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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　連続メディアコンテンツセグメントから、複数の保護メディアセグメントを提供するこ
と、
　タイムラインに沿って、前記複数の保護メディアセグメントの間に複数のゲートメディ
アセグメントを順次にインタリーブすることであって、前記タイムラインのプロファイル
は、タイムラインのメディアコンテンツメディアセグメントの時間的順序でゲートメディ
アセグメントがどこに位置するかを示す情報を含むメタデータを含む、前記インタリーブ
すること、
　前記タイムラインのプロファイルの前記メタデータを用いて、前記複数の保護メディア
セグメントの関連する一つに先行して配置されるようにインタリーブされた前記複数のゲ
ートメディアセグメントの各関連する一つへのアクセスに応答して、前記複数の保護メデ
ィアセグメントの各一つへのユーザアクセスを選択的に提供すること、
を備える方法。
【請求項２】
　アクセスを提供することは、ユーザが、前記保護メディアセグメントの少なくとも一部
に少なくとも部分的に基づいてオーディオ及び／又はビデオプレゼンテーションを生成で
きるようにすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ゲートメディアセグメントは、広告を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メディアコンテンツセグメントは、エンコードされたオーディオ及び／又はビデオ
プレゼンテーションを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メディアコンテンツセグメントは、インタラクティブメディアコンテンツを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ゲートメディアセグメントと前記保護メディアセグメントとを関連づけることを更に備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　関連する暗号化キーによって前記複数の保護メディアセグメントを暗号化することを更
に備え、
　前記ユーザアクセスを選択的に提供することは、前記ゲートメディアセグメントへのア
クセスに応答して、前記保護メディアセグメントと関連する暗号化キーを前記ユーザに提
供することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザと関連するコンピューティングプラットフォームに常駐するエージェントを
提供するステップと、
　前記保護メディアセグメントを前記エージェントに伝送するステップと、
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記保護メディアセグメントをエージェントに伝送することは、前記ゲートメディアセ
グメントに少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションの生成が検出されることに応答
して、前記少なくとも一つの保護メディアセグメントを伝送することを更に含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザと関連するユーザプロファイル情報のデータベースを維持すること、
　前記プロファイル情報に少なくとも部分的に基づいて、前記複数の保護メディアセグメ
ントと関連する少なくとも一つのゲートメディアセグメントを提供すること
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザと関連する購買行動に応答して、前記ユーザプロファイル情報を更新するこ
とを更に備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザが行ったコンテンツ選択に応答して、前記ユーザと関連するユーザプロファ
イル情報を更新することを更に備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記保護メディアセグメントは、オーディオ及びビデオ構成要素を含むプレゼンテーシ
ョンのエンコードされた部分を含み、前記ゲートメディアセグメントへのアクセスがない
場合、前記保護メディアセグメントへのアクセスを提供する代案として、前記ビデオ構成
要素の生成を禁止すると同時に、前記オーディオ構成要素の生成を可能にするか、または
前記保護メディアセグメントと関連するティーザプレゼンテーションの生成を可能にする
ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　メディアデバイス上に常駐する、ユーザが、前記保護メディアセグメントの少なくとも
一部に少なくとも部分的に基づいてオーディオ及び／又はビデオプレゼンテーションを生
成するためのアプリケーションを提供することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザアクセスを選択的に提供することは、前記タイムラインのプロファイルの前



(3) JP 5587600 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

記メタデータを用いて前記複数の保護メディアセグメントの関連する一つに先行して配置
されるようにインタリーブされた前記複数のゲートメディアセグメントの各関連する一つ
へのアクセスがない場合、前記ユーザによる前記複数の保護メディアセグメントの各一つ
へのアクセスを禁止することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　メディアデバイスから前記連続メディアコンテンツセグメントの選択を受信すること、
　前記ゲートメディアセグメントと関連する一つ以上のスポンサーから料金を受けること
更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メディアデバイスでアクセスされた前記ゲートメディアセグメントのうち特定の一
つに少なくとも部分的に基づいて前記料金を決定するステップを更に含む、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記メディアデバイスでアクセスされるとき、前記一つ以上のゲートメディアセグメン
トは、前記一つ以上のスポンサーのうち少なくとも一つによって運営される少なくとも一
つのウェブサイトへのリンクを前記メディアデバイス上に表示し、前記表示されたリンク
の選択に少なくとも部分的に基づいて前記料金を決定するステップを更に含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メディアデバイスに常駐する、ユーザが、前記保護メディアセグメントの少なくと
も一部に少なくとも部分的に基づいてオーディオ及び／又はビデオプレゼンテーションを
生成するためのアプリケーションを提供することを更に備える、請求項１６に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記連続メディアコンテンツセグメントの選択と関連する前記メディアデバイスに、前
記複数のゲートメディアセグメント及び前記複数の保護メディアセグメントと関連するメ
タデータを含むタイムラインのプロファイルを伝送することを更に備える、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２１】
　前記メタデータは、前記保護メディアセグメントと関連するリンクアドレスを含む、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記メタデータは、前記ゲートメディアセグメントと関連する継続期間と関連する情報
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも一つの保護メディアセグメントと関連するゲートメディアセグメントに
少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションの生成を検出することに応答して、少なく
とも一つの保護メディアセグメントを前記メディアデバイスにストリーミングすることを
更に備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　プレミアム等級の加入ユーザから受信料を受けること、
　前記プレミアム等級の加入ユーザが、前記関連ゲートメディアセグメントの少なくとも
一部にアクセスしなくても、メディアコンテンツ選択の保護メディアセグメントにアクセ
スできるようにすること
を更に備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　ユーザと関連するユーザプロファイルに少なくとも部分的に基づいて前記ゲートメディ
アセグメントを決定するステップを更に備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ユーザと関連する購買行動に少なくとも部分的に基づいて前記ユーザプロファイル
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を決定することを更に備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ユーザと関連するメディアコンテンツ選択に少なくとも部分的に基づいて前記ユー
ザプロファイルを決定することを更に備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記選択と関連する複数の保護メディアセグメントを識別すること、
　前記保護メディアセグメントと関連する複数のゲートメディアセグメントを識別するこ
と、
　前記ゲートメディアセグメントと関連する一つ以上のスポンサーから料金を受けること
、
を更に備える請求項１６に記載の方法。
【請求項２９】
　装置であって、
　連続メディアコンテンツセグメントから選択された複数の保護メディアセグメントを受
信し、タイムラインに沿って、前記複数の保護メディアセグメントの間に順次インタリー
ブされた複数のゲートメディアセグメントを受信し、ここで、前記タイムラインのプロフ
ァイルは、タイムラインのメディアコンテンツセグメントの時間的順序でゲートメディア
セグメントがどこに位置するかを示す情報を含むメタデータを含み、前記タイムラインの
プロファイルの前記メタデータを用いて、前記複数の保護メディアセグメントの関連する
一つに先行して配置されるようにインタリーブされた前記複数のゲートメディアセグメン
トの各関連する一つへのアクセスに応答して、前記保護メディアセグメントの各一つへの
ユーザアクセスを提供するように適合された、コンピューティングプラットフォームを備
える装置。
【請求項３０】
　前記保護メディアセグメントと関連するゲートメディアセグメントへのアクセスは、前
記ゲートメディアセグメントに少なくとも部分的に基づいてオーディオ及び／又はビデオ
プレゼンテーションを生成することを含む、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記コンピューティングプラットフォームは、インターネットプロトコルに従って、前
記複数の保護メディアセグメントを受信する通信アダプタを含む、請求項２９に記載の装
置。
【請求項３２】
　前記コンピューティングプラットフォームは、前記保護メディアセグメントをメモリに
記憶するように更に適合される、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記コンピューティングプラットフォームは、前記ゲートメディアセグメントのアクセ
スに応答して、前記通信アダプタを介してメッセージを伝送するように更に適合される、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記コンピューティングプラットフォームは、前記メッセージの伝送後に、前記通信ア
ダプタから前記保護メディアセグメントのうち一つを受信するように更に適合される、請
求項３３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示される事項は、メディアコンテンツの配信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書で開示される事項は、２００６年４月２８日に出願された、「ＳＹＳＴＥＭ　
ＡＮＤ／ＯＲ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＮＧ　ＭＥＤＩＡ　ＣＯＮ
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ＴＥＮＴ」と題された米国特許出願第１１／４１３，２７４号に対して優先権を主張し、
上記特許は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　通常、テレビ又はラジオにおける商業放送プログラムは、企業スポンサーを通じて財源
を得てきた。例えば、通常、商業放送プログラムは、テレビ又はラジオショーのようなプ
ログラムセグメントの始まり、終わり又は途中に、広告挿入のため一時中断されている。
コンピュータ技術の発達とメモリのようなコンピュータ部品価格の低下により、コンピュ
ータ技術が広く使われ、個人用コンピュータのような視聴覚システムを通じて、予め録画
されている再生用放送を取得及び記憶できるようになった。例えば、アイチューンズ（ｉ
Ｔｕｎｅｓ）のようなサービスは、ユーザがユーザ料金又は受信料を支払って、インター
ネットから音楽及び／又は視聴覚資料をデジタル方式でダウンロードできるようにした。
また、ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）及びティ
ーボ（ＴｉＶｏ）のような関連サービスは、テレビ放送を簡便に録画し、後で再生するこ
とができるようにした。しかし、これらの装置は、早送りのような特性を有しているため
、再生中に、テレビ視聴者が商業広告セグメントを飛ばすようになり、それによって、ス
ポンサーにとってそのような広告セグメントの価値は低下してしまった。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　以下の図面を参照して非制限的な一部の実施形態を説明するが、同類の図面符号は、別
に特定しない限り、種々の図面にわたって同類部分を示す。
　本明細書全般にわたって、「１つの実施形態」又は「一実施形態」とは、その実施形態
と関連して説明される特別な特性、構造又は特徴が、請求の対象の少なくとも１つの実施
形態に含まれていることを意味する。したがって、この明細書全般にわたって、複数の箇
所に「１つの実施形態」又は「一実施形態」という表現があるとしても、必ずしも同じ実
施形態を示すものではない。また、特別な特性、構造又は特徴が、１つ以上の実施形態と
組み合わされることもできる。
【０００５】
　本明細書で言及する「メディアコンテンツ」は、音及び／又は視覚的イメージのような
環境刺激を示す情報を含む信号及び／又はデータに関するものである。ここで、「メディ
アコンテンツ」、「メディアコンテンツ信号」及び「メディアコンテンツデータ」は、全
般にわたって、相互交替可能に使われる。１つの特定の実施形態において、例えば、メデ
ィアコンテンツ信号は、所定の形式によってエンコードされた信号を含むことができる。
例えば、メディアコンテンツ信号は、オーディオ、ビデオ、テキスト、停止画像及び／又
は他のデータを表すエンコードされた信号を含むことができる。しかし、これらは、メデ
ィアコンテンツ信号の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【０００６】
　一実施形態によれば、メディアコンテンツは、１つ以上の装置に、前記メディアコンテ
ンツでエンコードされた情報に少なくとも部分的に基づいて「プレゼンテーション」を「
レンダリング」させる、特定の形式にエンコードされることができる。前記プレゼンテー
ションは、例えば、前記メディアコンテンツ信号でエンコードされた情報に少なくとも部
分的に基づいて生成されたイメージ、音、他の知覚可能な環境動き及び／又はそれらの組
み合わせを含むことができる。一部の実施形態において、メディアコンテンツは、視聴者
又は聴取者により受動的に受け入れられるプレゼンテーションをレンダリングするのに使
用できる情報を含むこともできる。しかし、メディアコンテンツは、プレゼンテーション
のレンダリングがユーザ及び／又は参加者からの入力に依存したり、影響され得る「イン
タラクティブメディアコンテンツ」を含むことができる。前記インタラクティブメディア
コンテンツは、例えば、インタラクティブゲームを含むことができる。しかし、これらは
、メディアコンテンツ信号に少なくとも部分的に基づいてレンダリングできるプレゼンテ
ーションの単なる実施例であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【０００７】
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　一実施形態によれば、メディアコンテンツセグメントは、「連続的」であり得、そのよ
うな連続メディアコンテンツセグメントに基づくプレゼンテーションのレンダリングは、
単一の連続プレゼンテーションを提供する。前記単一の連続プレゼンテーションは、ある
期間にわたるプレゼンテーションを含むことができ、このとき、その期間にわたって与え
られる情報は相互関連する。ここで、ある期間にわたって与えられた単一の連続プレゼン
テーション内の前記情報は、例えば、主題、共通製作源（例えば、ニュースプログラム情
報の抽象的な集団）、楽譜、プロットライン、イベント、競争的試合又はゲームに基づい
て相互関連し得る。しかし、これらは、単一の連続プレゼンテーションで期間にわたって
与えられた情報が、どのように相互関連するかに関する単なる例示であって、請求の対象
はこれらに限定されない。
【０００８】
　連続メディアコンテンツセグメントからレンダリングされた単一の連続プレゼンテーシ
ョンは、例えば、テレビ放送セグメントとしての３０分放送量の１つのシットコムエピソ
ード、ラジオ放送で再生される１曲の歌、又は１本の全編映画を含むことができる。しか
し、これらは、連続メディアコンテンツセグメントからレンダリングできる単一の連続プ
レゼンテーションの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。単一の連
続プレゼンテーションに関するこれらの特定の実施例において、期間にわたって与えられ
た情報は、上記のように相互関連する。一方、バスケットボール試合のような第１スポー
ツ競技、及び野球試合のような後続の第２スポーツ競技のプレゼンテーションをレンダリ
ングするためのメディアコンテンツセグメントは、関連情報の前記単一の連続プレゼンテ
ーションを提供しない。ここで、第１セグメントのバスケットボール試合の前記プレゼン
テーションは、第２セグメントの野球試合のプレゼンテーションと相互関連しない。
【０００９】
　また、全体のメディアコンテンツセグメントよりも少ないメディアコンテンツの一部に
少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションのレンダリングは、完全なプレゼンテーシ
ョンを提供し得ないという点で、メディアコンテンツセグメントは、「アトミック」であ
り得る。特定の実施例において、大学フットボール試合の４つのクォーターを予め記録す
ることは、アトミックなメディアコンテンツセグメントを含むことができる。４番目のク
ォーターではなく、その前の３つのクォーターのみに基づくプレゼンテーションのレンダ
リングは、完全なプレゼンテーションを提供しない。他の実施例として、９０分放映量の
全編映画を記録することは、最初の６０分放映量のみに対するプレゼンテーションのレン
ダリングが完全なプレゼンテーションを提供しないという点で、アトミックなメディアコ
ンテンツセグメントを構成する。しかし、これらは、アトミックなメディアコンテンツセ
グメントの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００１０】
　他の実施例として、６０分放送量のテレビ放送メディアコンテンツセグメントは、３０
分放送量のシットコムエピソードと、その後に続く３０分放送量のニュースプログラムを
含むことができる。ここで、６０分放送量のテレビ放送セグメントが連続的及びアトミッ
クではない可能性があるが、６０分放送量内の３０分放送量のプログラムは、それぞれ個
別に連続的及びアトミックのメディアコンテンツセグメントを構成する可能性がある。し
かし、これらは、アトミックの及び連続的なメディアコンテンツセグメントの単なる例示
であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００１１】
　本明細書で言及する「ユーザ」は、識別子を含む個人及び／又は団体であって、リソー
スを受信及び／又は採用することができる。請求の対象はこれに限定されないが、特定の
一実施形態において、ユーザは、コンピューティングプラットフォームにホスティングさ
れるアプリケーションと相互作用できる個人であり得る。他の実施形態として、ユーザは
、メディアコンテンツからレンダリングされるプレゼンテーションを経験することができ
る個人でもあり得る。しかし、これらは、ユーザの単なる例示であって、請求の対象はこ
れに限定されない。
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【００１２】
　一実施形態によれば、ユーザは、メディアコンテンツの一部への「アクセス」を有した
り取得たりして、メディアコンテンツと関連する任意の特定機能を行うことができる。特
別な実施形態として、前記アクセスは、メディアコンテンツを検索、操作、編集、記憶、
受信及び／又は伝送し、及び／又は、例えば、コンピューティングプラットフォームを使
用するメディアコンテンツに少なくとも部分的に基づいて、プレゼンテーションをレンダ
リングするなどの特定機能を行うユーザの能力を含むことができる。しかし、これらは、
ユーザが取得したアクセスと関連し得るメディアコンテンツに関する特定機能の単なる例
示であって、請求の対象はこれに限定されない。文脈によっては、前記アクセスは、これ
らの機能のうち、他のものへのアクセスとは関係なく、特定の１つ以上のこれらの機能と
関連して定義できる。したがって、ユーザは、メディアコンテンツを検索及び／又は編集
する機能を必ずしも持たなくても、メディアコンテンツに少なくとも部分的に基づいてプ
レゼンテーションをレンダリングする機能を取得することで、メディアコンテンツへの「
アクセス」を取得することができる。他の文脈において、メディアコンテンツへの「アク
セス」は、上記特定機能のうち１つを行う行動を意味することがある。しかし、これらは
、ユーザがメディアコンテンツにアクセスし得る方法の単なる例示であって、請求の対象
はこれに限定されない。
【００１３】
　放送局は、米国内の視聴者に数十年間、地域ラジオ周波数リンクを介して、そして、近
来には、ケーブル、無線リンク及び衛星リンクを介して、視聴覚コンテンツを配信してき
た。そのような伝統的な配信方法を用いて、伝統的に、放送局は、プログラム途中の予定
されている間に、スポンサーのための広告を提供することで、スポンサーから収益を得て
きた。伝統的なテレビ放送において、例えば、商業的スポットは、３０分放送量のプログ
ラムセグメントの間中に組み入れることができる。商業的スポットは、ラジオ放送の間中
にも同様に予定される。
【００１４】
　インターネット技術の進歩は、商業テレビ又はラジオのような伝統的な放送チャネルを
介して配信するように留保されてきたデジタルメディアコンテンツの配信を可能にした。
アイチューンズのような一部のオンラインコンテンツ配信者は、広告収益の代わりに、例
えば、メディアコンテンツを記憶装置にダウンロードしたり記憶したりすることで、ユー
ザが、メディアコンテンツにアクセスする機能に対して料金を支払うメカニズムを確立し
た。以後に、ユーザは、記憶したメディアコンテンツに基づいてプレゼンテーションを再
生及び／又はレンダリングすることができる。例えば、ユーザは、ダウンロードしたメデ
ィアコンテンツを再生するために、ユーザがアクセス可能な大容量の記憶装置に記憶する
デジタルメディアコンテンツを配信者のウェブサイトからダウンロードするための支払い
に用いられるクレジットカード情報を提供することで、オンライン配信者と契約すること
ができる。しかし、前記方法は、煩わしくて扱いにくく、ユーザが個人のクレジットカー
ド情報をオンラインコンテンツ配信者に提供することに依存する。
【００１５】
　ユーザが、メディアコンテンツのダウンロードのために支払う他の方法は、ダウンロー
ドしたメディアコンテンツの選択されたセグメントに、スポンサーからの聴覚的及び／又
は視覚的広告を挿入することを含むことができる。したがって、オンライン配信者は、ダ
ウンロードされたコンテンツ上の広告スポットに対して、スポンサーから広告収益を得る
ことができる。ダウンロードされたコンテンツが通常デジタル形式で扱いやすい（例えば
、デジタルメディアプレーヤー又はデジタル編集の早送り特性を用いること）と仮定すれ
ば、オンライン配信者は、ユーザが実際に広告スポットを見たり聞いたりすることを確信
できないので、スポンサーは、前記広告スポットが魅力的あるいは価値のあるものと認め
ることができない。
【００１６】
　請求の対象はこれに限定されないが、一実施形態によれば、インターネットからダウン
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ロードしたメディアコンテンツは、ユーザの所望するプレゼンテーションの一部セグメン
トと、メディアコンテンツ配信者及び／又はスポンサーによって要求されるユーザへのプ
レゼンテーションの他のセグメントとを含むことができる。ここで、特定の実施形態とし
て、ユーザが所望する一部メディアコンテンツのプレゼンテーション及び／又はそこへの
アクセスは、配信者及び／又はスポンサーが要求する通り、ユーザへの他のメディアコン
テンツセグメントのプレゼンテーションで調整できる。したがって、メディアコンテンツ
配信者は、特定のメディアコンテンツにアクセスする個人が特定のコンテンツ（例えば、
広告）に晒される可能性があるという点を、広告スポンサーに確信させることができる。
【００１７】
　ここで言及する「命令」は、１つ以上の論理演算を示す表現に関する。例えば、命令は
、１つ以上のデータオブジェクトに対して１つ以上の演算を行う機械によって解析可能な
ため、「機械可読」なものであり得る。しかし、これは、命令の単なる例示であって、請
求の対象はこれに限定されない。他の実施例において、ここで言及する命令は、エンコー
ドされたコマンドからなるコマンドセットを有するプロセス回路によって行われ得るエン
コードされたコマンドに関するものであり得る。前記命令は、プロセス回路によって理解
できる機械語の形態にエンコードできる。しかし、これらは、命令の単なる例示であって
、請求の対象はこれに限定されない。
【００１８】
　ここで言及する「記憶媒体」は、１つ以上の機械によって認識可能な表現を管理できる
媒体に関する。例えば、記憶媒体は、機械可読命令及び／又は情報を記憶する１つ以上の
記憶装置を含むことができる。前記記憶装置は、例えば、磁気、光学又は半導体の記憶媒
体を含む多様な媒体のいずれか１つを含むことができる。しかし、これらは、記憶媒体の
単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００１９】
　別に特定しない限り、後記することから明らかになるように、この明細書全般にわたっ
て、「プロセス」、「コンピューティング」、「計算」、「選択」、「形成」、「イネー
ブル」、「禁止」、「レンダリング」、「ダウンロード」、「識別」、「初期化」、「ク
エリー」、「取得」、「ホスティング」、「管理」、「表現」、「修正」、「受信」、「
伝送」、「決定」などのような用語を用いる掲示は、コンピュータ又は類似の電子計算装
置のようなコンピューティングプラットフォームによって行うことができ、コンピューテ
ィングプラットフォームのプロセッサ、メモリ、レジスタ、及び／又は他の情報記憶、伝
送、受信及び／又は表示装置内で、物理電子及び／又は磁気量、及び／又は他の物理量と
して表されるデータを調整及び／又は変形する動作及び／又はプロセスを示す。前記動作
及び／又はプロセスは、記憶媒体に記憶されている機械可読命令の制御下でコンピューテ
ィングプラットフォームによって行うことができる。また、別に特定しない限り、フロー
チャートなどを参照してここで説明するプロセスも、前記コンピューティングプラットフ
ォームによって全体的に又は部分的に実行及び／又は制御できる。
【００２０】
　ここで言及する「コンピュータプログラム」は、実行時、コンピューティングプラット
フォーム及び／又は機械を所定の方式で動作させる命令の組織化されたリストに関する。
ここで、例えば、コンピュータプログラムは、コンピューティングプラットフォームによ
って実行可能で、１つ以上の所望する作業を行う機械可読命令を含むことができる。請求
の対象はこれらに限定されないが、特定の一実施形態において、コンピュータプログラム
は、そのプログラムの実行が、入力に少なくとも部分的に基づく出力を提供し得るように
、入力及び出力を定義することができる。しかし、これらは、コンピュータプログラムの
単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００２１】
　一実施形態によれば、コンピュータプログラムは、コンピュータプログラムの統合され
た部分として実行可能な命令を含む１つ以上の「ソフトウェア構成要素」を含むことがで
きる。ここで、例えば、コンピュータプログラムは、そのコンピュータプログラムの関連
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機能を行うために、個々に作られた多重のソフトウェア構成要素を含むことができる。ま
た、機能するコンピュータプログラムを提供するために、異なる構成要素を統合すること
ができる。しかし、これらは、コンピュータプログラムの単なる例示であって、請求の対
象はこれらに限定されない。
【００２２】
　ここで言及する「アプリケーション」は、所望する結果及び／又は動作を提供すること
ができるコンピュータプログラム又はコンピュータプログラムのグループに関する。例え
ば、特定の実施形態において、前記アプリケーションは、ユーザにサービス及び／又はリ
ソースを提供することに関連して作業を行う１つ以上のコンピュータプログラムを含むこ
とができる。請求の対象はこれらに限定されないが、例えば、アプリケーションは、デー
タベースプログラム、スプレッドシート、ワードプロセッサ、そしてネットワークブラウ
ザ、電子メール、インタラクティブゲーム、ビデオ及び／又は画像プロセスプログラム、
メディアプレゼンテーションプログラム、カレンダ、財務アプリケーションソフトウェア
、在庫管理システムなどを介してアクセス可能なコンピュータプログラムなどのような、
１つ以上のエンドユーザコンピュータプログラムを含むことができる。しかし、これらは
、アプリケーションの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００２３】
　特定の一実施形態として、アプリケーションは、プレゼンテーションをレンダリングす
るために、メディアコンテンツを処理できる「レンダリング・アプリケーション」を含む
ことができる。例えば、前記レンダリング・アプリケーションは、エンコード及び／又は
圧縮されたメディアコンテンツデータのようなメディアデータから抽出された情報に少な
くとも部分的に基づいて、１つ以上の出力装置上に、前記プレゼンテーションをレンダリ
ングすることができる。他の実施例として、レンダリング・アプリケーションは、１つ以
上の条件及び／又はイベントに少なくとも部分的に基づいて、メディアコンテンツへのア
クセスを制御するように構成できる。しかし、これらは、レンダリング・アプリケーショ
ンの単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００２４】
　ここで言及する「ウェブアプリケーション」は、インターネットプロトコル（ＩＰ）基
盤を介して互いに通信する多重のソフトウェア構成要素を含むアプリケーションに関する
。請求の対象はこれらに限定されないが、特定の一実施形態として、ウェブアプリケーシ
ョンのソフトウェア構成要素は、例えば、様々なマークアップ言語のうち１つを含む様々
な標準形式のうちの１つを用いて、ＩＰ基盤に文書を伝送することができる。しかし、こ
れは、ウェブアプリケーションの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されな
い。
【００２５】
　一実施形態において、コンピューティングプラットフォームは、そのコンピューティン
グプラットフォーム及びネットワーク上で行われるプロセス間の通信を活性化させるため
に、１つ以上の「通信アダプタ」を含むことができる。前記通信アダプタは、通信チャネ
ル及び／又はデータリンクに情報を伝送し及び／又はそこから情報を受信できる装置を含
むことができる。特定の一実施形態として、例えば、通信アダプタは、所定の通信プロト
コルに従って、データ伝送メディアに情報を伝送し及び／又はそこから情報を受信するこ
とができる。しかし、これは、通信アダプタの単なる例示であって、請求の対象はこれに
限定されない。
【００２６】
　一実施形態によれば、メディアコンテンツ信号は、ユーザ又は視聴者へのプレゼンテー
ションと関連して、時間的に定義される情報を含むことができる。特定の実施形態として
、例えば、ビデオ構成要素を含むメディアコンテンツ信号は、時変視覚的プレゼンテーシ
ョンの一部に時間的に参照される連続フレームを含むことができる。他の特定の実施形態
として、オーディオ構成要素を含むメディアコンテンツ信号は、聴覚的プレゼンテーショ
ンの一部に時間的に参照される連続セグメントを含むことができる。しかし、これらは、
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メディアコンテンツ信号がプレゼンテーションの一部に時間的に参照されるセグメントを
どのように含み得るかに関する単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない
。
【００２７】
　一実施形態によれば、コンテンツ信号は、そのコンテンツ信号を「ストリーミング」す
ることで、発信元からあて先まで伝送でき、このとき、そのプレゼンテーションの後続部
分をレンダリングするために、後続の時間的参照部分がメディアデバイスに完全に伝送及
び／又は伝達される前に、そのコンテンツ信号の第１時間的参照部分がメディアデバイス
に使われてプレゼンテーションの第１部分をレンダリングする。特定の実施形態として、
例えば、メディアデバイスは、そのメディアデバイスで、ビデオ信号の完全な後部分の受
信及び／又は伝達の前に、ストリーミングされたビデオ信号の前部分のイメージを表示す
ることができる。同様に、メディアデバイスは、そのメディアデバイスに伝送及び／又は
伝達されるオーディオ信号の後部分の受信及び／又は伝達の前に、ストリーミングされた
オーディオ信号の前部分に少なくとも部分的に基づいて音を発生させることができる。し
かし、これらは、コンテンツ信号がメディアデバイスにストリーミングされる方法の単な
る例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００２８】
　一実施形態によれば、メディアコンテンツは、ユーザによるアクセスが制御できる、１
つ以上の「保護されているメディアコンテンツセグメント」を含むことができる。ここで
、例えば、保護されているメディアコンテンツセグメントへのユーザのアクセス（例えば
、上記特定機能を提供するために）は、所定の条件下で及び／又は特定のイベントに応じ
て提供できる。他の方法では、保護されているメディアコンテンツセグメントへの前記ユ
ーザのアクセスは、前記所定の条件及び／又はイベントがなければ、禁止され得る。しか
し、これらは、保護されているメディアコンテンツセグメントの単なる例示であって、請
求の対象はこれらに限定されない。以下、「保護セグメント」は、「保護されているメデ
ィアコンテンツセグメント」と同義的に使われる。
【００２９】
　本明細書で言及する「ゲートメディアコンテンツセグメント」は、保護されているメデ
ィアコンテンツセグメントへのアクセスを取得するために、ユーザがアクセスできるメデ
ィアコンテンツに関する。特定の一実施例として、ユーザは、例えば、ゲートメディアコ
ンテンツセグメントに少なくとも部分的に基づいてプレゼンテーションをレンダリングす
ることで、ゲートメディアコンテンツ信号にアクセスすることができる。前記ゲートメデ
ィアコンテンツセグメントに少なくとも部分的に基づいて前記プレゼンテーションをレン
ダリングすることで、ユーザは、関連する保護セグメントへのアクセスを取得することが
できる。ここで、前記ゲートメディアコンテンツセグメントに少なくとも部分的に基づい
てレンダリングされる前記プレゼンテーションは、ユーザに対する広告を含むことができ
る。特定の実施形態として、メディアコンテンツ配信者は、ゲートメディアコンテンツセ
グメントから広告プレゼンテーションをレンダリングすることを、関連する保護セグメン
トへのアクセスを取得するための先行条件として設定することができる。しかし、これは
、ゲートメディアコンテンツセグメントの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限
定されない。以下、「ゲートセグメント」は、「ゲートメディアコンテンツセグメント」
と交替して使用可能である。
【００３０】
　ここで言及する「エージェント」は、第１装置上で行われ、ネットワークを介して、又
はネットワークとは無関係に第２装置と通信できるプロセスに関する。特定の一実施形態
として、例えば、エージェントプロセスは、第１装置、該装置のユーザ及び／又はプログ
ラムと関連する情報を収集し、その収集した情報を第２装置に伝送することを可能にし得
る。他の実施形態として、エージェントは、第２装置から情報及び／又は制御信号を受信
し、第１装置と関連する任意の動作を取ることができる。しかし、これらは、エージェン
トが装置間の通信を活性化させる方法の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定
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されない。
【００３１】
　つまり、メディアコンテンツの一部は、１つ以上の保護セグメントを含むセグメントに
分割できる。ユーザには、関連するゲートセグメントへのアクセスに応答して、保護され
ているコンテンツメディアセグメントのうち少なくとも１つへのアクセスが選択的に与え
られる。他の方法では、前記ユーザには、関連するゲートメディアセグメントにアクセス
するまで、保護セグメントへのアクセスを取得することが禁止される。しかし、これらは
、単に例示的な実施形態であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００３２】
　図１は、ネットワーク１２を介してメディアデバイス１８にメディアコンテンツを配信
するシステム１０の概略図である。ネットワーク１２は、例えば、ケーブル配線（例えば
、光ファイバ、撚線、同軸ケーブル）、衛星伝送リンク又は地上無線伝送リンクのような
１つ以上のデータ伝送メディアを採用することができる。しかし、これらは、ネットワー
クで情報を伝送するのに使用できる伝送メディアの単なる例示であって、請求の対象はこ
れに限定されない。また、ネットワーク１２は、例えば、インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）、非同期伝送モード（ＡＴＭ）及び／又は無線伝送リンクに使用できるように構成さ
れた通信プロトコルのように、発信元とあて先とに情報を伝送する１つ以上の通信プロト
コルを採用することができる。しかし、これらは、ネットワークにおいて発信元とあて先
との間で情報を伝送するのに使用できる通信プロトコルの単なる例示であって、請求の対
象はこれらに限定されない。また、これは、メディアコンテンツをメディアデバイスに配
信するのに使用できるネットワークの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定さ
れない。
【００３３】
　サーバ１４は、ユーザ（図示せず）へのプレゼンテーションをレンダリングするために
、メディアデバイス１８によって使用できるメモリ（図示せず）にメディアコンテンツデ
ータを記憶することができる。前記メディアコンテンツは、例えば、エンコードされたバ
ージョン（デジタル方式又はその他の方式）の音楽作品、写真、映画、電子ゲーム、ライ
ブビデオ及び／又は録画ビデオ（例えば、テレビ生放送及び／又はテレビ録画放送）、ラ
イブオーディオ及び／又は録音オーディオ（例えば、ライブラジオ及び／又は録音ラジオ
）、オンラインコンテンツ（例えば、オンラインラジオ放送及び／又はオンラインテレビ
放送）などを含むことができる。しかし、これらは、メディアコンテンツの単なる例示で
あって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００３４】
　図１に示す特定の実施形態において、メディアデバイス１８は、通信アダプタ（図示せ
ず）、セットトップボックス（図示せず）、モデム（図示せず）及び／又は、データ伝送
ネットワークの１つ以上の発信元からメディアコンテンツデータを受信（例えば、上記イ
ンターネットプロトコルに従って）する他の通信装置を含むことができる。他の実施形態
として、メディアデバイス１８は、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、磁気ディスク、
ＵＳＢフラッシュ装置などのように、物理的に挿入可能な記憶媒体のような他の発信元か
らコンテンツデータを受信することができる。しかし、これらは、メディアデバイスが、
ユーザへのプレゼンテーションをレンダリングするのに使用できるメディアコンテンツデ
ータを取得する方法の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００３５】
　メディアデバイス１８は、例えば、エンコードされた情報に応じて、音及び／又はイメ
ージのような環境刺激を発生させることができる。例えば、メディアデバイス１８は、所
定のエンコード形式によってエンコードされるデータに少なくとも部分的に基づいて、ビ
デオイメージ、音楽及び／又は他のオーディオ信号を再生することができる。一実施形態
として、メディアデバイス１８は、例えば、視聴者及び／又はユーザへのプレゼンテーシ
ョンの一部として環境刺激を発生させるディスプレイ（図示せず）及び／又はスピーカ（
図示せず）のような１つ以上の出力装置を含むことができる。他の方法では、メディアデ
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バイス１８は、必ずしも前記出力装置を含む必要はなく、その代わりに、前記出力装置と
接続できて、そのような環境刺激を発生させる１つ以上の信号を提供することができる。
しかし、これらは、メディアデバイスの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定
されない。
【００３６】
　一実施形態によれば、メディアデバイス１８は、特に、中央演算処理装置、システムメ
モリ、及び上記インターネットプロトコルのような通信プロトコルに従って、情報を伝送
及び／又は受信できる通信アダプタを含む、コンピューティングプラットフォームを含む
ことができる。このように、メディアデバイス１８は、システムメモリのような記憶媒体
に記憶されている機械可読命令を行うことで、１つ以上のプロセスをホスティングするこ
とができる。また、メディアデバイス１８は、例えば、マイクロソフト社販売のＷｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）のバージョン、アップルコンピュータ社販売のマッキントッシュＯＳ
（オペレーティングシステム）のバージョン、リナックスＯＳのバージョン（例えば、任
意の埋め込みプラットフォーム）、携帯端末用ＯＳ及び／又はゲームプラットフォーム（
例えば、ソニー社のプレイステーションなど）、又は通信アダプタ（例えば、ＩＰプロト
コルに従って）又は取り外し可能な記憶媒体を介して情報を受信できるプラットフォーム
にホスティングされる他のＯＳをホスティングすることができる。しかし、これらは、メ
ディアデバイスにホスティングできるＯＳの単なる例示であって、請求の対象はこれらに
限定されない。
【００３７】
　一実施形態によれば、サーバ１４は、同様に、例えば、上記インターネットプロトコル
のような通信プロトコルに従って、データ伝送ネットワークを介してメディアデバイス１
８に情報を伝送し及び／又はそこから情報を受信する１つ以上の通信アダプタ（図示せず
）を含むコンピューティングプラットフォームを有することができる。また、サーバ１４
は、例えば、１つ以上のハードディスクメモリ装置、光学記憶媒体、フラッシュメモリな
どを含むメディアコンテンツデータを記憶する１つ以上のメモリ装置（図示せず）を含む
ことができる。しかし、これらは、配信用メディアコンテンツを記憶するために、メモリ
として使用できる装置の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。他の
実施形態として、サーバ１４は、ネットワークに接続されている装置にメディアコンテン
ツデータをストリーミングできる専用のネットワーク記憶サーバ（図示せず）を含むこと
ができる。しかし、これは、ネットワークに接続されている他の装置にメディアコンテン
ツデータを提供することができるサーバの他の単なる例示であって、請求の対象はこれら
に限定されない。
【００３８】
　一実施形態によれば、サーバ１４は、例えば、ＧＩＦ、ＴＩＦＦ、ＪＰＥＧ、ＪＰＥＧ
２０００、ＢＭＰ、ＰＮＧ、ＭＰＥＧ１／２／４、ＷＭＶ、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｖ
Ｃ－１、ＤｉｖＸ、Ｘｖｉｄ、Ｒｅａｌ　Ｖｉｄｅｏ、Ｎｅｒｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ、Ｏｎ
２、ＶＰ６、ＶＰ７及びＱｕｉｃｋＴｉｍｅなどのバージョンのような様々なデジタルエ
ンコード形式のうち１つからなるメディアコンテンツを記憶することができる。サーバ１
４は、まだ開発されていないエンコード形式からなる前記メディアコンテンツを記憶する
こともできることを理解されたい。しかし、これらは、コンテンツデータの特定の実施形
態による記憶及び／又はフォーマット方法の単なる例示であって、請求の対象はこれらに
限定されない。
【００３９】
　メディアデバイス１８は、例えば、ＭＰ３プレーヤーのような携帯型音楽プレーヤー、
ゲームプラットフォーム、テレビ、セットトップボックス、ディスプレイ、個人用コンピ
ュータ、携帯型メディアプレーヤー、携帯端末のような様々なメディアデバイスのうち１
つ、及び／又は少なくとも部分的にメディアコンテンツに基づいて、ユーザへのプレゼン
テーションをレンダリングできる他のタイプの装置を含むことができる。他の方法では、
上記のように、メディアデバイス１８は、メディアデバイス１８に接続されている１つ以
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上の出力装置（ディスプレイ及び／又はスピーカなど）を介して、少なくとも部分的にメ
ディアコンテンツに基づいて前記プレゼンテーションをレンダリングすることができる。
したがって、メディアデバイス１８は、１つ以上の上記デジタルエンコード形式からなる
メディアコンテンツからプレゼンテーションをレンダリングすることができる。しかし、
これらは、メディアデバイスの単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない
。
【００４０】
　一実施形態によれば、メディアデバイス１８は、レンダリング・アプリケーションを含
む１つ以上のアプリケーションをホスティングするコンピューティングプラットフォーム
を含むことができる。前記コンピューティングプラットフォームは、例えば、ポインティ
ング装置（例えば、マウス、トラックボール又はジョイスティック）、サムホイール、遠
隔制御及び／又はコンソール入力からのユーザ入力に応答するグラフィックユーザインタ
フェースのような様々なユーザインタフェースのいずれか１つを含むことができる。また
、メディアデバイス１８は、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）に従って、サ
ーバ１４と通信できるウェブブラウザをホスティングすることができる。しかし、これら
は、特定の実施形態によってコンピューティングプラットフォームがメディアデバイスを
提供する方法の単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００４１】
　請求の対象はこれに限定されないが、一実施形態によれば、メディアデバイス１８は、
サーバ１４から取得したメディアコンテンツから、ユーザへのプレゼンテーションのレン
ダリングを制御し及び／又は影響を与えるために、特に、サーバ１４と通信できるエージ
ェントをホスティングすることができる。特定の実施形態において、前記エージェントは
、メディアデバイス１８によってホスティングされるウェブブラウザによって支援され、
及び／又はそれを介してアクセス可能なレンダリング・アプリケーションを含むことがで
きる。ここで、例えば、前記エージェントは、ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）
の選択によってウェブブラウザで受信したユーザ選択に応答して、サーバ１４から受信し
た機械可読命令からメディアデバイス１８に立ち上げることができる。しかし、他の実施
形態として、メディアデバイス１８は、ウェブブラウザとは無関係にユーザへのプレゼン
テーションのレンダリングを制御し及び／又は影響を与えるレンダリング・アプリケーシ
ョンをホスティングすることができる。ここで、例えば、前記レンダリング・アプリケー
ションは、メディアデバイス１８上のウェブブラウザがサーバ１４と通信するか否かとは
無関係に、ユーザが（例えば、サーバ１４からストリーミングされ、ダウンロード及び記
憶されている）メディアコンテンツに基づくプレゼンテーションをレンダリングすること
ができるようにする。請求の対象はこれに限定されないが、特定の一実施形態によって後
述するように、レンダリング・アプリケーションは、保護セグメントを含むメディアコン
テンツの特定の部分に、ユーザが条件に従ってアクセスできるようにする。
【００４２】
　一実施形態によれば、メディアデバイス１８は、複数の保護セグメントに分割されるメ
ディアコンテンツを受信することができる。請求の対象はこれに限定されないが、特定の
一実施形態において、メディアデバイス１８は、上記のように、ネットワーク１２を介し
てサーバ１４から前記メディアコンテンツを受信することができる。他の方法では、上記
のように、メディアデバイス１８は、メディアデバイス１８に接続及び／又はそれに挿入
されている記憶装置から前記メディアコンテンツを受信することができる。しかし、これ
らは、メディアデバイスがユーザへのプレゼンテーションをレンダリングするために、メ
ディアコンテンツを受信する方法の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定され
ない。
【００４３】
　一実施形態として、メディアデバイス１８にホスティングされるレンダリング・アプリ
ケーションは、図２Ａに示すように、ディスプレイ１１０を提供することができる。請求
の対象はこれに限定されないが、特定の実施形態において、前記レンダリング・アプリケ
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ーションは、コンピューティングプラットフォームによって支援されるグラフィックユー
ザインタフェース（ＧＵＩ）からユーザ入力を受信することができる。ここで、例えば、
ユーザは、ポインティング装置（例えば、マウス、トラックボール、ジョイスティック、
サムホイール、遠隔制御、ゲーム周辺機器）を動作させて、ディスプレイ１１０に現れた
項目上にカーソルを移動させて「クリック」し選択することで、入力を行うことができる
。また、前記ＧＵＩは、ポインティング装置を介して提供される入力とは無関係に又はそ
れと組み合わせて、キーボード（図示せず）からのテキスト入力及び／又はマイク（図示
せず）からの音声作動コマンドを受信することができる。しかし、これらは、レンダリン
グ・アプリケーションがユーザ入力を受信する方法の単なる例示であって、請求の対象は
これに限定されない。
【００４４】
　ここで、ディスプレイ１１０には、再生ボタン１１４、一時停止ボタン１１６、停止ボ
タン１３２、早送りボタン１２０及び巻戻しボタン１２２が表示される。例えば、ポイン
ティング装置を使って、ディスプレイ１１０においてこれらの項目のうち１つを選択する
と、ホスティングされたレンダリング・アプリケーションで上記動作を始めることができ
る。タイトル１２４は、再生されているか又は再生する準備ができているコンテンツの選
択を表すことができる。イメージ部分１３４は、静止画又は動画をレンダリングするため
に使用できる。特定の実施形態において、タイムライン１１２は、始まり１２８から終わ
り１３０までのメディアコンテンツに対するレンダリング・アプリケーションの時間状態
を表すことができる。
【００４５】
　例えば、再生ボタン１１４の選択に応答して、関連するレンダリング・アプリケーショ
ンが「再生」状態の間に、タイムライン１１２は、メディアコンテンツからのプレゼンテ
ーションのレンダリングの時間的進行を表すために、線状目盛を提供し、このとき、イン
ジケータ１２６は、レンダリング・アプリケーションが現在再生している時間的進行（又
は例えば、一時停止状態では再生する位置）を表示することができる。レンダリング・ア
プリケーションが再生状態の間に、インジケータ１２６が終わり１３０に至るかあるいは
ユーザが一時停止ボタン１１６又は停止ボタン１３２を選択するまでは、プレゼンテーシ
ョンがレンダリングされている間、インジケータ１２６はタイムライン１１２に沿って終
わり１３０へ移動することができる。メディアコンテンツを再生するか又は再生していな
いとき、ユーザは、早送りボタンを選択して、インジケータ１２６を始まり１２８から終
わり１３０に向って移動させることができ、また、巻戻しボタン１２２を選択して、イン
ジケータ１２６を終わり１３０から始まり１２８に向って移動させることができる。他の
方法では、ユーザは、タイムライン１１２に沿ってインジケータ１２６をクリック・アン
ド・ドラッグすることで、インジケータ１２６を移動させることができる。タイムライン
１１２に沿ったインジケータ１２６のそのような移動に応じて、レンダリング・アプリケ
ーションは、タイムライン１１２に沿って移動したインジケータ１２６の位置によって示
される時間的位置地点におけるメディアコンテンツを再生し始めることができる。
【００４６】
　一実施形態によれば、タイムライン１１２によって表示されるメディアコンテンツは、
複数の保護セグメントに分割できる。特定の実施形態によれば、保護セグメントへのアク
セスを取得するために、ユーザは、保護セグメントと関連するゲートセグメントに先にア
クセスすることがある。ここで、例えば、ゲートセグメントへの前記アクセスは、保護セ
グメントへアクセスするための先行条件として設定できる。例えば、ゲートセグメントへ
の前記アクセスは、ゲートセグメントに少なくとも部分的に基づいてユーザへのプレゼン
テーション（例えば、有料の広告）をレンダリングすることを含むことができる。図２Ａ
に示すように、タイムライン１１２によって表示されたメディアコンテンツは、関連する
ゲートセグメント１０４が前に位置する、複数の連続的な保護セグメント１０２に分割さ
れる。ここで、前記保護セグメント１０２は、ゲートセグメント１０４によって順次にイ
ンタリーブされる。前記メディアコンテンツは、例えば、上記エンコード形式のいずれか
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１つに従ってエンコードされたオーディオプレゼンテーション、ビデオプレゼンテーショ
ン、又はオーディオ及びビデオプレゼンテーションの組み合わせのように、連続的でかつ
時変のプレゼンテーションとしてレンダリング・アプリケーションをレンダリングするた
めに使用できるコンテンツデータを含むことができる。例えば、保護セグメント１０２ａ
は、保護セグメント１０２ｂのプレゼンテーションに先行するプレゼンテーションの部分
を表すことができる。同様に、保護セグメント１０２ｂは、保護セグメント１０２ｃのプ
レゼンテーションに先行するプレゼンテーションの部分を表すことができる。したがって
、タイムライン１１２によって表示されるメディアコンテンツと関連する時間的進行にお
いて、左側から右側へ、保護セグメント１０２ａは保護セグメント１０２ｂに先行し、保
護セグメント１０２ｂは保護セグメント１０２ｃに先行する。
【００４７】
　請求の対象はこれに限定されないが、特定の実施形態によれば、保護セグメント１０２
は、連続的及び／又はアトミックなメディアセグメントから選択できる。このように、保
護セグメント１０２は、例えば、テレビシットコムの完全なエピソード、完全なニュース
プログラム、完全なスポーツ競技などのような、同じプレゼンテーションの異なる部分を
含むことができる。保護セグメント１０２は、同じ連続メディアセグメントから選択でき
るが、前記連続メディアセグメントの全ての部分が保護セグメント１０２に必ずしも含ま
れる必要はないことを理解されたい。このとき、例えば、前記連続メディアセグメントの
一部は、保護されないまま残っており、ゲートセグメントに先にアクセスしなくても、ユ
ーザがアクセス可能である可能性がある。
【００４８】
　図２Ａに示す特定の実施形態において、関連するゲートセグメント１０４は、保護セグ
メント１０２に先行する。ここで、ユーザは、例えば、関連するゲートメディアセグメン
ト１０４に少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションをレンダリングすることで、そ
の関連するゲートセグメント１０４に先にアクセスした後に、保護されているメディアセ
グメント１０２にアクセスすることができる。請求の対象はこれに限定されないが、特定
の実施例として、保護セグメント１０２は、予め録画されているテレビ番組のエピソード
部分を含むことができ、ゲートセグメント１０４は、支払いをしたスポンサーによって提
供される広告を含むことができる。この特定の実施例において、関連するゲートセグメン
ト１０４の前記レンダリングは、商業広告のプレゼンテーションを含むことができる。こ
の関連するゲートセグメント１０４にユーザが先にアクセスしないと、レンダリング・ア
プリケーションは、エピソードの関連する部分のプレゼンテーションに対する関連する保
護メディアセグメント１０２にユーザがアクセスできないようにする可能性がある。プレ
ゼンテーションのレンダリングにおいて、保護セグメント１０２を調査、検索、操作、使
用及び／又は別にアクセスするために、例えば、ユーザは、関連するゲートセグメント１
０４に少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションを先にレンダリングすることができ
る。
【００４９】
　一実施形態によれば、レンダリング・アプリケーションは、ユーザが、ゲートセグメン
ト１０４に再度アクセスしなくても、関連するゲートセグメント１０４への初期のアクセ
ス後に、保護セグメント１０２にまたアクセスできるようにする。例えば、保護セグメン
ト１０４のプレゼンテーション後に、ユーザは、関連するゲートセグメント１０２からの
プレゼンテーションを再度レンダリングしなくても、保護セグメント１０４の始まり又は
途中にインジケータ１２６を再配置して（例えば、上記のように、巻戻しボタン１２２を
選択したり、インジケータ１２６をクリック・アンド・ドラッグしたりすることで）、再
生を始めることができる。
【００５０】
　他の実施形態として、関連する保護セグメント１０４への無制限アクセスをユーザが取
得する前に、ゲートセグメント１０２から２回以上レンダリングされたメディアコンテン
ツをユーザが取得することが要求される。ここで、例えば、ユーザは、関連するゲートセ
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グメント１０２に少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションをレンダリングした後に
、保護セグメント１０４に１回アクセスすることができる。しかし、保護セグメント１０
４に２回目アクセスするために、ユーザには、ゲートセグメント１０２に少なくとも部分
的に基づくプレゼンテーションを再びレンダリングすることが要求される可能性がある。
このような要求は、関連するゲートセグメント１０２に少なくとも部分的に基づくプレゼ
ンテーションを、設定されている回数だけユーザがレンダリングするまで、保護セグメン
ト１０４への後続のアクセスに対して継続適用できる。設定されている回数だけ関連する
ゲートセグメント１０２をレンダリングした後に、ユーザは、保護セグメント１０４への
無制限アクセスを取得することができる。しかし、これは、単なる他の実施形態であって
、請求の対象はこれに限定されない。
【００５１】
　請求の対象はこれに限定されないが、特定の実施形態によれば、ディスプレイ１１０に
おけるタイムライン１１２のセグメントは、タイムライン１１２のセグメントと時間的に
関連するメディアコンテンツの特徴を視覚的に表すことができる。例えば、図２Ｂ、図２
Ｃ及び図２Ｄを参照して後記するように、例えば、レンダリング・アプリケーションがタ
イムラインにおけるセグメントを互いに視覚的に区分し得るように、例えば、色、網掛け
や他のパターン、陰影、点滅、マーカー、テキスト、アイコン又はイメージなどを提供す
ることで、レンダリング・アプリケーションがタイムライン１１２の保護セグメント１０
２とゲートセグメント１０４とを視覚的に区分することができる。
【００５２】
　上記実施形態では、ゲートセグメントと保護セグメントとを視覚的に区分するが、他の
実施形態において、レンダリング・アプリケーションは、ゲートセグメントと保護セグメ
ントとをタイムライン上で特に視覚的に表したり区分したりしないこともある。ここで、
例えば、ユーザは、必要に応じてゲートセグメントにアクセスし、関連する保護セグメン
トへのアクセスを取得することができる。
【００５３】
　特定の一実施形態において、タイムライン１１２内のゲートセグメント１０２及び／又
は関連する保護セグメント１０４の視覚的外観は、例えば、ユーザへのプレゼンテーショ
ンをレンダリングするゲートセグメント１０２の使用によって変形できる。図２Ｂに示す
特定の実施形態において、保護セグメント１０２は白く、ゲートセグメント１０４は黒く
表示されている。ここで、ゲートセグメント１０４が黒く表示されるのは、ユーザへのプ
レゼンテーションをレンダリングするのにゲートセグメント１０４を使っていないことを
示し、保護セグメント１０４が白く表示されるのは、「ロック」されていたり、ユーザが
アクセスできないことを示す。例えば、始まり１２８部分で再生し始めて、インジケータ
１２６が終わり１３０に向って移動するとき、ゲートセグメント１０４ａに少なくとも部
分的に基づいて、レンダリング・アプリケーションがプレゼンテーションをレンダリング
することができる。その後、レンダリング・アプリケーションは、ロック解除された保護
セグメント１０２ａに少なくとも部分的に基づいてプレゼンテーションのレンダリングを
始めることができる。
【００５４】
　図２Ｃに示すように、保護セグメント１０２ａの外観を網掛けに変形でき、これは、保
護セグメント１０２ａがロック解除されて、ユーザがアクセス可能であることを示す。請
求の対象はこれに限定されないが、このような特定の実施形態において、ゲートセグメン
ト１０４ａは、消えたり又はロック解除された保護セグメント１０２ａ内に取り込まれる
。しかし、これは、ゲートセグメントが、プレゼンテーションをレンダリングするのに使
われたか又はアクセスしたかを、レンダリング・アプリケーションが視覚的に示す方法の
単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。他の実施形態として、例えば、
レンダリング・アプリケーションは、タイムラインで、アクセスされた前記ゲートセグメ
ントを示し続けているが（例えば、関連する保護セグメントと区別されるように）、アク
セスされていないゲートセグメントの視覚的外観と区分される視覚的外観を示すことがで
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きる。図２Ｂに示すゲートセグメント１０４ａ及び／又は保護セグメント１０２ａから図
２Ｃに示す外観への変形は、例えば、上記のように、２回目に関しては、ゲートセグメン
ト１０２ａからのプレゼンテーションをレンダリングしなくても、保護セグメント１０２
ａがまたアクセスできる（例えば、リプレイされる）ことをユーザに知らせることができ
る。他の実施形態によって前記したように、保護セグメントへの後続の無制限アクセスは
、関連するゲートセグメントに対して設定されている２回以上のアクセスを要求すること
ができる。ここで、前記保護セグメント及び／又はゲートセグメントの視覚的外観は、ゲ
ートセグメントへのアクセスの設定されている回数によって変形できる。
【００５５】
　図２Ｄに示すように、ゲートセグメント１０４ａに少なくとも部分的に基づくプレゼン
テーションのレンダリング後に、ユーザは、ゲートセグメント１０４ｂに先にアクセスす
ることで、保護セグメント１０２ｂをロック解除しなくても、例えば、インジケータ１２
６をクリック・アンド・ドラッグし及び／又は早送りすることで、ゲートセグメント１０
４ｂ及び関連する保護セグメント１０２ｂをスキップして、ゲートセグメント１０４ｃに
アクセスすることができる。ここで、保護セグメント１０２ｃは、ロック解除されたもの
（網掛け）として表示され、保護セグメント１０２ｂは、依然としてロックされているも
の（白く）として表示される。ロックされている保護セグメント１０２ｂへの後続のアク
セスのために、ユーザは、ゲートセグメント１０４ｂに少なくとも部分的に基づいてプレ
ゼンテーションをレンダリングするために、インジケータ１２６を再位置させ、保護セグ
メント１０２ｂをロック解除することができる。
【００５６】
　図２Ｂ、図２Ｃ及び図２Ｄにおいて、保護セグメント１０２の視覚的外観が白色から網
掛けに変形し、ゲートセグメント１０４の視覚的外観が黒色から関連する保護セグメント
１０２に結合されたものに変形したが、他の実施形態では、タイムラインにおけるセグメ
ントの視覚的外観において異なるタイプの変形が行われることを理解されたい。例えば、
ゲートセグメント１０４及び／又は保護セグメント１０２の視覚的外観における前記変形
は、例えば、色の変化、影、点滅、明暗、網掛けや他のパターンなどを含むことができ、
これは、単にロックされている保護セグメントとロック解除された保護セグメントとを区
分し、又はアクセスされたゲートセグメントとアクセスされていないゲートセグメントと
を区分するために変形可能な、いくつかの視覚的な特徴を与えるためである。
【００５７】
　また、図２Ａに示すように、特定の実施形態において、レンダリング・アプリケーショ
ンは、特定のセグメントのコンテンツを説明する、タイムライン１１２における特定のセ
グメントに関する追加情報をユーザに提供することができる。例えば、レンダリング・ア
プリケーションは、ディスプレイ１１０上のカーソルをセグメントの上に又はその付近に
配置することに応答して、タイムライン１１２におけるセグメントのコンテンツを説明す
る、オーディオメッセージ又はディスプレイ１１０上にオーバーレイするテキストメッセ
ージを提供することができる。タイムライン１１２における保護セグメント１０２が予め
録画されているテレビエピソードと関連する特定の実施例において、前記メッセージは、
特定の保護セグメント１０４のコンテンツを説明することができる（例えば、「ここは、
ジャックとロックがハッチを開けるところである」）。同様に、タイムライン１１２にお
けるゲートセグメント１０２が広告と関連する場合、前記メッセージは、特定のゲートセ
グメント１０２で広告されている製品及び／又はサービスを説明することができる。しか
し、これらは、タイムラインにおけるセグメントのコンテンツに関連してレンダリング・
アプリケーションが提供し得るメッセージの単なる例示であって、請求の対象はこれに限
定されない。
【００５８】
　上記実施例におけるメディアコンテンツは、予め録画されているテレビ番組を含むが、
これは、複数の保護セグメントに分割できるメディアコンテンツの単なる一実施例である
ことを理解されたい。例えば、他の実施例は、予め録画されているイベント、ラジオ放送
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、オーディオ又はビデオコンテンツ（用途変更されたテレビ及び／又はラジオコンテンツ
、及びシステム１０を介して専用に配信されるように開発されたオリジナルコンテンツを
含む）、歌又は他の音楽作品を含むことができる。これらは、メディアコンテンツの単な
る例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。また、ゲートセグメント１０４の
特定の実施例は、商業広告である。しかし、ゲートセグメントは、例えば、ゲーム、パズ
ル、調査、アンケート、投票、なぞなぞ、雑学クイズ、認証及び／又は確認クエリー、支
払要請のような他のタイプのコンテンツを含むことができ、これは、ゲートセグメントと
して使用できるいくつかのコンテンツタイプであることを理解されたい。これらは、保護
セグメントへのアクセスを取得するために、プレゼンテーションをレンダリングするのに
使用できるゲートセグメントの単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００５９】
　請求の対象はこれに限定されないが、一実施形態によれば、ユーザは、図３に示すプロ
セス２００によって保護セグメントへのアクセスを取得することができる。ここで、例え
ば、上記のように、プロセス２００は、メディアデバイスにホスティングされたレンダリ
ング・アプリケーション及び／又はエージェントによって少なくとも部分的に行われ、ユ
ーザへのプレゼンテーションのレンダリングを制御し及び／又は影響を与えることができ
る。特に、上記実施形態において、例えば、タイムライン１１２で上記に示したように、
メディアコンテンツのセグメントは、ユーザへのプレゼンテーション（例えば、上記のよ
うにメディアデバイスにおいて）のために、順次にアクセス及び／又はレンダリングでき
る。
【００６０】
　タイムライン１１２の保護セグメント１０２及びゲートセグメント１０４で示すセグメ
ントのようなメディアコンテンツのセグメントは、メモリアドレス、一意識別子及び／又
はＵＲＬと関連し得る。他の実施形態として、前記セグメントは、例えば、メディアデバ
イスにホスティングされるレンダリング・アプリケーションによって維持されるセッショ
ンメモリ、及び／又はメディアコンテンツをメディアデバイスに伝送するサーバによって
維持されるセッションメモリのようなセッションメモリに、維持又は記憶されるメタデー
タと関連し得る。しかし、これらは、レンダリング・アプリケーションがメディアコンテ
ンツのセグメントを識別する方法の単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されな
い。プロセス２００は、例えば、ＧＵＩでスタートボタン１２２を選択するユーザに応答
して、２０２で始まることができる。ブロック２０４では、タイムライン１１２における
インジケータ１２６の位置と線形に関連し得る時変メディアコンテンツにおける現在位置
又は場所（例えば、タイムライン１１２の始まり、タイムライン１１２の終わり、又はそ
の途中のいずれ）を識別することができる。したがって、前記現在位置又は場所は、タイ
ムラインによって参照される特定のセグメント（例えば、保護セグメント又はゲートセグ
メント）内に位置できる。現在のメディアコンテンツセグメントと関連する識別子に基づ
いて、例えば、ダイヤモンドブロック２０６では、現在のメディアコンテンツセグメント
が保護セグメントであるか否かを判定することができる。
【００６１】
　特定の実施形態によって前記したように、保護セグメントは、連続的及び／又はアトミ
ックなメディアコンテンツセグメントから選択できる。そのように、ダイヤモンドブロッ
ク２０６で検出された保護セグメントは、同じプレゼンテーションの異なる部分を含むこ
とができる。更に、前記保護セグメントは、同じ連続メディアセグメントから選択できる
が、前記連続メディアセグメントの全ての部分が必ずしも保護セグメントに含まれてユー
ザによるアクセスを制御する必要はないことを理解されたい。したがって、連続メディア
コンテンツセグメントの一部のような、任意のメディアコンテンツセグメントは、ゲート
セグメントでもなく、保護セグメントでもないことがある。
【００６２】
　現在のメディアコンテンツが保護セグメントでなければ、ユーザは、特に条件なしに自
由にセグメントにアクセスすることができる。また、現在のメディアコンテンツセグメン
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トが保護されていれば、ダイヤモンドブロック２０８では、保護セグメントにアクセスす
る要件が満たされたと判定することができる。上記のように、前記アクセスの要求条件は
、レンダリング・アプリケーションが関連するゲートセグメントに１回又は所定の回数だ
け既にアクセスしたり、又は関連するゲートセグメントが関連する保護セグメントのアク
セスに先行してアクセスされたりしていれば、満たされる。前記アクセスの要求条件が満
たされると、ブロック２１２では、例えば、保護セグメントに少なくとも部分的に基づく
プレゼンテーションをレンダリングすることで、ユーザに現在の保護セグメントへのアク
セスを提供することができる。そうでなければ、ブロック２１０では他の動作を行う。
【００６３】
　また、図２Ａから図２Ｄの特定の実施例に示すように、現在のメディアコンテンツが保
護セグメント１０２であれば、例えば、ダイヤモンドブロック２０８では、例えば、関連
するゲートセグメント１０４が、広告のようなプレゼンテーションをユーザに対してレン
ダリングするのに使われたか否かを判定することができる。ゲートセグメント１０４がレ
ンダリングされた場合、ブロック２１２では、ユーザに現在の保護セグメント１０２への
アクセスを提供することができる。しかし、これは、プロセスが、関連ゲートセグメント
がアクセスされたか否かに少なくとも部分的に基づいて、保護セグメントへのアクセスを
ユーザに提供する方法に関する単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００６４】
　ダイヤモンドブロック２１４で判定するように、現在のメディアコンテンツセグメント
のプレゼンテーションをレンダリングし終え、任意の残っているメディアコンテンツセグ
メントがあれば、ブロック２２０では、次のメディアコンテンツセグメント（例えば、タ
イムライン１１０のようなタイムラインで）を識別することができる。そうでなければ、
プロセス２００は、２１８で終了する。
【００６５】
　請求の対象はこれに限定されないが、一実施形態によれば、ブロック２１０における他
の動作は、例えば、異なるメディアコンテンツのプレゼンテーションをレンダリングする
こと、保護セグメントからの不完全なプレゼンテーションをレンダリングすることなどの
ように、ユーザが保護セグメントにアクセスできるようにするいくつかの他の動作のうち
の１つを含むことができる。図２Ａの実施例に示すように、保護セグメントが、予め録画
されているテレビ放送のようなビデオ及びオーディオ構成要素を含む特定の実施形態にお
いて、前記他の動作は、現在の保護セグメントにアクセスするか、又は保護セグメントの
文章による要約説明（例えば、「ここは、ジャックとロックがハッチを開けるところを見
る部分である」）を与える前に、先行のゲートセグメントを見ることが要求されるという
ことを示すメッセージを、イメージ部分１３４で停止バナーで表示することを含むことが
できる。前記文章によるメッセージは、例えば、オーディオナレーションを伴うことがで
きる。他の実施形態として、ブロック２１０における他の動作は、前記停止バナーを保護
セグメントのオーディオ部分と共に（すなわち、ビデオ部分なしに）表示することを含む
ことができる。他の実施形態として、ブロック２１０における他の動作は、保護セグメン
トに関する紹介又はティーザ（ｔｅａｓｅｒ）セグメントを提供することを含むことがで
きる。しかし、これらは、関連するゲートセグメントに対する先行条件であるアクセスが
ない場合、保護セグメントへのアクセスを可能にすることの代案である動作の単なる例示
であって、請求の対象はこれに限定されないことを理解されたい。
【００６６】
　一実施形態において、保護セグメントは、暗号化キーによって暗号化できる。ここで、
例えば、レンダリング・アプリケーションは、関連するゲートセグメントに少なくとも部
分的に基づいてユーザへのプレゼンテーションをレンダリングするとき、保護セグメント
を暗号解除するキーを取得することで、ブロック２１２で前記保護セグメントへのアクセ
スを取得することができる。例えば、前記暗号化キーは、ゲートセグメントに埋め込まれ
、ゲートセグメントに少なくとも部分的に基づいてプレゼンテーションをレンダリングす
るときに、アプリケーションによって抽出できる。他の方法では、レンダリング・アプリ
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ケーションは、前記暗号化キーを受信するために、ゲートメディアコンテンツ信号に少な
くとも部分的に基づくプレゼンテーションのレンダリングが終了したことを示すメッセー
ジを（例えば、ネットワーク上のサーバに）伝送することができる。しかし、これらは、
アプリケーションが暗号化キーを得、保護セグメントへのアクセスを取得する方法の単な
る例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００６７】
　他の実施形態として、保護セグメントは（例えば、ネットワークを介して遠隔サーバか
ら）、レンダリング・アプリケーションにストリーミングできる。ここで、例えば、レン
ダリング・アプリケーション（例えば、図３に示すもの）は、ユーザへのプレゼンテーシ
ョンをレンダリングするのに使われたゲートセグメントの記録を維持することができる。
従って、例えば、図４を参照して後述するように、データ通信ネットワークを介して遠隔
サーバにメッセージを伝送することで、アプリケーションが、ユーザが関連するゲートセ
グメントのプレゼンテーションをレンダリングしたと判定すれば、ブロック２１２では、
遠隔サーバからアプリケーションに保護セグメントのストリーミングを開始することがで
きる。
【００６８】
　システム３００において、例えば、関連するゲートセグメントがユーザへのプレゼンテ
ーションをレンダリングするのに使われたことを示すことに応答して、メディアデバイス
３１８は、ストリームコンテンツサーバ３２０からストリーミングされたメディアコンテ
ンツとして保護セグメントを受信するようになる。このような特定の実施形態において、
メディアデバイス３１８は、例えば、ネットワーク３１２のようなデータ伝送ネットワー
クを介して、アプリケーションサーバ３１４、広告サーバ３１６及びストリームコンテン
ツサーバ３２０と相互作用することができる。一実施形態において、図５のプロセス４０
０で示すように、ブロック４０２で、メディアデバイス３１８は、コンピューティングプ
ラットフォームを含み、ウェブブラウザを立ち上げることができる。しかし、これは、特
定の実施形態によるメディアデバイスの単なる例示であって、請求の対象はこれに限定さ
れない。
【００６９】
　一実施形態において、アプリケーションサーバ３１４、広告サーバ３１６及びストリー
ムコンテンツサーバ３２０は、ネットワーク３１２と通信する別途のコンピューティング
プラットフォームに存在することができる。アプリケーションサーバ３１４、広告サーバ
３１６及びストリームコンテンツサーバ３２０を別途のユニットとして図示したが、前記
サーバは、同一又は共同場所に位置したコンピューティングプラットフォームに存在する
ことができることを理解されたい。また、特定の実施形態によれば、アプリケーションサ
ーバ３１４、広告サーバ３１６及びストリームコンテンツサーバ３２０は、個別的に又は
集合的に、メディアデバイス３１８又は他のところに情報を提供する「サービス」を含む
ことができる。また、メディアデバイス３１８、アプリケーションサーバ３１４、広告サ
ーバ３１６及びストリームコンテンツサーバ３２０にホスティングされるアプリケーショ
ンは、インターネットプロトコル（ＩＰ）基盤を用いる１つ以上の「ウェブサービス」に
よって統合できる。請求の対象はこれらに限定されないが、ウェブサービスの特定の実施
例として、標準プロトコルが採用され、例えば、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＸＭＬ、ＳＯＡ
Ｐ、ＷＳＤＬ及び／又はＵＤＤＩ標準のようなインターネットプロトコルを介して、構成
要素のうちデータオブジェクトを伝送することができる。ここで、ＸＭＬは、データオブ
ジェクトのタグ付けに使用し、ＳＯＡＰは、データオブジェクトの伝達に使用し、ＷＳＤ
Ｌは、利用可能なサービスの説明に使用し、ＵＤＤＩは、利用可能なサービスの列挙に使
用することができる。しかし、これらは、ウェブサービスを可能にし得るプロトコルの単
なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。請求の対象はこれらに限定され
ないが、特定の一実施形態として、前記ウェブサービスは、互いに通信するために、異な
るネットワークソースから、独立に生成され実現されたアプリケーションを採用すること
ができる。
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【００７０】
　ブロック４０４で、ＵＲＬのように、アプリケーションサーバ３１４と関連するアドレ
スを決めることで、ユーザは、アプリケーションサーバ３１４に接続することができる。
ユーザからの前記接続に応答して、例えば、アプリケーションサーバ３１４は、機械可読
命令をメディアデバイス３１８に提供して、メディアデバイス３１８がレンダリング・ア
プリケーションをホスティングするようにする。前記レンダリング・アプリケーションは
、ストリームコンテンツサーバ３２０から取得できる保護セグメントからのユーザへのプ
レゼンテーションのレンダリングを制御し及び／又は影響を与えることができる。上記の
ように、前記レンダリング・アプリケーションは、立ち上げられたウェブブラウザによっ
て支援され及び／又はそれを介してアクセスできる。しかし、これは、ネットワーク上の
他のプロセスと通信するために、メディアデバイスがアプリケーションをホスティングす
る方法の単なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００７１】
　アプリケーションサーバ３１４からレンダリング・アプリケーションを提供することで
、アプリケーションサーバ３１４を所有及び／又は運営する主体は、例えば、いつ、どの
ように、ユーザがメディアコンテンツにアクセスすることができるか、いずれのメディア
コンテンツにユーザがアクセスすることができるかを規定する規則及び方針を実現するこ
とで、レンダリング・アプリケーションを介してメディアコンテンツへのアクセスを制御
することができる。また、特定の実施形態によって後述するように、レンダリング・アプ
リケーションを提供することで、アプリケーションサーバ３１４を所有及び／又は運営す
る主体は、広告サーバ３１６を所有及び／又は運営する別の主体から収益を得るシステム
を実現することができる。
【００７２】
　また、アプリケーションサーバ３１４を所有及び／又は運営する主体は、メディアデバ
イス３１８にホスティングされるレンダリング・アプリケーションにメディアコンテンツ
を伝達する代わりに、ストリームコンテンツサーバ３２０を所有及び／又は運営する別の
主体に料金を支払うことができる。他の方法としては、アプリケーションサーバを所有及
び／又は運営する主体は、メディアデバイス３１８にホスティングされる前記レンダリン
グ・アプリケーションに伝達されるメディアコンテンツの著作権者に前記料金を支払うこ
とができる。
【００７３】
　アプリケーションサーバ３１４から受信されたアプリケーションを立ち上げる以外にも
、メディアデバイス３１８は、メディアデバイス３１８にホスティングされたレンダリン
グ・アプリケーションを介してアクセスできる選択可能なメディアコンテンツ項目の目録
を受信することもできる。前記目録は、例えば、列挙された項目と関連するメディアコン
テンツへのアクセスのために選択可能なリンクと関連するウェブブラウザ上に表示される
項目のリストを提供することができる。また、メディアデバイス３１８は、特定の目録項
目から選択される保護セグメント及び前記保護セグメントに関連するゲートセグメントに
関するメタデータを含む、アプリケーションサーバ３１４からの「タイムラインプロファ
イル」を受信することができる。ここで、例えば、前記メタデータは、関連するタイムラ
インにおける前記セグメント（例えば、表示通り）の時間的順序及びいずれのセグメント
が保護セグメントのように、目録項目における特定のセグメントを識別することができる
。しかし、これらは、メディアデバイスに提供できる目録項目と関連するメタデータの単
なる例示であって、請求の対象はこれに限定されない。
【００７４】
　一実施形態において、アプリケーションサーバ３１４は、特定のメディアコンテンツ選
択と関連するメディアデバイス３１８でリンクの選択に応答して、特定の項目に関するタ
イムラインプロファイルを提供することができる。他の方法としては、目録項目に関する
前記タイムラインプロファイルは、メディアデバイス３１８で受信した目録にバンドルで
きる。しかし、これらは、目録項目と関連するメタデータをメディアデバイスが受信する
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方法の単なる例示であって、請求の対象はこれらに限定されない。
【００７５】
　また、タイムラインプロファイルにおける前記メタデータは、保護セグメントと関連す
るゲートセグメントを特徴づけることができ、アプリケーション中心メタデータ及び／又
はコンテンツ中心メタデータを含むことができる。前記アプリケーション中心メタデータ
は、例えば、タイムラインのメディアコンテンツセグメントの時間的順序でゲートセグメ
ントがどこに位置するかを示す情報、特定の広告メディアコンテンツを識別する情報、タ
イムラインで特定のゲートセグメントの継続期間を含むことができる。コンテンツ中心メ
タデータは、例えば、選択されたメディアコンテンツ（例えば、連続ドラマ、予め録画さ
れているスポーツ放送、音楽選択のタイプ、全編映画、ＭＰＡＡ等級）の長さ、構成要約
、及び／又はタイプ、特徴及び／又はジャンルを知らせる情報を含み、選択されたメディ
アコンテンツと関連し及び／又はそれを説明する情報を含むことができる。しかし、これ
らは、アプリケーション中心メタデータ及びコンテンツ中心メタデータの単なる例示であ
って、請求の対象はこれらに限定されない。
【００７６】
　タイムラインの保護セグメントにアクセスするためのゲートセグメントを取得するため
に、ブロック４０８で、メディアデバイス３１８にホスティングされたレンダリング・ア
プリケーションは、タイムラインプロファイルで受信したゲートセグメントを特徴づける
前記メタデータに少なくとも部分的に基づく情報のブロックにおいて、広告サーバ３１６
を呼び出すことができる。該呼び出しにおける情報に基づいて、広告サーバ３１６は、タ
イムラインで保護セグメントと関連するゲートセグメントを返すことができる。上記のよ
うに、前記返されたゲートセグメントにアクセスすることで（例えば、返されたゲートセ
グメントに少なくとも部分的に基づくプレゼンテーションをレンダリングする）、レンダ
リング・アプリケーションは、関連する保護セグメントへのアクセスをユーザに提供する
ことができる。
【００７７】
　特定の実施形態によれば、広告サーバ３１６は、ゲートセグメントに対するメディアコ
ンテンツを提供することができるが、ゲートセグメントに対する前記メディアコンテンツ
は、例えば、アプリケーションサーバ３１４のような他のソースから由来し得ることを理
解されたい。
【００７８】
　特定の実施形態において、例えば、タイムラインプロファイルは、ストリームコンテン
ツサーバ３２０へのリンクのためのアドレス及び／又はＵＲＬを含むことができる。装置
３１８で前記リンクを選択することは、リンクと関連する保護セグメントを含むストリー
ムコンテンツサーバからデータストリームを受信する結果をもたらす。タイムラインプロ
ファイルにおける特定のゲートセグメントを使って、ユーザへのプレゼンテーションをレ
ンダリングした場合、例えば、ブロック４１０で、レンダリング・アプリケーションは、
ユーザに、ストリームコンテンツサーバ３２０に対して関連するアドレス及び／又はＵＲ
Ｌを用いて、関連する保護セグメントへのアクセスを提供することができる（例えば、プ
レゼンテーションをレンダリングする）。従って、ブロック２１２で図３の特定の実施形
態によって前述したように、レンダリング・アプリケーションは、保護セグメントと関連
するストリームコンテンツサーバ３２０上に利用可能なアドレス及び／又はＵＲＬを生成
することで、ユーザが保護セグメントにアクセスできる。
【００７９】
　特定の実施形態において、保護セグメントがストリームコンテンツサーバ３２０からメ
ディアデバイス３１８にストリーミングできるため、アプリケーションは、いかなる時点
でも途切れないプレゼンテーションをレンダリングするために、保護されているメディア
セグメントの十分な量をバッファリングすることができる。しかし、アプリケーションは
、メディアデバイス３１８上に全ての保護セグメントを記憶する必要はなく、関連する部
分のレンダリング後に、保護セグメントの記憶されている部分をメモリにおいて削除する



(23) JP 5587600 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

か及び／又は上書きすることができる。従って、ストリーミングされた保護セグメントに
対する、意図的でないコピー及び／又は侵害を防止することができる。
【００８０】
　メディアコンテンツの保護セグメントは、ストリームコンテンツサーバ３２０からスト
リーミングされたファイルとは異なる形態でメディアデバイス３１８に提供できることを
理解されたい。例えば、１つ以上の保護セグメントは、上記のように、暗号化された形態
で提供できる。また、特定の実施形態において、アトミックの及び／又は連続的メディア
コンテンツのように「分割」するメディアコンテンツは、例えば、セグメントされたメデ
ィア又はメモリアドレスなどにある特定のセグメントと関連する情報の物理的区分を含む
ことができる。しかし、前記メディアコンテンツの分割は、プレゼンテーションのために
、ユーザによって伝達されてレンダリングされ及び／又は経験される分割を含むことがで
きる。ここで、例えば、ストリームコンテンツサーバ３２０は、記憶媒体内にストリーム
ファイルのように連続的にメディアコンテンツを記憶することができるが、前記メディア
コンテンツをメディアデバイス１８にストリーミングして伝達することは、時間的に分割
され、それによって、連続的に記憶されたメディアコンテンツを分割することもできる。
ストリームコンテンツサーバがメディアコンテンツを連続的に記憶するが、メディアデバ
イス３１８でユーザは、記憶されているコンテンツをセグメントに分割したものとして経
験することができる。
【００８１】
　特定の実施形態によってブロック４０８を参照して前記したように、広告サーバ３１６
は、メディアデバイス３１８からの呼び出しに応答して、タイムラインプロファイルにお
ける保護セグメントと関連するゲートセグメントを、メディアデバイス３１８に提供する
ことができる。上記のように、前記呼び出しは、タイムラインプロファイルにおけるゲー
トセグメントと関連するメタデータを含むことができる。しかし、広告サーバ３１６は、
このメタデータ及び／又は他の情報を用いて、例えば、ユーザと関連するユーザプロファ
イル、時刻、曜日、日付、ユーザの地理的位置などのようなタイムラインプロファイルに
おける保護セグメントと関連するゲートメディアを選択することができることを理解され
たい。
【００８２】
　時刻、曜日及び／又は日付に関する情報に対して、広告サーバ３１６は、その時間に大
きな効果を発揮すると認められる広告を目標とすることができる。一実施例として、夕方
時間におけるゲートセグメントは、ピザの出前を広告するのに用いることができ、一方、
朝時間におけるゲートセグメントは、朝食用シリアルを広告するのに用いることができる
。他の実施例として、１２月第２週のゲートセグメントは、休日ショッピングに関するも
のであり、一方、１月第１週のゲートセグメントは、健康と運動に関する製品及びサービ
スを目標とすることができる。もう１つの実施例として、金曜日の夕方のゲートセグメン
トは、ワイン、ビール及び蒸留酒に関するものであり、日曜日の朝のゲートセグメントは
、二日酔いの解消法に関するものであってよい。しかし、これらは、ゲートセグメントが
時間に少なくとも部分的に基づいて選択できる方法の単なる例示であって、請求の対象は
これに限定されない。
【００８３】
　一実施形態によれば、ブロック４０８で、広告サーバに対する呼び出しは、例えば、ソ
ースＩＰアドレス及び／又はメディアデバイス３１８の地理的位置を示す他の情報のよう
な情報を提供することができる。例えば、広告サーバ３１６は、ソースＩＰアドレスを用
いて、メディアデバイス３１８の地理的位置を決めることができる。しかし、これは、サ
ーバがメディアデバイスの地理的位置を決め得る方法の単なる例示であって、請求の対象
はこれに限定されない。従って、特定の実施形態において、広告サーバ３１６は、メディ
アデバイス３１８の地域における事業に関する広告を含むゲートセグメントを提供するこ
とができる。
【００８４】
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　一実施形態によれば、ブロック４０８で、広告サーバ３１６に対する呼び出しは、ユー
ザを識別する情報を提供することができる。例えば、前記情報は、広告サーバ３１６によ
って維持及び／又はアクセス可能なデータベース内のユーザのユーザプロファイルと関連
するユーザ識別子を含むことができる。その後、広告サーバ３１６は、前記ユーザプロフ
ァイルに少なくとも部分的に基づいて、特定のタイムラインプロファイルで保護セグメン
トと関連するゲートセグメントを選択することができる。ここで、前記データベースは、
例えば、ユーザに合わせたゲートセグメントを決めるのに使用できる年齢、性別、収入、
ユーザ嗜好度、好み、過去の購買行動、過去のコンテンツ視聴行動のような情報を含むユ
ーザプロファイルに、ユーザ識別子を関連づけることができる。前記データベースで、過
去のコンテンツ視聴行動のような一部情報は、例えば、目録選択に応答して、データベー
スを更新するウェブサービスを用いて、アプリケーションサーバ３１４から収集できる。
他の前記情報は、他のソースから取得できる。
【００８５】
　請求の対象はこれらに限定されないが、一実施形態によれば、広告サーバ３１６は、特
定のユーザと相互作用するゲートセグメントを提供することができる。例えば、ゲートセ
グメントに少なくとも部分的に基づいて、単にプレゼンテーションをレンダリングする以
外に、ユーザには、関連する保護セグメントへのアクセスを取得するために、文書（例え
ば、ＨＴＭＬ文書）を「クリックスルー」することが要求される（例えば、図３のダイヤ
モンドブロック２０８において）。前記相互作用のゲートセグメントは、追加情報を提供
するか及び／又はユーザがスポンサーの物品又はサービスを購入することを可能にするス
ポンサーのウェブサイトへのリンクを含むことができる。他の実施形態として、広告サー
バ３１６は、選択の回数、「クリック」回数、ウェブサイトの訪問者数などに少なくとも
部分的に基づいて、スポンサーから料金及び／又は収益を集めることができる。
【００８６】
　特定の実施形態によれば、アプリケーションサーバ３１４及び広告サーバ３１６は、同
一主体によって所有及び運営できる。他の実施形態として、広告サーバ３１６は、アプリ
ケーションサーバ３１４を所有及び運営する主体とは異なる主体によって所有及び運営で
きる。この特定の実施形態において、広告サーバ３１６を所有及び運営する主体は、加入
ユーザによってアクセスされるコンテンツ内にゲートセグメントを配置することに対して
、アプリケーションサーバ３１４を所有及び運営する主体に料金を支払うことができる。
その後、広告サーバ３１６を所有及び運営する主体は、スポンサーから料金を受け取り、
このとき、スポンサーの物品及び／又はサービスは、広告サーバ３１６によって提供され
るゲートセグメントで広告できる。
【００８７】
　請求の対象はこれに限定されないが、他の実施形態において、アプリケーションサーバ
３１４及びストリームコンテンツサーバ３２０は、異なる主体によって所有及び運営でき
る。また、ストリームコンテンツサーバ３２０によって記憶及び配信されるコンテンツは
、もう１つの主体によって所有される著作権に属することができる。従って、アプリケー
ションサーバ３１４を所有及び運営するメディアコンテンツ配信者は、ストリームコンテ
ンツサーバ３２０を所有及び運営する主体と契約し、料金を受けてユーザにストリームコ
ンテンツを提供することができる。また、他の方法として、もし、ストリームコンテンツ
サーバ３２０を所有及び運営する主体と異なる主体である場合、前記料金は、ストリーム
コンテンツサーバ３２０を介して配信されるメディアコンテンツの著作権者に支払われる
。ここで、ストリームコンテンツサーバ３２０の所有者及び運営者に対して支払われる前
記料金は、同一の料金（例えば、日単位、週単位、月単位で）、又はメディアデバイス３
１８又は他の前記メディアデバイス（図示せず）を介してアクセスされて選択される各々
の目録項目の料金を含むことができる。次に、上記のように、アプリケーションサーバ３
１６を所有及び／又は運営する主体は、ゲートセグメントにおける広告の配置に対して、
広告サーバ３１６から料金を集めることができる。
【００８８】
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　上記特定の実施形態において、レンダリング・アプリケーションは、関連する保護セグ
メントへのユーザのアクセスを許可する前に、ユーザに、プレゼンテーションの受信を要
求したり又はゲートセグメントへのアクセスを要求したりすることができる。図１及び図
３に示すシステムの特定の実施形態によれば、ユーザは、加入サービスの一部として、レ
ンダリング・アプリケーションを介してメディアコンテンツへのアクセスを取得すること
ができる。また、前記システムは、プレミアム加入者と非プレミアム加入者とを区分する
ことができる。料金を支払うことによって、例えばプレミアム加入者は、関連するゲート
セグメントに先にアクセスしなくても、メディアコンテンツの保護セグメントにアクセス
することができる。システム３００の特定の実施形態において、例えば、前記プレミアム
加入者は、ゲートセグメントからレンダリングされるプレゼンテーション（例えば、広告
サーバ３１６によって提供される）を見る必要なく、ストリームコンテンツサーバ３２０
からメディアコンテンツを受信することができる。ここで、ブロック４０４において、ユ
ーザがアプリケーションサーバ３１４に接続してレンダリング・アプリケーションを立ち
上げるとき、例えば、認証プロセス（図示せず）で提供されるユーザに関するユーザ識別
子又は他の情報によって、アプリケーションサーバ３１４は、ユーザをプレミアムユーザ
として認識することができる。その後、立ち上げられたレンダリング・アプリケーション
は、例えば、関連するゲートセグメントに先にアクセスしなくても、ストリームコンテン
ツサーバ３２０を介してプレミアム加入者が保護セグメントにアクセスできるように構成
できる。
【００８９】
　上記特定の実施形態は、例えば、コンピューティングプラットフォームを含むメディア
デバイスが、上記インターネットプロトコルに従ってメディアコンテンツを受信するよう
に、１つ以上のサーバに接続されるシステムに適用できる。ここで、例えば、前記メディ
アデバイスは、上記ＨＴＴＰプロトコルに従う通信を支援する広帯域接続及び／又はイン
ターネットサービス提供者（ＩＳＰ）を介して、例えば、メディアコンテンツを含む情報
を、１つ以上のサーバに伝送し及び／又はそこから受信することができる。
【００９０】
　しかし、他の実施形態では、例えば、広帯域ケーブル、広帯域衛星及び／又は無線リン
ク用に適合された通信プロトコルのような通信プロトコル及び異なる接続を介して、メデ
ィアコンテンツをメディアデバイスに配信することを理解されたい。ここで、例えば、セ
ットトップボックスを含むメディアデバイスが１つ以上の出力装置（例えば、テレビ、ホ
ームシアター／オーディオシステムなど）に接続され、放送通信から受信されたメディア
コンテンツに少なくとも部分的に基づいて、プレゼンテーションをレンダリングすること
ができる。レンダリング・アプリケーションは、セットトップボックスにホスティングさ
れ、上記のように、関連するゲートセグメントへの以前のアクセスに少なくとも部分的に
基づいて、メディアコンテンツの保護セグメントへのアクセスを制御することができる。
請求の対象はこれに限定されないが、特定の実施形態において、前記レンダリング・アプ
リケーションは、例えば、セットトップボックス遠隔制御からの制御に応答するＧＵＩの
部分として、出力装置（例えば、テレビ）に表示できる。
【００９１】
　以上、例示的な実施形態であると考えられるものを図示及び説明したが、当業者には、
請求の対象から逸脱することなく、多様な変形を行うことができ、等価物に取り替えられ
ることが理解されよう。また、本明細書で説明する中心概念から逸脱することなく、請求
の対象が示すことに対して、特定の状況に合わせて適合するために、多様な変形が行われ
得る。従って、請求の対象は、開示された特定の実施形態に限定されず、また、前記請求
の対象は、添付する請求の範囲及びその等価物の範囲に属する全ての実施形態を含むこと
ができることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】一実施形態によってメディアコンテンツをメディアデバイスに配信するシステム
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の概略図である。
【図２Ａ】一実施形態によってタイムラインを表示するディスプレイにおけるレンダリン
グアプリケーションの外観である。
【図２Ｂ】一実施形態によってタイムラインに表示された部分の外観の変化を示す。
【図２Ｃ】一実施形態によってタイムラインに表示された部分の外観の変化を示す。
【図２Ｄ】一実施形態によってタイムラインに表示された部分の外観の変化を示す。
【図３】一実施形態によって保護されているセグメントへのアクセスを可能にするプロセ
スを示すフローチャートである。
【図４】代替の実施形態によってメディアコンテンツをメディアデバイスに配信するシス
テムの概略図である。
【図５】一実施形態によってメディアコンテンツをメディアデバイスに配信するプロセス
を示すフローチャートである。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｄ】 【図３】
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