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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択されるビデオクリップを表示装置に表示するビデオプレーヤと、
　前記ビデオプレーヤに結合され、オーディオシステムでの選択される歌の選択に基づい
て前記選択されるビデオクリップを決定するコントローラと、
　前記コントローラに結合され、ユーザ選択の履歴に基づいてその歌が再生される確率が
高いと判定された歌の情報と、ビデオクリップの情報との間の複数の関連を記憶するデー
タベースとを備え、
　前記コントローラは、前記選択される歌と前記データベースに記憶されている歌の情報
との比較に基づいて、前記データベースに記憶されているビデオクリップの情報から前記
選択されるビデオクリップを決定し、
　前記歌の情報は、少なくとも１つの歌のクラスを含み、前記歌のクラスは、アーティス
ト及びジャンルの少なくとも１つを含む、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記ビデオプレーヤの制御を行うためのユーザインタフェースを
提供する、
請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記ユーザインタフェースは、前記オーディオシステムの制御を行うために提供される
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、
請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記ユーザインタフェースは、オーディオシステムでの選択可能な歌に対応する利用可
能なビデオクリップのインジケータを含む、
請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記インジケータは、前記利用可能なビデオクリップに対応するサムネイル画像を含む
、
請求項４記載のシステム。
【請求項６】
　オーディオシステムで再生される歌を識別するステップと、
　識別された歌の歌情報を決定するステップと、前記歌の情報は、少なくとも１つの歌の
クラスを含み、前記歌のクラスは、アーティスト及びジャンルの少なくとも１つを含み、
　ユーザ選択の履歴に基づいてその歌が再生される確率が高いと判定された歌の情報と、
ビデオクリップの情報との間の複数の関連を記憶するデータベースをサーチして、前記歌
情報に対応するビデオクリップ情報を決定するステップと、
　決定されたビデオクリップ情報に対応するビデオクリップを特定するステップと、
　前記歌が前記オーディオシステムで再生されたとき、特定されたビデオクリップを表示
装置に表示するステップと、
を含むことを特徴とするシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンターテインメントシステムの分野に関し、より詳細には、ビデオクロッ
プがオーディオマテリアルのセレクションに基づいて記録及び再生されるマルチメディア
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大部分のホームエンターテインメントシステムは、オーディオシステム及びビデオシス
テムを含むか、又は、結合されたオーディオ－ビデオシステムを含んでいる。一般に、オ
ーディオシステムは、「ジュークボックス」のような機能を可能にし、ユーザは、特定の
歌を再生するために選択することができるか、又は、システムは様々な基準の何れかを使
用して、歌を再生するために選択することができる。たとえば、セレクションは、単にラ
ンダムであるか、ジャンル、スタイル、アーティスト等に基づいている場合がある。従来
のビデオシステムは、典型的に、テープ（ＶＣＲ）、磁気ディスク（ＤＶＲ）、光ディス
ク（ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ）等のいずれかに対する記録機能を含む。
【０００３】
　システムは、ユーザへのプレゼンテーションのためのマテリアルの選択を自動化するた
め、又はユーザへの将来的なプレゼンテーションのためにマテリアルを記録するために、
一般に利用可能である。これらの自動化されたシステムは、選択プロセスを容易にするた
め、好き又は嫌いを明示的に述べることが一般的に可能である（たとえば「コメディ」、
「ニュース」は好き、「スポーツ」は嫌い等）。システムのなかには、ユーザの視聴履歴
に基づいて好き又は嫌いを更に変更するために構成される。
【０００４】
　ユーザ履歴に基づいてプレゼンテーション又は記録のための選択を提供する従来のシス
テムでは、セレクションは一方向である。すなわち、ビューイングのためのマテリアルの
セレクションは、ユーザのビューイング履歴に基づいており、リスニングのためのマテリ
アルのセレクションは、ユーザのリスニング履歴に基づいている。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、オーディオシステムにより供給された機能とビデオシステムにより供
給された機能を統合することにある。
　さらに、本発明の目的は、別のメディアにおけるマテリアルの選択に基づいて一方のメ
ディアにおける記録のためのマテリアルを識別することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これらの目的及び他の目的は、オーディオシステムでの再生のために選択される歌に基
づいてビデオシステムにおけるビューイング及びレコーディングのためにビデオクリップ
が選択される方法及びシステムにより達成される。
【０００７】
　オーディオセレクションの履歴が保持され、この履歴に基づいて、システムは「好きな
」歌を識別する。システムは、好きな歌に関連されるビデオクリップのビデオマテリアル
のソースをサーチし、クリップを記録する。好みの歌が再生のために続いて選択されたと
き、ビデオシステムは、対応するビデオクリップを再生するか、又は対応するビデオクリ
ップを再生するのを提供するために構成される。任意に、システムは、ユーザのビデオコ
レクションにおけるクリップの位置、又はインターネットのようなコンピュータネットワ
ークにおけるクリップのＵＲＬのような以前に記録されたビデオクリップの位置を記憶す
るために構成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、添付図面を参照して、例示を通して更に詳細に説明される。　
　図面を通して、同じ参照符号は同じエレメント、又は同じ機能を実質的に実行するエレ
メントを示す。添付図面は、例示するために含まれ、本発明の範囲を制限することが意図
されていない。
【０００９】
　図１は、本発明のシステムの例示的なブロック図であり、このシステムは、レンダリン
グされたオーディオマテリアルに基づいてビデオクリップを記録する。システムは、コン
トローラ１９０を含み、このコントローラは、オーディオシステム１１０により再生され
たセレクションに基づいて、ビデオマテリアルについてネットワーク１４０をサーチする
ために構成される。オーディオセレクションに対応するビデオマテリアルが発見されたと
き、コントローラは、データベース１８０に対応（correspondence）を入力し、任意に、
このマテリアルを記録するためにビデオレコーダ１５０を制御する。
【００１０】
　サーチエンジン１３０は、オーディオシステム１１０により再生されるセレクションに
関連されるビデオマテリアルについて１以上のネットワーク１４に構成される。ネットワ
ーク１４０は、たとえば、ブロードキャスト、サテライト、又はケーブルテレビジョント
ランスミッション、インターネットサイト及び他のビデオマテリアルのソースを含む。こ
の開示の目的のため、ビデオマテリアルは、静止画及び動画の両者を含み、以下では「ク
リップ」と呼ばれる。
【００１１】
　システムがオーディオシステムで現在再生されているセレクションに対応するビデオマ
テリアルをサーチするように構成されるが、現在選択されている歌に対応するビデオの同
時代の（cotemporaneous）なブロードキャストの可能性は僅かであり、したがって、好適
な実施の形態では、オーディオセレクションの履歴１２０に基づいてサーチが行われる。
理解の容易さのため、本発明は、オーディオシステム１１０とサーチエンジン１３０の間
の非同期の関係のパラダイムを使用して以下に記載される。当業者であれば理解されるこ
とであるが、オーディオシステム１１０での現在のアクティビティに基づくか、又はオー
ディオシステム１１０で再生されるようにスケジューリングされるマテリアルのキューに
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含まれるマテリアルに基づいて、サーチエンジン１３０が制御される。この環境では、履
歴１２０は、セレクションの履歴に対応し、その後の再生のために選択されている歌のセ
ットと同様に、現在選択された歌を含む。
【００１２】
　本明細書で更に説明されるように、システムは、オーディオシステム１１０での現在の
セレクションに対応する１以上のビデオクリップをレンダリングするために構成される。
オーディオシステム１１０とサーチエンジン１３０の間の非同期の関係のパラダイムを使
用して、サーチエンジン１３０により発見されるビデオクリップは、対応する歌がオーデ
ィオシステム１１０で選択されたときにその後の再生のためにビデオレコーダ１５０によ
り記録される。同時代のセレクション及びサーチのコンテクストでは、ビデオクリップが
記録されるよりはむしろ再生される。先に述べたように、このレンダリングを容易にする
ため、コントローラ１９０は、歌と発見されたビデオクリップ１６０の間の対応関係を含
むデータベース１８０を保持するために構成される。
【００１３】
　なお、ビデオレコーダ１５０及びビデオクリップのストレージ１６０は、理解の容易さ
のために実施の形態で示されている。ビデオマテリアルが、ユーザのビデオコレクション
でＤＶＤでのような既にアクセス可能な記録された形式にあるか、若しくは、ユーザのコ
ンピュータ又は別のアクセス可能なコンピュータに記憶されている場合、システムは、デ
ータベース１８０において、ディスク及びトラック識別子、ファイルリファレンス、ＵＲ
Ｌ等のようなビデオクリップの「アドレス」を単に記憶するために構成することができる
。すなわち、例示されるビデオクリップ１６０は、単一のストレージデバイスにある必要
がなく、レコーダ１５０により記録されている必要がない。同様なやり方で、レコーダ１
５０は、ビデオマテリアルの形式に依存して、様々なコンポーネントを含む。たとえば、
ビデオマテリアルがインターネットサイトのファイルである場合、レコーダ１５０は、そ
のハードドライブにファイルを記録／記憶するパーソナルコンピュータに対応するか、そ
のＤＶＤレコーダにおけるディスクに対応する。ビデオマテリアルがブロードキャスト信
号に含まれる場合、レコーダ１５０は、信号の受信機に結合されるＶＣＲ又はＤＶＲに対
応する。
【００１４】
　好ましくは、コントローラ１９０は、記録すべきプログラムのユーザの明示的なセレク
ションのような、レコーダ１５０の他の高い優先度の使用と干渉しないように、プライオ
リティスキームを保持するために構成される。
【００１５】
　システムはオーディオシステム１１０でそれぞれのセレクションに対応するビデオマテ
リアルをサーチするために構成されるが、記録及び／サーチリソースが制限される場合が
ある。したがって、本発明の好適な実施の形態では、コントローラ１９０は、表示される
確率が高い歌に対応するビデオマテリアルをサーチするために構成される。一般に、再生
されている歌の確率は、再生される類似の歌と同様に、過去に再生されたその履歴１２０
により推定される。また、履歴１２０がその後の／将来的な再生のために選択されている
歌のセットを含む場合、再生の確率は高い。
【００１６】
　図３は、図１のコントローラ１９０で使用されるように、オーディオセレクションとビ
デオクリップを関連付けする例示的なフローチャートを示す。
【００１７】
　ステップ３１０で、システムは、再生される確率が高い歌を判定する。先に述べたよう
に、これは、ユーザセレクションの履歴に基づいて、オーディオシステムによる再生され
るようにスケジュールされる歌のリストに基づいている。また、システムは、再生される
確率が高い歌のクラスを判定するために構成され、すなわち、ユーザが所与のアーティス
トの歌を典型的に再生する場合、ステップ３１０での判定は、アーティストの識別となる
。同様にして、ステップ３１０での判定は、ジャンル、スタイル等の識別である場合があ
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る。利用履歴に基づいた「好み」を識別する技術は、当該技術分野で一般的であり、特定
のアーティストによる特定の歌のような非常に特化した好み、又は、週末の夜でのカント
リーウェスタンバラードシンガーの好みのような、非常に一般的な好みのいずれかを判定
する。
【００１８】
　ステップ３２０で、システムは、サーチのために利用可能なネットワークに基づいて、
再生される確率が高い歌又は歌のクラスの判定に対応するサーチ基準を判定する。たとえ
ば、ユーザが規則的に「マドンナ」の歌を規則的に再生する場合、サーチエンジンは、マ
ドンナを特徴付ける“ＭＴＶ”ブロードキャスタ、マドンナに関連するニュースアイテム
、マドンナのパフォーマンスのクリップを含むウェブサイト等をサーチするために構成さ
れる。
【００１９】
　ステップ３３０で、様々な技術の何れかを使用してサーチが行われる。たとえば、ステ
ップ３２０からのサーチ基準３２０は、タイトル、アーティスト、ジャンル等を識別する
ために歌又はアルバムで記録されるまたデータを含む。この情報は、自動化されたテレビ
ジョンプログラムについて提供される一覧表のような、又はウェブページのサーチのため
のキーワードのようなブロードキャスタ又は記録と関連付けされるメタデータに比較され
る。任意に、音声認識又は文字認識システムは、ビデオマテリアルから情報を抽出するた
めに利用される。同様に、ビデオマテリアルのオーディオコンテンツは、たとえばフーリ
エ解析又は類似の技術を使用して、歌のオーディオコンテンツに比較される。
【００２０】
　ステップ３４０で、再生される確率の高い歌又は歌のクラスに対応するため、ビデオマ
テリアルが発見されない場合、システムは、ステップ３１０に戻り、別の歌又は歌のクラ
スを判定し、プロセスが繰り返される。
【００２１】
　ステップ３４０で、ビデオマテリアルのソースが発見されるか、又は識別される場合、
歌が選択されるときにビデオマテリアルが利用可能となる可能性が高いかに関する判定が
行われる。ステップ３５０で、ビデオマテリアルが、ウェブサイトから、又はユーザのオ
ンラインのビデオマテリアルのコレクションから容易に利用可能であるかが判定され、必
要とされるときにマテリアルを配置するために必要とされる情報は、ステップ３９０で記
憶される。
【００２２】
　ステップ３５０で、ビデオマテリアルが連続して利用可能な確率が低いと判定された場
合、したがって必要とされたときに利用可能である可能性が低い場合、システムは、マテ
リアルを記録するために構成される。ステップ３６０で、マテリアルは、幾つかの将来的
な時間でブロードキャストされるようにスケジュールされるビデオマテリアルのように、
現在アクセス可能ではなく、システムは、ステップ３７０で、後の時間でマテリアルを記
録するようにレコーダをスケジュールする。さもなければ、システムは、ステップ３８０
でマテリアルを記録するためにレコーダをアクチベートする。
【００２３】
　ステップ３９０で、必要とされるときマテリアルを配置するために必要とされる情報が
記憶され、システムは、ステップ３１０に戻り、再生される確率が高い別の歌又は歌のク
ラスを判定する。
【００２４】
　代替的又は補足的な実施の形態では、システムは、ビデオクリップを個々の歌又は歌の
セットとユーザが直接的に関連付けするのを可能にするために構成される。たとえば、シ
ステムは、ＭＴＶのようなミュージックチャネルからビデオマテリアルを連続的に記録し
、ユーザのオーディオコレクションから選択された歌と関連付けされるビデオクリップと
して記憶するため、記録されたマテリアルのサブセグメントをユーザが選択するのを可能
にする。同様にして、ユーザがインターネットをブラウジングする間にビデオ情報を視聴
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した場合、ユーザは、ビデオクリップのコレクションに追加するためにコピーをダウンロ
ードするか、又は、インターネットのクリップに対応するＵＲＬを記憶し、このクリップ
の位置をユーザのオーディオコレクションにおける選択された歌又は歌のセットとデータ
ベースを介して関連付けする。
【００２５】
　図２は、選択されたオーディオマテリアルに基づいてビデオクリップを再生する本発明
のシステムの例示的なブロック図である。
【００２６】
　コントローラ１９０及びオーディオシステム１１０は、当業者であれば同じである必要
がないと認識されるであろうが、図１で使用されるのと同じコンポーネントとして示され
ている。
【００２７】
　歌が再生されようとしているとき、コントローラ１９０は、データベース１８０にアク
セスし、ビデオクリップ１６０がこの歌に対応して識別されたかを判定する。識別された
場合、コントローラ１９０は、表示装置２６０でクリップ１６０をレンダリングするため
にビデオプレーヤ２５０をアクチベートするために構成される。クリップ１６０のメディ
アに依存して、ビデオプレーヤ２５０は、ＶＣＲ、ＶＤＲ、ＤＶＤプレーヤ等である場合
がある。クリップ１６０がコンピュータファイルに記憶される場合、ビデオプレーヤ２５
０は、コンピュータにビデオカードを表し、クリップ１６０がオンデマンドブロードキャ
ストである場合、ビデオプレーヤ２５０は、ケーブル又はサテライトインタフェースユニ
ットを表す場合がある。
【００２８】
　好適な実施の形態では、コントローラ１９０は、以下に更に説明されるように、クリッ
プ１６０のレンダリングをユーザがディスエーブル又は延期するのを可能にするユーザイ
ンタフェースを提供する。このインタフェースは、サーチ及び／又はレコードモードの選
択的なアクチベーションを含む。たとえば、システムは、“Ｎ”個の最も頻繁に使用され
る歌に対応するビデオをサーチするか、“Ｍ”個の最も人気のあるパフォーマーに対応す
るビデオをサーチするためにユーザにより構成される。同様に、ユーザは、この自動化さ
れた記録プロセスのために使用される記録リソースの量を制限する。他の制御及びコンフ
ィギュレーションオプションは、この開示の観点で当業者にとって明らかである。
【００２９】
　図４は、本発明に係るオーディオシステムによりレンダリングされている歌に基づいた
ビデオクリップをレンダリングする図２のコントローラ１９０に実施されるユーザインタ
フェースを例示的なフローチャートである。　
　ステップ４１０で、再生されようとしている選択された歌、又は現在再生されている歌
が識別される。
【００３０】
　ステップ４２０で、上述されたように、歌とビデオの対応関係を含むデータベースがサ
ーチされ、ビデオクリップが選択された歌に対応するために識別されたかが判定される。
データベースにおける情報に依存して、この判定は、歌のタイトル及びアーティストの整
合のように非常に特別であるか、又は、関連付けされるビデオクリップを有する歌のクラ
スと選択された歌が整合することの判定のように一般的である。たとえば、ビデオクリッ
プは、特定の歌よりも特定のアーティストと、又は特定のジャンル、スタイル等と関連付
けされる。幾つかのケースでは、選択された歌は、複数のビデオクリップと関連付けされ
、好適な実施の形態では、ステップ４２０での判定は、選択された歌とデータベースにお
けるエントリとの間の整合の程度の「ランキング」を含む。
【００３１】
　ステップ４３０で、ユーザには、ステップ４４０で、識別されたビデオクリップを再生
すること、及び／又は多数のビデオクリップのうちから選択することのオプションが与え
られる。好ましくは、多数のクリップが選択された歌と関連される場合、インタフェース
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は、選択された歌とデータベースにおけるそれぞれのエントリとの間の整合の程度に基づ
いて上述されたランキングに基づいたセレクションを与えるために構成される。
【００３２】
　好適な実施の形態では、ユーザには、オーディオセレクションに続いて、オーディオセ
レクションと同時にビデオクリップをレンダリングするオプションが提供される。同時の
プレゼンテーションが選択された場合、ユーザには、ビデオトラックのオーディオ部分を
ミュートするオプションが提供される。任意に、同じ歌がビデオクリップ及びオーディオ
クリップに含まれる場合、システムは、オーディオシステムによる選択された歌のレンダ
リングにビデオクリップを同期させるために構成される。このオプションは、オーディオ
システムの品質をビデオクリップのオーディオコンポーネントの品質よりも優れているシ
ステムにおける実現に特に良好に適している。後続するプレゼンテーションが選択された
場合、又はビデオクリップがオーディオクリップに代わって選択された場合、システムは
、ビデオクリップがレンダリングされている間にオーディオクリップのレンダリングを適
切に停止し、ビデオクリップが終了したときに次のオーディオセレクションをレンダリン
グするためにオーディオシステムを制御するために構成される。
【００３３】
　好適な実施の形態のデフォルトのシナリオでは、ユーザは、システムを「ビデオクリッ
プモード」にし、システムは、かかるクリップが利用可能なときはいつでも選択された歌
に対応するビデオクリップを自動的に再生する。同様に、システムは、テレビジョン又は
エンターテインメントシステムにビデオクリップを自動的に提供するために構成され、ユ
ーザは、ユーザがオーディオシステムをアクチベートしたときにビデオクリップチャネル
を単に選択することでビデオクリップモードに入る。
【００３４】
　また、好適な実施の形態では、ユーザのコレクションにおける歌のビデオクリップの利
用可能性の示唆がユーザに提供される。コンピュータ制御されるオーディオシステムの簡
単な実施の形態では、「プレイリスト」を作成するために歌を選択するのに使用されるイ
ンタフェースは、それぞれの歌のタイトルでチェックマーク又は他のインジケータでアー
ギュメントされる。代替的な実施の形態では、それぞれのクリップの「サムネイル」画像
がインジケータとして使用される。多数のクリップが所与の歌について利用可能である場
合、インタフェースは、歌が再生されたときにどのクリップをレンダリングすべきかをユ
ーザが選択するのを可能にする。他のユーザオプションも同様に提供することができる。
たとえば、インタフェースは、歌が現在のプレイリストに配置されるとき、所与の歌につ
いて「デフォルト」クリップをユーザが選択するのを可能にし、代替的なクリップをユー
ザが選択すること、又はクリップを全く選択しないことを可能にする。同様にして、プレ
イリストにおける歌が関連されるビデオクリップを有さないときにレンダリングするため
、デフォルトの「バックグランドクリップ」が識別される。他のコンフィギュレーション
及びセレクションオプションは、この開示の観点で当業者にとって明らかであろう。
【００３５】
　ステップ４２０で、選択された歌に関連されるビデオが存在しない場合、又はステップ
４３０で、ユーザがビデオをレンダリングしないことを選択しない場合、又は、ステップ
４４０で、ビデオクリップがレンダリングされたとき、システムはステップ４１０に戻り
、次の選択された歌を待ち、次いで先のプロセスを繰り返す。
【００３６】
　上述した内容は、本発明の原理を単に例示するものである。当業者であれば、本実施の
形態で明示的に記載又は図示されていないが、本発明の原理を実施し、本発明の精神及び
範囲内にある様々なアレンジメントを考案することができるであろうことを理解されたい
。たとえば、上述したように、ひとたびビデオマテリアルがユーザの「好み」のセットに
対応するために識別されると、システムは、識別されたビデオマテリアルのオーディオト
ラックのセグメントをコピーすることで、オーディオマテリアルのユーザのコレクション
をアーギュメントするために構成される。たとえば、ユーザの好みのアーティストがＭＴ
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ザのコレクションに追加するために記録される。また、記憶機能は、ビデオクリップを記
憶するために制限されることを認識して、図３のフローチャートは、ステップ３７０，３
８０で新たに識別されたビデオクリップを記録する余地をつくるため、前に記憶されたビ
デオクリップの削除を含むように変更される。キャッシングの分野で一般的である、多数
のプライオリティスキームの何れかは、率直なファーストイン、ファーストアウトのリプ
レースメントスキームを含めて、どのクリップを削除するかを判定するために使用される
。これら及び他のシステムコンフィギュレーション及び最適化の特徴は、この開示の観点
で当業者にとって明らかであり、特許請求の範囲に含まれる。
【００３７】
　請求項の解釈において、以下が理解されるべきである。　
　単語「有する“comprising”」は所与の請求項で列挙された以外のエレメント又はステ
ップの存在を排除するものではない。幾つかの「手段」は、同じアイテムのハードウェア
又はソフトウェアで実現された構造又は機能により表される。それぞれの開示されたエレ
メントは、ハードウェア部分（たとえば、ディスクリート及び集積された電子回路を含む
）、ソフトウェア部分（たとえば、コンピュータプログラミング）、及びその任意の組み
合わせから構成される。ハードウェア部分は、アナログ及びデジタル部分の一方又は両方
から構成される。開示された装置又はその一部は、互いに結合されるか、又は特に述べな
い場合には更なる部分に分離される場合がある。特定のステップのシーケンスは、特に示
されない場合には必要とされないことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】レンダリングされたオーディオマテリアルに基づいたビデオクリップを記録する
本発明のシステムの例示的なブロック図である。
【図２】選択されたオーディオマテリアルに基づいたビデオクリップを再生する本発明の
システムの例示的なブロック図である。
【図３】本発明に係るオーディオセレクションとビデオクリップを関連付けする例示的な
フローチャートである。
【図４】本発明に係るオーディオシステムによりレンダリングされた歌に基づいてビデオ
クリップをレンダリングリングする例示的なフローチャートである。
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