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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれのオンラインユーザーデバイスの各ユーザーの個人識別情報を含む電子データ
にアクセスできる１つ以上のサーバーを用いて実行される方法であって、
　前記１つ以上のサーバーを制御する１つの事業者が、オンラインユーザーインターフェ
ースデバイスを用いて、インターネット接続を介して実行される所定のオンライン活動に
アクセスでき、前記方法は、
(a) １つの要求サーバーから前記１つ以上のサーバーに、ＩＰアドレス、時間、及び日付
の電子伝送を受信させ、
(b) 前記１つ以上のサーバーを用いて、前記ユーザーに対して、前工程(a)で受信された
時間及び日付に関連した、前記工程(a)で受信されたＩＰアドレスを自動的に決定し、
(c) オフラインデータプロバイダーから発生するオフラインデータを前記要求サーバーに
配信させる電子通信を、前記１つ以上のサーバーから自動的に伝送し、前記オフラインデ
ータは、前記工程(b)で決定された前記ユーザーに関係し、前記電子通信が、前記工程(b)
で決定された前記ユーザーによって実行された、前記事業者がアクセスできるオンライン
活動の履歴に関連する情報を前記オフラインデータプロバイダーに伝達せず、そして、前
記配信及び前記オフラインデータは、前記工程(b)において決定した前記ユーザーの個人
識別情報を前記要求サーバーに伝達しないことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記工程(b)および前記工程(c)の動作は、前記工程(b)で決定されたユーザーの個人識
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別情報を伴うオンライン活動の履歴に関連しないで実行されることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　前記工程(c)において、前記１つ以上のサーバーから電子通信を自動的に伝送すること
は、
(i) オフラインデータプロバイダーから発生する前記工程(b)において決定したユーザー
に関連するオフラインデータを前記要求サーバーに、または、(ii) 前記ＩＰアドレス、
時間、及び日付が前記工程(a)で受信される前に、前記オフラインデータプロバイダーか
ら受信されたオフラインデータを前記要求サーバーに、自動的にかつ電気的に指向させる
ステップを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記工程(c)において、前記１つ以上のサーバーから電子通信を自動的に伝送すること
は、前記工程(b)において決定されたユーザーを個人的に識別するオフラインデータプロ
バイダー情報に自動的にかつ電気的に指向させるステップを含むことを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項５】
　(i)前記工程(b)において、決定されたユーザーを個人的に識別する情報をオフラインデ
ータプロバイダーに自動的にかつ電気的に指向させるステップは、前記工程(b)において
決定されたユーザーに関するオフラインデータを有する前記１つ以上のサーバーによって
受信され、そして、(ii)前記工程(c)において生じた配信は、前記オフラインデータプロ
バイダーから受信されたオフラインデータを前記要求サーバーに伝送するステップを含む
ことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記工程(b)において、決定されたユーザーを個人的に識別する情報をオフラインデー
タプロバイダーに自動的にかつ電気的に指向させるステップは、オフラインデータプロバ
イダーが、前記工程(b)において、決定されたユーザーに関係するオフラインデータを前
記要求サーバーに伝達する結果となることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記要求サーバーの識別情報は、予め用意されていることを特徴とする請求項６記載の
方法。
【請求項８】
　前記工程(c)において、前記１つ以上のサーバーから電子通信を自動的に伝送すること
は、さらに、前記要求サーバーを識別するオフラインデータプロバイダー情報に自動的に
かつ電気的に指向させるステップを含むことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項９】
　（A)(i)前記工程(a)の前記受信されたＩＰアドレス、時間、及び日付に対応するオンラ
イン識別情報を前記要求サーバーから受信し、そして、（ii)前記工程(b)で決定したユー
ザーを個人的に識別する情報に関連するオンラインデータ識別情報をオフラインデータプ
ロバイダーに前記１つ以上のサーバーから伝送するステップと、
（B)(i) 工程(b)において、決定されたユーザーに対応するオフラインデータ識別情報を
オフラインデータプロバイダーから受信し、前記オフラインデータ識別情報は、そのユー
ザーを個人的に識別せず、そして、(ii)工程(a)において受信されたＩＰアドレス、時間
、及び日付に関連するオフラインデータ識別情報を前記１つ以上のサーバーから前記要求
サーバーに伝達するステップと、
(C)(i) 前記１つ以上のサーバーを用いて、前記工程(b)において、決定したユーザーに対
応するオフラインデータ識別情報を発生させ、前記オフラインデータ識別情報は、前記ユ
ーザーの個人的に識別をせず、(ii)前記工程(a)において、受信されたＩＰアドレス、時
間、及び日付に関連して前記要求サーバーに前記１つ以上のサーバーから発生したオフラ
インデータ識別情報を伝送し、そして、(iii)前記工程(b)において、決定したユーザーを
個人的に識別する前記情報に関連してオフラインデータプロバイダーに前記１つ以上のサ
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ーバーから発生したオフラインデータ識別情報を伝送するステップとを含むことを特徴と
する請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記工程(a)の前記ＩＰアドレス、時間、及び日付は、前記要求サーバーから受信され
、または、前記工程(b)において、決定した受信加入者のオンラインアクセスデバイスを
介して、前記要求サーバーにオンラインアクセスまたはオンラインリダイレクトに対応す
ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記要求サーバーから受信された前記ＩＰアドレスは、多重オンラインユーザーインタ
ーフェースデバイスに関連していることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上のサーバーを制御する事業者は、ＩＳＰであり、各ユーザーは、ＩＳＰの
受信加入者であることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記１つ以上のサーバーが請求項１ないし１２のいずれかの方法を実行するために構成
されかつ接続されている、前記１つ以上のサーバーを含むシステム。
【請求項１４】
　コンピュータで読取可能な指令をエンコードする有形的表現媒体であって、
１つ以上のサーバーに適用されるとき、前記１つ以上のサーバーが請求項１ないし１２の
いずれかに記載の方法を実行するために、前記１つ以上のサーバーに指示することを特徴
とする媒体。
【請求項１５】
　１つ以上の要求サーバーを用いて実行される方法であって、
(a) それぞれのオンラインユーザーインターフェースデバイスの各ユーザーの個人的な識
別情報を含む電子データにアクセスするサーバーに対して、第１ユーザーのオンライン動
作に対応する、ＩＰアドレス、時間、及び日付を自動的にかつ電子的に伝送し、前記ＩＰ
アドレス、時間、及び日付が伝送される前記サーバーを制御する事業者は、それぞれのオ
ンラインユーザーインターフェースデバイスを用いて、それぞれのインターネット接続を
介して実行される所定のオンライン活動にアクセスすることができ、
(b)前記ユーザーに関するオフラインデータの電子伝送を受信し、このオフラインデータ
は、前記事業者がアクセスできるオンライン活動の履歴に関連する情報を欠いているオフ
ラインデータプロバイダーから発生し、前記オンライン活動は、前記第１ユーザーによっ
て実行され、そして、前記受信された電子伝送及び前記オフラインデータは、前記第１ユ
ーザーの個人的な識別情報を配信しないことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　電子データにアクセスできる前記サーバーは、ＩＳＰの制御の下にあり、各ユーザーは
、ＩＳＰの受信加入者であることを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　１つ以上のコンピュータを用いて、オフラインデータプロバイダーの制御の下で実行さ
れる方法であって、
(a) 第１ユーザーを個人的に識別する情報を含む電子通信を受信し、この受信された通信
は、それぞれのオンラインユーザーインターフェースデバイスの各ユーザーの個人的な識
別情報を含む電子データにアクセスできるサーバーから受信され、該サーバーは、それぞ
れのインターネット接続を介して前記オンラインユーザーインターフェースデバイスを用
いて実行されるオンライン活動にアクセスできる事業者によって制御され、前記受信され
た通信は、前記事業者がアクセスできるオンライン活動の履歴に関連する情報を含まず、
前記オンライン活動は、前記第１ユーザーによって実行され、そして、
(b) )前記工程(a)に応答して、(i)前記第１ユーザーに関するオフラインデータと、（ii)
前記第１ユーザーによって用いられるオンラインユーザーインターフェースを用いて要求
サーバーによって関連した識別情報を、前記要求サーバーに自動的にかつ電気的に伝送し
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て、前記第１ユーザーに関連したＩＰアドレスを介して所定の時間及び日付におけるオン
ライン動作を実行し、前記オフラインデータ及び識別情報は、前記第１ユーザーの個人的
識別情報を前記要求サーバーに配信しないことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記電子通信は、ＩＳＰの制御の下で前記サーバーから受信され、前記第１ユーザーは
、前記ＩＳＰの受信加入者であることを特徴とする請求項１７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願に対する請求項の利益）
この出願は、ロイ　シュケディの名前で２００９年１月１５日に出願された米国仮出願第
６１／１４４，９６９号の利益を主張する。上記仮出願は、ここに十分に説明されている
ように参考としてここに包含される。
【背景技術】
【０００２】
　オンラインサーバーコンピュータ（例えば、オンラインサイトをホストするサーバー）
が、ネットワーク付けられたコンピュータまたはオンラインユーザーインターフェースデ
バイスを用いるユーザーによってアクセスされるとき、アクセスされたサーバーは、ユー
ザーコンピュータ上にクッキーを保存し（または保存されるように生じさせる）、次に続
くオンラインサーバーのアクセス中、ユーザーコンピュータが認知するためにオンライン
サーバーを作動させる。
【０００３】
　クッキーは、ユーザーアクセスに対応するＩＰアドレス、時間、及び日付（ＩＰ／Ｔ／
Ｄ）、付加的な又は代替のクッキー識別情報、またはオンラインサーバーのユーザーへの
アクセスに関連するより詳細な情報のみを含んでいる。クッキー自体のこのような付加的
情報を含む代わりに（または加えて）、この情報は、（ＩＰ／Ｔ／Ｄによって、またはク
ッキーに含まれるクッキー識別情報によって）クッキーに関連して、オンラインサーバー
によって保存される。ユーザーコンピュータを介してオンラインサーバーの後に続くアク
セスの時に、サーバーは、クッキーを読み出すことにより、前にアクセスされたサーバー
を有するコンピュータを（別のクッキーを置くこと又は現に存在するクッキーを修正また
は修正しないで）認知することができる。
　クッキーの配置及びクッキーの後に続く認知は、一般的に、オンラインサーバー上のプ
ログラムコードの制御の下で、自動的に実行される。
【０００４】
　ユーザーコンピュータにそれ自体のクッキーを保存する代わりに、またはそれに付け加
えてアクセスされたサーバーは、アクセスするユーザーコンピュータを別のオンラインサ
ーバー（いわゆるリダイレクトサーバー）に変更することができる。このリダイレクトサ
ーバーは、ユーザーコンピュータ上のクッキーを保存または以前に保存されていたクッキ
ーを認定することができ、これにより、リダイレクトサーバーが、次に続くリダイレクト
に基づいてユーザーコンピュータを認定することを可能にする。
【０００５】
　このリダイレクトは、リダイレクトサーバーのユーザーへのアクセスに関する情報を含
むことができる。リダイレクトサーバーは、更に、別のリダイレクトサーバーにユーザー
コンピュータをリダイレクトすることができる。
【０００６】
　「リダイレクトサーバー」という用語は、リダイレクトサーバーのこのようなシーケン
スの何れか１つを表すことができる。一般的にユーザーは、リダイレクト又はクッキーの
保存を直接知らず、それぞれリダイレクト又はアクセスされたサーバーのプログラミング
コードを制御して、一般的に自動的に実行される。
【０００７】
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　１つの例は、いわゆる「ウェブビーコン」であり、これは、１×１ピクセル、ウェブバ
グ、シングル－ピクセルＧＩＦ、ピクセルタグ、スマートタグ、アクションタグ、クリア
ＧＩＦ、トレーサー、１×１ＧＩＦ、またはクッキーアンカーとして産業界で良く知られ
ている。このようなウェブビーコンは、しばしば、シングル－ピクセル画像として実行さ
れ、ウェブページ上、またはｅメール上に気づかないように保存でき、ユーザーコンピュ
ータは、その画像を読み出すためにリダイレクトサーバーにリダイレクトされ、リダイレ
クトサーバーがアクセス側からクッキー識別情報を受信でき、またはユーザーコンピュー
タ上にそれ自身のクッキーに保存できる。
【０００８】
　いくつかの例では、ユーザーコンピュータは、ユーザーコンピュータ上のプログラムコ
ードの方向付けに従ってリダイレクトサーバーに指向させることができる（いわゆるアド
ウエア）。
【０００９】
　ある例では、リダイレクトサーバーは、ユーザーコンピュータを別のリダイレクトサー
バーにリダイレクトするとき、それ自身のクッキー識別情報に従って送信することができ
る。それは、「クッキーマッチング」として知られており、リダイレクトサーバーが、そ
の過程でそれ自身のクッキー識別情報を別のリダイレクトサーバーと関連させることがで
きる。ユーザーコンピュータとリダイレクトサーバーとの間の後に続く出会いの際に、リ
ダイレクトする側のサーバーは、リダイレクトサーバーに対してユーザーコンピュータに
リダイレクトする必要がない。
【００１０】
　代わりに、リダイレクトする側のサーバーは、リダイレクト用のクッキー識別情報に従
って、ユーザーコンピュータに関する新たに収集された情報をリダイレクトサーバーに直
接伝送することができる。リダイレクトサーバーは、前のクッキーに合致したそれ自身の
クッキー識別情報をリダイレクトする側のサーバーのクッキー識別情報に一致させるので
、リダイレクトサーバーは、伝送された新たに収集した情報をそれ自身のクッキー識別情
報に関連させることができる。
【００１１】
　その情報は、オンライン広告をターゲットにするために用いられ、または他のサーバー
に配信される。リダイレクトするサーバーからリダイレクトサーバーに伝送される合致し
たクッキー識別情報は、前のユーザー基準に基づいて伝送される。即ち、このような情報
を含むファイル（例えば、ログファイル）が、多数のユーザーに対して伝送される。マッ
チングするクッキーは、ユーザーコンピュータまたはリダイレクトする側のサーバーによ
るリダイレクトの数を減少させることができる。
【００１２】
　ユーザーコンピュータ上のそれ自身のクッキーを用いて、リダイレクトサーバーは、ま
た、ユーザーコンピュータとリダイレクトサーバーとの間の後に続く出会いの際にユーザ
ーコンピュータを認知することができる。
【００１３】
　ユーザーによって直接アクセスされたサーバー、またはユーザーコンピュータがリダイ
レクトされたいくつかのサーバーは、次に種々の方法で用いられるユーザーコンピュータ
に関連したプロファイルを形成するために、クッキー（また、それらに含まれまたは関連
した情報）を用いることができる。このプロファイルに基づいて、アクセスされた又はリ
ダイレクトされたサーバーは、ユーザーコンピュータを介してユーザーにオンライン広告
を選択または配信でき、または別のオンラインサーバーがこのような広告を選択しまたは
配信させることができる。何れかのシナリオが、「選択する又は配信する」広告のフレー
ズによって含まれることになる。
【００１４】
　オンライン広告は、ユーザーの現在のオンライン期間中、直ちに選択されかつ配信され
る。または、ユーザーコンピュータ上に保存されたクッキーがアクセスされた又はリダイ



(6) JP 5626537 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

レクトされたサーバーによって認知されるとき、後に続くオンライン期間中、選択され、
後で配信される。広告を提供する代わりに（または付け加えて）、アクセスされたまたは
リダイレクトされたサーバーは、他のオンラインサーバーからユーザーデータを収集する
ことができ、他のオンラインユーザーにユーザーデータを配信し、又は、ユーザーデータ
を集めることができる。オンライン広告の選択又は配信、又は、収集されたユーザーデー
タの収集、または配信は、関連したサーバーのプログラムコードの制御の下で、一般的に
自動的に実行される。
【００１５】
　ユーザーに配信するために選択されたオンライン広告は、包括的であるが、一般的にあ
るユーザーに（または、少なくともユーザーコンピュータに）ターゲットを絞ってオンラ
イン広告を配信することは好ましい。オンライン行動に基づくオンライン広告にターゲッ
トを絞ることは、多数の方法で行うことができる。直接アクセスされたオンラインサーバ
ーは、オンライン側でのユーザー活動に基づいたユーザーコンピュータにオンライン広告
を選択及び配信することができる。この活動は、オンライン期間中、そのサーバーによっ
て監視される。例えば、オンライントラベルサイトのためのサーバーは、ユーザーがその
領域への飛行機のチケットを探すとき、期間中、特別の地域におけるホテル、またはレン
ターカーのためのオンライン広告を配信できる。
【００１６】
　また、この直接アクセスされるオンラインサーバーは、（または代わりに）前のオンラ
イン期間中に、このサーバーに対して、ユーザー活動に基づく現在のオンライン期間中、
ターゲットオンライン広告を配信することができる。例えば、ユーザーは、売主のオンラ
インサーバーを介して音楽及びビデオのオンラインセラーから特定の映画を前のオンライ
ン期間中に、購入することができる。ユーザーが、音楽／ビデオの売主サーバーにアクセ
スするとき、後に続くオンライン期間中、そのサーバーは、（共通の俳優、主題、他の顧
客による購入、及びその他による）購入物に関係した対応する映画サウンドトラック又は
他の映画に対するオンライン広告を配信できる。
【００１７】
　ターゲットを絞ったオンライン広告は、また（代わりに）、リダイレクトサーバー（ア
クセスされたサーバーまたは別のサーバーから与えられるリダイレクトを用いて）によっ
て選択されまたは配信される。前記２つの例では、アクセスされたオンラインサーバーを
リダイレクトするときのユーザーオンライン期間中、ターゲットオンライン広告を選択し
または配信するリダイレクトサーバーにより実行される。
【００１８】
　しかし、一般的なリダイレクトサーバーは、多数のオンラインサーバーからリダイレク
トを受信でき、このリダイレクトサーバーが、（後に続く各リダイレクトでそのリダイレ
クトサーバーのクッキーの認定又はアップデートを介して）同一のユーザーコンピュータ
に関連した対応するサーバーによって供給された多数のオンラインサイトでのオンライン
活動を認知することができる。
【００１９】
　それゆえ、リダイレクトサーバーは、他方のアクセスされたオンラインサーバーでのユ
ーザーオンライン活動に基づいた、一方のアクセスされたオンラインサーバーでのオンラ
イン期間中、（同一のオンライン期間中、又は以前のオンライン期間中）ユーザーに対し
てオンライン広告を選択または配信することができる。
【００２０】
　また、代わりに、リダイレクトサーバーは、オンラインデータを収集し、統合し、そし
て配信することができ、さらに、オンライン広告を選択または配信する別のサーバーにデ
ータを供給する。オンラインユーザーのデータを収集し、統合し、そして配信する一連の
いくつかの中間サーバーがありえる。
【００２１】
　種々の形式のオンライン事業者は、オンライン広告のターゲット及び配信を容易にする
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ためリダイレクトサーバーを操作する。このようなオンライン広告事業者の例は、オンラ
イン広告スペースの売主、オンライン広告スペース購入者、オンラインデータ統合者、オ
ンラインデータ配信者、又はそれらの組合せとして動作する事業者を含むが、これらに限
定されるものではない。このような事業者は、ユーザーによって直接アクセスされるサー
バーのみならずリダイレクトサーバーも同様に操作することができる。
【００２２】
　オンライン行動に基づいたオンライン広告をターゲットにするための従来の方法は、個
人的な識別可能な情報を用いることなく実行される。オンライン活動のトラッキング及び
その活動に基づくオンライン広告をターゲットすることは、オンラインサーバーをアクセ
スするコンピュータユーザーの識別情報の知識なしで、（またはオンラインアクセスデバ
イスがオンラインサーバーをアクセスするために用いられる受信契約者の識別情報の知識
なしで）クッキー又は統計的ＩＰアドレス、またはアドウエアのみを用いて完了すること
ができる。一般的にアクセスされたオンラインサーバーは、その情報がユーザーによって
供給されなければ、サーバーによって制御されたオンラインサイトと相互にやり取りしな
がら、個人的な識別可能な情報にアクセスしなければならない。そして、アクセスされた
オンラインサイトの操作者は、一般的に第三者に対してユーザーの明白な同意なしで（即
ち、ユーザー選択なしで）情報を供給することは許されない。
【００２３】
　オンラインアクセスのプロバイダー（即ち、インターネットサービスプロバイダー、a/
k/a　ＩＳＰ）は、全てのオンライン活動を追跡しかつ記録でき、また受信契約者の識別
情報を有するトラッキング情報を関連付けることができる。しかし、現在の公共及び産業
政策は、一般的に、複数のＩＳＰによってオンライン活動のこのようなトラッキングを禁
止し、さらに、その活動を特定のユーザーまたは受信契約者に関連させ、又は選択なしで
第三者にこのような情報を配信することを禁止する。たとえ論争を避けるための法的な、
秘密の政策及び商業的実践であっても、個人的に識別可能な情報の漏洩または公表を可能
にする、このような情報のトラッキングを避けることに賛成である。
【００２４】
　ユーザーコンピュータから発生するオンライン活動のみならず、ユーザーの「オフライ
ン」活動及び特性（即ち、コンピュータネットワークを介したアクセスを用いて実行され
ない活動、またはオンラインサイトによって必ずしも識別できない特性）に基づいて、オ
ンライン広告をターゲットすることは有益であろう。
【００２５】
　このようなオフライン特性及び活動は、住居、家、又は自動車の所有者、雇用状態、職
業記述、婚姻またはファミリー構成、収入レベル、購入した製品のオフライン（電話での
オーダー、メールでのオーダー、または店内で）、クレジット記録、メンバーシップ、政
治または宗教、または受信契約者の他の人口学的または行動情報を含むが、これらに制限
されない。この種のデータは、ここでは、「オンラインデータ」に対してユーザーオンラ
イン活動から生じる「オフラインデータ」と呼ばれる。
【００２６】
　大量のオフラインデータは、例えば、米国の大多数の消費者に対して、Experian,Trans
-
Union,およびEquifax等の信用調査協会によって蓄積されている。小売店もまた、彼らの
顧客に関するオフラインデータベース及びその顧客の購入履歴を収集しかつ維持している
。組織体は、メンバー、支持者、または寄付者のデータベースを収集しかつ維持する。オ
フラインデータのこのような収集者または所有者の全ては、ここでは、「オフラインデー
タプロバイダー」と呼ばれる。
【００２７】
　オフラインデータは、顧客に対するプリント、メール、及び電話広告（即ち、オフライ
ン広告）のターゲットを絞るために通常用いられる。この性質により、このようなオフラ
インデータは、個人的に識別可能な情報を含み、共通の意図した使用が、オフライン広告
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にターゲットを絞ることであり、それは、特定個人のメールアドレス、または電話番号に
向けられなければならないからである。個人的に識別可能な情報の例は、名前、誕生日、
住所、電話番号、ｅメールアドレス、金融口座番号、政府発行識別情報（例えば、社会保
障制度番号、または運転免許証番号）、車両登録、又は車体番号、顔画像、指紋、網膜ス
キャン、他の生体情報、サイン、又は他の筆跡サンプル、又は他の特定の個人に結び付け
られる情報を含むが、これらに制限されるものではない。
【００２８】
　現在の個人的に識別可能な情報のオンライン配信は、いわゆるオプトイン方式に制限さ
れ、この中でオンラインサイトにアクセスするユーザーは、他の事業者に対してユーザー
の個人的に識別可能な情報を配信するために、サイトに対して明確な許可を与えなければ
ならない。前に収集されたオンライントラッキングまたは行動データを有するＰＩＩの結
合は、ユーザーのオプトイン方式に一般的に制限される。このようなオプトイン方式の弱
さは、その制限されたスケール（即ち、制限された範囲又は市場浸透）であり、多くのユ
ーザーは、オプトインすることを拒否するからである（ユーザーは、かれらの識別情報が
配信されるのを望まないからである。）。
【００２９】
　対照的に、個人的に識別されない、情報またはデータのみを用いるオンライン広告のタ
ーゲットは、事前に許可を求めることなくでき、そのユーザー情報は、この情報を用いる
ために、ユーザーがオンラインサイトに対する許可を明確に拒絶しなければ、オンライン
広告をターゲットするのに用いることができる。このようなオプトアウト方式が、商業的
により価値があるものとなり、より多くの割合のユーザー（肯定的にオプトインする人々
と比較して）は、オプトアウトすることがないであろう。それゆえ、個人的に識別可能で
ない情報の使用が可能になる。任意の産業の独創力を介して大部分のオンラインサイトの
操作者およびオンライン広告企業により成されるように、オプトアウトする能力は、アク
セスされた、又はリダイレクトサーバーによって明確に利用可能になる。ユーザーは、コ
ンピュータ上のクッキーを削除又は不能にすることにより、クッキーを保存するオンライ
ン事業者によって収集されたデータに基づいた広告のターゲットを効果的に防止又は少な
くとも制限することができる。
【発明の概要】
【００３０】
　個人的に識別可能な情報（即ち、オプトアウト配列において）を有するオンライン活動
の容認できない又は望ましくない関連付けなしで、オフラインデータに基づくオンライン
広告のターゲットを可能にするために、１つの方法が、ＩＳＰの制御の下で１つ以上のサ
ーバーを用いて実行される。ここで、(a)１つ以上のサーバーは、ＩＰアドレス、時間及
び日付の電子伝送を要求サーバーから受信する。(b)、１つ以上のサーバーが、ＩＳＰの
受信契約者に対して、受信された時間及び日付に割り当てられた受信されたＩＰアドレス
を自動的に決定する。(c)このＩＳＰは、オフラインデータプロバイダーから発生するオ
フラインデータの要求サーバーに配信させる電子通信を自動的に伝送する。配信されたオ
フラインデータは、受信された時間及び日付における受信されたＩＰアドレスを割り当て
られるように決定した受信契約者に関係する。
【００３１】
　好ましい方法では、受信契約者の秘密は、いくつかのステージで維持される。ステップ
(a)では、ＩＳＰサーバーによって受信された電子伝送は、要求するオンラインサーバー
（例えば、受信契約者によってアクセスされたオンラインサイトのサーバー）にアクセス
するのに用いられた、または要求するリダイレクトサーバーにリダイレクトされた、受信
契約者のコンピュータ又はアクセスデバイスの識別のみを含む。このような識別は、アク
セス又はリダイレクト用の少なくともＩＰ／Ｔ／Ｄを含む。また、クッキー識別情報等の
更なる識別情報を含むこともできる。ＩＳＰサーバーへの伝送は、要求サーバーからの伝
送を含むことができ、またはＩＳＰサーバーに受信契約者のコンピュータのリダイレクト
を含むことができる。オンライン活動の受信契約者の履歴に関する情報が、ＩＳＰサーバ
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ーまたはオフラインデータプロバイダーに伝送される必要がない。
【００３２】
　ステップ(b)において、ＩＳＰサーバーは、その受信契約者に対して、特定の時間及び
日付に割り当てられた特定のＩＰアドレスを決定するために、サーバー自体のログファイ
ルを自動的に検索する。このＩＳＰは、そのＩＰアドレスを用いて、オンライン活動がど
のように実行されたかを決めるための更なる探査を必要としない（また、受信契約者によ
ってオプトインなしで行うことは、産業及び公共政策によって現在禁止されている。）。
ＩＳＰによって、パート(c)におけるオフラインデータの伝送を用意することは、受信契
約者の名前（および受信契約者のアドレス、電話番号、又は他の確認情報）のオフライン
データプロバイダーへの伝送を含んでいるが、ＩＳＰにより受信契約者に供給されるオン
ラインアクセスを介して、オンライン活動の履歴に関する情報のオフラインデータプロバ
イダーへの伝送は含まれない。
【００３３】
　オフラインデータプロバイダーは、現在の法律及び政策によって許されているように、
受信契約者（受信されたＩＰアドレスに割り当てられるようにＩＳＰによって決定された
）に関係するオフラインデータを伝送することができる。好ましくは、要求するオンライ
ンサーバーに伝送されるオフラインデータは、個人的な識別可能な情報を含まない。この
オフラインデータは、直接要求するサーバーに（即ち、ＩＳＰによって伝送されることな
く）電気的に伝送され、または要求するサーバーにオフラインデータを順次電気的に伝送
するＩＳＰサーバーに電気的に伝送される。個人的に識別可能な情報は、オフラインデー
タプロバイダーによって除去され（又は最初から含まれない）、またはＩＳＰサーバーに
よって取り除かれる（もし、再伝送されるならば）。この伝送されたオフラインデータ（
個人的な識別可能情報から逃れた）は、ステップ(a)における伝送に含まれたＩＰ／Ｔ／
Ｄによって、または、（以下で記述するように）対応する識別情報によって、要求するオ
ンラインサーバーに対して識別される。
【００３４】
　それゆえ、要求するオンラインサーバーは、受信契約者にオンライン広告のより良いタ
ーゲットを得るように、受信契約者のオフラインデータのいくつかにアクセスを提供する
。この受信契約者は、それにもかかわらず、要求するオンラインサイトに匿名のまま残る
（即ち、個人的に識別可能でない）。
【００３５】
　この方法のゴールは、コンピュータユーザーに関係するオフラインデータを、オンライ
ンサイトにアクセスするのに用いられる特定のコンピュータに、コンピュータユーザーの
秘密を漏洩することなく、（例えば、オンライン走査検索の履歴等のオンライン活動のユ
ーザー履歴に、ユーザーの個人的な識別情報をリンクさせることなく）結合することであ
る。アクセスされたオンラインサイトをホストするサーバーは、１つのコンピュータ及び
そのオンライン活動を識別するが、（もちろん、そのユーザーは、オンラインサイトに十
分、自身の識別情報をオプトイン方式において供給しなければ）そのユーザーを識別しな
い。
【００３６】
　オフラインデータプロバイダーは、個人的に識別されたユーザーに関係するオフライン
データを提供するが、オンライン活動のユーザー履歴に関する情報を含まない。ＩＳＰは
、与えられた時間及びユーザーの個人的識別におけるユーザーのＩＰアドレスにアクセス
し、そして、その情報のみを用いて、要求するサーバーによって、ユーザーの秘密または
個人的な識別情報を漏洩することなく、オンライン活動のユーザ履歴にリンクされるよう
に、ユーザーのオフラインデータ（個人的に識別できない部分）を伝送することができる
。
【００３７】
　それらの事業者のただ1つも、ユーザーの個人的な識別情報、ユーザーのオンラインア
クセスまたはコンピュータの識別情報、オンライン活動のユーザー履歴、及びユーザーの
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オフラインデータを所有していない。もしＩＳＰが、ユーザーのオプトインのない場合、
産業及び公共政策によって現在禁止されているユーザーのオンライン活動に関係する詳細
な情報を収集しようとするならば、ＩＳＰが、その情報（オンライン活動のユーザー履歴
を含む）の全てにアクセスできることは正しい。
【００３８】
　ＩＰ／Ｔ／Ｄを受信した後、ＩＳＰは、オフラインデータプロバイダーからオフライン
データの伝送を要求するサーバーに行うことができる多数の方法がある。
　第１に、このＩＳＰは、オフラインデータをオフラインデータプロバイダー（ＩＰ／Ｔ
／Ｄを受信する前に、又はその受信に応じて）から受信でき、そして、そのオフラインデ
ータを要求するサーバー（受信契約者を要求するサーバーに対して個人的に識別すること
なく）に伝送する。このオフラインデータプロバイダーは、受信契約者のためのオンライ
ン識別情報またはＩＰアドレスを設ける必要がない。ＩＳＰによってオンラインデータプ
ロバイダーから受信したオフラインデータは、一般的に、個人的に識別可能な情報（例え
ば、受信契約者の名前）を含む。そして、実際、ＩＳＰは、すでに個人的に識別可能な情
報を持っている。
【００３９】
　しかし、一般的に個人的に識別可能な情報は、（受信契約者が、この情報を要求するサ
ーバーに供給することを認められていなければ、）要求するオンラインサーバーに伝送さ
れることはない。要求するサーバーへのオフラインデータの伝送は、オフラインデータプ
ロバイダーからオフラインデータのＩＰ／Ｔ／Ｄまたは後続する伝送を受信するのに応じ
て自動的に起こり得る。オフラインデータプロバイダーからオフラインデータの後続する
伝送（即ち、ＩＳＰがＩＰ／Ｔ／Ｄを受信した後）は、ＩＳＰから、受信契約者を個人的
に識別するオフラインデータプロバイダーへの伝送に応答して起こり得る。この伝送は、
さらに、オフラインデータのための要求を含むことができ、あるいは、このオフラインデ
ータは、ＩＳＰ及びオフラインデータプロバイダー間の再構築に従ってオフラインデータ
プロバイダーによって伝送される（例えば、フラインデータプロバイダーは、ＩＳＰによ
って伝送された受信契約者の名前を受信するときに、この伝送において含まれているデー
タに対する特別の要求なしで、オフラインデータをＩＳＰに伝送する。）。
【００４０】
　第２に、オフラインデータは、ＩＳＰによって伝送されることなく、オフラインデータ
プロバイダーによって、要求するサーバーに伝送される。オフラインデータプロバイダー
によるこの伝送は、ＩＳＰから、個人的に受信契約者を識別するオフラインデータプロバ
イダーへの伝送に応答して自動的に起こる。そして、この伝送は、要求するサーバーにオ
フラインデータを伝送するための指令を含み、又は関連する。この指令は、ＩＳＰとオフ
ラインデータプロバイダーとの間の再構築を含むことができる（例えば、オフラインデー
タプロバイダーは、ＩＳＰによって伝送される受信契約者の名前を受信するときに、この
伝送に含まれるデータに対する特別の要求なしで、要求するサーバーにオフラインデータ
を伝送する。）。
　この伝送は、さらに、オフラインデータプロバイダーが、オフラインデータを多数の要
求するサーバーの正しい1つに伝送できるように、要求するサーバーの識別情報を含むこ
とができる。
【００４１】
　このオフラインデータは、同一の受信契約者に関係するが、要求するサーバーに個人的
に識別可能な情報を明らかにすることなく、またはオフラインデータプロバイダーへのオ
ンライン活動を明らかにすることなく、要求するサーバーとオフラインデータプロバイダ
ーの両方によって認知可能とすべきである。オフラインデータに関連する１つ以上の識別
情報は、相互認定を達成するために用いられる。１つの例では、ＩＰ／Ｔ／Ｄ（例えば、
クッキー識別情報）に加えてオンライン識別情報は、要求するサーバーによって集めるこ
とができ、そして、ＩＰ／Ｔ／Ｄに沿ったＩＳＰに伝送することができる。この付加的な
識別情報は、ＩＳＰからオフラインデータプロバイダーに伝送され、（ＩＰ／Ｔ／Ｄなし
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で）そして、この識別情報は、オフラインデータプロバイダーから要求するサーバーへの
オフラインデータの伝送を含み、または関連している。
【００４２】
　別の例では、個人的に識別可能な情報を含まない識別情報、(即ち、オフラインデータ
識別情報)、要求するサーバーにＩＳＰによって伝送される。この識別情報は、ＩＳＰに
よって発生され、そして、オフラインデータプロバイダーに伝送され、あるいは、オフラ
インデータプロバイダーによって発生されかつオフラインデータプロバイダーから受信さ
れる。オフラインデータの識別情報は、オフラインデータプロバイダーから要求するサー
バーへのオフラインデータの伝送を含み、あるいは関連することができる。
【００４３】
　オフラインデータプロバイダーから要求するサーバーへのオフラインデータの伝送にお
ける他の例では、オフラインデータプロバイダーに供給されるＩＰ／Ｔ／Ｄを含み、また
、それゆえ、受信契約者のオプトインを要求する。このような例の１つは、要求するサー
バーによって伝送されるＩＰ／Ｔ／Ｄは、オフラインデータプロバイダーに伝送すること
ができ、ＩＰ／Ｔ／Ｄは、オフラインデータプロバイダーから要求するサーバーへのオフ
ラインデータの伝送を含み、あるいは関連させることができる。このような別の例では、
ＩＳＰは、オフラインデータを要求し、そして、要求サーバーが、オフラインデータプロ
バイダーのサーバーに対して、受信契約者のコンピュータにリダイレクトし、個人的に識
別可能でないオフラインデータへのアクセスを与える。このようなリダイレクトは、受信
契約者のＩＰアドレスをオフラインデータプロバイダーに供給する。
【００４４】
　受信契約者についてのオフラインデータの取得は、オンラインサーバーからまたはリダ
イレクトサーバーから受信した要求（例えば、ＩＰ／Ｔ／Ｄ）に応答してＩＳＰによって
実行することができる。代わりに、ＩＳＰは、オフラインデータプロバイダーからの時間
に先行して、その受信契約者についてのオフラインデータを取得することができる。ＩＳ
Ｐは、このようなオフラインデータのデータベースを蓄積することができ、更に、オンラ
インサーバー又はリダイレクトサーバーからの要求に応答して、そのデータベースの一部
を（受信契約者を個人的に識別することなく）伝送することができる。オフラインデータ
は、オフラインデータプロバイダーからの後続の取得によって周期的にまたは断続的にア
ップデートされる。
【００４５】
　要求するサーバーは、種々の方法でオフラインデータを用いることができる。このサー
バーは、受信契約者の現在のオンラインセッション、または将来のオンラインセッション
中に対応する受信契約者にオンライン広告をターゲットするためにそのデータを用いるこ
とができる。さらに、このサーバーは、オフラインデータ（個人的に識別可能な情報なし
で）を、一般的に、受信契約者のコンピュータへのリダイレクトを介して、他のオンライ
ンサーバーに配信することができる。他のオンラインサーバーは、オンライン広告をター
ゲットするためにオフラインデータを用いることができる。さらに、要求するサーバー又
は他のオンラインサーバーは、２００７年４月１７日に出願された米国特許出願第１１／
７３６,５４４号明細書、２００７年１２月３１日に出願された米国特許出願第１１／９
６８,１１７号明細書、２００８年１０月２３日に出願された米国特許出願第１２／２５
７,３８６号明細書の教示に従うＴＶ広告をターゲットにするためにオフラインデータを
用いることができる。これらの文献は、ここであたかも説明されたように、参考としてこ
こに包含されている。
【００４６】
　上記した方法は、広告収益の適当なまたは望ましい流れを含むことができる。いくつか
の例は、以下の点を含むがそれらに限定されるものではない。
(i)オフラインデータの代わりに、ＩＳＰまたはオフラインデータプロバイダーに対して
、要求するサーバーを制御する事業者による支払い。
(ii)オフラインデータを配信する代わりに、他のオンライン広告事業者からの収入を有す
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る事業者によるレシート、
(iii)オフラインデータに対する代わりに、オフラインデータプロバイダーへのＩＳＰに
よる支払い、または、
(iv)オフラインデータプロバイダーにＩＳＰの受信契約者を識別する、またはオンライン
広告事業者にオフラインデータを配信することの代わりに、ＩＳＰへのオフラインデータ
プロバイダーによる支払い、
【００４７】
　ある環境では、ＩＳＰによって再度伝送されるユーザーのオフラインデータへのアクセ
スを避けるまたは拒否されることは、ＩＳＰに対して望ましいと考えられる。それが望ま
しいものであるなら、エンコード又は暗号化する計画は、ＩＳＰを介して要求するオンラ
インサイトに対し、個人的に識別可能でないオンラインの一部分を伝送するために、要求
するオンラインサイト及びオフラインデータプロバイダーによって発展しかつ使用するこ
とができる。このＩＳＰは、オンラインデータのその部分をデコードまたは解読するため
のキーを与えるものではない。そして、ＩＳＰによってリレーされるように、そのデータ
にアクセスしなければならない。好ましいエンコードまたは暗号化プロトコルが使用され
る。
【００４８】
　他のものに独立した本方法における個々のステップは、次のように実行される。
(i)（例えば、各ユーザーのコンピュータをリダイレクトすることにより）誰のオフライ
ンデータが望ましいかについて個々のオンラインアクセスユーザーに対して実行できる。
(ii)一旦、アクセスされた多数のオンラインアクセスユーザーに対して、あるいは (例え
ば、５０人のユーザー毎又は１０００人のユーザー毎のログファイルを伝送するように）
オフラインデータが望まれる所定数のユーザーを蓄積したオンラインサイトにリダイレク
トする、多数のオンラインアクセスユーザーに対して実行できる。または、
(iii)一旦、所定の期間（例えば、２時間毎、又は２４時間毎にロングファイルを伝送す
るような）が経過すると、オフラインデータが望まれる、多数のオンラインアクセスユー
ザーに対して実行できる。
【００４９】
　要求又はデータの種々の伝送のいくつかは、適当な方法で、他のものに独立して達成す
ることができ、コンピュータのネットワーク又は電話（有線または無線）、記憶可能なメ
ディア（例えば、磁気または光学ディスク、磁気テープ、半導体メディア）を介したデジ
タル伝送、アナログ伝送（有線または無線）、または印刷したハードコピーによるいくつ
かの適当な配信方法を含むが、これらに限定される物ではない。適当にプラグラムされた
コンピュータ、サーバー、または他のマシンによって制御された自動の電子データ伝送を
用いることが望ましい。たとえば、ＩＳＰによるＩＰアドレスの割当のロッギングは、そ
の目的のためにプログラムされた１つ以上のコンピュータ又はサーバーを用いてなされる
。
【００５０】
　上記開示された方法で用いられるＩＰアドレスは、静的または動的とすることができる
（例えば、動的ホスト形状プロトコル　a/k/a　ＤＨＣＰ）。このＩＰアドレスは、特定
のコンピュータ又は他のオンラインユーザーインターフェースに関連付けることができ、
または、モデム、ルーター、または他のオンラインアクセスデバイスに関連付けることが
できる。その結果、多数のオンラインユーザーインターフェースデバイスが、オンライン
サイトにアクセスするとき、共通のＩＰアドレスを分け合うことができる。このＩＰアド
レスは、ＩＰｖ４プロトコルに従って割り当てられた３２ビットのＩＰアドレス、ＩＰｖ
６プロトコルに従って割り当てられた１２８ビットのＩＰアドレス、あるいは、将来発展
するプロトコルの下で割り当てられる他の好ましいアドレスとすることができる。
【００５１】
　オンラインユーザーインターフェースデバイスは、インターネット等のリモートネット
ワークにアクセスするために用いられる、いくつかのユーザーインターフェースデバイス
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を含み、携帯電話、又は移動送受信機、携帯情報端末（ＰＤＡ）、又はメットワーク付け
られたコンピュータ（デスクトップ、ワークステーション、ノートブック、ラップトップ
、又は他のもの）を含むが、これらに制限されるものではない。「ユーザーコンピュータ
」又は「受信契約者のコンピュータ」の使用は、ネットワーク付けられたコンピュータま
たは他の適当なオンラインユーザーインターフェースデバイスを示すように意図されてい
る。
【００５２】
　オンラインアクセスデバイスは、オンラインユーザーインターフェースデバイスをイン
ターネット等のリモートネットワークに接続するために用いられるいくつかのデバイスを
含むことができ、これらのデバイスは、モデム、有線または無線のルーター、無線アクセ
スポイント、有線ネットワークアダプター（例えば、イーサーネットアダプター）、無線
ネットワークアダプター（例えば、ＩＥＥＥ802.11、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａｘ、ＥＤ－Ｖ
Ｏ、ＥＤＧＥ，ＨＳＰＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、または他のもの）または光ファイバーベー
スのネットワークアダプター（例えば、ネットワークインターフェースウニット、又は光
学ネットワーク端末）を含むが、これらに制限されるものではない。オンラインアクセス
デバイスの異なる形式は、単一ユニット（例えば、ＬＡＮ用のルーターとしての機能を有
するモデム）の中に結合でき、または一体化される。オンラインアクセスデバイスおよび
オンラインアクセスデバイスは、単一ユニット（例えば、イーサーネットアダプター、無
線アダプター、またはモデムをビルトインしたコンピュータ）の中に結合でき、または一
体化される。
【００５３】
　受信契約者は、通常、周期的に契約料の返礼として、ＩＳＰを有する装置を介してオン
ラインアクセスを確立したユーザーである。このＩＳＰは、その受信契約者のための個人
的に識別可能な情報を有しており、この情報は、一般的に、少なくとも名前、請求先住所
、及び（アクセスが移動するものでなければ）オンラインアクセスのためのサービスアド
レスを含み、また、電話番号、ｅメールアドレス、及び銀行又はクレジットカードの情報
を含む。オフラインデータプロバイダーによって伝送されるオフラインデータは、少なく
とも受信契約者に関係するデータを含む。しかし、多数の人は、共通の家庭に住み、共通
のビジネス組織で働いているので、オフラインデータプロバイダーは、受信契約者以外の
人に関係する、要求するオンラインサーバーのオフラインデータ（個人的に識別可能なも
のではない）への伝送を含む。例えば、オフラインデータは、家庭内の子供の数、又は年
齢についての情報、あるいは家庭内の配偶者又は両親についての情報を含むことができる
。別の例では、オフラインデータは、受信契約者が商売人又は企業の所有者であるなら、
その商売又はその会社員についての情報を含むことができる。
【００５４】
　本明細書に開示されたシステム及び方法は、汎用または専用のコンピュータ、またはサ
ーバー、またはソフトウェアによってプログラムされる他のプログラム可能なハードウェ
アデバイス、または、電気配線によって「プログラム」されるハードウェアまたは設備、
または、これらの組合せによって実装することができる。コンピュータプログラムまたは
他のソフトウェアは、それが使用される場合、マイクロコード、オブジェクト指向型コー
ド、または、ウェブ技術に基づくまたは分散型の複数のソフトウェアモジュールの組合せ
によってプログラミングされることによって、一時的または恒久的なストレージ、または
、交換可能な媒体、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±Ｒ／Ｗ、ハードドライブ、サムドライブ、フラッシュメモ
リ、光媒体、磁気媒体、半導体媒体、または、今後開発される任意のストレージに実装さ
れる。
【００５５】
　開示された例示的な実施形態及び方法の均等物は、本明細書の開示及び／または添付請
求項の範囲に含まれるものである。開示された例示的な実施形態及び方法、及びその均等
物は、本明細書の開示または添付請求項の範囲から逸脱することなく、変更可能である。
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【００５６】
　本明細書における開示及び添付請求項において、用語「または（or）」は、包含的な意
味で用いられる。例えば、「犬または猫」は、「犬、猫、または両方」を意味する。例え
ば、「犬、猫、または鼠」は、「犬、猫、鼠、任意の２匹、または３匹全て」を意味する
。例外は、（i）明示的に記載されている場合、または、（ii）特定の文脈において、選
択肢のうちの２つ以上が互いに排他的であり、「または（or）」が、互いに排他的でない
選択肢を含む組合せのみを包含する場合である。（i）の場合の例として、「～のいずれ
か一方（either…or）」、「～のうちの１つのみ（only one of…）」、または同様の言
い回しがあげられる。本明細書における開示または添付請求項において、用語「含む（co
mprising）」、「含む(including)」、「有する（having）」、及びこれらの用語から派
生する用語は、非限定的な意味で用いられるものであり、これらの用語の前に「少なくと
も（at least）」を付加した場合と同じ意味を有するものである。
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