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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の通
信手段に接続されたホストサーバ（１０）を備えた、少なくとも１つのオーディオビジュ
アル情報再生装置をリモート管理するためのシステムであり、前記ホストサーバ（１０）
が、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）ご
との管理情報、一組の選択可能な音楽、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（
図１の１００．１～１００．ｎ）ごとの一組の可能な構成設定を含むデータベース（１１
）を記憶することのできる記憶手段（１３）を備えた、該システムであって、
　前記ホストサーバ（１０）が、さらに、データベース（１１）と通信を行う「インター
ネット」サイトマネージャ（１２）を備え、「インターネット」サイトは、少なくとも１
つのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の管理に責任
を有するオペレータによってアクセスすることができ、また、いくつかの画面（２００～
１０１０）を備え、少なくとも１つの第１の画面（２００）が、使用情報を得ることので
きる局所的に配置されたオーディオビジュアル情報再生システム（１００．１～１００．
ｎ）のリストを表示するポップアップメニューを備え、少なくとも１つのオーディオビジ
ュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の選択を確認することによって、
オペレータが、それぞれの選択されたオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００
．１～１００．ｎ）の操作パラメータを変更するのに使用することのできる第１組の画面
群（９００、１０１０）、および／または、オペレータが、少なくとも１つの曲を注文し
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て、選択された装置（図１の１００．１～１００．ｎ）のリストからのオーディオビジュ
アル情報再生システム（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロードするのに使用す
ることのできる、あるいは、少なくとも１つの曲を削除するのに使用することのできる第
２組の画面群（５００～８００）、および／または、オーディオビジュアル情報再生装置
（図１の１００．１～１００．ｎ）の使用に関する情報を表示する第３組の画面群の表示
が引き起こされる、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　「インターネット」サイトマネージャ（１２）が、それぞれの画面に表示されたそれぞ
れのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の操作に関す
る情報と、利用可能な曲のリストとを、データベース（１１）内で収集することを特徴と
する請求項１に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理す
るためのシステム。
【請求項３】
　第１組の画面群および／または第２組の画面群内でオペレータによってなされる変更が
ファイルに記憶され、データベース（１１）の言語に変換されて、ホストサーバ（１０）
とそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）との
間で通信が確立されるやいなや、これらの組の画面群内で変更されたデータを更新し、か
つ、その変更に関係のあるそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００
．１～１００．ｎ）を更新することを特徴とする請求項１または２に記載の少なくとも一
つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項４】
　「インターネット」サイトマネージャ（１２）が、オペレータが管理するオーディオビ
ジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）へとそのオペレータのアクセス
を制限するように設計されたオペレータ認証手段（４１０）を備えることを特徴とする請
求項１～３のいずれか一項に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置
を遠隔管理するためのシステム。
【請求項５】
　第１組および第２組の画面群内の画面が、いくつかの選択ボタン（３０１～３０８）を
備えたツールバー（３００）を備え、前記選択ボタン（３０１～３０８）は、第１組また
は第２組の画面群内に画面を表示するか、表示された画面上でなされた操作を確認するこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の少なくとも一つのオーディオビジュ
アル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項６】
　ツールバー（３００）の第１の選択ボタン（３０１）が、オペレータによって選択され
たオーディオビジュアル情報再生装置の場所に関する情報を表示する第１のウィンドウ（
４０１）と、第１のウィンドウ（４０１）に表示された情報を必要であれば更新するため
の入力領域（４０２）とを備えた第３の画面（４００）の表示を発生させることを特徴と
する請求項５に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理す
るためのシステム。
【請求項７】
　ツールバー（３００）の第２の選択ボタン（３０２）が、いくつかの入力領域（５０５
．ｉ、５０１．ｉ、５０２）を備えた、第２組の画面群の中の第４の画面（５００）を表
示するのを始動し、入力領域（５０５．ｉ、５０１．ｉ、５０２）は、曲を選択するため
の選択基準を定義するのに使用され、合致する曲のリストは、オペレータにより入力フィ
ールド（５０５．ｉ、５０１．ｉ、５０２）内で選択された基準を含む要求を送信するサ
イトマネージャ（１２）によって、最初に、データベース（１１）内で収集され、次に、
画面（５００）内のポップアップウィンドウ（５０７）に表示されることを特徴とする請
求項５または６に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理
するためのシステム。
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【請求項８】
　第４の画面（５００）内のポップアップウィンドウ（５０７）で選択された曲の選択を
確認することによって、選択された曲を識別する要素を含むいくつかの領域（６０１．１
～６０１．４）と、オペレータによって管理されるオーディオビジュアル情報再生装置の
リストを表示するポップアップウィンドウ（６０２）と、サイトマネージャ（１２）に要
求を送信することによって、オペレータによってポップアップウィンドウ（６０２）内で
選択されたオーディオビジュアル情報再生装置のために、選択された曲を購入することを
確認する第１の選択領域（６０３）と、再度第４の画面（５００）を表示する第２の選択
領域（６０４）とを備えた第５の画面（６００）を表示することが始動されることを特徴
とする請求項５または６に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を
遠隔管理するためのシステム。
【請求項９】
　ツールバー（３００）の第３の選択ボタン（３０３）が、第１に、オペレータによって
選択されたオーディオビジュアル情報再生装置の使用に関する情報を含むいくつかのフィ
ールド（７０１．１～７０１．７）と、第２に、オペレータによって選択されたオーディ
オビジュアル情報再生装置にダウンロードされるべき曲のリストを含む第１のポップアッ
プウィンドウ（７０２）およびこのオーディオビジュアル情報再生装置から削除されるべ
き曲のリストを含む第２のポップアップウィンドウ（７０４）と、第３に、第１のポップ
アップウィンドウ（７０２）内でオペレータによって以前に選択された１つまたは複数の
曲のダウンロードをキャンセルするのを始動する第１の選択領域（７０３）および第２の
ポップアップウィンドウ（７０４）内でオペレータによって以前に選択された１つまたは
複数の曲の削除をキャンセルするのを始動する第２の選択領域（７０５）とを備えた第６
の画面（７００）を表示するのを始動することを特徴とする請求項５に記載の少なくとも
一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１０】
　ツールバー（３００）の第４の選択ボタン（３０４）が、オペレータによって選択され
たオーディオビジュアル情報再生装置の使用に関する統計情報を含むいくつかのフィール
ド（８０１．１～８０１．３）と、頻繁にかけられた上位の曲のリストを含む第１のポッ
プアップウィンドウ（８０２）と、オペレータによって選択されたオーディオビジュアル
情報再生装置で頻繁にかけられなかった下位の曲のリストを含む第２のポップアップウィ
ンドウ（８０３）とを備えた第７の画面（８００）を表示するのを始動し、第７の画面（
８００）は、さらに、第２のポップアップウィンドウ（８０３）内でオペレータによって
選択された１つまたは複数の曲を削除するのを始動する選択領域（８０４）を備えること
を特徴とする請求項５に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠
隔管理するためのシステム。
【請求項１１】
　ツールバー（３００）の第５の選択ボタン（３０５）が、それぞれの領域ごとに、料金
を指定、選択、または、入力するのにオペレータが使用することのできる第１の入力領域
群（９０１）と、それぞれの料金ごとに、料金を支払った後に選択できる回数を指定する
のにオペレータが使用することのできる第２の入力領域群（９０２）とを備えた画面（９
００）を表示するのを始動することを特徴とする請求項５に記載の少なくとも一つのオー
ディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１２】
　第８の画面（９００）が、オペレータによって選択されたオーディオビジュアル情報再
生装置のオーディオ再生手段を調節するのに必要なパラメータを指定、選択、または、入
力するのに使用されるいくつかの入力領域（９１１．１～９１１．３、９１２．１～９１
２．３、９１３、９１４）を備えたことを特徴とする請求項５に記載の少なくとも一つの
オーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１３】
　ツールバー（３００）の第６の選択ボタン（３０６）が、サイトマネージャ（１２）に
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よって管理されるインターネットサイトにオペレータが接続した時にオペレータによって
なされたすべての変更を表示するウィンドウ（１００１）と、第１のウィンドウ（１００
１）に表示されたすべての操作を確認するのを始動する第１の選択領域（１００３）と、
すべてのこれらの変更をキャンセルする第２の選択領域（１００２）とを備えた第９の画
面（１０００）を表示するのを始動することを特徴とする請求項５に記載の少なくとも一
つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１４】
　第７の選択ボタン（３０７）が、少なくとも１つの選択領域（１０１０．１～１０１０
．５）を備えた画面（１０１０）を表示するのを始動し、選択領域（１０１０．１～１０
１０．５）は、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の
特定の機能を動作状態または非動作状態にするのに使用することができることを特徴とす
る請求項５に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理する
ためのシステム。
【請求項１５】
　ツールバー（３００）の第８のボタン（３０８）が、オペレータによって管理されるす
べてまたは一部のオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）のデフ
ォルト基本構成設定を定義するのに使用される画面を表示するのを始動することを特徴と
する請求項５～７のいずれか一項に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再
生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１６】
　第２組の画面群が、オペレータが要求する曲のカテゴリーのための第１の選択メニュー
と、オペレータが要求する曲のスタイルのための第２の選択メニューと、第２の画面の表
示を始動するためにオペレータの選択を確認する選択領域とを含む画面を備え、第２の画
面は、オペレータによって選択されるカテゴリーおよびスタイルに対応する曲情報のリス
トを表示する第１のウィンドウと、第１のウィンドウのリストからオペレータによって選
択される曲情報のリストを表示する第２のウィンドウと、オペレータの選択を確認する選
択領域とを含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の少なくとも一つの
オーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１７】
　オペレータが有するすべてのジュークボックスで頻繁にかけられた上位の曲の中から、
あるいは、サーバ（１０）によって管理されるすべてのジュークボックスで頻繁にかけら
れた上位の曲の中から、あるいは、同一の決められたカテゴリーに属するあらゆる支店に
設置されたすべてのジュークボックスで頻繁にかけられた上位の曲の中から、表示される
曲のリストが、データベース内で収集されることを特徴とする請求項１６に記載の少なく
とも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項１８】
　第２のウィンドウ（８０２）が、さらに、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の
１００．１～１００．ｎ）にすでに記憶されている曲のリストを備えたことを特徴とする
請求項９に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するた
めのシステム。
【請求項１９】
　第３組の画面群が、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．
ｎ）によってかけられた曲のリストと、それぞれの曲がかけられた日付とを表示するウィ
ンドウを備えた少なくとも１つの画面と、および／または、オーディオビジュアル情報再
生装置のスイッチがオンおよび／またはオフされた１つまたは複数の日付を示すウィンド
ウと、オーディオビジュアル情報再生装置とホストサーバとの間の通信が中断した１つま
たは複数の日付を示すウィンドウとを備えた少なくとも１つの画面とを備えたことを特徴
とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情
報再生装置を遠隔管理するためのシステム。
【請求項２０】
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　システムが、磁気記録システムまたは光学記録システムを備え、それによって、オペレ
ータによって選択された曲が、持ち運ぶことのできる磁気媒体または光媒体、あるいは、
好ましくは半導体を用いた固体電子メモリーに記録されることを特徴とする請求項９に記
載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理するためのシステム
。
【請求項２１】
　曲が暗号化され、そして、持ち運ぶことのできる磁気媒体または光媒体に圧縮された形
式で記録され、その曲は、それがオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１
～１００．ｎ）でかけられたときに、はじめて解凍および暗号解読されることを特徴とす
る請求項１２に記載の少なくとも一つのオーディオビジュアル情報再生装置を遠隔管理す
るためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、少なくとも１つのオーディオビジュアル情報再生装置を管理するためのシステ
ムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
国際特許出願第ＷＯ９６／１２２５５号は、一般にジュークボックスと呼ばれる、オーデ
ィオビジュアル情報を再生するための装置について記述している。このジュークボックス
は、システムユニットを中心にして構成され、そのシステムユニットは、オーディオビジ
ュアル再生手段と、曲のサウンドトラックに対応する少なくとも１つのオーディオビジュ
アル情報を記憶するための手段とを管理する。また、システムユニットは、モデムなどの
通信手段も管理し、それによって、とりわけ、オーディオビジュアル情報をホストサーバ
からダウンロードできるようにする。新しい曲の注文を管理し、また、設定の変更を管理
するには、オペレータは、ジュークボックスが設置された場所まで足を運ばなければなら
ないか、さもなければ、オペレータは、ホストサーバにリンクされたコンピュータを使用
しなければならない。さらに、ホストサーバとのリンクを介して実行することのできる管
理操作は、選択した新しい曲を注文することに限られる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、局所的に設置されたインテリジェントオーディオビジュア
ル情報再生システムをリモート管理するためのシステムを提案し、それによって、オペレ
ータが、管理および構成設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）操作を実行するために移動
しなければならない距離を少なくすることによって、従来技術の欠点を克服することであ
る。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
この目的は、オーディオビジュアル情報再生装置をリモート管理するためのシステムが、
それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置の通信手段に接続されたホストサーバを備
えることによって達成され、このホストサーバは、それぞれのオーディオビジュアル情報
再生装置ごとの管理情報、一組の選択可能な音楽、それぞれのオーディオビジュアル情報
再生装置ごとの一組の可能な構成設定を含むデータベースを記憶することのできる記憶手
段を備え、このシステムは、ホストサーバが、さらに、データベースと通信を行う「イン
ターネット」サイトマネージャを備え、「インターネット」サイトは、少なくとも１つの
オーディオビジュアル情報再生装置の管理に責任を有するオペレータによってアクセスす
ることができ、また、いくつかの画面を備え、少なくとも１つの第１の画面が、使用情報
を得ることのできる局所的に配置されたオーディオビジュアル情報再生システムのリスト
を表示するポップアップメニューを備え、少なくとも１つのオーディオビジュアル情報再
生装置の選択を確認することによって、オペレータが、それぞれの選択されたオーディオ
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ビジュアル情報再生システムの操作パラメータを変更するのに使用することのできる第１
組の画面群、および／または、オペレータが、少なくとも１つの曲を注文して、装置の選
択されたリスト内のオーディオビジュアル情報再生システムにダウンロードするのに使用
することのできる、あるいは、少なくとも１つの曲を削除するのに使用することのできる
第２組の画面群、および／または、オーディオビジュアル情報再生装置の使用に関する情
報を表示する第３組の画面群が表示されることを特徴とする。
【０００５】
本発明の別の固有の特徴によれば、「インターネット」サイトマネージャは、それぞれの
画面に表示されたそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置の操作に関する情報と利
用可能な曲のリストとをデータベース内で収集する。
【０００６】
本発明のもう１つの固有の特徴によれば、第１組の画面群および／または第２組の画面群
内でオペレータによってなされる変更は、ファイルに記憶され、データベース言語に変換
されて、ホストサーバとそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置との間で通信が確
立されるやいなや、これらの組の画面群内で変更されたデータを更新し、かつ、その変更
に関係のあるそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置を更新する。
【０００７】
本発明のさらなる固有の特徴によれば、「インターネット」サイトマネージャが、オペレ
ータが管理するオーディオビジュアル情報再生装置へとそのオペレータのアクセスを制限
するように設計されたオペレータの認証手段を備える。
【０００８】
本発明のさらなる特徴によれば、第１組および第２組の画面群内の画面が、いくつかの選
択ボタンを備えたツールバーを備え、その選択ボタンは、第１または第２組の画面群内に
画面を表示するか、さもなければ、表示された画面上でなされた操作を確認する。
【０００９】
本発明のさらなる固有の特徴によれば、ツールバーの第１の選択ボタンが、オペレータに
よって選択されたオーディオビジュアル情報再生装置の場所に関する情報を表示する第１
のウィンドウと、第１のウィンドウに表示された情報を必要であれば更新するための入力
領域とを備えた第３の画面の表示を発生させる。
【００１０】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第２の選択ボタンが、いくつかの入力領域
を備えた、第２組の画面群の中の第４の画面を表示するのを始動し、それらの入力領域は
、曲を選択するための選択基準を定義するのに使用され、選択基準に合致する曲のリスト
は、まず最初に、オペレータによって入力フィールド内で選択された基準を含む要求がサ
イトマネージャによって送信されることにより、データベース内で収集され、次に、第４
の画面内のポップアップウィンドウに表示される。
【００１１】
本発明のさらなる固有の特徴によれば、第４の画面内のポップアップウィンドウで選択さ
れた曲の選択を確認することによって、選択された曲を識別する要素を含むいくつかの領
域と、オペレータによって管理されるオーディオビジュアル情報再生装置のリストを表示
するポップアップウィンドウと、サイトマネージャに要求を送信することによって、ポッ
プアップウィンドウ内でオペレータによって選択されたオーディオビジュアル情報再生装
置のために、選択された曲を購入することを確認する第１の選択領域と、再度、第４の画
面を表示する第２の選択領域とを備えた第５の画面を表示することが始動される。
【００１２】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第３の選択ボタンが、オペレータによって
選択されたオーディオビジュアル情報再生装置の使用に関する情報を含むいくつかのフィ
ールドと、オペレータによって選択されたオーディオビジュアル情報再生装置にダウンロ
ードされるべき曲のリストを含む第１のポップアップウィンドウと、このオーディオビジ
ュアル情報再生装置から削除されるべき曲のリストを含む第２のポップアップウィンドウ
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と、第１のポップアップウィンドウ内でオペレータによって以前に選択された１つまたは
複数の曲のダウンロードをキャンセルするのを始動する第１の選択領域と、第２のポップ
アップウィンドウ内でオペレータによって以前に選択された１つまたは複数の曲の削除を
キャンセルするのを始動する第２の選択領域とを備えた第６の画面を表示するのを始動す
る。
【００１３】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第４の選択ボタンが、オペレータによって
選択されたオーディオビジュアル情報再生装置の使用に関する統計情報を含むいくつかの
フィールドと、頻繁にかけられた上位の曲のリストを含む第１のポップアップウィンドウ
と、オペレータによって選択されたオーディオビジュアル情報再生装置で頻繁にかけられ
なかった下位の曲のリストを含む第２のポップアップウィンドウとを備えた第７の画面を
表示するのを始動し、この第７の画面は、さらに、第２のポップアップウィンドウ内でオ
ペレータによって選択された１つまたは複数の曲を削除するのを始動する選択領域を備え
る。
【００１４】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第５の選択ボタンが、それぞれの領域ごと
に料金を指定するのにオペレータが使用することのできる第１の入力領域群と、それぞれ
の料金ごとに、料金を支払った後に選択できる回数を指定するのに使用することのできる
第２の入力領域群とを備えた第８の画面を表示するのを始動する。
【００１５】
本発明のさらなる特徴によれば、第８の画面が、オペレータによって選択されたオーディ
オビジュアル情報再生装置のオーディオ再生手段の調整に必要なパラメータを指定、選択
、または、入力するのに使用されるいくつかの入力フィールドを備える。
【００１６】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第６の選択ボタンが、サイトマネージャに
よって管理されるインターネットサイトにオペレータが接続した時にオペレータによって
なされたすべての変更を表示するウィンドウと、第１のウィンドウに表示されたすべての
操作を確認するのを始動する第１の選択領域と、すべてのこれらの変更をキャンセルする
第２の選択領域とを備えた第９の画面を表示するのを始動する。
【００１７】
本発明のさらなる特徴によれば、第７の選択ボタンが、少なくとも１つの選択領域を備え
た第１０の画面を表示するのを始動し、この選択領域は、オーディオビジュアル情報再生
装置の特定の機能を動作状態または非動作状態にするのに使用することができる。
【００１８】
本発明のさらなる特徴によれば、ツールバーの第８のボタンが、オペレータによって管理
されるすべてまたは一部のオーディオビジュアル情報再生装置のデフォルト基本構成設定
を定義するのに使用される画面を表示するのを始動する。
【００１９】
本発明のさらなる特徴によれば、第２組の画面群が、オペレータが要求する曲のカテゴリ
ーが選択される第１のメニューと、オペレータが要求する曲のスタイルが選択される第２
のメニューと、オペレータが彼の選択を確認して、第２の画面を表示するのを始動する選
択領域とを含む画面を含み、その第２の画面は、オペレータによって選択された第１のカ
テゴリーおよびスタイル内の曲のリストを表示する第１のウィンドウと、第１のウィンド
ウ内のリスト内でオペレータによって選択された曲のリストを表示する第２のウィンドウ
と、オペレータが彼の選択を確認する選択領域とを備える。
【００２０】
本発明のさらなる特徴によれば、オペレータが有するすべてのジュークボックスで頻繁に
かけられた上位の曲の中から、あるいは、サーバによって管理されるすべてのジュークボ
ックスで頻繁にかけられた上位の曲の中から、あるいは、同一の決められたカテゴリーに
属するあらゆる支店に設置されたすべてのジュークボックスで頻繁にかけられた上位の曲
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の中から、表示される曲のリストが、データベース内で収集される。
【００２１】
本発明のさらなる特徴によれば、第２のウィンドウが、さらに、オーディオビジュアル情
報再生装置にすでに記憶されている曲のリストを備える。
【００２２】
本発明のさらなる特徴によれば、第３組の画面群が、オーディオビジュアル情報再生装置
によってかけられた曲のリストと、それぞれの曲がかけられた日付とを表示するウィンド
ウを備えた少なくとも１つの画面と、および／または、オーディオビジュアル情報再生装
置のスイッチがオンおよび／またはオフされた１つまたは複数の日付を表示するウィンド
ウと、オーディオビジュアル情報再生装置とホストサーバとの間の通信が中断した１つま
たは複数の日付を表示するウィンドウとを備えた少なくとも１つの画面とを備える。
【００２３】
本発明のさらなる特徴によれば、システムが、磁気記録システムまたは光学記録システム
を備え、それによって、オペレータによって選択された曲が、持ち運ぶことのできる磁気
媒体または光媒体、あるいは、好ましくは半導体を用いた固体電子メモリーに記録される
。
【００２４】
本発明のさらなる特徴によれば、曲が暗号化され、そして、持ち運ぶことのできる磁気媒
体または光媒体に圧縮された形式で記録され、その曲は、それがオーディオビジュアル情
報再生装置でかけられたときに、はじめて解凍および暗号解読される。
【００２５】
本発明のその他の特徴および利点が、添付の図面を参照して、以下の説明を理解すること
によってより明白となるであろう。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明によるオーディオビジュアル再生装置のためのリモート管理システムを詳細に説明
する前に、オーディオビジュアル再生装置の構成およびそれの動作モードについて説明す
ることは意義のあることである。
【００２７】
図３は、オーディオビジュアル情報再生装置の具体例を示す。この種の装置は、本出願人
によって提出された国際特許出願第ＷＯ９６／１２２５５号に詳細に記述されている。こ
のオーディオビジュアル情報再生装置は、決してそれに限定しないが、好ましくは、以下
に記述および参照されるハードウェア構成要素を使用する。
【００２８】
マイクロプロセッサを備えたシステムユニット１は、高性能ＰＣ互換システムであり、実
施時においては、少なくとも以下のメモリー手段および特性を備えたＩｎｔｅｌ　Ｐｅｎ
ｔｉｕｍ型システムが選択された。
－Ｖｅｓａローカルバスとの互換性
－プロセッサキャッシュメモリー：２５６ｋバイト
－ＲＡＭメモリー：３２Ｍバイト
－高性能シリアルポートおよびパラレルポート
－マイクロプロセッサ制御ＳＶＧＡ型グラフィックアダプタ
－ＳＣＳＩ／２型バスコントローラ
－電源自給型スタティックＲＡＭメモリー
本発明においては、同等かまたはそれ以上の性能を備えていれば、別のどのようなシステ
ムユニットを使用してもよい。
【００２９】
このシステムユニットは、サウンド制御回路５、通信制御回路４、入力制御回路３、大容
量記憶装置制御回路２、および、表示手段制御回路６を制御および管理する。表示手段は
、基本的には、ＳＶＧＡ型フラットスクリーン高解像度低放熱ノンインタレース方式ビデ
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オモニター６２から構成される。これは、画像（例えば、選曲のためのアルバムカバー）
を再生し、グラフィックおよびビデオクリップを表示するのに使用されるモニターである
。
【００３０】
高速かつ大容量のＳＣＳＩ型ハードディスクを用いた記憶モジュール２１は、メモリー手
段の一部を構成し、マイクロプロセッサ装置内にすでに存在しているメモリー手段に結合
される。これらのモジュールは、オーディオビジュアル情報の記憶装置として使用される
。
【００３１】
速度が２８．８ｋｂｐｓの高速通信モデムアダプタ４１が含まれ、ホストサーバによって
制御されるオーディオビジュアル情報配信ネットワークとのリンクを確立する。
【００３２】
選曲されたオーディオ情報を再生するために、システムは、多くの入力源を受け入れるよ
うに設計されかつＣＤ（コンパクトディスク）型の音質を提供する拡声器５４を備え、例
えば、サウンドカードなどのマイクロプロセッサマルチメディアオーディオアダプタのよ
うなミュージックシンセサイザ型電子回路５に接続された同調増幅器５３からの信号が、
この拡声器５４へ入力される。
【００３３】
オーディオビジュアル再生装置は、「最先端表面波技術」を用いたガラスコーティングパ
ネルを含むタッチスクリーン３３と、ＡＴ型バスコントローラとを管理する入力コントロ
ーラ回路３を備える。このタッチスクリーンは、客が使用する様々な選択情報およびシス
テム管理者または所有者が使用する注文および管理のための制御情報を、ビデオモニター
ディスプレイ６２またはテレビスクリーン６１上で選択するのに使用されてもよい。この
タッチスクリーンは、また、保守のために、システムに接続することのできる外部キーボ
ード３４と組み合わせて使用され、システムは、そのために、インタフェース回路３を介
してキーロック３２によって制御されるキーボードコネクタを備える。
【００３４】
さらに、料金支払装置３５が、入力インタフェース回路３に接続される。硬貨、チケット
、通票（ｔｏｋｅｎ）、スマートカード、または、それらの支払手段の組み合わせによる
あらゆる支払方法を受け入れることができれば、その他のどのような装置を使用してもよ
い。
【００３５】
システムは、スチールフレームまたはラックの中に据え付けられる。
【００３６】
これらの構成要素に加えて、コードレスマイクロホン５５が、オーディオコントローラ５
に接続され、オーディオコントローラを、強力な拡声装置および放送装置に変え、場合に
よっては、カラオケ装置に変える。システムは、コードレス拡声器からなるシステムを使
用してもよい。
【００３７】
装置内のオペレーティングソフトウェアは、マルチメディア分野におけるオーディオビジ
ュアル領域のために特別に設計されたツールおよびサービスのライブラリを中心にして生
成されたものである。このライブラリは、好都合には、複数のコードフラグメントを同時
に実行するのを効率的に可能にする高性能マルチタスクオペレーティングシステムを含む
。このオペレーティングソフトウェアによって、複数のコードフラグメントを並行に順序
正しく実行することができるので、表示手段、オーディオ再生手段、および、配信ネット
ワークを介した通信リンクの管理手段で実行される動作がお互いに競合するのを避けるす
ることができる。さらに、このソフトウェアは、きわめて柔軟性がある。
【００３８】
オペレーティングシステムは、第１の起動モジュール７を含む複数のモジュールに分割さ
れ、この第１の起動モジュール７は、それ自身が、第１のメインプログラムモジュール「
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ＪＵＫ．ＥＸＥ」７０と、その第１のメインプログラムモジュール７０に動的にリンクさ
れ、かつ、第１のメインプログラムモジュール７０に依存する第２のモジュール７１とに
再分割され、第１のメインプログラムモジュール「ＪＵＫ．ＥＸＥ」７０は、メモリーを
検査し、かつ、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ
）を動作させるのに必要な最低限の数のオブジェクトが存在するかどうかを検査し、そし
て、第２のモジュール７１は、「ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬ」モジュールからなる。この
第２のモジュール７１の機能は、Ｃ言語ライブラリを含み、かつ、メインタスクを実行す
ることである。
【００３９】
オペレーティングシステムのアーキテクチャは、様々なタスクを、動的リンクによってお
互いに結合されたソフトウェアモジュールに、あるいは、オペレーティングシステムの他
の部分との主依存リンクを提供する実行可能サブプログラムからなるソフトウェアモジュ
ールに分散することからなる。それぞれのモジュールは、属性の中に記述されたいくつか
の依存レベルに基づいて編成されたオブジェクトファイルまたは動的リンクライブラリか
らなる。オブジェクトまたはライブラリの属性は、以下でＰＡＲＳＥＲモジュールについ
て説明するように、オブジェクトファイルまたはライブラリのバージョン番号および他の
オブジェクトファイルに対する依存関係を示す。それぞれの属性は、そのモジュールに割
り当てられたレベルを示す。したがって、ＪＵＫ．ＥＸＥモジュール７０は、ＪＵＫＥＣ
ＯＲＥ７１、ＴＬＳ７２、ＣＲＤＥ７３、ＧＦＸ７４、ＷＤＬＬ７５、ＪＥＥＰ９、ＴＥ
ＬＥＣＯＭ１０などのモジュールよりもレベルが高く、しかも、ＴＥＬＥＣＯＭモジュー
ル１０は、ＪＥＥＰモジュール９に依存し（リンク９１０を参照）、したがって、ＴＥＬ
ＥＣＯＭ１０は、ＪＥＥＰ９よりも低いレベルにある。
【００４０】
同様に、ＪＥＥＰ９のレベル（リンク７５９を参照）は、ＷＤＬＬモジュール７５のレベ
ルよりも低い。なぜなら、ＪＥＥＰ９は、ＷＤＬＬ７５に依存しているからであり、また
、ＴＬＳ（リンク７２５）は、ＷＤＬＬ７５よりもレベルが高い。これに対して、ＴＬＳ
およびＧＦＸは、レベルが同じであってもよい。メインタスクは、プログラムコアである
「ＣＲＤＥ．ＤＬＬ」モジュール７３を初期化またはロードし、グラフィック管理モジュ
ール（ＧＦＸ）７４を初期化またはロードし、ライブラリロードモジュール（ＷＤＬＬ．
ＤＬＬ）７５を初期化またはロードし、通信タスクのテレコムモジュール（ＤＬＬ）１０
をロードし、オーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）に必要な通
信、時刻、暗号解読などのあらゆる処理を含むＴＬＳ．ＤＬＬモジュール７２をロードし
、インテグリティサーバタスク、ロード要求タスク、および、サーバとの対話を実行する
ＪＥＥＰ（Ｊｕｋｅ　Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ジュ
ーク実行交換プロトコル））プログラムのライブラリを初期化またはロードし、メインタ
スクとしてプログラム８０（ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬ）を起動するように設計されたモジュ
ール（ＪＵＫＥＣＯＲＥ）からなる。主要なジュークボックスアプリケーションタスクは
、（ＷＤＬＬ）の中の必要な動的リンクライブラリのバージョンを検査し、それらをロー
ドし、あるいは、ファイル転送を実行するためにテレコムタスクモジュールをコールする
ように設計されたローダープログラムライブラリを含むモジュール（ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬ
Ｌ）からなる。ＷＤＬＬ．ＤＬＬモジュールは、（ＤＬＬ．ＤＥＦＡＵＬＴ）ファイルの
中の操作に必要な最低限のバージョンに関するリストと、ライブラリ（ＬＩＢＲＡＲＹ）
（ＤＬＬ、ＤＪＬ）かまたはオブジェクトファイル（ＤＪＯ）によって表現されるすべて
の機能に関するリストとからなる。それぞれのオブジェクトまたはライブラリは、オブジ
ェクトまたはライブラリが必要とするすべての機能に関するリストと、バージョン番号お
よび依存関係とを含む。ＷＤＬＬモジュールは、すべての新しいモジュールを管理し、お
互いの依存関係を制御し、ダウンロードされたモジュールが異なる依存関係を有していな
いこと、および、要求されたバージョンでロードされたことを検査する。オーディオビジ
ュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）に固有のアプリケーション部分８は、Ｓ
ＩＬＯＡＤによってロードおよび実行されかつ以下の表示ウィンドウを定義する、いくつ
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かのモジュールを備える。すなわち、
－マウス信号またはタッチスクリーン信号を処理するためのモジュール８１、
－オブジェクトと様々な他のモジュールとの間で交換されるメッセージを処理するための
モジュール８２、
－ディスクファイル管理モジュールＦＩＬ．ＤＪＬ８３、
－ディスクファイル読み出し／書き込みモジュールＦＩＬＩＯ．ＤＪＬ８４、
－タッチスクリーン、サウンドカード、硬貨投入装置処理インタフェースなどの機器によ
って生成されるすべてのイベントを監視するためのモジュールＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬ８
５。
【００４１】
ＳＩＬＯＡＤは、端末タスクに固有のモジュール、すなわち、上に列挙したすべてのＤＪ
Ｌモジュールおよびジュークボックスライブラリモジュール８７をロードするのを管理す
る。ジュークボックスライブラリモジュール８７は、ミキサー（ｍｉｘｅｒ）および購入
などのオブジェクトを管理するＷＯＢＪＥＣＴ８７０と、カーソル移動を管理するＷＣＵ
ＲＳＯＲモジュール８７１と、データベースを管理するＤＢＭＡＰＩモジュール８７２と
、あらゆる種類のフォントを管理するＷＦＯＮＴＳモジュール８７３と、スクリプトから
開始して画面を解析および生成し、かつ、「ＧＲＡＭＭＡＲ．ＤＪＬ」モジュール８７６
および言語内の単語の機能を割り当てる字句解析モジュールである「ＬＥＸＹ．ＤＪＬ」
モジュール８７５を用いて文法を検査するＰＡＲＳＥＲモジュール８７４（構文解析プロ
グラム）とを用いて構築される。ＰＡＲＳＥＲモジュール８７４は、それのファイルヘッ
ダーに以下の情報を含む。すなわち、

すべてのモジュールおよびすべてのライブラリ（ＤＪＯ、ＤＬＬ、ＤＪＬ）は、ＰＡＲＳ
ＥＲモジュール内の情報に類似する情報を含み、この情報は、バージョンおよび依存関係
において必要なものを決定する。
【００４２】
したがって、ＰＡＲＳＥＲモジュールは、ＬＥＸＹのバージョン４、ＧＲＡＭＭＡＲのバ
ージョン５を必要とし、もしそれ以外のバージョンであれば、システムは、それを実行す
ることができない。図４において様々なモジュールをお互いに接続する二重矢印は、様々
なファイルがロードされる順序を示す。したがって、上述したように、まず最初に、ＪＵ
ＫＥ．ＥＸＥをロードし、それに続いて、ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬをロードしなければ
ならず、それによって、ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬからＧＦＸ．ＤＬＬ、ＴＬＳ．ＤＬＬ
、ＷＤＬＬ．ＤＬＬ、ＪＥＥＰ．ＤＬＬ、ＴＥＬＥＣＯＭ．ＤＬＬ、ＣＲＤＥ．ＤＬＬ、
および、ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬをロードすることができる。
【００４３】
一重矢印は、ファイル間の依存関係を示す。したがって、矢印９１は、ＤＪＬファイル、
具体的には、ＤＢＭＡＰＩが、ＣＲＤＥ．ＤＬＬに依存していることを示す。矢印９３は
、ＤＪＯファイルが、ＷＯＢＪＥＣＴ．ＤＪＬモジュールに依存していることを示す。Ｗ
ＯＢＪＥＣＴ．ＤＪＬモジュール自身は、ＦＩＬＩＯ．ＤＪＬモジュールに依存している
。矢印９２ａは、ＤＢＭＡＰＩ．ＤＪＬがＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬに依存していることを
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示し、矢印９２ｂは、ＤＢＭＡＰＩ．ＤＪＬがＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪＬに依存している
ことを示す。矢印９８は、ＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬがＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪＬファイル
に依存していることを示す。ＷＭＥＳＳＡＧＥは、ＭＯＵＳＥ．ＤＪＬファイルに依存し
、ＦＩＬＩＯ．ＤＪＬは、ＦＩＬ．ＤＪＬファイルに依存している。ＸＣＰ．ＤＪＬファ
イルは、矢印８５６によって示されるように、ＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬに依存し、また、
矢印８２６によって示されるように、ＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪＬに依存している。ＪＨＡ
ＮＤＬＥＲファイルは、矢印９７によって示されるように、ＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪＬに
依存し、また、矢印９６によって示されるように、ＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬに依存してい
る。ＳＩＬＯＯＰ．ＤＬＬファイルは、矢印９５によって示されるように、ＪＳＴＲＵＣ
Ｔ．ＤＪＬに依存し、また、矢印９４によって示されるように、ＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪ
Ｌに依存している。ＴＥＬＥＣＯＭ．ＤＬＬファイルは、矢印９１０によって示されるよ
うに、ＪＥＥＰ．ＤＬＬに依存し、ＪＥＥＰ．ＤＬＬは、矢印９５９によって示されるよ
うに、ＷＤＬＬ．ＤＬＬに依存している。ファイルＷＤＬＬ．ＤＬＬは、矢印７２５によ
って示されるように、ＴＬＳ．ＤＬＬに依存している。同様に、矢印８９ｃは、ＧＲＡＭ
ＭＡＲ．ＤＪＬがＬＥＸＹ．ＤＬＬに依存していることを示し、矢印９９ｂは、ＬＥＸＹ
．ＤＪＬがＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬＬに依存していることを示す。したがって、上述したよ
うに、ＰＡＲＳＥＲは、実行するのにＬＥＸＹおよびＧＲＡＭＭＡＲを必要とし、バージ
ョン１のＰＡＲＳＥＲは、バージョン４のＬＥＸＹ．ＤＪＬおよびバージョン５のＧＲＡ
ＭＭＡＲ．ＤＪＬを使用する。同様に、ＷＯＢＪＥＣＴ．ＤＪＬは、矢印９９ａによって
示されるように、ＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬに依存している。したがって、すべてのモジュー
ルと、すべての．ＤＪＯ、．ＤＬＬ、および、．ＤＪＬライブラリとは、所定のモジュー
ルが依存する様々なモジュールのバージョン要件を定義するＰＡＲＳＥＲモジュール内の
情報に類似する情報を含む。また、この情報は、図４に矢印で示されるように、モジュー
ルの他のモジュールに対する依存関係を提供する。
【００４４】
さらに、ＳＩＬＯＡＤライブラリロードモジュールは、イベント待ちループであるＳＩＬ
ＯＯＰ．ＤＬＬモジュール９０をロードまたは実行する。モジュール群８８は、ジューク
ボックス型端末モニター上のウィンドウ表示のウィンドウを管理するために含まれなけれ
ばならないファイルのリストを含む。
【００４５】
このオブジェクトのリストは、以下のものから構成される。すなわち、
・モニター上のメインページを定義する「ＷＰＳＣＲＥＥＮ．ＤＪＯ」オブジェクトファ
イル８８３、
・利用可能な画面の数を決定するのに使用され、それによって、このメインページ上に複
数のウィンドウまたは画面を表示する「ＷＳＣＲＥＥＮ」オブジェクトファイル８８１、
・それが画面上で使用する画像を決定および定義する「ＷＩＭＡＧＥ．ＤＪＯ」オブジェ
クトファイル８８０、
・画像が動画化される場合の動画を定義する「ＷＡＮＩＭ．ＤＪＯ」オブジェクトファイ
ル８８２、
・ＰＣＴ出願第ＷＯ９６／１２２５８号に記載されるグラフィックインタフェースで使用
される制御ボタンのようなメインページ画面上で使用されるボタンを定義および管理する
「ＷＢＵＴＴＯＮ．ＤＪＯ」オブジェクトファイル８８５、
・オブジェクト上に書き込むのに使用されるラベルを生成する「ＷＬＡＢＥＬ．ＤＪＯ」
オブジェクトファイル８８４、
・垂直方向にスクロールする表示領域を定義する「ＷＳＣＲＯＬＬＥＲ．ＤＪＯ」オブジ
ェクトファイル８８６。
【００４６】
「ＪＨＡＮＤＬＥＲ」ライブラリは、画面の所定の使用法を定義するのに使用され、した
がって、どのインタフェースが、上述のモジュールによって定義された様々なオブジェク
トとのリンクを提供するかを決定する。
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【００４７】
「ＸＣＰ」ライブラリ内のモジュール８６は、紙幣受領システム、または、硬貨またはス
マートカード支払装置などの支払タスクを管理するのに使用され、また、ユーザの秘密コ
ードを記憶するための集積回路であるＩＢＵＴＴＯＮの中に基本情報を保存するのにも使
用される。
【００４８】
図１は、本発明によるシステムのブロック構成図を示す。従来技術によれば、それぞれの
オーディオビジュアル再生装置（１００．１～１００．ｎ）は、例えば、電話網３０に接
続されたモデムのようなそれの通信手段を介して、ホストサーバ１０と通信を行う。この
ために、ホストサーバ１０は、例えば、電話網に接続された少なくとも１つのモデムのよ
うな通信手段１２１および１１１を備える。また、ホストサーバ１０は、それぞれのオー
ディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の操作に関するすべての情報
、すなわち、オーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の操作パラ
メータと、それの識別番号と、オーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００
．ｎ）に記憶されている曲のリストと、オーディオビジュアル再生装置（１００．１～１
００．ｎ）の管理に責任を有するオペレータとを含むデータベース１１を備える。また、
このデータベースは、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１０
０．ｎ）の使用、すなわち、かけられた曲のリストおよびそれぞれの曲がかけられた日付
と、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の使用中
に発生したすべての出来事のリストおよび日付、とりわけ、それのスイッチを入れたとき
に発生した出来事のリストおよび日付と、通信の中断と、入れられたお金を支払手段が拒
絶した回数とに関する統計も含む。同様に、データベースは、ホストサーバメモリー手段
１０内に記憶された利用可能な曲のリスト、これらの曲を再生するのに必要なオーディオ
ビジュアル情報、および、オーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ
）ごとにオペレーティングシステムをインストールするのに必要な環境設定ツールを備え
る。データベース１１に含まれるすべての情報は、通信によって、電話網およびオーディ
オビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）ごとのモデムおよびデータベース
のモデムまたはホストサーバ１０のモデムを介したそれぞれのオーディオビジュアル情報
再生装置（１００．１～１００．ｎ）との例えば定期的な通信を行うことによって更新さ
れる。
【００４９】
ここで、図５および図６Ａ～図６Ｆを参照して、本発明による管理システムで使用される
例としてのデータベース１１について説明する。データベース１１内のこの情報のすべて
は、アレイの形態で記憶される。それぞれのアレイは、オーディオビジュアル情報再生装
置（図１の１００．１～１００．ｎ）のテーマ、構造、または、特定の機能に関する情報
を含む。情報のそれぞれの項目は、データベース１１の中のアレイ内に含まれる引数によ
って識別される。一つのアレイ内の情報が、他のアレイにリンクされてもよい。少なくと
も１つの引数が２つのアレイに共通する場合に、このリンクが確立される。
【００５０】
本発明によれば、データベース１１は、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）に直接に関係する情報、例えば、それの動作状態（図６ＡのＪＵＫ
＿ＳＴＡＴＵＳ）、それの識別番号（図６ＡのＪＵＫ＿ＩＤ）、または、利用可能メモリ
ー空間（図６ＡのＪＵＫ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥ＿ＳＰＡＣＥ）のような情報を表現する第
１の少なくとも１つのアレイ群（図５、図６Ａ、および、図６Ｅの１１０１）を備える。
アレイ（１１０１）内のそれぞれの行は、このアレイ内でそれの識別番号（図６ＡのＪＵ
Ｋ＿ＩＤ）によって識別されるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～
１００．ｎ）に関する情報を表現する。
【００５１】
この第１のアレイ群１１０１は、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１
～１００．ｎ）を中心にして考えてもよいハードウェアおよびソフトウェア構成要素に関
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する情報を表現する、少なくとも１つの第２のアレイ群（図５、図６Ｂ、および、図６Ｄ
の１１０２）に関係する。この第２のアレイまたはこれらの複数の第２のアレイ（図５、
図６Ｃ、および、図６Ｄの１１０２）は、とりわけ、プログラム定義テーブル（図６Ｄの
ＰＲＯＧＲＭ＿ＤＥＦ）内に、名前（図６ＤのＰＧＤ＿ＮＡＭＥ）を備え、あるいは、構
成要素テーブル（図６ＡのＣＯＭＰＯＮＥＮＴ）、構成要素定義テーブル（図６ＢのＣＯ
ＭＰＯＮＥＮＴ＿ＤＥＦ）、構成要素アップグレードテーブル（図６ＢのＣＯＭＰＯＮＥ
ＮＴ＿ＵＰＧＲＡＤＥ）、および、機器テーブル（図６ＢのＦＩＲＭＷＡＲＥ）内に、名
前（図６ＢのＣＯＤ＿ＩＤ）、それぞれのソフトウェアまたはハードウェア構成要素のバ
ージョン（図６ＢのＰＧＭ＿ＶＥＲＳＩＯＮ）、および、インストール日付（図６ＢのＰ
ＧＭ＿ＲＥＬＥＡＳＥ＿ＤＴ）を備える。第２のアレイ（図６Ｂの１１０２）内のそれぞ
れのテーブルは、ソフトウェアまたはハードウェア構成要素に対応する。第２のアレイ群
（図６Ｂの１１０２）内の少なくとも１つのテーブルと第１のアレイ群（図５および図６
Ａの１１０１）との間のリンクは、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．
１～１００．ｎ）の番号を用いてなされる。したがって、このリンクを使用すれば、オー
ディオビジュアル情報再生装置番号（図１の１００．１～１００．ｎ）を含むテーブルが
ないかどうか所定の番号によってそれぞれの第２のアレイ群内を探索することによって、
オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）のすべてのソフト
ウェアおよびハードウェア構成要素を知ることができる。
【００５２】
また、第１のアレイ群（図５、図６Ａ、および、図６Ｃの１１０１）は、オーディオビジ
ュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の構成設定に関する情報を表現す
る第３のアレイ群（図６Ａおよび図６Ｃの１１０３のＪＵＫＥ＿ＸＸおよびＩＢ＿ＸＸＸ
）に関係する。第３のアレイ群（図６Ａの１１０３）内の第１のグループのテーブル（Ｉ
Ｂ＿ＸＸＸ）は、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）
のすべての操作パラメータを含み、第３のアレイ群１１０３内の第２のグループのテーブ
ル（ＪＵＫＥ＿ＸＸＸ）は、それぞれのジュークボックスを、第３のアレイ群（１１０３
のＩＢ＿ＸＸＸ）の中の第１のグループのパラメータのテーブルに含まれる所定のパラメ
ータ群に関係づける。操作パラメータには、テーブル（図６ＡのＪＵＫ＿ＭＩＸＡＧＥ）
内でジュークボックスごとに定義された増幅器の音量を制御するパラメータが含まれ、ま
た、テーブル（図６ＡのＩＢ＿ＭＩＸＡＧＥ）内ですべてのジュークボックスに対して定
義されたパラメータ、選曲ごとに支払われるべき料金（図６ＣのＩＢ＿ＴＵＮＥ＿ＣＯＳ
ＴおよびＪＵＫ＿ＴＵＮＥ＿ＣＯＳＴ）に関するパラメータ、サーバ（図１の１０）との
通信リンクパラメータ（図６ＣのＪＵＫ＿ＩＳＰ）、あるいは、もしあれば、オーディオ
ビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）をリモート制御するための操
作パラメータも含まれる。これらのパラメータは、テーブル（図６ＣのＪＵＫ＿ＲＥＭＯ
ＴＥ＿ＣＯＮＴＲＯＬ）内でジュークボックスごとに定義され、すべてのジュークボック
スに対するすべてのリモート制御操作パラメータは、テーブル（図６ＣのＩＢ＿ＲＥＭＯ
ＴＥ＿ＣＯＮＴＲＯＬ）内で定義され、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）は、そのたびに、第３のアレイ群１１０３内のテーブル（図６Ｃの
ＪＵＫ＿ＴＵＮＥ＿ＣＯＳＴ、ＩＢ＿ＴＵＮＥ＿ＣＯＳＴ、ＪＵＫ＿ＲＥＭＯＴＥ＿ＣＯ
ＮＴＲＯＬ、および、ＩＢ＿ＲＥＭＯＴＥ＿ＣＯＮＴＲＯＬ）に関係づけられる。テーブ
ル内のそれぞれの行は、所定の番号（図６ＡのＪＵＫ＿ＩＤ）によって、オーディオビジ
ュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）ごとの操作パラメータを記憶する
。第１のアレイ群と第３のアレイ群１１０３との間のリンクは、例えば、オーディオビジ
ュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の識別番号を用いてなされてもよ
い。したがって、このリンクを用いることによって、サーバ１０は、決定されたオーディ
オビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の番号（ＪＵＫ＿ＩＤ）を
含むテーブルがないかどうかそれぞれの第３のアレイ群１１０３内を探索し、そして、検
出基準に合致するパラメータ群がないかどうかそれらのテーブルの行内を探索することに
よって、所定の番号を備えたオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１
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００．ｎ）のすべての操作パラメータを見つけ出すことができる。同様に、ジュークボッ
クスからメッセージが受信されたとき、サーバは、第３のアレイ群１１０３に含まれる情
報を更新することができる。これは、データベース内に含まれる情報を更新しなければな
らないかどうかを判定するために、ジュークボックスがサーバとの通信を開始するやいな
や受信したメッセージを処理するサーバによってなされる。メッセージが物理的パラメー
タの変更に関する情報を含んでいれば、サーバは、新しいテーブルを追加し、あるいは、
第３のアレイ群１１０３内の関係するテーブルの行の内容を変更することによって、供給
された値に置き換える。
【００５３】
また、第１のアレイ群（図５および図６Ａの１１０１）は、オーディオビジュアル情報再
生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に記憶された曲に関する情報を表現する第４の
アレイ群（図５および図６Ａの１１０４のＳＯＮＧ）にも関係する。それぞれの曲は、固
有の番号（図６ＡのＣＬＴ＿ＩＤ）によって識別される。第４のアレイ群１１０４の中の
テーブル内のそれぞれの行は、テーブルの先頭にあるオーディオビジュアル情報再生装置
（図１の１００．１～１００．ｎ）の番号（図６ＡのＪＵＫ＿ＩＤ）によって識別される
オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に記憶された曲を
表現する。ジュークボックスからメッセージが受信されると、サーバは、第４のアレイ群
１１０４内に含まれる情報を更新することができる。これを実行するために、ジュークボ
ックスがサーバとの通信を確立するやいなや、サーバは、受信メッセージを処理して、メ
ッセージが曲のリストに特有の情報を含んでいるかどうかを判定し、データベース内に含
まれる情報を更新する必要があるかどうかを決定する。メッセージが、ジュークボックス
内に含まれる曲のリストの変更に関する情報を含んでいれば、サーバは、ジュークボック
スがまだ登録されていなければ、新しいテーブルを追加し、あるいは、そのジュークボッ
クスに対応するテーブル内の受信された変更に対応する行を変更、すなわち、１つまたは
複数の曲を削除するか、あるいは、１つまたは複数の新しい曲を、ジュークボックスで利
用可能な曲のリストに追加する。
【００５４】
曲識別番号（図６ＡのＣＬＴ＿ＩＤ）を介して第４のアレイ群（図６Ａの１１０４のＳＯ
ＮＧ）に関係する第５のアレイ群（図６Ｂの１１０５のＣＡＴＡＬＯＧＵＥ）は、データ
ベース内のそれぞれの曲の記述を備える。第５のアレイ群（図６Ｂの１１０５）内のそれ
ぞれのテーブルは、データベース１１内の曲の記述を表現する。この第５のテーブル１１
０５は、具体的には、曲が、オペレータの要求によって、オーディオビジュアル情報再生
装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロード可能かどうかを決定するのに使用
される。とりわけ、曲は、その曲をコピーおよび再生することに関する契約を結んでいな
ければ利用できない。これらの契約が結ばれていない場合、曲は、データベースに存在し
ていても、ジュークボックスにダウンロードすることはできない。第１のアレイ群１１０
１と第４のアレイ群１１０４との間のリンクは、オーディオビジュアル情報再生装置（図
１の１００．１～１００．ｎ）の番号（図６ＡのＪＵＫＥ＿ＩＤ）を介してなされる。し
たがって、サーバは、まず最初に、所定の番号によって、オーディオビジュアル情報再生
装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に記憶されたすべての曲の識別番号（図６ＡのＣ
ＴＬ＿ＩＤ）を決定することができる。そして、次に、サーバは、第４のアレイ群１１０
４と第５のアレイ群１１０５との間のリンクを介して、それの番号（ＪＵＫ＿ＩＤ）によ
って決まるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に存在
するいかなる曲の名前（図６ＢのＣＴＬ＿ＳＯＮＧ＿ＮＡＭＥ）をも具体的に決定するこ
とができる。
【００５５】
また、第４のアレイ群（図５および図６Ａの１１０４）は、特定のグループのテーブルに
よって決められる１つまたは複数の曲をダウンロードするのを禁止するために、オペレー
タが使用することのできるフィルタに関する情報を表現する第６のアレイ群（図６Ｂの１
１０６）にも関係する。１つの曲（または、複数の曲）は、その１つの曲（または、複数
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の曲）の識別番号（図５および図６ＢのＦＬＴ＿ＣＡＴＡＬＯＧＵＥ）によって識別され
る特定のテーブルの第１のグループによって、その１つの曲（または、複数の曲）のアー
ティストの識別番号（図５および図６ＢのＦＬＴ＿ＡＲＴＩＳＴ）によって識別される特
定のテーブルの第２のグループによって、その１つの曲（または、複数の曲）を出版した
会社の識別番号（図５および図６ＢのＦＬＴ＿ＬＡＢＥＬ）によって識別される特定のテ
ーブルの第３のグループによって、あるいは、その１つの曲（または、複数の曲）が属す
るカテゴリーの識別番号（図６ＢのＦＬＴ＿ＣＡＴＥＧＯＲＹ）によって識別される特定
のテーブルの第４のグループによって識別される。第６のアレイ群１１０６内のテーブル
のそれぞれのグループは、曲、アーティスト、ディスク出版社、または、カテゴリーに対
する所定のフィルタを表現する。また、第６のアレイ群１１０６内のテーブルの１つ（図
５および図６ＢのＪＵＫ＿ＦＩＬＴＥＲ）は、第１のアレイ群１１０１にもリンクされ、
それぞれのテーブル（ＪＵＫＥＢＯＸ、１１０１）内の所定のジュークボックス識別子（
ＪＵＫ＿ＩＤ）に対応するフィルタ識別番号（ＪＵＦ＿ＩＤ）によってそれぞれのジュー
クボックスに割り当てられたフィルタの記述（図６ＢのＪＵＫ＿ＤＥＳＣ）を備える。ま
た、第１のアレイ１１０１は、フィルタ番号（ＪＵＦ＿ＩＤ）に対応する引数を含む。し
たがって、所定のジュークボックスのフィルタは、フィルタの（ＪＵＦ＿ＩＤ）を含む１
つのテーブル（または、複数のテーブル）がないかどうか第６のアレイ群１１０６内を探
索することによって定義される。同様に、オペレータは、同一のフィルタ番号を１つまた
は複数のオーディオビジュアル情報再生手段（図１の１００．１～１００．ｎ）に割り当
てることができる。
【００５６】
さらに、第１のアレイ（図５および図６Ａの１１０１）は、オーディオビジュアル情報再
生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）のオペレータに関する情報を表現する第７のア
レイ（図６Ａの１１０７）に関係する。具体的には、この情報は、テーブル（図６ＡのＯ
ＰＥＲＡＴＯＲ）内にオペレータ識別子（図６ＡのＯＰＥ＿ＩＤ）を備える。第８のアレ
イ群１１０８内のそれぞれのテーブルは、各所定のオペレータに対応する。第１のアレイ
群１１０１と第８のアレイ群１１０８との間の関係は、オペレータの識別子と、（図６Ａ
のＯＰＥ＿ＩＤおよびＪＵＫ＿ＩＤの）組み合わせを含むテーブル（図６ＡのＪＵＫＥＢ
ＯＸ＿ＬＯＣＡＴＩＯＮ）を通る経路（ｐａｓｓｅｓ）とを用いて生成されるので、装置
に向かって逆に辿ることができる。したがって、この関係は、具体的には、特定のオペレ
ータが管理に責任を有するオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１０
０．ｎ）の番号を決定するのに役立つ。
【００５７】
さらに、第１のアレイ群（図６Ａの１１０１）は、オーディオビジュアル情報再生装置（
図１の１００．１～１００．ｎ）のログに関する情報を表現する第８のアレイ群（図６Ａ
および図６Ｅの１１０８）にも関係する。この情報は、実際には、それぞれのオーディオ
ビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）で発生するすべてのイベント
を表現し、具体的には、曲がかけられるたびに、情報が、ジュークボックスに入力され、
第８のアレイ群（図６Ａの１１０８のＰＬＡＹ＿ＬＯＧ）内のテーブルに収容するために
、それぞれのジュークボックスは、定期的に、それ自身がサーバ１０と連絡する。同様に
、ある額のお金がオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）
に投入されるたびに、新しい項目の情報が、ジュークボックスに入力され、この情報は、
すべて、サーバ１０のデータベース１１内の第８のアレイ群に属する別のテーブル（図６
ＡのＳＹＳＴＥＭ＿ＬＯＧ）内に収容される。具体的には、これらのテーブル内に収集さ
れた情報は、曲を歌っているアーティストに支払われるべき料金を計算するのに使用され
、また、一日、一週間、または、所定の期間に、決められたオーディオビジュアル情報再
生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）でどんな曲がかけられたかを正確に把握するの
に使用される。例えば、料金計算に関する情報は、第８のアレイ群１１０８に関係する第
９のアレイ群１１０９内にまとめられる。
【００５８】
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さらに、第１のアレイ群（図５および図６Ａの１１０１）は、決められた少なくとも１つ
のオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）へ送信される命
令に関する情報を表現する第１０のアレイ群（図６Ｆの１１１０）にも関係する。第１０
のアレイ群（図６Ｆの１１１０）内の少なくとも１つのテーブル（図６ＦのＩＮＳＴＲＵ
ＣＴＩＯＮ＿ＤＥＦ）は、命令の記述を備える。同様に、第１のアレイ群１１０１と第１
０のアレイ群（図６Ｆの１１１０）との関係は、オーディオビジュアル情報再生装置（図
１の１００．１～１００．ｎ）の識別番号を用いてなされる。したがって、決められたオ
ーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）を対象にしたすべて
の命令を収集することができる。例えば、これらの命令は、オーディオビジュアル情報再
生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にインストールされた少なくとも１つのソフト
ウェア（図６ＦのＩＮＳ＿ＳＯＦＴＷＡＲＥ）を更新すること、オーディオビジュアル情
報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）のオペレータによって注文された新しい曲
（図６ＦのＩＮＳ＿ＣＡＴＡＬＯＧＵＥおよびＩＮＳ＿ＡＬＢＵＭ）をダウンロードする
こと、あるいは、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）
の操作パラメータ（図６ＦのＩＮＳ＿ＩＢＵＴＴＯＮ）を変更することであってもよい。
第１１のテーブル１１１１内に記憶された命令が、サーバ１０との通信を確立したばかり
のオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）によって、使用
されるべきかどうかを検査するために、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）がサーバ１０との通信を確立したとき、この第１０のアレイ群１１
１０が、サーバ１０によって体系的に読み出される。
【００５９】
再び、図１に示される本発明によるシステムを参照すると、サーバは、さらに、「インタ
ーネット」サイトマネージャ１２を備える。「インターネット」サイトは、データベース
からの情報を用いていくつかの画面を組み立てるのに使用され、それによって、オペレー
タは、例えばモデム２１および「インターネット」接続を備えたパーソナルＰＣコンピュ
ータのようなコンピュータ２０を使用し、これらの画面内の利用可能な機能にアクセスす
ることができる。具体的には、まず第１に、データベース１１に記憶され、かつ、少なく
とも１つのオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の操作に関係
する情報を調べるために、第２に、少なくとも１つのオーディオビジュアル情報再生装置
（１００．１～１００．ｎ）のいくつかの設定を変更するために、そして、第３に、少な
くとも１つのオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）にある曲の
リストを変更するために、様々な画面を使用することができる。
【００６０】
このことを実施するために、「インターネット」サイトマネージャ１２は、要求を用いて
、データベース１１と通信を行い、それによって、画面に表示される情報は、データベー
ス１１内の情報に対応する。第２に、サイトマネージャ１２によって送信される要求は、
データベース１１内の情報を変更するために提供されてもよい。例えば、使用される要求
は、ＳＱＬ言語で記述されたものである。
【００６１】
「インターネット」サイトマネージャ１２は、以下のように動作する。サイトマネージャ
１２は、電話網に接続されたモデム１２１および１４１のような通信手段を介して、イン
ターネットに特有のＴＣＰ／ＩＰ通信プロトコルを用いて、インターネットサービスプロ
バイダのサーバ１４と通信を行う。サービスプロバイダのサーバ１４によって、オペレー
タは、サイトマネージャ１２によって組み立てられた画面をオペレータのコンピュータ２
０のモニター上に表示することができ、それは、オペレータが、サービスプロバイダのサ
ーバ１４を介して、マネージャ１２に要求を送信することによってなされ、そして、その
サービスプロバイダのサーバ１４は、オペレータによって要求された画面または情報を表
示するために、必要なメッセージを送信することによって、それに応答する。したがって
、オペレータからの情報の要求は、まず最初に、サービスプロバイダのサーバ１４に転送
され、そして、ホストサーバサイト１０のマネージャ１２に送信される。
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【００６２】
オペレータが、サービスプロバイダのサーバ１４に送信された要求を通じて、「インター
ネット」サイトにアクセスするやいなや、図２に示される第１の画面２００が、オペレー
タのコンピュータモニター２０上に表示される。この画面２００の表示に先立って、サイ
トマネージャ１２は、データベース１１に問い合わせを送信する。この問い合わせは、サ
ーバ１０によって管理されるすべてのオーディオビジュアル情報再生システム（１００．
１～１００．ｎ）の識別番号を要求することを含む。データベース１１は、この問い合わ
せを処理して、要求されたすべての識別番号のリストを送り返す。この処理は、オーディ
オビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）のオーナーオペレータまたは賃借
人が、要求を送信したオペレータの識別子に対応しているオーディオビジュアル情報再生
装置（１００．１～１００．ｎ）の識別番号を、第１のアレイ群１１０１内を見ることに
よって、探すことからなる。そして、マネージャ１２は、データベース１１から得られた
リストを、例えばポップアップウィンドウであってもよい第１のウィンドウ２０１に表示
することによって、第１の画面２００を組み立てる。同様に、第２のウィンドウ２０３が
、ウェルカムメッセージ、および／または、例えばオペレータの住所およびオペレータが
管理するジュークボックスの総数などのオペレータに関する情報を表示するのに使用され
てもよい。そして、画面２００上の表示に関する情報が、サービスプロバイダのサーバ１
４に送信され、そして、サービスプロバイダが、この情報をオペレータのコンピュータ２
０に送信する。ホストサーバ１０とアクセス提供業者のサーバ１４との間のデータ転送、
および、アクセス提供業者のサーバ１４とオペレータのコンピュータ２０との間のデータ
転送は、例えば、モデム１２１、１４１、および、２１、サーバ１０および１４、および
、コンピュータ２０を使用してもよい。そして、コンピュータ２０が受信した情報が、要
求画面を表示するのに使用される。
【００６３】
次に、画面上でなされ、かつ、オペレータのコンピュータのモニター２０上に表示される
すべての選択操作または入力操作は、ＨＴＴＰプロトコルを用いて、ＴＣＰ／ＩＰネット
ワークを介したサービスプロバイダのサーバ１４、そしてサイトマネージャ１２への問い
合わせに変換される。マネージャ１２は、受信した問い合わせへの応答を表現する画面を
組み立てるために、例えばＳＱＬ言語で記述された１つまたは複数の問い合わせをデータ
ベース１１に送信することによって、この問い合わせを処理することもある。そして、こ
の画面は、ＨＴＴＰプロトコルを用いて、電話網３０およびサービスプロバイダのサーバ
１４を介して、オペレータが所有するコンピュータモニター２０へ送り返される。
【００６４】
第１の画面２００の表示に先立って、オペレータを認証し、かつ、オペレータのアクセス
を制限するために、図２Ｂに示される画面が表示されてもよい。この画面４１０は、少な
くとも１つの入力領域４１１～４１３を備え、その中に、オペレータは、パスワード４１
２および／またはユーザ名４１１を入力することができる。さらに、この画面４１０は、
オペレータによって入力された要素を含む識別問い合わせをサイトマネージャ１２へ送信
するのを始動する選択領域４１４を備える。このサイトマネージャ１２は、まず最初に、
入力要素と記憶された値とを比較して、オペレータによって入力された要素の信憑性を検
査することによって、この要求を処理する。例えば、この検査は、オーディオビジュアル
情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）のオペレータ、貸借人、または、オーナ
ーに関する第７のアレイ（図６Ａの１１０７）内に含まれる情報を選択して調べることに
よってなされてもよい。次に、サイトマネージャ１２は、オペレータ識別を含むデータベ
ース１１へ問い合わせを送信し、それによって、データベース１１は、識別されたオペレ
ータによって管理されるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００
．ｎ）のみの番号を収集する。
【００６５】
そして、オペレータは、例えば、マウスのようなポインタまたはオペレータの指を用いて
タッチスクリーン上でウィンドウ２０１内の第１の画面２００を選択することによって、
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その画面２００を選択し、オペレータが調べたいかまたはオペレータが構成設定を変更し
たいオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の１つの番号
（または、複数の番号）を選択する。選択してしまえば、オペレータは、第１の画面２０
０内の第１の選択領域２０２を選択することによってか、または要求するジュークボック
ス番号をダブルクリックすることによって、その選択を確認する。
【００６６】
「インターネット」サイトマネージャ１２によって表示される第１の画面２００およびそ
の他のあらゆる画面は、例えば上部に、ツールバー３００を含む。このツールバー３００
は、いくつかの選択ボタン３０１～３０８を備え、これらのボタンは、選択されると、上
述したジュークボックス管理機能を実行するための専用の画面を表示するのを始動し、あ
るいは、現在の画面上で実行される操作の確認を開始する。この専用の画面は、第１の画
面２００内の第１のウィンドウ２０９においてオペレータが選択した１つのジュークボッ
クス（または、複数のジュークボックス）に応じて表示されることに注意されたい。
【００６７】
したがって、ツールバー３００内の選択ボタン３０１～３０８のそれぞれは、サイトマネ
ージャ１２へ送信され、そして、サイトマネージャ１２からデータベース１１へ送信され
るそれぞれ異なる問い合わせを始動する。第１の選択ボタン３０１が押されたときに送信
される問い合わせは、データベース１１によって処理され、選択されたジュークボックス
の設置に関係のある、選択されたオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１０
０．ｎ）の設定が収集される。そして、この情報は、図２Ｃに示される第３の画面４００
に表示される。この画面４００内の第１のウィンドウ４０１は、具体的には、そのジュー
クボックスの場所、ジュークボックスに責任を有する者の名前、および、ジュークボック
スでかけられる音楽の種類を備える。例えば、音楽の種類は、「ロック」、「カントリ」
、「リズム＆ブルース」、ラテン音楽、「ジャズ」、「オルタネイティブ」、あるいは、
季節的な行事に関係のある音楽（例えば、クリスマスキャロル）であるかもしれない。第
３の画面４００内の第２のウィンドウ４０２は、場所または管理者の名前を訂正または変
更するのに使用することができる。そして、なされた変更の確認４０３またはキャンセル
４０４のために、２つの選択フィールド４０３および４０４が使用される。確認フィール
ド４０３を選択することによって、サイトマネージャ１２は、問い合わせをデータベース
１１に送信する。この問い合わせは、第３の画面４００上でオペレータによってなされた
入力に応じて、データベース１１内のデータを更新するための変更問い合わせである。そ
して、データベース１２が、この問い合わせを受信すると、データベース１１も、更新さ
れた情報を含むファイルを生成する。
【００６８】
ツールバー３００の第２のボタン３０２を選択することによって、サイトマネージャ１２
は、オペレータが選択したオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１０
０．ｎ）にダウンロードされる少なくとも１つの曲を選択するのにオペレータが使用でき
る一組の画面を表示する。この一組の画面は、図２Ｄに示される第４の画面５００を備え
、この画面５００によって、オペレータは、曲の種類を定義することができる。曲のカテ
ゴリーは、例えばポインタを用いて、選択する曲の種類に対応する１つかまたはそれ以上
の領域（５０１．１～５０１．ｎ）を選択することによって選択される。第４の画面は、
いくつかの第２のフィールド（５０５．１～５０５．３）を含んでもよく、そのそれぞれ
は、選択される種類に対応した曲の分類基準を定義する。例えば、曲は、作曲家５０５．
１、アルバム５０５．２、または、曲名５０５．３によって分類されてもよい。同様に、
第３のフィールド５０６が、新しくデータベースに追加された曲だけを、さらにその他の
選択基準をも満足する曲だけを、表示するのに使用されてもよい。別の方法として、第４
のフィールド５０２が、１つまたは複数の単語を指定、選択、または、入力するのに使用
されてもよく、その単語は、曲のデータベースを探索するのに使用され、そして、タイト
ル、アーティストの名前、または、アルバムのタイトルの中にその１つの単語（または、
複数の単語）が含まれる曲を選択するのに使用される。
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【００６９】
さらに、第４の画面５００は、確認を始動する選択領域５０３、および、オペレータによ
ってなされた選択のキャンセルを始動する選択領域５０４を備え、データベース１１へ問
い合わせを送信するサイトマネージャ１２を始動する。この問い合わせは、データベース
１１によって処理され、データベースから得ることのできる、オペレータによってあらか
じめ定義された選択基準に合致するすべての曲名が収集される。具体的には、利用可能な
曲は、第５のアレイ群（図５の１１０５）内のテーブルを読み込むことによって決定され
る。そのようにして収集された曲名のリストは、サイトマネージャ１２に転送され、サイ
トマネージャ１２は、データベース１１内の利用可能な曲のリスト、すなわち、後でオー
ディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）にダウンロードすることがで
き、かつ、オペレータによって選択された選択基準を満足する曲のリストをポップアップ
ウィンドウ５０７の中に表示する。それぞれの曲ごとに、表示されるデータは、例えば、
曲のタイトル、アーティストの名前、曲を取り出したアルバムのタイトル、および／また
は、曲識別番号であってもよい。例えば、曲は、要求された曲名をポイントしてそれを強
調表示することによって、第１のウィンドウ内のリストの中から選択されてもよく、そし
て、強調表示された曲を選択したことが、第１の選択領域５０８をポイントすることによ
って確認される。この第１の選択領域５０８の選択は、例えば図２Ｅに示される第５の画
面６００を表示するサイトマネージャ１２による手続を始動し、第５の画面６００は選択
した曲の選択を確認できるよう表示される。この第５の画面６００は、例えば、選択され
た曲のタイトル６０１．１、アルバムのタイトル６０１．２、アーティストの名前６０１
．３、および、その曲が属する音楽の種類６０１．４を表示するいくつかのフィールド（
６０１．１～６０１．４）を備えてもよい。第１のポップアップウィンドウ６０２は、オ
ペレータ属するジュークボックスのリストを含む。このウィンドウ６０２は、フィールド
（６０１．１～６０１．４）によって識別される曲がダウンロードされるジュークボック
スを選択するのに使用される。例えば、１つかまたはそれ以上のジュークボックスが、第
１のウィンドウ６０２内でオペレータによって要求される１つのジュークボックス（また
は、複数のジュークボックス）の番号をポイントすることによって選択されてもよい。第
１の選択領域６０３の選択は、ジュークボックスの選択を確認する手段であり、第２の選
択領域は、再度、第４の画面を表示し、それによって、新しい曲を選択することができる
。
【００７０】
別の方法として、オペレータの選択が確認されたときにデータベース１１に送信される問
い合わせは、データベースによって処理され、オペレータの他のジュークボックスで、お
よび／または、サーバによって管理されるすべてのジュークボックスでもっとも頻繁にか
けられた上位の曲の名前が収集される。曲名は、また、オペレータによって指定または選
択された基準に基づいて選択されてもよい。
【００７１】
データベース１１内のそれぞれの曲がかけられた回数を表現する情報が処理された後に、
観賞されたオーディオまたはビジュアルフィルムの統計データを処理し営業所の種類また
はカテゴリーを無視したあるいは営業所の種類またはカテゴリーを考慮した分類を決定す
るのに統計プログラムが使用されてもよく、それによって、類似するカテゴリーの営業所
のオペレータに、分類に応じて定義されたリストを提供できる。したがって、決められた
営業所のカテゴリーに属する営業所を担当するオペレータは、同じカテゴリー内の営業所
の施設内に設置されたすべてのジュークボックスでもっとも頻繁にかけられた上位の曲の
リストをそのオペレータの端末に表示するように要求することができる。限定はしないが
、このように曲を選択するプログラムの具体例としては、Ｎｅｔ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ
社から市販されている商品推奨ツールである。
【００７２】
第１の選択領域６０３を選択することによって、第１のポップアップウィンドウ６０２内
で強調表示されるすべてのジュークボックスのためのフィールド（６０１．１～６０１．
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４）に表示された曲を購入することの確認が始動され、マネージャ１２は、要求をデータ
ベース１１に送信する。この問い合わせを処理することによって、オペレータによって選
択された曲を同一オペレータによって選択されたオーディオビジュアル情報再生装置（１
００．１～１００．ｎ）で再生するのに必要なオーディオビジュアル情報を含むファイル
が生成される。このファイルまたはそれに含まれる情報は、記憶され、そして、オーディ
オビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）がホストサーバ（図１の１
０）との電話通信を確立するやいなや、更新に関係のあるオーディオビジュアル情報再生
装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロードされる。このファイルまたは情報
をオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロード
することによって、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ
）で利用可能な曲のリストが更新され、また、ファイルに含まれるオーディオビジュアル
情報に対応した曲を、それらのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～
１００．ｎ）で再生することが可能になる。例えば、このファイルに対応する情報は、デ
ータベース１１の中の第１０のアレイ群（図６Ｃの１１１０）内のテーブルの１つに含ま
れる。オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）がサーバ１
１との通信を次に確立したときに、サーバは、第１０のアレイ群（図６Ｃの１１１０）内
のテーブルを検査して、命令が、関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の
１００．１～１００．ｎ）を対象にしたものかどうかを確かめる。もしそうであれば、サ
ーバ１０は、そのジュークボックスに関連のある第１０のアレイ群（図６Ｃの１１１０）
内の対応するテーブルに含まれる情報からコマンドファイルを組み立て、そして、サーバ
１０は、このファイルをそのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１
００．ｎ）にダウンロードする。
【００７３】
本発明のもう１つの別の実施形態においては、オペレータによって注文された曲は、オペ
レータによって選択された１つのオーディオビジュアル情報再生システム（または、複数
のオーディオビジュアル情報再生システム）に直接にダウンロードされるのではなく、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭのような記録可能な光学的媒体に書き込まれる。したがって、ＣＤ－ＲＯＭは
、オペレータによって選択された曲に対応するオーディオビジュアル情報を記録される。
本発明によるシステムは、このためのＣＤ－ＲＯＭ書き込みシステム（図示しない）を備
える。ＣＤ－ＲＯＭに書き込んでしまえば、その後、そのＣＤ－ＲＯＭは、例えば郵便に
よって、オペレータへ送られ、オペレータは、それを使用して、そのオペレータが管理す
るオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）を更新すること
ができる。ＣＤ－ＲＯＭがコピーされる回数を制限するために、書き込まれた情報は、コ
ピーすることを承認されたオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１０
０．ｎ）の識別番号を備える。それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１
００．１～１００．ｎ）はＣＤ－ＲＯＭ再生装置がインストールされていなければ、ＣＤ
－ＲＯＭを使用することはできない。ＣＤ－ＲＯＭに含まれる情報をコピーする操作にお
いて、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）内のオペレ
ーティングシステムは、ＣＤ－ＲＯＭに含まれる識別番号とオーディオビジュアル情報再
生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の識別番号とを比較する。これらの番号が一致
すれば、コピーがなされる。一致しなければ、コピーは拒絶され、そのオーディオビジュ
アル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）は、例えば、それ自身がサービスで
きない状態にされ、問題を解決するために、サーバ１０との通信を確立してもよい。曲を
ダウンロードするかまたは曲をＣＤ－ＲＯＭに記録するかの選択は、オペレータが曲を選
択したことをそのオペレータが確認した後に、第７の画面上の第４の選択フィールド（図
示しない）を選択することによってか、または、特別の画面（図示しない）を表示するこ
とによってなされる。したがって、この画面は、ダウンロードするかまたはＣＤ－ＲＯＭ
にコピーするかを選択するのに使用される少なくとも１つの選択領域を備える。いずれの
場合においても、曲は、ＭＰＥＧ形式に圧縮され、暗号化され、そして、それらの曲が、
オーディオビジュアル情報再生装置でかけられるまでは、暗号化されたままである。
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【００７４】
ＣＤ－ＲＯＭにコピーするのは、オペレータがきわめて多数の曲を購入したい場合、およ
び、オペレータがそれらの曲をいくつかのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１
００．１～１００．ｎ）にコピーしたい場合に、とりわけ有効である。大量の情報をダウ
ンロードするのは、きわめて長い時間がかかることがあり、そのために、電話通信のため
の費用が高くつく。さらに、通信に長い時間を要する場合、中断する可能性が増大し、そ
の結果として、ダウンロードの全部または一部をやりなおさなければならない。さらに、
この種の処理は、オペレータとして行動する個人のために使用してもよく、ダウンロード
によってかまたは書き込まれたＣＤ－ＲＯＭによって注文し、再生装置と関連する個人の
識別子に基づいて暗号化されたままのオーディオビジュアルトラックの選択結果を手に入
れることができ、それらのトラックは、家庭用装置でそれらが再生される場合にしか再生
および暗号解読することができず、そのような家庭用装置は、本出願人によって出願され
た国際特許出願第ＷＯ９６／１２２５９号に記載されており、家庭用装置またはトラック
を暗号解読するための関連装置に記憶された識別子を用いた暗号解読手段を備える。
【００７５】
ＣＤ－ＲＯＭは、例えば半導体による、例えば固体電子メモリーのような、それに同等か
またはそれ以上の容量を有する持ち運び可能な、どのような磁気記録媒体または光学記録
媒体に置き換えてもよい。
【００７６】
同様に、上述の処理によれば、新しいジュークボックスが設置されるのに先立って、オペ
レータは、オペレータによって選択された必要な曲のリストがあらかじめ選択されたハー
ドディスクをあらかじめ生成しておくこともできる。ジュークボックスが設置されると、
すべての選択された曲を含むハードディスクが、ジュークボックスにインストールされ、
ジュークボックスおよびこのジュークボックスで利用可能な曲のリストのための大容量メ
モリー手段を形成する。
【００７７】
ツールバー３００の第３のボタン３０３を選択することによって、問い合わせが、「イン
ターネット」サイトマネージャ１２へ送信される。この問い合わせは、第３の選択ボタン
３０３が選択されたときに送信され、そして、データベース１１によって処理され、オペ
レータによって選択されたジュークボックスの使用に関する情報に関係のあるオーディオ
ビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の選択されたパラメータが収
集される。この情報は、図２Ｆに示される画面７００内の一組のフィールド（７０１．１
～７０１．７）の中に表示される。例えば、第１のフィールド７０１．１は、ジュークボ
ックスから最後にコールされたときの日付を示す。第２のフィールド７０１．２は、ジュ
ークボックスから最後にコールされたときの実行状態、すなわち、コールが首尾よく完了
したかどうかを示す。第３のフィールド７０１．３は、もしあれば、ジュークボックスの
硬貨投入装置の動作状態を示す。第４のフィールド７０１．４は、硬貨投入装置の拒絶率
を示す。第５のフィールド７０１．５は、もしあれば、ジュークボックス紙幣挿入装置の
動作状態を示す。第６のフィールド７０１．６は、紙幣挿入装置の拒絶率を示す。第７の
フィールド７０１．７は、ジュークボックスの最後の保守作業または更新操作の日付を示
す。
【００７８】
第６の画面上の第１のポップアップウィンドウ７０２は、ジュークボックスにダウンロー
ドされるべき曲のリストを表示する。第１の選択領域７０３を選択することは、オペレー
タによって選択されたリスト内の１つまたは複数の曲を削除する手段である。第６の画面
上の第２のポップアップウィンドウ７０４は、ジュークボックスで利用可能な曲のリスト
から削除されるべき曲のリストを表示する。第２の選択領域７０５を選択することによっ
て、オペレータが以前に選択した１つまたは複数の曲を削除する操作がキャンセルされる
。第６の画面７００内の第１および第２のポップアップウィンドウ７０２および７０４に
表示された曲のリストを生成するのに使用されるすべての情報は、「インターネット」サ
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イトマネージャ１２によって、サーバ１０のデータベース１１内で収集される。
【００７９】
さらに、「インターネット」サイトマネージャ１２は、オーディオビジュアル情報再生装
置（図１の１００．１～１００．ｎ）の利用統計に関する情報も表示する。例えば、この
表示は、ツールバー３００の第４のボタン３０４を選択することによって始動される。第
４のボタン３０４を選択することによって、サイトマネージャ１２は、問い合わせをデー
タベースへ送信する。この問い合わせは、利用統計に関する情報についてデータベース１
１に質問する。データベース１１は、選択された領域に対応する種類の情報を収集するこ
とによって、この要求を処理する。収集された情報は、それぞれが情報の種類に対応する
いくつかのフィールド（８０１．１～８０１．３）を備えた、図２Ｇに示される第７の画
面８００に表示される。限定はしないが、例として、第１のフィールド８０１．１は、ジ
ュークボックスの硬貨投入装置および／または紙幣挿入装置が最後に初期化されたときの
日付に対応する。第２のフィールド８０１．２は、それが最後に初期化されてからジュー
クボックスに投入された金額を示す。第３のフィールド８０１．３は、現在の週内に、ジ
ュークボックスに投入された金額を示す。（例えば）ジュークボックスで頻繁にかけられ
た上位１００曲のリストが、第７の画面８００内の第１のポップアップウィンドウ８０２
に表示される。（例えば）ジュークボックスで頻繁にかけられなかった下位１００曲のリ
ストが、第２のポップアップウィンドウ８０３に表示される。第１の選択領域８０４は、
第２のウィンドウ８０３内で以前に選択された曲の削除を確認するのに使用される。オペ
レータは、オペレータが削除しようとした曲の選択をキャンセルするのに第２の領域８０
５を使用することができる。第１の領域１０４を選択することによって、曲を削除するた
めにオペレータによってなされたすべての選択を確認することが始動され、そして、サイ
トマネージャ１２が、データベース１１に要求を送信する。これは、第７の画面８００上
でオペレータによってなされた選択に基づいてデータベース１１内のデータを更新しよう
とする変更問い合わせである。この問い合わせをデータベース１２が受信すると、データ
ベース１１は、この場合も、更新情報を含むファイルを生成する。このファイルまたはこ
のファイルに含まれる情報は記憶され、この更新に関係のあるオーディオビジュアル情報
再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に、それがホストサーバ１０との電話通信を
確立するやいなやダウンロードされる。このファイルまたはこの情報をオーディオビジュ
アル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロードすることによって、
オペレータの選択に沿って、関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）で利用可能な曲のリストが更新される。例えば、このファイルに対
応する情報は、データベース１１の中の第４のアレイ群（図６Ｃの１１１０）内のテーブ
ルの１つに含まれる。関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１
～１００．ｎ）が、最初に、サーバ１０との通信を確立したとき、サーバは、第１０のア
レイ群（図６Ｃの１１１１）内のテーブルを検査し、命令が、関係のあるオーディオビジ
ュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）を対象にしたものかどうかを確認
する。もしそうであれば、サーバ１０は、対応する第１０のアレイ群（図６Ｃの１１１０
）内のテーブルに含まれる情報を用いて、コマンドファイルを組み立て、そして、サーバ
１０は、このファイルをオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００
．ｎ）へダウンロードする。
【００８０】
削除されるべき曲が、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．
ｎ）のメモリー手段から消去される。
【００８１】
ツールバー３００の第５のボタン３０５が選択されたときに送信される問い合わせは、デ
ータベース１１によって処理され、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．
１～１００．ｎ）のユーザが支払うべき金額に関係のあるオーディオビジュアル情報再生
装置（図１の１００．１～１００．ｎ）から選択されたパラメータが収集され、それによ
って、ユーザは、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）
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で少なくとも１つの曲を選択することができる。同様に、ジュークボックスの音量調整パ
ラメータが収集されてもよい。そして、これらのパラメータは、サイトマネージャ１２へ
送信され、そして、サイトマネージャ１２は、いくつかの入力領域（９０１、９０２、９
１１Ｉ、９１２Ｉ、９１３、９１４）を含む、図２Ｈに示される第８の画面９００を生成
する。第１の領域群９０１は、所定の回数だけ曲を選択するのに支払わなければならない
金額に相当する料金を表示するのに使用される。この回数は、第２の領域群９０２の中の
１つの領域に表示される。オペレータは、適切な入力領域の中をポイントすることによっ
て、曲のそれぞれの金額およびそれぞれの回数を変更することができる。第８の画面９０
０は、さらに、オペレータが、音量を指定、選択、または、入力することのできる第３の
入力領域（９１１．１～９１１．３）と、オペレータが、ジュークボックスのバスおよび
トレブルを制御することのできる第４の入力領域（９１２．１～９１２．３）とを備える
。第５の領域９１３は、ジュークボックスとともに使用してもよいマイクロホンを動作状
態または非動作状態にするのに使用され、第６の領域９１４は、オペレータが、マイクロ
ホンの音量を指定、選択、または、入力するのを可能にする。最後に、第７の領域９１５
は、補助音源を動作状態または非動作状態にするのに使用され、第８の領域９１６は、こ
の音源の音量を選択、指定、または、入力するのに使用される。
【００８２】
オペレータは、例えば、第１のボタン９２０を選択することによって、オペレータが入力
したものすべてを確認してもよく、あるいは、オペレータは、第２のボタン９２１を選択
することによって、オペレータが入力したものをキャンセルしてもよい。第１のキャンセ
ルボタン９２０を選択することによって、オペレータによってなされたすべての指定、選
択、または、入力がキャンセルされ、そして、オペレータは、新しいパラメータを指定、
選択、または、入力することができる。第２の確認ボタン９２１を選択することによって
、サイトマネージャ１２は、データベース１１へ問い合わせを送信する。この問い合わせ
は、変更を要求するものであり、第８の画面９００でオペレータによってなされた入力に
基づいて、データベース１１内のデータを更新する。データベース１２がこの問い合わせ
を受信すると、この場合にも、更新情報を含むファイルが、データベース１１内に生成さ
れる。このファイルまたはこのファイルに含まれる情報は、記憶され、そして、その更新
に関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）に、
その装置がホストサーバ１０との電話通信を確立するやいなやダウンロードされる。この
ファイルまたはこの情報をオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１０
０．ｎ）にダウンロードすることによって、オペレータの指定に基づいて、関係のあるオ
ーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の特定の機能の状態
が更新される。このファイルに対応する情報は、例えば、データベース１１の中の第１０
のアレイ群（図６Ｆの１１１０）内のテーブルの１つに含まれてもよい。関係のあるオー
ディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）が、サーバ１０と次に
通信するときに、サーバは、第１０のアレイ群（図６Ｆの１１１１）内のテーブルを検査
し、命令が、関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００
．ｎ）を対象にしたものかどうかを確認する。もしそうであれば、サーバ１０は、第１０
のアレイ群（図６Ｆの１１１０）内の対応するテーブルに含まれる情報から開始してコマ
ンドファイルを組み立て、そして、サーバは、このファイルをオーディオビジュアル情報
再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）へダウンロードする。
【００８３】
１つの異なる実施形態においては、ツールバー３００の第６のボタン３０６を選択するこ
とによって、現在の接続中にオペレータによってなされたすべての変更を要約するのに使
用される第９の画面１０００が表示される。これを実行するために、第９の画面１０００
は、なされたすべての変更を、例えば、それぞれのジュークボックスごとに個々に表示す
る表示ウィンドウ１００１を備える。したがって、オペレータは、その変更をオペレータ
の要求と確実に一致させることができる。この画面１０００は、変更をキャンセルするの
に使用される第１の選択領域１００２と、変更を確認するのに使用される第２の選択領域
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１００３とを備える。この異なる実施形態においては、「インターネット」サイトマネー
ジャ１２に送信されるすべての問い合わせは、この最終的な確認の中で送信され、上述し
たようなそれぞれの画面で特定の領域を選択しているときに送信されることはない。
【００８４】
ツールバー３０の第７のボタン３０７を選択することによって、サイトマネージャ１２は
、データベース１１に問い合わせを送信する。これは、データベース１１によって処理さ
れる質問問い合わせであり、選択されたオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）の特定の機能の動作状態および非動作状態に関する情報が収集され
る。例えば、この情報は、データベース１１の少なくとも１つの第３のアレイ群（図６Ｂ
および図６Ｃの１１０３）内に収集される。この情報が収集されてしまえば、データベー
ス１１は、サイトマネージャ１２からの問い合わせに応答し、そして、サイトマネージャ
１２は、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の特定の
機能を動作状態または非動作状態にするのを制御するのに使用されるいくつかの入力領域
（１０１１．１～１０１１．５）を含む、図２Ｊに示される第１０の画面１０１０を組み
立てる。第１の機能は、リモート制御を使用して、オーディオビジュアル情報再生装置（
図１の１００．１～１００．ｎ）の動作を制御することを承認するかどうかを決定するこ
とからなる。第２の機能は、現在かけられている曲をスキップすることを承認し、あるい
は、承認しないことからなる。第３の機能は、同じ曲を何度も反復することを承認し、あ
るいは、承認しないことからなる。第４の機能は、オーディオビジュアル情報再生装置（
図１の１００．１～１００．ｎ）で無条件信用（ｆｒｅｅ　ｃｒｅｄｉｔ）を使用するこ
とを承認し、あるいは、承認しないことからなる。
【００８５】
オペレータは、入力領域（１０１１．１～１０１１．５）の表示を変更することによって
、それぞれの機能の状態を変更することができる。第１０の画面１０１０は、さらに、な
された変更をキャンセルする領域１０１３と、なされた変更を確認して、サイトマネージ
ャ１２に変更要求をデータベース１１へ送信させる選択領域１０１２とを含む。データベ
ース１２が、この要求を受信すると、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００
．１～１００．ｎ）の特定の機能の状態に関する情報が更新され、さらにまた、データベ
ース１１は、更新情報を含むファイルを生成する。このファイルおよびそのファイルに含
まれる情報は記憶され、その更新に関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１
の１００．１～１００．ｎ）に、そのオーディオビジュアル情報再生装置がホストサーバ
１０との電話通信を確立するやいなやダウンロードされる。このファイルまたは情報をオ
ーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロードする
ことによって、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の
特定の機能の状態が、オペレータの選択に基づいて更新される。例えば、このファイルに
対応する情報は、データベース１１の中の第１０のアレイ群（図５の１１１０）内のテー
ブルの１つに含まれる。オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００
．ｎ）が、サーバ１１との通信を次に確立したとき、このサーバは、第１０のアレイ群（
図６Ｆの１１１０）内のテーブルを検査し、命令が、関係のあるオーディオビジュアル情
報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）を対象にしたものかどうかを確認する。も
しそうであれば、サーバ１０は、第１０のアレイ群（図６Ｃの１１１０）内の対応するテ
ーブルに含まれる情報から開始してコマンドファイルを組み立て、そして、サーバ１０は
、このファイルを、関係のあるオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～
１００．ｎ）にダウンロードする。
【００８６】
ツールバー３００の第８のボタン３０８を選択することによって、サイトマネージャ１２
は、第１１の画面（図示しない）を表示する。この第１１の画面は、すべてのまたは一部
の選択されたオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の基本構成
設定を定義するためにオペレータが使用するいくつかのウィンドウを備える。具体的には
、様々な領域が使用されることによって、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１
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００．１～１００．ｎ）上で表示されるグラフィックインタフェースの種類が定義され、
また、例えば、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）と
サーバ１０との間で通信を行うために、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１０
０．１～１００．ｎ）のモデムが使用可能になる時刻などの、選択されたオーディオビジ
ュアル情報再生システム（図１の１００．１～１００．ｎ）にデフォルトによりインスト
ールされる操作パラメータが定義される。さらに、第１１の画面は、第１１の画面に入力
された情報を確認し、ファイルを生成し、そして、要求をサイトマネージャ１２からデー
タベース１１へ送信するのを始動する選択領域も備える。この要求は、第１１の画面でオ
ペレータによって入力されたすべての情報を含む。データベース１１がこの要求を処理す
ると、更新ファイルが生成される。このファイルまたはこれに含まれる情報は記憶され、
その更新に関係のあるオーディオビジュアル情報再生システム（図１の１００．１～１０
０．ｎ）に、そのオーディオビジュアル情報再生システムがホストサーバ１０との通信を
確立するやいなやダウンロードされる。同様に、このファイルまたは情報は、オーディオ
ビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）がホストサーバ１０と最初に
通信を始めたときに、このオペレータによって管理される新しいオーディオビジュアル情
報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウンロードされる。このファイルまた
は情報をオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）にダウン
ロードすることによって、第１１の画面でオペレータによって定義された構成設定に沿っ
て、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）の構成設定お
よび操作パラメータが更新される。例えば、このファイルに対応する情報は、データベー
ス１１の第１０のアレイ群（図６Ｆの１１１０）の中の１つに含まれてもよい。オーディ
オビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１００．ｎ）がサーバ１１と次に通信を
開始したときに、このサーバは、第１０のテーブル（図１の１００．１～１００．ｎ）を
読み込み、命令が、そのオーディオビジュアル情報再生装置（図５の１１１０）を対象に
したものかどうかを判定する。もしそうであれば、サーバ１０は、対応する第１０のアレ
イ（図６Ｃの１１１０）内に含まれる情報を使用してコマンドファイルを組み立て、そし
て、サーバ１０は、このファイルをオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．
１～１００．ｎ）にダウンロードする。
【００８７】
第１の画面２００が表示されているときに、オペレータが、いくつかのオーディオビジュ
アル情報再生システム（図１の１００．１～１００．ｎ）を選択すると、上述した画面が
、選択されているそれぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１
００．ｎ）ごとに表示されるか、あるいは、更新操作が、選択されているすべてのオーデ
ィオビジュアル情報再生システム（図１の１００．１～１００．ｎ）に対して適用される
。例えば、可能なこれらの方法のどれを選択するかは、確認されたばかりの更新が適用さ
れるべきオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の番号を入力す
るようにオペレータに要求する補足的な画面（図示しない）を表示することによってなさ
れてもよい。
【００８８】
一般に、オーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の管理操作、ま
たは、「インターネット」サイトマネージャ１２によって表示される様々な画面を介して
なされるオーディオビジュアル情報再生装置（１００．１～１００．ｎ）の使用に関する
情報を表示するための操作は、少なくとも、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装
置（図１の１００．１～１００．ｎ）で利用可能な管理操作および表示操作に対応する。
【００８９】
本発明によるシステムが、オーディオビジュアル情報再生装置（図１の１００．１～１０
０．ｎ）でオペレータによって実行されるすべての管理および構成設定操作に役立つこと
は容易に理解できる。オペレータは、それぞれのオーディオビジュアル情報再生装置（図
１の１００．１～１００．ｎ）が配置されたサイトにもはや足を運ばなくてもよい。同様
に、オペレータが、いくつかのオーディオビジュアル情報再生システム（図１の１００．
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のすべてまたは一部のオーディオビジュアル情報再生システム（１００．１～１００．ｎ
）を再構成設定することができる。
【００９０】
この分野に精通する者は、本発明の範囲を逸脱することなく、その他の変更を実施できる
ことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるシステムのブロック構成図である。
【図２Ａ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｂ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｃ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｄ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｅ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｆ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｇ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｈ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｉ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図２Ｊ】「インターネット」サイト上の画面の具体例を示す図である。
【図３】オーディオビジュアル再生装置の具体例を示す図である。
【図４】オーディオビジュアル再生装置のオペレーティングシステムにおけるライブラリ
モジュールとオブジェクトモジュールとの関係を説明する論理図の具体例を示す図である
。
【図５】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する簡単化
されたフローチャートである。
【図６Ａ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【図６Ｂ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【図６Ｃ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【図６Ｄ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【図６Ｅ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【図６Ｆ】本発明によるシステムによって使用されるデータベースの構造を説明する詳細
なフローチャートである。
【符号の説明】
１０　ホストサーバ
１１　データベース
１２　インターネットサイトマネージャ
１３　記憶手段
１４　プロバイダのサーバ
２０　コンピュータ
３０　電話網
１００．１～１００．ｎ　オーディオビジュアル情報再生装置
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【図２Ｅ】
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【図２Ｇ】

【図２Ｈ】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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【図６Ｄ】 【図６Ｅ】
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