスタと、
　前記メディア・コンテンツ管理システムから伝搬スケジュールを受信するスケジュール
受信機と、
　前記伝搬スケジュールに従って前記資産を含む前記資産パッケージを前記ヘッドエンド
に送信する送信機と、
　前記資産パッケージの送信状況を前記メディア・コンテンツ管理システムに通知するノ
ーティファイヤとを備える請求項３１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記送信機は、ネットワーク伝送、衛星伝送、およびファイル転送プロトコル（ＦＴＰ
）伝送のうちの１つを介して前記パッケージされた資産を送信する請求項３３に記載のシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、マルチメディア配信の分野に関し、具体的にはローカライズされ
たメディア・コンテンツ配信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メディア・コンテンツ・サービスは、エンタテイメントおよび放送産業においてますま
す人気が高まりつつある。それらのメディア・コンテンツ・サービスの例は、メディア配
信、広告、およびビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）配信を含む。通常のメディア・コン
テンツ配信システムにおいて、コンテンツプログラマまたはプロバイダは、映画、テレビ
番組、マルチメディア特集などのコンテンツを作成して、コンテンツをケーブルテレビ会
社に伝送する。ケーブルテレビ会社またはマルチプル・サービス／システム・オペレータ
（ＭＳＯ）は、コンテンツをコンテンツ・サーバに取り込む。次いで、コンテンツ・サー
バは、顧客の要求に応じて、ＭＳＯの顧客または加入者にコンテンツを流す、つまり利用
できるようにする。
【０００３】
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　メディア・コンテンツ・サービスの１つの重要な市場分野は、ローカル・コンテンツの
配布または配信である。ローカル・コンテンツは、ローカル、つまり地方の地域またはコ
ミュニティに関連する特集番組を含む。これらの特集番組の例は、ローカル・ニュース、
ローカル・スポーツ・イベント、ローカル広告などを含むことができる。既存のメディア
・コンテンツ・システムは、ローカル・コンテンツの配信を十分にはサポートしない。配
信型ではないコンテンツ作成および管理ソリューションを展開しているために、現在の提
供内容はコストが高くなる。これらのソリューションは、非効率であり、実装が困難であ
る。各ヘッドエンドでは、ローカル・コンテンツ配信をサポートするための人材と専門知
識の増強を必要としている場合もある。
　本発明の実施形態は、以下の説明および本発明の実施形態を図示するために使用される
添付の図面を参照することにより最も良く理解されよう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、メディア資産のコンテンツ管理をローカライズする技法である。
ローカル・コンテンツは、地域メディア・センターにおいて受信される。ローカル・コン
テンツは、地域内でローカライズされたイベント、アクティビティ、またはサービスに対
応する。ローカル・コンテンツは、メディア・コンテンツ管理システムを使用して資産に
準備される。資産を含む資産パッケージは、対応する地域の１人の加入者または複数の加
入者に配信するために１つのヘッドエンドまたは複数のヘッドエンドに伝搬される。本発
明の別の実施形態において、資産および資産属性を含む資産パッケージは、伝搬ユニット
から受信される。資産は、地域内でローカライズされたイベント、アクティビティ、また
はサービスに対応するローカル・コンテンツから作成される。資産は、対応する地域の１
人の加入者または複数の加入者に配信される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下の説明において、多数の具体的な詳細が示される。しかし、本発明の実施形態は、
それらの具体的な詳細なくして実施できることを理解されたい。その他の例において、周
知の回路、構造、および技術は、この説明の理解を不明瞭にすることを避けるため示され
ていない。
【０００６】
　本発明の１つの実施形態は通常、工程図、流れ図、構造図、またはブロック図として示
されるプロセスとして説明されうる。流れ図は、連続したプロセスとしてオペレーション
を説明するが、オペレーションの多くは、並行して、または同時に実行することができる
。加えて、オペレーションの順序は、配列し直すことができる。プロセスは、そのオペレ
ーションが完了するときに終了する。プロセスは、メソッド、プログラム、プロシージャ
などに対応することができる。
【０００７】
　本発明の１つの実施形態は、効率的で費用効果の高い、ローカライズされたコンテンツ
管理をもたらすための技法である。ローカル・コンテンツの展開は、ローカルまたは地域
レベルにおいて配信され管理される。地域センターにおいてソリューションを実施するこ
とにより、ＭＳＯ全体にわたり大幅なコスト節約を達成することができる。加えて、本発
明の１つの実施形態により提供されるソリューションは、現在ローカル・コンテンツが消
費（たとえば、購入、後援、広告など）向けに続々と導入されているので、新しい収益お
よびビジネス・モデルの機会を提示することができる。さらにソリューションは、メディ
ア・コンテンツ管理タスクの一部または全部を管理できるインテリジェントなキャッシュ
・ステージング装置によってサポートされるので、拡張性もある。本発明の１つの実施形
態の１つの重要な態様は、コンテンツを受信および送信できるという点において、ローカ
ル・ノードが双方向性を備えることができることである。本発明の実施形態のその他の態
様または特徴は、柔軟性、適応性、および汎用性を含む。任意のコンテンツは、システム
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内でローカライズすることができる。技法は、ＶＯＤサービス、広告掲載、およびメディ
ア・ブロードバンド配信など、多種多様な用途に適用することができる。
【０００８】
　本発明の実施形態の要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアまたはその
組み合わせにより実施されうる。ハードウェアという用語は一般に、電子、電磁気、光学
、電気光学、機械、電気機械の部品、コンポーネント、またはデバイスなどの物理構造を
有する要素を示す。ソフトウェアという用語は一般に、論理構造、メソッド、プロシージ
ャ、プログラム、ルーチン、プロセス、アルゴリズム、公式、関数、式などを示す。ファ
ームウェアという用語は一般に、ハードウェア構造（たとえばフラッシュ・メモリ）にお
いて実施されるかまたは具現される論理構造、メソッド、プロシージャ、プログラム、ル
ーチン、プロセス、アルゴリズム、公式、関数、式などを示す。ファームウェアの例は、
マイクロコード、書き込み可能な制御ストア、マイクロプログラム式構造を含むことがで
きる。ソフトウェアまたはファームウェアで実施される場合、本発明の実施形態の要素は
、基本的に、必要なタスクを実行するためのコード・セグメントである。ソフトウェア／
ファームウェアは、本発明の１つの実施形態において説明されるオペレーションを実行す
るための実際のコード、またはオペレーションをエミュレートまたはシミュレートするコ
ードを含むことができる。プログラムまたはコード・セグメントは、プロセッサまたは機
械アクセス可能媒体に格納されるか、あるいは搬送波で具現されるコンピュータ・データ
信号、またはキャリアによって変調された信号により、伝送媒体を介して伝送されうる。
「プロセッサ可読またはアクセス可能媒体」または「機械可読またはアクセス可能媒体」
は、情報を格納、伝送、または転送することができる任意の媒体を含むことができる。プ
ロセッサ可読または機械アクセス可能媒体の例は、電子回路、半導体メモリ・デバイス、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、消去可能ＲＯＭ（ＥＲＯＭ）、消
去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、フロッピー（登録商標）・ディスケット、
コンパクト・ディスク（ＣＤ）ＲＯＭ、光ディスク、ハード・ディスク、光ファイバ媒体
、無線周波数（ＲＦ）リンクなどを含む。コンピュータ・データ信号は、電子ネットワー
ク・チャネル、光ファイバ、空気、電磁気、ＲＦリンクなどの伝送媒体を介して伝搬する
ことができる任意の信号を含むことができる。コード・セグメントは、インターネット、
イントラネットなどのコンピュータ・ネットワークを介してダウンロードされてもよい。
機械アクセス可能媒体は、製造品において具現されてもよい。機械アクセス可能媒体は、
機械によってアクセスされると、以下に説明されるオペレーションを機械に実行させるデ
ータを含むことができる。機械アクセス可能媒体はまた、そこに組み込まれたプログラム
・コードを含むこともできる。プログラム・コードは、以下に説明されるオペレーション
を実行するための機械可読コードを含むことができる。「データ」という用語は、本明細
書において、機械可読の目的で符号化される任意の種類の情報を示す。したがって、デー
タは、プログラム、コード、データ、ファイルなどを含むことができる。
【０００９】
　本発明の実施形態の全部または一部は、ハードウェア、ソフトウェア、またはファーム
ウェア、あるいはその任意の組み合わせにより実施されうる。ハードウェア、ソフトウェ
ア、またはファームウェア要素は、相互に結合された複数のモジュールを有することがで
きる。ハードウェア・モジュールは、機械、電気、光学、電磁気、または任意の物理接続
によって別のモジュールに結合される。ソフトウェア・モジュールは、関数、プロシージ
ャ、メソッド、サブプログラム、またはサブルーチン呼び出し、ジャンプ、リンク、パラ
メータ、変数、および引数受け渡し、関数からの戻りなどによって別のモジュールに結合
される。ソフトウェア・モジュールは、変数、パラメータ、引数、ポインタなどを受け取
るため、および／または結果、更新された変数、ポインタなどを生成もしくは渡すために
、別のモジュールに結合される。ファームウェア・モジュールは、前述のハードウェアお
よびソフトウェア結合方法の任意の組み合わせによって別のモジュールに結合される。ハ
ードウェア、ソフトウェア、またはファームウェア・モジュールは、別のハードウェア、
ソフトウェア、またはファームウェア・モジュールのいずれか１つに結合することができ
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る。モジュールはまた、プラットフォームで稼働するオペレーティング・システムと対話
するためのソフトウェア・ドライバまたはインターフェイスであってもよい。モジュール
はまた、ハードウェア・デバイスとの間でデータを構成、セットアップ、初期化、送信、
および受信するためのハードウェア・ドライバであってもよい。装置は、ハードウェア、
ソフトウェア、およびファームウェア・モジュールの任意の組み合わせを含むことができ
る。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態は、通常、工程図、流れ図、構造図、またはブロック図として
示されるプロセスとして説明されうる。流れ図は、連続したプロセスとしてオペレーショ
ンを説明するが、オペレーションの多くは、並行して、または同時に実行することができ
る。流れ図におけるループまたは反復は、単一の反復によって説明されうる。１つのルー
プ指標または複数のループ指標、あるいは１つのカウンタまたは複数のカウンタは、関連
するカウンタまたはポインタを更新するために保持されることを理解されたい。加えて、
オペレーションの順序は、配列し直すことができる。プロセスは、そのオペレーションが
完了するときに終了する。プロセスは、メソッド、プログラム、プロシージャなどに対応
することができる。ブロック図は、要素、項目、コンポーネント、デバイス、ユニット、
サブユニット、構造、メソッド、プロセス、関数、オペレーション、機能、またはタスク
などを説明するブロックまたはモジュールを含むことができる。機能またはオペレーショ
ンは、自動または手動で実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本発明の１つの実施形態が実施されうるシステム１００を示す図である。シス
テム１００は、ローカル・コンテンツ１１０、地域メディア・センター１２０、メディア
・コンテンツ管理システム（ＭＣＭＳ）１３０、ネットワーク１４０、Ｎ個のヘッドエン
ド１５０1～１５０N、および複数の加入者１６０jkを含む。
【００１２】
　ローカル・コンテンツは、地域内でローカライズされたイベント、アクティビティ、ま
たはサービスに対応する。コンテンツは、マルチメディア・コンテンツ、特集番組、オー
ディオビジュアル・プレゼンテーション、映画、テレビ番組、ラジオ番組、ビデオ・セグ
メント、プログラム、広告セグメント、またはその他の任意の種類のマルチメディア・プ
レゼンテーションであってもよい。イベント、アクティビティ、またはサービスは、地域
にとって興味深いイベント、アクティビティ、またはサービスであってもよい。イベント
、アクティビティ、またはサービスは、ローカル・ニュース、スポーツ・イベント、地域
の気象番組、教育番組、ローカル番組、町民会、教育委員会会議、地域集会、地元フェア
、地方コンサート、地元企業のコマーシャル、広告、促進イベント、またはＭＳＯがその
顧客または加入者にメディア・コンテンツ・サービスを提供したいと望む任意の地域イベ
ントまたはアクティビティであってもよい。地域は、大都市圏、コミュニティなどのＭＳ
Ｏによりサービスを受ける任意の地理的地域であってもよい。ローカル・コンテンツは、
任意の媒体に組み込むことができる。コンテンツは、アナログ、デジタル、光などの任意
の適切なフォーマットであってもよい。コンテンツは、部分的または完全に符号化されて
いても、まったく符号化されていなくてもよい。コンテンツは、テープ、カートリッジ、
デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、デジタル・リニア・テープ（ＤＬＴ）、デジタル・
オーディオ・テープ（ＤＡＴ）、コンパクト・ディスク読み取り専用メモリ（ＣＤＲＯＭ
）、またはアナログ、デジタル、もしくは光学記憶装置などの任意の不揮発性記憶装置に
収めることができる。
【００１３】
　地域メディア・センター（ＲＭＣ）１２０は、地域の対象となる市場にサービスを提供
することを目的とする施設である。これは、地域センターとしての機能を果たす通常のヘ
ッドエンドであってもよい。地域メディア・センターは、ハードウェアおよびソフトウェ
アのコンポーネントとメディア・コンテンツ・サービスの管理を行うスタッフ、技術者、
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および熟練した人材を含むことができる。これは、準備サーバまたはユニット１２２およ
び伝搬サーバまたはユニット１２４を含むことができる。準備サーバ／ユニット１２２お
よび伝搬サーバ／ユニット１２４は、２つの別個のコンポーネントであっても、単一のサ
ーバまたはユニットに組み込まれてもよい。ＲＭＣ１２０は、ローカル・コンテンツ１１
０を受け取り、それをヘッドエンド１５０1～１５０Nのいずれか１つに配布する準備を行
う。これは、ローカル・コンテンツ１１０の準備および伝搬中に、ＭＣＭＳ１３０と対話
することができる。ローカル・コンテンツの資産管理の管理をＲＭＣ１２０において地域
的に分散することにより、大幅なコスト節約を達成することができる。たとえば、ヘッド
エンド１５０1～１５０Nにおけるハードウェアおよびソフトウェアのコストとスタッフを
軽減することができる。
【００１４】
　ＭＣＭＳ１３０は、作成、配布、スケジュール、追跡、配信、取り込みおよび検証、カ
タログ作成、アーカイブ、ならびにさまざまなコンテンツと資産の管理に関連する任意の
その他の機能を実行することができる。ＭＣＭＳ１３０は、さまざまなフォーマットのメ
タデータを受信し、マルチメディア資産データ・ファイルを追跡し、関連するメタデータ
を伝送し、スケジューリングおよびビジネス・ルール（たとえば、視聴率フィルタ、価格
設定ルール、カテゴリ・ルール、電子番組データ）を入力および管理し、メタデータおよ
びスケジューリング情報を表示および分析し、広告、特集、エピソード的な番組の利用デ
ータを分析し、コンテンツ・マーケティングを制御／有効にすることなどを行うコンテン
ツ・プロバイダおよび／またはＭＳＯへのさまざまなインターフェイスを含むことができ
る。特に、ＭＣＭＳ１３０は、ローカル・コンテンツへのメタデータ取り込みとヘッドエ
ンド１５０1～１５０Nへの配布のスケジューリング、およびコンテンツ・サーバ（たとえ
ば、ＶＯＤサーバ）へのコンテンツ取り込みの管理を行う。ＲＭＣ１２０は、アプリケー
ション・プログラム・インターフェイス（ＡＰＩ）ベースの統合を介してＭＣＭＳ１３０
と一体化することができる。統合設計および実施に対するＷｅｂサービスＡＰＩおよびコ
ントロールもまた、使用可能にすることができる。ＭＣＭＳ１３０は、ビデオ・オン・デ
マンド管理システム、ブロードバンド配信管理システム、あるいはメディア配布または配
信の任意の他のコンテンツ管理システムであってもよい。
【００１５】
　ネットワーク１４０は、情報または信号の伝送のための任意のネットワークにすること
ができる。これは、ローカル・エリア・ネットワーク、ワイド・エリア・ネットワーク、
インターネット、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）、ホットスポット
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの無線ネットワーク、または有線および無線ネットワークの組
み合わせであってもよい。これは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）、ＩＰ　ｏｖｅ
ｒ　ＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ；非同期転送モー
ド）、ギガビット・イーサネット（登録商標）、光ファイバ、同期式光ネットワーク（Ｓ
ＯＮＥＴ）、衛星、またはケーブル・ネットワークのいずれかを含むことができる。
【００１６】
　ヘッドエンド１５０1～１５０Nは、コンテンツ配布または配信向けに設計された任意の
ヘッドエンドにすることができる。ヘッドエンド１５０1～１５０Nのいずれか１つは、エ
ッジ・サーバまたはビデオ・サーバを含むことができる。それらは、ＲＡＩＤ（ｒｅｄｕ
ｎｄａｎｔ　ａｒｒａｙ　ｏｆ　ｉｎｅｘｐｅｎｓｉｖｅ　ｄｉｓｋ）サーバを含むこと
ができる。それらは、非圧縮ビデオおよび／または音声のビデオ符号化、ビデオ多重化、
ＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）－２からＭＰＥ
Ｇ－４への変換のようなフォーマット変換など、さまざまなストリーム処理機能を備える
ことができる。それらは、ブロードバンド環境を介して配布するためのギガビット・イー
サネットまたはＡＴＭへのインターフェイスを備えることもできる。それらはまた、ｘＤ
ＳＬまたはファイバ伝送などのデジタル加入者回線（ＤＳＬ）へのインターフェイスも備
えることができる。特に、ヘッドエンド１５０1～１５０Nの各々は、ＲＭＣ１２０から配
布されるローカル・コンテンツまたは資産を受信するためのエッジ・サーバまたはキャッ
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チャを含むことができる。それらは、ＭＣＭＳ１３０へのインターフェイスを備えること
ができる。
【００１７】
　加入者１６０jkは、メディア・コンテンツ・サービスを受信する加入者である。加入者
は、地域に暮らす消費者であり、ＭＳＯの顧客であってもよい。加入者はまた、地元の企
業または商業施設であってもよい。加入者は、衛星放送受信機、ケーブルテレビ受信機、
ｘＤＳＬモデム、セット・トップ・ボックスなどのような、視聴用の資産を受信するため
の適切な受信機器および関連するネットワーク接続を備えることができる。
【００１８】
　図２は、本発明の１つの実施形態による図１に示される準備サーバ／ユニット１２２を
示す図である。準備サーバ／ユニット１２２は、符号器２２０および資産クリエータ２３
０を含む。準備サーバ／ユニット１２２には前述されているよりも多いかまたは少ないコ
ンポーネントを含めてもよいことに留意されたい。
【００１９】
　ローカル・コンテンツ１１０は、未符号化コンテンツ２１２または事前符号化コンテン
ツ２１４であってもよい。符号器２２０は、未符号化コンテンツ２１２を符号化する。事
前符号化コンテンツ２１４は、資産クリエータ２３０に直接進むことができる。事前符号
化コンテンツは、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）または衛星伝送を介して準備サーバ
／ユニット１２２によって受信されてもよい。符号器２２０は、ビデオおよび音声圧縮を
含む、未符号化コンテンツ２１２で多くの符号化タスクを実行することができる。これは
、Ｄｏｌｂｙ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ（ドルビー音声圧縮）（ＡＣ）－３
音声符号化を実行することができる。これは、早送りおよび巻き戻し、再生機能、または
プレマスタリングのためにＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　
Ｇｒｏｕｐ）－２、ＭＰＥＧ－４ファイル、Ｔｒｉｃｋ　Ｐｌａｙファイルを生成するこ
とができる。これはまた、コンテンツ管理システムとの統合のためのＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ベースの自動化インターフェイスを生成
することもできる。符号器２２０は、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、高品
位テレビ（ＨＤＴＶ）、標準品位テレビ（ＳＤＴＶ）、およびＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ（登録商標）　ＭｅｄｉａやＲｅａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋのようなブロードバン
ド・フォーマットなど、任意のフォーマットと連携することができる。
【００２０】
　資産クリエータ２３０は、ローカル・コンテンツ２１２または２１４から資産を作成す
る。資産は、処理および管理に有用となりうるローカル・コンテンツに関連付けられてい
る追加の情報またはデータを含むことができるローカル・コンテンツから作成されたデジ
タル・ファイルである。これは、挿入された広告、オーバーレイ、効果などを含むことが
できる。地方広告は、ブロードバンド・サービスに挿入され、資産と共に地域の加入者へ
と配信されるようにシステムに沿って伝搬される。資産は、複数のプラットフォームおよ
びフォーマットにわたって再度転用されてもよい。資産クリエータ２３０は、ステージャ
２４０、予備品質コントローラ２５０、メディア・アナライザ２６０、エディタ２７０、
および最終品質コントローラ２８０を含む。これらの要素は各々、機械により自動的に、
または人間により手動で実行される機能であってもよい。
【００２１】
　ステージャ２４０は、品質管理および編集のためにローカル・コンテンツをステージン
グする。これは、テープをビデオ・テープ・レコーダ（ＶＴＲ）にロードする、またはＤ
ＶＤをＤＶＤプレイヤーまたは編集ワークステーションに挿入するなど、適切なアクセス
・デバイスにローカル・コンテンツをインストールすることを含むことができる。予備品
質コントローラ２５０は、ローカル・コンテンツに予備品質管理を行う。これは、ローカ
ル・コンテンツのメディア属性または品質を分析してチェックすることを含むことができ
る。メディア属性は、ＭＰＥＧ、ビデオ、またはオーディオを含むことができる。エディ
タ２７０は、ローカル・コンテンツを編集する。編集は、タイトル、説明、注釈、または
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テキストの生成、広告または宣伝、グラフィック・オーバーレイの挿入、トリミング、３
次元（３Ｄ）グラフィック・アニメーション、および削除、カット、ディゾルブ、場面転
換、ビデオおよびオーディオ効果などの他の編集機能を含むことができる。最終品質コン
トローラ２８０は、編集済みローカル・コンテンツに最終品質管理を行い、資産２９０を
生成する。
【００２２】
　図３は、本発明の１つの実施形態による伝搬サーバ／ユニット１２４を示す図である。
伝搬サーバ／ユニット１２４は、資産レジスタ３１０、スケジュール受信機３２０、資産
パッケージャ３３０、送信機３４０、およびノーティファイヤ３５０を含む。伝搬サーバ
／ユニット１２４には前述されているよりも多いかまたは少ないコンポーネントを含めて
もよいことに留意されたい。伝搬サーバ／ユニット１２４は、ローカル・コンテンツの配
布または配信に双方向ソリューションをもたらす。これは、資産をステージングし、スケ
ジュールを受信し、資産を伝搬して、さらにローカル・コンテンツまたは資産を受信する
。
【００２３】
　資産レジスタ３１０は、資産をメディア・コンテンツ管理システム１３０に登録する。
これは、ステージャ３１２および属性レジスタ３１４を含む。ステージャ３１２は、登録
のために資産をステージングする。これは、資産を、登録のために、適切なデバイス、機
器、またはインターフェイスにインストールすることを含めることができる。属性レジス
タ３１４は、資産属性をメディア・コンテンツ管理システム１３０に登録する。資産属性
は、ファイル・サイズ、ファイル名、エラー・チェック情報（たとえば、チェックサム）
、および資産識別子のうちの少なくとも１つを含む。ＭＣＭＳ１３０は、伝搬および配布
プロセス全体を通じて使用するため、資産にグローバル一意識別子を割り当てることがで
きる。
【００２４】
　スケジュール受信機３２０は、ＭＣＭＳ１３０から伝搬スケジュールを取得または受信
する。伝搬スケジュールは、１日または数日の特定の期間または時間帯などの資産配布の
タイミング情報、配布または配信の場所、および関連する優先度を含むことができる。場
所は、個々の場所、場所のグループ、またはすべての場所であってもよい。スケジュール
受信機３２０は、スケジュール情報を選別して、ビジネス・ルールおよび適切なメタデー
タに基づいて配布／配信情報を含むキューを管理することができる。スケジュール受信機
３２０は、伝搬スケジュールを配布のために送信機３４０に転送することができる。
【００２５】
　資産パッケージャ３３０は、資産属性（たとえば、ファイル・サイズ、ファイル名、エ
ラー・チェック情報、資産識別子）と共に資産、およびその他の関連情報を資産パッケー
ジ３６０にまとめる。資産属性はＭＣＭＳ１３０を介して管理および／または配布されう
るので、このオペレーションはオプションにすることもできる。資産パッケージャ３３０
はまた、セキュリティ対策が必要になる場合、適切な暗号鍵を使用して資産に暗号化を行
うこともできる。
【００２６】
　送信機３４０は、伝搬スケジュールに従って、資産を含む資産パッケージ３６０をヘッ
ドエンド１５０1～１５０Nのいずれか１つに送信する。送信は、蓄積交換技術を使用する
ユニキャスト（１対１）またはマルチキャスト（１対多）であってもよい。送信は、ＩＰ
、ＩＰ　ｏｖｅｒ　ＡＴＭ、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）伝送、マルチソースＦＴ
Ｐ（ＭＦＴＰ）伝送、ギガビット・イーサネット、１つまたは複数の宛先への衛星および
地上波伝送などを含む、ＲＭＣ１２０とヘッドエンド１５０1～１５０Nとの間の任意の通
信手段またはプロトコルを使用することができる。送信機３４０は、ＦＴＰサーバなど、
伝送を実行する任意の適切なサーバまたはユニットであってもよい。送信は、各伝搬スケ
ジュールに対してシリアルにすることができる。送信機３４０は、転送を容易にする任意
の適切なデジタル・コンテンツ配布パッケージを使用することができる。送信機３４０は
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また、転送を容易にするために、追加のハードウェア、ソフトウェア、またはファームウ
ェアを使用することもできる。
【００２７】
　ノーティファイヤ３５０は、資産パッケージの送信状況をＭＣＭＳ１３０に通知する。
送信が成功しなかった場合、送信機３４０は、成功するまで、または再試行が最大回数試
みられるまで、資産パッケージを再送信する。送信機３４０はまた、失われたパケットま
たはパッケージのみを再送信し、ファイルベースの順方向誤り訂正アルゴリズムを使用し
て信頼性の高い送信を保証することもできる。再試行が最大回数試みられて成功しなかっ
た場合、責任者に報告するためにアラーム条件が生成されうる。するとＭＣＭＳ１３０は
、資産パッケージが適切な時間に要求側の１人の加入者または複数の加入者に確実に送信
されるように、他のタスクまたは機能を実行することができる。
【００２８】
　図４は、本発明の１つの実施形態によるヘッドエンド１５０を示す図である。ヘッドエ
ンド１５０は、図１に示されるヘッドエンド１５０1～１５０Nのうちのいずれか１つを表
すことができる。ヘッドエンド１５０は、ネットワーク１４０とインターフェイスを取る
エッジ・サーバ／またはコンテンツ（たとえば、ビデオ）サーバを含むことができる。こ
れは、受信機４１０、削除コマンド発生器４４０、およびコンテンツ・サーバ４５０を含
む。ヘッドエンド１５０は、直交振幅変調（ＱＡＭ）変調器、同期式光ネットワーク（Ｓ
ＯＮＥＴ）マルチプレクサ、スイッチおよびルータ、混成光ファイバ同軸ケーブル（ＨＦ
Ｃ；ｈｙｂｒｉｄ　ｆｉｂｅｒ－ｃｏａｘ）などの高速デジタル・トランスポート・デバ
イス、ＭｏｔｏｒｏｌａおよびＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｔｌａｎｔａなどによって製造
されるもののようなアナログおよびデジタル高密度波長分割多重方式（ＤＷＤＭ）、デジ
タル・ネットワーク・コントロール・システム（ＤＮＣＳ）など、高速および高効率の資
産配布のためにその他のコンポーネント（図示せず）を含むこともできる。ヘッドエンド
１５０には前述されているよりも多いかまたは少ないコンポーネントを含めてもよいこと
に留意されたい。
【００２９】
　受信機４１０は、ネットワーク１４０を介して伝搬サーバから資産２９０および資産属
性を含む資産パッケージ３６０を受信する。資産２９０は、ローカル・コンテンツ１１０
から作成される。受信機４１０は、受信を容易にする任意の適切なデジタル・コンテンツ
配布および受信パッケージを使用することができる。受信機４１０は、アンパッカ４１２
、チェッカ４１４、ノーティファイヤ４１６、およびステージャ４１８を含む。アンパッ
カ４１２は、資産パッケージ３６０をアンパックまたは分解し、必要に応じて資産属性を
抽出する。資産が関連する属性を伴わずに配信される場合、アンパッカ４１２は必要ない
こともあり、単に資産を次の段階に渡すことができる。これはまた、資産がセキュリティ
の目的で暗号化される場合、適切な鍵を使用して資産に復号化を行うこともできる。チェ
ッカ４１４は、資産パッケージ３６０がエラーを生じることなく受信されるようにするた
め、資産パッケージ３６０の保全性を決定する。チェッカ４１４は、ファイル・サイズお
よびエラー・チェック情報を確認することができる。ノーティファイヤ４１６は、資産パ
ッケージ３６０の受信状況をＭＣＭＳ１３０に通知する。資産パッケージ３６０にエラー
または問題がある場合、ノーティファイヤ４１６はさらに、ＭＣＭＳ１３０が再送信を要
求できるように問題をＭＣＭＳに通知する。次いで、伝搬サーバ１２４の送信機３４０は
、受信機４１０によって正常に受信されるまで資産パッケージ３６０を再送信するか、ま
たは失われた情報を要求することができる。受信に成功すると、受信機４１０は、ステー
ジャ４１８を使用して資産パッケージをコンテンツ・サーバ４５０にアップロードするこ
とができる。ステージャ４１８は、処理、格納、および地域の加入者への配信のために、
コンテンツ・サーバ４５０に資産を取り込みまたはアップロードするようステージングす
るファイルシステムである。
【００３０】
　コンテンツ・サーバ４５０は、ヘッドエンド１５０の一部であっても、またはヘッドエ
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ンド１５０とは分離されていてもよい。これは、ディストリビュータ４２０および記憶装
置４３０を含むことができる。これは、ＶＯＤまたはブロードバンド・サービスなどのビ
デオコンテンツを処理するビデオ・サーバであってもよい。ディストリビュータ４２０は
、資産を、地域の加入者１６０jkに配信、配布、または送信する。加入者１６０jkへの資
産の配信、配布、または送信は、ＩＰ、ＩＰ　ｏｖｅｒ　ＡＴＭ、ギガビット・イーサネ
ット、ＡＴＭ、ケーブル、ｘＤＳＬ、光ファイバ、衛星、またはケーブルなど、ネットワ
ーク、衛星、またはケーブル接続を通じて達成することができる。ディストリビュータ４
２０は、ビデオ・サーバまたはストレージ・サーバとして実施されてもよい。これはさら
に、受信機４１０によってアップロードされている資産パッケージを配布に備えて並べて
おくためのキューを含むこともできる。
【００３１】
　記憶装置４３０は、正常に受信された資産パッケージ３６０を格納する。これは、ネッ
トワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）デバイス、高可用性（たとえば２０ＧＢ）ソリッド・
ステート・キャッシュ・メモリ、ＲＡＩＤ、テープ・ライブラリ記憶装置、Ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　Ｄｒｉｖｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（ＩＤＥ）、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ（ＡＴ）Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ（ＡＴＡ）、拡張ＩＤＥ、ウルトラＡＴＡ
、シリアルＡＴＡ（ＳＡＴＡ）、Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ（ＳＣＳＩ）、シリアル接続ＳＣＳＩ（ＳＡＳ）などを含むことができる。
【００３２】
　削除コマンド発生器４４０は、ＭＣＭＳ１３０から削除状況を受信し、安全に削除でき
るときを示すロード状況に従ってステージャ４１８に格納されている資産パッケージを削
除する。通常、資産パッケージは、時間ウィンドウが経過したとき、または適切なビデオ
・サーバにアップロードされたときなど、もはや必要がなくなる場合にスケジュールに従
って削除される。削除は、資産パッケージに含まれるファイルで実行することができる。
これはまた、メタデータ情報など、項目に関連する状況情報を削除済み状況に変更するこ
とによって実行されてもよい。
【００３３】
　図５は、本発明の１つの実施形態によるＭＣＭＳ１３０を示す図である。ＭＣＭＳ１３
０は、メディア配信サービス全体の管理をサポートするための多数の機能を備える。図５
は、ローカルライズされたコンテンツ管理に関連する要素のみを示している。ＭＣＭＳ１
３０は、メタデータ・インジェスタ５１０、プログラム・スケジューラ５２０、通知受信
機５３０、および削除状況発生器５４０を含む。
【００３４】
　メタデータ・インジェスタ５１０は、伝搬サーバ／ユニット１２４によって供給された
ローカル・コンテンツにメタデータ取り込みを行う。これは、外部システムからの取り込
み、オーサリング、検証、承認、ローカライゼーション、およびパブリッシングなど、多
数のメタデータ機能を含むことができる。これは、タイトル・メタデータ・インジェスタ
５１２、資産メタデータ・インジェスタ５１４、およびパッケージ・メタデータ・インジ
ェスタ５１６を含む。タイトル・メタデータ・インジェスタ５１２は、ローカル・コンテ
ンツのタイトルまたは識別に関連付けられているメタデータを入力する。これは、名称、
タイトル、説明、俳優、監督、著作権表示、またはローカル・コンテンツに関するその他
の識別情報を含むことができる。これは、ユーザによって手動で行われるか、または他の
メディア資産管理（ＭＡＭ）システムによってプログラムで挿入されてもよい。資産メタ
データ・インジェスタ５１４は、資産メタデータの種類に応じて、資産に関連付けられて
いるメタデータを入力することができる。ＩＤ、ファイル・サイズ、およびファイルタイ
プなどのような資産メタデータは、資産登録プロセスを介して伝搬サーバ／ユニット１２
４から供給することができる。字幕放送、ランタイムなどの資産メタデータは、ユーザに
よって入力されるか、または他のＭＡＭシステムから供給されてもよい。パッケージ・メ
タデータ・インジェスタ５１６は、価格、カテゴリなどのローカル・コンテンツのパッケ
ージに関連付けられているメタデータを入力する。これらのメタデータは、ユーザによっ
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て手動で入力されるか、または他のＭＡＭシステムによってプログラムで入力されてもよ
い。
【００３５】
　プログラム・スケジューラ５２０は、配布のためにローカル・コンテンツをスケジュー
ルする。これは、時間ウィンドウの生成、コンテンツが使用可能になる具体的な曜日、１
日のタイムスロット、対象とするまたは要求側加入者の場所、および配布の優先度を含む
ことができる。これはまた、コンテンツを伝搬すべき時について伝搬サーバ１２４に単に
指示を与えることもできる。次いで、プログラム・スケジューラ５２０は、取り込まれた
メタデータと共に伝搬サーバ１２４に配布場所情報を含むスケジュール情報を供給して、
伝搬サーバ１２４がローカル・コンテンツを伝搬するプロセスを続行できるようにする。
プログラム・スケジューラ５２０はまた、スケジュール情報を削除状況発生器５４０に供
給することもできる。
【００３６】
　通知受信機５３０は、伝搬サーバ／ユニット１２４および／またはヘッドエンド１６０
から資産パッケージの送信および／または受信の通知を受け取る。通知が、送信または受
信に問題またはエラーがあることを示す場合、ＭＣＭＳ１３０は、失われたパッケージの
再送信または回復を調整または開始することができる。削除状況発生器５４０は、配布さ
れた資産がコンテンツ・サーバに伝搬されるときなど、ヘッドエンド１６０に配布された
資産の削除状況を生成する。
【００３７】
　図６は、本発明の１つの実施形態によるコンテンツ管理をローカライズするプロセス６
００を示す流れ図である。
【００３８】
　開始すると、プロセス６００は、地域メディア・センターにおいてローカル・コンテン
ツを受信する（ブロック６１０）。ローカル・コンテンツは、地域内でローカライズされ
たイベント、アクティビティ、またはサービスに対応する。ローカル・コンテンツは、Ｄ
ＶＤ、ＤＬＴ、テープ、および不揮発性記憶装置のうちの１つとしてマルチメディア媒体
に組み込むことができる。コンテンツは、アナログ、デジタル、または光フォーマットな
どの任意の適切なフォーマットであってもよい。コンテンツはまた、部分的または完全に
符号化されていても、符号化されていなくてもよい。
【００３９】
　次に、プロセス６００は、メディア・コンテンツ管理システムを使用してローカル・コ
ンテンツを資産に準備する（ブロック６２０）。次いで、プロセス６００は、資産を含む
資産パッケージを地域内の加入者への配信のためにヘッドエンドに伝搬する（ブロック６
３０）。次いで、プロセス６００は終了する。
【００４０】
　図７は、本発明の１つの実施形態によるローカル・コンテンツを資産に準備するプロセ
ス６２０を示す流れ図である。
【００４１】
　開始すると、プロセス６２０は、ローカル・コンテンツがすでに符号化されているかど
うかを判別する（ブロック７１０）。符号化されている場合、プロセス６２０は、ブロッ
ク７３０に進む。それ以外の場合、プロセス６２０は、ローカル・コンテンツを符号化す
る（ブロック７２０）。符号化は、前述のように、ビデオおよび音声圧縮とフォーマット
符号化を含むことができる。次いで、プロセス６２０は、資産の作成を開始する。最初に
、プロセス６２０は、品質管理（ＱＣ）および編集のためにローカル・コンテンツをステ
ージングまたは準備する（ブロック７３０）。次いで、プロセス６２０は、ローカル・コ
ンテンツに予備ＱＣを行う（ブロック７４０）。これは、圧縮属性、ビデオ属性、および
音声属性のうちの少なくとも１つを分析し、確認することによって行うことができる。次
いで、プロセス６２０は、ローカル・コンテンツを編集する（ブロック７６０）。編集は
、タイトル、説明、視聴率、宣伝、グラフィック・オーバーレイ、または前述の他の任意
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の編集機能などの関連情報の挿入を含むことができる。次いで、プロセス６２０は、編集
済みローカル・コンテンツに最終ＱＣを行い、資産を生成して（ブロック７７０）資産が
ＱＣ基準を満たすことを保証し、その後終了する。
【００４２】
　図８は、本発明の１つの実施形態による資産パッケージを伝搬するプロセスを示す流れ
図である。
【００４３】
　開始すると、プロセス６３０は、資産をメディア・コンテンツ管理システムに登録する
（ブロック８１０）。これは、資産属性をメディア・コンテンツ管理システムに登録する
ことにより行うことができる。資産属性は、ファイル・サイズ、ファイル名、エラー・チ
ェック情報（たとえば、チェックサム）、および資産識別子のうちの少なくとも１つを含
むことができる。次に、プロセス６３０は、メディア・コンテンツ管理システムから伝搬
スケジュールを取得する（ブロック８２０）。
【００４４】
　次いで、プロセス６３０は、資産を資産属性と共に資産パッケージにまとめる（ブロッ
ク８３０）。これは、必要に応じて適切な鍵による暗号化を含むことができる。次に、プ
ロセス６３０は、伝搬スケジュールに従って、資産を含む資産パッケージをヘッドエンド
に送信する（ブロック８４０）。送信は、ユニキャスト（たとえば、１対１）またはマル
チキャスト（たとえば、１対多）であってもよい。送信は、ネットワーク伝送（たとえば
、ＩＰ、ＩＰ　ｏｖｅｒ　ＡＴＭ、ギガビット・イーサネット）、衛星伝送、ケーブル伝
送、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）伝送、またはＭＦＴＦ伝送であってもよい。次い
で、プロセス６３０は、送信が成功したかどうかを判別する（ブロック８５０）。成功し
なかった場合、プロセス６３０は、送信を再試行するか、または失敗したパケットまたは
パッケージを要求し、失敗したパケットまたはパッケージを成功するまで再送信して（ブ
ロック８６０）、ブロック８５０に戻る。成功した場合、プロセス６３０は、資産パッケ
ージの送信成功をメディア・コンテンツ管理システムに通知して（ブロック８７０）、そ
の後終了する。
【００４５】
　図９は、本発明の１つの実施形態による資産パッケージを受信および配信するプロセス
９００を示す流れ図である。
【００４６】
　開始すると、プロセス９００は、資産パッケージをアンパックする（ブロック９１０）
。これはまた、適切な鍵を使用する資産パッケージの復号化を含むこともできる。次に、
プロセス９００は、資産パッケージの保全性を判別する（ブロック９２０）。これは、エ
ラー・チェック情報、および資産パッケージのその他の属性を確認することにより行うこ
とができる。次いで、プロセス６３０は、資産パッケージの受信状況をメディア・コンテ
ンツ管理システムに通知する（ブロック９３０）。次に、プロセス６３０は、受信が成功
したかどうかを判別する（ブロック９３５）。成功しなかった場合、プロセス６３０は、
資産パッケージを再送信するか、または失われたパケットまたはパッケージを回復して（
ブロック９４５）、その後終了する。受信が成功した場合、プロセス６３０は、地域内の
加入者へ資産を配信するために、資産をコンテンツ・サーバに取り込むようステージング
する（ブロック９４０）。
【００４７】
　次いで、プロセス６３０は、メディア・コンテンツ管理システムから削除状況が受信さ
れたかどうか判別する（ブロック９５０）。受信されない場合、プロセス６３０は終了す
る。それ以外の場合、プロセス６３０は、削除状況に従って資産パッケージを削除して（
ブロック９６０）、その後終了する。
【００４８】
　図１０は、本発明の１つの実施形態によるサーバまたはユニット１０００を示す図であ
る。サーバまたはユニット１０００は、準備サーバ／ユニット１２２、伝搬サーバ／ユニ
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ット１２４、ヘッドエンド１６０、または図１に示されるシステム１００で使用されるそ
の他の任意のコンピュータ処理装置を表すことができる。サーバ／ユニット１０００は、
処理装置１０１０、メモリ・コントローラ・ハブ（ＭＣＨ）１０２０、メイン・メモリ１
０３、入出力コントローラ・ハブ（ＩＣＨ）１０４、大容量記憶装置１０５０、ネットワ
ーク・インターフェイス・デバイス１０６２、入出力（Ｉ／Ｏ）装置１０７０1～１０７
０kを含む。サーバ１０００には前述されているよりも多いかまたは少ないコンポーネン
トを含めてもよいことに留意されたい。
【００４９】
　処理装置１０１０は、ハイパー・スレッド化、セキュリティ、ネットワーク、デジタル
・メディア技術を使用するプロセッサ、シングルコア・プロセッサ、マルチコア・プロセ
ッサ、組み込みプロセッサ、モバイル・プロセッサ、マイクロ・コントローラ、デジタル
信号プロセッサ、スーパースカラー・コンピュータ、ベクトル・プロセッサ、単一命令多
重データ（ＳＩＭＤ）コンピュータ、複雑命令セット・コンピュータ（ＣＩＳＣ）、縮小
命令セット・コンピュータ（ＲＩＳＣ）、超長命令語（ＶＬＩＷ）、またはハイブリッド
・アーキテクチャなど、任意の種類のアーキテクチャの中央演算処理装置を表す。
【００５０】
　ＭＣＨ１０２０は、メイン・メモリ１０３およびＩＣＨ１０４０などの、メモリおよび
入出力装置の制御と構成を行う。ＭＣＨ１０２０は、グラフィックス、メディア、ホスト
－周辺機器間バス・インターフェイス、メモリ管理、パワー・マネージメントなど、多数
の機能を統合するチップセットに組み込むことができる。ＭＣＨ１０２０またはＭＣＨ１
０２０のメモリ・コントローラ機能は、処理装置１０１０に組み込むことができる。
【００５１】
　メイン・メモリ１０３０は、システム・コードおよびデータを格納する。メイン・メモ
リ１０３０は通常、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ；ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ；ｓｔａｔｉｃ　ｒａｎｄ
ｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、またはリフレッシュされる必要のないものを含む
任意の種類のメモリで実施される。メイン・メモリ１０３０は、ローカライズされたコン
テンツ・マネージャ１０３５を含むことができる。ローカライズされたコンテンツ・マネ
ージャ１０３５は、前述のタスクのうちのいずれか１つを実行する命令および／またはデ
ータを含むことができる。
【００５２】
　ＩＣＨ１０４０は、入出力機能をサポートするよう設計された多数の機能を備える。Ｉ
ＣＨ１０４０はまた、入出力機能を実行するために、ＭＣＨ１０２０と共に、または別個
にチップセットに組み込むことができる。ＩＣＨ１０４０は、ＰＣＩ（ｐｅｒｉｐｈｅｒ
ａｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス・インターフェイス、プロ
セッサ・インターフェイス、割り込みコントローラ、ダイレクト・メモリ・アクセス（Ｄ
ＭＡ）コントローラ、パワー・マネージメント論理、タイマー、システム管理バス（ＳＭ
Ｂｕｓ）、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）インターフェイス、大容量記憶装置
インターフェイス、低ピン・カウント（ＬＰＣ）インターフェイスなど、多数のインター
フェイスおよび入出力機能を含むことができる。
【００５３】
　大容量記憶装置１０５０は、コード、プログラム、ファイル、データ、およびアプリケ
ーションなどのアーカイブ情報を格納する。大容量記憶装置１０５０は、コンパクト・デ
ィスク（ＣＤ）読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１０５２、デジタル・ビデオ／多用途ディ
スク（ＤＶＤ）１０５４、フロッピー・ドライブ１０５６、およびハード・ドライブ１０
５８、その他の任意の磁気または光学記憶装置を含むことができる。大容量記憶装置１０
５０は、製造品に組み込まれる機械アクセス可能媒体を読み取るための機構をもたらす。
機械アクセス可能媒体は、機械によってアクセスされると、前述のタスクまたはオペレー
ションのうちのいずれか１つを機械に実行させるデータを含むことができる。加えて、大
容量記憶装置１０５０は、ＲＡＩＤ、ＮＡＳ、デジタル・テープ、光学記憶装置など、ロ
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６０を含むことができる。
【００５４】
　ネットワーク・インターフェイス・デバイス１０６２は、ネットワーク１４０へのイン
ターフェイス（図１）、または他のユニットもしくはサーバと通信するための任意の他の
有線または無線相互接続媒体をもたらす。それは、任意の適切なネットワーク・インター
フェイス・カード（ＮＥＣ）または衛星受信カードであってもよい。それはまた、ＡＴＭ
、ＳＯＮＥＴ、ギガビット・イーサネット、ケーブル・ネットワーク、衛星などへのイン
ターフェイスももたらす。
【００５５】
　入出力装置１０７１1～１０７０kは、入出力機能を実行するための任意の入出力装置を
含むことができる。入出力装置１０７１1～１０７０kの例は、入力装置（たとえば、キー
ボード、マウス、トラックボール、ポインティング・デバイス）のコントローラ、メディ
アカード（たとえば、音声、ビデオ、グラフィックス）、およびその他の任意の周辺コン
トローラを含む。
【００５６】
　本発明は、いくつかの実施形態に関して説明されてきたが、本発明が説明されている実
施形態に限定されることはなく、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内における修正
および変更により実施できることを当業者であれば理解するであろう。したがって、説明
は、限定的ではなく例示的なものと見なされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の１つの実施形態が実施されうるシステムを示す図である。
【図２】本発明の１つの実施形態による符号化ユニットを示す図である。
【図３】本発明の１つの実施形態による伝搬ユニットを示す図である。
【図４】本発明の１つの実施形態によるヘッドエンドを示す図である。
【図５】本発明の１つの実施形態によるメディア・コンテンツ管理システムを示す図であ
る。
【図６】本発明の１つの実施形態によるコンテンツ管理をローカライズするプロセスを示
す流れ図である。
【図７】本発明の１つの実施形態によるローカル・コンテンツを資産に準備するプロセス
を示す流れ図である。
【図８】本発明の１つの実施形態による資産パッケージを伝搬するプロセスを示す流れ図
である。
【図９】本発明の１つの実施形態によるプロセスを示す流れ図である。
【図１０】本発明の１つの実施形態によるサーバを示す図である。



(19) JP 2009-507432 A 2009.2.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 2009-507432 A 2009.2.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 2009-507432 A 2009.2.19

【図９】 【図１０】



(22) JP 2009-507432 A 2009.2.19

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG
,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

(72)発明者  ヴェズマー，イゴー
            アメリカ合衆国・９０２９１・カリフォルニア州・ヴェニス・シェル　アベニュ・１８０９
(72)発明者  エアロン，ティモシー・ビイ
            アメリカ合衆国・９０４０３・カリフォルニア州・サンタモニカ・カリフォルニア　アベニュ・１
            ６０３－ディ
(72)発明者  フィックル，リチャード・シイ
            アメリカ合衆国・８０１３５・コロラド州・セデーリア・マスタング　サークル・４８４０
Ｆターム(参考) 5C164 SA12S SA31P SB21S SB41S


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

