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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ、およびコンテンツ内の一つ以上の置換可能な舞台小道具であって、各舞台
小道具は、シーン内に設置され前記コンテンツ内の形によって境界が示されたオブジェク
トを含む舞台小道具に関連づけられたプロファイル、位置、およびビジュアルエフェクト
の情報を含む参照ファイルを提供する手段と、
　潜在的な広告主によって提出された競争的な入札に基づいて選択された一つ以上の置換
画像を取得する手段と、
　プロファイルおよび前記ビジュアルエフェクト情報を用いて少なくとも一つの置換画像
の視覚的外観を修正する手段と、
　コンテンツに前記一つ以上の置換画像を挿入して前記一つ以上の置換可能な舞台小道具
を置換する手段と、
　前記コンテンツを表示装置に描画する手段とを含み、
　前記置換可能な舞台小道具用の前記プロファイルは、各舞台小道具について置換画像が
どこに陰影をつけられるべきか、および光源がカメラ・ビューに基づいてどこに置かれる
べきかを示し、
　前記位置情報とビジュアルエフェクト情報とは、番組コンテンツが再生されるにつれて
前記位置情報と前記ビジュアルエフェクト情報とを自動的に追跡して保存するソフトウェ
アツールによって決定されることを特徴とするシステム。
【請求項２】
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　少なくとも一つの置換画像は前記参照ファイルに含まれる請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　各置換画像の視覚的外観を修正する手段は、ブラー効果を調整する手段を含む請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　挿入するステップは、全国単位でなされる請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　挿入するステップは、地方単位でなされる請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　挿入するステップは、個人単位でなされる請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　コンピュータに入力するためのコンピュータプログラムが具現化された記録媒体であっ
て、記録媒体に具現化されたコンピュータプログラムはコンピュータに、
　コンテンツにアクセスするステップと、
　コンテンツ内の一つ以上の置換可能な舞台小道具であって、各舞台小道具は、シーン内
に設置され前記コンテンツ内の形によって境界が示されたオブジェクトを含む舞台小道具
に関連づけられたプロファイル、位置情報、およびビジュアルエフェクト情報を含む参照
ファイルにアクセスするステップと、
　潜在的な広告主によって提出された競争的な入札に基づいて選択された一つ以上の置換
画像を取得するステップと、
　プロファイルおよび前記ビジュアルエフェクト情報を用いて少なくとも一つの置換画像
の視覚的外観を修正するステップと、
　コンテンツに前記一つ以上の置換画像を挿入して前記一つ以上の置換可能な舞台小道具
を置換するステップと、
　前記コンテンツを表示装置に描画するステップとを実行させ、
　前記置換可能な舞台小道具用の前記プロファイルは、各舞台小道具について置換画像が
どこに陰影をつけられるべきか、および光源がカメラ・ビューに基づいてどこに置かれる
べきかを示し、
　前記位置情報とビジュアルエフェクト情報とは、番組コンテンツが再生されるにつれて
前記位置情報と前記ビジュアルエフェクト情報とを自動的に追跡して保存することをコン
ピュータに実現させるコンピュータプログラムを格納した記録媒体。
【請求項８】
　前記置換画像はネットワークを介して伝送される請求項７に記載の記録媒体。
【請求項９】
　各置換画像の視覚的外観を修正するステップは、画像のブラー効果を調整すること、３
次元オブジェクトを描画すること、および３次元オブジェクト上に画像をテクスチャマッ
ピングすることの内、いずれかのオペレーションを含む請求項７に記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記置換画像および前記参照ファイルはネットワークを介して伝送される請求項７に記
載の記録媒体。
【請求項１１】
　コンテンツはＤＶＤに格納される請求項１０に記載の記録媒体。
【請求項１２】
　コンテンツはネットワークを介してダウンロードされる請求項１０に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００６年３月７日に出願された米国特許出願第１１／３７１，３６７号（表
題は「番組コンテンツにおける映画の舞台小道具の動的置換」）、および２００６年３月
７日に出願された米国特許出願第１１／３７１，２１５号（表題は「番組コンテンツにお
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ける映画の舞台小道具の動的挿入」）の継続出願であり、両出願の開示内容全体を参照に
よりそっくりそのままここに組み入れる。
【０００２】
　本発明は、一般にはデジタルビデオ処理に関し、特に、広告に用いられる番組コンテン
ツに画像をデジタル的に挿入することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　広告の伝統的な形式はテレビ・コマーシャルである。テレビ・コマーシャルは、典型的
には、２、３秒から数分までの長さの短時間の広告スポットから成る。コマーシャルは番
組の間に現れ、一定の間隔で番組を中断する。広告主の目的は、視聴者の注意をコマーシ
ャルに集中させることであるが、多くの場合、視聴者はコマーシャルを見るのを避けるた
め、コマーシャルの間、チャンネルを変えてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　視聴者がテレビ・コマーシャルを避けるもう一つの方法は、デジタル・ビデオ・レコー
ダ（ＤＶＲ）を用いることである。ＤＶＲを用いれば、番組を録画し、再生の間、コマー
シャルを飛ばして早送りすることができる。他のメディアプレイヤには、視聴者にコマー
シャルを追跡して、スキップするためのより強力な能力を提供することが期待されている
。
【０００５】
　こういった背景事情のもと本発明が考え出された。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は番組コンテンツを修正する際に使用する方法を提供することにより上述のニー
ズおよびその他のニーズに有利に応えるものである。この方法は、置換するための小道具
をコンテンツにおいて特定するステップと、特定された各小道具に対して位置情報を決定
するステップと、特定された各小道具に関連づけられるビジュアルエフェクト情報を決定
するステップと、コンテンツと特定された各小道具に関連づけられた位置情報およびビジ
ュアルエフェクトの情報とを含む参照ファイルを生成するステップとを含む。
【０００７】
　本発明の別の態様は、番組コンテンツを修正するためのシステムを提供することである
。このシステムは、置換するための小道具をコンテンツにおいて特定する手段と、特定さ
れた各小道具に対して位置情報を決定する手段と、特定された各小道具に関連づけられる
ビジュアルエフェクト情報を決定する手段と、コンテンツと特定された各小道具に関連づ
けられた位置情報およびビジュアルエフェクトの情報とを含む参照ファイルを生成する手
段とを含むことを特徴とするシステム。
【０００８】
　本発明の別の態様は、番組コンテンツを生成する際に使用する方法提供することである
。この方法は、コンテンツ、およびコンテンツ内の一つ以上の置換可能な小道具に関連づ
けられた位置とビジュアルエフェクトの情報を含む参照ファイルを提供するステップと、
一つ以上の置換画像を取得するステップと、前記ビジュアルエフェクト情報を用いて少な
くとも一つの置換画像の視覚的外観を修正するステップと、コンテンツに前記一つ以上の
置換画像を挿入して前記一つ以上の置換可能な小道具を置換するステップとを含む。
【０００９】
　本発明の別の態様は、番組コンテンツを再生するためのシステム提供することである。
このシステムは、コンテンツ、およびコンテンツ内の一つ以上の置換可能な小道具に関連
づけられた位置とビジュアルエフェクトの情報を含む参照ファイルを提供する手段と、一
つ以上の置換画像を取得する手段と、前記ビジュアルエフェクト情報を用いて各置換画像
の視覚的外観を修正する手段と、コンテンツに前記一つ以上の置換画像を挿入して前記一
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つ以上の置換可能な小道具を置換する手段とを含む。
【００１０】
　本発明の別の態様は、コンピュータに入力するためのコンピュータプログラムが具現化
された記録媒体を含むコンピュータプログラム製品を提供することである。記録媒体に具
現化されたコンピュータプログラムはコンピュータに、コンテンツにアクセスするステッ
プと、コンテンツ内の一つ以上の置換可能な小道具に関連づけられた位置とビジュアルエ
フェクトの情報を含む参照ファイルにアクセスするステップと、一つ以上の置換画像を取
得するステップと、前記ビジュアルエフェクト情報を用いて少なくとも一つの置換画像の
視覚的外観を修正するステップと、コンテンツに前記一つ以上の置換画像を挿入して前記
一つ以上の置換可能な小道具を置換するステップとを実行させる。
【００１１】
　本発明の別の態様は、番組コンテンツを修正する際に使用する方法を提供することであ
る。その方法は、動的に置換可能なアセットを挿入することができるコンテンツ内の位置
を特定するステップと、コンテンツ内の特定された一つ以上の位置に動的に置換可能なア
セットを設定するステップと、設定された各動的に置換可能なアセットに対して位置情報
を決定するステップと、設定された各動的に置換可能なアセットに関連づけられるビジュ
アルエフェクト情報を決定するステップと、設定された各動的に置換可能なアセットに関
連づけられた位置情報およびビジュアルエフェクトの情報を含む参照ファイルを生成する
ステップとを含む。
【００１２】
　本発明の別の態様は、番組コンテンツを修正するためのシステムを提供することである
。そのシステムは、動的に置換可能なアセットを挿入することができるコンテンツ内の位
置を特定する手段と、コンテンツ内の特定された一つ以上の位置に動的に置換可能なアセ
ットを設定する手段と、設定された各動的に置換可能なアセットに対して位置情報を決定
する手段と、設定された各動的に置換可能なアセットに関連づけられるビジュアルエフェ
クト情報を決定する手段と、設定された各動的に置換可能なアセットに関連づけられた位
置情報およびビジュアルエフェクトの情報を含む参照ファイルを生成する手段とを含む。
【００１３】
　本発明の特徴と利点は、本発明の原理を利用した例示的な実施の形態が説明された本発
明の詳細な説明と添付図面を参照することによって、より理解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の後述の態様、特徴および利点は、図面を参照しながら提示される、より具体的
な説明からさらに明らかになる。
【００１５】
　図面を通じて対応する構成要素は対応する参照符号で示される。
【００１６】
　視聴者が前述のように伝統的なテレビ・コマーシャルを避けるとき、広告主のメッセー
ジは視聴者によって受け取られず、不利である。そのような不利益があるため、本発明の
実施の形態は、テレビ番組または他のコンテンツにおいて広告を使用することに関わる。
【００１７】
　本発明の実施の形態は、コンテンツ自体にプロダクトプレースメント（商品配置）広告
を置き換えたり、差し替えたりすることに関する。つまり、コンテンツは一つ以上のアセ
ットを含む。アセットは、異なる製品の画像を挿入することができるビデオ内の場所であ
る。たとえば、特定のテレビ番組のエピソードに現れるシリアルの箱は、異なるブランド
のシリアルの箱と置き換えることができる。典型的には、挿入されたシリアルを販売する
会社は、このアセットが広告の形を取ることから、アセットに対して代金を払うであろう
。このように、番組のエピソードが放送される度に、アセットは同じまたは異なる広告主
に売ることができる。
【００１８】
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　後述するように、そのようなアセットは、レガシー番組で特定されてもよい。つまり、
多くの古いテレビ番組や映画は、時代遅れか、もはや存在しないか、あるいは、もはや存
在しない会社によって提供されている製品や他の舞台小道具を含む。そのような古い番組
の多くは再放送によって繰り返しリプレイされる。本発明の実施の形態は、こういったレ
ガシー番組において固定されている舞台小道具を特定し、それを価値あるアセットになる
動的に置換可能な小道具に変換するための方法を提供する。このように、番組が再放送さ
れるたびに、現在の製品またはサービスの画像をアセットに挿入することができ、広告収
益を生成するのに用いることができる。
【００１９】
　本発明の他の実施の形態において、新しい番組コンテンツは、最初からそのような広告
アセットを念頭に開発される。これにより、コンテンツは、アセットの適切で戦略的な位
置決めとサイズ設定を提供するべく開発されるようになる。たとえば、映画会社は、映画
の制作の間、アセット開発にあたって広告の専門家と密接に働くことができる。
【００２０】
　本発明のさらに他の実施の形態において、新しいデジタル小道具／アセットが、以前は
一定の小道具が存在しなかったレガシー番組に挿入される。つまり、例えば、広告に類す
るものやブランドなどを含む絵のような新しい小道具が何もない壁上に追加される。その
ような実施の形態は、レガシー・コンテンツでは製品／舞台小道具の置き換えの機会が制
限されているという問題を解決するのに役立つ。このように、たとえば、シーンにシリア
ルの箱を加えることができる場合、シリアルの箱を交換する必要がない。
【００２１】
　一旦コンテンツが動的置換可能な広告アセットを含むように修正されるか、開発される
ならば、いろいろな異なる製品やサービスの画像をネットワーク経由で変えることができ
る。
【００２２】
　レガシー・コンテンツでアセットを特定すること：
【００２３】
　レガシー・コンテンツは、おそらく過去、何年も前に製作されたコンテンツを含む。レ
ガシー・コンテンツに対して、プロセスの第１の部分は、コンテンツを探索して、置き換
えることができるアセットを特定することである。例えば、そのようなアセットは、シリ
アルの箱、ソーダの缶やボトル、ピザの箱、他の製品の箱、カートン、容器、サービスな
どを含むが、これに制限されるわけではない。
【００２４】
　アセットは、異なるブランドの異なるテクスチャ、ビットマップ画像、ビデオストリー
ム、ＪＰＥＧ画像などを既存のオブジェクト上にオーバーレイすることができるものなら
何でもよい。
【００２５】
　図１Ａ、１Ｂ、１Ｃおよび１Ｄを参照して、固定された舞台小道具がレガシー・コンテ
ンツで特定され、その後、動的に置換可能なアセットと入れ替えられる様子を例示する。
具体的には、図１Ａで、レガシー番組の中のシーン１００は、テーブル１０４の隣に立っ
ているキャラクタ１０２を含む。テーブル１０４の上には特定のブランドのシリアルの箱
のような固定された舞台小道具があり、例えば「１９６０年代ベストシリアル」１０６と
記されている。「１９６０年代ベストシリアル」１０６は時代遅れで、もはや手に入らな
いので、それを現在手に入る製品と入れ替えることが望ましい。そうすることにより、そ
の舞台小道具の広告価値が増え、価値あるアセットになる。図１Ｂにおいて、「１９６０
年代ベストシリアル」１０６は、シーン１００において動的に置換可能な舞台小道具／ア
セット１０８で置き換えられた。動的に置換可能な舞台小道具／アセット１０８は、番組
コンテンツに挿入されるデータを含む。番組コンテンツは、異なる製品またはサービスの
異なるイメージが以前の舞台小道具を取り替えるためにシーンに挿入されるのを許容する
。異なる製品またはサービスの新しいイメージは、視聴者によって見られるものとなる。
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【００２６】
　たとえば、図１Ｃにおいて、「新世紀シリアル」１１０と呼ばれる、新しい、より現代
的なブランドのシリアルがシーン１００のアセット１０８に挿入され、「１９６０年代ベ
ストシリアル」１０６に取っ代わる。番組はしばらくの間、放送され、「新世紀シリアル
」の供給元がこの広告機会に対して対価を支払う。その後、異なる広告主が、彼らの製品
をアセット１０８に表示させるために対価を支払うことを望むかもしれない。たとえば、
図１Ｄにおいて、全く異なる製品である「クリスピー・グッド・クラッカー」１１２がシ
ーン１００のアセット１０８に挿入される。「クリスピー・グッド・クラッカー」の供給
元は、例えば、一つのエピソードまたは全シーズンまたはそれ以上にわたって、番組が再
放送される間、彼らの製品を一定期間表示しておくために支払う。
【００２７】
　図２Ａを参照して、本発明の実施の形態に係る動に的置換可能な舞台小道具／アセット
を生成する方法２００を例示する。方法２００は、舞台小道具がコンテンツで特定される
ステップ２０２で始まる。特定される舞台小道具は、動的に置換可能なアセットで入れ替
えることが有利でありうるものである。
【００２８】
　具体的には、本発明のある実施の形態によれば、そのような舞台小道具／アセットを特
定する処理は、コンテンツをフレーム単位で調べることにより、手動で実行してもよい。
アセットの手動特定によれば、人がフレーム単位あるいはそれに類似したやり方で、コン
テンツを調べてアセットを特定する。コンテンツ内のほぼ何でもアセットとして使ってよ
い。たとえば、コンテンツに現れるピザの箱、他の製品の箱または容器を舞台小道具とし
て特定してもよい。
【００２９】
　ステップ２０４において、各舞台小道具／アセットの参照座標または他の位置情報が決
定され、経時的に記録される。つまり、置き換えられることになっている特定された舞台
小道具のそれぞれに対して位置情報が決定される。たとえば、アセットが特定された後、
コンテンツはアセットの最初のインスタンスまで巻き戻されてもよい。アセットはその後
、拡大され、アセットの参照座標は手動で特定される。
【００３０】
　たとえば、箱のようなアセットの場合、隅の一つをクリックする。左上または右下の隅
など、どの隅をクリックしてもよい。その後、小道具の置き換えに対するオーバーレイ領
域が、特定のフレームに対して遠近法で特定される。カメラは通常動いているため、典型
的には人が手動で各フレームを調べて、カメラに対する箱の位置を決定する座標を入力す
る。
【００３１】
　舞台小道具／アセットの手動特定は、フレーム単位でなされなくてもよい。すなわち、
１フレームおきになされてもよく、数フレーム毎になされてもよく、任意のフレーム毎に
なされてもよい。たとえば、箱の隅は１つのフレームにおいて特定することもでき、その
後、箱の位置が変わるまでは多数のフレームをスキップしてもよい。箱の参照座標は以前
のフレームと同じであるだろうから、フレームをスキップすることができる。
【００３２】
　自動スムージング機能が手動識別処理の後、適用される。これは、挿入領域がジッター
がなく、適当なアスペクト比で適切に結合されていることを保証するためである。そのよ
うなスムージング機能により、本発明が透過的に機能してエンドユーザにとって目標の心
理視覚的経験が達成されることが保証される。ジッター、ストローブ、ハロー、その他の
結果を生む他の機能が、置換小道具にコントラストやアテンションをもたらすために適用
されてもよい。
【００３３】
　フレームをまたいで各舞台小道具／アセットに対して特定される参照座標を追跡するこ
とに加えて、各アセットに関連づけられたアイデア、テーマ、コンセプトなども特定ある
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いは指定してもよい。シーン情報、例えば光源、ディフューザ、リフレクタその他、それ
らのタイプ、位置、色、強度などは、時間ベースの参照ファイルに記録される。各アセッ
トの他の特性が特定または指定されてもよい。このデータは座標とともに保存される。
【００３４】
　データのすべてあるいは一部は、コンテンツが流れている間、アセットのビデオ内の位
置の適切な参照座標を提供する機能を開発するために用いられる。その結果、メディアへ
の置換コンテンツの挿入がスムーズになるように置換画像を調整することができる。
【００３５】
　レガシー・コンテンツでアフターエフェクトを決定すること：
【００３６】
　舞台小道具／アセットが特定された後、アセットのアフターエフェクトが決定される。
具体的には、ステップ２０６において、コンテンツの各舞台小道具／アセットのアフター
エフェクトまたは他のビジュアルエフェクトの情報が決定され、経時的に記録される。つ
まり、各特定された舞台小道具と関連づけられたビジュアルエフェクト情報が決定される
。そのようなアフターエフェクトまたはビジュアルエフェクトの情報は、レンダリング機
能、変数および設定値を含む。画像が所定の仕方で心理視覚的にシーン環境に対応するよ
うに、アフターエフェクトはシーン情報にしたがって適用される。つまり、ほとんどの場
合、置換画像をシーンに調和させて混ざり合い、自然に見えるようにするためにデータを
使用することができるように、元のアセットのアフターエフェクトは決定される。
【００３７】
　そのようなアフターエフェクトは、色彩、シェーディング、焦点、シャープニング、ブ
ラー（ぼやけさせること）などだけでなく、光特性に合致させるために元のアセットに適
用される他の全ての視覚特性も含まれる。そのような視覚の特性は、たとえば、発光性、
反射性やシェーディング特性を含んでもよい。レンダリング設定値は、典型的には現実の
元のシーンの環境を反映する視覚特性を達成するために設定される。
【００３８】
　画像にぼかし（ブラー）効果を与えたり、置換されるアセットの元の品質に合わせるた
めに、画像にアフターエフェクトを適用しなければならないことを理解することは重要で
ある。プロファイリング・ステップでは、ブラーレベルまたはブラー閾値の大きさを決定
するために、たとえば、背景にあるソーダ瓶が観察される。
【００３９】
　ポスト・フィルタは、元のオブジェクトの光学的品質を与えるように新しいテクスチャ
を調和させるために用いられる。光学的品質はフレーム単位でしばしば変わる。これをチ
ェックする一つの方法として、第１のフレームのアセットの光学的品質をチェックし、そ
れから、後のフレームにおいてアセットの光学的品質をチェックすることで、フレームが
同じブラーレベルまたは同じ光学フィルター・レベルをもつことを確認する。アセットが
カメラのビューに存在しなくなるまで、異なるフレームをチェックする。
【００４０】
　一つの目標は、コンテンツが流れている間、どんなアフターエフェクトまたは他のビジ
ュアルエフェクトの情報が新しいテクスチャに適用されたかを記録する機能を開発するこ
とである。この新しいテクスチャは、コンテンツが再生される際、以前には固定されてい
た舞台小道具を取り替えるためにコンテンツに動的に供給されるものである。アフターエ
フェクトまたは他のビジュアルエフェクトの情報は、コンテンツが流れている間に決定さ
れてもよい。
【００４１】
　レガシーコンテンツにおけるアセットの自動特定とアフターエフェクト：
【００４２】
　本発明の他の実施の形態によれば、アセットを特定するプロセスやレガシー・コンテン
ツにおけるアセットのアフターエフェクトは、少なくとも部分的に自動化される。たとえ
ば、これらのタスクのために設計されたソフトウェアツールを使ってもよい。すなわち、
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レガシー・ビデオ、テレビ番組、映画または他のコンテンツを処理するプロセスは、ソフ
トウェアツールがコンテンツを処理するのに用いられるツールのフェーズであってもよい
。
【００４３】
　図２Ｂを参照して、本発明の実施の形態に係るそのようなツールで実行される方法２２
０が例示される。ステップ２２２において、ユーザはコンテンツにおいて舞台小道具をク
リックする。つまり、そのようなツールによって、ユーザはレガシー・コンテンツにおい
て、例えばシリアルの箱のようなアセットをクリックすることができる。ツールはその箱
を拡大して、箱に対する参照座標または他の位置情報を特定する。ステップ２２４におい
て、番組コンテンツが再生されるにつれて、ツールは自動的に舞台小道具の位置情報を追
跡し、保存する。
【００４４】
　ツールは、箱に関連づけられたビジュアルエフェクトの情報を決定するために構成され
てもよい。ステップ２２６において、コンテンツの再生の間、舞台小道具が動くにつれて
、ツールは自動的に舞台小道具に対してこの情報を追跡し、保存する。
【００４５】
　さらに、本発明のある実施の形態において、ソフトウェアツールは箱のプロファイルを
生成する。つまり、箱がクリックされた後、ツールは箱のプロファイルを生成し、その後
、ユーザはシェーディング、ブラーなどを決めることができる。
【００４６】
　ツールは、プロファイリング・プロセスの一部として箱に関する入力された情報を受け
入れるように構成することができる。このように、ステップ２２８において、ツールはユ
ーザから舞台小道具に関する入力情報を受け付ける。つまり、ユーザは、レガシー・コン
テンツにおける箱に関する全ての情報をツールに提供することができる。たとえば、ユー
ザはツールに箱のタイプ、すなわち箱にパッケージされた特定のレガシー製品を提供する
ことができる。ツールはその特定の箱を求めて画像を調べ、その映像環境でシェーディン
グを表す画素設定値を見る。ツールは、その後、その位置と方位にあることがわかってい
る特定のビットマップ・イメージに関連づけられた一般的な照明原理を決定することがで
きる。ツールはそれから、この情報全てを使って、自動的に舞台小道具イメージを分析し
、プロファイルを生成する。これはステップ２３０によって示されている。
【００４７】
　生成されたプロファイルは、描画されたアセットがどこに陰影をつけられるべきかと、
光源が箱のカメラ・ビューに基づいてどこに置かれるべきかを示すことができる。プロフ
ァイルは、挿入されたオブジェクトを描画するために情報も含んでもよく、または、変化
しているカメラ環境の過程を通じて光源を予測してもよい。プロファイルは、光のグレー
ディングが一般的に、特定のパターンで箱に降りかかっていることを示すこともできる。
ユーザはプロファイルの情報の全てをチェックして、調整することができる。
【００４８】
　生成されたプロファイルのおかげで、ユーザはレガシー番組に対してキャリブレーショ
ン処理を実行し、レガシー・アセットを広告コンテンツで動的に置き換える機会をすべて
見つけて決定することができる。
【００４９】
　新しいコンテンツにおいてアセットを特定する：
【００５０】
　上で述べたように、本発明の他の実施の形態において、新しい番組コンテンツは最初か
らそのような動的に置換可能な映画の舞台小道具と広告アセットを念頭において開発され
る。これにより、コンテンツは、適切で戦略的なアセットの位置決めと大きさ設定を提供
するべく開発されるようになる。たとえば、映画会社は、映画の制作の間、アセットを開
発するにあたって広告専門家とともに密接に働くことができる。
【００５１】
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　新しい番組コンテンツでは、舞台小道具の位置、シーン情報、およびアセットのアフタ
ーエフェクトのようなビジュアルエフェクト情報は、映画撮影の間、すでに知られている
か、取得することができる。
【００５２】
　映画制作の間、一組の小道具は、シーン情報とシーンの小道具の操作に基づいて、小道
具の位置の追跡を自動化し、アセットに対するプロファイルを定めるために用いることが
できる。
【００５３】
　受動的または能動的な小道具もしくはその組合せを本発明において用いてもよい。
【００５４】
　小道具は、彼らが表す小道具（すなわち、シリアルの箱、ソーダ缶、クラッカーの箱、
ボトル、壁の絵など）のカテゴリーに似るような形に作り上げるのが好ましいが、必ずし
もそうでなくてもよい。
【００５５】
　受動的な小道具はシーンの環境から区別できるようにしておく。それは、本発明がシー
ンを通じて、システムが小道具の上に反映されるシーン情報を記録できるような方法で、
小道具を自動的に追跡できるようにするためである。受動的な小道具は、緑色のスクリー
ンの素材やレトロを感じさせる素材などを適当に組み合わせたもので作られてもよい。小
道具をシーンで参照して追跡することができるように、小道具はインデックスを付けられ
たビジュアルなマーカーまたは類似の物でコード化される。たとえば、本発明によりビデ
オフレームを分析する間、各小道具の中心のＸ、Ｙ、Ｚ座標または小道具の周辺部の輪郭
を自動的に追跡して、各小道具の定義と照合することができる。さらなる処理を施して、
小道具のトラッキングの記録を小道具の輪郭に合わせ、アスペクト比やスムージングなど
に合致するようにしてもよい。
【００５６】
　アセットのビジュアルエフェクトとアフターエフェクトは、カメラと小道具の時系列の
位置情報を含む既知のシーン情報に基づいて定めることができる。シーン情報が与えられ
、ある瞬間における舞台小道具の位置とカメラ、ライト、その他の位置が決定されると、
本発明は、挿入された舞台小道具に対して適当なアフターエフェクトの設定値を計算する
ための適切な入力を得る。
【００５７】
　受動的な舞台小道具があるおかげで、アセット・タグの位置を特定するためにフレーム
単位で映画を通じて手動でキャリブレーション処理をする必要性が減らされるか、取り除
かれる。たとえば、ソーダ瓶のようなレトロを思わせるマーカーで作られた受動的な舞台
小道具がシーン内に提供される。ソーダ瓶がキャラクタの手の中で動き回るとき、ソーダ
瓶に対する時系列の位置情報が当該技術分野で知られているマシンビジョン追跡方法によ
って自動的に決定され、記録される。位置情報は、方向、チルト、ヨー、ロールといった
メトリックスや、ソーダの小道具／アセットに対して適当な置換領域を与えるための適当
な情報を含む。後で、新しい小道具や置換テクスチャが、ソーダ瓶が存在するフレームに
描画されてもよい。それによって、シーンが作られた後、効果的にソーダ瓶をコカ・コー
ラ（登録商標）からペプシ（登録商標）に、または市場に入る新しいブランドに変えるこ
とができる。
【００５８】
　受動的な小道具に加えて、能動的な小道具があるが、能動的な小道具は電子回路とシス
テムを含み、小道具が動作する環境をインテリジェントにセンシングすることができる。
そのようなセンサは、グローバルかローカルな位置決め能力と、シーンの間、小道具がさ
らされている環境を記録すると他のセンサを使用可能にする。そのようなセンサは、光検
出器、光検出器アレイ、ＣＣＤセンサ、ＣＣＤセンサ・アレイ、加速度計、その他を含む
が、これらに限定されない。
【００５９】
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　能動的な小道具は、シーンの小道具を追跡する時系列の遠隔測定データを、シーン情報
とリフレクション、シェーディング、ライティング、その他を含む小道具向けのシーン情
報とともに記録するか、伝送する。
【００６０】
　能動的な小道具は、位置、方向、チルト、ヨー、ロール、その他を含むいろいろな方法
で追跡される。小道具は、形状の変形に対しても追跡される。小道具がどのように操作さ
れ、変形するかについて理解した上で小道具を追跡し、置換オブジェクトも同じ変形に従
う。たとえば、シリアルの箱または歯みがきの小道具は、その小道具を操作する俳優が、
小道具を押しつぶしたり、開いたり、閉じたり、アクセスすることによって、その形状が
シーンにおいていかに変形するかを決定するべく、追跡される。
【００６１】
　能動的な小道具は、小道具の上に反映されるオブジェクトの時系列のリフレクションを
記録するか、伝送することができる。リフレクションデータおよびその他のセンサデータ
は、ビデオフレームのタイムインデックスにおいて小道具に対するアフターエフェクトの
設定値を設定するために用いられる。小道具の上に新しいテクスチャを混合するとき、新
しいテクスチャはアフターエフェクトの設定値で描画されるため、その新しいテクスチャ
は小道具オブジェクトの上にシーンからの現実のリフレクションをもって現れる。
【００６２】
　このように、新しい番組コンテンツを用いて、広告アセットをコンテンツとともに開発
することができ、上述の手動の処理は必要でなくなる。
【００６３】
　参照ファイルの生成：
【００６４】
　アセットが特定され、アフターエフェクトが決定された後、イメージまたは参照ファイ
ルが作成される。具体的には、ステップ２０８において（図２Ａ）、特定された置換可能
な舞台小道具／アセットに関する位置とアフターエフェクト・データとともに元の番組コ
ンテンツを含む参照ファイルが、作成される。ビデオフレームがそのフレームに係る舞台
小道具の位置とアフターエフェクトの設定値を参照することができるように、参照ファイ
ルは時間ベースで設けられるのが好ましい。
【００６５】
　参照ファイルは、元の番組コンテンツにバンドルされる必要はない。元のコンテンツは
、たとえばＤＶＤ、ＨＤ、メモリーカード上でエンドユーザにすでに手に入っているかも
しれない。この場合、ユーザは、時間ベースの舞台小道具の位置とアフターエフェクト・
データを含むが、元のコンテンツを含まない参照ファイルをダウンロードするか、ストリ
ーム受信してもよい。本発明は、ユーザ参照ファイルが提供され、そのファイル自体には
、時間ベースの舞台小道具の位置とアフターエフェクト・データが置換広告テクスチャと
ともに含まれるが、元のコンテンツは含まれないモードでも動作する。本発明は、ユーザ
参照ファイルが提供され、そのファイル自体には、時間ベースの舞台小道具の位置とアフ
ターエフェクト・データを置換広告テクスチャとともに含み、かつ、元のコンテンツも含
むモードでも動作する。
【００６６】
　前述のとおり、画像または参照ファイルは、プレーヤーが、いつ置換舞台小道具がシー
ンに、その形状、位置、およびレンダリングの設定値で存在するかを認識できるように時
間ベースの情報を含むのが好ましい。
【００６７】
　各アセットに対するインプレッションを評価する：
【００６８】
　本発明の別の実施の形態によれば、各広告アセットに対する印象を評価する方法が提供
される。具体的には、ステップ２１０において、価値が決定されて、コンテンツにおける
それぞれの動的に置換可能な舞台小道具／アセットに割り当てられる。つまり、各アセッ
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ト（例えば緑色の表示面のシリアルの箱）に対して、インプレッションの品質の適格性を
判定するか価値評価するためのメカニズム、およびインプレッションの品質を追跡するた
めのメカニズムが提供される。各アセットの価値を決定することが価格に影響を及ぼし、
潜在的な広告主によってその価格が払われるようになる。
【００６９】
　各アセットの価値は、多くの異なる要因に依存することがある。そのような要因は、画
面のサイズに対する小道具の相対サイズ、小道具が見える時間、小道具に適用される明瞭
またはぼかし（ブラー）の効果などを含むがこれらに限られない。
【００７０】
　小道具に適用される明瞭またはぼかし（ブラー）の効果に関して、たとえばソーダ瓶が
、番組の後ろの方にあり、ぼんやりしたものであるかもしれない。カメラの焦点距離のた
め、ソーダ瓶は焦点が合っていないが、番組の主役には焦点が合っているかもしれない。
このように、ソーダ瓶への焦点の度合いは要因の一つである。ソーダ瓶は多少ぼんやりし
ているから、ソーダ瓶がカメラのすぐ前に合ってフォーカスが合っている場合に比べて、
広告アセットの価値をやや下げて評価するというインプレッション評価式を与えるかもし
れない。
【００７１】
　明瞭またはぼかしの効果の量は、アフターエフェクト後処理において混合されるかぼや
けさせることで、画像が素材の残りと混ざり合う必要があるかどうかに依存する。これは
、上述の手動のプロセスで特定される。自動化された緑色表示面の小道具処理の場合、明
瞭またはぼかしの効果の量は、カメラの焦点距離、レンズのタイプ、小道具までの距離な
どにもとづいて自動的に計算される。
【００７２】
　アセットの価値を評価するのに使うことのできる別の要因は、主役がアセットに触れ、
何らかの形でアセットに注意を引くかどうかである。アセットの位置や方向も要因となり
うる。たとえば、ソーダ瓶はアセットの価値を下げるような角度に位置するかもしれない
。その角度では、芸術的なデザインとしては適切な位置にはないからである。コンテンツ
を制作するにあたってそのようなデザインを選ぶことは、露出および価値にインパクトを
与える。
【００７３】
　アセットの価値は、現実と、小道具に価値を与えて小道具を変える能力をもつ制作者の
芸術的な自由度との間のバランスである。すべての異なる要因にもとづいて、潜在的な広
告主は、最終的にアセットに広告を出すことに対して競争的に入札する。これについては
後述する。
【００７４】
　レガシーコンテンツに新しいアセットを追加する：
【００７５】
　本発明の他の実施の形態によれば、固定された小道具が以前には存在していなかったレ
ガシー番組に新しいデジタル小道具／アセットが挿入される。このようにして、動的に置
換可能な舞台小道具／アセットがビデオ、ウェブ、番組コンテンツの何もない、開いた、
都合の良い場所に設けられる。実施の形態は、レガシーコンテンツが製品／舞台小道具の
置換のために限られた機会しかもたないという問題を解決するのに役立つ。
【００７６】
　図３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ、３Ｆを参照して、本発明の実施の形態において、動
的に置換可能な小道具／アセットをどのようにして番組コンテンツに設けるかを例示的に
説明する。番組コンテンツはレガシー番組を含む。具体的には、図３Ａのように、番組の
シーン３００ではテーブル３０４の隣に人物３０２が立っている。上述のシナリオとは違
って、テーブル３０４上には舞台小道具はない。
【００７７】
　図３のように飲み物を示す動的に置換可能な舞台小道具／アセット３０６がシーン３０
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０に挿入され、テーブル３０４上にあるように置かれる。以前はテーブル３０４には何も
表示されていなかったが、アセット３０６の挿入により、この番組の以前は何もなかった
空間が利用価値のあるものになる。
【００７８】
　動的に置換可能な舞台小道具／アセット３０６は今や、番組に製品を挿入したい広告主
に売ることができるようになる。たとえば、図３Ｃのように、「レッドソーダ」３０８と
呼ばれるソーダのブランドがシーン３００のアセット３０６に挿入される。番組は、「レ
ッドソーダ」の供給者がこの広告機会に対して支払う期間、放送される。その後、別の広
告主がお金を払ってアセット３０６に自分の製品を表示してもよい。たとえば、図３のよ
うに、異なる製品、すなわち「ブルーポップ」３１０がシーン３００のアセット３０６に
挿入される。「ブルーポップ」の提供者は、番組が再放送されているある期間、たとえば
、一つのエピソードについてだけ、あるいは全シーズンかそれ以上の期間、お金を払って
自分の製品を表示させてもよい。
【００７９】
　図３Ｅは、絵やポスターを表す動的に置換可能な舞台小道具／アセット３１４がシーン
３００に挿入され、テーブル３０４よりも上に配置されていることを示す。壁の上に以前
は何も表示されていなかったが、アセット３１４の挿入により、以前は何もなかった空間
が利用価値のあるものになる。この動的に置換可能な舞台小道具／アセット３１４もまた
、番組に自分のメッセージを挿入したい広告主に売ることができる。たとえば、図３Ｆの
ように「アクションスポーツアパレル」３１６というアパレルブランドに関するメッセー
ジがシーン３００のアセット３１４に挿入される。このようにして新しい小道具／アセッ
ト、たとえば何もない壁の上の絵で広告アフィニティ、ブランドなどを含むものが追加さ
れる。
【００８０】
　したがって、本発明の実施の形態において、新しい動的に置換可能な舞台小道具／アセ
ットが、番組の開放された、もしくは都合のよい場所に追加される。たとえば、もしレガ
シー番組にシリアルの箱がないならば、シーンにシリアルの箱を追加することができる。
【００８１】
　図４を参照して、本発明の実施の形態に係る、番組コンテンツに新しい動的に置換可能
な舞台小道具／アセットを追加する方法４００を例示する。ステップ４０２において、動
的に置換可能なアセットを挿入できるか挿入するのが望ましい、コンテンツの開放された
、何もない、あるいは都合の良い場所を特定する。ステップ４０４において動的に置換可
能なアセットが一つ以上の特定された場所に設置される。
【００８２】
　追加されたアセットに対して場所とビジュアルエフェクト情報を保存する上述のステッ
プを、新しいアセットが挿入されるこの場合にも適用することができる。このようにして
、ステップ４０６において、コンテンツのそれぞれの新しいアセットに対して参照座標の
ような位置情報が決定され、各瞬間で記録される。同様に、ビジュアルエフェクト情報を
記録するプロセスとアフターエフェクトをブレンドするプロセスを使うこともできる。し
たがって、ステップ４０８においてコンテンツの各アセットのビジュアルエフェクト情報
が決定され、各瞬間で記録される。アフターエフェクトとビジュアルエフェクトの情報を
ブレンディングすることに関して、番組には元々は小道具がなかったため、そのようなブ
レンディングはシーンの残りと最も良くフィットして見えるようにするためになされる。
【００８３】
　ステップ４１０において、上述と同様に、動的に置換可能な小道具／アセットとともに
元の番組コンテンツを含む参照ファイルが生成される。ステップ４１２において、価値が
決められ、コンテンツのそれぞれの動的に置換可能な小道具／アセットに割り当てられる
。
【００８４】
　再生、置換イメージの挿入、およびネットワーキング：
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【００８５】
　図５を参照して、本発明の実施の形態に係る、動的に置換可能な舞台小道具／アセット
を含む番組コンテンツを再生する一つの方法５００を例示する。
【００８６】
　ＴＶショーをダウンロードするか、映画を再生することなどにより、参照ファイルを最
終的に再生するとき、どんな置換イメージを動的に置換可能な舞台小道具／アセットに挿
入するかを決めなければならない。置換小道具に広告オブジェクトを割り当てるためのス
キームは数多く存在する。広告は重みをもってもよく、広告主が求めるインプレッション
の要求数をかなえるために、システムは、様式や特定のタイトルを流用する広告を割り当
ててもよい。
【００８７】
　すべての異なる要因にもとづいて、潜在的な広告主は最終的にアセットに広告を出すこ
とに対して競争的に入札することができる。このように、方法５００のステップ５０２に
おいて、広告主はアセットに対して入札する。そのような入札はアセットの決定された価
値にもとづいてもよい。
【００８８】
　そのような入札が可能な方法は数多くある。たとえば、入札者が番組コンテンツと利用
可能なアセットのタイプを提示されるオークションまたはそれに類似した方法がある。た
とえば、アセットの一つがシリアルの箱であるなら、シリアルを広告したい会社はその特
定のショーとアセットに対して入札する。
【００８９】
　いったん、どんな置換イメージを動的に置換可能な舞台小道具／アセットに挿入するか
を決定すると、この例では、ステップ５０４の例で示すように、コンテンツは参照ファイ
ルを用いてブロードキャストされる。上述のように、本例では、イメージまたは参照ファ
イルは、各動的に置換可能な舞台小道具／アセットに対する位置とビジュアルエフェクト
の情報を各瞬間で与える関数だけでなく、番組コンテンツも含む。番組が再生されると、
参照ファイルは、各アセットの位置の参照座標と、当該技術分野で既知の通信方法を用い
て記憶手段から動的に取り出された新しいテクスチャに適用されるべきアフターエフェク
トとを提供する。
【００９０】
　例示した方法のステップ５０６において、参照ファイルは置換イメージ、オブジェクト
またはテクスチャを取得する。より具体的には、メディアが再生されるとき、参照ファイ
ルはネットワークサーバーと通信して、各ＩＤに対する新しいイメージ、オブジェクト、
またはテクスチャを受け取る。そのようなＩＤは動的に置換可能な舞台小道具／アセット
を特定する。
【００９１】
　ステップ５０８において置換テクスチャは、コンテンツの各アセットに対する適当なア
フターエフェクトに通される。新しいテクスチャが適当なアフターエフェクトを通った後
、テクスチャはコンテンツにマージされる。これはステップ５１０に例示されており、置
換テクスチャは全国、地方、グループ、または個人ベースでコンテンツ内のアセットにデ
ジタル的に挿入される。すなわち、置換小道具のイメージをダウンロードし、コンテンツ
に小道具をデジタル的にで挿入することにより、完成されたメディアが生成される。
【００９２】
　ネットワークサーバは広告サーバを含んでもよい。置換小道具のイメージは広告サーバ
から動的に提供される。エンターテインメントシステムにおいてビデオゲームの中で広告
を出すために使われる既存の広告サーバをこの目的のために修正してもよい。すなわち、
そのような既存の広告サーバがビデオゲームの掲示板に広告を動的に提供する。そのよう
なインフラストラクチャは、コンテンツ内で特定されたアセットに置換小道具を動的に提
供するように構成されてもよい。
【００９３】
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　ステップ５１０により、置換テクスチャが全国、地方、グループ、または個人単位でデ
ジタル的にコンテンツに挿入される。図６は、本発明の実施の形態によって、これがどの
ようになされるかを例示する。すなわち、ネットワーク６００はケーブル会社６０２のよ
うな一群のケーブル会社に番組コンテンツを提供する。置換小道具の挿入は、ネットワー
ク６００によって、繰り返し、全国的にあるいはグローバルに行われ、それにより、すべ
ての地方放送において同じまたは混合されたひとまとまりの置換小道具が現れる。あるい
は、全国的あるいはグローバルに放送される番組に対して、異なる置換小道具と商用テク
スチャを異なるローカルエリアのコンテンツに挿入してもよい。たとえば、置換小道具の
挿入は地方ケーブル会社または地方の企業連合によってなされてもよい。地方ケーブル会
社６０２は全国的に挿入される同じ小道具を挿入してもよく、その地方に意味のある小道
具を挿入してもよい。
【００９４】
　別の実施の形態では、視聴者のタイプやグループに依存して、異なる置換小道具と商用
テクスチャをコンテンツに挿入してもよい。たとえば、テクスチャは末端の視聴者６０４
のためだけに挿入されてもよい。他の実施の形態では、異なる置換小道具と商用テクスチ
ャが、特定の個人の視聴者のためだけにコンテンツに挿入されてもよい。このシナリオは
、末端の視聴者６０６に対して、視聴者のケーブルボックス、エンターテインメントシス
テム、あるいはそれに類するものによって広告挿入がなされるという例で説明されている
。プログラムコンテンツは視聴者のケーブルボックスまたはエンターテインメントシステ
ムにダウンロードされ、それから広告挿入がなされる。
【００９５】
　置換小道具が視聴者のタイプに依存するシナリオに対してプロファイリングを使うこと
ができる。そのようなプロファイリングは各視聴者に対するユーザプロファイルを利用す
ることができる。たとえば、ホッケーファンである視聴者に対しては、番組コンテンツに
ホッケーの小道具を見せてもよい。このように、小道具と小道具のスタイルはユーザのプ
ロファイルに依存する。
【００９６】
　したがって、ネットワークがメディアに広告を流す方法は多数ある。
【００９７】
　ここに記述される方法と技術は、多くの異なる種類のコンピュータ、グラフィックスワ
ークステーション、ビデオゲーム・システム、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＲ、メディア・プ
レーヤー、ホームサーバ、ビデオ・ゲーム機、携帯電話、携帯機器、無線装置などの上で
利用され、実装され、実行される。図７を参照して、ここに述べた方法と技術を実装し、
実行するのに用いられるシステム７００を例示する。システム７００は、中央演算処理装
置（ＣＰＵ）７０２、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）７０４、デジタル微分解析（ＤＤ
Ａ）ハードウェア７０６、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）７０８、ディスクドライブ
のような大容量記憶装置７１０、表示装置７１２を含む。
【００９８】
　ＣＰＵ７０２および／またはＧＰＵ７０４はここに述べた方法と技術の各ステップを実
行するために使うことができ、いろいろな番組コンテンツと画像は表示装置７１２に描画
することができる。リムーバブル記録媒体７１４を大容量記憶装置７１０とともにオプシ
ョンで使い、それをここに述べた方法と技術を実装するコードを格納するために使っても
よい。もっとも、ＲＡＭ７０８や大容量記憶装置７１０のような記憶デバイスのいずれか
をそのようなコードを格納するために使ってもよい。システム７００の全体または一部を
、コンピュータ、ビデオ・ゲーム機またはシステムのようなデバイス７１６に具体化して
もよい。シミュレーションや処理は、他のグラフィクス・タスクと並行して動いてもよい
。マルチ・プロセッシング・コアの上では、シミュレーションは別々のプロセッサーで実
行することができる。
【００９９】
　ここに開示した本発明は、特定の実施の形態、例、およびその応用を用いて説明したが
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、当業者であれば、請求項で示した発明の範囲を逸脱することなく、いろいろな変更、変
形をすることができる。たとえば、置換画像は、ネットワーク経由で、あるいはＤＶＤ、
メモリーカード、その他を含むの他の手段によって、受信してもよい。広告テクスチャと
置換画像は、モデル、画像またはその組合せを含んでもよい。番組コンテンツと参照ファ
イルはストリーム受信されてもよい。元の番組コンテンツは、元の番組コンテンツおよび
／また元の番組コンテンツの修正されコード化されたバージョンを含んでもよい。本発明
は、従来の商業的な広告自体の中に舞台小道具を挿入するか、置換するために用いられて
もよい。本発明は新しい没頭できるビデオゲームを含めいろいろな目的に使うことができ
、エンターテイメントのモデル、メッセージ、コントロール、時計、ニュース、フレーム
が実体験として感じられるように置かれ、時間ベースのシーン特有の配置などのために最
適化される。本発明は、放送、ウェブ、ネットワークＴＶ、ゲームなどを含む従来の配信
チャネルに置かれた商業的なバナー広告の中に小道具を挿入するか、置換するために用い
てもよい。「コンテンツ」は、テレビ番組、番組、映画、動画、ビデオ、ウェブサイト、
コマーシャル、ドキュメンタリー、ビデオゲーム、その他を含むが、これに限定されるも
のではないことは、十分理解されなければならない。
【０１００】
　本発明は、媒体の使用と広告へのユーザの露出を追跡するためにフィードバックの記録
をアップロードするように構成されてもよい。広告モデル、テクスチャはネットワーク・
アクセスを一時止めたデバイス上に保管されバッファされてもよい。広告をローテーショ
ン・スケジュールにかけてもよい。参照ファイルは一つ以上のファイルであってもよく、
他のエレメントやオブジェクトを含んでもよい。位置データとアフターエフェクトデータ
を物理的に異なるファイルに分け、異なるチャネル上のネットワークを介してストリーム
受信しもよい。これもまた「参照ファイル」と呼ぶ。本発明を携帯機器、携帯電話などで
用いてもよい。
【０１０１】
　このように、ある実施の形態において、レガシー番組コンテンツの消費製品のような舞
台小道具が動的に置換可能なアセットに置き換えられる。異なる製品・サービスの画像を
挿入し、ネットワーク経由で変えることができるという点で、そのようなアセットは広告
目的で使うことができる。置き換えのためにコンテンツの小道具を特定し、特定された小
道具ごとに位置とビジュアルエフェクトの情報を決定し、コンテンツと各特定された小道
具に関連づけられた位置情報およびビジュアルエフェクト情報とを含む参照ファイルを作
成することによって、そのようなアセットを生成してもよい。対価を各アセットに対して
決定するか、広告主がコンテンツに対してさらなる広告収益チャネルを与えるためにアセ
ットに入札してもよい。コンテンツとコンテンツにアセットを挿入することに対するパラ
メータを指定する参照情報とをブロードキャストすることによってコンテンツが再生され
るようにしてもよい。製品の画像のような置換画像をネットワーク経由で取得してもよい
。あたかも挿入されたオブジェクトが元のシーンの一部であるかのように自然に見えるよ
うに、各置換画像の視覚的外観をビジュアルエフェクト情報を使って修正してもよい。
【０１０２】
　ある実施の形態において、動的に置換可能なアセットを番組コンテンツに挿入し、その
中に映画の舞台小道具を挿入するために使ってもよい。異なる製品・サービスの画像を挿
入し、ネットワーク経由で変えることができるという点で、そのようなアセットは広告目
的で使うことができる。アセットを挿入することができるコンテンツの位置を特定し、特
定された位置にアセットを設定し、各アセットに対して位置とビジュアルエフェクトの情
報を決定し、各アセットに関連づけられた位置情報およびビジュアルエフェクト情報を含
む参照ファイルを作成することによって、そのようなアセットを生成してもよい。対価を
各アセットに対して決定するか、広告主がコンテンツに対してさらなる広告収益チャネル
を与えるためにアセットに入札してもよい。コンテンツとコンテンツにアセットを挿入す
ることに対するパラメータを指定する参照情報とをブロードキャストすることによってコ
ンテンツが再生されるようにしてもよい。製品の画像のような置換画像をネットワーク経
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由で取得してもよい。あたかも挿入されたオブジェクトが元のシーンの一部であるかのよ
うに自然に見えるように、各置換画像の視覚的外観をビジュアルエフェクト情報を使って
修正してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１Ａ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図１Ｂ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図１Ｃ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図１Ｄ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図２Ａ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットとともにコ
ンテンツを生成する方法を説明するフローダイアグラムである。
【図２Ｂ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットとともにコ
ンテンツを生成する方法を説明するフローダイアグラムである。
【図３Ａ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図３Ｃ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図３Ｄ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図３Ｅ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図３Ｆ】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットの例を絵で
説明するダイアグラムである。
【図４】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットとともにコン
テンツを生成する方法を説明するフローダイアグラムである。
【図５】本発明の実施の形態に係る動的に置換可能な舞台小道具／アセットとともにコン
テンツを再生する方法を説明するフローダイアグラムである。
【図６】本発明の実施の形態に係る図５の方法の一部の実装例を説明するシステムダイア
グラムである。
【図７】本発明の実施の形態に係る方法を走らせ、実装し、あるいは実行するために用い
られるコンピュータシステムを説明するブロックダイアグラムである。
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