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(57)【要約】
【課題】モデムを具えたパソコンを利用した公衆電話線
を通じて行われる遠隔学習におけるモデムで利用可能な
帯域幅に抑えてビデオ信号を送る困難を克服する。
【解決手段】遠隔学習システムは、マルチメディアパソ
コンを用いて生徒が受信するように設計されたテレビジ
ョン信号で、オンラインサービス情報および遠隔ユーザ
情報を組合わせる。組合された信号は次に、全ての生徒
に対しそれらのパソコンにて送信される。各々のパソコ
ンにおいて、受信信号は、パソコンのオン／オフ制御又
は表示のための VBIモデムによりその成分部分に分離さ
れる。各々のパソコンは、公衆電話網といったようなネ
ットワーク上で主サーバまで通信し戻すことができる。
放送設備が、テレビジョン信号と、一人の生徒からネッ
トワークを通して送信された情報を統合する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のクライアントコンピュータのうちの少なくとも１つのクライアントコンピュータ
から受信したデータを、信号が前記複数のクライアントコンピュータによって受信できる
ように放送用信号を提供する第１信号で、統合する少なくとも１つのホストサーバ、およ
び
　前記放送信号を受信し前記統合データを該放送信号から分離する、前記複数のクライア
ントコンピュータのうちの少なくとも１つのクライアントコンピュータ、
を含んでなることを特徴とする遠隔通信装置。
【請求項２】
　各クライアントコンピュータは、前記統合されたデータを前記放送信号から分離するた
めのチューナ・カードを含んでいる請求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項３】
　各クライアントコンピュータは前記第１信号で統合したデータを提示し、前記ホストサ
ーバに送られるべきデータをユーザに供給するよう促すユーザインターフェースを含む請
求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項４】
　ホストサーバにより受信されたクライアントコンピュータからのデータの少なくとも一
部分が他のクライアントコンピュータへの宛先のものである請求項３に記載の遠隔通信装
置。
【請求項５】
　前記クライアントコンピュータは前記統合データを表現する情報信号を提示する表示装
置を含んでなる請求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項６】
　画像及び音声の連続的信号を、複数のクライアント設備により受信できるように送信す
る放送設備に通信可能に接続されたホストサーバ内での信号としてデータ信号で統合する
ための命令を含むコンピュータ可読媒体を動作する段階、
　複数のクライアント設備のうちの少なくとも１つの動作を規定するデータを受信する段
階、および
　動作を規定する前記受信されたデータを前記放送設備によって送信される前記信号のう
ちの少なくとも一部分として結合する段階、
を含んでなることを特徴とする方法。
【請求項７】
　ホスト設備と遠隔クライアントとの間の遠隔通信装置において、
　オーディオビジュアルデータストリームを前記ホストで発信されたかまたは該ホストに
電子的に接続された他のコンピュータから受信されたデータに結合し、あるいは前記ホス
トで発信され、かつ前記ホストに電子的に接続された他のコンピュータから受信されたデ
ータに結合し、前記結合された信号を放送信号を介して分配のために送られるようにする
ホスト設備、および
　前記放送された信号からデータを受信し、該ホストにデータを間欠的に送信するクライ
アントであって、該クライアントが送信されたデータの少なくとも一部分を放送信号に結
合するためのものであるとして特定できるように、送信されたデータが前記ホストに提供
されるクライアント、
を含んでなることを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記オーディオビジュアルデータストリームが命令提示を表現する請求項７に記載の装
置。
【請求項９】
　前記ホストにより放送された信号に含まれるデータは前記クライアントにより依頼され
たダウンロードの少なくとも一部分を含む請求項７に記載の装置。
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【請求項１０】
　前記クライアントコンピュータの少なくとも一つにより受信されたデータは実時間にチ
ャット形式で表現される請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータはテキストメッセージとし
て提示される請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータは手書きとして図形的に表
現される請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータはオーディオおよび／また
はビデオとして表現される請求項７に記載の装置。
【請求項１４】
　前記クライアントにより受信された放送信号内に含まれるビデオおよびデータは前記少
なくとも一つのクライアントの同一表示装置上に同時に表示される請求項７に記載の装置
。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つのクライアントコンピュータは前記ホストにデータを送信する間に
前記放送されたデータを同時に受信する請求項７に記載の装置。
【請求項１６】
　クライアントは、前記放送信号を介して送られたデータにより実時間に他のクライアン
ト上で表示されたデータを制御する能力を有する請求項７に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ホストにより放送され前記結合された信号はｅメイルを配信する手段である請求項
７に記載の装置。
【請求項１８】
　前記クライアントにより受信された前記データは前記クライアントの表示装置上で図形
的表現を生成する請求項７に記載の装置。
【請求項１９】
　ホストと複数のクライアントデバイス間の遠隔通信を提供する方法であって、
　前記クライアントデバイスの各々が、ユーザにより入力された情報を獲得するよう該ユ
ーザとインターフェースする際動作するとともに前記ホストにデータを送信する際動作す
るモジュールを実行するプロセッサを含み、
　前記方法は、
　各デバイスが前記モジュールにより獲得されたユーザ入力に応じたデータを送信するよ
う対応するモジュールを用いる、複数のクライアントデバイスの内の少なくとも一つから
前記ホストでデータを受信する段階、および
　放送信号として前記複数のクライアントデバイスに送信するよう設けられた信号に前記
受信したデータの少なくとも一部分を前記ホストで提供する段階、
を含んでなることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記ユーザ入力は、前記ホストから受信した信号に独立して、かつ応答せずに、前記ユ
ーザにより発することができる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記放送信号はテレビジョン互換性信号である、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　送信用に設けられた信号に提供される前記受信したデータの少なくとも一部分は、前記
複数のクライアントデバイスのうちの特定の１以上のデバイスに対しアドレス付けられる
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、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは、前記
放送信号の送信を受信した前記複数のクライアントデバイスのうちの他の特定の１以上の
デバイスに選択的にアドレス付けられる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは前記ク
ライアントデバイスの所定の一つからのデータであり、前記受信したデータの少なくとも
一部分は、前記放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスのうちの前記
所定の一つにのみ選択的にアドレス付けられる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは、前記
放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスの全てに向けられた情報を示
す、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２６】
　前記送信用に設けられた信号は、
　（ｉ）前記複数のクライアントデバイスの全てに向けられた情報を規定する第１データ
と、
　（ii）前記複数のクライアントデバイスの中から選択された１以上のクライアントデバ
イスに特定の情報を規定する第２データとの片方または両方を含む、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　前記方法は前記ホストと前記複数のクライアントデバイスとの間の掲示板装置として機
能する、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２８】
　前記方法は遠隔教育システムとして機能する、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　前記方法は、前記ホストの動作により、前記信号が前記受信したデータおよび追加のデ
ータの少なくとも一部分を含むように前記信号に前記追加のデータを供給するステップを
含み、前記追加のデータは前記複数のクライアントデバイス以外のソースから獲得される
、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３０】
　前記追加のデータは指導者による教育上の表現を表す、請求項１９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記追加のデータは前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対する
制御命令を示す、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記追加のデータは前記ホストによりアクセスされる記録された情報である、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記受信されたデータの少なくとも一部分は、前記他の複数のクライアントデバイスの
うちの少なくとも一つにそれぞれ関連する少なくとも一つの表示装置上で表示される情報
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を制御する、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ホストは、公共ネットワーク、私的ネットワーク、または公共および私的のネット
ワークの両方を介して、前記複数のクライアントデバイスからデータを受信する、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記信号は空中を通る放送による送信用に設けられる、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記信号は、高帯域放送信号として設けられ、前記複数のクライアントデバイスのうち
の少なくとも一つからのデータは前記高帯域放送信号より低い帯域を有するネットワーク
を介して間欠的に受信される、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３７】
　前記信号は前記複数のクライアントデバイスのうちの１以上での表示用ビデオ情報を含
む、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３８】
　前記信号は前記受信された少なくとも一部分が統合される垂直帰線区間を有するビデオ
信号を含むテレビジョン互換性信号である、
請求項１９に記載の方法。
【請求項３９】
　前記複数のクライアントデバイスの各々が前記送信を受信し、前記信号から特定のクラ
イアントデバイスに向けられた何れかのデータおよびそのためのデータのみを抽出する、
請求項１９に記載の方法。
【請求項４０】
　前記放送信号はマルチポイント信号に対する高帯域ポイントである、
請求項１９に記載の方法。
【請求項４１】
　請求項１９に記載の方法を実行するコンピュータ実行可能な命令を含む少なくとも一つ
のコンピュータ可読媒体を含んでなる装置。
【請求項４２】
　請求項１９に記載の方法を実行する少なくとも一つのプロセッサを含んでなる装置。
【請求項４３】
　複数のクライアントデバイスと遠隔通信するホスト装置であって、
　前記クライアントデバイスの各々はユーザにより入力された情報を獲得するため前記ユ
ーザとインターフェースする際および前記ユーザにより入力された情報を示すデータを前
記ホスト装置に送信する際動作するモジュールを実行するプロセッサを有し、
　前記ホスト装置は、前記ユーザにより入力された情報を表すデータを前記複数のクライ
アントデバイスのうちの少なくとも一つから受信し、前記受信したデータの少なくとも一
部分を放送信号として前記複数のクライアントデバイスへ送信用に設けられた信号に供給
する際動作する少なくとも一つのプロセッサを含んでなることを特徴とするホスト装置。
【請求項４４】
　前記放送装置は前記ホスト装置の少なくとも一つのプロセッサを有する少なくとも一つ
のサーバを含む、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項４５】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは前記放
送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスのうちの特定の１以上のクライ
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アントデバイスに選択的にアドレス付けられる、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項４６】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは前記複
数のクライアントデバイスのうちの所定の一つからのデータであり、前記受信したデータ
の少なくとも一部分は前記放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスの
うちの所定の一つのみに選択的にアドレス付けられる、
請求項４５に記載のホスト装置。
【請求項４７】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは、前記
放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスの全てに対して向けられた情
報を示す、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項４８】
　前記信号は、
　（ｉ）前記複数のクライアントデバイスの全てに向けられた情報を規定する第１データ
と、
　（ii）前記複数のクライアントデバイスの中から選択された１以上のクライアントデバ
イスに特定の情報を規定する第２データとの片方または両方を含む、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項４９】
　前記ホスト装置は、前記ホスト装置と前記複数のクライアントデバイスとの間の掲示板
装置として機能する、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５０】
　前記ホスト装置は、遠隔教育システムとして機能する、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５１】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記信号への追加のデータを供給する際に動作し
、該追加のデータは前記クライアントデバイス以外のソースから獲得される、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５２】
　前記追加のデータは指導者による教育上の表現を表す、
請求項５１に記載のホスト装置。
【請求項５３】
　前記追加のデータは前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対する
制御命令を表す、
請求項５１に記載のホスト装置。
【請求項５４】
　前記受信したデータの少なくとも一部分は、前記複数のクライアントデバイス以外の少
なくとも一つのクライアントデバイスとそれぞれ関連する少なくとも一つの表示装置上で
表示される情報を制御する、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５５】
　前記ホスト装置は、公共ネットワーク、私的ネットワーク、または公共および私的のネ
ットワークの両方を介して、前記複数のクライアントデバイスのうちの一つからデータを
受信する、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５６】
　前記放送信号は、ネットワークを介して前記複数のクライアントデバイスのうちの所定



(7) JP 2008-236773 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

の一つから前記受信したデータに対する帯域より広い帯域を有する、
請求項５５に記載のホスト装置。
【請求項５７】
　前記放送信号はマルチポイント信号への高帯域ポイントである、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５８】
　前記信号は前記受信したデータの少なくとも一部分が結合したビデオ信号を含む、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項５９】
　前記複数のクライアントデバイスの各々が前記放送信号の送信を受信し、該信号からそ
のために向けられるデータのみを抽出する、
請求項４３に記載のホスト装置。
【請求項６０】
　デバイスのホスト装置との遠隔通信を促進するプロセッサを機能させる方法であって、
　ユーザにより入力される情報を獲得する際に動作し、かつ放送信号として前記ホスト装
置により送信された情報を表示する際に動作するインターフェースを提供する段階、およ
び
　前記ユーザインターフェースを介して前記ユーザにより入力された情報を表す結合情報
をネットワークを介して前記ホスト装置に送信する段階であって、前記送信された情報は
、該送信された情報の少なくとも一部分が前記ホスト装置により送信された放送信号と結
合するために特定付けることができるように、前記ホスト装置に設けられる段階、
を含んでなることを特徴とするプロセッサを機能させる方法。
【請求項６１】
　前記ホスト装置により送信された放送信号を処理し、前記装置のみに対して向けられた
情報を抽出する段階を含む、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記装置のみに対して向けられた情報は前記ユーザインターフェースを介して前記ユー
ザにより入力された情報に応じて前記ホスト装置から受信される、
請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
　前記装置のみに対して向けられた情報は他のユーザに関連する他のデバイスにより接続
されたネットワークを介して前記ホスト装置に通信される、
請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　前記放送信号は前記ホスト装置と通信する際の前記デバイスによる表示に対し共通な情
報を含む、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６５】
　前記ユーザインターフェースを介して前記ユーザにより入力された情報に応じて前記ネ
ットワーク接続を介して前記ホスト装置に送信される情報は、前記ホスト装置に通信可能
に接続された１以上のデバイスの各々と関連する１以上の特定のユーザに対し該ユーザに
より選択的にアドレス付けられた情報である、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６６】
　前記ユーザインターフェースを介して前記ユーザにより入力された情報に応じて前記ネ
ットワーク接続を介して前記ホスト装置に送信される情報は、前記放送信号が送信される
各デバイスと関連する全ユーザに対する情報である、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６７】
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　前記放送信号はマルチポイントに対し高帯域ポイントである、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６８】
　請求項６０に記載の方法を実行するコンピュータ実行可能な命令を有する少なくとも一
つのコンピュータ可読媒体を備えたデバイス。
【請求項６９】
　請求項６０に記載の方法を実行するプロセッサを備えるデバイス。
【請求項７０】
　遠隔通信する方法対話形式の装置であって、
　放送信号として送信用に設けられた結合信号を発生するため分離データ信号で画像と音
声を含むことのできる信号を統合するホスト設備、および
　各遠隔コンピュータが前記放送信号を受信可能であり、ネットワークを介して選択的に
前記ホスト装置にデータを送るネットワークインターフェースデバイスを含む複数の遠隔
コンピュータ、を含んでなり、
　前記ホスト設備は、前記ネットワークを介して、前記複数のコンピュータの少なくとも
一つから動作を規定するデータを受信し、前記放送信号として送信用に設けられた前記結
合信号における分離データとして前記受信したデータの少なくとも一部分を含む、
ことを特徴とする対話形式の装置。
【請求項７１】
　ホストと複数のクライアント設備との間の遠隔通信を提供する方法であって、
　前記複数のクライアント設備に、複数のクライアント設備の全てに向けられた情報を規
定する第１データを含むことのでき、かつ前記複数のクライアント設備の選択された設備
に対し特定の情報を規定する第２データを含むことのできる信号を放送する段階、
　前駆クライアント設備で動作を規定する複数のクライアント設備のうちの少なくとも一
つからデータを間欠的に受信する段階、および
　前記受信したデータの少なくとも一部分を前記複数のクライアント設備への送信用の前
記第１データまたは前記第２データの一つとして前記信号に選択的に統合する段階、
を含んでなることを特徴とする遠隔通信する方法。
【請求項７２】
　前記方法は、前記ホストと前記複数のクライアントデバイス間のオンライン通信サービ
スを遂行する、
請求項２７に記載の方法。
【請求項７３】
　前記信号は、ケーブルネットワークを介した放送による送信用に設けられる、
請求項３５に記載の方法。
【請求項７４】
　前記ホスト装置は、該ホスト装置と複数のクライアントデバイスとの間のオンラインサ
ービスを遂行する、
請求項４９に記載のホスト装置。
【請求項７５】
　アドレス付けはクライアントコンピュータからホストサーバにより受信されたデータに
提供される情報により特定される、
請求項４に記載の装置。
【請求項７６】
　前記コンピュータ可読媒体の動作は前記複数のクライアント設備のうちの少なくとも一
つの動作を規定する受信データを前記複数のクライアント設備の放送信号を受信すること
のできる特定の１以上のクライアント設備に選択的にアドレス付けする性能を含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項７７】
　前記クライアントが前記送信データの少なくとも一部分を前記放送信号を受信すること
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のできる特定の１以上のクライアントに選択的にアドレス付けすることのできるように、
前記送信データは前記ホストに供給される、
請求項７に記載の装置。
【請求項７８】
　前記アドレス付けは、前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対応
するクライアントデバイスから前記ホストにより受信された対応データに含まれる情報に
したがって特定される、
請求項２２に記載の方法。
【請求項７９】
　前記アドレス付けは、前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対応
するクライアントデバイスから前記ホストにより受信された対応データに含まれる情報に
したがって特定される、
請求項４５に記載のホスト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インストラクタが、一人以上の生徒をインストラクタから離れた場所で教え
ることのできるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インストラクタと同じ教室内で生徒を教えることは、生徒がインストラクタと他の級友
の両方に質問することができるので、効率的な方法である。インストラクタは生徒に直ぐ
に回答することができると共に、講義の進捗につれて生徒の付加的な疑問を自発的に尋ね
ることができる。要するに、インストラクタと生徒は、講義の話題に関して互いに容易に
影響を及ぼし合うことができる。
【０００３】
　しかし、何らかの理由によって同じ教室に集うことのできない生徒を教えることが必要
又は望ましいことがしばしばある。例えば、別の場所に居る生徒やインストラクタは一つ
の場所に集うことはできず、生徒の人数が多過ぎる場合には、一つの教室に快適に入りき
らない。このような場合には、遠隔学習システムを採用することが有利である。
【０００４】
　米国特許 4,785,472に開示された、離れた場所の生徒を教える一つのやり方では、電話
線を介してインストラクタ側ステーションを複数の生徒側ステーションに接続している。
教師と生徒の両方とも、予め記録された授業用テープとこのテープをセットするビデオプ
レーヤとを持っている。これを操作して、インストラクタは講義を行い、コンピュータに
データを送り、そして電話線を通じて送られた指令にビデオプレーヤーを同期させてオン
／オフ制御する。このようにして、インストラクタは講義を行い、すべての生徒に対して
多数の同じビデオテープの同じ部分を示すことによって、周期的にその講義を視覚的に表
現することができる。この遠隔学習のやり方は、（１）インストラクタ側に恒常的な電話
接続が必要なこと、（２）各授業毎にビデオセグメントが必要なこと、（３）ビデオテー
プを予め準備して講義を始める前に各生徒に配布しておく必要があること等の要求があり
、かなりの制限を受ける。従来の遠隔学習システムに対するこれらの要求を満たすには、
それぞれコストがかかり、特に、授業の間中電話を接続し続けておくことによるコストが
最も大である。
【０００５】
　遠隔学習のための従来の別のやり方は、すべての通信が公衆電話線を通じて行われるよ
うに、モデムを具えたパソコンを利用することである。このやり方は、セットアップの費
用が安いので初期には有利である。しかし、一旦、使用が始まると、電話接続時間の請求
金額が非常に高価なものとなる。
【０００６】
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　その上、現在の電話線とモデムで利用可能な帯域幅内に抑えてビデオ信号を送ることは
、今のところ困難である。更に、このようなビデオ送信用に広帯域幅の電話線を用いると
、提案されたこのシステムの使用に要するコストは、更に増加するであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、これらの従来の遠隔学習の問題点を解決することにある
。本発明のもう一つの目的は、生徒のために、例えば、インストラクタの姿を含む視覚的
な、及び必要に応じて、聴覚的な提示を行うと共に、生徒がインストラクタとの間で、さ
らにはこれら生徒の間で相互に容易に連携することのできる遠隔教育システムを提供する
ことにある。
【０００８】
　本発明の更に別の目的は、必要とされる初期のハードウエア及びソフトウエアに関しか
つ日常の操作に関して、生徒の負担するコストを低くする遠隔教育システムを提供するこ
とにある。
【０００９】
　本発明の利点と目的の一部は次に述べる通りであり、また、一部はこの説明から推考可
能であるか、または本発明を実施することによって明らかになろう。本発明の利点と目的
は、請求の範囲に記載されたエレメント及びその組合せによって実現され、達成されるで
あろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ここに具体化され、広義に述べられた本発明の目的に応じて、本発明の利点を達成する
ために、本発明は、ホストとクライアントの間の遠隔通信のためのシステムを提供し、こ
のシステムはクライアントに供給されるべきデータをテレビジョン信号の垂直ブランキン
グ期間内に統合し、この統合されたテレビジョン信号を放送するためのホスト設備を具え
ている。クライアントは、この放送された統合テレビジョン信号を受信し、これを標準テ
レビジョン信号と供給されるべきデータとに分離する。最後に、クライアントは、前記ホ
スト設備にリンクされたネットワークに接続することによって、ホスト設備に情報を送信
する。
【００１１】
　前述の一般的な説明と次の詳細な説明は、両方とも例示にすぎず且つ説明のためだけの
ものであり、請求の範囲に述べられた本発明を限定するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本明細書に組み込まれてその一部をなす添付の図面は本発明の一実施例を示し、その記
述と共に本発明の原理を説明するのに役立つ。
【００１３】
　これらの添付図面に示された本発明の好適実施例を参照して、本発明を詳細に説明する
。可能な限り、図面全体を通じて同じ又は類似の部品には同じ符号が用いられている。
【００１４】
　マルチメディアパソコンを使用して、生徒に受信されるように構成された、オンライン
サービス情報をテレビジョン信号と組み合わせた遠距離又は遠隔学習システムが開示され
ている。各パソコンは、公衆電話ネットワーク等のネットワークを経由して、サーバに通
信し戻すことができる。そして、放送設備はネットワークを通じて一人の生徒から送信さ
れた情報をテレビジョン信号と統合し、ネットワークへ接続しなくても、すべてのパソコ
ンユーザ（例えば生徒）がこの情報を見ることができるようにする。サーバは、自分から
生徒のパソコンへ送信するための情報を統合することもできる。
【００１５】
　図１では、この好適実施例による遠距離学習システム（DLS) 100は、インストラクショ
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ンの提供等の情報をアンテナ 102から遠距離の位置に設けられた複数のマルチメディアパ
ソコン(PC)106 に放送するための放送用アンテナ 102をそなえている。このアンテナ 102
は、ケーブルテレビジョンのリンクと取り替えても同じである。放送設備 110とサーバ 1
04とが前記アンテナ 102に結合され、このアンテナ 102によって放送されるべき信号を発
生する。 PC106とサーバ 104との間でデータを送信するのに、公衆電話網等のネットワー
ク 108が使用されている。好ましい実施例においてはこのネットワーク 108は公衆電話網
であるが、これは任意の広域ネットワーク又はそれらの組合せであってもよい。
【００１６】
　図２を参照して、前記 PC106の一例を説明する。テレビジョンチューナ・カード／垂直
ブランキング期間(VBI) モデム 208はアンテナ 102から送信されたテレビジョン信号を受
信する。このテレビジョンチューナ・カード／ VBIモデム 208は、例えばTechnology Cor
porationで製造された Malachi等の市販されている多くの適宜な製品のいずれであっても
よい。このチューナ・カード／ VBIモデム 208で受信されたテレビジョン信号は、提供デ
ータ及び表示データとしてオンライン・オペレーティングモジュール 212に供給される。
この提供データはインストラクタによって記録されたリアルタイムのオーディオ－ビデオ
データであり、一方、表示データは、例えば生徒の行動を規定するデータである。前記オ
ンライン・オペレーティングモジュール 212は、モデム 210とPCのモニタ 214の表示領域
 216を制御する。更に、このオンライン・オペレーティングモジュール 212は、マウス、
ペン筆記タブレット又はキーボード等の入力装置を使用して PC106のユーザから入力され
た情報を管理する。
【００１７】
　図５はマルチメディア PC106の一例を示す。この好適実施例においては、 PC106は、80
×86とコンパチブルな（互換性のある）アーキテクチャと、グラッフィック又はウィンド
ウズ（登録商標）ベースのオペレーティングシステムと共に作動するマルチメディアパソ
コンである。しかし、当業者であれば理解し得るように、他の多くの適当なコンピュータ
・アーキテクチャ及びオペレーティングシステムも同様に使用できる。
【００１８】
　PC106のPCハウジング 500は、PCのオペレーティングハードウェアの大部分を保持する
。ハウジング 500は、たとえば、メインプロセッサとハードディスク駆動装置とフロッピ
ー（登録商標）ディスク駆動装置と高速アクセス揮発性メモリとCD ROM駆動装置とを保持
する。ハウジング 500に接続あるいは統合されるのは、キーボード 506とマウス 502とタ
ッチパッドもしくはペン書き込みタブレット 504などの数々の入力装置である。 PC106は
、オーディオ情報と視覚情報とをそれぞれ出力するために使用されるスピーカ 508とモニ
タ 214をも備えている。電話回線を介してデジタルデータを送信したり受信したりするた
めのモデム 210は、ハウジング 500に電気的に接続される。修正された標準テレビジョン
信号を受信するためのテレビチューナ／ VBIモデム 208もハウジング 500に電気的に接続
される。モデム 210とチューナ／ VBIモデム 208とは、交互に、ハウジング 500内に実装
されたコンピュータ（あるいは印刷回路）板として実現されうる。
【００１９】
　本発明は、次の動作についての説明から一層明らかになるであろう。この説明で本発明
の具体例を提示する。本発明に係る典型的な遠隔学習授業において、ホストサイト 112に
居るインストラクタは、それぞれが各 PC106のうちの１つの場所に居る各生徒に教授する
。インストラクタからのオーディオ－視覚フィードという形をとる講義情報は、提供デー
タと呼ばれ、アンテナ 102を介して各 PC106へテレビジョン信号によって放送される。提
供データの他に、オンラインオペレーティングモジュール 212を制御するために使用され
るべきデータであって表示データと呼ばれるデータも、各 PC106へ放送されるテレビジョ
ン信号内に組み込まれる。しばしば、表示データは、生徒の表示に対してなすべき更新に
ついて記述する。
【００２０】
　図３は、ホスト 112で実行される提供データの表示データとの統合機能を図示する。統
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合されるべき提供データには、講義の生のあるいは録音したオーディオ－視覚フィードが
含まれる。統合されるべき表示データは、インストラクタ又は生徒の一人によって入力さ
れたデータを含みうる。生徒が入力した表示データは、統合される前に生徒のモデム 210
によってネットワーク 108を介してホスト 112へ送信される。実際の統合動作は、統合器
 300によって実行される。この統合器は、表示データと提供データとを受信しそれらを統
合して単一の出力信号 302を生成する。出力信号 302は、テレビジョン信号の垂直ブラン
キング期間に表示データを挿入することによって修正された提供データの標準テレビジョ
ン信号で構成される。出力信号 302は、各 PC106への放送のための放送設備 110とアンテ
ナ 102とへ送信される。
【００２１】
　サーバでの表示データは全部が統合器 300によって統合される必要はない。サーバがた
った一人あるいは僅かな生徒だけへデータを送ろうとしたり、生きているモデム接続がこ
れらの生徒間に存在したりする場合がある。このような場合、サーバは生きているモデム
接続で直接表示データを送ってもよい。
【００２２】
　各 PC106では、チューナカード／ VBIモデム 208が、送信出力信号 302を受信してテレ
ビジョン信号の垂直ブランキング期間から表示データを読み取る。次に、分離された提供
データ信号と表示データ信号とがオンラインオペレーティングモジュール 212へ転送され
る。
【００２３】
　オンラインオペレーティングモジュール 212は、ユーザインターフェース 216を管理し
、出力表示データをネットワーク 108を介してモデム 210を通してサーバ 104へ転送する
。ユーザインターフェース 216上での一般的な表示内容を図４に詳細に示す。次に、オン
ラインオペレーティングモジュール 212の図４に関わる動作について述べる。
【００２４】
　図４は、オンラインオペレーティングモジュール 212によってユーザに提示されたイン
ターフェース画面の具体的な表示例である。同様なインターフェース画面が、ホスト 112
でインストラクタに提示される。インターフェース画面の三つの主な区画は、インストラ
クタ提供区画 400とチョークボード区画 402とタイプ／掲示板区画 404とである。
【００２５】
　インストラクタ提供区画 400には、テレビジョン提供データの実時間（リアルタイム）
表現が表示される。通常、これは、講義の間中表示されるインストラクタおよび／あるい
はインストラクタの指導資料である。インストラクタが提供するものに対応するオーディ
オ信号が、同時にスピーカ 508へ出力されるようにしてもよい。チョークボード区画 402
は、インストラクタあるいは生徒が書き込み可能な対話式チョークボードである。一般的
には、コンピュータのマウス、タッチパッドおよび／あるいはペン書き込みパッドを用い
てチョークボード 402に書き込む。チョークボード 402にインストラクタによって書き込
まれる情報は、統合器 300によってホスト 212で表示データとしてのテレビジョン信号に
統合されて、各 PC106へ送信される。ここでその後、チューナカード／ VBIモデム 208に
よってテレビジョン信号から分離されて生徒のチョークボード 402上に表示される。
【００２６】
　インストラクタ及び他の生徒に見てもらうために生徒が自分のチョークボード 402へ情
報を書き込むと起動される決定シーケンスの流れ図を図６に示す。ステップ 600で生徒に
よってチョークボードに情報が書き込まれると、それは、ステップ 606で生徒のモデム 2
10によってサーバ 104へ表示データとして送信される。ステップ 602で、モデムは公衆電
話網に接続されてはいないと判断されると、ステップ 604が実行されて、モデム 210がネ
ットワークに接続される。モデムからの送信がないまま予め決められた時間が経過し、ソ
フトウェアが「課金節約モード」に入ると、モデム 210は自動的に電話網から切断される
。「課金節約モード」では、サーバとの接続は一時的であり、予め決められた時間の後に
終了する。接続が終了されても、生徒が引き続きサーバとの接続が必要な動作をした場合
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、顧客プログラムは、トランスペアレントに接続を再度確立する。
【００２７】
　ステップ 608で、サーバが受信した表示データがサーバのチョークボードに書き込まれ
る。次に、ステップ 610で、表示データがインストラクタテレビジョン信号に統合される
。そして、ステップ 612で、統合された出力信号 302が放送される。ステップ 614で統合
された出力信号 302は、各生徒のPCで受信され、ステップ 616でチューナ／ VBIモデム 5
12によって分離される。分離された表示データは、オンラインオペレーティングモジュー
ル 212によって受信される。最後に、オンラインオペレーティングモジュール 212は、そ
の表示データが以前に入力されホストPCから送信された表示データと同じものかどうかを
判断する。同一の表示データでなければ、ステップ 620で、チョークボード 402がこの新
しい表示データで更新される。同一の表示データならば、チョークボード 402は更新され
ない。
【００２８】
　上記の例は表示データの一般的な放送に関して図解されたが、すなわち、表示データが
全部の PC106によって受信され表示される場合について図解したが、より選択的な放送機
能も利用可能である。特に、チョークボードに書き込みをする生徒やインストラクタは、
選択された他のPCの組だけに表示させるために自分のメッセージを選択してもよい。その
ために、ユーザは、好適には、メニュシステムを使用して誰に自分のメッセージを送るか
を選択する。この選択情報は表示データとともに送信される。受信側のPCでは、ステップ
 619でさらに判断がなされる。すなわち、PCは、メッセージが特定のユーザを宛先として
表示するものかどうかを判断する。そのユーザを意図したものであると判断されれば、メ
ッセージが表示される。そうでなければ、メッセージはオンラインオペレーティングモジ
ュール 212によって無視される。
【００２９】
　ユーザインターフェースのタイプ／掲示板区画 216は、生徒とインストラクタとによっ
て、メッセージを迅速にタイプして他のユーザへ送信するための対話式「座談」領域とし
て使用される。ここで、テキスト 406中の一行が生徒かインストラクタによって入力され
ると、それは、オンラインオペレーティングモジュール 212によって表示データへ変換さ
れて、チョークボードに入力された情報が送信されるのと同じように他のユーザへ送信さ
れる。すなわち、テキストは、ホスト 112へ送信されて、統合器 300によってテレビジョ
ン信号へと統合されて、各 PC106へ放送される。チョークボード情報と同様に、ユーザは
、限られたユーザの組だけを宛先とするメッセージを送信することにより、より個人的な
メッセージとすることができる。
【００３０】
　本発明の実施例や本発明の構成には、本発明の範囲や精神から逸脱することなく様々な
修正や変形を加えることが可能であることは、当業者には明自であろう。例えば、開示の
発明は、インストラクタが生徒に対して講義を行うという形態の遠隔学級指導に限定され
るものではない。実際、掲示板とオンラインサービスとは、本発明に開示された概念に基
づいて構成された。掲示板とオンラインサービスとは、テレビジョン信号などの高帯域幅
低受信コスト信号を用いて通常の掲示板データのほとんどをユーザへ送信する。ユーザは
、公衆電話網などの低帯域幅ネットワークを使用して自分のデータを送信する。ユーザ全
部が掲示板から単一の送信信号を受信するけれども、ユーザ自身のローカルソフトウェア
はそのユーザに向けられた情報を表示するだけである。本発明の他の実施例については、
ここで開示された本発明の明細と実際とを考慮にいれれば当業者には明白であろう。本発
明の真なる範囲と精神とは請求の範囲に示されるものであり、本明細書と具体例とは単な
る一例とみなされるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例による遠隔学習システムを示す。
【図２】本発明の一実施例で使用されるマルチメディアPCの一例のブロックダイアグラム
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である。
【図３】本発明の一実施例による表示データと提供データの統合を説明するダイアグラム
である。
【図４】本発明の一実施例によるソフトウエアによって提供されたユーザインターフェー
スの表示の一例である。
【図５】本発明の一実施例で使用されるマルチメディアPCの一つを示す。
【図６Ａ】本発明の一実施例によるシステムの動作を示す前半フローチャートである。
【図６Ｂ】本発明の一実施例によるシステムの動作を示す後半フローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月9日(2008.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のクライアントコンピュータのうちの少なくとも１つのクライアントコンピュータ
から受信したデータを、信号が前記複数のクライアントコンピュータによって受信できる
ように放送用信号を提供する第１信号で、統合する少なくとも１つのホストサーバ、およ
び
　前記放送信号を受信し前記統合データを該放送信号から分離する、前記複数のクライア
ントコンピュータのうちの少なくとも１つのクライアントコンピュータ、
を含んでなることを特徴とする遠隔通信装置。
【請求項２】
　各クライアントコンピュータは、前記統合されたデータを前記放送信号から分離するた
めのチューナ・カードを含んでいる請求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項３】
　各クライアントコンピュータは前記第１信号で統合したデータを提示し、前記ホストサ
ーバに送られるべきデータをユーザに供給するよう促すユーザインターフェースを含む請
求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項４】
　ホストサーバにより受信されたクライアントコンピュータからのデータの少なくとも一
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部分が他のクライアントコンピュータへの宛先のものである請求項３に記載の遠隔通信装
置。
【請求項５】
　前記クライアントコンピュータは前記統合データを表現する情報信号を提示する表示装
置を含んでなる請求項１に記載の遠隔通信装置。
【請求項６】
　ホスト設備と遠隔クライアントとの間の遠隔通信装置において、
　オーディオビジュアルデータストリームを前記ホストで発信されたかまたは該ホストに
電子的に接続された他のコンピュータから受信されたデータに結合し、あるいは前記ホス
トで発信され、かつ前記ホストに電子的に接続された他のコンピュータから受信されたデ
ータに結合し、前記結合された信号を放送信号を介して分配のために送られるようにする
ホスト設備、および
　前記放送された信号からデータを受信し、該ホストにデータを間欠的に送信するクライ
アントであって、該クライアントが送信されたデータの少なくとも一部分を放送信号に結
合するためのものであるとして特定できるように、送信されたデータが前記ホストに提供
されるクライアント、
を含んでなることを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記オーディオビジュアルデータストリームが命令提示を表現する請求項６に記載の装
置。
【請求項８】
　前記ホストにより放送された信号に含まれるデータは前記クライアントにより依頼され
たダウンロードの少なくとも一部分を含む請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記クライアントコンピュータの少なくとも一つにより受信されたデータは実時間にチ
ャット形式で表現される請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータはテキストメッセージとし
て提示される請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータは手書きとして図形的に表
現される請求項６に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つのクライアントにより受信されたデータはオーディオおよび／また
はビデオとして表現される請求項６に記載の装置。
【請求項１３】
　前記クライアントにより受信された放送信号内に含まれるビデオおよびデータは前記少
なくとも一つのクライアントの同一表示装置上に同時に表示される請求項６に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つのクライアントコンピュータは前記ホストにデータを送信する間に
前記放送されたデータを同時に受信する請求項６に記載の装置。
【請求項１５】
　クライアントは、前記放送信号を介して送られたデータにより実時間に他のクライアン
ト上で表示されたデータを制御する能力を有する請求項６に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ホストにより放送され前記結合された信号はｅメイルを配信する手段である請求項
６に記載の装置。
【請求項１７】
　前記クライアントにより受信された前記データは前記クライアントの表示装置上で図形
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的表現を生成する請求項６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記クライアントデバイスの各々が、ユーザにより入力された情報を獲得するよう該ユ
ーザとインターフェースする際動作するとともに前記ホストにデータを送信する際動作す
るモジュールを実行するプロセッサを含み、
　各デバイスが前記モジュールにより獲得されたユーザ入力に応じたデータを送信するよ
う対応するモジュールを用いる、複数のクライアントデバイスの内の少なくとも一つから
前記ホストでデータを受信する段階、および
　放送信号として前記複数のクライアントデバイスに送信するよう設けられた信号に前記
受信したデータの少なくとも一部分を前記ホストで提供する段階、
を含んでなるホストと複数のクライアントデバイス間の遠隔通信を提供する方法を実行す
るコンピュータ実行可能な命令を含む少なくとも一つのコンピュータ可読媒体を含んでな
る装置。
【請求項１９】
　前記クライアントデバイスの各々が、ユーザにより入力された情報を獲得するよう該ユ
ーザとインターフェースする際動作するとともに前記ホストにデータを送信する際動作す
るモジュールを実行するプロセッサを含み、
　各デバイスが前記モジュールにより獲得されたユーザ入力に応じたデータを送信するよ
う対応するモジュールを用いる、複数のクライアントデバイスの内の少なくとも一つから
前記ホストでデータを受信する段階、および
　放送信号として前記複数のクライアントデバイスに送信するよう設けられた信号に前記
受信したデータの少なくとも一部分を前記ホストで提供する段階、
を含んでなるホストと複数のクライアントデバイス間の遠隔通信を提供する方法を実行す
る少なくとも一つのプロセッサを含んでなる装置。
【請求項２０】
　複数のクライアントデバイスと遠隔通信するホスト装置であって、
　前記クライアントデバイスの各々はユーザにより入力された情報を獲得するため前記ユ
ーザとインターフェースする際および前記ユーザにより入力された情報を示すデータを前
記ホスト装置に送信する際動作するモジュールを実行するプロセッサを有し、
　前記ホスト装置は、前記ユーザにより入力された情報を表すデータを前記複数のクライ
アントデバイスのうちの少なくとも一つから受信し、前記受信したデータの少なくとも一
部分を放送信号として前記複数のクライアントデバイスへ送信用に設けられた信号に供給
する際動作する少なくとも一つのプロセッサを含んでなることを特徴とするホスト装置。
【請求項２１】
　前記放送装置は前記ホスト装置の少なくとも一つのプロセッサを有する少なくとも一つ
のサーバを含む、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２２】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは前記放
送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスのうちの特定の１以上のクライ
アントデバイスに選択的にアドレス付けられる、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２３】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは前記複
数のクライアントデバイスのうちの所定の一つからのデータであり、前記受信したデータ
の少なくとも一部分は前記放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスの
うちの所定の一つのみに選択的にアドレス付けられる、
請求項２２に記載のホスト装置。
【請求項２４】
　前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つから受信したデータは、前記
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放送信号の送信を受信する前記複数のクライアントデバイスの全てに対して向けられた情
報を示す、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２５】
　前記信号は、
　（ｉ）前記複数のクライアントデバイスの全てに向けられた情報を規定する第１データ
と、
　（ii）前記複数のクライアントデバイスの中から選択された１以上のクライアントデバ
イスに特定の情報を規定する第２データとの片方または両方を含む、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２６】
　前記ホスト装置は、前記ホスト装置と前記複数のクライアントデバイスとの間の掲示板
装置として機能する、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２７】
　前記ホスト装置は、遠隔教育システムとして機能する、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記信号への追加のデータを供給する際に動作し
、該追加のデータは前記クライアントデバイス以外のソースから獲得される、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項２９】
　前記追加のデータは指導者による教育上の表現を表す、
請求項２８に記載のホスト装置。
【請求項３０】
　前記追加のデータは前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対する
制御命令を表す、
請求項２８に記載のホスト装置。
【請求項３１】
　前記受信したデータの少なくとも一部分は、前記複数のクライアントデバイス以外の少
なくとも一つのクライアントデバイスとそれぞれ関連する少なくとも一つの表示装置上で
表示される情報を制御する、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項３２】
　前記ホスト装置は、公共ネットワーク、私的ネットワーク、または公共および私的のネ
ットワークの両方を介して、前記複数のクライアントデバイスのうちの一つからデータを
受信する、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項３３】
　前記放送信号は、ネットワークを介して前記複数のクライアントデバイスのうちの所定
の一つから前記受信したデータに対する帯域より広い帯域を有する、
請求項３１に記載のホスト装置。
【請求項３４】
　前記放送信号はマルチポイント信号への高帯域ポイントである、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項３５】
　前記信号は前記受信したデータの少なくとも一部分が結合したビデオ信号を含む、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項３６】
　前記複数のクライアントデバイスの各々が前記放送信号の送信を受信し、該信号からそ
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のために向けられるデータのみを抽出する、
請求項２０に記載のホスト装置。
【請求項３７】
　ユーザにより入力される情報を獲得する際に動作し、かつ放送信号として前記ホスト装
置により送信された情報を表示する際に動作するインターフェースを提供する段階、およ
び
　前記ユーザインターフェースを介して前記ユーザにより入力された情報を表す結合情報
をネットワークを介して前記ホスト装置に送信する段階であって、前記送信された情報は
、該送信された情報の少なくとも一部分が前記ホスト装置により送信された放送信号と結
合するために特定付けることができるように、前記ホスト装置に設けられる段階、
を含んでなる、デバイスのホスト装置との遠隔通信を促進するプロセッサを機能させる方
法を実行するコンピュータ実行可能な命令を有する少なくとも一つのコンピュータ可読媒
体を備えたデバイス。
【請求項３８】
　ユーザにより入力される情報を獲得する際に動作し、かつ放送信号として前記ホスト装
置により送信された情報を表示する際に動作するインターフェースを提供する段階、およ
び
　前記ユーザインターフェースを介して前記ユーザにより入力された情報を表す結合情報
をネットワークを介して前記ホスト装置に送信する段階であって、前記送信された情報は
、該送信された情報の少なくとも一部分が前記ホスト装置により送信された放送信号と結
合するために特定付けることができるように、前記ホスト装置に設けられる段階、
を含んでなる、デバイスのホスト装置との遠隔通信を促進するプロセッサを機能させる方
法を実行するプロセッサを備えるデバイス。
【請求項３９】
　遠隔通信する方法対話形式の装置であって、
　放送信号として送信用に設けられた結合信号を発生するため分離データ信号で画像と音
声を含むことのできる信号を統合するホスト設備、および
　各遠隔コンピュータが前記放送信号を受信可能であり、ネットワークを介して選択的に
前記ホスト装置にデータを送るネットワークインターフェースデバイスを含む複数の遠隔
コンピュータ、を含んでなり、
　前記ホスト設備は、前記ネットワークを介して、前記複数のコンピュータの少なくとも
一つから動作を規定するデータを受信し、前記放送信号として送信用に設けられた前記結
合信号における分離データとして前記受信したデータの少なくとも一部分を含む、
ことを特徴とする対話形式の装置。
【請求項４０】
　前記ホスト装置は、該ホスト装置と複数のクライアントデバイスとの間のオンラインサ
ービスを遂行する、
請求項２６に記載のホスト装置。
【請求項４１】
　アドレス付けはクライアントコンピュータからホストサーバにより受信されたデータに
提供される情報により特定される、
請求項４に記載の装置。
【請求項４２】
　前記クライアントが前記送信データの少なくとも一部分を前記放送信号を受信すること
のできる特定の１以上のクライアントに選択的にアドレス付けすることのできるように、
前記送信データは前記ホストに供給される、
請求項６に記載の装置。
【請求項４３】
　前記アドレス付けは、前記複数のクライアントデバイスのうちの少なくとも一つに対応
するクライアントデバイスから前記ホストにより受信された対応データに含まれる情報に
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したがって特定される、
請求項２２に記載のホスト装置。



(22) JP 2008-236773 A 2008.10.2

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｎ   7/088    (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(74)代理人  100114177
            弁理士　小林　龍
(72)発明者  ガイ，フレデリック　アール．
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１３２１９，シラキュース，フェイ　ロード　８５０
(72)発明者  ロバーツ，ロナルド　エヌ．
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１２７２６，コチェクトン，コチェクトンロード　４
Ｆターム(参考) 2C028 AA00  BA01  BA03  BA04  BB04  BB06  BC04  BC05  BD02  CA13 
　　　　 　　  5C063 DB02 
　　　　 　　  5C164 FA10  FA26  TA12S VA02S VA07P VA13P


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

