
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　

　
　 記録媒体が クライアント側コンピュータに されたとき、

サーバに対 通信ネットワークを介して通信リンクを確立する
ステップと、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、前記記録媒体識別情報を前記記録媒体から
読み出すステップと、
　前記クライアント側コンピュータから前記サーバに対し、前記第１のコンテンツの送信
要求と前記記録媒体識別情報を送信するステップと、
　前記サーバにおいて、前記クライアント側コンピュータから受信した前記記録媒体識別
情報に ユーザの 情報を前記ユー ータベースから読み出すステッ
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クライアント側コンピュータと、
前記クライアント側コンピュータに着脱自由であって、複数の第２のコンテンツと、前

記第２のコンテンツの各々に関連付けられた複数のトリガーデータと、記録媒体を識別す
るための記録媒体識別情報とを記録している記録媒体と、

個々の前記記録媒体識別情報に個々のユーザが関連付けられ、さらに、前記個々のユー
ザ毎に、前記個々のユーザに関するデータから構成されるユーザ情報を記録するユーザデ
ータベースと、複数のダウンロード可能な第１のコンテンツを記録するコンテンツデータ
ベースとを有するサーバと、

を備えるコンテンツ提供システムを用いるコンテンツ提供方法であって、
前記 前記 装着 前記クライアント

側コンピュータから前記 し、

関連付けられた ユーザ ザデ



プと、
　前記サーバにおいて、前記クライアント側コンピュータから受信した前記送信要求に対
応する第１のコンテンツを前記コンテンツデータベースから読み出すステップと、
　前記第１のコンテンツに前記ユー 報を付加して、前記サーバから前記クライアント
側コンピュータにダウンロードするステップと、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、

第２のコンテンツを
読み出し、前記第１のコンテンツと 再生するステップと、
　を有するコンテンツ提供方法。
【請求項２】
　請求項 載のコンテンツ提供方法において、
　前記記録媒体は、前記サーバに対するアクセスを認証するための認証コードを含み、
　前記コンテンツ提供方法は、さらに、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、前記記録媒体から前記認証コードを読み出
し、前記第１のコンテンツの送信要求と前記記録媒体識別情報に加え、前記認証コードを
前記サーバに対して送信するステップと、
　前記サーバにおいて、前記クライアント側コンピュータから受信した前記認証コードに
基づき、前記サーバに対する前記クライアント側コンピュータのアクセスの認証を行うス
テップと、を有する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項３】
　請求項 載のコンテンツ提供方法において、
　前記記録媒体は、前記クライアント側コンピュータから前記サーバに対し、ネットワー
ク接続を行わせる命令コードを含み、
　前記コンテンツ提供方法は、さらに、
　前記クライアント側コンピュータから前記サーバに通信リンクを確立する際、前記クラ
イアント側コンピュータにおいて、前記記録媒体から前記命令コードを読み出し、前記命
令コードに基づいて前記サーバに対してネットワーク接続を行うステップを有する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項４】
　請求項 記載のコンテンツ提供方法において、
　前記命令コードは、前記クライアント側コンピュータにインストールされているネット
ワークアクセスプログラムを実行させる命令コードを含み、
　前記コンテンツ提供方法は、さらに、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、前記ネットワークアクセスプログラムを実
行させる命令コードに基づき、前記ネットワークアクセスプログラムを実行し、前記サー
バに対してネットワーク接続を行うステップを有する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項５】
　請求項 記載のコンテンツ提供方法において、
　前記記録媒体は、前記クライアント側コンピュータから前記サーバへのネットワーク接
続を可能とするネットワークアクセスプログラムを含み、
　前記命令コードは、前記ネットワークアクセスプログラムを実行させる命令コードを含
み、
　前記コンテンツ提供方法は、さらに、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、前記ネットワークアクセスプログラムを実
行させる命令コードに基づき、前記ネットワークアクセスプログラムを実行し、前記サー
バに対してネットワーク接続を行うステップを有する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
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ザ情

ダウンロードした前記ユーザ情報を構成す
るデータと、前記記録媒体に記録されている各々の前記トリガーデータを比較し、前記比
較により一致したトリガーデータに関連付けられた 前記記録媒体から

前記第２のコンテンツを

１記

１記

３

３



【請求項６】
　請求項１～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供方法において、
　前記クライアント側コンピュータは、内蔵、または、外付けの記憶装置を備え、
　前記コンテンツ提供方法は、さらに、
　前記クライアント側コンピュータにおいて、前記サーバから前記第１のコンテンツを受
信したとき、前記第１のコンテンツを前記記憶装置に記憶するステップを有する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項７】
　請求項１～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供方法において、
　前記クライアント側コンピュータは、携帯情報端末である
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項８】
　請求項１～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供方法において、
　前記第２のコンテンツは、広告コンテンツである
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項９】
　請求項 記載のコンテンツ提供方法において、
　前記第１のコンテンツは、映画コンテンツ、音楽コンテンツ、ゲームコンテンツ、又は
ユーティリティプログラムのいずれかである
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項１０】
　 ライアント側コンピュータと、
　

　

　を備えるコンテンツ提供システムであって、
　前記クライアント側コンピュータは、
　　前記記録媒体が クライアント側コンピュータに されたとき、通信ネットワー
クを介して、前記サーバとの間に通信リンクを確立し、
　　前記記録媒体に記録されている前記記録媒体識別情報を、前記記録媒体から読み出し
、
　　前記サーバに対し、前記第１のコンテンツの送信要求と前記記録媒体識別情報を送信
し、
　前記サーバは、
　　前記クライアント側コンピュータから受信した前記記録媒体識別情報に

ユー 報を前記ユー ータベースから読み出し、
　　前記クライアント側コンピュータから受信した前記送信要求に対応する第１のコンテ
ンツを前記コンテンツデータベースから読み出し、
　　前記第１のコンテンツに前記ユー 報を付加して、前記クライアント側コンピュー
タにダウンロード 、
　前記クライアント側コンピュータは、
　　

第２のコンテンツを 読み出し、前記第１のコンテンツと
再生する、

　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
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５

６

７

８

ク
前記クライアント側コンピュータに着脱自由であって、複数の第２のコンテンツと、前

記第２のコンテンツの各々に関連付けられた複数のトリガーデータと、記録媒体を識別す
るための記録媒体識別情報とを記録している記録媒体と、

個々の前記記録媒体識別情報に個々のユーザが関連付けられ、さらに、前記個々のユー
ザ毎に、前記個々のユーザに関するデータから構成されるユーザ情報を記録するユーザデ
ータベースと、複数のダウンロード可能な第１のコンテンツを記録するコンテンツデータ
ベースとを有するサーバと、

前記 装着

関連付けられ
たユーザの ザ情 ザデ

ザ情
させ

ダウンロードした前記ユーザ情報を構成するデータと、前記記録媒体に記録されてい
る各々の前記トリガーデータを比較し、前記比較により一致したトリガーデータに関連付
けられた 前記記録媒体から 前記第
２のコンテンツを



【請求項１１】
　請求項 記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記記録媒体は、前記サーバに対するアクセスを認証するための認証コードを含み、
　前記クライアント側コンピュータは、前記記録媒体から前記認証コードを読み出し、前
記第１のコンテンツの送信要求と前記記録媒体識別情報に加え、前記認証コードを前記サ
ーバに対して送信し、
　前記サーバは、受信した前記認証コードに基づき、前記サーバに対する前記クライアン
ト側コンピュータのアクセスの認証を行う
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１２】
　請求項 記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記記録媒体は、前記クライアント側コンピュータから前記サーバに対し、ネットワー
ク接続を行わせる命令コードを含み、
　前記クライアント側コンピュータは、前記記録媒体から前記命令コードを読み出し、前
記命令コードに基づいて前記サーバに対してネットワーク接続を行う
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１３】
　請求項 記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記命令コードは、前記クライアント側コンピュータにインストールされているネット
ワークアクセスプログラムを実行させる命令コードを含み、
　前記クライアント側コンピュータは、前記ネットワークアクセスプログラムを実行させ
る命令コードに基づき、前記ネットワークアクセスプログラムを実行し、前記サーバに対
してネットワーク接続を行う
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１４】
　請求項 記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記記録媒体は、前記クライアント側コンピュータから前記サーバへのネットワーク接
続を可能とするネットワークアクセスプログラムを含み、
　前記命令コードは、前記ネットワークアクセスプログラムを実行させる命令コードを含
み、
　前記クライアント側コンピュータは、前記ネットワークアクセスプログラムを実行させ
る命令に基づき、前記ネットワークアクセスプログラムを実行し、前記サーバに対してネ
ットワーク接続を行う
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１５】
　請求項 ～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記クライアント側コンピュータは、内蔵、または、外付けの記憶装置を備え、
　前記サーバから前記第１のコンテンツを受信したとき、前記クライアント側コンピュー
タは、前記第１のコンテンツを前記記憶装置に記憶する
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１６】
　請求項 ～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記クライアント側コンピュータは、携帯情報端末である
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１７】
　請求項 ～ のいずれか１項に記載のコンテンツ提供システムにおいて、
　前記第２のコンテンツは、広告コンテンツである
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【請求項１８】
　請求項 記載のコンテンツ提供システムにおいて、
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１７



　前記第１のコンテンツは、映画コンテンツ、音楽コンテンツ、ゲームコンテンツ、又は
ユーティリティプログラムのいずれかである
　ことを特徴とするコンテンツ提供システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コンテンツプロバイダ（コンテンツの提供者）に双方向ネットワークを通じ
て接続されたゲームコンソールを用いてインタラクティブなエンタテインメント性を有す
るコンテンツ、または、非インタラクティブなエンタテインメント性を有するコンテンツ
を処理（利用）するためのコンテンツ提供システムおよびその方法、コンソール並びに記
録媒体に関する。
【０００２】
より具体的には、この発明は、価値のある主要なコンテンツとユーザー（顧客）に合わせ
て対象を絞った広告などの補助的なコンテンツとの両方を再生可能にするために、ユーザ
ーデータベースおよびコンテンツデータベースの管理および利用が可能なコンテンツ提供
システムおよびその方法、コンソール並びに記録媒体に関する。
【０００３】
【従来の技術】
近年、高速の双方向ネットワークを比較的に低コストで利用することが可能となり、一般
の人々にエンタテインメント性を有する価値のあるコンテンツへのアクセスを提供するシ
ステムの機能が向上している。従って、このようなシステムを商品およびサービスの販売
促進に利用しようとする広告主の関心が高まっている。
【０００４】
例えば、サービスの申し込みの際にサーバーのデータベース上で管理（保管）される個人
的な識別情報（ユーザー情報）の詳細を登録することに抵抗を感じないユーザー（顧客）
に対し、ネットワークを通じ、ネットワーク自体へのアクセス手段、専門的なコンテンツ
に対するアクセス権、電子メールアカウント、電子ファックスアカウント等の特定のサー
ビスを無料で提供するような傾向がある。
【０００５】
ユーザー情報の提供の見返りとして、サービスプロバイダは、ユーザーに対し、添付され
た広告を視聴しなければならないという条件付きで、例えば、電子メールアカウント等、
必要とされるサービスに対するアクセス権を無料または低価格で提供する。このような広
告は、ユーザーの識別情報、ブラウズ活動履歴（インターネットの利用履歴）等に基づい
て、ユーザーごとに条件の絞り込まれた広告であり、ユーザーの電子メールに添付された
り、ユーザーがサーバーにアクセスする際に作成されるポップアップウインドウまたはフ
レームの中に現れるようになっている。
【０００６】
このようなシステムによって、ネットワークサービスの運営に必要なコスト、または、ネ
ットワークコンテンツのために支払うべきコストを広告料によって賄うことが可能になる
。
【０００７】
また、ユーザーは、特定の個人情報を提供し、条件の絞り込まれた広告を視聴することに
よって、必要なサービスに対するアクセス権を得ることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようなシステムは、広告媒体として広く利用されているが、概して、
強制的に広告を視聴させられることをユーザーが好まないという問題が存在する。さらに
、ネットワークサービスを無料で利用すること、またはネットワークを通じたコンテンツ
に対するアクセス権を得ることの交換条件として、特に、広告主に対して個人情報を提供
することに抵抗を感じるユーザーが多い。
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【０００９】
従って、補助的なコンテンツを視聴するか否か、また、いつ補助的なコンテンツを視聴す
るかについての選択権をユーザーに与える必要がある。さらに、ユーザーの気分を害する
ことなく、より興味を惹きつけやすい方法で広告が提供されるように、広告主は、補助的
なコンテンツを柔軟な方法でユーザーに配信しなければならない。
【００１０】
従って、広告を視聴するか否かに関する選択権がユーザーに与えられ、その選択結果（状
況）に基づいてネットワークおよびコンテンツサービスのアクセス料金が調整されるより
柔軟なシステムが求められている。
【００１１】
発明者にブラハット（ Blahut et al.）を含む米国特許第５，５３２，７３５号および発
明者にニール（ Neel et al.）を含む米国特許第５，８３８，３１４号は、ペイパービュ
ーサービスまたはビデオオンデマンドサービスを提供するインタラクティブなテレビシス
テムまたはビデオシステムを開示している。
【００１２】
これらのシステムによれば、ユーザーは、選択的に視聴される広告とともに、デジタルＭ
ＰＥＧフォーマットの映画などの価値のあるコンテンツをダウンロードして視聴すること
が可能である。
【００１３】
また、これらの方法によれば、サーバー側に複数の別個のデータベースが構築される。第
１のデータベースは、ユーザーが望んでいる映画などの価値のあるコンテンツを含み、第
２のデータベースは、広告コンテンツから構成され、さらに、第３のデータベースは、ユ
ーザーの識別情報から構成される。ユーザーが広告コンテンツを視聴しないことを選択し
た場合には、視聴料金（利用料金）の全額が課金される。ユーザーが補助的なコンテンツ
（広告コンテンツ）の視聴を了承した場合には、価値のあるコンテンツの視聴料金は、減
額されるか、または無料となる。この場合、この価値のあるコンテンツの提供による収益
は、別途、広告主による支払によって得られることになる。これらのシステムは、広告を
無効にする選択権をユーザーに与え、その選択結果に応じてユーザーに課金する料金を調
整するものであるが、広告用データベースの構築および管理を、広告主だけで行うにせよ
、主たるコンテンツプロバイダの細部に渡った協力を得て行うにせよ、広告主側で負担し
なければならないため、広告主の過大な投資が必要となる。従って、広告主のために、よ
り柔軟かつ低コストな方法が望まれていることは明らかであろう。
【００１４】
また、発明者にジャーニガン（ Jernigan et al.）を含む米国特許第５，２３３，４２３
号および発明者にラカビー（ Rakavy et al.）を含む米国特許第５，９１３，０４０号は
、広告主のメッセージを視聴者に伝えることが可能な別の方法を開示している。
【００１５】
米国特許第５，２３３，４２３号によれば、テレビ受信機に内蔵された記憶装置に埋め込
み式の広告が供給される。この広告は、テレビ受信機の制御機能が働いた際に、グラフィ
ックジェネレータによって画面の一部に表示される。このシステムは、ＰＲＯＭ（ Progra
mmable read-only memory）上で広告を記憶することを開示するものである。
【００１６】
しかしながら、このシステムによれば、サーバー側のネットワークを通じた何らかの方法
で、ＰＲＯＭ装置へのアクセスを広告主側で確立しなければならないため、広告主に対す
る大きな負担が生じる。
【００１７】
米国特許第５，９１３，０４０号によれば、広告は、コンピュータネットワークを通じて
、または、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶装置（記録媒体）によって供給されてユーザーのコン
ピュータに表示される。コンピュータに表示される広告は、予め登録されたユーザーの嗜
好情報に基づいて選択される。この嗜好情報は、特定のユーザーによって視聴することを
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選択されるような広告のタイプまたはカテゴリーなどの情報である。
【００１８】
しかしながら、このシステムによれば、視聴された広告の履歴（広告の視聴状況）が記録
され、広告主側のサーバーにアップロードされて広告主に提供されるが、広告の視聴状況
によって料金の調節が行われるものではないため、ユーザー側にこのような広告を視聴し
ようとする動機が生まれない。また、このシステムによってアクセスされるように意図さ
れている主な対象物は、概して、単なるインターネットである。
【００１９】
従って、所定の主要なコンテンツと補助的な広告用コンテンツとを結び付けるもの、また
は、関連づけるものは何も存在しない。さらに、米国特許第５，９１３，０４０号は、映
画、インタラクティブなゲーム、プログラムなどの価値のあるコンテンツを提供する所定
のコンテンツサーバーに対するアクセス権をユーザーが得るための手段（またはキー）で
ある着脱自由な記録媒体に広告が供給されることについては何も示唆していない。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
この発明は、ＤＶＤまたはＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体を用いてユーザーに広告を視聴さ
せるコンテンツ提供システムおよびその方法、コンソール並びに記録媒体を提供する。
【００２１】
この発明によれば、記録媒体は、特定のコンテンツプロバイダに双方向ネットワークを通
じて接続されたゲームコンソールに着脱自由に挿入され、ゲームコンソールは、コンテン
ツプロバイダ側のみによって管理される主要なコンテンツのデータベースの価値のあるコ
ンテンツにユーザーがアクセスしている際に、ユーザーの選択に基づいて広告などの補助
的なコンテンツの視聴を有効にするための制御機能を有する。
【００２２】
この発明は、主要なコンテンツがダウンロードされる前、または再生中など、どの時点に
おいても、ゲームコンソールの制御機能によって広告などの補助的なコンテンツの視聴を
無効にすることを可能とする。
【００２３】
この発明は、ユーザーが主要なコンテンツを視聴した回数および時間とともに、ユーザー
が選択した補助的なコンテンツを視聴した回数および時間が記録されることを特徴とする
。
【００２４】
この発明によれば、補助的なコンテンツの視聴記録は、コンテンツプロバイダの管理する
サーバー側の端末に順次アップロードされ、ユーザーデータベースの更新のために用いら
れるとともに、広告主に対する広告料の算定の基礎として用いられる。
【００２５】
この発明は、サーバー側の端末にアクセスするユーザー情報を含むユーザーのデータベー
スがサーバー側の端末で管理されることを特徴とする。
【００２６】
この発明によれば、ユーザー情報がゲームコンソールにダウンロードされ、このユーザー
情報に含まれるユーザーの識別プロフィールに基づいて、ユーザーごとにカスタマイズさ
れた（各ユーザーに最適な）補助的な広告のみがロードされてユーザーに視聴される。
【００２７】
この発明は、システムのクライアント側のコンソールに対して着脱自由な記録媒体に記録
された補助的なコンテンツまたはユーザーの識別子および認証コードを含むキーデータを
提供する。このキーデータは、特定のサーバー側の端末に対するアクセスを認証するため
に用いられ、ゲームコンソールに記録媒体が装着されない場合には、主要なコンテンツに
アクセスすることができない。
【００２８】
この発明によって、従来の広告方法に改良を施すことが可能となる。広告用の媒体として
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、ＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤなどの記録媒体を用いることによって、従来技術において必
要とされたシステムのサーバー側の大規模な広告用データベースの管理に広告主がコスト
を費やすことが不要となる。
【００２９】
従って、広告主は、自己の広告用等の補助的なコンテンツを比較的に低コストのパッケー
ジメディア上で極めて柔軟に作成できるようになり、また、広告主は、補助的なコンテン
ツと主たるコンテンツプロバイダからダウンロードされる特定の価値のあるコンテンツと
を関連づけることが可能となる。
【００３０】
さらに、大容量の補助的なデータのダウンロードに伴うコストおよび時間が不要となる。
ＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤなどのパッケージメディアは比較的に廉価であるため、広告主
が雑誌などの中にこのようなメディアを添付して配布しやすいという利点がある。
【００３１】
さらに、このような着脱自由なパッケージメディアは、大容量のデータを保存することが
できるため、複数の色を用いたアニメーションの処理や長時間に渡った補助的なコンテン
ツの再生も可能であり、広告に非常に適している。
【００３２】
この発明の重要な利点は、広告主が、自己の補助的なコンテンツと、長編映画、インタラ
クティブなゲーム、人気のあるユーティリティプログラムなどの主たるコンテンツサーバ
ーからダウンロードされる特定の高い人気を誇る価値のある主要なコンテンツとを関連づ
けられることにある。即ち、広告主は、主要なコンテンツのプロバイダと契約し、この主
要なコンテンツの定めた所定のフォーマットに従うだけで、ユーザーへの配布が容易なＣ
Ｄ－ＲＯＭまたはＤＶＤなどのパッケージメディアディスクを用いて自己の広告を容易に
作成できる。
【００３３】
広告主の広告と人気の高い価値のある主要なコンテンツとが関連づけられるため、ユーザ
ーは、このようなＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤなどのメディアを主要なコンテンツへのアク
セス権を得る手段として使用するように、強く動機付けられる
この発明の記録媒体は、コンソールに対して着脱自在な記録媒体において、ユーザー情報
に対応するトリガーデータと、該トリガーデータにそれぞれ関連づけられたコンテンツを
複数含む補助的コンテンツと、前記記録媒体の識別データと、ネットワークを通じて特定
のサーバーに対するアクセスを認証するための認証コードとを含むことを特徴とする。
【００３４】
この場合、該記録媒体は、さらに、前記のネットワーク接続を可能にするネットワークア
クセスソフトウエアを含むことが好ましい。
【００３５】
この発明のコンソールは、それぞれトリガーデータに関連づけられたコンテンツを複数含
む補助的コンテンツと、前記記録媒体の識別データと、ネットワークを通じて特定のサー
バーに対するアクセスを認証するための認証コードとを含む記録媒体が装着されたとき、
前記認証コードおよび前記記録媒体の識別データを読み出し、ネットワークを通じて、前
記特定のサーバーに対して前記認証コードおよび（または）前記記録媒体の識別データを
送信する機能手段と、前記特定のサーバーから主要なコンテンツとユーザー情報とが前記
ネットワークを通じて送信されてきたとき、前記記録媒体に記録されている前記複数の補
助的コンテンツ中、前記ユーザー情報に対応する内容の前記トリガーデータに関連づけら
れた補助的コンテンツを読み出し表示信号として出力する機能手段とを有することを特徴
とする。
【００３６】
この場合、前記ネットワーク接続を可能にするネットワークアクセスソフトウエアは、前
記記録媒体または該コンソール中のメモリに記憶しておくことができる。
【００３７】
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なお、前記コンソールは、前記補助的なコンテンツの視聴の可否をユーザーが選択可能な
機能手段を含むことが好ましい。
【００３８】
また、前記コンソールは、さらに、前記出力した補助的なコンテンツの履歴を前記ネット
ワークを通じて前記サーバーに送信する機能手段を有することが好ましい。
【００３９】
コンソールとしては、据え置き型のもの、あるいは携帯可能な携帯情報端末とすることが
できる。
【００４０】
この発明の上述した目的、特徴および利点、さらに、その他の目的、特徴および利点は、
この発明の好ましい実施の形態が例示された添付図面および以下の説明を併せ鑑みること
によって良好に理解されるであろう。
【００４１】
【発明の実施の形態】
図１は、主要なコンテンツの表示と、補助的なコンテンツの選択的な表示とを可能にする
この発明の実施の形態に係るシステムの構成を示している。本願の明細書および請求項に
おいて使用されている「主要なコンテンツ」という文言は、ＭＰＥＧ２フォーマットの動
画のようなビデオリニアストリーミングデータ、ＭＰ３データのようなリニアオーディオ
ストリーミングデータ、バイナリプログラムデータのうちのいずれか、またはこのような
データの組み合わせによって構成されるダウンロード可能なコンテンツを示している。
【００４２】
また、「主要なコンテンツ」の定義に当てはまらないコンテンツは、例えば、ネットワー
ク接続を確立することのみを主たる機能とするブラウザソフトウエアまたはプロトコール
の処理プログラムのような、ネットワークのアクセス手段の提供のみに使用されるサービ
ス用コンテンツである。
【００４３】
図１に示すように、システムを構成するサーバー側のシステムは、ダウンロード管理サー
バー１０と、ユーザーデータベース２０とコンテンツデータベース３０とからなる。これ
らのダウンロード管理サーバー１０、ユーザーデータベース２０およびコンテンツデータ
ベース３０は、ＬＡＮ４０によって相互に接続されている。なお、ダウンロード管理サー
バー１０は、ダウンロードサービス管理サーバー、ダウンロードサービスオペレータ、ダ
ウンロードマネージャー、ダウンロードサービスマネージャー、ダウンロードプロバイダ
等、あるいは、単にサーバーとも称される。
【００４４】
サーバー側のシステムを構成するコンテンツデータベース３０には、上述した「主要なコ
ンテンツ」が格納されている。
【００４５】
ユーザーデータベース２０には、双方向ネットワーク５０を通じてダウンロード管理サー
バー１０にアクセスする個々のユーザー（顧客）に関するデータを集めたものが格納され
ている。個々のユーザーのデータ（ユーザー情報）は、ユーザーの氏名、住所、年齢、性
別、職業、収入、趣味および興味があるもの、家族の情報、購入履歴、視聴したコンテン
ツの傾向（個人的なコンテンツの嗜好）、さらに、広告主がユーザーに適した補助的なコ
ンテンツを絞り込む際に有益と思われるユーザーに関するその他のあらゆる情報から構成
される。
【００４６】
また、このようなユーザーデータ（ユーザー情報）は、変更可能であり、ユーザーの主要
なコンテンツデータのアクセス履歴に基づいて更新可能である。例えば、アクセスされた
主要なコンテンツおよび（または）特定のカテゴリー（音楽のタイプ、映画のジャンルな
ど）に属する主要なコンテンツがアクセスされた回数が記録され、ユーザーデータの更新
に用いられる。このようにして、広告主は、特定のユーザーに対する広告をより効果的に
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編成することが可能となる。
【００４７】
ダウンロード管理サーバー１０は、ユーザーからのダウンロード要求を処理するためにセ
ットアップされるサーバーシステムである。このダウンロード管理サーバー１０は、サー
バー側のシステムに幾つか存在するサーバーのうちの一つである。ダウンロード管理サー
バー１０へのアクセスは、ＬＡＮ４０上のルータ（図示せず）として知られている一般的
な装置を通じて行われる。ルータは、ユーザーからの要求をダウンロード管理サーバー１
０に仕向ける。
【００４８】
サーバー１０がユーザーからの要求を受信したとき、このダウンロード管理サーバー１０
は、コンテンツデータベース３０から要求された主要なコンテンツのダウンロードを実行
する。ダウンロード管理サーバー１０は、主要なコンテンツのダウンロード要求を処理す
るだけでなく、ユーザーデータベース２０から要求を行ったユーザーのユーザーデータを
取得して要求された主要なコンテンツに添付する。ユーザーデータの添付された主要なコ
ンテンツは、ＦＴＰ（ file transfer protocol）のような公知の標準的なネットワークプ
ロトコールを用いてネットワーク５０を通じて伝送される。
【００４９】
通常、ネットワーク５０は、ユーザー側の端末であるハードウエアとシステムのサーバー
側に設置されたダウンロード管理サーバー１０とを接続する双方向のデジタル通信ネット
ワークである。現在の技術によってこの発明を実施するために必要なネットワーク接続を
提供するインフラストラクチャーが既に存在しているが、その例としては、ケーブルテレ
ビ、ＩＳＤＮまたはｘＤＳＬによる双方向かつ高速のネットワークが挙げられる。
【００５０】
システムを構成するクライアント側のシステムは、モデムまたはネットワークアダプタ６
０と、着脱自由な記録媒体８０を利用するネットワークに接続されたゲームコンソール７
０と、このゲームコンソール７０に接続されたテレビモニタ９０または他の適切な表示手
段とからなる。
【００５１】
このゲームコンソール７０は、例えば、家庭用パーソナルコンピュータ、エンタテインメ
ントシステムであるビデオゲーム機（ＴＶゲーム機）、または、セットトップボックスあ
るいは携帯電話を含む携帯情報端末等のＣＰＵを有するシステムである。
【００５２】
なお、ゲームコンソール７０が液晶表示装置７１やネットワーク５０に対する送受信機能
を含む携帯情報端末７０ａである場合、記録媒体８０としては、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤに
比較してより小型の記録媒体、たとえばカード型の半導体メモリ８０ａ等を用いることが
好ましい。ＣＤ－ＲＯＭドライブやＤＶＤドライブを携帯電話等の携帯情報端末７０ａに
接続して使用することも可能である。もちろん、新規で小型な大容量パッケージメディア
を使用することも可能である。
【００５３】
また、ネットワークアダプタ６０は、クライアント側の端末であるハードウエア、この場
合、ゲームコンソール７０をネットワーク５０に接続するための中継装置として一般的に
使われる装置である。例えば、ケーブルテレビネットワークには、公知のケーブルモデム
が使用され、ＩＳＤＮネットワークには、ターミナルアダプタが使用される。
【００５４】
着脱自由な記録媒体８０には、インタラクティブな、または、非インタラクティブな補助
的なコンテンツ、例えば、ビデオイメージ、アニメーション、サウンド、アプレットなど
から構成される広告を集めたものが格納される。
【００５５】
好ましい実施の形態においては、着脱自由な記録媒体８０は、ＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤ
等のディスク状記録媒体である。各々の補助的なコンテンツには、「トリガーデータ」が
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付加されている。このトリガーデータは、以下に詳細に説明するように、補助的なコンテ
ンツに対するアクセスフラグとして付加されているものである。
【００５６】
ネットワーク５０に接続されたゲームコンソール７０は、インタラクティブなコンテンツ
のネットワークに接続可能な再生装置である。従来の方法によれば、通常、このようなゲ
ームコンソール７０は、ネットワークに接続されていない環境でのコンテンツの配信用媒
体として着脱自由な記録媒体８０を用いている。即ち、従来の公知の方法によれば、通常
の使用においては、ネットワークに接続されていない場合であっても、ゲームコンソール
７０は、着脱自由な記録媒体に格納されたインタラクティブなビデオゲームなどのコンテ
ンツを再生可能である。これに対し、この発明によれば、主要なコンテンツに結び付けら
れた、または、関連づけられたユーザーごとにカスタマイズされた補助的なコンテンツを
ユーザーに提供するために、記録媒体８０は、特に、ネットワーク５０に接続された環境
で使用されるように意図されたものであり、ネットワーク接続を通じてサーバーからダウ
ンロードされた（取得された）主要なコンテンツと連携して機能するものである。
【００５７】
ネットワークゲームコンソール７０は、記録媒体８０または他の内蔵されたハードディス
ク等の記録媒体（図示せず）からゲームコンソール７０内の作業用ＲＡＭ（図示せず）に
ロードされたネットワークアクセスソフトウエアを実行し、以下の作業項目を行う。なお
、このソフトウエアは、ネットワーク５０を通じてゲームコンソール７０にダウンロード
されたものでもよい。
【００５８】
１．　ダウンロード管理サーバー１０との通信を行うこと。
２．　記録媒体８０の識別データまたはユーザーの識別データをサーバーに送信し、コン
テンツデータベース３０からダウンロード可能な主要なコンテンツを取得するとともに、
ユーザーデータベース２０からユーザー情報を取得すること。
３．　サーバー１０からダウンロードしたユーザー情報に基づいて記録媒体８０に格納さ
れた補助的なコンテンツにアクセスすること。
４．　サーバー１０からダウンロードされた主要なコンテンツのみを視聴するために、ユ
ーザーが補助的なコンテンツの再生を選択的に無効にできるようにすること。
５．　ユーザーが選択を行った際に、記録媒体８０からロードされて再生される補助的な
コンテンツの履歴を記録すること。
６．　ダウンロード管理サーバー１０に対して、ユーザーが視聴した補助的なコンテンツ
の履歴を送信またはアップロードすること。
【００５９】
ネットワーク５０を通じてサーバー１０と接続されているとき、コンソール７０は、ユー
ザー情報が添付された主要なコンテンツをダウンロード（受信）する。ダウンロードされ
た主要なコンテンツは、図示しないハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などの内蔵された
記録媒体またはゲームコンソール７０のポートに接続されて外部的に取り付けられた再書
き込み可能な記録媒体（図示せず）に保存されるようにしてもよい。
【００６０】
この場合、まず、上記のネットワークアクセスソフトウエアによって、上述の４番目の項
目に従って、ユーザーが補助的なコンテンツの再生を無効にすることを選択したかどうか
がチェックされる。
【００６１】
ユーザーが補助的なコンテンツの再生を無効にしていない場合、コンソール７０は、装着
されている記録媒体８０に記録されている補助的なコンテンツにアクセスしてロードする
。より詳しく説明すると、コンソール７０は、ダウンロードされたユーザー情報および（
または）ダウンロードされた主要なコンテンツと一致する一つ以上のインタラクティブま
たは非インタラクティブな補助的なコンテンツにアクセスし、この補助的なコンテンツを
ロードする。
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【００６２】
より具体的には、ユーザー情報と各々の補助的なコンテンツのヘッダである「トリガーデ
ータ」とが比較され、トリガーデータに含まれているデータがユーザー情報と一致した場
合には、この一致したデータを含むトリガーデータが付加された補助的なコンテンツがロ
ードされ、コンソール７０によって再生されるキューの中に組み込まれる。
【００６３】
すなわち、トリガーデータは、上述したユーザー情報（氏名、住所、年齢、性別、職業、
収入、趣味、興味があるもの、家族の情報、購入履歴、視聴したコンテンツの傾向、個人
的なコンテンツの嗜好等）に対応する内容の情報である。
【００６４】
さらに、特定の主要なコンテンツに対する要求があった場合にも、補助的なコンテンツが
ロードされて再生キューの中に組み込まれる。コンソール７０によって実際にロードかつ
実行された補助的なコンテンツの記録は、補助的なコンテンツが実行された回数および時
間、または、補助的なコンテンツの再生時に得られた他の情報とともに、コンソール７０
のデータ格納領域に格納され、特定の補助的なコンテンツの再生が終了したとき、特定の
補助的なコンテンツの視聴または部分的な視聴が終了したとき、またはネットワーク接続
を終了する処理の間など、適切なタイミングで、サーバー１０にアップロードされる。
【００６５】
特定の補助的なコンテンツに関する視聴記録、特に、回数および時間は、補助的なコンテ
ンツを供給する広告主に対する料金の算定基礎として用いられる。さらに、視聴されたコ
ンテンツの記録によって、ユーザーデータベース２０に格納されたユーザー情報は、補助
的なコンテンツの視聴の際、またはユーザーと補助的なコンテンツとの間でインタラクテ
ィブな処理がなされた際に得られた新しい情報を反映するように更新される。
【００６６】
例えば、補助的なコンテンツがインタラクティブなコンテンツである場合には、ユーザー
に対し、種々の質問が行われるか、あるいは、ユーザーの行動がモニタされるが、このと
きの内容が視聴されたコンテンツの記録の一部を構成し、ユーザーデータベース２０のユ
ーザー情報の更新に用いられる。補助的なコンテンツが非インタラクティブなコンテンツ
の場合には、視聴された広告の情報がユーザー情報の更新に用いられる。
【００６７】
図２は、主要なコンテンツを有するサーバー１０がネットワーク５０に接続されたゲーム
コンソール７０と通信している際に主要なコンテンツを有するサーバー１０によって順次
実行される機能を説明するフローチャートである。
【００６８】
図３は、ネットワーク５０に接続されたゲームコンソール７０が主要なコンテンツを有す
るサーバー１０と通信している際にゲームコンソール７０によって実行される機能を説明
するフローチャートである。図２および図３に示す各機能は相互に関連したものであるた
め、これらの機能の説明を同時に行うことにする。
【００６９】
サーバー１０側のステップ２０１において、ダウンロード管理サーバー１０は、ネットワ
ーク５０に接続されたゲームコンソール７０から通信リンクの確立要求を受信する。
【００７０】
同様に、クライアント側、即ち、ネットワーク５０に接続されたゲームコンソール７０側
のステップ３０１において、ダウンロード管理サーバー１０との通信の確立要求を送信す
る。このような連携した作業によって、ダウンロード管理サーバー１０とネットワーク５
０に接続されたゲームコンソール７０との間のデータパケットの双方向の伝送のための、
公知の規格（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ）に従ったネットワークソケットの接続が確立する。
【００７１】
通信リンクが確立された後、ステップ３１１において、記録媒体８０がゲームコンソール
７０に装着されていることを示す固有の記録媒体識別データ（メディアＩＤともいう。）
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がダウンロード管理サーバー１０に送信される。なお、後述するように、記録媒体識別デ
ータとは、特定の記録媒体８０自体を他の記録媒体から識別するための該記録媒体８０に
記録されている固有の識別データを意味する。
【００７２】
初めて利用するユーザーの場合には、記録媒体識別データがユーザーに関連づけられた後
、ユーザーの識別子として用いられる。サーバー側のステップ２１１において、管理サー
バー１０は、記録媒体識別データを受信する。
【００７３】
固有の記録媒体識別データを受信した後、サーバー１０側のステップ２２１において、サ
ーバー１０は、ＬＡＮ４０を通じてユーザーデータベース２０からユーザー情報を取得す
る。記録媒体識別データに関連づけられたユーザー情報がユーザーデータベース２０に存
在していない場合（新しいユーザーの場合）には、ユーザーデータベース２０に保存する
べき最初のユーザー情報を作成するための基本的な情報の提供がユーザーに対して求めら
れる。この処理は、図５を参照してより詳細に後述する。
【００７４】
この時点で、ゲームコンソール７０側のステップ３２１において、コンテンツデータベー
ス３０からダウンロード可能な主要なコンテンツを取得するようにとの要求が送信される
。ステップ２３１において、サーバー１０がダウンロード可能なコンテンツに対するユー
ザーの要求を受信すると、ステップ２４１において、サーバー１０は、ＬＡＮ４０を通じ
てコンテンツデータベース３０から要求されたコンテンツを検索して抽出する。
【００７５】
この時点で、ステップ２５１において、ステップ２２１で取得したユーザー情報が、ユー
ザーの要求によるステップ２４１で抽出された主要なコンテンツに添付される。
【００７６】
その後、ステップ２６１において、ユーザー情報と要求された主要なコンテンツとがネッ
トワーク５０に接続されたゲームコンソール７０に伝送される。
【００７７】
クライアント側のステップ３３１において、ゲームコンソール７０は、添付されたユーザ
ー情報と共に、要求した主要なコンテンツを受信する。
【００７８】
ステップ３４１において、ゲームコンソール７０は、ユーザー情報に対応する着脱自由な
記録媒体８０に格納された一つ以上の補助的なコンテンツ４１５（図４参照）を検索する
。
【００７９】
より具体的には、ユーザー情報に含まれている種々のデータと、補助的なコンテンツ４１
５の各々に付加されたトリガーデータ４１９とが比較され、一致したデータに対応する補
助的なコンテンツ４１５が抽出される。なお、このユーザー情報は、現在要求中の主要な
コンテンツの情報を含んでいてもよい。
【００８０】
図５に関連してより詳細に説明するが、ユーザーは、補助的なコンテンツ４１５の再生を
選択的に無効にすることができる。しかしながら、補助的なコンテンツ４１５の再生を認
証した場合には、補助的なコンテンツ４１５は、再生キュー内にロードされて主要なコン
テンツとともに再生される。
【００８１】
ステップ３５１において、ユーザーによって実際に視聴された補助的なコンテンツ４１５
の各々は、全て、ゲームコンソール７０に内蔵されたメモリ（図示せず）にレコードとし
て記録される。このレコードは、視聴された補助的なコンテンツ４１５をそれぞれ示す識
別子を含んでいてもよいし、補助的なコンテンツ４１５の全体が再生（視聴）されなかっ
た場合には、その補助的なコンテンツ４１５の再生（視聴）時間を示す識別子を含んでい
てもよい。
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【００８２】
ステップ３６１において、ゲームコンソール７０は、ステップ３５１で作成した再生（視
聴）レコードをサーバー１０に送信する。ステップ２７１において、管理サーバー１０は
、再生レコードを受信する。このレコードの伝送は、種々の方法によって行われる。例え
ば、ユーザーがサービス利用を終えるとき、終了処理において、包括的なレコードをサー
バー１０にアップロードするようにしてもよいし、また、補助的なコンテンツの各々が視
聴されたごとに、断続的にレコードをサーバー１０にアップロードするようにしてもよい
。
【００８３】
上述したように、ステップ２８１においてユーザーデータベース２０に記録された再生レ
コードは、広告主などの補助的なコンテンツのプロバイダにとって、ターゲットになって
いる特定の視聴者に対する視聴された補助的なコンテンツの効果の有無を判断するための
、貴重なフィードバック情報であり、また、補助的なコンテンツのプロバイダに課金され
る料金の算定の基礎として用いられる。
【００８４】
図４は、ゲームコンソール７０に装着された着脱自由な記録媒体８０に含まれるコンテン
ツ（データコンテンツ）４００を示す図である。概略的に示すように、記録媒体８０には
、ゲームコンソール７０のユーザーによって視聴される補助的なコンテンツ４０３が記録
されている。補助的なコンテンツ４０３は、複数のコンテンツ４１５（コンテンツ１、コ
ンテンツ２、…、コンテンツＮ）から構成される。各コンテンツ４１５には、トリガーデ
ータ４１９がそれぞれ付加されている。
【００８５】
さらに、記録媒体８０は、（アルファベットと数字などから構成されるＣＤ－ＲＯＭまた
はＤＶＤのシリアル番号である）固有の記録媒体識別データ（部分）４０７と、認証コー
ド４０９とを含む。
【００８６】
固有の記録媒体識別データ４０７は、着脱自由な記録媒体８０自体を識別するために用い
られ、また、ゲームコンソール７０内の記録媒体８０を利用するユーザーのためのユーザ
ー識別子となる。
【００８７】
認証コード４０９は、サーバー１０に対するアクセスの認証に用いられる。記録媒体識別
データ４０７と認証コード４０９とが同一である場合も想定されるが、サーバー１０への
アクセスと記録媒体８０および（または）ユーザーの識別は、別々のコードによって実行
されるようにすることが好ましい。
【００８８】
たとえば、記録媒体識別データ４０７は、ユーザーの氏名、住所などのようなユーザーの
初期データの入力を促すプロンプトに関連する固有のユーザーの識別子を作成するソフト
ウエアプログラムであってもよい。
【００８９】
記録媒体識別データ４０７とユーザー情報とが関連づけられると、この記録媒体識別デー
タ４０７がユーザーの識別子（ユーザーＩＤともいう。）として機能するようになること
が理解される。従って、以下、これらの用語を、同一の意味を有するものとして使用する
。
【００９０】
記録媒体識別データ（ユーザーＩＤ）４０７および認証コード４０９は、一緒に使用され
、サーバー１０によって特定の主要なコンテンツへのアクセスを認証するためのキーとし
て機能する。
【００９１】
より具体的には、記録媒体識別データ４０７がサーバー１０にアップロードされると、サ
ーバー１０は、ユーザーの識別子に基づいたユーザーのアクセスに対し、コンテンツデー
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タベース３０内の複数のコンテンツのうち、どの主要なコンテンツを認証するかを記録媒
体識別データ４０７に基づいて決定する。
【００９２】
このような記録媒体識別データが存在しない場合、間違っている場合、または、有効（使
用）期限を経過している場合には、サーバー１０に対してアクセスすることができない。
【００９３】
従って、サーバー１０に対するアクセスの認証を得るためには、ゲームコンソール７０に
正規の記録媒体８０が装着されていなければならず、正しい有効期限内の記録媒体識別デ
ータが判別されなければならない。
【００９４】
また、コンテンツデータベース３０内の複数のコンテンツから特定の主要なコンテンツを
ダウンロードするために専用に設けられた所定のサーバー１０に対するアクセス権を認証
コード４０９によって得るようにしてもよい。
【００９５】
さらに、記録媒体８０は、ネットワーク環境にあるサーバー１０に対してインタラクティ
ブな処理を行うためのネットアクセスインジケータ（ネットアクセス指示部）４１１を含
む。このネットアクセスインジケータ４１１は、必要なネットワーク接続を可能にするネ
ットワークアクセスソフトウエアであってもよく、単に、ゲームコンソール７０にセット
アップされたネットワークソフトがロードされて実行されるべき状態であることを示すフ
ラグであってもよい。
【００９６】
フラグであった場合、ゲームコンソール７０にセットアップされたネットワークソフトウ
エアは、より高度な機能を有するなネットワークソフトウエアをダウンロードしてゲーム
コンソール７０上で実行するために、最低限のネットワーク接続を確立する小さなプログ
ラムであってもよい。
【００９７】
図５は、ゲームコンソール７０が主要なコンテンツのサーバー１０にアクセスする前、ま
た、アクセスしている際にネットワーク５０に接続されたゲームコンソール７０によって
実行される処理を示している。
【００９８】
ステップ５０１において、ゲームコンソール７０の電源がオンになると、内部的なＢＩＯ
Ｓを通じて一般的な起動処理手順が開始され、ゲームコンソール７０と周辺機器などとの
間の必要な通信が確立され、ユーザーの操作が可能になるようにシステムが初期化される
。
【００９９】
ＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤのような光ディスク等の着脱自由な記録媒体８０がゲームコン
ソール７０に装着されると、ステップ５０５において、システムが記録媒体８０を走査し
て、この記録媒体８０に記録されているコンテンツがネットワーク環境において作業する
ためのものであるか否かが判定される。
【０１００】
これは、上述したネットアクセスインジケータ４１１が記録媒体８０に記録されているか
どうかを判定することによって行われる。
【０１０１】
次に、ステップ５０９において、着脱自由な記録媒体８０にネットアクセスインジケータ
４１１が記録されていないと判定された場合、即ち、この記録媒体８０に格納されたプロ
グラムが、ネットワーク接続を必要とせずにスタンドアローンでゲームコンソール７０を
実行するためのものである場合には、ステップ５１３において、ゲームコンソール７０は
、通常のネットワークに接続されないモードで使用される。
【０１０２】
しかしながら、ネットアクセスインジケータ４１１が記録されていると判定された場合に
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は、図２および図３に関連して説明したように、ステップ５１７において双方向のネット
ワーク接続が確立される。この場合、着脱自由な記録媒体８０に記録された認証コード４
０９は、サーバー１０とのネットワーク接続を可能にする（認証する）ために使用される
。
【０１０３】
ステップ５２１において、サーバー１０の連携によって、ユーザーが最初の利用であるか
否かが判定される。より具体的には、サーバー１０は、記録媒体識別データ４０７を受信
したときに、サーバー１０にアクセスするための記録媒体識別データ４０７の使用が初め
てであるかどうかを判定し、記録媒体識別データ４０７の使用が初めてである場合には、
ゲームコンソール７０に対し、ステップ５２５に示すように最初のユーザーデータの入力
をユーザーに促すようにコマンドを発信する。
【０１０４】
このとき、さらに、サーバー１０は、記録媒体識別データ４０７に関連づけられる日時ロ
グファイルを作成し、この日時ログファイルを記録するようにしてもよい。記録媒体識別
データ４０７によって、着脱自由な記録媒体８０の使用による限られた期間のみのサーバ
ー１０に対するアクセスが許可される。
【０１０５】
ステップ５２９において、ユーザーの要求する主要なコンテンツがサーバー１０からネッ
トワーク５０に接続されたゲームコンソール７０にダウンロードされる。
【０１０６】
図２および図３に関連して説明したように、この主要なコンテンツには、ユーザーデータ
ベース２０からの記録媒体識別データ４０７（ユーザーＩＤ）に関連づけられたユーザー
情報が付加される。
【０１０７】
ステップ５２９に先立って、どの主要なコンテンツを認証してユーザーにダウンロードす
るかを決定する際に、ユーザーによる主要なコンテンツの選択が容易になるように、コン
テンツデータベース３０に格納された全てのコンテンツのうち、ダウンロードおよび視聴
の許された主要なコンテンツのみを含む選択メニューをユーザー側に表示させるようにし
てもよい。
【０１０８】
選択メニューは、着脱自由な記録媒体８０に記録されたソフトウエアのメニュールーチン
を実行することによってユーザー側に表示させることができる。
【０１０９】
サーバー１０は、記録媒体識別データ４０７に基づいて、ダウンロード可能な主要なコン
テンツを制御する機能を有する。
【０１１０】
即ち、ユーザーは、主要なコンテンツの各々のうち、記録媒体識別データ４０７によって
許可されていない主要なコンテンツを要求することはできない。
【０１１１】
次に、ステップ５３３のルーチンに進むと、補助的なコンテンツのそれぞれについて、ダ
ウンロードされたユーザー情報とトリガーデータ４１９とが比較され、どの補助的なコン
テンツをロードして再生用キューに組み込むかが決定される。
【０１１２】
ステップ５３７において、システムは、着脱自由な記録媒体８０に格納された補助的なコ
ンテンツの再生を許可するように選択したかどうかをチェックする。補助的なコンテンツ
の再生を有効にするか無効にするかを選択する機能は、ゲームコンソール７０の操作ボタ
ンを用いて実行されるものであり、一般的に、要求された主要なコンテンツの再生前でも
、また、再生中でも、常時、ユーザーがこの機能を実行できるようになっている。
【０１１３】
補助的なコンテンツの再生が無効である場合は、ステップ５４１において、主要なコンテ
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ンツのみがユーザーの視聴のためにゲームコンソール７０によって実行される。しかしな
がら、ユーザーが補助的なコンテンツの再生を許可した場合には、このルーチンはステッ
プ５４５に進み、ステップ５３３において決定されたユーザーに視聴されるべき適切な補
助的なコンテンツ４１５がロードされ、再生用キューの中に組み込まれる。
【０１１４】
ゲームコンソール７０は、補助的なコンテンツをロードすると、ステップ５４９において
、内部的な記憶領域（図示せず）に特定の補助的なコンテンツをユーザーが視聴するため
の準備ができていることを記録する。さらに、補助的なコンテンツが実行（再生）される
と、ゲームコンソール７０に内蔵されている計時手段であるオンボードタイマー（図示せ
ず）が初期化され、補助的なコンテンツの各々が再生された時間が計測される。
【０１１５】
図５に示すように、ステップ５３７に戻る制御ループを用いることによって、システムは
、常時、ユーザーが補助的なコンテンツを有効にしたか無効にしたかをチェックする。ユ
ーザーが特定の補助的なコンテンツの再生中にこの補助的なコンテンツを無効にしないと
仮定すると、補助的なコンテンツが完全に視聴されるか、またはインタラクティブに処理
されることになる。しかしながら、ユーザーが特定の補助的なコンテンツの再生中にこの
補助的なコンテンツを無効にした場合には、無効処理を行った時間およびそのとき再生し
ていた補助的なコンテンツが記録される。
【０１１６】
また、再生記録は、ユーザーが無効処理を行った後、再び有効処理を行った場合にも重要
になる。このような場合には、再生記録は、無効処理を行ったときに視聴していた補助的
なコンテンツを示すものであるため、この再生記録を用いて中断したコンテンツを再び初
期化して再生することが可能になる。中断したコンテンツが再生されると、再生記録が更
新される。
【０１１７】
ステップ５４９の処理とほぼ同時に、ステップ５５３において、要求された主要なコンテ
ンツとともに補助的なコンテンツの再生が実行される。当業者の理解しうる範囲において
、主要なコンテンツおよび補助的なコンテンツの再生には種々の方法が存在することが理
解される。
【０１１８】
例えば、主要なコンテンツを再生する前に補助的なコンテンツを再生するようにすること
が可能である。このようにした場合には、ユーザーが補助的なコンテンツを視聴するまで
は主要なコンテンツを視聴することが不可能であり、また、例えば、インタラクティブな
コンテンツの場合には、ユーザーのインタラクティブな処理によって主要なコンテンツを
実行することが不可能である。
【０１１９】
これに代えて、主要なコンテンツが実行されているとき、この主要なコンテンツとともに
、補助的なコンテンツを例えば、ウインドウ、バナー、インセット（挿入広告）、または
、フレームなどの中で提供するようにしてもよい。また、主要なコンテンツと補助的なコ
ンテンツを互いにインタラクティブに処理することも可能である。たとえば、主要なコン
テンツがインタラクティブなゲームである場合、主要なコンテンツの中に存在するキャラ
クタ、風景、または他のデータアイテムを補助的なコンテンツを動作させるために用いて
もよい。
【０１２０】
図６は、この発明の開示内容に従って実行される代表的なビジネスモデルの説明図である
。この基本的なビジネスモデルは、二つの条件を想定している。まず、一つ目は、コンテ
ンツデータベース３０からのダウンロード可能な主要なコンテンツ１１０が、人気のある
インタラクティブなゲーム、映画、音楽、または他の料金を払う価値のあるデジタルコン
テンツであるという条件である。
【０１２１】
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二つ目は、着脱自由な記録媒体８０に記録されるコンテンツが、通常、営利目的の企業で
ある種々の補助的なコンテンツプロバイダ１００から供給される広告であるという条件で
ある。
【０１２２】
この場合、ユーザー１２０が着脱自由な記録媒体８０によって提供された補助的なコンテ
ンツを主要なコンテンツ１１０とともに視聴することを選択すると、ダウンロード可能な
主要なコンテンツ１１０に対する料金１３０ａが補助的なコンテンツプロバイダ１００に
よってサーバー（ダウンロードサービスオペレータ）１０に支払われる。
【０１２３】
また、図６中の破線で示すように、ユーザー１２０が補助的なコンテンツをスキップする
ことを選択した場合には、図５のステップ５３７で説明したように、主要なコンテンツ１
１０の料金１３０ｂは、ユーザー１２０に課金される。
【０１２４】
しかしながら、ユーザー１２０は、記録媒体８０に格納された補助的なコンテンツを視聴
している限り、サーバー１０に料金を支払う必要がない（この補助的なコンテンツは、ユ
ーザー１２０の個人的な情報に基づいてカスタマイズされたものである）。
【０１２５】
図５のステップ５４９において作成されてサーバー１０にアップロードされた再生レコー
ドに基づいて、即ち、ユーザー１２０の補助的なコンテンツの視聴時間に基づいて、サー
バー１０は、ユーザー１２０および（または）補助的なコンテンツのプロバイダ１００の
双方から料金を徴収することが可能である。
【０１２６】
本実施の形態に係るコンテンツ提供システムによれば、補助的なコンテンツが着脱自由な
記録媒体８０から供給されるだけでなく、記録媒体８０に記録された補助的なコンテンツ
と特定のダウンロード可能な主要なコンテンツ１１０とを組み合わせ、または、結び付け
ることが可能である。
【０１２７】
また、記録媒体８０に記録されたキーデータによって、主要なコンテンツ１１０に対する
アクセス経路が提供される。このように、広告主などの補助的なコンテンツのプロバイダ
１００は、価値のある人気の高い主要なコンテンツにアクセスすることを望むユーザーに
対して着脱自由な記録媒体８０を配布し、主要なコンテンツのプロバイダ（サーバー１０
）は、記録媒体８０を使用可能な所定の時間に基づいて、主要なコンテンツに対するアク
セスを、キーを通じて制御することが可能である。
【０１２８】
また、ユーザーは、人気のある一時的なコンテンツにアクセスするために着脱自由な記録
媒体８０を用いようとするだけでなく、個人的な識別情報の収集および管理が、知名度の
低い広告主によってではなく、有名な主要なコンテンツのプロバイダによって行われるの
であれば、あまり抵抗を感じることなく、個人的な情報の提供を行うであろう。
【０１２９】
さらに、このシステムは、２段階的な広告方法を提供するものである。即ち、サーバー１
０は、広告を主要なコンテンツとともに直接送信して強制的に視聴させることも可能であ
り、また、補助的なコンテンツプロバイダ１００からの広告の提供の可否をユーザー１２
０に選択させることも可能である。このようにして、広告方法としてのシステムの用途を
広げることが可能となる。
【０１３０】
この発明の範囲および精神から逸脱することなく、当業者によってこの発明に対して種々
の改変を施すことが可能である。従って、本願の請求項は、本明細書に述べられた説明お
よび図面によって限定されるものではなく、当業者にとって均等物であると合理的に判断
される全ての特徴を包含するものと解釈されるべきである。
【０１３１】
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【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、補助的なコンテンツ、たとえば広告等が記録さ
れたＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体をコンソールに装着した状態において、ネットワークを通
じてサーバーに接続する。コンソールからユーザーが前記広告を視聴したとき、前記サー
バーから前記ネットワークを通じてダウンロードされる主要なコンテンツ、たとえば映画
や音楽等を視聴することができる。
【０１３２】
この場合、ユーザーは、補助的なコンテンツの視聴の可否を選択することができ、視聴可
と選択した場合には、前記主要なコンテンツを、無料あるいは低価格で視聴することが可
能となり、視聴不可と選択した場合には、有料で視聴することができる。
【０１３３】
ユーザーに対して記録媒体のみを、たとえば販売促進媒体等として有料で、あるいは無料
で提供することができる。
【０１３４】
広告主等に対して、記録媒体をセールスすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】主要なコンテンツの表示と、補助的なコンテンツの選択的な表示とを可能にする
この発明の実施の形態に係るシステムの全体的な構成を示す図である。
【図２】主要なコンテンツを有するサーバーがネットワークに接続されたゲームコンソー
ルと通信している際に主要なコンテンツを有するサーバーによって実行される機能を説明
するフローチャートである。
【図３】ネットワークに接続されたゲームコンソールが主要なコンテンツを有するサーバ
ーと通信している際にゲームコンソールによって実行される機能を説明するフローチャー
トである。
【図４】ゲームコンソールに装着された着脱自由な記録媒体に含まれるデータコンテンツ
の説明図である。
【図５】ゲームコンソールが主要なコンテンツのサーバーにアクセスしている際にゲーム
コンソールによって実行される処理の説明図である。
【図６】この発明の開示内容に従って実行される例示的なビジネスモデルの説明図である
。
【符号の説明】
１０…サーバー　　　　　　　　　２０…ユーザーデータベース
３０…コンテンツデータベース　　４０…ＬＡＮ
５０…ネットワーク　　　　　　　６０…モデム（ネットワークアダプタ）
７０…コンソール　　　　　　　　７０ａ…携帯情報端末
７１…表示装置　　　　　　　　　８０、８０ａ…記録媒体（メディア）
９０…テレビモニタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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