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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）システム（５００）でホーム
ターゲット広告データを配布する方法であって、
　ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）で、ＩＰＴＶ加入者プロファイル・デ
ータに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたホームゾーン（５０１）におけるタ
ーゲット・セグメントに向けられた、広告クライアントからの前記ホームターゲット広告
データを受諾するステップと、
　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）で、前記ホームターゲット広告デ
ータをホームビデオ・データに挿入するステップと、
　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）から、前記ＩＰＴＶ加入者母集団
の前記ホームゾーン（５０１）における前記選択されたセグメントのメンバに関連するク
ライアント装置（５１２）に、前記ホームターゲット広告データとともに前記ビデオ・デ
ータを送信するステップとを具備し、
　さらに、前記方法は、
　クライアント装置についてのホーム登録アドレスに基づいて、前記クライアント装置が
ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバにより供給される移動ゾーン内にあることを決定するステップ
と、
　前記クライアント装置からのホームターゲット広告データについての要求が前記ＩＰＴ
Ｖ移動ゾーンサーバで受信される場合には、
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　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバから前記ホームターゲット広告データを前記移動ゾ
ーン内のＩＰＴＶ移動ゾーンサーバに送信し、
　　前記ホームゾーンに登録された前記クライアント装置を含む前記移動ゾーンについて
のＩＰＴＶ移動ゾーンサーバで、前記ホームターゲット広告データを移動ビデオデータに
挿入し、
　　前記移動ゾーン内の前記クライアント装置へ、前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバから、
前記ホームターゲット広告データとともに前記移動ビデオデータを送信し、そして、
　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバから前記ホームゾーンにおいて前記ホームターゲッ
ト広告データを受信した前記ターゲット・セグメントのメンバの数と、前記ＩＰＴＶ移動
ゾーンサーバから前記移動ゾーンにおいて前記ホームターゲット広告データをどれほどの
前記ターゲット・セグメントのメンバが受信したかとを、前記広告クライアントに報告す
るステップと、
　他方、前記ホームターゲット広告データについての前記要求が受信されない場合には、
前記移動ゾーンに係る地理的領域に関する広告データを移動ゾーンコンテンツビデオスト
リームに挿入するステップと
　を具備する、方法。
【請求項２】
　前記ＩＰＴＶ加入者プロファイル・データは、行動データおよび人口統計データからな
るグループから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記報告するステップは、前記ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがＩＰＴＶ
チャネルを切り換えることなく前記ホームターゲット広告データを視聴したかを前記広告
クライアントに報告するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記報告するステップは、前記ホームターゲット広告データを受信した前記ターゲット
・セグメントのメンバの数と、ＩＰＴＶチャネル切換えが行われた前記ホームターゲット
広告データの配信中の時刻とを前記広告クライアントに報告するステップをさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　クライアント装置の数が閾値数より小さいとき、前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバは、
前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバにユニキャストで前記ホームターゲット広告データを送信
し、要求するクライアント装置の数が要求するクライアント装置の閾値数以上であるとき
、前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバは、前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバにマルチキャスト
で前記ホームターゲット広告データを送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＩＰＴＶ加入者プロファイル・データは、視聴中の番組と、視聴された時間の長さ
および視聴された時間帯と、受信された広告と、視聴された広告と、デジタル・ビデオ・
レコーダ（ＤＶＲ）に記録されたデータと、チャネル切換えの発生時刻と、ウェブサイト
閲覧行動、Ｅメール、インターネットを介する電子的購入、テキスト・メッセージ交換、
および電話呼出しに関して収集されたデータとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ホームターゲット広告データは、スーパー・ヘッドエンドに位置する広告サーバか
ら提供され、前記ホームターゲット広告データは、地域ヘッドエンドで前記ホームビデオ
・データに挿入される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）システムで広告を配布するシ
ステムであって、
　ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）に含まれる第１のメモリ（３２２）と
通信する第１のプロセッサ（３２０）と、
　前記第１のプロセッサ（３２０）により実行される命令を含む前記第１のメモリ（３２
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２）に格納された第１のコンピュータ・プログラムと、
　ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバ（５０３，５０６）に含まれる第２のメモリ（３２２）と通
信する第２のプロセッサ（３２０）と、
　前記第２のプロセッサ（３２０）で実行される命令を含む前記第２のメモリ（３２２）
に格納された第２のコンピュータ・プログラムとを備え、
　前記第１のコンピュータ・プログラムは、
　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）で、ＩＰＴＶ加入者プロファイ
ル・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたホームゾーン（５０１）にお
けるターゲットセグメントに向けられた、広告クライアントからのホームターゲット広告
データを受諾する命令と、
　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）で、前記ホームターゲット広告
データをホームビデオデータに挿入する命令と、
　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１）から、前記ＩＰＴＶ加入者母集団の前記
ホームゾーン（５０１）における前記選択されたターゲットセグメントのメンバに係るク
ライアント装置（５０８）に、前記ホームターゲット広告データとともに前記ホームビデ
オデータを送信する命令と、
　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）で、ホームターゲット広告デー
タについてのクライアント装置（５０８）からの要求を受信する命令と、
　　前記クライアント装置（５０８）についてのホーム登録アドレスに基づいて、前記ク
ライアント装置（５０８）がＩＰＴＶ移動ゾーンサーバ（５０３，５０６）により供給さ
れる移動ゾーン（５０３）内にあることを決定する命令と、
　　クライアント装置（５０８）からのホームターゲット広告データについての要求が前
記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバで受信される場合に、
　　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバ（５０１，５０６）から前記ホームターゲット広
告データを前記移動ゾーン（５０３）内の前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバ（５０３，５０
６）に送信する命令と、
　　　前記ホームゾーンに登録された前記クライアント装置を含む前記移動ゾーンについ
ての前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバで、前記ホームターゲット広告データを移動ビデオデ
ータに挿入する命令と、
　　　前記移動ゾーン内の前記クライアント装置に、前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバから
、前記ホームターゲット広告データとともに前記移動ビデオデータを送信する命令と、
　　　前記ＩＰＴＶホームゾーンサーバから前記ホームゾーンにおいて前記ホームターゲ
ット広告データを受信した前記ターゲット・セグメントのメンバの数と、前記ＩＰＴＶ移
動ゾーンサーバから前記移動ゾーンにおいて前記ホームターゲット広告データをどれほど
の前記ターゲット・セグメントのメンバが受信したかとを、前記広告クライアントに報告
する命令と、
　　他方、前記ホームターゲット広告データについての前記要求が受信されない場合に、
前記移動ゾーンに係る地理的領域に関する広告データを移動ゾーンコンテンツビデオスト
リームに挿入する命令と、を含むことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記第１のコンピュータ・プログラムにおいて、前記報告する命令は、前記ホームター
ゲット広告データからＩＰＴＶチャネルを切り換えることなく前記ホームターゲット広告
データ全体を完全に視聴した前記ターゲット・セグメントのメンバの数を、前記広告クラ
イアントに報告する命令をさらに含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１のコンピュータ・プログラムにおいて、前記報告する命令は、前記ホームター
ゲット広告データを受信した前記ターゲット・セグメントのメンバの数と、ＩＰＴＶチャ
ネル切換えが行われた前記ホームターゲット広告データの配信中の時刻とを前記広告クラ
イアントに報告する命令をさらに含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
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　前記第１のコンピュータ・プログラムは、クライアント装置の数が閾値数より小さいと
き、前記ＩＰＴＶ移動ゾーンサーバにユニキャストで前記ホームターゲット広告データを
送信し、要求するクライアント装置の数が要求するクライアント装置の閾値数以上である
とき、マルチキャストで前記ホームターゲット広告データを送信する命令をさらに含む、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ＩＰＴＶ加入者プロファイル・データは、視聴中の番組と、視聴された時間の長さ
および視聴された時間帯と、受信された広告と、視聴された広告と、デジタル・ビデオ・
レコーダ（ＤＶＲ）に記録されたデータと、チャネル切換えの発生時刻と、ウェブサイト
閲覧行動、Ｅメール、インターネットを介する電子的購入、テキスト・メッセージ交換、
および電話呼出しに関して収集されたデータとを示すデータを含む、請求項８に記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　広告サーバが、前記ホームターゲット広告データを提供するためのスーパー・ヘッドエ
ンドに位置し、前記ホームターゲット広告データは、地域ヘッドエンドで前記ビデオ・デ
ータに挿入される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラム
が記憶されたコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般にはターゲット広告の配信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告主は、潜在的に、広告主の広告を受信側の全般的な母集団に無差別に放送するので
はなく、広告主の広告をターゲット化することによって広告費用を節約することができる
。それに対応して、ターゲット広告モデルを可能にする広告配布業者および供給業者は、
広告主に対してターゲット広告オプションを提供することにより、広告インプレッション
当たりの収入を向上させることができる。
【０００３】
　ターゲット広告は、歴史的には、特定の都市などの、ターゲットとする広い地理領域に
送られてきたものであり、その結果、地域的な広告主が、広告主の広告に反応する可能性
が最も高いと広告主にみなされる広告受信側のみに達する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００２－５４４６０９号公報
【特許文献２】特開２００１－０２４９９７号公報
【特許文献３】特開２００４－１７９９３８号公報
【特許文献４】特開２００４－０２３３７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　インターネット・プロトコル・テレビジョンＩＰＴＶシステムで広告を配布するシステ
ムおよび方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）システムでホームターゲット
広告データを配布する方法であって、ＩＰＴＶホームサーバで、ＩＰＴＶ加入者プロファ
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イル・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたホームゾーンにおけるター
ゲット・セグメントに向けられた、広告クライアントからのホームターゲット広告データ
を受諾するステップと、ＩＰＴＶホームゾーンサーバで、ホームターゲット広告データを
ホームビデオ・データに挿入するステップと、ＩＰＴＶホームサーバから、ＩＰＴＶ加入
者母集団のホームゾーンにおける選択されたセグメントのメンバに関連するクライアント
装置にビデオ・データを送信するステップとを具備し、さらに、方法は、ホームゾーンサ
ーバで、ホーム広告データについてのクライアント装置からの要求を受信するステップと
、クライアント装置についてのホーム登録アドレスに基づいて、クライアント装置が移動
ゾーンサーバにより供給される移動ゾーン内にあることを決定するステップと、ホームゾ
ーンサーバからホーム広告データを移動ゾーン内の移動ゾーンサーバへ送信するステップ
と、ホームゾーンに登録されたクライアント装置を含む移動ゾーンについてのＩＰＴＶ移
動サーバで、ホームターゲット広告を移動ビデオへ挿入するステップと、移動ゾーン内の
クライアント装置へ、移動ゾーンサーバから、ホームターゲット広告データとともに移動
ビデオデータを送信するステップとを具備する、方法を提供する。
【０００７】
　インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）システムで広告を配布するシ
ステムであって、メモリと通信するプロセッサと、プロセッサで実行される命令を含むメ
モリに格納されたコンピュータ・プログラムとを備え、コンピュータ・プログラムは、Ｉ
ＰＴＶサーバで、ＩＰＴＶ加入者プロファイル・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団
から選択されたホームゾーンにおけるターゲットセグメントに向けられた、広告クライア
ントからのホームターゲット広告データを受諾する命令と、ＩＰＴＶホームゾーンサーバ
で、ホームターゲット広告データをビデオ・データに挿入する命令と、ＩＰＴＶサーバか
ら、ＩＰＴＶ加入者母集団のホームゾーンにおける選択されたセグメントのメンバに関連
するクライアント装置にホームビデオデータを送信する命令とを備え、さらに、コンピュ
ータ・プログラムは、ホームゾーンサーバで、ホーム広告データについてのクライアント
装置からの要求を受信する命令と、クライアント装置についてのホーム登録アドレスに基
づいて、クライアント装置が移動ゾーンサーバにより供給される移動ゾーン内にあること
を決定する命令と、ホームゾーンサーバからホーム広告データを移動ゾーン内の移動ゾー
ンサーバへ送信する命令と、ホームゾーンに登録された移動クライアント装置を含む移動
ゾーンについてのＩＰＴＶ移動サーバで、ホームターゲット広告を移動ビデオへ挿入する
命令と、移動ゾーン内のクライアント移動装置へ、移動ゾーンサーバから、ホームターゲ
ット広告データとともに移動ビデオデータを送信する命令とを備える、システムを提供す
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】インターネット・プロトコル・テレビジョンＩＰＴＶサービス・プロバイダ・ネ
ットワーク・アーキテクチャの高レベルの例の例示的実施形態の略図である。
【図２】ＩＰＴＶシステム内の課金および広告サービス活動化アーキテクチャの概略的例
示の例示的実施形態の略図である。
【図３】図２に示されるアーキテクチャに関して実施される機能の分解の例示的実施形態
の略図である。
【図４】例示的実施形態で実施される機能を示す流れ図である。
【図５】ＩＰＴＶネットワーク内のホーム・ゾーンおよび移動ゾーンを示す例示的実施形
態の略図である。
【図６】例示的実施形態で提供されるデータ構造の図である。
【図７】開示される機能を実施するマシンの例示的実施形態である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　特定の実施形態において、インターネット・プロトコル・テレビジョンＩＰＴＶシステ
ムで広告を配布する方法が開示される。この方法は、ＩＰＴＶサーバで、ＩＰＴＶ加入者
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プロファイル・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたセグメントをター
ゲットとする広告クライアントからターゲット広告データを受諾すること、ターゲット広
告データをビデオ・データに挿入すること、ＩＰＴＶサーバから、ＩＰＴＶ加入者母集団
の選択されたセグメントのメンバに関連するクライアント装置にビデオ・データを送信す
ること、およびターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバの数量
を広告クライアントに報告することを含む。特定の実施形態の別の態様では、加入者プロ
ファイル・データが、行動データおよび人口統計データからなるグループから選択される
。特定の実施形態の別の態様では、報告することは、ターゲット・セグメントのどれほど
のメンバがＩＰＴＶチャネルを切り換えることなくターゲット広告データ全体を完全に視
聴したかを広告クライアントに報告することをさらに含む。特定の実施形態の別の態様で
は、報告することは、ターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバ
の数量と、ＩＰＴＶチャネル切換えが行われたターゲット広告データ配信中の時刻とを広
告クライアントに報告することをさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、報告する
ことは、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データをホーム・
ゾーン内で受信したか、およびＩＰＴＶターゲット・セグメントのどれほどのメンバがタ
ーゲット広告データを移動ゾーン内で受信したかを広告クライアントに報告することをさ
らに含む。
【００１０】
　特定の実施形態の別の態様では、この方法は、ターゲット・セグメントのどれほどのメ
ンバがターゲット広告データを受信したかを示す数量、ターゲット・セグメントのどれほ
どのメンバがターゲット広告データをホーム・ゾーン内で受信したかを示す数量、ターゲ
ット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データを移動ゾーン内で受信した
かを示す数量、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データ全体
をホーム・ゾーン内で視聴したかを示す数量、およびターゲット・セグメントのどれほど
のメンバがターゲット広告全体を移動ゾーン内で視聴したかを示す数量からなるグループ
から選択された数量に基づいて広告クライアントに課金することをさらに含む。特定の実
施形態の別の態様では、プロファイル・データは、視聴中の番組と、視聴された時間の長
さおよび視聴された時間帯と、受信された広告と、デジタル・ビデオ・レコーダＤＶＲに
記録されたデータと、チャネル切換えの発生時刻と、ウェブサイト閲覧行動、Ｅメール、
インターネットを介する電子的購入、テキスト・メッセージ交換、および電話呼出しに関
して収集されたデータとを含む。特定の実施形態の別の態様では、広告データが、スーパ
ー・ヘッドエンドに位置する広告サーバから提供され、広告データが、地域ヘッドエンド
でビデオ・データに挿入される。特定の実施形態の別の態様では、課金量が地域ヘッドエ
ンドで計算され、課金のためにスーパー・ヘッドエンドのトラフィック課金サーバに送信
される。
【００１１】
　別の特定の実施形態では、インターネット・プロトコル・テレビジョンＩＰＴＶシステ
ムで広告を配布するシステムが開示される。このシステムは、メモリと通信するプロセッ
サと、プロセッサで実行される命令を含むメモリに格納されたコンピュータ・プログラム
とを含む。コンピュータ・プログラムは、ＩＰＴＶサーバで、ＩＰＴＶ加入者プロファイ
ル・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたセグメントをターゲットとす
る広告クライアントからターゲット広告データを受諾する命令と、ターゲット広告データ
をビデオ・データに挿入する命令と、ＩＰＴＶサーバから、ＩＰＴＶ加入者母集団の選択
されたセグメントのメンバに関連するクライアント装置にビデオ・データを送信する命令
と、ターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバの数量を広告クラ
イアントに報告する命令とをさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、加入者プロフ
ァイル・データが、行動データおよび人口統計データからなるグループから選択される。
コンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の態様では、報告する命令は、ターゲ
ット広告データからＩＰＴＶチャネルを切り換えることなくターゲット広告データ全体を
完全に視聴したターゲット・セグメントのメンバの数量を広告クライアントに報告する命
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令をさらに含む。コンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の態様では、報告す
る命令は、ターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバの数量と、
ＩＰＴＶチャネル切換えが行われたターゲット広告データ配信中の時刻とを広告クライア
ントに報告する命令をさらに含む。コンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の
態様では、報告する命令は、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広
告データをホーム・ゾーン内で受信したか、およびＩＰＴＶターゲット・セグメントのど
れほどのメンバがターゲット広告データを移動ゾーン内で受信したかを広告クライアント
に報告する命令をさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、コンピュータ・プログラ
ムは、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データを受信したか
を示す数量、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データをホー
ム・ゾーン内で受信したかを示す数量、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがタ
ーゲット広告データを移動ゾーン内で受信したかを示す数量、ターゲット・セグメントの
どれほどのメンバがターゲット広告データ全体をホーム・ゾーン内で視聴したかを示す数
量、およびターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告全体を移動ゾー
ン内で視聴したかを示す数量からなるグループから選択された数量に基づいて広告クライ
アントに課金する命令をさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、プロファイル・デ
ータは、視聴中の番組を示すデータと、視聴された時間の長さおよび視聴された時間帯と
、受信された広告と、デジタル・ビデオ・レコーダＤＶＲに記録されたデータと、チャネ
ル切換えの発生時刻と、ウェブサイト閲覧行動、Ｅメール、インターネットを介する電子
的購入、テキスト・メッセージ交換、および電話呼出しに関して収集されたデータとを含
む。特定の実施形態の別の態様では、広告データが、スーパー・ヘッドエンドに位置する
広告サーバから提供され、広告データが、地域ヘッドエンドでビデオ・データに挿入され
る。特定の実施形態の別の態様では、課金量が地域ヘッドエンドで計算され、課金のため
にスーパー・ヘッドエンドのトラフィック課金サーバに送信される。
【００１２】
　別の特定の実施形態では、インターネット・プロトコル・テレビジョンＩＰＴＶシステ
ムで広告を配布するコンピュータ・プログラムが格納されたコンピュータ可読媒体が開示
される。コンピュータ・プログラムは、ＩＰＴＶサーバで、ＩＰＴＶ加入者プロファイル
・データに基づいてＩＰＴＶ加入者母集団から選択されたセグメントをターゲットとする
広告クライアントからターゲット広告データを受諾する命令と、ターゲット広告データを
ビデオ・データに挿入する命令と、ＩＰＴＶサーバから、ＩＰＴＶ加入者母集団の選択さ
れたセグメントのメンバに関連するクライアント装置にビデオ・データを送信する命令と
、ターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバの数量を広告クライ
アントに報告する命令とをさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、加入者プロファ
イル・データが、行動データおよび人口統計データからなるグループから選択される。コ
ンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の態様では、報告する命令は、ターゲッ
ト広告データからＩＰＴＶチャネルを切り換えることなくターゲット広告データ全体を完
全に視聴したターゲット・セグメントのメンバの数量を広告クライアントに報告する命令
をさらに含む。コンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の態様では、報告する
命令は、ターゲット広告データを受信したターゲット・セグメントのメンバの数量と、Ｉ
ＰＴＶチャネル切換えが行われたターゲット広告データ配信中の時刻とを広告クライアン
トに報告する命令をさらに含む。コンピュータ・プログラムでの特定の実施形態の別の態
様では、報告する命令は、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告
データをホーム・ゾーン内で受信したか、およびＩＰＴＶターゲット・セグメントのどれ
ほどのメンバがターゲット広告データを移動ゾーン内で受信したかを広告クライアントに
報告する命令をさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、コンピュータ・プログラム
は、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データを受信したかを
示す数量、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告データをホーム
・ゾーン内で受信したかを示す数量、ターゲット・セグメントのどれほどのメンバがター
ゲット広告データを移動ゾーン内で受信したかを示す数量、ターゲット・セグメントのど
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れほどのメンバがターゲット広告データ全体をホーム・ゾーン内で視聴したかを示す数量
、およびターゲット・セグメントのどれほどのメンバがターゲット広告全体を移動ゾーン
内で視聴したかを示す数量からなるグループから選択された数量に基づいて広告クライア
ントに課金する命令をさらに含む。特定の実施形態の別の態様では、プロファイル・デー
タは、視聴中の番組を示すデータと、視聴された時間の長さおよび視聴された時間帯と、
受信された広告と、デジタル・ビデオ・レコーダＤＶＲに記録されたデータと、チャネル
切換えの発生時刻と、ウェブサイト閲覧行動、Ｅメール、インターネットを介する電子的
購入、テキスト・メッセージ交換、および電話呼出しに関して収集されたデータとを含む
。
【００１３】
　別の特定の実施形態では、メモリ内のデータ構造が開示される。データ構造は、クライ
アント装置識別子を示すデータを含めるためのクライアントＩＤフィールドと、クライア
ント装置に関連するホーム・ゾーンに関する広告サーバを示すデータを含めるためのホー
ム・ゾーン・フィールドと、クライアント装置に関連する移動ゾーンを示すデータを含め
るための移動ゾーン・フィールドと、ホーム・ゾーンに関連するホーム・サーバに送信す
る統計を作成するための、クライアント装置が広告から切り換えることなくどの広告を完
全に受信したかを示すデータを格納する広告受信済みフィールドとを含む。
【００１４】
　例示的実施形態は、ＩＰＴＶ加入者の家族全体のプロファイルまたは個々のＩＰＴＶ加
入者プロファイルを調べるために分析することのできる閲覧者行動情報を収集する。加入
者プロファイル（「プロファイル」）は、限定はしないが、加入登録プロセス中に加入者
から収集されるプロファイル・データも含む。収集されるデータは、視聴中の番組と、視
聴された時間の長さおよび視聴された時間帯と、受信された広告と、デジタル・ビデオ・
レコーダＤＶＲに記録されたデータとを組み込むＩＰＴＶビデオ・データに関するどんな
ものでもよい。プロファイルはまた、チャネル切換えの発生時刻をも含み、それによって
ＩＰＴＶ　ＳＰが、ターゲット広告が視聴されたかどうか、すなわち別のチャネルに切り
換えることなく受信されたかどうか、およびターゲット広告の配信中にチャネルが切り替
わるかどうか、切換えが行われた時刻を判定することができる。切換え時刻により、クラ
イアント装置の加入者がターゲット広告を含むチャネルから切り換えた時を広告クライア
ントが厳密に求めることが可能となる。切換え時刻は、ターゲット広告中に、閲覧者がチ
ャネルを変更したために広告クライアントが閲覧者を「失った」時を広告クライアントが
求める助けとなる。プロファイルはまた、ＩＰＴＶ加入者に関する行動データをも含む。
行動データは、限定はしないが、ウェブサイト閲覧行動と、Ｅメールと、インターネット
を介する電子的購入と、ＩＰＴＶネットワークまたは関連電話データ・システムを介する
テキスト・メッセージ交換および電話呼出しとに関して収集されたデータを含む。
【００１５】
　例えば、インターネットを介して加入者が新しいテレビジョンを購入することを調査し
ている場合、この情報が収集され、加入者プロファイル内に保存される。加入者に関連す
る関連ＳＴＢ識別子またはクライアント装置識別子を含む加入者プロファイルが、ＩＰＴ
Ｖシステム内のデータベースに格納される。ＩＰＴＶネットワークは、こうしたデータを
ＩＰＴＶ加入者の母集団に関する行動統計の加入者プロファイル内に記録する。ＳＰは、
加入者のＩＰＴＶ母集団に関する統計を、予想される広告クライアントに提示し、予想さ
れる広告クライアントは、加入者人口統計および／または行動特徴に基づいて、加入者の
ＩＰＴＶ母集団の特定のセグメントを選択することができる。次いで、広告クライアント
は、ＩＰＴＶ加入者の特定のセグメントに関連するセット・トップ・ボックスＳＴＢのよ
うなクライアント装置に対するビデオを介して、選択された行動統計および人口統計デー
タを含む特定のユーザ・プロファイル特徴を有するＩＰＴＶ加入者母集団のセグメントを
特定の広告のターゲットとすることができる。
【００１６】
　特定の例示的実施形態は、行動に関する統計および人口統計データを含むＩＰＴＶ加入
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者プロファイルから導出されるユーザ識別プリファレンスに基づくリアル・タイム・ター
ゲット広告を可能にする。ユーザは、注文、選択、および受信するビデオ番組、購入する
商品およびサービスへの関心にまで及ぶ好き嫌いを示すプロファイル・データを入力する
ことができる。同様のターゲット化は、例示的実施形態が、ターゲット画面ポップアップ
、ビデオなどを、ＩＰＴＶネットワークに接続されたクライアント装置のウェブ閲覧者に
提供することを可能にする。
【００１７】
　ここで図１を参照すると、図１は、ターゲット広告をサポートするＩＰＴＶアーキテク
チャの例示的実施形態を示す。図１に示されるように、中央ビデオ・ヘッドエンドまたは
ＳＨＯ　１０１は、限定はしないが、広告サーバ／コンテンツ記憶装置１０７、トラフィ
ックおよび課金システム１０８、販売提案システム１０９、ならびにエンコーダ・アプリ
ケーション１１０を含む。広告顧客１１５によって制作された制作済み広告コンテンツ１
１４が、ＳＨＯのエンコーダ・アプリケーションに供給される。ＳＨＯはターゲット広告
コンテンツ１１４を符号化し、公衆または専用ＩＰネットワーク１０２を介して広告コン
テンツをＩＰＴＶ加入者に配布する。地域ビデオ配布またはヘッドエンドＶＨＯ　１０３
で、中央ビデオ・ヘッドエンドＳＨＯからのデータが、公衆または専用ＩＰネットワーク
１０４を介して個々のＩＰＴＶ加入者に配布される。ＶＨＯは、限定はしないが、チャネ
ル・コンテンツ・アプリケーション／サーバ１１１、ビデオ・キャッシュ・サーバ１１２
、およびプロファイル／行動データベース１１３を含む。ＶＨＯまたはＳＨＯにプロファ
イル行動データベース１１３を格納することができる。例示的実施形態では、ユーザが、
ＳＴＢ１０５上で受信されたＩＰＴＶデータを表示するＩＰＴＶテレビジョン１０６のモ
ニタを閲覧するとき、加入者によるリモート・コントロールＲＣを介するＳＴＢへの入力
がＩＰＴＶプロファイル／行動データベース１１３内の加入者プロファイル内に収集され
るときに、ＩＰＴＶシステムは、チャネル閲覧およびチャネル変更発生データを監視する
。広告クライアント１１５より、予想される広告クライアントは、ＩＰＴＶトラフィック
管理オフィス１１６と共に働き、行動および人口統計データベースの広告スポット目録を
購入する。広告トラフィック販売および管理１１６は、販売および提案システム１０９を
使用して、サービス提案を生成し、行動広告販売を行い、販売情報をトラフィックおよび
課金システム１０８に入力する。したがって、広告クライアントは、特定の人口統計、特
定の行動、および／または特定の行動を示す特定の人口統計を有するＩＰＴＶ母集団セグ
メントをターゲットとする広告スポットを購入することができる。
【００１８】
　次に図２を参照すると、図２は、ＩＰＴＶローカル広告挿入モデルの例示的実施形態を
示す。広告クライアント２０１は、ＳＰ販売エージェントと連絡を取って、ローカル広告
スポット目録を購入する。広告クライアントは、両者で合意されたローカル広告を流すた
めにＩＰＴＶ　ＳＰに支払いを行う（２０２）。ＩＰＴＶシステム内の広告トラフィック
販売および管理モジュール２０３は、トラフィックおよび課金システムを使用して、サー
ビス提案を生成し、ローカル広告販売を行い、販売情報をトラフィックおよび課金システ
ムに入力する。電子データ中継インターフェースにより、クライアントの広告が実際に流
された時、トラフィックおよび課金システムから広告クライアントへ送信するため「Ａｓ
　Ｒｕｎ／Ｐｌａｙｅｄ」レポート２０４が示される。「販売および提案」システム２０
５が広告トラフィック販売および管理提案によって使用され、広告クライアントに対する
ローカル広告提案および販売スポット目録が生成される。「トラフィックおよび課金」シ
ステム２０６は、ライブＴＶ番組スケジュールへのローカル広告挿入をスケジューリング
するために、何が販売されたかに関する情報を取得する。「トラフィックおよび課金」シ
ステムは、提供するサービスに関して広告クライアント２０１にインボイスを送る。イン
ボイス２０７は、広告クライアント２０１にメール送信される。サービス・プロバイダが
、この請求情報を、サービス・プロバイダが同一のクライアントに送っている他の請求情
報と統合したい場合、インボイス送信に関係する他の外部システムも存在することができ
る（統合課金）。
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【００１９】
　例示的実施形態では、ローカル広告または自宅広告２１１が、Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔ
ｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　４（ＭＰＥＧ４）フォーマットまたはＨ．２６
４フォーマット２１０で符号化される。ローカル広告データを、広告クライアント２０１
からテープまたは電子的形態で受信することができる。ライブまたはプログラムされたＴ
Ｖコンテンツがコンテンツ・サーバ２０８に取り入れられ、ライブまたはプログラムされ
たＴＶコンテンツは、いつ広告を挿入するかを広告サーバ２０９／スプライス装置２１３
に知らせるのに使用されるキュー・トーン情報を含む。「トラフィックおよび課金」シス
テム２０６は、広告挿入スケジュールを広告サーバ２０９に送信する。「トラフィックお
よび課金」システム２０６は、広告挿入の実際の完了に関して広告サーバ２０６から情報
を受信する。ＲＴＰヘッダが、「ＲＴＰデパケッタイザ２１２」を介して線形番組（ライ
ブＴＶ）コンテンツ・パケットから除去される。ＭＰＥＧ４／Ｈ．２６４ライブＴＶコン
テンツが、まだ影響を受けていない元のコマーシャルと共に閲覧するために消費者ＴＶ／
セット・トップ・ボックスまで送信される。ローカル広告挿入ストリーム・スプライサ２
１３は、キュー・トーンが示すときに、自宅広告内の元の広告の上にスプライシングされ
る。スプライシングの後、「再パケット化」プロセス２１４を介してＲＴＰヘッダがパケ
ット上に再び追加される。ビデオ・キャッシュ・サーバ２１５は、顧客の自宅に配布して
、顧客のＳｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ　２１６を介して顧客のＴＶ上で閲覧するために、線形
ビデオ・コンテンツをキャッシュする。
【００２０】
　例示的実施形態は、ＩＰＴＶシステム加入者母集団内の特定の行動の人口統計ならびに
ＩＰＴＶ加入者母集団内の特定の人口統計の行動を確認するための柔軟性を実現する。全
国ハブ・オフィス１０１（ＳＨＯ）は、衛星補足、受信機能、ベースバンド信号処理／切
換え／冗長性、符号化、ビデオ・オンデマンドＶｏＤ取得／取入れ機構からなる単一のオ
フィス位置でよい。この位置は、ＩＰＴＶネットワーク全体についてのすべての線形スト
リーム・マルチキャスト信号およびユニキャストＶｏＤを提供する。地域ハブ・オフィス
１０３は、オフエア・アンテナおよび受信装置、ベースバンド信号処理／切換え／冗長性
、符号化、ならびにサーバに向かうＶｏＤ顧客からなる複数のオフィス位置である。地域
ハブ・オフィスは、（線形地域ハブ・オフィス信号と結び付いて）すべてのオフエア・ロ
ーカル・マルチキャスト信号を供給する。
【００２１】
　次に図３を参照すると、例示的実施形態において、ブロック３０１で、広告クライアン
トが、サービス・プロバイダ販売エージェントと連絡を取る。ブロック３０２で、ＩＰＴ
Ｖサービス・プロバイダに関する広告トラフィックおよび管理部門が、広告スポットに対
する提案を生成する。ブロック３０３で、広告クライアントは、広告スポットがターゲッ
トとすべき行動特徴および／または人口統計特徴に基づいて、ＩＰＴＶ加入者母集団のセ
グメントを選択する。
【００２２】
　広告顧客とＩＰＴＶサービス・プロバイダのトラフィック販売部門が、ＩＰＴＶ加入者
母集団の選択されたセグメントをターゲットとする広告スポットに合意する。広告クライ
アントは、番組視聴、一定のタイプの商品またはサービスの購入、視聴時間帯などの行動
データに基づいて、あるいは話す言語、年齢、性別、地理的位置などの人口統計に基づい
て、ＩＰＴＶ加入者母集団の特定のセグメントをターゲットとすることができる。ブロッ
ク３０５で、ＩＰＴＶサービス・プロバイダのトラフィックおよび課金部門が提案を生成
し、提案をＩＰＴＶスケジュール広告およびコンテンツ時間システムに転送する。この時
点で、ＩＰＴＶ加入者母集団の特定の人口統計または行動特徴をターゲットとするように
広告スポットが選択されており、特定の時刻にターゲット・セグメントに関連するクライ
アント識別子に挿入および配信されるようにスケジューリングされる。ブロック３０７で
、広告クライアント顧客が広告コンテンツを開発する。広告コンテンツは、広告コンテン
ツがターゲット・セグメントに訴えるようにＩＰＴＶ加入者母集団のターゲット・セグメ
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ントに従って開発される。ブロック３０８で、広告顧客は、広告コンテンツをＩＰＴＶサ
ービス・プロバイダに転送する。ブロック３０９で、特定の行動ターゲット広告がＨ．２
６４フォーマットで符号化され、ブロック３１０で、Ｈ．２６４符号化広告が、ＩＰＴＶ
システム内の広告サーバ上に格納される。ブロック３１１で、広告コンテンツが地域ＶＨ
Ｏキャッシュ・サーバに配布され、ブロック３１６では今や、セット・トップ・ボックス
に配信されるビデオにスプライシングされる準備ができている。
【００２３】
　ブロック３１２で、ＩＰＴＶサービス・プロバイダは、ライブ・コンテンツまたは格納
された番組を提供する。ブロック３１３で、ビデオ・コンテンツ・データが、コンテンツ
・サーバによって調節され、広告データ・ダウン・ストリームの挿入のためにキュー・ト
ーンが挿入される。ブロック３１４で、ビデオ・コンテンツ・データが地域キャッシュ・
サーバから配布され、ブロック３１５で、キュー・トーンが生成される。ブロック３１６
で、ターゲット広告データが、セット・トップ・ボックスに配信されるビデオ・データに
スプライシングされる。ターゲット広告データをセット・トップ・ボックスに配信し、セ
ット・トップ・ボックスで、セット・トップ・ボックスに配信されるビデオ・データに挿
入することもでき、またはセット・トップ・ボックスに配信する前にターゲット広告デー
タをビデオにスプライシングすることもできる。ブロック３１７で、広告が挿入されたビ
デオが、セット・トップ・ボックスまたは他のクライアント装置に関連するディスプレイ
で閲覧される。
【００２４】
　ブロック３１８で、ＩＰＴＶシステムは、ターゲット広告データの配信、および広告の
配信中の切換え活動を監視し、広告顧客に対する「ａｓ　ｒｕｎ／ｐｌａｙｅｄ」レポー
トを生成する。広告「ａｓ　ｒｕｎ／ｐｌａｙｅｄ」レポートは、広告の成功、すなわち
ターゲット広告を受信したＩＰＴＶ母集団内の加入者数と、ターゲット広告を受信した、
ターゲットとするＩＰＴＶ母集団セグメント内の加入者数と、ターゲット広告を受信し、
ターゲット広告の配信中にチャネルを切り換えなかった、母集団および全母集団から選択
されたセグメントのそれぞれの中の加入者数と、ターゲット広告データが加入者によって
受信されたときに加入者がターゲット広告データから切換えを行った時刻とを含むことが
できる。
【００２５】
　ブロック３１９で、ａｓ　ｒｕｎ／ｐｌａｙｅｄレポートで示されるような広告の成功
に基づいて広告顧客に課金するインボイスが生成される。広告クライアントに対するイン
ボイスは、広告の成功、すなわち、どれほどの加入者がターゲット広告データを受信した
か、広告データを受信するようにターゲットとされたＩＰＴＶ加入者母集団の選択された
セグメント内で、どれほどの加入者がターゲット広告データを受信したか、およびターゲ
ットとされたどれほどの加入者がチャネルを切り換えることなく広告データを完全に受信
したかに基づくことができる。
【００２６】
　次に図４を参照すると、図４は、加入者に表示すべき広告のタイプを決定する際に使用
される加入者行動の収集のためのプロセス・フローを示す。４０１で、加入者に関連する
ＳＴＢまたは別のクライアント装置が、ユーザの閲覧および行動データを収集する。クラ
イアント装置／ＳＴＢはまた、ＳＴＢを介して任意のウェブまたは他のタイプの使用活動
をも収集する。４０２で、このデータがプロファイル／行動データベースに転送される。
４０３で、生の行動およびプロファイル・データが処理され、４０４で、メトリック、ま
たは特定のターゲット広告コンテンツを求める要求がトラフィックおよび課金アプリケー
ションに送信される。次いで、４０５で、ターゲット広告データが広告サーバに送信され
る。次いで、ターゲット広告データがスプライシングされ、加入者に関連するＳＴＢまた
は別のクライアント装置に送信される。
【００２７】
　次に図５を参照すると、例示的実施形態において、自宅広告サーバ５０６に関連するホ
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ーム・ゾーン５０１と、移動クライアント装置および移動サーバ５０６に関連する移動ゾ
ーン５０３が示されている。例示的実施形態では、移動ゾーン５０３内の移動クライアン
ト装置５０８は、移動サーバ５０６に対する要求を発行し、ホーム・ゾーン５０１内の自
宅広告サーバ５０６から自宅広告を受信する。自宅広告サーバを特定のクライアントに関
する自宅位置と関連付けることができ、中間オフィスＩＯ５０６、ＶＨＯ地域サーバ５０
４、または全国サーバＳＨＯ　５０２内に自宅広告サーバを配置することができる。した
がって、ＳＨＯ、ＶＨＯ、またはＩＯ内に広告サーバを配置することができ、広告サーバ
は、ＩＰＴＶシステム内のセット・トップ・ボックスに関する登録アドレスに関係する自
宅広告コンテンツを含む。ＩＯ、ＶＨＯ、およびＳＨＯの間に論理的かつ／または物理的
に自宅広告サーバ５０６を分散させることができ、自宅広告サーバ５０６は、ホーム・ゾ
ーン５０１内の居住者宛ての、または移動ゾーン内の移動クライアント装置宛ての全国的
広告、地域的広告、およびローカル広告を含むことができる。移動クライアント装置サイ
ンイン５０８が移動サーバ５０６にサインインするとき、移動クライアントの識別が、Ｉ
ＰＴＶサーバ（ＳＨＯ、ＶＨＯ、またはＩＯ）内のＩＰＴＶシステム加入者データベース
３２４と再び結び付けられ、ＩＰＴＶシステムにサインオンする際に使用されたクライア
ント装置についてのログオンＩＤまたはＭＡＣアドレスによって移動クライアントを識別
する。移動クライアントについてのこの識別が、ＳＨＯ、ＶＨＯ、またはＩＯ内に保つこ
とのできるＩＰＴＶ登録データベース３２４に結び付けられる。登録データベースは、自
宅住所または自宅５１０内のセット・トップ・ボックスについての登録住所などの加入者
についてのプロファイルを含む。図５に示されるように、各セット・トップ・ボックスＩ
Ｏ、ＶＨＯ、およびＳＨＯ、ならびに移動クライアントは、プロセッサ３２０、メモリ３
２２、およびデータベース３２４を含む。
【００２８】
　要求が移動クライアントから移動サーバで受信されるとき、ＩＰＴＶシステムは、移動
クライアント装置の登録した自宅住所に関連する広告を含む自宅広告サーバを探索する。
こうした自宅広告が収集され、ユニキャストで自宅広告サーバから移動サーバにサービス
される。所定のしきい数より多くの移動クライアント装置が同一の移動サーバを介して同
一の自宅広告サーバ・コンテンツを要求した場合、自宅広告サーバ・コンテンツが、特定
の移動サーバ５０６に自宅広告を要求した多数の移動クライアント装置にマルチキャスト
される。同様に、複数の移動サーバが特定のＶＨＯによってサービスされ、同一の自宅広
告コンテンツを要求している場合、ＩＯ、ＶＨＯ、またはＳＨＯに位置する自宅広告サー
バから、移動クライアント装置に関連する移動サーバに自宅広告コンテンツをユニキャス
トすることができる。次いで、要求側自宅サーバは、自宅広告コンテンツを要求側移動ク
ライアント装置にユニキャストまたはマルチキャストすることができる。所定のしきい数
の移動クライアント装置、例えば２つの移動クライアント装置が同一の移動ゾーン内で同
一の自宅広告コンテンツを要求したときにはいつでも、自宅広告コンテンツが移動サーバ
からマルチキャストされる。ネットワーク負荷条件および利用可能な帯域幅、またはＩＰ
ＴＶサービス・プロバイダによって選択される他の条件に基づいて所定のしきい値を選択
することができる。
【００２９】
　例示的実施形態では、サービス・プロバイダは、クライアント装置から、行動データ、
統計、および広告視聴統計を収集する。広告クライアントは、加入者プロファイル内のこ
うした統計を閲覧し、またはこうした統計を加入者プロファイルと共に閲覧して、加入者
母集団の人口統計データと、加入者人口統計についての関連する閲覧習慣とを確認するこ
とができる。広告クライアントは、統計からの選択ターゲットを購入して、特定の人口統
計母集団をターゲットとすることができる。次いで、広告クライアントは、ＳＰ行動統計
および人口統計から選択された、ターゲットとする人口統計母集団に適していると広告ク
ライアントがみなす広告を提供する。次いで、サービス・プロバイダは、広告クライアン
トによって選択された、ターゲットとする人口統計グループに広告を送信する。広告クラ
イアントによって選択された人口統計母集団のみを排他的に広告のターゲットとすること
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ができ、または広告は、加入者に広告を送信する際の非排他的制約を含むことができる。
【００３０】
　サービス・プロバイダは、どの広告が視聴され、誰によってどの広告が完全に視聴され
たかを報告する。広告中にチャネルまたはＩＰアドレスを変更することなく広告がクライ
アント装置で受信されたとき、広告は「完全に視聴された」とみなされる。完全には視聴
されなかった広告は、クライアント装置に広告を配信中にチャネルの変更が行われた広告
である。したがって、ＳＰは、ターゲットとするグループに伴う広告の成功（すなわち、
クライアント装置に配信された広告の量、ターゲットとするクライアント装置に配信され
た広告の量、完全に視聴された広告など）、すなわちターゲットとする人口統計グループ
のうちのどれほどが実際に広告を受信したか、およびターゲットとする人口統計グループ
のうちのどれほどが実際に広告を完全に視聴したかを報告することができる。広告クライ
アントは、広告の成功に基づいて支払いを行うことをサービス・プロバイダと合意するこ
とができる。例示的実施形態では、ＩＰＴＶシステムは、どれほどの移動加入者がターゲ
ット広告を受信するか、およびどれほどの移動加入者がターゲット広告を完全に受信する
かを追跡する。
【００３１】
　広告の成功を、ターゲットとする人口統計内のヒット数（広告を受信する、ターゲット
とする装置の数量）と、コマーシャルが完全に、すなわちコマーシャル中に切り換えるこ
となく視聴された、ターゲットとする人口統計エリア内のヒット数（ＩＰアドレスまたは
チャネルを切り換えることなく広告を完全に受信する、ターゲットとする装置の数量）と
の組合せと定義することができる。こうした成功測定法およびターゲット広告は、特定の
人口統計内のＩＰＴＶシステム加入者に関連する移動クライアント装置に適用される。し
たがって、広告の成功は、ターゲットとする人口統計内にいるデータベース内のＩＰＴＶ
加入者に関連する移動クライアント装置を含むことができる。ターゲットとする加入者に
関連する移動クライアント装置は、ホーム・ゾーンの外部の移動ゾーン内にある間は、そ
のホーム・ゾーンからターゲット広告を受信することができ、こうした統計がサービス・
プロバイダによって報告され、広告クライアントがターゲットとする人口統計内の加入者
に提供される広告の成功に基づいて、広告クライアントに課金される。
【００３２】
　次に図６を参照すると、例示的実施形態で使用されるデータ構造が示されている。図６
に示されるように、データ構造６００は、クライアントＩＤフィールド６０２、ホーム・
ゾーン・フィールド６０４、移動ゾーン・フィールド６０６、パッケージＩＤフィールド
６０８、ゾーン・サーバ・フィールド６１０、および完全に視聴された広告フィールド６
１２を含む。移動中にクライアントＩＤで識別されるクライアント装置にコンテンツを配
信するために、同一のホーム・ゾーンおよび同一の移動ゾーンを有するクライアントＩＤ
間を相関させるため、またはそのクライアントＩＤを突き合わせるために、複数の異なる
クライアント装置６２０および６２２のための複数のデータ構造をメモリ内に格納するこ
ともできる。
【００３３】
　クライアントＩＤフィールドは、ＩＰＴＶネットワーク・データベース内の特定の加入
者および特定の加入者プロファイルに関連するクライアント装置識別を示すデータを含む
。ホーム・ゾーン・フィールドは、クライアント装置に関連するホーム・ゾーンに関する
広告サーバを示すデータを含む。移動ゾーン・フィールドは、クライアント装置に関連す
る移動ゾーンを示すデータを含む。
【００３４】
　パッケージ識別子フィールドは、クライアント装置に送信する広告の量を決定するため
のクライアント装置用のＩＰＴＶパッケージを示すためのデータを含む。様々なレベルの
広告を送信することができる。ＩＰＴＶサービスの購入に対するクレジットが、クライア
ント装置でユーザによって視聴される広告について調節される。クライアント装置が完全
に受信および視聴する広告が多くなるほど、クライアント装置が受信する、ＩＰＴＶサー
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ビスに対する支払いに対するクレジットも多くなる。クライアント装置が、広告の受信中
に別のＩＰアドレスに切り換えることなくコンテンツに挿入された広告を受信するとき、
広告が完全に視聴されたとみなされる。広告中の切換え／切換えなしが、クライアント装
置または移動サーバによって監視され、データ構造内に格納される。広告受信済みフィー
ルドは、ホーム・ゾーンに関連するホームＩＰＴＶサーバに送信する統計を作成するため
に、クライアント装置がターゲット広告データから切り換えることなくどの広告を完全に
受信したかを示すデータを格納する。
【００３５】
　次に図７を参照すると、図７は、１組の命令が、実行されたときに本明細書で開示され
る方法のうちの任意の１つまたは複数をマシンに実行させることができるコンピュータ・
システム７００の形態のマシンの図である。ある実施形態では、マシンはスタンドアロン
装置として動作する。ある実施形態では、マシンを（例えばネットワークを使用して）他
のマシンに接続することができる。ネットワーク化された配置では、マシンは、サーバ－
クライアント・ユーザ・ネットワーク環境内のサーバまたはクライアント・ユーザ・マシ
ンとして、またはピアツーピア（または分散）ネットワーク環境内のピア・マシンとして
動作することができる。マシンは、サーバ・コンピュータ、クライアント・ユーザ・コン
ピュータ、パーソナル・コンピュータＰＣ、タブレットＰＣ、セット・トップ・ボックス
ＳＴＢ、携帯情報端末ＰＤＡ、携帯電話、モバイル装置、パームトップ・コンピュータ、
ラップトップ・コンピュータ、デスクトップ・コンピュータ、携帯情報端末、通信装置、
ワイヤレス電話、有線電話、制御システム、カメラ、スキャナ、ファクシミリ・マシン、
プリンタ、ページャ、個人認証装置、ウェブ・アプライアンス、ネットワーク・ルータ、
交換機またはブリッジ、あるいは、そのマシンが行うべき動作を指定する１組の命令を（
順次に、あるいはその他の方式で）実行することのできる任意の装置を含むことができる
。本発明が、音声通信、ビデオ通信、またはデータ通信を実現する、概して任意の電子装
置を含むことを理解されよう。さらに、単一のマシンが示されるが、「マシン」という用
語は、１組の（または複数の組の）命令を個々に、または一緒に実行して、本明細書で論
じられる方法のうちの任意の１つまたは複数を実施するマシンの任意の集合を含むように
理解することもできるものとする。
【００３６】
　コンピュータ・システム７００は、バス７０８を介して互いに通信することのできるプ
ロセッサ７０２（例えば中央演算処理装置ＣＰＵ、グラフィックス処理装置ＧＰＵ、また
はその両方）、メイン・メモリ７０４、および静的メモリ７０６を含むことができる。コ
ンピュータ・システム７００は、ビデオ・ディスプレイ・ユニット７１０（例えば液晶デ
ィスプレイＬＣＤ、フラット・パネル、固体ディスプレイ、または陰極線管ＣＲＴをさら
に含むことができる。コンピュータ・システム７００は、入力装置７１２（例えばキーボ
ード）、カーソル制御装置７１４（例えばマウス）、ディスク・ドライブ・ユニット７１
６、信号発生装置７１８（例えばスピーカまたはリモート・コントロール）、およびネッ
トワーク・インターフェース装置７２０を含むことができる。
【００３７】
　ディスク・ドライブ・ユニット７１６は、本明細書の上記で示された方法を含む、本明
細書に記載の方法または機能のうちの任意の１つまたは複数を実施する１つまたは複数の
組の命令（例えばソフトウェア７２４）が格納される機械可読媒体７２２を含むことがで
きる。命令７２４はまた、コンピュータ・システム７００による実行中に、メイン・メモ
リ７０４、静的メモリ７０６、および／またはプロセッサ７０２内に完全に、または少な
くとも部分的に常駐することもできる。メイン・メモリ７０４およびプロセッサ７０２は
また、コンピュータ可読媒体を構成することもできる。同様に、限定はしないが、特定用
途向け集積回路、プログラマブル論理アレイ、および他のハードウェア装置を含む専用ハ
ードウェア実装を、本明細書に記載の方法を実装するように構築することができる。様々
な実施形態の装置およびシステムを含むことのできる応用例は、概して、様々な電子シス
テムおよびコンピュータ・システムを含む。ある実施形態は、２つ以上の特定の相互接続
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されたハードウェア・モジュールまたは装置内の機能を、モジュール間で、およびモジュ
ールを介して通信される関連制御信号およびデータ信号と共に実装し、あるいは特定用途
向け集積回路の各部分として実装する。したがって、例示的システムは、ソフトウェア実
装、ファームウェア実装、およびハードウェア実装に適用可能である。
【００３８】
　本発明の様々な実施形態によれば、本明細書に記載の方法が、コンピュータ・プロセッ
サで実行中のソフトウェア・プログラムとして動作することが意図される。さらに、ソフ
トウェア実装は、限定はしないが、分散処理またはコンポーネント／オブジェクト分散処
理、並列処理を含むことができ、あるいは仮想マシンを構築して本明細書に記載の方法を
実装することもできる。
【００３９】
　本発明は、命令７２４を含む機械可読媒体、あるいは伝播信号からの命令７２４を受信
および実行し、その結果、ネットワーク環境７２６に接続された装置が、音声、ビデオ、
またはデータを送信または受信することができ、命令７２４を使用してネットワーク７２
６を介して通信することができる機械可読媒体を企図する。さらに、ネットワーク７２６
を介してネットワーク・インターフェース装置７２０経由で命令７２４を送信または受信
することができる。
【００４０】
　例示的実施形態では、機械可読媒体７２２が単一の媒体であるように示されるが、「機
械可読媒体」という用語は、１つまたは複数の組の命令を格納する単一の媒体または複数
の媒体（例えば、集中型または分散型データベース、ならびに／あるいは関連するキャッ
シュおよびサーバ）を含むように理解されるべきである。「機械可読媒体」という用語は
また、マシンによって実行される１組の命令を格納、符号化、または搬送することができ
、本発明の方法のうちの任意の１つまたは複数をマシンに実施させる任意の媒体を含むよ
うに理解されるものとする。したがって、「機械可読媒体」という用語は、限定はしない
が、１つまたは複数の読取り専用（不揮発性）メモリ、ランダム・アクセス・メモリ、ま
たは他の再書込み可能（揮発性）メモリを収容するメモリ・カードまたは他のパッケージ
などの固体メモリ、ディスクやテープなどの光磁気媒体または光媒体、伝送媒体中の、コ
ンピュータ命令を実施する信号などの搬送波信号、ならびに／あるいは有形記憶媒体と等
価な配布媒体とみなされる、Ｅメールに対するデジタル・ファイル添付または他の独立情
報アーカイブまたはアーカイブの組を含むように理解されるものとする。したがって、本
発明は、本明細書のソフトウェア実装が格納される、本明細書で列挙され、当技術分野で
理解されている均等物および後継媒体を含む機械可読媒体または配布媒体のうちの任意の
１つまたは複数を含むとみなされる。
【００４１】
　本明細書は、特定の標準およびプロトコルを参照して、特定の実施形態として実装され
る構成要素および機能を説明するが、例示的実施形態はそのような標準およびプロトコル
に限定されない。インターネットおよび他のパケット交換ネットワーク伝送（例えばＴＣ
Ｐ／ＩＰ、ＵＤＰ／ＩＰ、ＨＴＭＬ、およびＨＴＴＰ）に関する各標準は、現況技術の例
を表す。そのような標準は周期的に、本質的に同一の機能を有する、より高速または効率
的な均等物に取って代わられる。したがって、同一の機能を有する代替の標準およびプロ
トコルは、均等物とみなされる。
【００４２】
　本明細書に記載の実施形態の図は、様々な実施形態の構造の一般的な理解を与えること
が意図され、図が、本明細書に記載の構造を利用することのできる機器およびシステムの
すべての要素および機能の完全な説明としての役割を果たすことは意図されない。上記の
説明を検討するときに、多数の他の実施形態が当業者には明らかとなるであろう。上記の
説明から他の実施形態を利用および導出することができ、それによって、本開示の範囲か
ら逸脱することなく構造的および論理的な置換および変更を行うことができる。図は代表
的なものに過ぎず、原寸に比例していない可能性がある。図のある部分が誇張される可能
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面は、限定的な意味にではなく、例示的な意味とみなされるべきである。
【００４３】
　本明細書では、便宜上、本願の範囲を何らかの特定の単一の発明または発明の概念に自
発的に限定することを意図することなく、実際複数が開示されている場合、本発明の主題
のそのような実施形態が、個々に、かつ／または集合的に「例示的実施形態」という用語
で参照される可能性がある。したがって、本明細書で特定の実施形態を図示し、説明した
が、図示した特定の実施形態の代わりに、同一の目的を達成するように考慮された任意の
構成を使用できることを理解されたい。本開示は、様々な実施形態の任意かつすべての適
合または変形を包含するものとする。上記の実施形態の組合せ、および本明細書に具体的
には説明されていない他の実施形態が、上記の説明を検討する際に当業者には明らかとな
るであろう。
【００４４】
　要約書が、技術的開示の性質を読者が迅速に確認することを可能にする要約を要求する
３７　Ｃ．Ｆ．Ｒ．§１．７２（ｂ）に準拠するように与えられる。要約書は、特許請求
の範囲の範囲および意味を解釈または限定するためには使用されないという理解と共に提
示される。さらに、上記の詳細な説明では、開示を簡潔にするために、様々な特徴が単一
の実施形態として互いにグループ化されることを理解することができる。この開示の方法
は、特許請求される実施形態が各請求項で明白に記載されるものよりも多くの特徴を必要
とするという意図を反映するものと解釈されるべきではない。むしろ、以下の特許請求の
範囲が反映するように、本発明の主題は、単一の開示される実施形態のすべての特徴未満
のものの中にある。したがって、以下の特許請求の範囲は、本明細書によって詳細な説明
に組み込まれ、各請求項は別々の実施形態として自立する。
【００４５】
　いくつかの例示的実施形態を参照しながら例示的実施形態を説明したが、使用した語は
限定の言葉ではなく、説明および例示の言葉であることを理解されたい。例示的実施形態
の範囲および精神から逸脱することなく、現在記載され、補正されている添付の特許請求
の範囲内で、その態様の点で変更を行うことができる。特定の手段、材料、および実施形
態を参照しながら例示的実施形態を説明したが、本発明は、開示される詳細に限定されな
いものとする。むしろ、本発明は、添付の特許請求の範囲内にあるような、すべての機能
的に等価な構造、方法、および用途に拡張される。
【００４６】
　この例示的実施形態の様々な実施形態によれば、本明細書に記載の方法は、コンピュー
タ・プロセッサ上で実行中のソフトウェア・プログラムとして動作することが意図される
。同様に、限定はしないが、特定用途向け集積回路、プログラマブル論理アレイ、および
他のハードウェア装置を含む専用ハードウェア実装を、本明細書に記載の方法を実装する
ように構築することができる。さらに、限定はしないが、分散処理またはコンポーネント
／オブジェクト分散処理、並列処理、あるいは仮想マシン処理を含む代替ソフトウェア実
装を、本明細書に記載の方法を実装するように構築することもできる。
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