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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのメタデータサーバ及びプロセッサを含むコンピュータによって、イン
タフェースを生成するために使用可能な媒体項目と関連付けられたメタデータを処理する
ための方法であって、前記方法が、
　前記少なくとも１つのメタデータサーバによって、少なくとも２つのソースからメタデ
ータを受信する段階と、
　処理されたメタデータを生成するために、前記プロセッサによって、前記受信されたメ
タデータを処理する段階と、
　前記少なくとも１つのメタデータサーバによって、前記処理されたメタデータ分配する
段階とを含み、
　前記処理する段階が、前記受信されたメタデータに基づいて新しいメタデータを合成す
る段階と、前記媒体項目に関連する使用量の統計値を表す使用量メタデータに基づいて、
前記新しいメタデータを増強する段階とを含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記合成する段階が、
　前記合成された新しいメタデータを生成するために、前記少なくとも２つのソースから
受信された異なるメタデータの双方向性のリンクを生成する段階を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記メタデータを受信する段階が、
　第１のサービスプロバイダ及び前記第１のサービスプロバイダとは異なる第２のサービ
スプロバイダからメタデータを受信する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記処理する段階が、
　前記受信されたメタデータにおける少なくとも１つのエラーを識別する段階と、
　前記受信されたメタデータにおける前記少なくとも１つのエラーを訂正する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのエラーを訂正する段階が、
　前記受信されたメタデータを検証する段階を含む
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信されたメタデータを検証する前記段階が、
　前記受信されたメタデータにおける前記少なくとも１つのエラーが矛盾を含むことを判
定する段階と、
　前記矛盾を捕えて訂正するために、複数のソース及び慣習経験則を使用して、前記受信
されたメタデータにおける前記矛盾を訂正する段階と
を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのエラーを訂正する段階が、
　前記受信されたメタデータとリポジトリに以前に保存されたメタデータとの間の類似性
を判定する近似適合性演算を実行する段階を含む
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記処理する段階が、
　前記少なくとも２つのソースが提供する、１つの媒体項目と関連付けられたメタデータ
を、メタデータの１つのセットに割り当てる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記処理する段階が、
　規則のセットに基づいて前記受信されたメタデータを修正する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記受信されたメタデータの間にリンクを生成する段階と、
　前記受信されたメタデータと前記リンクの内の少なくとも１つを使用して複数の画面テ
ンプレートを形成する段階と、
　前記複数の画面テンプレート、前記リンク、及び前記メタデータの内の少なくとも１つ
を含む処理されたメタデータを複数の異なるクライアント装置に分配する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メタデータを受信する前記段階が、
　フィルタ処理されたメタデータを生成するために、関連性と正確度に関して前記受信さ
れたメタデータを評価する段階と、
　前記評価する段階の結果に基づいて、前記評価されたメタデータを選択的にデータベー
スに保存する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記処理されたメタデータを分配する前記段階が、
　処理されたメタデータの第１のセットを、機能の第１のセットを有するクライアント装
置の第１のセットに分配すると共に、処理されたメタデータの第２のセットを、機能の第
２のセットを有するクライアント装置の第２のセットに分配する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　それぞれ前記処理されたメタデータの第１のセットと前記処理されたメタデータの第２
のセットに基づいて、前記クライアント装置の第１のセットと前記クライアント装置の第
２のセットの両方において同一の表示用の画面表示を生成する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　媒体項目と関連付けられたメタデータを処理するためのシステムであって、前記システ
ムが、
　少なくとも２つのメタデータソースから、複数のフィールドを有する少なくとも１つの
メタデータセットを受信するように構成された少なくとも１つのメタデータサーバと、
　前記少なくとも１つのメタデータサーバと結合されると共に、処理されたメタデータを
生成するように構成されたプロセッサとを備え、
　前記少なくとも１つのメタデータサーバが、更に、前記処理されたメタデータを分配す
るように構成されると共に、
　メタデータを処理することが、前記受信されたメタデータに基づいて新しいメタデータ
を合成することと、前記媒体項目に関連する使用量の統計値を表す使用量メタデータに基
づいて、前記新しいメタデータを増強することとを含む
ことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　前記処理されたメタデータを保存するためのリポジトリと
　前記処理されたメタデータを分配するために前記少なくとも１つのメタデータサーバに
接続される複数の分配サーバと
を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記プロセッサが、更に、前記リポジトリに保存されたメタデータを結合してリンクす
ると共に、リンクされた処理されたメタデータを集合的に生成するために、前記メタデー
タを使用して画面テンプレートを生成するように構成され、
　前記少なくとも１つのメタデータサーバが、更に、前記リンクされた処理されたメタデ
ータを複数のクライアント装置に分配するように構成される
ことを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記プロセッサが、更に、前記合成された新しいメタデータを生成するために、前記少
なくとも２つのソースから受信された異なるメタデータの双方向性のリンクを生成するよ
うに構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記プロセッサが、更に、第１のサービスプロバイダ及び前記第１のサービスプロバイ
ダとは異なる第２のサービスプロバイダからメタデータを受信するように構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記プロセッサが、更に、前記受信されたメタデータにおける少なくとも１つのエラー
を識別すると共に、前記受信されたメタデータにおける前記少なくとも１つのエラーを訂
正するように構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
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　前記プロセッサが、更に、少なくとも１つのエラーを訂正する場合に、前記受信された
メタデータを検証するように構成される
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記プロセッサが、更に、前記受信されたメタデータを検証する場合に、前記受信され
たメタデータにおける前記少なくとも１つのエラーが矛盾を含むことを判定すると共に、
前記矛盾を捕えて訂正するために、複数のソース及び慣習経験則を使用して、前記受信さ
れたメタデータにおける前記矛盾を訂正するように構成される
ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記プロセッサが、更に、少なくとも１つのエラーを訂正する場合に、前記受信された
メタデータとリポジトリに以前に保存されたメタデータとの間の類似性を判定する近似適
合性演算を実行するように構成される
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記プロセッサが、更に、少なくとも２つのソースが提供する、１つの媒体項目と関連
付けられた前記受信されたメタデータを、メタデータの１つのセットに割り当てるように
構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記プロセッサが、更に、規則のセットに基づいて前記受信されたメタデータを修正す
るように構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記プロセッサが、更に、前記受信されたメタデータの間にリンクを生成し、前記受信
されたメタデータと前記リンクの内の少なくとも１つを使用して複数の画面テンプレート
を形成すると共に、前記複数の画面テンプレート、前記リンク、及び前記メタデータの内
の少なくとも１つを含む処理されたメタデータを複数の異なるクライアント装置に分配す
るように構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記プロセッサが、更に、フィルタ処理されたメタデータを生成するために、関連性と
正確度に関して前記メタデータを評価すると共に、関連性と正確度に関する前記メタデー
タの前記評価の結果に基づいて、前記メタデータを選択的にデータベースに保存するよう
に構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのメタデータサーバが、更に、処理されたメタデータの第１のセッ
トを、機能の第１のセットを有するクライアント装置の第１のセットに分配すると共に、
処理されたメタデータの第２のセットを、機能の第２のセットを有するクライアント装置
の第２のセットに分配するように構成される
ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記プロセッサが、更に、それぞれ前記処理されたメタデータの第１のセットと前記処
理されたメタデータの第２のセットに基づいて、前記クライアント装置の第１のセットと
前記クライアント装置の第２のセットの両方において同一の表示用の画面表示を生成する
ように構成される
ことを特徴とする請求項２７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(5) JP 5677993 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、例えば、家庭における洗練された娯楽ユーザインタフェースを作成するため
に使用できるマルチメディアメタデータを供給するためのシステム、及び方法を説明する
。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００４年１月１６日に出願されると共に、"Metadata Brokering Server"
と表題をつけられた、その開示内容が参照によってここに組み込まれる米国仮特許出願シ
リアル番号60/536,937号に関するものであると共に、それに関する優先権を主張する。
【０００３】
　情報の通信と関連付けられた技術は、ここ数十年間にわたって急速に発展した。（いく
つかの名前を挙げると）テレビ、セル電話通信、インターネット、及び光通信技術は、利
用可能な情報及び娯楽オプションによって消費者をあふれさせるために結合する。テレビ
を例にとると、ここ３０年間に、有線テレビジョン放送、衛星テレビサービス、ペイパー
ビュー映画、及びビデオオンデマンドの導入を経験した。１９６０年代のテレビ視聴者が
、一般的に彼らのテレビを介して、おそらく４もしくは５チャンネルの地上波（over-the
-air）テレビチャンネルを受信するのに対して、今日のテレビ視聴者は、数百及び潜在的
に何千ものショー及び情報のチャンネルから選択する機会がある。現在、主にホテル等で
使用されるビデオオンデマンド技術は、何千もの映画タイトルの中からの家庭内娯楽選択
に関する可能性を提供する。“2160 Gold Street, Alviso, CA 95002”にある“TiVo社”
によって提案されたようなデジタルビデオ録画（ＤＶＲ）装置は、更に利用可能な選択肢
を拡張する。
【０００４】
　非常に多くの情報及び内容をエンドユーザに提供する科学技術上の能力は、好機と難関
の両方をシステム設計者、及びサービスプロバイダに提供する。１つの難関は、エンドユ
ーザが、一般的に、よりわずかな選択肢よりも、むしろより多くの選択肢を持つ方を好む
一方で、選択過程が速くてかつ簡単であるという彼らの願望によって、この優先傾向は逆
の加重を加えられる。不幸にも、それによりエンドユーザが媒体項目（media item）にア
クセスするシステム及びインタフェースの開発は、速いことも簡単であることもない選択
過程に帰着した。再びテレビ番組の例を考察する。テレビがその初期にあったとき、主と
して小数の選択肢に起因して、どの番組を見るかを決定することは、比較的単純な手順で
あった。人は、例えば、（１）近隣のテレビチャンネル、（２）それらのチャンネル上で
送信される番組、そして（３）日時の間の対応を示した一連の列と行により構成された、
印刷された番組案内表を参考にするであろう。そのテレビは、チューナノブを調節するこ
とによって所望のチャンネルに選局されると共に、その視聴者は、選択された番組を見た
。後に、視聴者が遠方からテレビを選局することを可能にするリモートコントロール装置
が導入された。ユーザ－テレビインタフェースに対するこの追加は、どのような番組がそ
の時々に利用可能であったかを迅速に学習するために、視聴者が多くのチャンネル上で放
送される短いセグメントを速やかに見ることができる「チャンネルサーフィン」として知
られている現象を創造した。
【０００５】
　チャンネルの数、及び見ることができる内容の量が非常に増加したという事実にもかか
わらず、テレビに関する一般的に利用可能なユーザインタフェース、制御装置オプション
、及び構成は、ずっとここ３０年間にわたり変わらなかった。印刷された番組案内表は、
まだ、番組情報を伝えるための最も普及している手段である。シンプルな上がり下がり矢
印を備えた複数のボタンのリモートコントロール装置は、まだ、最も普及しているチャン
ネル／内容選択の手段である。テレビユーザインタフェースを設計して実装する人々の、
利用可能なメディア内容の増加に対する反応は、既存の選択手続き及びインタフェースオ
ブジェクトの簡単な拡張であった。従って、印刷された番組案内表における行及び列の数
は、更に多くのチャンネルを収容するために増加した。リモートコントロール装置上のボ



(6) JP 5677993 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

タンの数は、追加の機能性と内容の操作をサポートするために増加した。しかしながら、
このアプローチは、視聴者が利用可能な情報を再検討するのに必要とされる時間、及び選
択を実行するのに必要とされる動作の複雑さの両方を著しく増加させた。消費者は、彼ら
が既に遅過ぎて複雑であるとして見なすインタフェースに複雑さを加えることになる新し
いサービスに対して抵抗があるので、ほぼ間違いなく、現存するインタフェースの扱いに
くい性質は、例えばビデオオンデマンドのようないくつかのサービスの商業的実現（comm
ercial implementation）を妨害した。
【０００６】
　媒体項目を体系化すると共に、選択し、そして起動するための拡大縮小可能なグラフィ
カルユーザインタフェースを備える代表的な制御の構成は、“Frank A Hunleth”により
２００４年１月３０日に出願された、その開示内容が参照によってここに組み込まれる米
国特許出願シリアル番号10/768,432号で説明される。この構成は、従来のインタフェース
の前述の問題に対する代表的な解決策を提供する。とりわけ、そのような代表的な構成は
、ユーザによる選択に利用可能な媒体項目と関連付けられたメタデータを表示する手段を
、使い易いが、しかし多数の異なる媒体項目がアクセス可能であることを許容する方法で
提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１３４９０８０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　これらの種類の高度なユーザインタフェースの創造は、内容について説明する豊富なメ
タデータの種類と利用可能性によって妨害される。現状では、ここで使用される“メタデ
ータ”という用語は、ユーザによる選択に利用可能な、媒体項目と関連付けられた興味の
ある特別な内容を説明する補足情報の全てのものを指す。映画を一例にすると、メタデー
タは、例えばとりわけ内容と関連付けられたタイトル、解説、ジャンル、配役、ＤＶＤ表
紙絵、価格／利用可能性、及び権利を含むことができた。これを超えて、それはメタデー
タ自体に関連付けられた配役の伝記、映画作品目録（Filmography）、同様の映画に対す
るリンク、批判的な論評、ユーザの論評、および権利を含むことができた。それは、同様
に、興味のある内容とリンクされる宣伝用メタデータを含むことができた。しかしながら
、これらの種類のメタデータは、いくつかの理由のために、ユーザインタフェースを生成
する際の使用に、現在は利用可能ではない。第１に、メタデータを提供するサービスプロ
バイダーの活動領域は、メタデータ情報の限られた部分集合（subset）だけを供給する様
々な業者によって断片化されると共に、通常は独占的である。第２に、これらの種類のメ
タデータを利用することは、一般的に、例えば、家庭内のより低価格なクライアント装置
（例えば、セットトップボックス）によって、メタデータの本質的に異なる断片を消費し
易い統一セットにリンクする、洗練されたソフトウェア処理を必要とする。この種類の洗
練されたソフトウェア処理は、まだ実現していなかった。
【０００９】
　従って、高度なユーザインタフェースが生成されることを可能にするのに適しているメ
タデータの獲得、処理、合成、及び転送を可能にするメタデータの仲介サーバ、及び仲介
方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に基づくシステム及び方法は、例えば、家庭内の洗練された娯楽ユーザインタフ
ェースを生成するために使用可能である豊富なマルチメディアメタデータを提供すること
によって、これらのニーズ及び他のニーズに取り組む。これらの方法、及びシステムは、
複数、そして種々のクライアントに供給するサーバベースのソフトウェアアプリケーショ
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ンとして実行され得る。サーバの機能性は、分散されるか、物理的に１つ以上のクライア
ントに共同で設置されるか、または中央集権化されることさえできた。サーバは、本質的
に異なるソースが提供するメタデータを、集めて、フィルタ処理して、検証して、増強さ
せて、リンクする。サーバは、メタデータを、更に管理すると共に拡張することができる
内部フォーマットに変換する。サーバは、スキーマ独立プロトコル（schema-independent
 protocol）を使用して、クライアントのニーズに一致する適切なフォーマットにおける
メタデータを提供するクライアント装置と通信する。
【００１１】
　本発明の一つの代表的な実施例によれば、メタデータ情報を処理するための方法は、複
数の異なるメディアソースからメタデータ情報を獲得する段階と、獲得されたメタデータ
情報の間にリンクを生成する段階と、獲得されたメタデータとリンクの内の少なくとも１
つを使用して複数の画面テンプレートを形成する段階と、複数の画面テンプレート、リン
ク、及びメタデータの内の少なくとも１つを含む処理されたメタデータを複数の異なるク
ライアント装置に分配する段階とを含む。
【００１２】
　本発明の別の代表的な実施例によれば、媒体項目と関連付けられたメタデータ情報を処
理するための方法は、少なくとも２つのソースからメタデータを受信する段階と、処理さ
れたメタデータを生成するために前記受信されたメタデータを処理する段階と、前記処理
されたメタデータ分配する段階とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に基づいて処理されたメタデータを用いて生成され得るユーザインタフェ
ースの画面を描写する図である。
【図２】本発明に基づいて処理されたメタデータを用いて生成され得るユーザインタフェ
ースの別の画面を描写する図である。
【図３】代表的なメタデータの種類、及びソースを示すテーブルの図である。
【図４】本発明の代表的な実施例によるメタデータのための代表的な処理スキームを示す
図である。
【図５】本発明の代表的な実施例に基づいて処理されたメタデータセットを示す図である
。
【図５Ａ】本発明の代表的な実施例に基づいて処理されたメタデータセットを示す図であ
る。
【図５Ｂ】本発明の代表的な実施例に基づいて処理されたメタデータセットを示す図であ
る。
【図６Ａ】本発明の代表的な実施例に基づいて生成された代表的な画面合成を例証する図
である。
【図６Ｂ】本発明の代表的な実施例に基づいて生成された代表的な画面合成を例証する図
である。
【図７】本発明の代表的な実施例によるメタデータ仲介のための代表的な構造を例証する
図である。
【図８】図７の代表的な構造の一部分を更に詳細に示す図である。
【図８Ａ】図７の代表的な構造の一部分を更に詳細に示す図である。
【図８Ｂ】図７の代表的な構造の一部分を更に詳細に示す図である。
【図９】本発明の代表的な実施例に基づいてメタデータを処理する代表的な方法を例証す
るフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付図面は、本発明の代表的な実施例を例証する。
【００１５】
　本発明の以下の詳細な記述は、添付図面を参照する。異なる図における同一の参照符号
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は、同一、もしくは同様の要素を特定する。同様に、以下の詳細な記述は、本発明を限定
しない。その代りに、本発明の範囲は、付加された請求項によって定義される。
【００１６】
　この討論にいくらかの背景を提供するために、本発明の代表的な実施例に基づいて仲介
されるメタデータを用いて作成され得る代表的なユーザインタフェース画面が、図１にお
いて示される。その中で、ユーザインタフェース画面の一部分は、更に詳細に１０個の媒
体選択項目（media selection item）を示すために拡大された。前の画面、及びナビゲー
ション技術を含む、この全く代表的なインタフェースに関する更に多くの情報に関して興
味のある読み手は、参照することによりここに組み込まれた、上記米国特許出願シリアル
番号10/768,432号に導かれる。しかしながら、この明細書の目的のために、本発明に基づ
くメタデータ処理の代表的な最終結果を見ることは、主として有益である。
【００１７】
　その中で、映画“Apollo 13”に関する媒体選択項目と関連付けられた画像が、例えば
、カーソル（図示せず）をこの画像上を通過させることによって拡大された。いくつかの
メタデータ、例えば、映画タイトル、及び代表的な画像は、このインタフェース画面を生
成するために使用され得る。選択過程の更に低いレベルにおいて、更に多くのメタデータ
が使用され得る。例えば、図２において示されるように、例えば、入力装置（図示せず）
上のボタンを押すことによる、この拡大された画像のユーザ選択は、追加の詳細を表示す
るための更なるズームに帰着し得る。例えば、とりわけ映画の上映時間、価格、及び俳優
情報を含む“Apollo 13”に関する情報が示される。当業者は、他の種類の情報がここで
提供されるであろうと認識することになる。更に、このＧＵＩ画面は、例えば、映画を購
入するか、予告編を見るか、または前のＧＵＩ画面に戻る（それは、同様に、入力装置上
の“ZOOM OUT”ボタンを押すことによって達成されるであろう。）ためのボタン制御オブ
ジェクトを含むＧＵＩ制御オブジェクトを含む。以下に説明される方法で処理されたメタ
データから生成されたハイパーリンクは、同様に、ユーザが、例えば、図２のＧＵＩ画面
の右手下方コーナーにおいて特定される関係のある映画と関連付けられたＧＵＩ画面、ま
たはこの映画における俳優に関連付けられた情報にジャンプすることを可能にするために
使用され得る。この例において、代表的な“映画作品目録（Filmography）”の中のフィ
ルムタイトルの内のいくらか、または全ては、入力装置経由でユーザによって作動させら
れたとき、ＧＵＩが、表示された映画に関する図２のＧＵＩ画面に対応するＧＵＩ画面を
表示させるハイパーリンクとして実行され得る。図１及び図２のインタフェース画面を生
成するために使用される情報のいくつか、または全ては、１つ以上のメタデータプロバイ
ダにより提供されたメディアデータによってもたらされると共に、ここで今説明されるこ
とになるように、本発明の代表的な実施例に従って処理される。
【００１８】
　図１、及び図２で示されたインタフェース画面は、全く代表的であると共に、本発明に
従って処理されたメタデータは、インタフェースの生成以外に、他のインタフェース、ま
たは目的をサポートするために使用され得る。同様に、多くの異なる種類のメタデータは
、本発明に従って受信されると共に、処理され得る。例えばテレビブラウザインタフェー
ス、ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）インタフェース、または音楽ブラウザに関するメタデ
ータの種類、ソース、及び関連付けられた使用法の例が、図３のテーブルにおいて示され
る。
【００１９】
　図４は、本発明の代表的な実施例によるメタデータ仲介技術の機能構造を描写する。そ
の中で、獲得機能は、所望のユーザインタフェースを作成するために使用され得るメタデ
ータの限られたサブセットのみをそれぞれ供給する複数のメタデータプロバイダから、メ
タデータを受信する。図４の左手サイドに列挙されたメタデータサプライヤが、全く代表
的であると共に、その他のメタデータサプライヤが本発明と共に使用され得るということ
が認識されることになる。これらのメタデータサプライヤが異なる言語、及びフォーマッ
トを使用してメタデータを供給するので、本発明の代表的な実施例は、受信されたメタデ
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ータを一貫したフォーム、例えばブロック４０２における拡張可能マークアップ言語（Ｘ
ＭＬ：Extensible Markup Language）に変換するインタフェースを提供すると共に、その
場合に、グローバルメタデータリポジトリに変換されたメタデータを保存する。様々なソ
ースが提供する未加工のメタデータの言語変換に加えて、本発明に基づく代表的な処理は
、同様に、ブロック４０４及びブロック４０６によって示されるように、メタデータの再
割り当て処理を含む。例えば、代表的なアマゾンメタデータソース（Amazon metadata so
urce）は、ブロック４０４によって示されるように、それらのウェブサービスＡＰＩ（Ａ
ＷＳ：WebServices API）を介して、接続されることができる。開始時間（showtime）は
、そのフォーマットがアマゾンウェブサービスフォーマット（Amazon Web Services form
at）とは異なる、“Cablelabs 1.1仕様”に基づくＸＭＬフォーマットにおけるデータを
供給し、それ自体は、リポジトリ４００に保存される前に、ブロック４０６によって、一
貫したフォーマットに異なって割り当てられる。更に他の場合では、例えば、もし変換処
理の必要条件が高すぎる場合、メタデータは、ブロック４０８に示されるように、いかな
る変換、または割り当て処理もなく、直接リポジトリ４００にロードされ得る。当業者は
、システムに対する入力として使用されるメタデータソースに応じて、他の形の変換、及
び割り当て処理が使用され得ると認識することになる。
【００２０】
　本発明の代表的な実施例に基づくシステム、及び方法は、同様に、リポジトリ４００に
存在するデータを処理する、１つ以上の規則に基づくエンジンを使用することができる。
これらの動作は、例えば、フィルタ処理プロセス４１０、検証プロセス４１２、増強プロ
セス４１４、及び画面合成プロセス４１６を含む。外部からの情報をフィルタ処理して除
外するために、システムは、獲得した後のデータに後処理を行う。フィルタ処理プロセス
は、生成されるべきユーザインタフェース画面に関する関連性について、受信されたメタ
データフィールドを評価する。例えば、もし受信されたメタデータフィールドが、ユーザ
インタフェース画面を構成するために使用される画面規則の内のいずれによっても決して
参照されない場合、その場合には、そのフィールドは、フィルタ処理して取り除かれると
共に、リポジトリ４００から除去され得る。もしユーザインタフェースが、例えば、単に
図１及び図２で示された代表的な画面から構成されると共に、映画“Apollo 13”と関連
付けられたプロデューサーに関する情報を提供したメタデータフィールドを、獲得機能が
受信した場合、その場合には、プロデューサー情報はこれらの代表的なユーザインタフェ
ース画面において使用されないので、そのメタデータフィールドは、フィルタ処理機能４
１０によってリポジトリ４００から削除され得る。検証プロセス４１２は、エラーを捕え
て訂正するために、複数のソース及び慣習経験則（custom heuristic）を使用して矛盾を
訂正することによって、受信されたメタデータの正確度を保証する。検証プロセス４１２
は、例えば、受信されたメタデータにおける綴り字（spelling）、印刷上の誤り、句読点
、及び内容の誤りを訂正することができる。曖昧な場合において、検証プロセスは、人間
の介入、及び解決のために、問題のメタデータフィールドに印を付けて示すことができる
。もし情報要素が存在しない場合、その場合には、不足している情報を管理する規則が実
行される。これは、自動化された回復か、または人間のオペレータに介入のための警告を
与えることを必要とする。
【００２１】
　例えば、訂正されるべきエラー、及び検討中の情報要素の種類に応じて、様々な特定の
技術が受信されたメタデータの検証を行うために使用され得る。例えば、数値データフィ
ールドは、許可された値の範囲を有効にされることができる。不足しているメタデータ情
報要素は、同様に、処理のこの段階において検出され得る。例えば、もしＤＶＤ表紙絵画
像が、特別な媒体項目に関する受信されたメタデータから不足している場合、その場合に
は、システムは、別のリポジトリ（図示せず）から、不足している画像のコピーを要求す
るであろう。例えば、俳優の名前における誤字は、以下のように訂正され得る。最初に、
俳優の名前と関連付けられたメタデータにおける情報要素は、サブフィールド（sub-fiel
d）、例えば、俳優の名前フィールドに割り当てられた苗字（last name）及び名前（firs
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t name）に分割され得る。それから、近似適合性（closeness fit）が、リポジトリ４０
０に既に保存されている情報によって生成され得る。もし受信されたメタデータの名前情
報が、十分にその時リポジトリに保存されている名前に近い場合、その場合には、それは
自動的に訂正され得る。代りに、もしその情報がデータベースにまだ保存されていない場
合、受信されたメタデータは、初期設定の信頼水準を用いて、リポジトリ４００に保存さ
れ得る。その場合に、信頼水準は、追加のメタデータの検証の間に次の適合操作が試みら
れるときに更新され得る。信頼水準は、例えば、もし異なるメタデータソースから受信さ
れる、同一の媒体項目と関連付けられたメタデータが変化する場合、多数決に基づくこと
ができる。
【００２２】
　フィルタ処理、及び検証の後で、システムは、一般的に増強プロセスブロック４１４に
よって示されるように、追加の内容によってメタデータを増強させると共に、新しいメタ
データを合成するために、規則を実行し得る。メタデータの増強は、様々なソースから獲
得されたメタデータを修正するのと同様に、個々のメタデータ供給に存在しない新しい情
報を合成する処理である。増強されたメタデータは、例えば、データ供給の一部もしくは
全部からの情報、使用量メタデータ（usage metadata）のような他の収集された情報、も
しくは外部のソースから獲得された情報に基づくことができる。メタデータ増強に関する
例は、人気と賞の表示、映画間の類似性リンク、本へのリンク、及び映画からのサウンド
トラックを含んでいる。楽曲の人気と関連付けられた増強されたメタデータは、例えば、
システムによって扱われた楽曲を追跡すると共に、ランキングを作成することに基づくこ
とができ、一方、同様の映画と関連付けられた増強されたメタデータは、別な方法では関
連付けられない概念の間にクロスリンク（crosslink）を作成することを必要とし得る。
このクロスリンクは、共通の属性、例えば、俳優、ディレクタ、作家、主題の話題（subj
ect topics）、獲得された賞等の数を調査するであろう採点処理に基づくことができる。
増強プロセス４１４は、概念の一種に作用する一組の推論規則を形成することによって達
成され得る。その概念に関連する情報がメタデータ獲得処理の一部としてもたらされた後
で、これらの推論規則は、メタデータリポジトリを横断すると共に、その概念を扱う新し
いデータ、及びクロスリンクを作成する。
【００２３】
　本発明の代表的な実施例に基づくメタデータ合成は、様々なメタデータソースから受信
された本質的に異なるメタデータの連結を更に含む。本発明の代表的な実施例に基づくメ
タデータの連結の例は、映画、及びディレクタ、俳優、作家等の間の双方向性のリンクの
生成である。そのような意味のリンクは、クライアント装置における均一な（seamless）
ナビゲーション能力にとって有益である。いくつかの例が、以下に提供され、ここで、そ
の矢印は、１つまたはいくつかのメタデータソースによって供給されたメタデータから、
システムによって作成されたリンクのことを指す。
【００２４】
１．“Friends”（テレビショー）－＞“Jennifer Aniston”（女優）－＞“Goodbye Gir
l”（映画）。
２．“Skin”（テレビショー）－＞“Jerry Bruckheimer”（プロデューサー）－＞“Top
 Gun”（映画）。
３．“A Beautiful Mind”（２００２年アカデミー賞）－＞“Gladiator”（２００１年
アカデミー賞）。
【００２５】
　本発明、及び従来のハイパーリンクに基づくメタデータ増強プロセス４１４によって作
成されたリンクの種類の内の１つの間における１つの重要な相違点は、これらのメタデー
タリンクが意味論と妥当性との両方によって制限されることである。一般的に、ユーザイ
ンタフェース画面は、自動的に生成されると共に、リンクは、与えられた意味の関連（例
えば俳優名、賞の種類等）に適合するように制限される。更に、特別なクロスリンクは、
メタデータソースから受信された１片のメタデータより、むしろメタデータの合成された
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断片を指すことができる。例えば、俳優の経歴と関連付けられたメタデータは、複数のソ
ースから生成され得る。この場合、連結された項目は、むしろ合成されたものであって、
メタデータサプライヤの内の１つが提供する利用可能な個人の経歴ではないかもしれない
。
【００２６】
　更にもう一つの種類のメタデータ増強の結果として生成され得るメタデータは、使用量
メタデータ（usage metadata）である。使用量メタデータは、システムが、機能４１８に
よって収集され得るユーザの行動に基づいてカスタム画面（custom screen：あつらえの
画面）を合成することを可能にする、視聴習慣及びショーの評価と関連付けられたメタデ
ータを含む。この情報は、システムのクライアント側で収集されると共に、以下で説明さ
れるように、分配サーバ、またはマスタメタデータサーバに返信され得る。同様に、使用
量メタデータは、例えば、広告表示時間（ad viewing time）、クリックスルー（click-t
hrough）、及び応答時間を含む広告統計値など、多くの他の種類のデータであり得る。そ
のシステムは、クライアント装置によって実行された様々なアプリケーションの消費者の
使用量に関して要約した統計を報告する。生の使用量情報は、例えば、次の一組（tuple
）（“FROM”、“TO”、“ACTION”、“DURATION”）を含むことができる。この中で、“
FROM”、及び“TO”は、スクリーン／要素ＩＤを示すことができ、一方“ACTION”は、ユ
ーザインターフェイス画面上でユーザによって実行された“選択（select）”動作、また
は“移動（move）”動作のいずれかを指すことができる。“DURATION”は、そのユーザが
特定のインタフェース画面にとどまる秒単位の時間の長さを示す。使用量統計の収集が集
中的な処理であるので、そのシステムは、管理できるレベルで情報を維持するためにフィ
ルタを使用することができる。これらのフィルタの例が、以下で列挙される。
【００２７】
１．最小の時間しきい値以上のユーザインタフェース画面の遷移だけに関する使用量情報
を報告する。
２．報告されるべき使用量情報として、“移動（move）”動作ではなく“選択（select）
”動作のみを保存する。
３．使用量情報として、広告に関連した画面のみ獲得する。
４．画面情報を画面遷移の２４時間のヒストグラムに要約する。
【００２８】
　新しいメタデータを合成することと共に、システムは、同様に、増強プロセス４１４の
一部分として、現存するメタデータの調整を自動化し得る。内容と関連付けられたいくつ
かのメタデータは、タイトル、公開された年、配役等のように比較的固定的である。しか
しながら、他のメタデータ要素は、より動的である。一例として、システムは、とりわけ
価格、利用可能性、使用制限、及びコピー制限を含む娯楽内容に関する事例メタデータを
維持し得る。これらのメタデータ要素が自動的に更新されることをシステムが可能にする
ばかりでなく、そのメタデータが更新される方法は、カスタマイズ可能な（customizable
）規則を用いて実行され得る。図４における１つ以上のメタデータソースから受信された
メタデータを修正するために使用され得る規則のいくつかの例が、以下で提供される。
【００２９】
１．映画の価格は、火曜日対金曜日で異なり得る。
２．映画の価格は、その週の日と、顧客がここ１週間の間にどのくらいの映画を発注した
かに基づいて異なって計算される。
３．システムは、もしユーザが、ある週の間、購入のしきい値を満足する場合、ユーザが
、無料で楽曲をダウンロードして、コピーすることを可能にする。
【００３０】
　あらゆるカスタマイズ可能な規則がメタデータ内容の調整に適用され得るので、これら
の例は、全く実例である。ここに示されたメタデータ処理段階の全てがあらゆる順番で実
行され得ると共に、リポジトリに対する保存の前に、もしくはリポジトリに対する保存の
後で実行され得ることが、更に注目されるべきである。
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【００３１】
　本発明の代表的な実施例に基づくメタデータ処理を更によく理解するために、図５の代
表的なフローチャートを検討する。この中で、メタデータ５０２、及びメタデータ５０４
の２つのセットは、２つの異なるメタデータソースから受信される。メタデータ５０２、
及びメタデータ５０４の２つのセットは、同じ媒体選択項目（映画“Seabiscuit”）に関
係するが、しかし、いくつかの異なる情報要素を有する（例えば、メタデータセット５０
２は、関連する本の情報要素を含むと共に、メタデータセット５０４は、上映時間の情報
要素を含む）。この例において、各々、受信されたメタデータは、フィルタ処理機能４１
０によって最初に処理され、それぞれ修正されたメタデータセット５０６、及び修正され
たメタデータセット５０８となる。この例において、関連する本に対する情報要素は、ユ
ーザインタフェース画面では使用されないので、フィルタ処理機能４１０は、受信された
メタデータセット５０２から、関連する本に対する情報要素を取り除くように動作する。
受信されたメタデータセット５０４に適用されたフィルタ処理規則が、受信されたメタデ
ータ情報要素の全てが関連性を有していることを示すので、メタデータセット５０８は、
受信されたメタデータセット５０４と同じである。
【００３２】
　次に、割り当て機能が、フィルタ処理されたメタデータセット５０６とフィルタ処理さ
れたメタデータセット５０８とを、この例ではメタデータソースの個々の形式とコンテン
ツにかかわらず、他の同様のメタデータセットと一致している、統一されたメタデータセ
ット５１０に結合するために実行される。この例において、割り当て機能は、２つのメタ
データソースから受信された情報の集合を反映する主演（starring）情報要素に帰着する
。２つの個別の記述要素が、記述的情報のソースを反映するために追加される。
【００３３】
　検証機能４１２は、その場合に、割り当て処理されたメタデータセット５１０に関して
実行される。この関数は、この実例に関して、メタデータセット５１０に関する表紙絵画
像が欠落していることを判定する。従って、新しいメタデータセット５１２を生成するた
めに、欠落しているメタデータ情報要素を満たすように、画像が、例えば初期設定のウェ
ブサイトに配置された所定のリポジトリから取り出される。最後に、メタデータセット５
１４において、図５において示されるように、システムが同様の映画を識別すると共に、
それらの映画に対するリンクを挿入する、増強機能４１４の例が示される。
【００３４】
　受信されたメタデータが、前述の処理機能のいくつか、または全てを用いて処理された
後で、その場合に、それは、クライアント装置上でのユーザインタフェースを可能にする
ように、画面、例えば図１及び図２において例証された画面を生成するために使用され得
る。再び図４を参照すると、画面合成プロセス４１６が、同様に、システムがカスタム画
面要素、及びレイアウトを作成する規則エンジン機能（rule-engine function）として実
行され得る。これは、共通のナビゲーション場面が、迅速な分配のために、事前に計算さ
れると共にキャッシュされる、自動化された画面形成処理を含むことができる。この技術
は、多数のクライアント装置に対するシステムの設計（scaling）を可能にする。通常は
、必ずしも全ての画面が事前に作成されるとは限らないと同時に、システムは、これらの
自動化された画像を、加入者ベースの実質的な大多数に供給することができる。しかしな
がら、同様に、本発明の代表的な実施例に基づく代表的システム、及び方法は、更に複雑
な画面要素、及びレイアウトをサポートする。そのような画面を生成するために、規則は
、グローバルメタデータリポジトリ４００における全ての情報要素に作用し得る。これは
、領域レベルメタデータ（domain-level metadata）、サービスプロバイダの優先傾向（p
references）、顧客の優先傾向（preferences）／人口統計（demographics）／行動様式
（behavior）等を含む。これらの情報要素は、エンドユーザーの消費に対してカスタム画
面を提供するために、規則エンジンによって結合されると共に処理され得る。一般的に、
システムは、どのようなデータが画面上で表示されるべきであるかを決定し、その場合に
、それに応じてレイアウトを調整すると共に、その例が、図６Ａ及び図６Ｂを参照して、
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以下で説明されることになる。
【００３５】
　特定のユーザインターフェイス画面に使用するための画面データ要素の決定は、カスタ
マイズ可能なテンプレートを用いて自動化され得る。タイトルが示すように、映画項目選
択を可能にするユーザインタフェースのための代表的なテンプレートは、媒体選択項目を
提供する“New Releases”テンプレート、“Box Office Hits”テンプレート、そして“A
cademy Award Winners”テンプレートであるが、しかし、更に多くのテンプレートが作成
され得る。自動画面合成は、それが多数のクライアント装置に対するサービスの設計を容
易にするので重要である。これは、重要である情報及び結合の種類を例証する多くのテン
プレートを有することによって達成される。しかしながら、本発明に基づく代表的なメタ
データ処理システムは、まさに静的な一般的テンプレート以上を提供する。規則システム
は、グローバルデータベース内のメタデータの領域で動作する規則によって、画面要素の
決定を可能にする。いくつかの例は、下記を含む。
【００３６】
１．システムは、ユーザによって選択された娯楽内容に基づいて、買い物項目（shopping
 item）に対するクロスリンクを提供できると共に、ここで、クロスリンクは、規則に基
づいて生成される。例えば、システムは、ユーザが、プログラム“Sex and the City”に
関して示された商品を購入することを可能にするクロスリンクを提供することができる。
２．規則は、ある人口統計に関するユーザインタフェース画面の一部分に“婦人服（wome
n's clothing）”のハイパーリンクが提供されるか、または、同じ画面領域における他の
人口統計に関するユーザインタフェース画面の一部分に、“電気製品（electronics prod
ucts）”のハイパーリンクが提供されるということを指定し得る。
３．システムは、ユーザの優先傾向、人口統計、または行動様式の方に偏っている検索照
会を返信することができる。例えば、もしユーザは“John Travolta”の映画を見るのが
好きであるとシステムが判定する場合、その場合には、“cowboy”に関する検索は、映画
“Cowboy Up”に関する識別子を制して、映画“Urban Cowboy”に関する識別子を返信す
るであろう。
４．システムは、サービスプロバイダの優先傾向の方に偏っている検索照会を返信するこ
とができる。新しい公開に関する検索結果に応答して、すぐ期限が切れる映画が返信され
る。
【００３７】
　画面要素と共に、画面レイアウトは、同様に、カスタマイズ可能である。従って、画面
テンプレートは、固定的なバージョンに制限されないが、しかしむしろ一連の規則を包含
する動的なテンプレートを含んでいる。例えば、それらの規則は、俳優の名前のためのテ
キストフィールドが、処理されたメタデータが提供する関連した内容を保持するにはあま
りにも小さいとき、映画解説フィールドが、関連した内容を保持するにはあまりにも小さ
いとき、もしくはショーのための表紙絵が欠落しているときに何をするかを示す。異なる
規則が異なる画面種類のために存在することができるが、しかし、画面レイアウトのため
の代表的なアルゴリズムは、以下のとおりである。最初に、画面を形成するために必要と
される画像及びテキストの利用可能性が検証される。所望の画像、及びテキストが利用可
能ではないときに実行されるべき動作を指定する規則が提供され得る。以下は、そのよう
な規則に関するいくつかの可能性である。
【００３８】
（１）関連する画面フィールドを空白の状態にする。
（２）置換オブジェクトを関連する画面フィールドに挿入する。
（３）代替物を関連する画面フィールドに挿入する。
（４）画面から項目を取り外す。もしくは、
（５）欠落している情報を有する領域を埋めるために、別の領域を拡張する。
【００３９】
　例えば、もし広告画像が利用不可能である場合、システムは、置換画像を挿入し得る。
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もし俳優、及び女優の宣伝写真が存在しない場合、男性の代替物影絵、もしくは女性の代
替物影絵が関連する画面領域に挿入され得る。アルゴリズムは、それらがそれらの示され
た画面領域に適切に適合したことを確認するために、画像及びテキストフィールドのサイ
ズをチェックし続ける。更に、ミスマッチが確認されるときに適切な動作を制御する規則
が使用され得る。例えば、これらの規則を以下に示すことができる。
【００４０】
（１）項目を拡張する。
（２）項目を縮小する。
（３）隣接領域を拡張するか、または縮小する。もしくは、
（４）交換する。
【００４１】
　更に、それらの決定は、カスタマイズ可能な規則に基づいて実行される。いくつかの他
のレイアウト例は、以下のとおりである。
【００４２】
１．ユーザが彼女の映画を見る傾向があるので、“Julia Roberts”を俳優リストにおい
て１番目に表示する。
２．すぐ期限が切れる映画は、更に目立つように表示する。
【００４３】
　前述の討論から明白であるように、本発明の代表的な実施例は、情報内容とレイアウト
の両方が、一連の規則によって、カスタマイズ可能であると共に、動的に生成されるよう
に、柔軟で、効果的な方法により処理されたメタデータを使用する画面合成に関する技術
を提供する。本発明に基づく前述の画面合成技術を更によく理解するために、図６Ａ及び
図６Ｂを参照して、ここで一例が説明されることになる。最初に図６Ａを参照すると、ク
ライアント装置から画面が要求されるとき、レイアウト６００が、システムによって生成
され得る。例えば、例えば、図１において示されるように、携帯用のポインティングデバ
イスを使用して、より一般的なユーザインタフェース画面に表示された媒体項目の内の１
つを選択することによって、この要求が実行され得る。例えば、この特定のクライアント
装置、及び／またはこの特定のユーザに関連付けられた規則は、図において示された画面
要素、例えば画像フィールド６０２、タイトルフィールド６０４、映画情報フィールド６
０６、音楽購入ボタン６０８、解説フィールド６１０、及び配役フィールド６１２を、選
択するか、及び／または配置するために使用され得る。例えば、音楽購入ボタン６０８は
、この特定のユーザの優先傾向を調査し、このユーザが音楽好きであることを決定すると
共に、ボタン６０８を挿入し、それに従い他の画面要素のサイズを調整する規則の効力に
よって、レイアウト６００に挿入されることができる。
【００４４】
　一度レイアウト６００が決定されれば、それは、以下で示されるように、リポジトリ４
００に保存されたメタデータを用いて、もしくは、部分的にはリポジトリのキャッシュバ
ージョンのメタデータを用いて満たされる。図６Ｂは、図５の例において、映画“Seabis
cuit”に関して処理されたメタデータを参照し、本発明の代表的な実施例に基づいて処理
されたメタデータを使用して画面を満たす一例を示す。この例において、画面要求は、Ｈ
ＢＯビデオオンデマンドサービスプロバイダによって供給された項目の媒体選択を実行し
た、インタフェースを操作するユーザから受信されたと共に、それに従い、満たされた画
面６２０が、ＨＢＯメタデータソースから供給された記述データを用いて生成される。
【００４５】
　再び図４に戻ると、複数のメタデータソースからメタデータを獲得して、処理すること
に加えて、本発明に基づく技術及びシステムは、同様に、処理されたメタデータを様々な
クライアント装置に分配する。処理されたメタデータの分配は、様々なクライアント装置
からの照会に基づくことができると共に、従って、照会インタフェース４２０から照会イ
ンタフェース４２４は、システムの状況、及び／または、クライアント装置の能力に基づ
いて変化し得る。本発明の代表的な実施例によれば、システムは、スキーマ独立プロトコ
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ル（schema-independent protocol）を使用して、メタデータ情報をクライアント装置に
伝達し得る。この特徴は、クライアント装置が要求された情報のソースもスキーマも知る
必要がないので、クライアント装置のためのソフトウェアコードが非常に一般的であるこ
とを可能にする。例えば、クライアント装置は、同じ方法でＨＢＯ映画メタデータ（HBO 
movie metadata）、及びＭｏｖｉｅｌｉｎｋ映画メタデータ（Movielink movie metadata
）を処理し得る。
【００４６】
　スキーマ独立インタフェース（schema-independent interface）４２０からスキーマ独
立インタフェース４２４は、保存されるフィールドの許容セットに特有であるより、むし
ろストレージスキーマに基づいて保存される情報の種類に基づいている。スキーマ独立イ
ンタフェースにおいて、どのような情報の種類が保存されるかに関する情報は、システム
に明白に保存されるであろうが、しかし、あらゆる新しい情報は、アプリケーションを再
コード化しなくてもデータベースに保存され得る。例えば、もし本発明に基づくメタデー
タ仲介システム及び技術が、自動車に関する情報を保存することができるように拡張され
る場合、サーバが車両の燃費効率に関する情報、または車両のアクセサリに関する情報を
保存することができるように、再コード化する必要はないであろう。本発明の代表的な実
施例は、例えば以下のような、メタデータリポジトリ４００に保存されるべきメタデータ
の内容の３つの主要な種類を提供する、
【００４７】
（１）メタデータ概念に関する事実。
（２）メタデータ概念の間のクロスリンク。そして、
（３）例えば、オーディオ、ビデオ、及び画像のような、メタデータ概念に関係した媒体
。
【００４８】
　その場合に、リポジトリ４００が提供するフィールドの修正は、特定のフィールドでは
なく、そのフィールドがこれらの３つのカテゴリの内のいずれを含むかに基づいている。
とりわけ、この特徴は、ダイナミックな概念とフィールドが、基本的なコアソフトウェア
の変更なしでシステムに追加されることを可能にする。
【００４９】
　処理されたメタデータの分配は、同様に、異なる物理的な分配ノードを包含することが
でき、一例が図７として提供される。その中で、マスタメタデータサーバ７００は、キャ
プチャエンジン７０２を使用して上述のデータ収集機能を実行すると共に、リポジトリ、
例えばＧｌｏｂａｌ ＸＭＬデータベース７０３を維持するメタデータサプライヤとイン
ターフェイスすることに関与する。ＸＭＬデータベースをメタデータのためのリポジトリ
と呼ぶ、ここで使用される例は、全く代表的であると共に、あらゆる種類の保存設備、ま
たはデータベースが、その適所で使用され得るということが注目されるべきである。例え
ば、フィルタ処理プロセス、検証プロセス、及び増強プロセスを含むメタデータ処理が、
上述のように演算処理装置７０４によって実行される。分配サーバ７１０、分配サーバ７
１２、及び分配サーバ７１４は、本発明のこの代表的な実施例において上述された画面合
成及び分配機能に関与する。これは、それぞれ、それら自身の局所的なデータベースのキ
ャッシュバージョンを有する複数の分配サーバを提供すると共に、各々は、異なる種類の
クライアント装置が、例えば、それらの能力に従って、異なる方法で情報提供されること
を可能にするように、それらのそれぞれのクライアント装置セットとの通信に関与する。
異なる分配サーバと結合させることが望ましいかもしれない異なる能力を有するクライア
ント装置の例は、メディアセンタＰＣ（Media Center PCs）７１６、次世代メディアサー
バ（Next-Generation Media Servers）７１８、及びセットトップボックス（Set-top Box
es：ＳＴＢ）７２０を含む。
【００５０】
　図７は、同様に、マスタデータベースサーバ７００と、分配サーバ７１０、分配サーバ
７１２、及び分配サーバ７１４とが、定期的に、例えば毎日、同期化されることを示す。
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マスタメタデータデータベース７０３が変化するとき、それは、接続された分配サーバ７
１０、分配サーバ７１２、及び分配サーバ７１４のセットに通知する。更新された記録は
、分配サーバへ転送されると共に、キャッシュされたデータベースに適用される。分配サ
ーバは、変化した記録に気付いていると共に、影響を受ける事前組立の画面を更新する。
システムは、検索要求を減速させないで、更新が並列に発生するように、データベース上
でダブルバッファリング（double-buffering）を利用し得る。画面、及びテンプレートは
、全てのユーザに利用可能である一般的な内容に関するシステムによって形成される。し
かしながら、もしユーザが、例えばパーソナルビデオテープレコーダ（ＰＶＲ）上で発見
されるような局所的なディスク記憶装置を有する場合、内容は、同様に、局所的に利用可
能であり得る。本発明の代表的な実施例によれば、インタフェースから内容をブラウズし
て、選択しているとき、内容の位置は、ユーザには明白であるべきである。この能力を促
進するために、システムは、家庭で記録された全ての内容に関して、基礎的なメタデータ
を保存する。クライアント装置が内容を検索するとき、それは、（もし存在すれば）、最
初にその局所的なメタデータの蓄積を調査する。その場合に、クライアントは、検索基準
を満たしたあらゆる局所的な内容をシステムに通知する一方、システムが提供する検索結
果画面を要求する。システムは、全画面表示（full screen）を作成するために、十分な
追加の内容によって応答すると共に、局所的な内容に必要なあらゆる追加の処理されたメ
タデータを供給する。ここに示された全ての代表的な実施例において、メタデータの分配
のあらゆる段階でキャッシュすることは、特定の実施に応じて、全く任意である点に注意
が必要である。これに代るものとして、全てのメタデータは、いかなるダウンストリーム
もキャッシュすることなく、マスタメタデータサーバ７００に保存されることができる。
【００５１】
　これらの機能を実行するための代表的な構造は、図８において表される。その中で、分
配サーバ７１４は、更に詳細に示されると共に、マスタメタデータサーバ７００によって
定期的に更新される（キャッシュされた）ローカルＸＭＬデータベース８０２と、例えば
上述のように画面合成を実行する画面形成手段（screen builder）８０４と、要求に応答
してメタデータをローカルデータベース８０２からクライアント装置に送信する画像及び
メタデータ分配手段と、クライアント装置により使用される様々なブラウザに基づいて、
要求と応答を変換するブラウザプロトコルインタフェースとを備える。クライアント装置
８１２から分配サーバ７１４に対する特定の画面に関する要求は、画面形成手段８０４ま
で、クライアントセッションマネージャ８０８を通過し得る。
【００５２】
　クライアント装置８１２、クライアント装置８１４、及びクライアント装置８１６は、
それらが、本発明に基づくインタフェース生成に関して異なって動作することを可能にす
る、増加する能力レベルを備えている。明確に、しかし純粋に、一例として、クライアン
ト装置８１２からクライアント装置８１６は、以下に関して変更することができる。
【００５３】
（１）それらがユーザと情報をやり取りするための表示装置の画面サイズ、及び解像度。
（２）ネットワークの接続性。
（３）ＣＰＵパワー。そして、
（４）保存能力。
【００５４】
　例えば、クライアント装置の表示能力は、５２インチプラズマハイビジョンテレビセッ
トから、２０インチの標準のテレビセットや、携帯電話の表示画面まで変動するであろう
。同様に、分配サーバ７１４、及びそれに接続されたクライアント装置との間のネットワ
ークの接続性は、低速のものから高速のものまで変動すると共に、例えば、どのくらいの
情報を送信するか、そしてその情報を何時送信するかを規定するであろう。より強いクラ
イアントＣＰＵは、より生の情報をダウンロードすると共に、局所的にそれを処理するこ
とができるが、一方、より弱いＣＰＵは、より多くの処理を行うために、サーバ７１４に
依存するであろう。同様に、もしクライアント装置８１２からクライアント装置８１６が
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、更に大きくて、そして利用可能な記憶装置を備えている場合、その場合には、より多く
のデータを使用前にダウンロードして、局所的に保存し、局所的な要求を迅速化すること
ができる。
【００５５】
　様々な種類のクライアント装置のこれらの特徴は、図８において示された異なるクライ
アント装置において例示される。その中で、クライアント装置８１２は、オーバレイ発生
器８１８、及び画面要求手段（screen requester）８２０の機能を有する低価格クライア
ント装置（例えば、“DCT-2000 STB”）を表す。オーバレイ発生器８１８は、クライアン
ト装置８１２におけるユーザインタフェースを生成するために、分配サーバ７１４から受
信されたＭＰＥＧビデオストリームの上に、グラフィックスを配置するように動作するが
、一方、画面要求手段８２０は、画面番号に参照を付ける要求を、ネットワーク通信イン
タフェース８２２を経由して分配サーバ７１４に送信することによって、分配サーバ７１
４が提供する新しい画面を要求する。クライアント装置８１２が、局所的な処理パワー、
及び／または、保存能力を制限したかもしれないので、クライアント装置に接続された表
示装置（図示せず）上に表示されるインタフェース画面のほとんど、もしくは全ては、要
求に応答した分配サーバ７１４によって返信された明白なデータ（例えば、詳細な画面記
述）を用いて生成され得る。適度に強力なクライアント装置８１４（例えば、“DCT-5100
 STB”）は、局所的に特定の画面を生成するために使用できるメタデータ及び／または画
面記述の局所的なキャッシュ８２６と同様に、（例えば、参照特許出願によって組み込ま
れた上述の内容において説明された）拡大縮小自在なブラウザ８２４の局所的な処理の両
方をサポートすることができ得る。クライアント８１４は、それらの接続されたユーザイ
ンタフェース、及び表示装置上のユーザ行動に応答して、全体のインタフェース画面を要
求する代りに、図に示すように、それらのインタフェース画面を生成するために、拡大縮
小情報だけでなく、局所的に保存されない特定の画像も要求することができる。最後に、
更に強力なクライアント装置８１６（例えば、“DCT-6208 STB”）は、ユーザのインタフ
ェースとの可能な対話を予想するメタデータ先取り手段（metadata prefetcher）８２８
を備えることができると共に、画面を生成するために使用されるであろう、次の選択への
有力候補であるメタデータを先取りすることができる。信号伝達の他の組合せ、及び異な
るクライアント装置の能力利用は、同様に、本発明の範囲内にあると共に、図８において
示されたそれらは、全く代表的である。
【００５６】
　本発明の代表的な実施例の別の特徴は、システムによって処理されたメタデータと関連
付けられた権利の取り扱いである。一般的に、興味のある内容（例えば、映画）は、例え
ば、購入ウィンドウ、視聴ウィンドウ、及び／または、コピー制限を含んでいる、内容に
関連付けられたデジタル権利管理の詳細を備えている。しかしながら、メタデータそのも
のは、多くの場合に、それ自身の権利のセットを備えている。本発明に基づくシステム、
及び方法は、同様に、これらのメタデータの権利を管理する。メタデータの権利は、約因
、範囲、及びユーザの種類という属性の種類を含むが、しかし、これに制限されない。約
因は、補償、またはメタデータアクセスのために所定の位置にある必要がある協定に関係
する。範囲は、“どのくらい長い間”、“何回”、または“どの状況で”ということを指
す。ユーザの種類は、権利がユーザ人口の異なるセグメントに適用されることを可能にす
る。
【００５７】
　システムは、リポジトリ４００の一部分であり得るか、もしくはそれと接続されている
と共に、例えば、以下の要素を備えるテーブルにおける属性のセットを通じて、メタデー
タの権利管理を記録する。
【００５８】
（１）ライセンス許諾者。
（２）メタデータ識別子。
（３）ライセンスウィンドウ。
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（４）安全性のレベル。
（５）使用制限規則。
（６）報告規則。
（５'）購読者視聴限界。
（６'）購読者視聴期間。そして、
（７）最大の視聴期間。
【００５９】
　これらの要素は、単に属性のセットではないが、しかし、同様に、規則エンジンによっ
て評価される規則のセットを網羅するということを、このリストは示す。システムは、メ
タデータ処理プロセスにおける様々なポイントにおいて、これらの権利を管理して、適用
する。これの例としては、図５が提供する処理されたメタデータを参照すると、ＨＢＯの
顧客のみによる使用に対して認可されるべきＨＢＯを情報源とするメタデータがある。Ｈ
ＢＯに属さない顧客が、映画“Seabiscuit”と関連付けられた、彼女または彼のユーザイ
ンタフェースにおける、媒体選択の詳細な表示を要求する場合、メタデータ内容を供給す
ることに関与するメタデータサーバ７００、分配サーバ７１４、またはクライアント装置
８１２からクライアント装置８１６は、“Comcast”メタデータソースから列挙された俳
優だけでなく、“Comcast”メタデータソースによって供給された映画解説も使用するで
あろう。両方のソースから来たどんな情報も表示可能であるが、しかし、ＨＢＯによって
提供されただけであるどんな情報も、使用するのに利用可能ではないであろう。
【００６０】
　本発明のこの代表的な実施例において、システムは、権利、及び対応するメタデータを
、原子単位として論理的に扱うことに注意が必要である。メタデータは、その関連する権
利へのアクセスなしでは、供給されることができないか、または転送されることができな
いか、または変換されることができない。この特徴は、対称的なの鍵技術を使用してメタ
データを暗号化することによって、促進される。鍵へのアクセスは、その権利の定義によ
って制御される。メタデータに関するライセンス供与窓（licensing window）の有効期限
が切れるとき、そのメタデータは、全てのデータベース（グローバルデータベース、分配
データベース、ローカルデータベース）から除去される。各要素が局所的なタイマ制御の
使用を通してこれを扱うので、ネットワーク要素の間の通信は必要とされない。分配サー
バは、もし契約終了によって影響を受けた場合、共通のキャッシュされた画面を再形成す
る。
【００６１】
　当業者によって認識されるように、メタデータの権利管理に加えて、媒体内容は、例え
ば、パレンタル制御の優先傾向の形式で、アクセスに関する許可を有することができる。
パレンタル制御は、内容の特性、ユーザの優先傾向、及び内容アクセスコードを含む。本
発明の代表的な実施例によれば、メタデータは、（基本的な内容自体に加えて、）同様に
、パレンタル制御に基づくそれ自身の許可のセットを有することができる。システムは、
例えば、メタデータの表示に関する許容できる内容の等級、禁じられたキーワード、及び
表示の取り扱いに関するユーザの優先傾向を含むメタデータの許可を記録する。メタデー
タのパレンタル制御は、以下の要素を備えているであろう。
【００６２】
（１）表示において許容できない等級。
（２）禁じられたキーワード。
（３）表示において禁止されているメタデータの構成要素（例えば、画像、記述、全ての
フィールド）。そして、
（４）禁止されたメタデータを含む表示を扱うことに関する優先傾向。
【００６３】
　例えば、ユーザは、Ｒ指定の映画に関する映画解説を禁止すると共に、ＮＣ－１７指定
の映画に関する全てのメタデータの記録を禁止するように、メタデータのパレンタル制御
を設定することができる。Ｒ指定の映画及びＮＣ－１７指定の映画の両方を含む映画のリ
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ストを有するインタフェース画面が要求される場合、Ｒ指定の映画はリストに載るであろ
うが、しかし、ＮＣ－１７指定の映画は全くリストに現れないであろう。その場合に、Ｒ
指定の映画の詳細な表示が要求される場合、結果として生じる画面は、映画のタイトル、
公開された年、ジャンル、及び配役を含むであろうが、しかし、本発明の代表的な実施例
に基づくメタデータ制御に応答して、その解説は存在しないであろう。
【００６４】
　本発明の代表的な実施例による禁止されたメタデータを扱うための代表的な処理過程は
、以下のようになる。
【００６５】
１．もし禁止されているものに対するユーザの優先傾向が、個々のフィールドのセットで
ある場合、その場合に、フィールド特有の方法で、それぞれ禁止されたデータ要素を代替
する。
２．もし禁止されたデータがテキストである場合、その場合には、そのテキストを、ブラ
ンク、または、利用可能ならば、ユーザに提供された代替文字列と交換する。
３．もし禁止されたデータが画像である場合、その場合には、その画像を、透き通った画
像または背景画像、あるいは、ユーザによって選択された代替画像と交換する。
４．もし禁止されたデータがオーディオ、またはビデオコンテンツ（例えば、プレビュー
）である場合、その場合には、特定動作を起こさせる画面要素を、代替画像と交換する。
５．もしユーザの優先傾向が全体のメタデータの記録を禁止することである場合、その場
合には、メタデータの記録を参照する表示の種類を検討する。
６．例えば、時間ベースのテレビグリッド（time-based TV grid）のように、もし表示の
種類が示されるのにメタデータの記録を構造上必要とする場合、その場合には、記録の参
照を、リンクされないテキストと交換する。
７．もし利用可能な内容を列挙する表示のように、表示の種類がメタデータの記録のリス
トである場合、その場合には、それが存在しなかったかのように、完全に参照を取り除く
。
【００６６】
　パレンタル制御のアクセスコードが首尾よく提供されたとき、その場合には、全てのメ
タデータが許されることになる。
【００６７】
　更に、メタデータの権利と制御に加えて、本発明に基づくシステムと方法は、同様に、
ユーザ、プログラマ、オペレータ、および広告主の優先傾向を含む、多くの異なる種類の
優先傾向を記録し得る。ユーザの優先傾向は、クライアント－サーバ間の通信を介して扱
われるいくつかの要素、及びクライアントによって自発的に扱われる他の要素を含む。サ
ーバの関与を必要とするものは、アクセス制御のためのＰＩＮ処理、所有権警報（intere
st alert）の表示、及び請求書作成のための報告オプションを含む。一般的表示フィルタ
、及び設定オプション（一般的な遠隔設定、インタフェーススキン（interface skins）
等）は、クライアントによって管理される。プログラマの優先傾向は、サーバの関与を常
に必要とする。そのような優先傾向は、ユーザインタフェーススキン（レイアウト、ブラ
ンド設定）、コンテンツ間の結合、報告オプション、規則ベースのガイド生成（ユーザの
種類／人口統計に基づく）、及びクロスプラットフォーム（cross platform）制御（イン
ターネット、テレビ）を含む。オペレータの優先傾向は、クロスプラットホーム制御が意
味をなさないことを除いて、プログラマの優先傾向のサブセットである。広告主の優先傾
向は、（サーバによって集められると共に、クライアントからの生の情報である）報告オ
プション、動的な規則ベースの広告挿入、及び対話型ツールキットを含む。
【００６８】
　本発明の実施例に基づいたメタデータ処理のための代表的技術を要約するために、図９
のフローチャートがここで参照される。その中で、１つ以上のメタデータソース９００は
、１つ以上のメタデータマスタサーバ７００、分配サーバ７１０～７１４、及び／または
クライアント装置８１２からクライアント装置８１６によって、上述の方法で処理される
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べきメタデータを供給する。これらの機能は、例えば、本発明の代表的な実施例に基づく
一般的メタデータ獲得処理の一部分として、ステップ９０２における、無関係なメタデー
タを取り除くためのフィルタ処理段階と、ステップ９０４における、関連したメタデータ
の正確さを保証するための検証段階と、ステップ９０６における、保存されたメタデータ
セット間の一貫性を提供するための割り当て段階とを含む。その結果生じるメタデータは
、上述のように、データリポジトリ９０８に保存されると共に、増強させられ得る（ステ
ップ９１０）。処理されたメタデータは、その場合に、処理されたメタデータを様々なユ
ーザに提示するために、様々な目的に関して使用され得る。とりわけ、それは、クライア
ント装置からの画面要求９１４に応答してユーザインタフェース画面を生成する（ステッ
プ９１２）ために使用され得る。処理されたメタデータは、同様に、以前に生成された画
面を満たす（ステップ９１４）ために使用され得ると共に、ステップ９１６によって示さ
れるように、この組み込み処理（population process）は、任意に、例えば権利管理、及
び／またはパレンタル制御（parental control）と関連付けられたフィルタ処理を条件と
する。その結果生じる画面は、その場合に、ステップ９１８によって示されたように、ユ
ーザに提示されることができる。本発明が、一緒に実行された２つ以上のステップだけで
なく、図９で例証された個々のステップの各々の特徴を別々に含むということが理解され
るべきである。更に、図９において例証されると共に、この明細書における別の場所で説
明されたステップは、あらゆる所望の順番で実行され得る。
【００６９】
　本発明の代表的な実施例に基づくメタデータを処理するためのシステム、及び方法は、
メモリ装置（図示せず）に含まれる規則のシーケンスを実行するプロセッサによって実行
され得る。そのような規則は、二次データ記憶装置のような他のコンピュータ読み取り可
能な媒体から、メモリ装置の中に読み取られることができる。メモリ装置に含まれる規則
のシーケンスの実行によって、プロセッサは、例えば上述のように動作する。これに代る
実施例において、本発明を実行するために、配線で接続された回路構成が、ソフトウェア
規則の代わりに、もしくはソフトウェア規則と組み合わされて、使用され得る。
【００７０】
　上述の代表的な実施例は、制限的であるよりむしろ、本発明の全ての点で実例となるこ
とを意図している。従って、本発明は、ここに含まれる記述から当業者によって得られ得
る詳細な実行において、多くの変形が可能である。全てのそのような変形、及び修正は、
添付の特許請求の範囲によって定義されたように、本発明の範囲、及び精神の中にあると
考えられる。本願の記述に使用される要素、動作、または規則は、そういうものとして明
白に示されない限り、発明に重要であるか不可欠であるとして解釈されるべきでない。同
様に、ここで使用されるように、冠詞“a”は１つ以上の項目を含むことを意図している
。
【符号の説明】
【００７１】
　４００　　リポジトリ
　４０２～４０８　　ブロック
　４１０　　フィルタ処理プロセス
　４１２　　検証プロセス
　４１４　　増強プロセス
　４１６　　画面合成プロセス
　４２０～４２４　　照会インタフェース（スキーマ独立インタフェース）
　５０２　　メタデータセット
　５０４　　メタデータセット
　５０６　　修正されたメタデータセット
　５０８　　修正されたメタデータセット
　５１０　　統一されたメタデータセット
　５１４　　メタデータセット
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　６００　　レイアウト
　６０２　　画像フィールド
　６０４　　タイトルフィールド
　６０６　　映画情報フィールド
　６０８　　音楽購入ボタン
　６１０　　解説フィールド
　６１２　　配役フィールド
　６２０　　画面
　７００　　マスタメタデータサーバ
　７０２　　キャプチャエンジン
　７０３　　Ｇｌｏｂａｌ ＸＭＬデータベース（マスタメタデータデータベース）
　７０４　　演算処理装置
　７０６　　外部制御手段
　７１０～７１４　　分配サーバ
　７１６　　メディアセンタＰＣ（Media Center PCs）
　７１８　　次世代メディアサーバ（Next-Generation Media Servers）
　７２０　　セットトップボックス（Set-top Boxes：ＳＴＢ）
　８０２　　ローカルＸＭＬデータベース
　８０４　　画面形成手段（screen builder）
　８０８　　クライアントセッションマネージャ
　８１２～８１６　　クライアント装置
　８１８　　オーバレイ発生器
　８２０　　画面要求手段（screen requester）
　８２２　　ネットワーク通信インタフェース
　８２４　　拡大縮小自在なブラウザ
　８２６　　局所的なキャッシュ
　８２８　　メタデータ先取り手段（metadata prefetcher）
　９００　　メタデータソース
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