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(57)【要約】
【課題】本発明は、通信ネットワーク上で加入者端末に
情報を伝達するための技術及び装置。
【解決手段】情報は、加入者が選択したデータ又はプロ
グラムの受信および／又は表示に干渉することなく、同
時に表示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワーク上で加入者に情報を配送するための方法であって、前記ネットワーク
に、複数のデータプロバイダと、それぞれが一人の加入者に固有に関連付けられている複
数の処理装置とが接続されているものに於いて、前記方法は以下の工程を有する、
　前記複数の処理装置によって、前記ネットワークに接続された複数の情報ソースから情
報の列を受信する、
　各加入者によって少なくとも一つのデータプロバイダを選択して、前記ネットワークを
介して前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信されたデータを表示する、そして
　前記情報列を、前記各加入者によって選択された前記少なくとも一つのデータプロバイ
ダから受信された前記データと共に、関連する処理装置上に同時に、前記情報列と前記各
加入者によってリクエストされた前記データとが同時に見られるように、連続的に表示す
る、ここで、前記関連処理装置上に表示される前記データは、前記各加入者によって選択
可能であり、かつ、前記情報列の表示は、前記各加入者によって制御不能である。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記ネットワークに接続されたデータベースにプロファイルデータを格納する、
　前記ネットワークに接続された複数の情報ソースから受信された複数の情報を前記デー
タベースに格納する、
　そして前記受信する工程は、前記各加入者の前記プロファイルデータに応じて、前記複
数の情報から前記各加入者に対する前記情報列を選択し、前記各加入者に関連付けられた
処理装置によって、前記各加入者の前記情報列を受信する工程を含む。
【請求項３】
　請求項１又は２の方法であって、更に、前記各加入者からの入力に応答して別のデータ
プロバイダを選択する工程を有し、前記連続表示工程は、前記情報列を前記別のデータプ
ロバイダから受信されたデータと同時に表示する。
【請求項４】
　請求項１又は２の方法であって、前記連続表示工程は、前記各加入者によって選択され
た前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信された前記データの前記表示に干渉す
ることなく、前記情報列を表示する。
【請求項５】
　請求項１又は２の方法であって、前記情報列中の各情報は、前記複数のデータプロバイ
ダの一つからのデータに対するアンソリシットなリクエストであって、前記情報列を受信
する工程は、以下の工程を有する、
　ネットワークに接続されたデータベースから情報ＩＤ列を受信する、各情報ＩＤは、前
記複数の情報ソース中の情報を固有に同定する、そして前記情報ＩＤ列に応じて、前記複
数の情報ソースから前記情報列を読み出す。
【請求項６】
　請求項１又は２の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記各加入者が前記ネットワークに接続することを許可されているか否かを判定するべ
く前記各加入者の許可を確認する、そして
　もしも前記各加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていないと判断され
た場合に、前記関連処理装置が、前記情報列及び前記各加入者によって選択された前記少
なくとも一つのデータプロバイダから受信された前記データを表示することを禁止する。
【請求項７】
　請求項１又は２の方法であって、前記情報列は、広告、メッセージ又は告知、ニュース
及び最新情報のうちの少なくとも一つの列を含み、前記情報は、テキスト、画像、動画、
映像成分と音声成分のうちの少なくとも一つを有する。
【請求項８】
　請求項１又は２の方法であって、前記ネットワークはコンピュータネットワークであり
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、前記情報列受信工程は、以下の工程を有する、
　ネットワークに接続されたデータベースからアドレスの列を受信する、各アドレスは、
前記複数の情報ソース中の前記情報の位置を示す、そして
　前記アドレス列に応じて、前記複数の情報ソースから前記情報列を読み出す。
【請求項９】
　請求項６の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記複数の処理装置のそれぞれに対して固有の加入者ＩＤを割り当てる、
　もしも前記各加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判定された
場合、前記各加入者に対するログイン時間とログイン日付とを生成する、そして
　前記加各入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判定された場合、
前記各加入者に対する前記加入者ＩＤ、前記ログイン時間及び前記ログイン日付を、前記
ネットワークに接続されたデータベースに格納する。
【請求項１０】
　請求項９の方法であって、前記ログイン時間とログイン日付を生成する前記工程は、以
下の工程を有する、
　前記ネットワークに接続されソースから、仮想日付と仮想時間を受信する、そして
　前記各加入者に対する前記ログイン時間と前記ログイン日付とを、前記仮想時間と前記
仮想日付との関数として生成する。
【請求項１１】
　請求項９又は１０の方法であって、更に以下の工程を有する、
　処理装置がもはや前記ネットワークに接続されていないかどうかを判定する、そして
　もしも前記各加入者に関連付けられた前記処理装置がもはや前記ネットワークに接続さ
れていないと判定された場合、前記各加入者に対するログアウト時間とログアウト日付と
を生成する、そして
　もしも前記各加入者に関連付けられた前記処理装置がもはや前記ネットワークに接続さ
れていないと判定された場合、前記各加入者に対する前記ログアウト時間とログアウト日
付を前記データベースに格納する。
【請求項１２】
　請求項１１の方法であって、更に次の工程を有する、
　前記各加入者のセッション持続時間を、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ロ
グアウト日付及び前記ログアウト時間の関数として生成する、そして
　前記各加入者の前記セッション持続時間を前記データベースに格納する。
【請求項１３】
　請求項１、２又は１２の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記情報列中の各情報に対して固有の情報ＩＤと情報持続時間とを割り当てて、複数の
情報ＩＤと複数の情報持続時間とを提供する、
　前記複数の情報ＩＤと前記複数の情報持続時間とを前記データベースに格納する、そし
て
　ここで、前記連続表示工程は、前記情報列中の次の情報を表示する前に、前記各情報に
対して割り当てられた前記情報持続時間、前記情報列中の前記各情報を表示する。
【請求項１４】
　請求項１３の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記情報列中のどの情報が、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ログアウト日
付、前記ログアウト時間、及び前記複数の情報持続時間の関数として前記関連処理装置上
に表示されたかを判定して、前記各加入者に対する表示情報のリストを提供する、そして
　前記各加入者に対する前記表示情報リストを前記データベースに格納する。
【請求項１５】
　請求項１４の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記表示情報リスト中の各情報ＩＤが、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ロ
グアウト日付、前記ログアウト時間、及び前記複数の情報持続時間の関数として前記関連
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処理装置上に表示された日付と時間とを判定して、前記各加入者の前記表示情報リスト中
の各情報ＩＤに対する表示日付と表示時間を提供する、そして
　前記各加入者に対する前記表示情報リスト中の前記各情報ＩＤの前記表示日付と前記表
示時間とを前記データベースに格納する。
【請求項１６】
　請求項１５の方法であって、前記関連処理装置は記憶装置を有し、そして、前記方法は
更に以下の工程を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記各加入者に位置ＩＤを割り当てる、
　前記各加入者に対する前記位置ＩＤを前記データベースに格納する、
　前記各加入者に対する前記表示情報リスト中の各情報ＩＤに対する情報表示記録を生成
する、前記情報表示記録は、情報ＩＤ、前記各加入者の前記加入者ＩＤ及び前記位置ＩＤ
、そして、前記情報ＩＤに関連付けられた前記表示日付、前記表示時間、及び前記情報持
続時間を含む、
　前記情報表示記録を前記関連処理装置の前記記憶装置に格納する、そして
　前記情報表示記録を前記データベースに送信する。
【請求項１７】
　請求項１２の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記各加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当て
る、
　前記各加入者に対する前記位置ＩＤを前記データベースに格納する、
　前記加入者ＩＤ、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ログアウト日付、前記ロ
グアウト時間、前記セッション持続時間及び前記位置ＩＤを含む前記各加入者に対するセ
ッション使用記録を生成する、そして
　前記各加入者に対する前記セッション使用記録を前記データベースに格納する。
【請求項１８】
　請求項１１の方法であって、更に以下の工程を有する、
　もしも前記各加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判断された
場合、前記関連処理装置によって特定間隔で、時報信号を生成する、
　前記時報信号を前記データベースに送信する、
　前記各加入者からの次の時報信号の予想時間を示すべく前記データベースを更新する、
そして
　ここで、前記ログアウト時間及びログアウト日付を生成する工程は、前記時報信号がほ
ぼ前記予想時間内に前記関連処理装置から受信されなかった場合に、前記各加入者に対し
て前記ログアウト時間及びログアウト日付を生成する。
【請求項１９】
　請求項４の方法であって、前記複数の処理装置のそれぞれは、第１部分と第２部分とを
有するモニタと、入力装置とを有し、前記連続表示工程は、前記情報列を前記モニタの前
記第１部分に表示し、各加入者によって選択された前記少なくとも一つのデータプロバイ
ダから受信された前記データを前記モニタの前記第２部分に表示する。
【請求項２０】
　請求項１９の方法であって、前記モニタの前記第１部分は、複数のリンク領域と複数の
非リンク領域とに分割され、前記複数のリンク領域のそれぞれは、前記複数のデータプロ
バイダの一つにリンクされ、前記方法は、更に、追加情報を受信するべく、前記各加入者
によって前記複数のリンク領域の一つを選択する工程を有する。
【請求項２１】
　請求項２０の方法であって、前記複数のデータプロバイダのそれぞれは、データプロバ
イダＩＤによって個別に同定され、前記方法は、更に以下の工程を有する、
　前記関連処理装置に対して固有の加入者ＩＤを割り当てる、
　前記情報列中のどの情報が、前記関連処理装置に関連付けられた前記モニタの前記第１
部分上に表示されているかを検出して、表示情報ＩＤを提供する、
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　前記表示情報ＩＤに対応する情報が前記関連処理装置上に表示された日付と時間とを判
定して、それぞれ、表示日付と表示時間を提供する、
　前記複数のリンク領域中のどの一つのリンク領域が、前記表示情報ＩＤに対応する前記
情報表示中に前記各加入者によって選択されたかを検出して選択データプロバイダＩＤを
提供する、そして
　もしも前記複数のリンク領域の前記一つのリンク領域が前記各加入者によって選択され
たと検出された場合、前記データベースに、前記各加入者に対する前記加入者ＩＤ、前記
表示情報ＩＤ、前記選択データプロバイダＩＤ、前記表示日付及び前記表示時間を格納す
る。
【請求項２２】
　請求項２１の方法であって、
　前記関連処理装置は記憶装置を有し、そして、更に以下の工程を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記各加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当て
る、
　前記各加入者に対する前記位置ＩＤを前記データベースに格納する、
　前記各加入者に対して複数のクリックイベント記録を生成する、前記各加入者に対する
前記各クリックイベント記録は一つの選択されたデータプロバイダＩＤと関連付けられ、
前記各クリックイベント記録は、前記加入者ＩＤ、及び前記位置ＩＤ及び前記一つの選択
されたデータプロバイダＩＤ、前記一つの選択されたデータプロバイダＩＤに関連付けら
れた前記表示情報、前記表示日付及び前記表示時間を含む、
　前記各加入者に対する前記複数のクリックイベント記録を前記関連処理装置の前記記憶
装置に格納する、そして
　前記各加入者に対する前記複数のクリックイベント記録を前記データベースに送信する
。
【請求項２３】
　請求項１又は２の方法であって、前記複数のデータプロバイダのそれぞれはデータプロ
バイダＩＤによって個別に同定され、前記方法は、更に、前記加入者ＩＤと、前記各加入
者によって選択された少なくとも一つのデータプロバイダに関連付けられた前記データプ
ロバイダＩＤとを、前記ネットワークに接続されたデータベースに格納する工程を有する
。
【請求項２４】
　請求項２３の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記各加入者によって選択された前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信され
た前記データが前記関連処理装置上で表示された日付と時間とを判定し、それぞれ、表示
日付と表示時間とを提供する、そして
　前記表示日付と前記表示時間とを前記データベースに格納する。
【請求項２５】
　請求項２４の方法であって、
　前記関連処理装置は記憶装置を備え、更に以下の工程を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記各加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当て
る、
　前記各加入者に対する前記位置ＩＤを前記データベースに格納する、
　前記各加入者に対して複数のデータ表示記録を生成する、前記各加入者に対する各デー
タ表示記録は前記データベースに格納された一つのデータプロバイダＩＤと関連付けられ
、前記各データ表示記録は、前記加入者ＩＤ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデータプロバ
イダＩＤ、前記一つのデータプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示日付及び前記表示
時間、を含む、
　前記各加入者に対する前記複数のデータ表示記録を前記関連処理装置の前記記憶装置に
格納する、そして
　前記各加入者の前記複数のデータ表示記録を前記データベースに送信する。
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【請求項２６】
　請求項２１の方法であって、前記複数のリンク領域の一つを選択する工程は、前記モニ
タの前記第２部分に前記追加情報を表示する工程を含む。
【請求項２７】
　請求項２１の方法であって、前記複数のリンク領域の一つを選択する工程は、下記の工
程を含む、
　前記モニタの前記第２部分に、前記各加入者に対する追加データのリクエストを表示す
る、
　前記各加入者によって前記追加データを前記入力装置に入力する、そして
　前記追加データを前記データベースに格納する。
【請求項２８】
　請求項２の方法であって、前記複数の処理装置のそれぞれは、入力装置と、第１部分及
び第２部分を有するモニタとを備え、前記第１部分は、複数のリンク領域と複数の非リン
ク領域とを有し、前記複数のリンク領域のそれぞれは、前記各加入者によって選択可能で
あり、前記複数のデータプロバイダの一つにリンクされ、前記連続表示工程は、前記モニ
タの前記第１部分において前記各加入者に対する前記情報列を表示し、前記モニタの前記
第２部分において各加入者によって前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信され
た前記データを表示し、前記情報列を選択する工程は、前記プロファイルデータ及び前記
各加入者によって選択されるリンク領域に応じて前記各加入者に対する前記情報列を選択
する。
【請求項２９】
　請求項２５の方法であって、前記情報列を選択する工程は、前記プロファイルデータと
前記複数のデータ表示記録とに応じて前記各加入者に対する前記情報列を選択する工程で
ある。
【請求項３０】
　請求項２４の方法であって、更に以下の工程を有する、
　前記複数のデータプロバイダのそれぞれに対して複数のデータ表示記録を生成する、前
記各データ表示記録は、前記プロファイルデータ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデータプ
ロバイダＩＤ、そして前記一つのデータプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示日付及
び前記表示時間を含む、そして
　前記複数のデータプロバイダのそれぞれに対する前記複数のデータ表示記録を前記デー
タベースに格納する。
【請求項３１】
　請求項２５又は３０の方法であって、前記データベースは、少なくとも第１と第２と第
３のデータベースを有し、前記プロファイルデータを格納する方法は、前記プロファイル
データを前記第１データベースに格納し、前記複数の情報を格納する方法は前記複数の情
報を前記第２データベースに格納し、前記加入者ＩＤと前記データプロバイダＩＤを格納
する方法は、前記加入者ＩＤと前記データプロバイダＩＤを前記第３データベースに格納
し、前記表示日付及び前記表示時間を格納する方法は、前記表示日付及び前記表示時間を
前記第３データベースに格納し、前記位置ＩＤを格納する方法は、前記位置ＩＤを前記第
３データベースに格納し、そして、前記複数のデータ表示記録を格納する方法は、前記複
数のデータ表示記録を前記第３データベースに格納する。
【請求項３２】
　請求項１６の方法であって、前記情報列を選択する工程は、前記プロファイルデータと
前記情報表示記録とに応じて前記各加入者に対する前記情報列を選択する工程である。
【請求項３３】
　通信ネットワーク上の加入者に対して情報を配送するシステムであって、以下を有する
、
　前記ネットワークに接続された複数のデータプロバイダ、
　前記ネットワークに接続されて情報の列を提供する複数の情報ソース、そして
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　前記ネットワークに接続された複数の処理装置、これらはそれぞれ、一人の加入者に固
有に関連付けられて関連処理装置を提供するとともに、前記複数の情報ソースから前記情
報列を受信するための受信機と、前記加入者によって少なくとも一つのデータプロバイダ
を選択するためのセレクタと、前記情報列を、前記加入者によって選択された前記少なく
とも一つのデータプロバイダから受信された前記データと同時に、前記情報列と前記加入
者によってリクエストされた前記データとが同時に見られるように、連続的に表示するた
めの表示装置とを備える、
　ここで、前記表示装置上に表示される前記データは前記加入者によって選択可能であり
、かつ、前記表示装置上の前記情報列の表示は、前記加入者によって制御不能である。
【請求項３４】
　請求項３３のシステムであって、更に以下を有する、
　前記ネットワークに接続されて、各加入者のプロファイルデータと、前記ネットワーク
に接続された前記複数の情報ソースから受信される複数の情報とを格納する記憶装置、
　前記各加入者の前記プロファイルデータに応じて前記複数の情報から前記各加入者に対
する情報列を選択する情報セレクタ、
　ここで、前記受信機は、前記情報セレクタから前記加入者に対する前記情報列を受信す
るべく作動可能である。
【請求項３５】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記セレクタは、前記加入者からの入力に応
答して別のデータプロバイダを選択するべく作動可能であり、前記表示装置は、前記情報
列を、前記他のデータプロバイダから受信されたデータと同時に連続的に表示するべく作
動可能である。
【請求項３６】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記表示装置は、前記加入者によって選択さ
れた前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信された前記データの前記表示に干渉
すること無く、前記情報列を連続的に表示するべく作動可能である。
【請求項３７】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記複数の情報ソースのそれぞれは、記憶装
置を備え、前記受信機は、各記憶装置から情報を読み出して前記情報列を生成する読み出
し装置を有する、そして、
　前記加入者に対する前記情報列中の各情報は、前記複数のデータプロバイダの一つから
のデータに対するアンソリシットなリクエストである。
【請求項３８】
　請求項３３又は３４のシステムであって、更に以下を有する、
　前記加入者が前記ネットワークに接続することが許可されているか否かを判定するべく
前記加入者の許可を確認する確認装置、そして
　もしも前記加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていないと判断された
場合に、前記表示装置が前記情報列及び前記各加入者によって選択された前記少なくとも
一つのデータプロバイダから受信された前記データを表示することを禁止する禁止装置。
【請求項３９】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記情報列は、広告、メッセージ又は告知、
ニュース及び最新情報の列を含む、そして、
　前記情報は、テキスト、静止画、動画、及び映像成分と音声成分を有する。
【請求項４０】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記ネットワークはコンピュータネットワー
クであり、前記受信機は、前記ネットワークに接続された情報アドレスプロバイダからア
ドレスの列を受信するべく作動可能であり、各アドレスは、前記複数の情報ソース中の前
記情報列の一つの位置を示し、そして
　前記関連処理装置は、前記アドレス列に応じて、前記複数の情報ソースから前記情報列
を読み出すための装置を有する。
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【請求項４１】
　請求項３８のシステムであって、更に以下を有する、
　前記複数の処理装置のそれぞれに対して固有の加入者ＩＤを割り当てるための装置、
　もしも前記加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判定された場
合、前記加入者に対してログイン時間とログイン日付とを生成するための時間装置、そし
て
　前記加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判定された場合、前
記加入者に対して前記加入者ＩＤ、前記ログイン時間及び前記ログイン日付を格納するた
めの、前記ネットワークに接続された記憶装置。
【請求項４２】
　請求項４１のシステムであって、前記時間装置は、前記関連処理装置内に配設され、か
つ、前記ネットワークに接続されたソースから、仮想日付と仮想時間を受信し、前記加入
者に対する前記ログイン時間と前記ログイン日付とを、前記仮想時間と前記仮想日付との
それぞれの関数として生成するべく作動可能である。
【請求項４３】
　請求項４１又は４２のシステムであって、更に以下を有する、
　前記関連処理装置がもはや前記ネットワークに接続されていないかどうかを判定する接
続解除装置、そして
　前記時間装置は、もしも前記関連処理装置がもはや前記ネットワークに接続されていな
いと判定された場合、前記加入者に対してログアウト時間とログアウト日付を生成するべ
く作動可能であり、そして
　前記記憶装置は、もしも前記関連処理装置がもはや前記ネットワークに接続されていな
いと判定された場合、前記加入者に対する前記ログアウト時間とログアウト日付を格納す
るべく作動可能である。
【請求項４４】
　請求項４３のシステムであって、前記接続解除装置は、前記加入者に対するセッション
持続時間を、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ログアウト日付及び前記ログア
ウト時間の関数として生成するべく作動可能であり、そして
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記セッション持続時間を格納するべく作動可能
である。
【請求項４５】
　請求項３３、３４又は４３のシステムであって、更に以下を有する、
　前記情報列中の各情報に対して固有の情報ＩＤと情報持続時間とを割り当てて、複数の
情報ＩＤと複数の情報持続時間を提供するための装置、
　ここで、前記記憶装置は、前記複数の情報ＩＤと前記複数の情報持続時間を格納するべ
く作動可能であり、そして
　前記表示装置は、前記情報列中の次の情報を表示する前に、前記各情報に対して割り当
てられた前記情報持続時間、前記情報列中の前記各情報を表示するべく作動可能である。
【請求項４６】
　請求項４５のシステムであって、前記関連処理装置は、前記情報列中のどの情報が、前
記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ログアウト日付、前記ログアウト時間、及び前
記複数の情報持続時間の関数として前記関連処理装置上に表示されたかを判定して、前記
加入者に対する表示情報のリストを提供するための装置を有し、そして
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記表示情報リストを格納するべく作動可能であ
る。
【請求項４７】
　請求項４６のシステムであって、前記関連処理装置は、前記表示情報リスト中の各情報
ＩＤが、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ログアウト日付、前記ログアウト時
間、及び前記複数の情報持続時間の関数として前記関連処理装置上に表示された日付と時
間を判定して、前記加入者に対する前記表示情報リスト中の前記各情報ＩＤに対する表示
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日付と表示時間を提供するための装置を有し、そして
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記表示情報リスト中の前記各情報ＩＤの前記表
示日付と前記表示時間とを格納するべく作動可能である。
【請求項４８】
　請求項４７のシステムであって、更に以下を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当てる
ための装置、
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記位置ＩＤを格納するべく作動可能である、そ
して、
　前記関連処理装置は、更に以下を有する、
　前記加入者に対して前記表示情報リスト中の各情報ＩＤに対する情報表示記録を生成す
るための装置、前記情報表示記録は、情報ＩＤ、前記加入者の前記加入者ＩＤ及び前記位
置ＩＤ、そして、前記情報ＩＤに関連付けられた前記表示日付、前記表示時間、及び前記
情報持続時間を含む、
　前記情報表示記録をローカル的に格納するためのローカル記憶装置、そして
　前記情報表示記録を前記ネットワークに接続された前記記憶装置に送信する送信機。
【請求項４９】
　請求項４４のシステムであって、更に以下を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当てる
ための装置、
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記位置ＩＤを格納するべく作動可能である、
　前記接続解除装置は、前記加入者ＩＤ、前記ログイン時間、前記ログイン日付、前記ロ
グアウト日付、前記ログアウト時間、前記セッション持続時間及び前記位置ＩＤを含む前
記加入者に対するセッション使用記録を生成するべく作動可能であり、そして
　前記記憶装置は、前記セッション使用記録を格納するべく作動可能である。
【請求項５０】
　請求項４３のシステムであって、前記関連処理装置は更に以下を有する、
　もしも前記加入者が前記ネットワークに接続することを許可されていると判断された場
合、特定間隔で時報信号を生成するための装置、そして
　前記時報信号を前記記憶装置に送信するための送信機、
　ここで、前記記憶装置は、前記加入者からの次の時報信号の予想時間を更新するべく作
動可能であり、そして
　前記時間装置は、前記時報信号がほぼ前記予想時間内に前記関連処理装置から受信され
なかった場合に、前記加入者に対して前記ログアウト時間及びログアウト日付を生成する
べく作動可能である。
【請求項５１】
　請求項３６のシステムであって、前記関連処理装置は入力装置を有し、前記表示装置は
、前記情報列を表示するための第１部分と、前記加入者によって選択された前記少なくと
も一つのデータプロバイダから受信された前記データを表示するための第２部分とを備え
ている。
【請求項５２】
　請求項５１のシステムであって、前記表示装置の前記第１部分は、複数のリンク領域と
複数の非リンク領域とに分割され、前記複数のリンク領域のそれぞれは、前記複数のデー
タプロバイダの一つにリンクされ、そして
　前記関連処理装置は、更に、追加情報を受信するべく、前記各加入者によって前記複数
のリンク領域の一つを選択するための領域セレクタを有する。
【請求項５３】
　請求項５２のシステムであって、更に以下を有する、前記関連処理装置に対して固有の
加入者ＩＤを割り当てるための装置、
　ここで、前記複数のデータプロバイダのそれぞれは、データプロバイダＩＤによって個
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別に同定される、
　前記関連処理装置は、更に以下を有する、
　前記情報列中のどの情報が、前記表示装置の前記第１部分上に表示されているかを検出
して、表示情報ＩＤを提供する検出装置、
　前記表示情報ＩＤに対応する情報が前記関連処理装置上に表示された日付と時間とを判
定して、それぞれ、表示日付と表示時間を提供する時間装置、
　ここで、前記検出装置は、前記複数のリンク領域中のどの一つのリンク領域が、前記表
示情報ＩＤに対応する前記情報表示中に前記加入者によって選択されたかを検出して、選
択データプロバイダＩＤを提供するべく作動可能である、そして
　前記記憶装置は、もしも前記複数のリンク領域の前記一つのリンク領域が前記加入者に
よって選択されたと判断された場合、前記加入者に対する前記加入者ＩＤ、前記表示情報
ＩＤ、前記選択データプロバイダＩＤ、前記表示日付及び前記表示時間を格納するべく作
動可能である。
【請求項５４】
　請求項５３のシステムであって、更に以下を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当てる
ための装置、
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記位置ＩＤを格納するべく作動可能である、そ
して、
　前記関連処理装置は更に以下を有する、
　前記加入者に対して複数のクリックイベント記録を生成するための装置、前記加入者に
対する前記各クリックイベント記録は一つの選択されたデータプロバイダＩＤと関連付け
られ、前記各クリックイベント記録は、前記加入者ＩＤ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデ
ータプロバイダＩＤ、前記一つのデータプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示情報Ｉ
Ｄ、前記表示日付及び前記表示時間を含む、
　前記加入者に対する前記複数のクリックイベント記録をローカル的に格納するためのロ
ーカル記憶装置、そして
　前記加入者に対する前記複数のクリックイベント記録を前記ネットワークに接続された
前記記憶装置に送信する送信機。
【請求項５５】
　請求項３３又は３４のシステムであって、前記複数のデータプロバイダのそれぞれはデ
ータプロバイダＩＤによって個別に同定され、前記システムは、更に、前記ネットワーク
に接続されて、前記加入者ＩＤと、前記各加入者によって選択された少なくとも一つのデ
ータプロバイダに関連付けられた前記データプロバイダＩＤとを格納する記憶装置を有す
る。
【請求項５６】
　請求項５５のシステムであって、前記関連処理装置は、更に以下を有する、
　前記加入者によって選択された前記少なくとも一つのデータプロバイダから受信された
前記データが前記表示装置上で表示された日付と時間とを判定し、それぞれ、表示日付と
表示時間とを提供するための時間装置、そして
　前記記憶装置は、前記表示日付と前記表示時間とを格納するべく作動可能である。
【請求項５７】
　請求項５６のシステムであって、更に以下を有する、
　前記関連処理装置の地域性に応じて前記加入者に郵便番号を含む位置ＩＤを割り当てる
ための装置、
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記位置ＩＤを格納するべく作動可能である、
　前記関連処理装置は更に以下を有する、
　前記加入者に対して複数のデータ表示記録を生成する装置、前記加入者に対する各デー
タ表示記録は前記記憶装置に格納された一つのデータプロバイダＩＤと関連付けられ、前
記各データ表示記録は、前記加入者ＩＤ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデータプロバイダ
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ＩＤ、前記一つのデータプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示日付及び前記表示時間
を含む、
　前記加入者に対する前記複数のデータ表示記録をローカル的に格納するためのローカル
記憶装置、そして
　前記加入者に対する前記複数のデータ表示記録を前記ネットワークに接続された前記記
憶装置に送信する送信機。
【請求項５８】
　請求項５３のシステムであって、前記領域セレクタは、前記表示装置の前記第２部分に
前記追加情報を表示するように前記表示装置を制御するべく作動可能である、又は、
　前記領域セレクタは、前記表示装置の前記第２部分に前記加入者に対して追加情報のリ
クエストを表示するように前記表示装置を制御するべく作動可能であり、前記入力装置は
前記加入者によって前記追加情報を入力するべく作動可能であり、前記記憶装置は、前記
追加情報を格納するべく作動可能である。
【請求項５９】
　請求項３４のシステムであって、前記関連処理装置は入力装置を備え、前記表示装置は
第１部分及び第２部分を有し、前記第１部分は、複数のリンク領域と複数の非リンク領域
とを有し、前記複数のリンク領域のそれぞれは、前記各加入者によって選択可能であり、
前記複数のデータプロバイダの一つにリンクされ、
　前記表示装置は、前記表示装置の前記第１部分において前記各加入者に対する前記情報
列、及び、前記表示装置の前記第２部分において各加入者によって選択された前記少なく
とも一つのデータプロバイダから受信した前記データを表示するべく作動可能であり、
　前記情報セレクタは、前記プロファイルデータ及び前記各加入者によって選択されたリ
ンク領域に応じて前記各加入者に対する前記情報列を選択するべく作動可能である。
【請求項６０】
　請求項５７のシステムであって、前記情報セレクタは、前記プロファイルデータと前記
複数のデータ表示記録とに応じて前記加入者に対する前記情報列を選択するべく作動可能
である。
【請求項６１】
　請求項５７のシステムであって、前記関連処理装置は更に以下を有する、
　複数のデータプロバイダのそれぞれに対して複数のデータ表示記録を生成するための装
置、前記複数のデータプロバイダのそれぞれに対する各データ表示記録は、前記プロファ
イルデータ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデータプロバイダＩＤ、そして前記一つのデー
タプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示日付及び前記表示時間を含む、または／およ
び、
　前記加入者に対して複数のデータ表示記録を生成する装置、前記加入者に対する各デー
タ表示記録は前記記憶装置に格納された一つのデータプロバイダＩＤと関連付けられ、前
記加入者に対する各データ表示記録は、前記加入者ＩＤ、前記位置ＩＤ及び前記一つのデ
ータプロバイダＩＤ、前記一つのデータプロバイダＩＤに関連付けられた前記表示日付及
び前記表示時間、を含む、そして
　前記記憶装置は、前記加入者に対する前記複数のデータ表示記録を格納するべく作動可
能である。
【請求項６２】
　請求項５７又は６１のシステムであって、前記記憶装置は、少なくとも、前記プロファ
イルデータを格納するための第１記憶装置と、前記複数の情報を格納するための第２記憶
装置と、前記加入者ＩＤ、前記データプロバイダＩＤ、前記表示日付、前記表示時間、前
記位置ＩＤ、及び前記複数のデータ表示記録を格納するための第３記憶装置とを有する。
【請求項６３】
　請求項４８のシステムであって、前記情報セレクタは、前記プロファイルデータと前記
情報表示記録とに応じて前記加入者に対する前記情報列を選択するべく作動可能である。
【請求項６４】
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　不完全で均一なリソースロケータに応答して、インターネット上で、端末をホストサー
バに接続する方法であって、前記端末がモニタと入力装置とを備えるものに於いて、前記
方法は、以下の工程を有する、
　前記ホストサーバに対応するユーザによって前記入力装置にホスト名を入力して前記不
完全均一リソースロケータを提供する、そして
　前記ホストサーバの関数として前記不完全均一リソースロケータの残りの成分を文脈的
に判定する。
【請求項６５】
　請求項６４の方法であって、前記文脈的判定工程は、前記ホストサーバのドメインを、
特定のドメインのホストサーバの数の確立分布の関数として判定する工程である。
【請求項６６】
　請求項６４の方法であって、前記モニタは複数のクリック可能ボタンを有し、これら複
数クリック可能ボタンのそれぞれは均一リソースロケータの一つの成分に対応し、前記文
脈的判定工程は、前記複数のクリック可能ボタンの単数又は複数のボタンが前記ユーザに
よってクリックされたことに応答して、前記不完全均一リソースロケータの前記残り成分
を文脈的に判定する工程である。
【請求項６７】
　不完全で均一なリソースロケータに応答して、インターネット上で、コンピュータ端末
をホストサーバに接続する装置であって、以下を有する、
　前記不完全均一リソースロケータの残りの成分を、ユーザによって入力されたホスト名
の関数として文脈的に判定して完全で均一なリソースロケータを提供するための装置、そ
して
　前記ホスト名は、前記ホストサーバに対応している。
【請求項６８】
　請求項６７の装置であって、前記文脈的判定のための装置は、前記ホストサーバのドメ
インを、特定のドメインのホストサーバの数の確立分布の関数として判定するべく作動可
能である。
【請求項６９】
　請求項６７の装置であって、前記端末は、複数のクリック可能ボタンを備えたモニタを
有し、これら複数クリック可能ボタンのそれぞれは均一リソースロケータの一つの成分に
対応し、前記文脈的判定装置は、前記複数のクリック可能ボタンの単数又は複数のボタン
が前記ユーザによってクリックされたことに応答して、前記不完全均一リソースロケータ
の前記残り成分を文脈的に判定する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の背景
　本発明は、通信ネットワーク上での加入者への情報の伝達に関し、詳しくは、ネットワ
ーク上の活動している各加入者に対して、ネットワークからの彼らが選択したデータ又は
プログラムの受信およびは表示に干渉することなく、情報を動的に伝達する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のケーブルテレビネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネ
ットワーク（ＷＡＮ）、インターネット等の広告又はその他の情報が伝達される典型的な
通信ネットワークに於いて、広告の伝達は、加入者が選択したプログラム又はデータの受
信および／又は表示に干渉する。
【０００３】
　従来のケーブルテレビネットワーク及び従来のオンデマンドビデオ配送システムに於い
て、メッセージは、その加入者によって選択されたプログラムを表わす送信データストリ
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ームに組み入れられる。即ち、その選択されたプログラムの送信および／又は表示はコマ
ーシャルによって中断される。
【０００４】
　インターネットに於いて、情報は、押し出された情報の表示がその加入者の選択したデ
ータの表示に干渉する状態で、加入者の端末にダウンロード（「押し出される」）される
。即ち、その押し出された情報は、現在、加入者の端末に表示されているデータ（例えば
、ウェブサイトからのデータのフレーム又はページ）の上部に置かれる。
【０００５】
　しかしながら、「押し出された」情報、メッセージ又は広告を加入者が選択したデータ
又はプログラムと同時に、それらが互いに干渉せず、加入者によって同時に見ることがで
きるように、連続的に表示することが望ましい。
【０００６】
　又、典型的な通信ネットワークに於いて、広告のような情報は、多くの加入者に無差別
に配送される。これは、広告に興味の無い加入者にも広告が提供されるので、加入者にと
って不都合である。それは、又、広告主にとっても、届けたいと希望する加入者と、彼ら
の広告に興味の無い加入者とを含む加入者の大きなオーディエンスに広告を配送するため
に料金を支払わなければならないことから、同様に不都合である。
【０００７】
　メッセージ、告知、広告等の情報を、そのような情報に興味を持っている可能性の高い
加入者に対して、的を絞り、それらの選択された加入者にだけその情報を配送することが
望ましい。
【０００８】
　これまで、従来のケーブルテレビネットワークや従来のオンデマンドビデオ配送システ
ム等の、通信ネットワークを介して、メッセージを選択的に配送するための技術が提案さ
れている。従来のケーブルテレビネットワークに於いては、アドレス呼び出し可能なコン
トローラが、ネットワーク上の複数の加入者のコンバータと通信する。それぞれのコンバ
ータ、即ち、セットトップ（ｓｅｔ－ｔｏｐ）コンバータボックスが、プライマリメッセ
ージグループのメンバとして指定されており、更に、単数又は複数のメッセージサブグル
ープにも指定されていることもある。メッセージは、前記アドレス呼び出し可能コンバー
タに入力され、その後、そのコンバータに接続されたテレビ受信機上での表示用のコンバ
ータに伝送される。ヘッドエンドは、そのテキストメッセージに、そのメッセージを受取
るべき少なくとも一つのプライマリメッセージグループ又はメッセージサブグループを定
義する配送データを付加（タグ付け）する。地理的地域又は配送ハブに基づいてコンバー
タを区別するために様々なプライマリグループが使用され、加入者を複数の特定目的のグ
ループに分けるためにサブグループが使用される。タグ付けされたテキストメッセージは
、従来式ケーブルテレビネットワークを介して、別々の経路又はチャネル上で、ネットワ
ークサービスプロバイダからの放送信号と共に、送信される。各コンバータは、それがそ
のタグ付けされたテキストメッセージを受信することが許可されているか否かを判断する
。もしもその特定のコンバータが、そのタグ付けされたテキストメッセージを受けとるこ
とを許可されていると判断したならば、コンバータは、その選択されている（同調されて
いる）チャネルの放送信号の表示をブロックすることによってそのタグ付きテキストメッ
セージを即座に表示するか、若しくは、その加入者のテレビ受信機上に表示されているプ
ログラムの上に英数字文字および／又はグラフィックスを重ねる。
【０００９】
　従来のオンデマンドビデオ配送システムに於いて、ネットワークを介して配布されるコ
マーシャルメッセージが、各メッセージの受取り人のカテゴリを同定する埋め込み情報を
含む方法が提案されている。ネットワークの中心に位置するサーバは、コマーシャルメッ
セージに、その同定カテゴリを満たす、加入者のコンバータアドレスを選択的にタグ付け
する。コマーシャルメッセージは、特定のアドレス呼び出しされたコンバータ（加入者）
によって選択されたビデオプログラムに関連するビデオ信号に挿入され、ネットワークを
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介して、そのアドレス呼び出しされたコンバータに接続されているテレビ受信機によって
受信され、表示されるべく送信される。アドレス呼び出しされたコンバータは、そのプロ
グラム中の予定されているコマーシャル中断中に、コマーシャルを、それらに対応するテ
レビ受信機で受信し、表示する。アドレスは、加入者の家庭の人口統計的及びその他の関
連情報を、そのコマーシャルの対象である製品又はサービスの実際の顧客である家庭に関
する同じ情報との比較で、データベースに格納されている情報に基づいてサーバによって
選択される。
【００１０】
　しかしながら、加入者のテレビ受信機に、プログラムと共に、テキストメッセージ又は
コマーシャルを連続的に表示することが望ましい。本発明は、放送プログラムとメッセー
ジとが互いに干渉せず、加入者によって同時に見ることが可能な、メッセージを放送プロ
グラムと同時に連続的に表示することの望ましさに基づいてなされたものである。
【００１１】
　又、人口統計的情報は時間とともに陳腐化するため、人口統計的情報を、視聴習慣、購
入行動等に基づいて更新することも望ましい。
【００１２】
　カスタマイズ情報ファイルが、データベースに格納されている対応のカスタマイズプロ
ファイルデータに応じて、ネットワーク上の各アクティブカスタマイズに対して動的に生
成される。複数のアドレスの情報、例えば、メッセージ、告知、広告等、を含む各カスタ
マイズ情報ファイルが、対応のカスタマイズに送られる。各アクティブ加入者端末は、そ
のカスタマイズ情報リスト中にあるアドレスに位置する情報を順次表示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
発明の目的
　従って、本発明の目的は、通信ネットワーク上の加入者に対して情報を、その情報と加
入者の選択データとが同時に加入者に見ることが可能な状態で、配送するための装置と方
法を提供することにある。
【００１４】
　本発明の別の目的は、更に、前記情報を、加入者の選択情報の受信と表示に干渉するこ
となく表示する、前述したような装置と方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明の更に別の目的は、情報を、特定の情報に興味を有する可能性の高い加入者に標
的化し、その情報をその標的化された（選択された）加入者に対してのみ配送するための
技術を提供することにある。
【００１６】
　本発明の様々な目的、利点及び特徴は、以下の詳細説明から容易に理解されるであろう
、そして、その新規な特徴は、添付の請求の範囲に具体的に指摘されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
発明の要旨
　本発明に依れば、通信ネットワークに接続された処理装置は、複数の情報ソースから受
信される情報列を、その情報列と選択されたデータとを加入者によって同時に見ることが
可能な状態で連続的に表示する。加入者は、単数又は複数のデータプロバイダからデータ
を選択することができるが、加入者は、その情報列の表示を制御することはできない。
【００１８】
　一好適実施例に於いて、前記情報列は、前記選択データの表示に干渉することなく、連
続的に表示される。
【００１９】
　本発明の更に別の好適実施例に依れば、各加入者に対して、情報列が、その加入者のプ
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ロファイルデータに応じて固有に生成される。加入者に関連する処理装置は、前記情報列
を、少なくとも一つのデータプロバイダからの選択されたデータと同時に、前記情報列と
選択データとが加入者によって同時に見られるように、連続的に表示する。加入者は１以
上のデータプロバイダからデータを選択し得るが、情報列の表示を制御することはできな
い。
【００２０】
　好ましくは、前記情報列は、前記処理装置に関連付けられたモニタの一部分に連続的に
表示され、前記選択データは、前記モニタの別の部分に表示される。
【００２１】
　具体例として提供されるものであって、本発明をそれらに限定することを意図されたも
のではない、下記の詳細説明は、添付の図面を参照することによって最もよく理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ワールドワイドウェブ（インターネット）に於ける本発明の適用を図示するブロ
ック図である。
【図２】図１の端末の一実施例を表わし、モニタの三つの部分を示すブロック図である。
【図３】図２の情報ウィンドウとブラウザウィンドウとの一実施例を示すブロック図であ
る。
【図４】ケーブルテレビネットワークに於ける本発明の適用を図示するブロック図である
。
【図５】図４のテレビ受信機の一実施例のブロック図である。
【図６】図５の情報ウィンドウとプログラムウィンドウとの一実施例のブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
好適実施例の詳細説明
　本発明は、現在利用可能な装置と電子コンポーネントによって容易に実施される。本発
明は、非限定的に、放送、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネット
ワーク（ＷＡＮ）、イントラネット、ワールドワイドウェブ（インターネット）、有線伝
送システム、及び直接的衛星放送システム、を含む事実上すべての商業通信ネットワーク
に容易に適用することができる。
【００２４】
　さて、図１を参照すると、ここには、本発明を組み込んだ、コンピュータネットワーク
、具体的にはインターネット（ワールドワイドウェブ）のブロック図が示されている。イ
ンターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）サーバ１１０，情報サーバ１２０、情報デー
タベース１２１、プロファイルデータベース１２２、加入者端末１３０、ＩＢＭサーバ１
４０やフォード（ＦＯＲＤ）サーバ１５０等のデータプロバイダ、セッション使用サーバ
２１０、名前／パスワードデータベース２２０、セッション使用データベース２３０、情
報表示データベース２４０、クリックイベントサーバ２５０、クリックイベントデータベ
ース２６０、セッションログサーバ２７０、プライマリセッションログデータベース２８
０、プロファイルサーバ２８５、及び追加プロファイルデータベース２８６が互いに接続
されてインターネット１００を形成している。尚、本発明に於いて勘案されるインターネ
ットは、図１に図示されたインターネットに限定されるものではない。図１は、インター
ネットの単純化された描写にすぎず、多数のサーバを接続してインターネットを形成する
ことが可能である。
【００２５】
　個々の加入者端末１３０は、モニタ１８０と、キーボードやマウス等の入力装置１７０
とを有する。詳述は避けるが、この端末は、ＩＢＭコンパチブルパーソナルコンピュータ
（ＰＣ）、ネットワークコンピュータ、アップルマッキントッシュコンピュータ等の従来
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式のコンピュータとすることができる。
【００２６】
　加入者の人口統計的情報を表わす前記プロファイルデータは、前記プロファイルデータ
ベース１２２に格納されている。このプロファイルデータは、ホームアドレス、ビジネス
アドレス、居住年数、世帯収入、性別、年齢グループ、インターネット又はケーブルの使
用頻度などを含むものとすることができるが、それらに限定されるものではない。プロフ
ァイルデータは、電話によって、前記インターネットサービスプロバイダの代表者に供給
され、加入者端末１３０の入力装置１７０に入力され、加入者又はその他の類似手段によ
って記入された質問状プロファイルから入手することができる。プロファイルデータが加
入者によって入力装置１７０に入力されると、その加入者端末１３０は、そのプロファイ
ルデータを、ＩＳＰサーバ１１０に伝送する。このプロファイルデータは、ＩＳＰサーバ
１１０に伝送される前に、暗号化、及び圧縮され得る。
【００２７】
　前記ＩＳＰサーバ１１０は、受信したプロファイルデータを転送し、プロファイルデー
タベース１２２に格納する。ＩＳＰサーバ１１０は、プロファイルデータをプロファイル
データベース１２２に格納する前に、それらを復号化、および圧縮解凍することもできる
。又、随時、追加の人口統計的情報が加入者から要求され、この追加の人口統計的情報を
、前記プロファイルデータベース１２２中のプロファイルデータと共に、又は、追加プロ
ファイルデータベース２８６に別に格納することもできる。
【００２８】
　前記追加プロファイルデータが加入者によって入力装置１７０に入力されると、その加
入者端末１３０は、その追加プロファイルデータをＩＳＰサーバ１１０に伝送する。この
追加プロファイルデータは、ＩＳＰサーバ１１０に伝送される前に、暗号化、及び圧縮さ
れ得る。前記ＩＳＰサーバ１１０は、受信した追加プロファイルデータを転送し、追加プ
ロファイルデータベース２８６又はプロファイルデータベース１２２に格納する。或いは
、ＩＳＰサーバ１１０は、追加プロファイルデータをプロファイルサーバ２８５に転送し
、このサーバが、その受信した追加プロファイルデータを復号化、および圧縮解凍し、そ
れら追加プロファイルデータを前記追加プロファイルデータベース２８６に格納すること
もできる。
【００２９】
　前記情報サーバ１２０は、広告、ニュース、メッセージ、ウェブページ、データパケッ
ト、株式相場表示、告知、最新情報等の情報を連続的に送信し、情報列を形成する。尚、
前記情報は、非限定的に、テキスト、静止画、動画、画像及び音声成分、又はこれらの組
み合わせとすることができる。この情報列は、ＩＳＰサーバ１１０に供給されて加入者に
配布される。尚、単数又は複数の情報サーバが、例えば、旅行チャネル、天気チャネル等
のウェブチャネルを構成するものとすることができる。そのような場合、情報サーバ１２
０は、旅行又は天気に関する情報を連続的に送信する。更に、各情報サーバ１２０は、そ
こに情報が格納される情報データベース１２１を備えたものとすることもできる。その場
合、各情報サーバ１２０は、そのそれぞれの情報データベース１２１から情報を取出し、
その取出した情報をネットワーク上の加入者に伝送する。
【００３０】
　或いは、各加入者に対して、前記情報列が、前記追加プロファイルデータを含むことも
可能なその加入者のプロファイルデータに応じて、選択される。即ち、各加入者に対して
情報列が動的かつ個別に生成される。例えば、もしも広告主がその広告を、年収が＄５０
，０００を超える４０歳以下の男性に的を絞りたいと望むのであれば、これらの広告は、
これらの人口統計的要件を満たす加入者に対してのみ配布可能とする。尚、種々の人口統
計的情報を含む加入者のプロファイルデータの一部又は全部を使用して前記情報列を生成
するようにすることもできる。
【００３１】
　好ましくは、前記ＩＳＰサーバ１１０は、情報リストデータベース１２５から、一連の
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情報ＩＤ又は一連の情報アドレスを取出し、加入者に配布することもできる。前記一連の
情報ＩＤは、その情報列中の各情報を固有に同定する情報ＩＤのリスト、各情報が加入者
に対して表示されるべき時間の長さを表わす情報持続時間、例えば、その情報を３０秒間
表示すること、及び、各情報が加入者に対して表示されるべき時間範囲を表わす表示時間
範囲、例えば、その情報を７：００ＰＭから８：００ＰＭに表示すること、を含むものと
することもできる。更に、前記一連の情報アドレスに、情報サーバ１２０中の各情報の位
置を表わすアドレス、情報持続時間、表示時間範囲、のリストを含ませることができる。
前記ＩＳＰサーバ１１０は、これら一連の情報ＩＤ又はアドレスを加入者端末１３０に送
信し、端末はこの受信した情報列をローカル記憶装置（図示せず）に格納する。
【００３２】
　本発明の一好適実施例に依れば、前記ＩＳＰサーバ１１０は、各加入者に対して、カス
タマイズされ、個別化された一連の情報ＩＤ又はアドレスを、前記追加プロファイルデー
タも含むことが可能な加入者のプロファイルデータに応じて、生成するものとすることが
できる。即ち、一連の情報ＩＤ又はアドレスが、各加入者に対して動的かつ個別的に生成
される。尚、この一連の情報ＩＤ又はアドレスは、各加入者に対して、オフピーク中に予
め生成しておき、それがＩＳＰサーバ１１０に接続された時に、加入者端末１３０に提供
されるか、若しくは、各加入者に対して、その加入者の端末がＩＳＰサーバ１１０にうま
く接続された時に、動的に提供されるようにすることができる。このカスタマイズされた
一連の情報ＩＤ又はアドレスは、その後、その加入者に関連する加入者端末１３０又は、
その加入者の為に、その受信した配列を、前記セッション使用データベース２３０に格納
するセッション使用サーバ２１０に伝送される。
【００３３】
　次に、個人加入者端末又は処理装置１３０は、これらのアドレスに位置する、または、
それら情報ＩＤに対応する情報を読み出し、その読み出した情報を、前記情報列として、
指定された情報持続時間、時間範囲中に表示する。換言すると、これらのアドレスは、Ｕ
ＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ）等を表わすものとでき、加
入者端末１３０は、これらのＵＲＬに対応する情報サーバ１２０からウェブページを読み
出し、それらを前記情報列として７：００ＰＭから８：００ＰＭまで表示する。例えば、
もしもある情報が３０秒間の情報持続時間を有しているならば、この特定の情報が表示時
間範囲中に表示される度に、その情報は３０秒間表示される。
【００３４】
　又、前記プロファイルデータは、前記情報列を生成するために使用可能な加入者の時間
範囲に関連する情報を含むものとすることができる。例えば、もしもある情報が６：００
ＰＭないし７：００ＰＭの時間範囲を有し、現在時間が９：００ＰＭ　ＥＳＴ（東部標準
時間）であるとすれば、この情報は、その東部標準時間帯に属するいかなる米国の加入者
に対しても提供されず、太平洋標準時間帯に属する米国の加入者に対して提供されるであ
ろう。
【００３５】
　個々の加入者端末１３０、即ち、ＩＳＰに対する許可された加入者、は、通常の電話線
、ＩＳＤＮ線、又はＴ１線として構成することが可能な電話線１６０によってＩＳＰサー
バ１１０に接続されている。尚、これら加入者端末１３０を、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、又はそれらの組み合わせ、として構成することが可能なケーブルによってＩＳ
Ｐサーバ１１０に接続することも可能である。又、これらＩＳＰサーバ１１０と各加入者
端末１３０との間の接続は、無線接続であってもよい。
【００３６】
　尚、許可された加入者、即ち、許可された加入者端末１３０は、ＩＳＰサーバ１１０に
接続されることが許可され、許可されていない加入者の端末は、情報サーバ１２０から受
信された前記情報列を表示することが禁止される。各加入者には、固有の加入者ＩＤと、
パスワードとが割り当てられ、これらは、前記ＩＳＰサーバ１１０によってアクセス可能
な、前記名前／パスワードデータベース２２０等に格納される。或いは、各加入者端末１



(18) JP 2011-41270 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

３０に、固有の加入者ＩＤとパスワードを割り当てることも可能である。
【００３７】
　加入者は、入力装置１７０に加入者ＩＤとパスワードを入力し、加入者端末１３０とＩ
ＳＰサーバ１１０との接続を開始する。加入者端末１３０は、前記加入者ＩＤとパスワー
ドをＩＳＰサーバ１１０に送信し、このサーバは、それらを照合のために前記名前／パス
ワードデータベース２２０に転送する。好ましくは、前記加入者ＩＤとパスワードとは、
ＩＳＰサーバ１１０に送信される前に、標準的圧縮暗号化方法によって圧縮、暗号化され
る。前記名前／パスワードデータベース２２０は、これらの圧縮され暗号化された加入者
ＩＤとパスワードとを、それらが格納される前に、復号化、および圧縮解凍する。
【００３８】
　前記名前／パスワードデータベース２２０は、先ず、その受信した加入者ＩＤが格納さ
れている加入者ＩＤの一つと一致するか否かを判断する。その加入者ＩＤの一致があれば
、名前／パスワードデータベース２２０は、更に、受信したパスワードが、その加入者Ｉ
Ｄと関連付けられた格納されたパスワードと一致するか否かを判断する。もしも、パスワ
ードも一致しておれば、その加入者は、許可加入者であると判断され、加入者端末１３０
とＩＳＰサーバ１１０との間の接続が設定される。更に、前記加入者端末１３０は、許可
加入者端末として分類され、その許可加入者に対するログイン情報が生成され、前記セッ
ション使用データベース２３０等に格納される。尚、加入者端末１３０は、前記ログイン
情報を、そのログイン情報が前記セッション使用データベースに送信される前に、ローカ
ル記憶装置（図示せず）に格納してもよい。このログイン情報は、ログイン時間とログイ
ン日付とを含むものとすることができるが、そのような情報に限定されるものではない。
例えば、このログイン情報は、更に、位置ＩＤ、その加入者端末１３０の地域に関する情
報、を含むものとすることができる。尚、前記位置ＩＤは、郵便番号、電話番号、国名又
はコード、州又は地域等を表わすものとすることができる。或いは、前記ログイン情報を
前記セッション使用サーバ２１０に伝送し、このサーバが、そのログイン情報からセッシ
ョン使用記録を生成し、このセッション使用記録を前記セッション使用データベース２３
０に格納するようにすることもできる。尚、前記セッション使用記録は、かならずしも前
記ログイン情報の全部を格納しなくてもよい。
【００３９】
　又、前記ログイン時間とログイン日付とを、ネットワークシステムクロックに応じて生
成し、これによって、加入者端末１３０からの正確で均一なログイン情報を確保するよう
に構成してもよい。このネットワークシステムクロックは、ＩＳＰサーバ１１０又は、イ
ンターネット１００上のその他のサーバに配置することができる。更に、各加入者端末の
クロック情報を、前記ネットワークシステムクロック情報によって上書きせず、各加入者
端末時間が、ネットワークシステムクロックに基づいて、そのＩＳＰサーバ１１０に伝送
されるべき情報にタイムスタンプを付加するように構成してもよい。即ち、各加入者端末
１３０は、実時間と、前記ネットワークシステムクロックに基づく仮想時間とを有し、ネ
ットワークシステムクロックに基づいて、仮想ログイン時間と仮想ログイン日付とを生成
する。
【００４０】
　しかしながら、もしも前記加入者ＩＤ又はパスワードが不一致であることが判った場合
には、その加入者は非許可加入者であると判断され、その加入者端末１３０とＩＳＰサー
バ１１０間の接続は確立されない。更に、その加入者端末１３０は、非許可加入者端末と
して分類される。
【００４１】
　前記好適実施例に依れば、加入者は、更に、前記入力装置１７０を使用してアクセス電
話番号を選択して、その加入者端末１３０と、前記アクセス電話番号を使用するＩＳＰサ
ーバ１１０との間の接続を開始する。インターネット１００に接続された電話データベー
ス２２５が、ＩＳＰサーバ１１０への接続に使用可能なすべてのアクセス電話番号を、各
アクセス電話番号に関連する郵便番号と時間ゾーンと共に、含むことも勘案される。更に
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、前記電話データベース２２５中に各アクセス電話番号に対して予め割り当てられた郵便
番号が格納されている。
【００４２】
　選択されたアクセス電話番号を使用して加入者端末１３０とＩＳＰサーバ１１０との間
に接続が成功裏に確立されると、ＩＳＰサーバ１１０は、前記名前／パスワードデータベ
ース２２０から、その加入者端末１３０の郵便番号情報をリクエストする。受取られた郵
便番号は、電話データベース２２５に転送され、その受信された郵便番号が入力されたア
クセス電話番号と関連付けられているか否かを判断する。もしも、その受信された郵便番
号が選択されたアクセス電話番号と関連付けられていたならば、その加入者は、その自宅
からログインしているものと推定され、この受信された郵便番号が位置郵便番号として使
用される。しかしながら、もしも受信された郵便番号が選択されたアクセス電話番号と関
連していなければ、その加入者は、遠隔位置からログインしているものと推定され、選択
されたアクセス電話番号と関連する予め割り当てられた郵便番号が位置郵便番号として使
用される。
【００４３】
　尚、前記アクセス電話番号と加入者の位置郵便番号及び加入者の位置郵便番号に対応す
る時間帯は、その加入者に対して前記情報列を生成するためにも使用可能である。例えば
、もしもある情報が６：００ＰＭから８：００ＰＭの表示時間範囲を有し、現在時間が９
：００ＰＭ　ＥＳＴ（東部標準時間）であるとすれば、この情報は、東部標準時間帯に属
する米国の加入者には供給されず、山地及び太平洋標準時間帯の米国の加入者に供給され
るであろう。これによって、広告主が、地域的な嗜好性を考慮するべく、加入者の地理的
位置に基づいてその広告の的を絞ることが可能となるであろう。即ち、広告主は、ある広
告を東海岸の人々のために使用し、別の広告を西海岸の人々のために使用することを望む
かもしれない。
【００４４】
　許可加入者は、入力装置１７０にＵＲＬを入力し、インターネット１００上のホストサ
ーバ（又はデータプロバイダ）からウェブページをリクエストする。尚、インターネット
上の各ホストサーバは、以後データプロバイダＩＤと称するホストサーバ名によって固有
に同定される。例えば、インターネット１００上のＩＭＢサーバ１４０からウェブページ
をリクエストするためには、許可加入者は、下記のＵＲＬ、“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉ
ｂｍ．ｃｏｍ”を入力装置１７０で入力する。加入者端末１３０は、そのリクエストされ
たＵＲＬをＩＳＰサーバ１１０に供給する。尚、非許可加入者端末から受信されたリクエ
ストＵＲＬは、ＩＳＰサーバ１１０によって拒絶され、ホストサーバには転送されない。
これによって、非許可加入者端末が、ホストサーバからのウェブページを表示することを
効果的に禁止することができる。
【００４５】
　ＩＳＰサーバ１１０は、許可加入者端末１３０からのウェブページに対するリクエスト
をインターネット１００を介してＩＭＢサーバ１４０に再送信する。このリクエストに応
答して、ＩＢＭサーバ１４０は、そのリクエストされたウェブページをＩＳＰサーバ１１
０に供給する。次に、ＩＳＰサーバ１１０は、前記ウェブページを適当な加入者端末１３
０に再送信する。
【００４６】
　前記加入者端末１３０は、モニタ１８０上に、前記情報列を、ＩＳＰサーバ１１０を介
してＩＢＭサーバ１４０から受信したリクエストウェブページと同時に表示する。前記情
報列とリクエストウェブページとは、モニタ１８０上に、それらを加入者が同時に見るこ
とが出来るように表示されるように構成されている。
【００４７】
　好ましくは、モニタ１８０上の前記情報列の表示は、リクエストウェブページの表示に
干渉しない。このような構成に於いて、前記情報列は、モニタ１８０の第１部分に表示さ
れ、リクエストウェブページはモニタ１８０の第２部分に表示されるようにすることがで
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きる。単純化のために、モニタ１８０のこれら二つの部分を、図２に示されているように
、以下、ブラウザウィンドウ１９０と、情報ウィンドウ２００とそれぞれ称する。従って
、前記情報列は情報ウィンドウ２００に表示され、リクエストウェブページは、ブラウザ
ウィンドウ１９０に表示される。尚、前記列内の各情報は、情報ウィンドウ２００上に指
定された情報持続時間表示される。例えば、第１の情報は３０秒間、第２の情報は１５分
間等、表示することができる。
【００４８】
　或いは、前記モニタ１８０を、三つの部分、即ち、前記ブラウザウィンドウ１９０、前
記情報ウィンドウ２００及びナビゲーションウィンドウ２９０に、分割することができる
。前記ナビゲーションウィンドウ２９０は、クリック可能ボタン２９１、好みのチャネル
を選択するためのチャネルボタン２９２、ロケータフィールド２９３、移動ボタン２９４
、前のウェブページに移動するための戻るボタン２９５、次のウェブページに移動するた
めの進むボタン２９６、加入者が選択したホームページを取出すためのホームボタン２９
７、加入者のプロファイルデータを入力、変更、更新するための好みボタン２９８、予め
指定されたウェブページに接続するためのロゴボタン２９９を有するものとすることがで
きる。尚、このナビゲーションウィンドウ２９０には様々な機能と特徴を提供するボタン
をさらに設けることができる。
【００４９】
　加入者は、好みのホームページ、ディスプレイ設定、モデム設定、メモリ割り当て等の
好みのシステム属性を選択するために前記好みボタン２９８を使用することができる。好
みボタン２９８を使用して、パスワード、アクセス電話番号などを変更することも可能で
ある。
【００５０】
　ホストサーバからウェブページをリクエストするために許可加入者によって入力装置１
７０を使用して入力されたＵＲＬは、ロケータフィールド２９３に現れ
る。完全なＵＲＬを入力する代りに、ユーザは、単に、そのドメイン名と共に、又はドメ
イン名無しで、所望のホストサーバのホスト名、を入力することによって、不完全なＵＲ
Ｌを入力し、ＧＯボタン２９４を押してもよい。本発明は、その不完全なＵＲＬの残りの
（又は欠失した）成分を文脈から決定して、完全なＵＲＬを形成する。即ち、もしも加入
者が、“ｉｂｍ．ｃｏｍ”を入力したならば、加入者端末１３０は、その完全なＵＲＬが
“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｂｍ．ｃｏｍ”であると判断し、この完全なＵＲＬをＩＳＰ
サーバ１１０に供給する。
【００５１】
　しかしながら、もしも加入者が“ｉｂｍ”だけを入力したならば、その場合には、加入
者端末１３０は、先ず、そのホストサーバ“ｉｍｂ”の適切なドメインを判断し、次に、
その完全なＵＲＬを文脈的に判断する。尚、現在、次のドメイン、ｃｏｍ，ｇｏｖ，ｅｄ
ｕ，ｏｒｇ及びｎｅｔが米国用としてインターネットに存在する。その他の国用には、こ
れらのドメインの後に、韓国の場合ｏｒｇ．ｋｒ、ドイツの場合ｏｒｇ．ｄｅ等の国コー
ドが続く。尚、ホストサーバは、これらの種々のドメイン間に分布されており、従って、
加入者端末１３０は、ある特定のドメイン中に於けるそれらホストサーバの分布可能性に
基づき適切なドメインを判断する。即ち、加入者端末１３０は、これらの種々のドメイン
にその入力されたホストサーバが見つかる可能性を判断し、次に、その最も可能性の高い
ものを選択する。もしも、ホストサーバがその選択されたドメイン内に存在しないと判断
された場合には、加入者端末１３０は、そのドメインが入力されたホストサーバに対して
見つかるまで、次に最も可能性が高い別のドメインを選択する。
【００５２】
　前記クリック可能ボタン２９１のそれぞれは、“ｈｔｔｐ：／／”，“ｗｗｗ．”、“
ｃｏｍ．”、“ｎｅｔ．”等の、又、図２に図示されているもののようなＵＲＬの一つの
成分に対応している。単にホスト名を入力する代りに、加入者はホスト名を入力し、その
ＵＲＬの欠失した成分のために、単数又は複数のクリック可能ボタン２９１をクリックし
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、加入者端末１３０がその正しいＵＲＬを文脈的に決定するようにすることもできる。例
えば、もしも加入者が“ｉｂｍ”を入力し、“ｈｔｔｐ：／／”ボタンをクリックしたな
らば、加入者端末１３０は、ＩＭＢウェブサイトに対するその完全なＵＲＬが“ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｉｂｍ．ｃｏｍ”であると文脈から判断する。もしも加入者が“ｇｏｖ”
ボタンをクリックし、“ｉｒｓ”を入力したならば、加入者端末１３０は、ＩＲＳウェブ
サイトに対する完全なＵＲＬが“ｈｈｐ：／／ｗｗｗ．ｉｒｓ．ｇｏｖ”であると文脈的
に判断する。尚、ＵＲＬの成分はその適切な順序で入力される必要はない。ＵＲＬ成分が
入力される順序に拘わらず、本発明は、その完全なＵＲＬをその適切な順序で文脈的に判
断する。
【００５３】
　又、前記情報ウィンドウ２００は、図２に図示されているように、「企業ニュース」、
「商品」、「新製品」、又は「今すぐ注文」等、の非リンク領域２０２とリンク領域２０
１を有するものとすることができる。前記リンク領域２０１のそれぞれは、インターネッ
ト１００一つのホストサーバ（データプロバイダ）にリンクすることができる。加入者は
、これらリンク領域２０１の一つをクリックして、企業ニュース、商品、新製品又は注文
、に関係する追加情報を受取ることができる。例えば、もしも加入者が図２に「企業ニュ
ース」として表示されているリンク領域２０１をクリックしたならば、加入者端末１３０
は、企業ニュース情報を有するコカコーラ社の企業ニュースウェブページに接続され、そ
れが前記ブラウザウィンドウ１９０に表示される。或いは、加入者が「企業ニュース」と
表示されている前記リンク領域２０１をクリックしたならば、加入者は、ｅ－メール、フ
ァクス、郵便等を介してこの追加情報を受取ることができる。好ましくは、前記ブラウザ
ウィンドウ１９０に表示される前記追加情報は、加入者のプロファイルデータに基づくも
のすることができる。例えば、もしも加入者が最新のゴルフ手袋に関する追加情報を受取
るべく「新製品」と表示されたリンク領域２０１をクリックしたならば、加入者端末１３
０は、その加入者が左利きか右利きかを判断するために前記プロファイルデータベース１
２２からその加入者のプロファイルデータを要求することができる。もしもその加入者が
左利きであると判断された場合には、左利きの人用のゴルフ手袋のみがブラウザウィンド
ウ１９０に表示される。尚、前記リンク領域２０１は、図２に図示されたものに限定され
ず、本発明に於いてはその他のリンク領域も勘案される。
【００５４】
　図３に図示されているように、加入者が前記情報ウィンドウ２００のリンク領域２０１
の一つをクリックした時、ポップアップウィンドウ又はプルダウンメニュー等がブラウザ
ウィンドウに現れ、加入者に対しては、その追加情報を受取るために質問状に記入するよ
うに、または、要求されたデータを提供するように、要求することができる。例えば、加
入者は追加情報を受取るために、そのｅ－メールアドレス、住所、ファックス番号等を提
供するように要求されるかもしれない。尚、加入者は、別の人がｅ－メールによってその
追加情報を受取ることが可能であるように、別のｅ－メールアドレスを提供することもで
きる。又、要求されたデータは、前記プロファイルデータベース１２２から取出され、ブ
ラウザウィンドウ１９０に表示される。加入者は、この取出されたデータを受取る（確認
する）か、若しくは、その追加データを別の人に提供するべくそのデータを変更すること
もできる。要求されたデータが加入者によって入力又は選択された後、加入者端末１３０
は、その要求されたデータ又は記入された質問状を、ＩＳＰサーバ１１０に送信する。
【００５５】
　好ましくは、前記ＩＳＰサーバ１１０は、前記記入済み質問状又は要求データを、プロ
ファイルサーバ２８５に送信し、前記追加プロファイルデータベース２８６中に、その加
入者の追加プロファイル情報を格納するか、もしくはそれを更新する。或いは、ＩＳＰサ
ーバ１１０は、プロファイルデータベース１２２からその加入者に関連するプロファイル
データを取出し、前記記入済み質問状を、その加入者のＩＤと加入者のプロファイルデー
タと共に、プロファイルサーバ２８５に送信する。次に、プロファイルサーバ２８５は、
前記追加プロファイルデータベース２８６に、その加入者の追加情報を格納、又は更新す



(22) JP 2011-41270 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

る。これによって、本発明は、加入者と情報プロバイダ間のインタラクティブ通信のため
のメカニズムを提供することができるのである。又、専用選択肢用のラジオボタン、複数
の選択肢用のクリックボックス等の、要求データを提供するためのその他の手段も可能で
ある。
【００５６】
　このように、加入者はモニタ１８０の情報ウィンドウ２００上の情報列の表示をコント
ロールすることは出来ないが、加入者は“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｒｄ．ｃｏｍ”等
の別のＵＲＬを入力装置１７０に入力することによって、別のウェブページを選択してブ
ラウザウィンドウ１９０上に表示させることができる。ブラウザウィンドウ１９０上のＩ
ＢＭサーバ１４０からのウェブページの表示が、フォードサーバ１５０からのウェブペー
ジに置き換わる。即ち、今度は、フォードサーバ１５０から受信された要求ウェブページ
が、情報ウィンドウ２００の表示に影響することなく、ブラウザウィンドウ１９０に表示
されるのである。
【００５７】
　或いは、前記情報ウィンドウ２００のコンテンツ、その情報列中の各情報、を、ＩＢＭ
サーバ１４０等の、複数のホストサーバの一つからの、ウェブページ（データ）に対する
アンソリシットな（ｕｎｓｏｌｉｃｉｔｅｄ）リクエストとして特徴付けることも可能で
ある。換言すると、ブラウザウィンドウ１９０上に表示されるマテリアルは、その加入者
によってリクエストされたソリシットな（ｓｏｌｉｃｉｔｅｄ）ウェブページを表わすの
に対して、情報ウィンドウ２００上に表示されるマテリアルはその加入者によってリクエ
ストされていないアンソリシットなウェブページを表わす。本質的には、加入者に知らせ
ることなく、加入者端末１３０は、ホストサーバから、情報ウィンドウ２００上に表示さ
れるべきウェブページをリクエストするためにＵＲＬを自動的に送信する。
【００５８】
　好ましくは、ホストサーバは、各グループのサーバが一つのタイプのリクエストのみを
受け付ける、二つのグループに分割され得る。即ち、第１のグループのサーバは、ウェブ
ページに対するソリシットリクエストのみを受け付け、第２グループはウェブページに対
するアンソリシットリクエストのみを受け付けることができる。第２グループのサーバか
らのウェブページに対するいかなるソリシットリクエストも拒絶され、ブラウザウィンド
ウ１９０は、「リクエストされたＵＲＬは使用不能」等のメッセージを表示することがで
きる。
【００５９】
　前記加入者端末１３０とＩＳＰサーバ１１０との間の接続が終了したものと判断される
と、ＩＳＰサーバ１１０は、ログアウト情報を生成し、この情報をセッション使用データ
ベース２３０に格納する。このように、加入者端末は、そのログアウト情報をセッション
使用データベース２３０に送信する前に、そのログアウト情報をローカル記憶装置（図示
せず）に格納することができる。前記ログアウト情報は、ログアウト時間とログアウト日
付とを含むものとすることができるが、そのような情報に限定されるものではない。或い
は、各加入者端末１３０は、この加入者端末１３０とＩＳＰサーバ１１０との間の接続が
加入者によって終了された場合に、ログアウト情報を生成するようにすることもできる。
尚、各加入者端末１３０は、正確で均一なログアウト情報を確保するために、その内部ク
ロックではなく、仮想クロックを使用して、ログアウト時間とログアウト日付とを生成す
ることも可能である。
【００６０】
　或いは、ＩＳＰサーバ１１０は、前記ログアウト情報をセッション使用サーバ２１０に
送信する。セッション使用サーバ２１０は、その加入者の格納されているログイン日付、
その加入者の格納されているログイン時間、受信されたログアウト日付、及び受信された
ログアウト時間、の関数としてセッション持続時間を生成する。セッション使用サーバ２
１０は、受信されたログアウト時間、受信されたログアウト日付、及びセッション持続情
報に応答して、その加入者のセッション使用記録を更新し、この更新されたセッション使
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用記録をセッション使用データベース２３０に格納する。加入者の更新済みセッション使
用記録を、加入者のプロファイルデータと共に使用して、加入者のための情報列を選択す
ることができる。即ち、加入者に対して現在のセッションから生成されたデータを使用し
て、次のセッションの情報列を生成することができる。尚、現在のセッションは、その加
入者が現在ＩＳＰサーバ１１０に接続されていることを意味する。
【００６１】
　尚、接続不良、ハードウエア及びソフトウェアの問題、停電等によって加入者端末１３
０がＩＳＰサーバ１１０から接続解除されることがある。好ましくは、そのような接続解
除に対応するために、各加入者端末１３０は、例えば、５，１０又は１５分間毎等の一定
の間隔で、時報（ｐｉｎｇ）信号を発生し、この時報信号をＩＳＰサーバ１１０に送信す
る。尚、この時報信号は、加入者ＩＤ等の、その時報信号の発生元、を同定する情報を含
むものとすることができる。
【００６２】
　ＩＳＰサーバ１１０は、その時報信号をセッション使用データベース２３０に転送する
。セッション使用データベース２３０は、各加入者に対して、次の時報信号の予想時間に
関連する情報を格納することが考えられる。加入者端末１３０のＩＳＰサーバ１１０との
接続が成功すると、セッション使用データベース２３０は、この加入者に対する次の時報
信号の予想時間を、現在時刻に前記所定時報信号間隔をプラスしたものに設定する。即ち
、加入者端末１３０からログイン情報を受信するとすぐに、セッション使用データベース
２３０は、その加入者の次の時報信号の予想時間をセットするのである。
【００６３】
　もしも加入者端末１３０から時報信号が、ほぼその予想時間内に受信されたならば、セ
ッション使用データベース２３０は、その加入者の次の時報信号の予想時間を更新する。
好ましくは、ＩＳＰサーバ１１０は、時報信号をセッション使用サーバ２１０に送信し、
このサーバがこの時報信号を、その処理と格納のためにセッション使用データベース２３
０に転送する。しかしながら、もしも時報信号が、加入者端末１３０からほぼ予想時間内
に受信されない場合には、その加入者端末１３０とＩＳＰサーバ１１０との間の接続は終
了したものと推定される。好ましくは、セッション使用サーバ２１０は、加入者端末１３
０をＩＳＰサーバ１１０から接続解除するべく、ＩＳＰサーバ１１０に対して接続解除信
号を送信する。セッション使用サーバ２１０も、その加入者に対するログアウト情報を、
その格納のためにセッション使用データベース２３０に生成し送信する。尚、前記接続解
除信号とログアウト情報とを、ＩＳＰサーバ１１０によって生成し、その格納のためにセ
ッションデータベース２３０に送信してもよい。
【００６４】
　前記時報信号の送信効率とセキュリティの為に、この時報信号を、それをＩＳＰサーバ
１１０に送信する前に、標準的な暗号化及び圧縮技術によって暗号化、および圧縮しても
よい。その場合、セッション使用サーバ２１０は、次の時報信号の予想時間を更新する前
に、時報信号を復号化、および圧縮解凍する。
【００６５】
　加入者に対して表示される情報は、広告を表わすことが可能であるので、加入者に対し
て何の広告が送信され表示されたかを追跡記録することが重要であるかもしれない。この
情報は、ある特定の広告を見た人々の数を直接的に判断するのに使用することができる。
尚、これは、本方法が、加入者の視聴習慣をより正確かつ詳細に測定することを可能にす
る点を除き、ニールセン又はアービトロン（Ａｒｂｉｔｒｏｎ）視聴率評価法に類似して
いる。即ち、本方法は、各加入者のより正確な人口統計的プロファイルを作成することを
可能にし、広告主がその広告をより高い精度で選択的に標的化することを可能にするので
ある。
【００６６】
　従って、各加入者に対して、本発明は、前記セッション使用データベース２３０に格納
されている情報持続時間と、その加入者のセッション使用記録とに基づき、その情報列中
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のどの情報がその加入者に対して表示されたかを判定する。具体的には、その加入者のセ
ッション使用記録中の、加入者の記憶セッション持続時間情報、又は、その加入者の記憶
ログイン時間、記憶ログイン日付、記憶ログアウト時間、記憶ログアウト日付、を使用し
て、どの情報がその加入者端末１３０に表示されたかを判断することができる。この判断
の結果は、表示情報のリストを提供するべく、リストとして編集することができる。次に
、この表示情報のリストは、情報表示データベース２４０などに記憶される。尚、この各
加入者に対する表示情報のリストは、当該加入者に対して表示された情報に対応する情報
ＩＤ及び情報持続時間のリストとすることができる。
【００６７】
　各加入者に関する前記表示情報リストは、更に、その加入者のＩＤと、その表示情報リ
スト中のある情報がその加入者に対して表示された表示日付と表示時間とに関する情報を
含むものとすることができる。尚、前記表示日付と表示時間の情報は、セッション使用デ
ータベース２３０に格納されている情報持続時間及び加入者のセッション使用記録、即ち
、加入者のログイン時間、ログイン日付、ログアウト時間、ログアウト日付、から導くこ
とができる。
【００６８】
　各加入者に関する前記表示情報リストには、更に、その加入者端末１３０の地域性、即
ち、前記位置ＩＤに関連する情報を含ませることができる。或いは、各加入者の表示情報
リストをセッション使用サーバ２１０に伝送し、このサーバが、その表示情報リスト中の
各情報ＩＤに関する情報表示記録を生成し、この情報表示記録を情報表示データベース２
４０に格納することができる。尚、前記セッション使用サーバ２１０は、前記情報表示記
録を生成するために、必ずしも、前記表示情報リスト中に含まれる情報の全部を使用する
必要はない。又、前記加入者の情報表示記録を、前記加入者のプロファイルデータと共に
使用して、その加入者の情報列を選択することができる。即ち、その現在のセッションに
於いて加入者に対して表示される情報を、次のセッションの情報列の生成に利用すること
が可能である。
【００６９】
　加えて、各表示情報につき、本発明は、リンク領域ＩＤを提供するべく、その情報の表
示中に各加入者によって選択（クリック）された全てのリンク領域２０１を追跡記録する
。この情報は、特定の製品、会社、チャネル等、に対する加入者の興味を判断するのに利
用して、その加入者の視聴習慣に関するより正確な情報を提供することができる。又、こ
の情報は、広告主が、そのような情報を受取ることに興味を有する可能性の高い加入者を
判断することが可能な、標的化された広告戦略を開発するのに利用することも可能である
。尚、各リンク領域２０１は、特定のホストサーバに接続されているので、各リンク領域
ＩＤは、選択されたホストサーバＩＤ（又は選択されたデータプロバイダＩＤ）を表わす
ことができる。
【００７０】
　もしも、少なくとも一つのリンク領域２０１が、加入者によって選択されたならば、そ
の加入者に関連付けられた加入者端末１３０は、クリックイベントレポートパケットをＩ
ＳＰサーバ１１０に送信する。尚、加入者端末１３０は、そのクリックイベントレポート
パケットをＩＳＰサーバ１１０に送信する前に、このクリックイベントレポートパケット
をローカル記憶装置（図示せず）に格納することができる。このクリックイベントレポー
トパケットには、加入者端末１３０の加入者ＩＤ、表示された情報の表示情報ＩＤ、クリ
ックリンク領域２０１に対応する選択されたデータプロバイダＩＤ、表示情報の表示日付
及び表示時間を提供するための、その情報が加入者端末１３０に表示された日付と時間、
及び加入者端末１３０の地域を定義する位置ＩＤ、を含ませることができる。尚、加入者
端末１３０は、正確で均一な情報を確保するために、その内部クロックではなく前記仮想
クロックを使用して前記表示日付及び表示時間を生成することも可能である。又、伝送効
率とセキュリティの目的の為に、前記クリックされたイベントレポートパケットをＩＳＰ
サーバ１１０に送信する前に、このクリックイベントレポートパケットを暗号化、および
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圧縮することも可能である。
【００７１】
　前記ＩＳＰサーバ１１０は、受取ったクリックイベントレポートパケットを、クリック
イベントデータベース２６０に転送格納する。或いは、ＩＳＰサーバ１１０は、このクリ
ックイベントレポートパケットをクリックイベントサーバ２５０に転送し、このサーバが
、受取ったクリックイベントレポートパケットを復号化、および圧縮解凍し、クリックイ
ベント記録を生成する。次に、このクリックイベント記録は、クリックイベントデータベ
ース２６０に格納される。尚、前記クリックイベントサーバ２５０は、前記クリックイベ
ント記録を生成するために、必ずしもクリックイベントレポートパケット中のすべての情
報を使用する必要はない。又、加入者のクリックイベント記録を、その加入者のプロファ
イルデータと使用して、その加入者の情報列を生成するために使用することができる。即
ち、その現在のセッションに於いて加入者によって選択された情報を、次のセッションの
情報列の生成に利用することができる。
【００７２】
　更に、各加入者についてより正確なプロファイルを作成するために、その加入者が訪問
したウェブサイト（ホストサーバ）を追跡記録することが有利であるかもしれない。これ
により、広告主は、そのプロモーション、広告等のために、それらの標的オーディエンス
（加入者）をより良好に選択することが可能となる。
【００７３】
　従って、各加入者に対して、本発明は、その加入者によって選択されたすべてのホスト
サーバを判定し、それに対応するデータプロバイダＩＤを、前記プライマリセッションロ
グデータベース２８０に格納する。尚、あるリクエストされたウェブページ（データ）が
、ホストサーバから成功裏に取出され、ブラウザウィンドウ１９０に表示される毎に、そ
の加入者に関連する加入者端末１３０は、ＩＳＰサーバ１１０に対してセッションログパ
ケットを生成、送信することができる。尚、セッションログパケットをＩＳＰサーバ１１
０に送信する前に、加入者端末１３０は、ローカル記憶装置（図示せず）にセッションロ
グパケットを記憶してもよい。このセッションログパケットには、加入者端末１３０の加
入者ＩＤ、加入者によって選択されたホストサーバのデータプロバイダＩＤ、リクエスト
されたウェブページの表示日付と表示時間を提供するための、そのリクエストされたウェ
ブページが加入者端末１３０に表示された日付と時間、及び、その加入者端末１３０の地
域を定義する位置ＩＤ、とを含むものとすることができる。又、加入者端末１３０は、正
確で均一な情報を確保するために、前記表示日付と表示時間とを、その内部クロックでは
なく、前記仮想クロックを使用して生成することも可能である。更に、それがＩＳＰサー
バ１１０に送信される前に、前記セッションログパケットを暗号化、および圧縮すること
も可能である。
【００７４】
　前記ＩＳＰサーバ１１０は、受取ったセッションログパケットを、プライマリセッショ
ンログデータベース２８０に転送格納する。或いは、ＩＳＰサーバ１１０は、このセッシ
ョンログパケットをセッションログサーバ２７０に転送し、このサーバが、受取ったセッ
ションログパケットを復号化、および圧縮解凍し、プライマリデータ表示記録を生成する
。このプライマリデータ表示記録は、その後、前記プライマリセッションログデータベー
ス２８０に格納される。
【００７５】
　又、前記セッションログサーバ２７０は、加入者ＩＤを使用してプロファイルデータベ
ース１２２からプロファイルデータを取り出すことに加えて、前記プライマリデータ表示
記録中に加入者ＩＤ情報を、この加入者ＩＤに関連するプロフ
ァイルデータ情報と置換するセカンダリデータ表示記録も生成することもできる。その後
、このセカンダリデータ表示記録は、セカンダリセッションログデータベース２８１に格
納される。即ち、前記セッションログサーバ２７０は、様々なデータベースからの情報を
組み合わせて、カスタマイズ記録を生成することができる。例えば、フロリダ在住の年収
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が＄１００，０００以上の３０歳以下の独身女性等の、ある特定の人口統計グループに属
するカスタマイズの視聴習慣を提供するための記録を作成することができる。尚、前記セ
ッションログサーバ２７０は、前記プラマリ及びセカンダリデータ表示記録を生成するた
めに、必ずしも前記セッションログパケット中の情報のすべてを使用する必要はない。
【００７６】
　更に、加入者の前記データ表示記録を加入者のプロファイルデータと共に使用して、そ
の加入者の情報列を選択することも可能である。即ち、その現在のセッション中に加入者
によって訪問されたウェブサイトを利用して、次のセッションの情報列を生成することが
できる。
【００７７】
　次に図４を参照すると、ここには、本発明を組み込んだケーブルテレビネットワークの
ブロック図が示されている。図４に図示されている装置は、テレビ画像を受信又は表示す
るための通常使用される、セットトップコンバータ、テレビ受信機、ビデオレコーダ、そ
の他の従来式装置に含ませることができる。放送局３００は、衛星３１０（例えば、放送
又は通信衛星）に放送信号を送信する。これらの放送信号は、それぞれがこれらの放送信
号を受信するためのアンテナ、受信増幅器、画像ソース入力部（必要な場合）、受信した
放送信号を変調するためのモジュレータ、モジュレータの出力を、それが送信線に出力さ
れる前に多重化するマルチプレクサ、を備えることが可能な、個々のサービスエリア内に
配置された複数のヘッドエンド３２０に再送信される。
【００７８】
　各家庭３３０、即ち、そのケーブルテレビシステムの加入者、は、同軸ケーブル、光フ
ァイバケーブル、又はこれらの組み合わせ、から構成することが可能な、ケーブル３４０
によって一つのヘッドエンド３２０に接続されている。単純化
の為に、ある特定の家庭３３０（又は特定のテレビ受信機３５０）が接続されているヘッ
ドエンド３２０を、以下、関連ヘッドエンド３２０と称する。前記ケーブル３４０は、ツ
リー形状又スター形状に接続されている。尚、各家庭３３０を、無線接続、衛星接続等を
介してヘッドエンド３２０と接続することも可能である。前記ケーブルテレビシステムの
加入者（家庭３３０）には、前記情報列を放送する情報チャネルに対して常時同調させ、
かつ、所望の放送チャネルに対して選択的に同調させるためのチューナ３９０を含む、テ
レビ受信機３５０等の処理装置が提供されている。尚、前記チューナ３９０は、一つのチ
ューナが所望の放送チャネルへの同調のために使用可能で、その他のチューナが情報チャ
ネルへの同調のために使用可能であるように、複数のチューナから構成することができる
。前記放送局３００から受信されたプログラムを構成する受信放送信号は、モニタ３７０
（図５）に供給され、そこで視聴者（即ち、加入者の所帯のメンバ）に対して表示される
。尚、前記モニタ３７０は、視聴者に対してテレビ画像（及びそれに付随の音声情報）を
表示することを可能にするために、テレビ受信機又はハイビジョンテレビ（ＨＤＴＶ）に
通常も設けられる通常の画像処理回路を備えている。
【００７９】
　本発明に依る前記ケーブルテレビネットワークは、図４に図示したケーブルテレビネッ
トワークに限定されるものではない。例えば、複数のプログラムプロバイダ（即ち、デー
タプロバイダ）によって、プログラムを送信することができ、複数の情報サーバ３６０に
よって、広告等の情報を、前記衛星３１０に送信することができる。ケーブルテレビ局を
、前記衛星３１０と、ヘッドエンド３２０との間に介在させて、衛星３１０からの放送信
号を受信し、これらの信号を光ファイバケーブルによってヘッドエンドに中継してもよい
。各ヘッドエンドは、光ファイバケーブル又は同軸ケーブルによって許可加入者の家庭に
接続される。更に、本発明は、ＴＶ会議システム、衛星通信システム等の、ビデオ画像通
信システムに適用することができる。
【００８０】
　前記ヘッドエンド３２０にて生成される放送信号は、例えば、動作補正フレーム間予測
符号化コード化技術を使用して、コード化される複数の放送チャネル（即ち、データプロ
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バイダ）を含む。前記ヘッドエンド３２０（図示せず）には、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）又は、ＩＳＯ（国際標準化機構）によっ
て採用されているＭＰＥＧ２等に応じて、高効率型エンコーダが利用される。コード化さ
れた放送信号は、パケットに時間分割多重化することができ、これは、例えば、ＰＳＫ変
調技術を使用してデジタル変調される。
【００８１】
　次に図５を参照して、前記テレビ受信機３５０は、テレビ画像の受信と表示に通常使用
される、セットトップコンバータ、テレビ受信機又はその他の従来式装置に含ませること
ができる。入力装置４５０は、加入者から入力を受取るように構成されている。例えば、
この入力装置４５０は、加入者によって、ケーブルシステムプロバイダからのクエリーに
応答するため、プレミアムチャネルの追加、又は削除等の、既存のサービスに対する変更
をリクエストするべく、そのケーブルシステムプロバイダからのクエリー（ｑｕｅｒｙ）
に回答するために使用することができる。
【００８２】
　リモートコントローラ４４０は、テレビ受信機に対して、チャネル選択、音量制御、輝
度、コントラスト、色調節等の様々な機能を制御するための従来式の制御信号を送信する
ように構成されている。これらの制御信号は、赤外線送信によって送信することができ、
その場合、テレビ受信機は、リモートＩＲトランスミッタ（図示せず）を備え、テレビ受
信機は、リモートＩＲレシーバ４３０を備える。或いは、これらリモートコントローラと
リモートＩＲレシーバ４３０を省略して、前述した制御信号を、単に、テレビ受信機に直
接設けられた対応のコントローラ（例えば、チャネルセレクタ４２０、音量調節ボタン、
画像制御ボタン等）を操作することによって発生させてもよい。
【００８３】
　前記制御信号は、それらがリモートＩＲレシーバ４３０によって受信されたものであれ
、又は、チャネルセレクタ４２０等のテレビ順機に直接に設けられた制御部材によって発
生されたものであれ、マイクロプロセッサ４１０に接続されており、このマイクロプロセ
ッサは、チューナ３９０の作動を制御して、このチューナの入力部に受信された選択テレ
ビチャネルに同調させる。例えば、前記マイクロプロセッサは、チューナ３９０を制御し
て、あるテレビプログラムが送信される特定の放送周波数に同調させる。或いは、前記マ
イクロプロセッサ４１０は、前記チューナ３９０を制御して、前記テレビプログラムが送
信される特定のデジタルチャネル（直接衛星放送送信等に於けるように）に同調させる。
選択されたチャネルを介して放送される前記テレビプログラムを構成するビデオ信号は、
モニタ３７０に供給され、ここでそれらは加入者に対して表示される。尚、前記モニタ３
７０は、テレビ画像（及びそれに付随の音声情報）が視聴者に対して表示されることを可
能にするテレビ受信機に通常設けられる通常の画像処理回路を備えている。以上がテレビ
受信機の典型的な動作である。
【００８４】
　詳述は避けるが、前記マイクロプロセッサは、インテル社によって製造されている「４
８６」型マイクロプロセッサやペンティアム（登録商標）マイクロプロセッサ等の、比較
的安価で小型の８ビットコントローラ、や強力で高速のプロセッサ等の従来のマイクロプ
ロセッサであってよい。
【００８５】
　図４に戻って、各ヘッドエンド３２０は、更に、プロファイルデータベース３２５を備
え、ここに、加入者の人口統計的属性を表わすプロファイルデータが格納されている。イ
ンターネットに関して上述したように、前記プロファイルデータは、自宅住所、勤め先住
所、居住年数、所帯収入、性別、年齢グループ、インターネット又はケーブルの使用頻度
、を含むものとすることができるが、これらに限定されるものではない。これらのプロフ
ァイルデータは、ケーブルテレビシステムの代理人に対して、電話によって供給され、前
記テレビ受信機３５０の入力装置４５０に入力され、加入者又はそれに類するその他の手
段によって、記入された質問状プロファイルから、得ることができる。もしもプロファイ
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ルデータが加入者によって入力装置４５０に入力された場合には、前記テレビ受信機３５
０は、そのプロファイルデータをケーブル３４０又は専用チャネル又はデータリ
ンク３４１を介して関連するヘッドエンド３２０に送信する。尚、このプロファイルデー
タは、それが関連するヘッドエンド３２０に送信される前に、暗号化、および圧縮するこ
とができる。
【００８６】
　前記ヘッドエンド３２０は、受信したプロファイルデータを復号化、および圧縮解凍し
、この解読解凍されたプロファイルデータを保管するべくプロファイルデータベース３２
５に転送する。或いは、前記解読解凍されたプロファイルデータを、各ヘッドエンド３２
０によってアクセス可能な中央プロファイルデータベース（図示せず）に格納してもよい
。又、随時、加入者から追加の人口統計的情報をリクエストすることができ、これらの追
加の人口統計的情報を、前記プロファイルデータと共に前記プロファイルデータベース３
２５に、或いは、前記追加プロファイルデータベース３２６に別に格納することができる
。
【００８７】
　もしも前記追加プロファイルデータが加入者によって入力装置４５０に入力されると、
テレビ受信機３５０は、この追加プロファイルデータを関連するヘッドエンド３２０に送
信する。この追加プロファイルデータは、それがテレビ受信機３５０に送信される前に、
暗号化、および圧縮してもよい。ヘッドエンド３２０は、受信した追加プロファイルデー
タを復号化、および圧縮解凍し、この追加プロファイルデータを前記追加プロファイルデ
ータベース３２６又はプロファイルデータベース３２５に格納する。
【００８８】
　前記情報チャネルを除き、各放送チャネルは、そのケーブルテレビシステムの許可され
た加入者のみがその放送プログラムを受信することができるようにコード化される複数の
プログラムを含む。前記情報チャネルは、広告、ニュース、メッセージ、告知、アップデ
ート等の複数の情報を含み、これらは、ケーブルテレビシステムの加入者に対して連続的
に放送され情報列を形成する。前記情報は、非限定的に、テキスト、静止画像、動画像、
ビデオ及び音声成分、又はこれらの組み合わせ、を含むものとすることができる。尚、複
数の情報チャネルからの情報を多重化して、加入者に配布してもよい。前記コード化法は
、通常、各チャネルに依存する。
【００８９】
　本発明に依れば、前記情報チャネルは、情報サーバ３６０からの複数の情報を受信する
。各情報サーバは、記憶装置３６５等を備えたものとすることができる。情報チャネルで
放送される情報は、先ず、それぞれの記憶装置３６５から取出され、情報チャネルに供給
されて加入者に配布される。
【００９０】
　或いは、各加入者に対して、前記追加プロファイルデータを含むことが可能なその加入
者のプロファイルデータに応じて前記情報列が選択される。即ち、情報列は、各加入者に
対して、動的かつ個別的に生成される。例えば、ある広告主がその広告を、年収が＄５０
，０００以上の３０歳以下の独身女性に的を絞ることを選択した場合、これらの広告は、
これらの人口統計的要件を満たす加入者に対してのみ配布することが可能であろう。イン
ターネットとの関連で上述したように、様々な人口統計的情報を含む加入者のプロファイ
ルデータの一部又は全部を使用して前記情報列を生成することができる。
【００９１】
　インターネットとの関連で上述したように、前記列内の各情報について、それぞれの記
憶装置３６５は、加入者に対して表示されるべき情報の時間長を表わす情報持続時間、例
えば、その情報を３０秒間表示等、そして、その情報が加入者に表示されるべき時間範囲
、例えば、その情報を７：００ＰＭから８：００ＰＭに表示等、を含ませることができる
。従って、各情報サーバ３６０は、これら情報の表示時間範囲要件を満足する情報のみを
、前記情報列の一部として特定の加入者に送信することができる。前記情報列は、各加入
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者につき、その加入者のプロファイルデータと、情報の表示時間範囲、とに基づき選択さ
れる。換言すると、マイクロプロセッサ４１０（図５）は、その加入者に対して選択され
た情報列を受信するための特定の情報チャネルに同調するべく、前記チューナ３９０（図
５）を制御する。尚、各加入者は、その加入者のプロファイルデータに基づき、グループ
に分類して、各情報チャネルを特定のグループに関連付けることができる。
【００９２】
　又、前記プロファイルデータは、前記情報列を生成するために利用可能な加入者の時間
帯に関連する情報を含むことができる。例えば、もしもある情報が６：００ＰＭから８：
００ＰＭの表示時間範囲を有しており、現在時間が９：００　ＥＳＴ（東部標準時間）で
あるならば、この情報は、ＥＳＴ時間帯のいかなる加入者にも提供されず、山地及び太平
洋標準時間帯の加入者に供給される。
【００９３】
　好ましくは、ＩＳＰサーバ１１０（図１）に関して前述したように、関連するヘッドエ
ンド３２０は、加入者への配布のために、情報リストデータベース３２７から情報ＩＤの
列を受取ることができる。この情報ＩＤ列は、情報列中の各情報を個別に同定する情報Ｉ
Ｄと、各情報が加入者に対して表示されるべき時間長を表わす情報持続時間と、各情報が
加入者に対して表示されるべき時間帯を表わす表示時間範囲、とのリストを含むものとす
ることができる。前記関連ヘッドエンド３２０は、前記情報ＩＤ列をテレビ受信機３５０
に送信することができ、この受信機はローカル記憶装置４１５（図５）にその受信した列
を格納する。
【００９４】
　本発明の前記好適実施例に依れば、前記関連ヘッドエンド３２０は、前記追加プロファ
イルデータを含むことが可能な加入者のプロファイルデータに応じて、各加入者に対して
、カスタマイズされ個別化された情報ＩＤ列を生成する。即ち、情報ＩＤ列は、各加入者
に対して動的かつ個別的に生成される。尚、この情報ＩＤの列は、オフピーク時間帯に各
加入者に対して予め生成しておき、加入者のテレビ受信機３５０に、それがＯＮにされた
時に提供したり、或いは、各加入者に対して、「ログイン」工程の一部として、即ち、テ
レビ受信機がＯＮされてケーブルネットワークに接続された時に、動的に生成されること
も可能である。その後、この情報ＩＤのカスタマイズされた列は、その加入者に関連する
テレビ受信機３５０に送信される。テレビ受信機３５０は、その受信した情報ＩＤ列を、
前記ローカル記憶装置４１５（図５）に格納する。
【００９５】
　前記テレビ受信機３５０のマイクロプロセッサ４１０（図５）は、このテレビ受信機３
５０の関連のヘッドエンド３２０から、専用チャネル又はデータリンク３４１を介して格
納されている情報ＩＤに対応する情報をリクエストすることができる。尚、この情報に対
するリクエストには、一つ以上の情報ＩＤとテレビ受信機３５０の加入者ＩＤとを含ませ
ることができる。前記関連ヘッドエンド３２０は、そのリクエストを情報サーバ３６０に
転送し、サーバは、記憶装置３６５からその情報ＩＤに対応するリクエストされた情報を
取出す。その後、このリクエスト情報は、関連のヘッドエンド３２０に転送され、リクエ
ストしているテレビ受信機３５０に配達する。前記関連ヘッドエンド３２０は、リクエス
ト情報を、前記専用チャネル又はデータリンク３４１を介してテレビ受信機３５０に送信
する。マイクロプロセッサ４１０は、そのリクエスト情報をローカル記憶装置４１５に格
納し、このリクエスト情報を、加入者に対して表示するべくモニタ３７０に供給する。尚
、前記マイクロプロセッサ４１０は、前記情報を、関連ヘッドエンド３２０から予めリク
エストして、それをローカル記憶装置４１５に格納し、その情報がローカル記憶装置４１
５から常時、利用可能とするように構成することができる。
【００９６】
　或いは、前記関連ヘッドエンド３２０は、加入者に対して配送するべく、情報リストデ
ータベース３２７からチャネルＩＤ列を取出すことも可能である。このチャネルＩＤ列に
は、情報が関連ヘッドエンド２２０から取出し可能な情報チャネルを個別的に同定するチ
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ャネルＩＤのリストと、それらチャネルＩＤに対応する各情報チャネルに受信可能なその
情報が加入者に対して表示される時間長を表わす情報持続時間とを含ませることができる
。前記関連ヘッドエンド３２０は、このＩＤチャネル列をテレビ受信機３５０に送信し、
この送信機はその受信した列をローカル記憶装置４１５（図５）に格納することができる
。
【００９７】
　本発明の当該実施例に依れば、前記関連ヘッドエンド３２０は、前記追加プロファイル
データを含むことが可能な加入者のプロファイルデータに応じて、各加入者に対して、カ
スタマイズされ個別化された情報ＩＤ列を生成することができる。即ち、チャネルＩＤ列
は、各加入者に対して動的かつ個別的に生成される。
尚、この情報ＩＤの列は、オフピーク時間帯に各加入者に対して予め生成しておき、加入
者のテレビ受信機３５０に、それがＯＮにされた時に提供したり、或いは、各加入者に対
して、「ログイン」工程の一部として、即ち、テレビ受信機がＯＮされてケーブルネット
ワークに接続された時に、動的に生成されることも可能である。その後、このチャネルＩ
Ｄのカスタマイズされた列は、その加入者に関連するテレビ受信機３５０と、セッション
使用サーバ５１０とに送信され、サーバは、その加入者の受信した列をセッション使用デ
ータベース５１５に格納する。テレビ受信機３５０は、その受信したチャネルＩＤ列を、
前記ローカル記憶装置４１５（図５）に格納する。
【００９８】
　前記加入者のテレビ受信機３５０のマイクロプロセッサ４１０は、その加入者に対して
選択された情報を受信するために格納されたチャネルＩＤに対応する情報チャネルに同調
するべく前記チューナ３９０（図５）を制御することができる。即ち、チューナ３９０は
、その情報チャネルに対して指定された情報持続時間、それぞれの記憶チャネルＩＤに対
応する情報チャネルに順次同調する。
【００９９】
　尚、許可加入者のみ、即ち、許可されたテレビ受信機３５０のみが、ヘッドエンド３２
０に対する接続を許可され、許可されていないテレビ受信機３５０は、情報サーバ３６０
からの情報列と、それらの放送チャネルで受信可能なプログラムの表示を禁止される。
【０１００】
　インターネットとの関連で上述したように、許可されたテレビ受信機３５０が、関連の
ヘッドエンド３２０からプログラムを受信するべくＯＮされた時（又は、関連ヘッドエン
ド３２２０に接続された時）、前記ログイン情報が生成される。このログイン情報は、セ
ッション使用データベース５１５等に格納される。このログイン情報は、ログイン時間と
ログイン日付とを含むものとすることができるが、そのような情報に限定されるものでは
ない。例えば、このログイン情報は、更に、位置ＩＤ、そのテレビ受信機３５０の地域に
関する情報、を含むものとすることができる。尚、前記位置ＩＤは、郵便番号、電話番号
、国名又はコード、州又は地域等を表わすものとすることができる。或いは、前記ログイ
ン情報を前記セッション使用サーバ５１０に伝送し、このサーバが、そのログイン情報か
らセッション使用記録を生成し、このセッション使用記録を前記セッション使用データベ
ース５１５に格納するようにすることもできる。尚、前記セッション使用記録は、かなら
ずしも前記ログイン情報の全部を格納しなくてもよい。
【０１０１】
　又、前記ログイン時間とログイン日付とを、ネットワークシステムクロックに応じて生
成し、これによって、テレビ受信機３５０からの正確で均一なログイン情報を確保するよ
うに構成してもよい。このネットワークシステムクロックは、ヘッドエンド３２０又は、
衛星３１０上のその他のサーバに配置することができる。従って、各テレビ受信機３５０
のクロック情報は、ネットワークシステムのクロック情報によって上書きされず、各テレ
ビ受信機３５０が、ネットワークシステムクロックに基づいて、その関連ヘッドエンド３
２０に対して送信される情報にタイムスタンプを付加する。即ち、各、テレビ受信機３５
０は、実時間と、ネットワークシステムクロックに基づく仮想時間とを有し、ネットワー
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クシステムクロックに基づいて仮想ログイン時間と仮想ログイン日付とを生成する。
【０１０２】
　尚、前記加入者の郵便番号と時間帯とを使用して、その加入者のための情報列を生成す
ることも可能である。例えば、もしもある情報が６：００ＰＭから８：００ＰＭの表示時
間範囲を有し、現在時間が９：００ＰＭ　ＥＳＴ（東部標準時間）であるとすれば、この
情報は、東部標準時間帯に属する米国の加入者には供給されず、山地及び太平洋標準時間
帯の米国の加入者に供給されるであろう。尚、ＥＳＴ標準時間のＵＳ加入者は、９：００
ＰＭから１０：００ＰＭの表示時間範囲を有する情報は受取るであろう。これによって、
広告主が、地域的な嗜好性を考慮するべく、加入者の地理的位置に基づいてその広告の的
を絞ることが可能となるであろう。即ち、広告主は、ある広告を東海岸の人々に使用し、
別の広告を西海岸の人々に使用することを望むかもしれない。又、前記標準時間帯と表示
時間範囲情報とを使用して、特定の情報が全米の加入者に６：００ＰＭから７：００ＰＭ
のみ表示されるようにしてもよい。
【０１０３】
　許可加入者は、前記リモートコントロールユニット４４０又はテレビ受信機３５０のチ
ャネルセレクタ４２０を使用して所望の放送チャネルを選択することによってプログラム
を選択（リクエスト）する。これに応答して、マイクロプロセッサ４１０は、そのリクエ
ストプログラムが送信される特定の放送チャネル又は特定の放送周波数に同調するべくチ
ューナ３９０を制御する。選択された放送チャネルで放送される前記プログラムを構成す
るビデオ信号がモニタ３７０に供給され、ここで前記情報列も同時に連続的に表示される
。インターネットとの関連に於いて上述したように、前記情報列とリクエストプログラム
とは、それらが同時に加入者によって見ることができるようにモニタ３７０上に表示され
る。
【０１０４】
　好ましくは、モニタ３７０上の前記情報列の表示は、リクエストプログラムの表示に干
渉しない。このような構成に於いて、前記情報列は、モニタ３７０の第１部分に表示され
、リクエストプログラムはモニタ３７０の第２部分に表示されるようにすることができる
。単純化のために、モニタ１８０のこれら二つの部分を、図６に示されているように、以
下、プログラム又はブラウザウィンドウ３７１と、情報ウィンドウ３７２とそれぞれ称す
る。従って、前記情報列は情報ウィンドウ３７２に表示され、リクエストプログラムは、
プログラムウィンドウ３７１に表示される。尚、前記列内の各情報は、情報ウィンドウ３
７２上に指定された情報持続時間表示される。例えば、第１の情報は３０秒間、第２の情
報は１５分間等、表示することができる。
【０１０５】
　インターネットに関して上述したように、前記情報ウィンドウ３７２は、図６に図示さ
れているように、「プレビュープログラム」、「商品」、「新製品」、又は「今すぐ注文
」等、の非リンク領域３７４とリンク領域３７３を有するものとすることができる。前記
リンク領域３７３のそれぞれは、衛星３１０上の情報サーバ３６０又は一つの放送局（デ
ータプロバイダ）にリンクすることができる。加入者は、これらリンク領域３７３の一つ
をクリックして、商品、新製品又は注文、に関係する追加情報を受取ることができる。例
えば、もしも加入者が図６に「プレビュープログラム」として表示されているリンク領域
３７３をクリックしたならば、テレビ受信機３５０は、前記プログラムウィンドウ３７１
上にそのチャネルで受信可能なプログラム表示するべく放送チャネル又は情報チャネルに
同調される。更に、前記情報ウィンドウ３７２は、チャネル１０等の現在放送チャネルで
受信可能なプログラムを表示することができ、加入者は、単に、そのプログラムの表示を
クリックするだけで、チャネル１０に同調することができる。即ち、前記リンク領域３７
３は、情報ウィンドウ３７２上に現在表示されているプログラムを送信するその放送チャ
ネルを選択するために、前記チューナ３９０を制御するべく前記テレビ受信機３５０のマ
イクロプロセッサ４１０に接続することができる。好ましくは、インターネットとの関連
に於いて上述したように、前記プログラムウィンドウ３７１に表示される前記追加情報は
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、加入者のプロファイルデータに基づくものとすることができる。尚、前記リンク領域３
７３は、図６に図示されたものに限定されず、本発明に於いてはその他のリンク領域も勘
案される。
【０１０６】
　或いは、加入者が前記情報ウィンドウ３７１の「プレビュープログラム」として表示さ
れているリンク領域３７３の一つをクリックした時、ポップアップウィンドウ又はプルダ
ウンメニュー等がプログラムウィンドウ３７１に現れ、加入者は、そのプログラムを含む
ビデオの補足コピー又は、そのプログラムに関するプロモーションカタログを受取るため
に質問状に記入するように、または、ｅ－メールアドレス、住所、ファックス番号等を提
供するように要求されるかもしれない。尚、リクエストされたデータは、プロファイルデ
ータベース１２２から取出され、プログラムウィンドウ３７１に表示される。加入者は、
この取出されたデータベースを受取る（確認）するか、もしくはその追加情報が別の人に
提供されるように前記データを改変することができる。要求されたデータが加入者によっ
て入力又は選択された後、テレビ受信機３５０は、そのリクエストデータを、データリン
ク３４１を介して関連のヘッドエンド３２０に送信する。好ましくは、前記関連ヘッドエ
ンド３２０は、記入済み質問状又は要求データに応じて、加入者の追加プロファイル情報
を前記追加プロファイルデータベース２８６に格納するか、もしくはそれを更新する。或
いは、ＩＳＰサーバ１１０は、プロファイルデータベース３２６からその加入者に関連す
るプロファイルデータを取出し、記入済み質問状又は要求データ、加入者ＩＤ及びその加
入者のプロファイルデータに応じて、加入者の追加プロファイル情報を前記追加プロファ
イルデータベース３２６に格納するか、もしくはそれを更新する。これによって、本発明
は、加入者と情報プロバイダ間のインタラクティブ通信のためのメカニズムを提供するこ
とができるのである。又、専用選択肢用のラジオボタン、複数の選択肢用のクリックボッ
クス等の、要求データを提供するためのその他の手段も可能である。
【０１０７】
　このように、加入者はモニタ３７０の情報ウィンドウ３７２上の情報列の表示をコント
ロールすることは出来ないが、加入者は前記リモートコントロールユニット４４０又はチ
ャネルセレクタ４２０を使用して別の放送チャネルを選択することによってプログラムウ
ィンドウ４４０上に別の放送チャネルを選択することができるのである。
【０１０８】
　或いは、前記情報ウィンドウ３７２のコンテンツ、その情報列中の各情報、を、前記放
送局の一つからのプログラム（データ）に対するアンソリシットなリクエストとして特徴
付けることも可能である。換言すると、プログラムウィンドウ３７１上に表示されるマテ
リアル（プログラム）は、その加入者によってリクエストされたソリシットなプログラム
を表わすのに対して、情報ウィンドウ３７２上に表示されるマテリアル（プログラム）は
その加入者によってリクエストされていないアンソリシットなプログラムを表わす。本質
的には、加入者に知らせることなく、テレビ受信機３５０は、放送チャネルから、情報ウ
ィンドウ３７２上に表示されるべきプログラムをリクエスト（選択）するため、ある放送
チャネルに自動的に同調する。
【０１０９】
　好ましくは、前記放送チャネル（又は放送局）は、二つのグループに分割することがで
き、前記チューナ３９０は、ソリシットなリクエストに応答してそれら放送チャネルの第
１グループに同調し、アンソリシットなリクエストに対しては第２グループの放送チャネ
ルに同調するように作動できる。即ち、マイクロプロセッサ４１０は、前記リモートコン
トロールユニット４４０又はチャネルセレクタ４２０からの制御信号に応答して、チュー
ナ３９０が第２グループの放送チャネルに同調することを禁止する。第２グループの放送
チャネルからのプログラムに対するいかなるソリシットリクエストも拒絶され、プログラ
ムウィンドウ３７１には、「チャネルは使用不能」等のメッセージを表示することができ
る。
【０１１０】
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　前記テレビ受信機３５０が、関連するヘッドエンド３２０からの接続が終了したものと
判断されると、関連ヘッドエンド３２０は、ログアウト情報を生成し、この情報をセッシ
ョン使用データベース５１５に格納する。前記インターネットとの関連で上述したように
、前記ログアウト情報は、ログアウト時間とログアウト日付とを含むものとすることがで
きるが、そのような情報に限定されるものではない。或いは、各テレビ受信機３５０、即
ち、マイクロプロセッサ４１０は、加入者が、テレビ受信機３５０をＯＦＦにすることに
よってこのテレビ受信機３５０を関連のヘッドエンド３２０から接続解除した場合に、前
記ログアウト情報を生成するようにすることもできる。尚、各テレビ受信機３５０は、正
確で均一なログアウト情報を確保するために、その内部クロックではなく、仮想クロック
を使用して、ログアウト時間とログアウト日付とを生成することも可能である。
【０１１１】
　或いは、関連ヘッドエンド３２０は、前記ログアウト情報をセッション使用サーバ５１
０に送信する。図１のセッション使用サーバ２１０と同様、セッション使用サーバ５１０
は、その加入者の格納されているログイン日付、その加入者の格納されているログイン時
間、受信されたログアウト日付、及び受信されたログアウト時間、の関数としてセッショ
ン持続時間情報を生成する。セッション使用サーバ５１０は、受信されたログアウト時間
、受信されたログアウト日付、及びセッション持続情報に応答して、その加入者のセッシ
ョン使用記録を更新し、この更新されたセッション使用記録をセッション使用データベー
ス５１５に格納する。加入者の更新済みセッション使用記録を、加入者のプロファイルデ
ータと共に使用して、加入者のための情報列を選択することができる。即ち、加入者に対
して現在のセッションから生成されたデータを使用して、次のセッションの情報列を生成
することができる。尚、現在のセッションは、その加入者が現在の関連ヘッドエンド３２
０に接続されていることを意味する。
【０１１２】
　尚、接続不良、ハードウエア及びソフトウェアの問題、停電等によってテレビ受信機３
５０が関連ヘッドエンド３２０から接続解除されることがある。好ましくは、そのような
接続解除に対応するために、各テレビ受信機３５０は、例えば、５分、１０分又は１５分
間毎等の一定の間隔で、時報（ｐｉｎｇ）信号を発生し、この時報信号を関連ヘッドエン
ド３２０に送信する。尚、この時報信号は、加入者ＩＤと加入者が選択したチャネルを示
すチャネルＩＤ等の、その時報信号の発生元、を同定する情報を含むものとすることがで
きる。
【０１１３】
　前記関連ヘッドエンド３２０は、その時報信号をセッション使用データベース５１５に
転送する。セッション使用データベース５１５は、各加入者に対して、次の時報信号の予
想時間に関連する情報を格納すると考えられる。テレビ受信機がＯＮされて関連ヘッドエ
ンド３２０に接続されると、セッション使用データベース５１５は、この加入者に対する
次の時報信号の予想時間を、現在時刻に前記所定時報信号間隔をプラスしたものに設定す
る。即ち、テレビ受信機３５０からログイン情報を受信するとすぐに、セッション使用デ
ータベース５１５は、その加入者の次の時報信号の予想時間をセットするのである。
【０１１４】
　もしもテレビ受信機３５０（マイクロプロセッサ４１０）から時報信号が、ほぼその予
想時間内に受信されたならば、セッション使用データベース５１５は、その加入者の次の
時報信号の予想時間を更新する。好ましくは、関連ヘッドエンド３２０は、時報信号をセ
ッション使用サーバ５１０に送信し、このサーバがこの時報信号を、その処理と格納のた
めにセッション使用データベース５１５に転送する。しかしながら、もしも時報信号が、
そのテレビ受信機３５０からほぼ予想時間内に受信されない場合には、そのテレビ受信機
３５０と関連ヘッドエンド３２０との間の接続は終了したものと推定される。好ましくは
、セッション使用サーバ５１０は、テレビ受信機３５０を関連ヘッドエンド３２０から接
続解除するべく、関連ヘッドエンド３２０に対して接続解除信号を送信する。セッション
使用サーバ５１０も、その加入者に対するログアウト情報を、その格納のためにセッショ
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ン使用データベース５１５に生成し送信する。尚、前記接続解除信号とログアウト情報と
は、関連ヘッドエンド３２０によって生成し、その格納のためにセッションデータベース
５１５に送信してもよい。
【０１１５】
　インターネットとの関連に於いて上述したように、送信効率とセキュリティの為に、前
記時報信号を、それを関連ヘッドエンド３２０に送信する前に、標準的な暗号化及び圧縮
技術によって暗号化、および圧縮してもよい。その場合、セッション使用サーバ５１０は
、次の時報信号の予想時間を更新する前に、時報信号を復号化、および圧縮解凍する。
【０１１６】
　インターネットとの関連に於いて上述したように、加入者に対して表示される情報は、
広告を表わすことが可能であるので、加入者に対して何の広告が送信され表示されたかを
追跡記録することが重要であるかもしれない。この情報は、ある特定の広告を見た人々の
数を直接的に判断するのに使用することができる。尚、これは、本方法が、加入者の視聴
習慣をより正確かつ詳細に測定することを可能にする点を除き、ニールセン又はアービト
ロン（Ａｒｂｉｔｒｏｎ）視聴率評価法に類似している。即ち、本方法は、各加入者のよ
り正確な人口統計的プロファイルを作成することを可能にし、広告主がその広告をより高
い精度で選択的に標的化することを可能にするのである。
【０１１７】
　従って、各加入者に対して、本発明の好適実施例は、前記セッション使用データベース
５１５に格納されている情報持続時間と、その加入者のセッション使用記録とに基づき、
その情報列中のどの情報がその加入者に対して表示されたかを判定する。具体的には、そ
の加入者のセッション使用記録中の、加入者の記憶セッション持続時間情報、又は、その
加入者の記憶ログイン時間、記憶ログイン日付、記憶ログアウト時間、記憶ログアウト日
付、を使用して、どの情報がそのテレビ受信機３５０に表示されたかを判断することがで
きる。この判断の結果は、表示情報のリストを提供するべく、リストとして編集すること
ができる。その後、この表示情報のリストは、情報表示データベース５２５等に格納され
る。尚、前記表示情報リストを、それが前記情報表示データベース５２５に送信される前
に、テレビ受信機３５０のローカル記憶装置４１５（図５）に格納することも可能である
。又、この各加入者に対する表示情報のリストは、当該加入者に対して表示された情報に
対応する情報ＩＤ及び情報持続時間のリストとすることができる。
【０１１８】
　各加入者に関する前記表示情報リストは、更に、その加入者のＩＤと、その表示リスト
中のある情報がその加入者に対して表示された表示日付と表示時間とに関する情報を含む
ものとすることができる。尚、前記表示日付と表示時間の情報は、セッション使用データ
ベース５１５に格納されている情報持続時間及び加入者のセッション使用記録、即ち、加
入者のログイン時間、ログイン日付、ログアウト時間、ログアウト日付、から導くことが
できる。
【０１１９】
　各加入者に関する前記表示情報リストには、更に、そのテレビ受信機３５０の地域性、
即ち、前記位置ＩＤ、に関連する情報を含ませることができる。或いは、各加入者の表示
情報リクエストをセッション使用サーバ５１５に伝送し、このサーバが、その表示情報リ
スト中の各情報ＩＤに関する情報表示記録を生成し、この情報表示記録を情報表示データ
ベース５２５に格納することができる。尚、前記セッション使用サーバ５１０は、前記情
報表示記録を生成するために、必ずしも、前記表示情報リスト中に含まれる情報の全部を
使用する必要はない。又、前記加入者の情報表示記録を、前記加入者のプロファイルデー
タと共に使用して、その加入者の情報列を選択することができる。即ち、その現在のセッ
ションに於いて加入者に対して表示される情報を、次のセッションの情報列の生成に利用
することが可能である。
【０１２０】
　加えて、各表示情報につき、本発明は、リンク領域ＩＤを提供するべく、その情報の表
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示中に各加入者によって選択（クリック）された全てのリンク領域３７３を追跡記録する
。この情報は、特定の製品、会社、チャネル等、に対する加入者の興味を判断するのに利
用して、その加入者の視聴習慣に関するより正確な情報を提供することができる。又、こ
の情報は、広告主が、そのような情報を受取ることに興味を有する可能性の高い加入者を
判断することが可能な、標的化された広告戦略を開発するのに利用することも可能である
。尚、各リンク領域３７３は、特定のデータプロバイダ（即ち、放送局又は情報サーバ）
に接続されているので、各リンク領域ＩＤは、選択されたデータプロバイダＩＤを表わす
ことができる。
【０１２１】
　もしも、少なくとも一つのリンク領域３７３が、加入者によって選択されたならば、そ
の加入者に関連付けられたテレビ受信機３５０は、クリックイベントレポートパケットを
生成し、関連ヘッドエンド３２０に送信する。尚、テレビ受信機３５０は、そのクリック
イベントレポートパケットを関連ヘッドエンド３２０に送信する前に、このクリックイベ
ントレポートパケットをローカル記憶装置４１５（図５）に格納することができる。この
クリックイベントレポートパケットには、テレビ受信機３５０の加入者ＩＤ、表示された
情報の表示情報ＩＤ、クリックリンク領域３７３に対応する選択されたデータプロバイダ
ＩＤ、表示情報の表示日付及び表示時間を提供するための、その情報がテレビ受信機３５
０に表示された日付と時間、及びテレビ受信機３５０の地域を定義する位置ＩＤ、を含ま
せることができる。尚、テレビ受信機３５０は、正確で均一な情報を確保するために、そ
の内部クロックではなく前記仮想クロックを使用して前記表示日付及び表示時間を生成す
ることも可能である。又、伝送効率とセキュリティの目的の為に、前記クリックイベント
レポートパケットを関連ヘッドエンド３２０に送信する前に、このクリックイベントレポ
ートパケットを暗号化、および圧縮することも可能である。
【０１２２】
　前記関連ヘッドエンド３２０は、受取ったクリックイベントレポートパケットを、クリ
ックイベントデータベース５３５に転送格納する。或いは、関連ヘッドエンド３２０は、
このクリックイベントレポートパケットをクリックイベントサーバ５３０に転送し、この
サーバが、受取ったクリックイベントレポートパケットを復号化、および圧縮解凍し、ク
リックイベント記録を生成する。次に、このクリックイベント記録は、クリックイベント
データベース５３５に格納される。尚、前記クリックイベントサーバ５３０は、前記クリ
ックイベント記録を生成するために、必ずしもクリックイベントレポートパケット中のす
べての情報を使用する必要はない。又、加入者のクリックイベント記録を、その加入者の
プロファイルデータと使用して、その加入者の情報列を生成するために使用することがで
きる。即ち、その現在のセッションに於いて加入者によって選択された情報を、次のセッ
ションの情報列の生成に利用することができる。
【０１２３】
　更に、各加入者についてより正確なプロファイルを作成するために、その加入者によっ
て選択された放送チャネルを追跡記録することが有利であるかもしれない。これにより、
広告主は、そのプロモーション、広告等のために、彼らの標的オーディエンス（加入者）
をより良好に選択することが可能となる。
【０１２４】
　従って、各加入者に対して、本発明は、その加入者によって選択されたすべての放送チ
ャネルを判定し、それに対応するデータプロバイダＩＤを、前記プライマリセッションロ
グデータベース５４５に格納する。尚、プログラムウィンドウ３７１上に選択された放送
チャネルで受信可能なプログラムを表示するために新しいチャネルが選択される毎に、そ
の加入者に関連するテレビ受信機３５０は、関連ヘッドエンド３２０に対してセッション
ログパケットを生成、送信することができる。尚、テレビ受信機３５０は、前記セッショ
ンログパケットを関連ヘッドエンド３２０に送信する前に、そのセッションログパケット
を前記ローカル記憶装置４１５に格納することができる。このセッションログパケットに
は、テレビ受信機３５０の加入者ＩＤ、加入者によって選択された放送チャネルのデータ
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プロバイダＩＤ、リクエストされたプログラムの表示日付と表示時間を提供するための、
その選択（リクエスト）された放送チャネルで受信可能なプログラムがテレビ受信機３５
０に表示された日付と時間、及び、そのテレビ受信機３５０の地域を定義する位置ＩＤ、
とを含むものとすることができる。又、前記テレビ受信機３５０は、正確で均一な情報を
確保するために、前記表示日付と表示時間とを、その内部クロックではなく、前記仮想ク
ロックを使用して生成することも可能である。更に、それが関連ヘッドエンド３２０に送
信される前に、前記セッションログパケットを暗号化、および圧縮することも可能である
。
【０１２５】
　前記関連ヘッドエンド３２０は、受取ったセッションログパケットを、プライマリセッ
ションログデータベース５４５に転送格納する。或いは、関連ヘッドエンド３２０は、こ
のセッションログパケットをセッションログサーバ５４０に転送し、このサーバが、受取
ったセッションログパケットを復号化、および圧縮解凍し、プライマリデータ表示記録を
生成する。このプライマリデータ表示記録は、その後、前記プライマリセッションログデ
ータベース５４５に格納される。
【０１２６】
　又、前記セッションログサーバ５４０は、前記加入者ＩＤに関連するプロファイルデー
タに対するリクエストをヘッドエンド３２０に転送することができる。各ヘッドエンド３
２０は、前記加入者ＩＤに対応するリクエストされたプロファイルデータについてそのプ
ロファイルデータベース３２５を検索する。リクエストプロファイルデータが関連ヘッド
エンド３２０によって見つかれば、関連ヘッドエンド３２０は、そのリクエストプロファ
イルデータをセッションログサーバ５４０に転送する。前記セッションログサーバ５４０
は、更に、前記プライマリデータ表示記録中に加入者ＩＤ情報を、この加入者ＩＤに関連
するプロファイルデータ情報と共に置換するセカンダリデータ表示記録を生成することが
できる。その後、このセカンダリデータ表示記録は、セカンダリセッションログデータベ
ース５４６に格納される。即ち、前記セッションログサーバ５４０は、様々なデータベー
スからの情報を組み合わせて、カスタマイズ記録を生成することができる。例えば、ニュ
ーヨーク市在住の年収が＄１００，０００以上の３５歳以下の既婚男性等、ある特定の人
口統計グループに属する加入者の視聴習慣を提供するための記録を生成することができる
。尚、前記セッションログサーバ５４０は、前記プラマリ及びセカンダリ表示記録を生成
するために、必ずしも前記セッションログパケット中の情報のすべてを使用する必要はな
い。
【０１２７】
　更に、加入者の前記データ表示記録を加入者のプロファイルデータと共に使用して、そ
の加入者の情報列を選択することも可能である。即ち、その現在のセッション中に加入者
によって選択された放送チャネルを利用して、次のセッションの情報列を生成することが
できる。
【０１２８】
　以上、本発明を一好適実施例を参照して具体的に図示説明したが、本発明の精神及び範
囲から逸脱することなく、様々な改変を行うことが可能であることは容易に理解されるで
あろう。例えば、種々のデータベースに情報を格納する代りに、前記クリックイベントレ
ポート、セッションログパケット等のすべての情報を、一つのデータベース又は一つの記
憶装置に格納することも可能である。又、前記クリックイベントレポート、セッションロ
グパケット等の情報を、それらが、それぞれ、ＩＳＰサーバ１１０、及び関連ヘッドエン
ド３２０を介して記憶目的のデータベースに送信される前に、加入者端末１３０及びテレ
ビ受信機３５０に格納することも可能である。この構成に依れば、加入者端末１３０とテ
レビ受信機３５０とが、装置の情報をキューイングして、その情報を、ネットワークの混
雑度が低いオフピーク中に、ＩＳＰサーバ１１０、及び関連ヘッドエンド３２０に送信す
ることが可能となる。
【０１２９】
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　更に、前記プロファイルデータと追加プロファイルデータとを、プロファイルデータベ
ース３２５と各ヘッドエンド３２０に関連する追加プロファイルデータベース３２６とに
格納する代りに、それらを、一つのプロファイルデータベース３２５と、衛星３１０に接
続された一つの追加プロファイルデータベース３２６とに格納することも可能である。
【０１３０】
　更に、より信頼性か高く、頑強なシステムを提供するために、冗長性のために各サーバ
とデータベースとをミラー配置することも可能である。修復性、効率及びセキュリティを
提供するべく、種々のデータベースに格納された情報を、更に、所定間隔毎、又は、オフ
ピーク時間帯中に、中央データベースにバックアップすることも可能である。或いは、各
データベースが、バックアップを作成して、すべての所与の情報について常にプライマリ
及びセカンダリデータベースが存在するように構成することもできる。
【０１３１】
　尚、添付のクリックは、上述した実施例と、記載された様々な改変代替構成とそれらに
対する全ての均等物を含むものとされる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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