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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保護されたコンテンツを第１のネットワークを経由して第２のネットワークの許可され
たユーザに提供するための方法であって、
　前記第２のネットワークのエンティティにおいて、前記保護されたコンテンツについて
の要求を受信するステップであって、前記要求が、要求しているユーザを識別する情報と
、要求されたコンテンツを識別する情報とを少なくとも含む、前記受信するステップと、
　前記要求しているユーザを識別する前記情報の少なくとも一部に基づいて、前記第２の
ネットワークの許可されたユーザとして、前記要求しているユーザのアイデンティティを
判断するステップと、
　前記許可されたユーザについての一意の識別子を生成するステップと、
　前記要求に対する応答を前記第１のネットワークのエンティティに送信するステップで
あって、前記応答が前記一意の識別子を含む、前記送信するステップとを含み、
　前記応答を送信するステップが、前記第１のネットワークの前記エンティティに前記保
護されたコンテンツを前記許可されたユーザに配信させるように構成される前記方法。
【請求項２】
　前記一意の識別子が、前記第１のネットワークの前記エンティティに記憶され、後続の
要求内での使用を可能にするように構成され、前記後続の要求が、前記第１のコンテンツ
とは異なる第２の保護されたコンテンツについての要求を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　その中に前記一意の識別子を有する前記第２の保護されたコンテンツについての第２の
後続の要求が、前記第１のネットワークの前記エンティティが前記許可されたユーザを識
別して、それに基づいて、前記第２の要求に対する応答を送信することを可能にする、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザを識別する前記情報が、前記許可されたユーザに対応するために、前記第２
のネットワークの前記エンティティにおいて事前に確立されたログイン情報を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記許可されたユーザについての前記一意の識別子を生成するための前記動作が、ユー
ザ固有のグローバル一意識別子（ＧＵＩＤ）を生成するステップを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのユーザ・デバイスによって、パケット・ネットワークにおいて、選択
された１つ又は複数のサービスに対するアクセスを許可するように構成された、コンテン
ツ配信ネットワーク内の装置であって、
　前記少なくとも１つのユーザ・デバイスを識別する情報、及び
　前記選択された１つ又は複数のサービスに対する前記アクセスについての要求
　を受信するように構成された第１のインターフェースと、
　少なくとも１つのコンピュータ・プログラムを備えたプロセッサであって、前記コンピ
ュータ・プログラムが、
　　前記コンテンツ配信ネットワークの少なくとも１人の加入者に関連しているとして、
前記少なくとも１つのユーザ・デバイスを識別する前記情報を確認して、
　　前記加入者に固有の一意の識別子を生成して、
　　前記選択された１つ又は複数のサービスに対する前記アクセスについての前記要求に
対する応答を生成する
　ように構成されたプロセッサと、
　その上に記憶するために前記パケット・ネットワークの少なくとも１つのエンティティ
に前記一意の識別子を送信して、
　前記選択された１つ又は複数のサービスに対する前記アクセスについての前記要求に対
する前記応答を送信する
　ように構成された第２のインターフェースとを備えた装置。
【請求項７】
　前記パケット・ネットワークの前記少なくとも１つのエンティティが、前記１つ又は複
数のサービスのうちの第２の少なくとも１つについて、前記少なくとも１つのユーザ・デ
バイスから後続の要求内に前記記憶された一意の識別子を提供するように構成された、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記要求に対する前記応答が、前記少なくとも１つのユーザ・デバイスに前記パケット
・ネットワークの前記少なくとも１つのエンティティとセッションを確立させて、前記確
立されたセッションを介して前記選択された１つ又は複数のサービスを受けさせる通信を
含む、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記パケット・ネットワークが、インターネットを経由して、前記少なくとも１つのユ
ーザ・デバイスと通信しているサービス・プロバイダを含み、前記コンテンツ配信ネット
ワークが、前記インターネットを介して前記サービス・プロバイダと通信しているケーブ
ル・テレビジョン・ネットワークを含む、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記１つ又は複数のサービスが、利用可能なプログラミング・コンテンツのオンデマン
ド配信を含む、請求項６に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記第１のインターフェースが、前記パケット・ネットワークの前記少なくとも１つの
エンティティにおいて、ストレージから前記少なくとも１つの一意の識別子を除去する要
求を受信するように構成され、前記要求に応答して、前記パケット・ネットワークにおい
て前記第２のインターフェースが、前記ストレージから前記少なくとも１つの一意の識別
子を除去するため前記パケット・ネットワークの前記少なくとも１つのエンティティに前
記要求を送信するように構成される、請求項６に記載の装置。
【請求項１２】
　保護されたコンテンツを第１のコンテンツ配信ネットワークを経由して第２のコンテン
ツ配信ネットワークの許可されたユーザに提供するための方法であって、
　前記第１のネットワークのエンティティにおいて、前記保護されたコンテンツについて
の要求をユーザ・デバイスから受信するステップであって、前記要求が、前記ユーザ・デ
バイスを識別する情報と、前記保護されたコンテンツを識別する情報とを少なくとも含む
、受信するステップと、
　前記ユーザ・デバイスの一意の識別子を判断するために、複数の記録に問い合わせるス
テップであって、前記一意の識別子が前記第２のネットワークによって予め提供されてい
る、問い合わせるステップと、
　前記一意の識別子と前記保護されたコンテンツを識別する前記情報とを前記第２のネッ
トワークのエンティティに送信するステップと、
　前記一意の識別子と前記保護されたコンテンツを識別する前記情報との前記送信に応答
して、前記第２のネットワークの前記エンティティから応答を受信するステップと、
　前記応答に少なくとも一部基づいて、前記保護されたコンテンツを前記ユーザ・デバイ
スに配信するステップとを含む方法。
【請求項１３】
　前記第１のネットワークがパケット交換ネットワークを含み、前記第２のネットワーク
が、回路交換コンテンツ配信ネットワークを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記パケット交換ネットワークが、ＩＰ（インターネット・プロトコル）マルチメディ
ア・サービス（ＩＭＳ）エンティティを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のネットワークの前記エンティティと前記ユーザ・デバイスとの間でセッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）セッションを開始するステップをさらに含む、請求項１２に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記ユーザ・デバイスからＳＩＰメッセージを受信するステップをさらに含み、前記Ｓ
ＩＰメッセージが、前記保護されたコンテンツの１つ又は複数の識別子を含む、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　パケット・ネットワークを動作させる方法であって、
　前記パケット・ネットワークのエンティティにおいて、ＩＰ可能なデバイスからコンテ
ンツについての要求を受信するステップであって、前記コンテンツが、管理されたコンテ
ンツ配布ネットワークのオペレータによって指定された１つ又は複数のポリシーに従って
保護されており、前記要求が前記管理されたネットワークの加入者に一意に関連する情報
を含む、受信するステップと、
　前記オペレータから受信された、前記エンティティに記憶された情報にアクセスするス
テップであって、前記記憶された情報が、前記エンティティがコンテンツについての前記
要求が許可されるべきかどうかを判断することを可能にする、アクセスするステップと、
　前記要求を許可するとき、前記コンテンツが提供されていることを示す通信を前記管理
されたネットワークに発行するステップと、
　前記コンテンツを、前記パケット・ネットワークを介して、前記要求しているＩＰ可能
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なデバイスに提供させるステップであって、前記コンテンツがＩＰプロトコルを使用して
少なくとも一部カプセル化されている、提供させるステップとを含む方法。
【請求項１８】
　前記通信が、前記コンテンツと、（ｉ）前記加入者、及び／又は（ｉｉ）前記ＩＰ可能
なデバイスのうちの少なくとも１つとの両方を識別するメッセージを含む、請求項１７に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記通信が、それを介して前記通信が前記管理されたネットワークに搬送される下層ト
ランスポートに対して不可知である、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンテンツを、前記パケット・ネットワークを介して前記要求しているＩＰ可能な
デバイスに提供させる前記動作が、前記加入者に対して一意である暗号機構を使用して、
前記コンテンツを暗号化するステップを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記加入者に対して一意である前記暗号機構が、前記管理されたネットワーク・オペレ
ータによって前記加入者に割り当てられる公開鍵／秘密鍵の対を含む、請求項２０に記載
の方法。
【請求項２２】
　前記オペレータから受信された、前記エンティティに記憶された前記情報が、前記ＩＰ
可能なデバイスの少なくとも１つの態様についての構成情報を含む、請求項１７に記載の
方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権及び関連出願
　本出願は、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）の国際公開第ＷＯ２０１２－０２１２４５
号として公開され、共同所有された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０４３７５２号お
よび、同じ表題の、２０１０年７月１２に出願した、共同所有された同時係属中の米国特
許出願第１２／８３４，８０１号の優先権を主張するものであり、上記各出願は、その全
体が参照により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本出願は、そのそれぞれの全体が参照により本明細書に組み込まれている、２００９年
８月６日に出願した、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮ
Ｇ　ＥＮＴＩＴＬＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＤＡＴＡ　ＯＶＥＲ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」とい
う表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／５３６，７２４号、２００
９年１０月３０に出願した、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　
ＰＡＣＫＥＴＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＯＶＥＲ　Ａ　ＣＯＮＴＥ
ＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、共同所有された米国仮出願第
６１／２５６，９０３号、及び２０１０年７月１２日に出願した、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ
　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥ
ＳＳＡＧＥ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　Ｄ
ＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特
許出願第１２／８３４，７９６号に関する。
【０００４】
　本発明は、一般に、１つ若しくは複数のネットワークを介したコンテンツ及び／又はデ
ータ配信の分野に関する。より詳細には、本発明は、１つの例示的な態様では、これらの
ネットワークを介したコンテンツの配信に関して２つ以上のネットワークを介して加入者
アカウントをリンク付けするための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
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　デジタル情報処理及びデジタル情報技術の最近の進歩は、あらゆる範囲のサービス及び
機能を非常に合理的な価格又は加入料で様々なタイプのデバイスにおいて消費者に利用可
能にした。これらのサービス及び機能は、デジタル・コンテンツ又はデジタル・プログラ
ミング（映画など）、デジタル・ビデオ・オンデマンド（ＶＯＤ）、パーソナル・ビデオ
・レコーダ（ＰＶＲ）及びネットワーク接続されたＰＶＲ（ｎＰＶＲ）、インターネット
・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）、デジタル・メディア・プレイバック及び記録
、その上、（テレビジョン・プログラミングがＱｏＳなしにインターネットを介して配信
される、いわゆる、「インターネットＴＶ」を含めて）高速インターネット・アクセス及
びＩＰベースの電話（例えば、ＶｏＩＰ）を含む。ネットワーク・ユーザに利用可能なそ
の他のサービスは、デジタル音楽（例えば、ＭＰ３ファイル）に対するアクセス、及びデ
ジタル音楽の記録を含む。
【０００６】
　現在、これらのサービスの多くは、とりわけ、ケーブル・モデム若しくは衛星モデム又
はＱＡＭと、ＨＦＣｕ（即ち、構内の固有のＰＯＳＴ／ＰＳＴＮ及び／又は同軸線を経由
したハイブリッド・ファイバ／銅線配信（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｆｉｂｅｒ－ｃｏｐｐｅｒ　ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ））と、ＦＴＴＣ、ＦＴＴＨなどの光ファイバと、Ｗｉ－Ｆｉ（
登録商標）ハブと、イーサネット（登録商標）・ハブと、ゲートウェイと、スイッチと、
ルータとを含めて、複数のユーザ装置タイプに対する幅広い異なる装置環境及び配信パラ
ダイムによってユーザに提供されている。例えば、コンテンツは、セット・トップ・ボッ
クス、パーソナル（デスクトップ）コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、（いわ
ゆる、「ノートブック」、ミニ・ノートブック・コンピュータなど）その他のミニコンピ
ュータ、及び／又はその他のデバイスにおいてユーザに配信可能である。家庭用電化製品
の最近の進歩は、とりわけ、ユーザが音声ファイル及びビデオ・ファイルを記憶して再生
するのを可能にする、携帯用デジタル・ミュージック・デバイス及びその他のいわゆる「
ＭＰ３プレイヤ」、セルラ電話／スマートフォン、ハンドヘルド・コンピュータ、並びに
携帯情報端末（ＰＤＡ）など、様々な携帯用メディア・デバイス（ＰＭＤ）の広範な導入
ももたらした。さらに、多くのユーザは、今日、インターネット及びそのモバイル・デバ
イスによって少なくとも一部のコンテンツを閲覧することを望んでいる。
【０００７】
　無数のサービス、装置、データ・フォーマット、及びプロバイダが利用可能であるが、
現在のシステムは、ＭＳＯネットワークの加入者として確認されたユーザが（加入、ペイ
・パー・ビューなどによってなど）ネットワークからコンテンツを取得して利用すること
、並びにパートナーにされたサービス・プロバイダ・ウェブサイト又は類似のポータルに
よってインターネット又は別のそのような外部ネットワーク若しくはインターネットワー
クを経由してこのコンテンツを閲覧することを可能にするために、管理されたネットワー
ク・オペレータ（例えば、ＭＳＯ）をサービス・プロバイダとパートナーにするための何
の機構も提供しない。
【０００８】
　ビデオ・コンテンツをモバイル・デバイスに提供するための別の機構は、（「ＦＬＯ　
ＴＶ」とも呼ばれる）ＭｅｄｉａＦＬＯ（登録商標）技術としてＱｕａｌｃｏｍｍ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎによって提供されるものなど、フォワード・リンク・オンリー（ＦＬ
Ｏ）である。ＭｅｄｉａＦＬＯは、生のリアルタイムの音声ストリーム及びビデオ・スト
リーム、並びに、ブロードキャスト及びスケジュールされたビデオチップ、音声チップ、
及びショーがユーザのモバイル・デバイスに送信されるのを可能にする。ＭｅｄｉａＦＬ
Ｏシステム内のデータ伝送経路は塔からデバイスに対して一方向であり、上流通信は存在
しない。したがって、ＭｅｄｉａＦＬＯシステムは、トリック・モード動作（早送り、巻
き戻し、休止、いわゆる「やり直し」など）など、拡張された特徴及び／又は高度なユー
ザ・インタラクション・データ収集物を提供することができない。ＭｅｄｉａＦＬＯは、
プレミアム・コンテンツを提供すること又はプレミアム・コンテンツを支払うこともでき
ず、代わりに、若干制限されたコンテンツを提供する。さらに、ＭｅｄｉａＦＬＯシステ
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ムは、オンデマンド機能を提供せず、むしろ、ブロードキャスト（即ち、生の）及びスケ
ジュールされたビデオだけを提供する。
【０００９】
　したがって、パートナーにされたサービス・プロバイダが保護されたコンテンツについ
てのオンデマンド要求又はその他の要求に従って、インターネット・コンテンツの識別さ
れた見込まれる視聴者が既にＭＳＯを介してこのコンテンツに加入しているかどうか、又
はそうでない場合、このコンテンツに対するアクセス権を有するかどうかを自律的又は非
自律的に判断し、そうである場合、（例えば、ユーザの加入又は使用権に関連する１つ若
しくは複数の配信モデルに従って）そのコンテンツを提供することを可能にする方法並び
に装置が必要とされる。理想的には、前述の方法及び装置は、ユーザが一度ログインして
、自らのアカウントをサービス・プロバイダとＭＳＯの両方とリンク付けさせることを可
能にするシングル・サインオン機構を用いてなど、最小限のユーザ入力を提供しながら、
そのようなコンテンツ配信を可能にすることになる。ＭＳＯ加入者に追加のタイプ／配信
モードのコンテンツ（例えば、ブロードキャスト、オンデマンド、ペイ・パー・ビュー、
プレミアムなど）を提供し、且つ／又は加入者のＭＳＯとのサービス・プランに従って、
インターネットを経由して、異なる配信プラットフォームを介してコンテンツを提供する
ことが可能であると理想的である。そのような方法及び装置は、ユーザが任意のデバイス
上で、任意の配信パラダイムを用いて（且つ、固定されたスケジュールに必ずしも従わず
に）これらの様々なタイプのコンテンツを受け取り、それによって、ユーザ経験を拡張す
ることができることになると有利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願第１２／５３６，７２４号
【特許文献２】米国仮出願第６１／２５６，９０３号
【特許文献３】米国特許出願第１２／８３４，７９６号
【特許文献４】米国特許第７，６０２，８２０号
【特許文献５】米国特許第７，１７４，１２６号
【特許文献６】米国特許公開第２００５／００３４１７１号
【特許文献７】米国特許出願第１０／９１３，０６４号
【特許文献８】米国特許第７，４５７，５２０号
【特許文献９】米国特許出願第１１／２５８，２２９号
【特許文献１０】米国特許出願第１２／７１６，１３１号
【特許文献１１】米国特許出願第１２／５８２，６１９号
【特許文献１２】米国特許出願第１１／３７８，１２９号
【特許文献１３】米国特許出願第１２／４８０，５９７号
【特許文献１４】米国特許出願第１１／０１３，６７１号
【特許文献１５】米国特許出願第１１／４４１，４７６号
【特許文献１６】米国特許出願第１１／１９８，６２０号
【特許文献１７】米国特許出願第１１／１８６，４５２号
【特許文献１８】米国特許出願第１２／４１４，５７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、２つ以上のネットワークのエンティティを介したコンテンツ管理及びアカウ
ント・リンク付けのための装置並びに方法を開示することによって、前述の必要性に対処
する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様では、保護されたコンテンツを第１のネットワークを経由して第２
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のネットワークのユーザに提供するための方法が開示される。一実施例では、この方法は
、第２のネットワークのエンティティにおいて、保護されたコンテンツについての要求を
受信するステップであって、要求が、要求しているユーザを識別する情報と、要求された
コンテンツを識別する情報とを少なくとも含む、受信するステップと、要求しているユー
ザを識別する情報に少なくとも一部基づいて、第２のネットワークの許可されたユーザと
して、要求しているユーザのアイデンティティを判断するステップと、許可されたユーザ
についての一意の識別子を生成するステップと、要求に対する応答を第１のネットワーク
のエンティティに送信するステップであって、応答が一意の識別子を含む、送信するステ
ップとを含む。
【００１３】
　応答を送信するステップは、一改変形態では、第１のネットワークのエンティティに保
護されたコンテンツを許可されたユーザに配信させるように構成される。別の改変形態で
は、一意の識別子は、第１のネットワークのエンティティに記憶され、後続の要求内での
使用を可能にするように構成され、後続の要求は、第１のコンテンツとは異なる第２の保
護されたコンテンツについての要求を含む。
【００１４】
　本発明の第２の態様では、少なくとも１つのユーザ・デバイスによって、パケット・ネ
ットワークにおいて、選択された１つ又は複数のサービスに対するアクセスを許可するよ
うに構成された、コンテンツ配信ネットワーク内の装置が開示される。一実施例では、こ
の装置は、少なくとも１つのユーザ・デバイスを識別する情報、及び選択された１つ又は
複数のサービスに対するアクセスについての要求を受信するように構成された第１のイン
ターフェースと、少なくとも１つのコンピュータ・プログラムを備えたプロセッサであっ
て、そのコンピュータ・プログラムが、コンテンツ配信ネットワークの少なくとも１人の
加入者に関連しているとして、少なくとも１つのユーザ・デバイスを識別する情報を確認
して、その加入者に固有の一意の識別子を生成して、選択された１つ又は複数のサービス
に対するアクセスについての要求に対する応答を生成するように構成されたプロセッサと
、その上に記憶するためにパケット・ネットワークの少なくとも１つのエンティティに一
意の識別子を送信して、選択された１つ又は複数のサービスに対するアクセスについての
要求に対する応答を送信するように構成された第２のインターフェースとを備える。
【００１５】
　本発明の第３の態様では、保護されたコンテンツを第１のコンテンツ配信ネットワーク
を経由して第２のコンテンツ配信ネットワークの許可されたユーザに提供するための方法
が開示される。一実施例では、この方法は、第１のネットワークのエンティティにおいて
、保護されたコンテンツについての要求をユーザ・デバイスから受信するステップであっ
て、要求が、ユーザ・デバイスを識別する情報と、保護されたコンテンツを識別する情報
とを少なくとも含む、受信するステップと、ユーザ・デバイスの一意の識別子を判断する
ために、複数の記録に問い合わせるステップであって、一意の識別子が第２のネットワー
クによって予め提供されている、問い合わせるステップと、一意の識別子と保護されたコ
ンテンツを識別する情報とを第２のネットワークのエンティティに送信するステップと、
一意の識別子と保護されたコンテンツを識別する情報との送信に応答して、第２のネット
ワークのエンティティから応答を受信するステップと、その応答に少なくとも一部基づい
て、保護されたコンテンツをユーザ・デバイスに配信するステップとを含む。
【００１６】
　本発明の第４の態様では、パケット・ネットワークを動作させる方法が開示される。一
実施例では、この方法は、パケット・ネットワークのエンティティにおいて、ＩＰ可能な
デバイスからコンテンツについての要求を受信するステップであって、コンテンツが管理
されたコンテンツ配布ネットワークのオペレータによって指定された１つ又は複数のポリ
シーに従って保護されている、受信するステップを含む。この要求は、管理されたネット
ワークの加入者に一意に関連する情報を含む。オペレータから受信された、エンティティ
に記憶された情報にアクセスし、この記憶された情報は、エンティティがコンテンツにつ
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いての要求が許可されるべきかどうかを判断することを可能にする。要求を許可するとき
、コンテンツが提供されていることを示す通信を管理されたネットワークに発行して、コ
ンテンツを、パケット・ネットワークを介して、要求しているＩＰ可能なデバイスに提供
し、そのコンテンツはＩＰプロトコルを使用して少なくとも一部カプセル化されている。
【００１７】
　本発明の第５の態様では、業務「規則」及び運営「規則」エンジンが開示される。一実
施例では、このエンジンは、所望される業務目標若しくは運営目標を達成するために（又
は、ある種の規則に従うために）、２つのエンティティ間でのコンテンツ交換及びメッセ
ージ交換の様々な態様を制御するように適合された１つ又は複数のコンピュータ・プログ
ラムを備える。例えば、前述の規則及びコンテンツ交換／メッセージ交換に基づく業務方
法が開示される。
【００１８】
　本発明の第６の態様では、コンピュータ可読装置が開示される。一実施例では、この装
置は、少なくとも１つのプログラムを記憶した記憶デバイスを備え、このプログラムは、
実行されたとき、インターネット又は別の外部ネットワークを経由して加入者にアクセス
可能なコンテンツ・ソースを経由して、保護されたコンテンツを管理された（例えば、Ｍ
ＳＯ）ネットワークの加入者に提供するステップを円滑にする。
【００１９】
　本発明のこれらの態様及びその他の態様は、ここで提供される開示に照らして考慮され
るとき、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に有用なある例示的なハイブリッド・ファイバ・ネットワーク構成を示す
機能ブロック図である。
【図１ａ】本発明に有用な１つの例示的なネットワーク・ヘッドエンド構成を示す機能ブ
ロック図である。
【図１ｂ】本発明に有用な１つの例示的なローカル・サービス・ノード構成を示す機能ブ
ロック図である。
【図１ｃ】本発明に有用な１つの例示的なパケット化されたコンテンツ配信ネットワーク
・アーキテクチャを示す機能ブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に従って構成されたコンテンツ配信ネットワーク・アーキテク
チャを例示する機能ブロック図である。
【図２ａ】図２のコンテンツ配信ネットワーク・アーキテクチャの第１の例示的な使用事
例を示す機能ブロック図である。
【図２ｂ】図２のコンテンツ配信ネットワーク・アーキテクチャの第２の例示的な使用事
例を示す機能ブロック図である。
【図２ｃ】図２のコンテンツ配信ネットワーク・アーキテクチャの第３の例示的な使用事
例を示す機能ブロック図である。
【図３】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを介してコンテン
ツ配信を提供するための、ある例示的な方法を示す論理流れ図である。
【図４】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを介してコンテン
ツ配信を提供するための、ある例示的な通信フローを示す図である。
【図５】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを介して加入者ア
カウントをリンク付けるための、ある例示的な方法を示す論理流れ図である。
【図６】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを介して加入者ア
カウントをリンク付けるための、ある例示的な通信フローを示す図である。
【図７】本発明に従って、加入者アカウントをリンク解除するための、ある例示的な方法
を示す論理流れ図である。
【図８】本発明に従って、加入者アカウントをリンク解除するための、ある例示的な通信
フローを示す図である。
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【図９】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを経由して円滑に
されたコンテンツ配信セッションを終わらせるための、ある例示的な方法を示す論理流れ
図である。
【図１０】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを経由して円滑
にされたコンテンツ配信セッションを終わらせるための、ある例示的な通信フローを示す
図である。
【図１１】本発明に従って、１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを経由して円滑
にされたセッション起動を終了するための、ある例示的な方法を示す論理流れ図である。
【図１２】本発明に従って１つ又は複数のコンテンツ配信ネットワークを経由して円滑に
されたコンテンツ配信セッションを終わらせるための、ある例示的な通信フローを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　すべての図（Ｃ）Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　２０１１－２０１３　Ｔｉｍｅ　Ｗａｒｎｅｒ
　Ｃａｂｌｅ，Ｉｎｃ．著作権所有
【００２２】
　次に、全体を通して類似の参照番号が類似の部分を指す図面を参照する。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、「アプリケーション」という用語は、一般に、ある機能性
又は主題を実施する実行可能ソフトウェアのユニットを指す。アプリケーションの主題は
、（オンデマンド・コンテンツ管理、電子商取引、仲買取引、ホーム・エンターテイメン
ト、計算機など）任意の数の規範及び領域を通して広く異なり、１つのアプリケーション
は１つを超える主題を有する場合がある。実行可能ソフトウェアのユニットは、一般に、
所定の環境で実行する。例えば、ユニットは、ＪａｖａＴＶ（登録商標）環境内で実行す
るダウンロード可能なＪａｖａＸｌｅｔ（登録商標）を含むことが可能である。
【００２４】
　本明細書で使用される場合、「クライアント・デバイス」及び「エンド・ユーザ・デバ
イス」という用語は、セット・トップ・ボックス（例えば、ＤＳＴＢ）と、パーソナル・
コンピュータ（ＰＣ）と、デスクトップであれ、ラップトップであれ、又はそれ以外のも
のであれ、ミニコンピュータと、ハンドヘルド・コンピュータ、ＰＤＡ、パーソナル・メ
ディア・デバイス（ＰＭＤ）、及びスマートフォンなど、モバイル・デバイスとを含むが
、これらに限定されない。
【００２５】
　本明細書で使用される場合、「コーデック」という用語は、限定せずに、ＭＰＥＧ群（
例えば、ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４／Ｈ．２６４など）、Ｒｅａｌ群（
ＲｅａｌＶｉｄｅｏなど）、ＡＣ－３（音声）群、ＤｉＶＸ群、ＸＶｉＤ／ＶｉＤＸ群、
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｖｉｄｅｏ群（例えば、ＷＭＶ７、８、９、
１０、若しくは１１）、ＡＴＩビデオ・コーデック群、又はＶＣ－１（ＳＭＰＴＥ標準４
２１Ｍ）群のものなどを含む、ビデオ、音声、若しくはその他のデータの符号化アルゴリ
ズム及び／又は復号化アルゴリズム、符号化プロセス及び／又は復号化プロセス、或いは
符号化装置及び／又は復号化装置を指す。
【００２６】
　本明細書で使用される場合、「コンピュータ・プログラム」又は「ソフトウェア」とい
う用語は、機能を実行する任意のシーケンス、又は人間若しくは機械が理解可能なステッ
プを含むことが意味される。そのようなプログラムは、実質的に、例えば、Ｃ／Ｃ＋＋、
Ｆｏｒｔｒａｎ、ＣＯＢＯＬ、ＰＡＳＣＡＬ、アセンブリ言語、マークアップ言語（例え
ば、ＨＴＭＬ、ＳＧＭＬ、ＸＭＬ、ＶｏＸＭＬ）など、並びに、共通オブジェクト要求ブ
ローカ・アーキテクチャ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｂｒｏｋｅｒ
　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）（ＣＯＲＢＡ）、（Ｊ２ＭＥ、Ｊａｖａ　Ｂｅａｎｓなど
を含めて）Ｊａｖａ（登録商標）など、オブジェクト指向環境を含めて、任意のプログラ



(10) JP 5714106 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

ミング言語又はプログラミング環境でレンダリング可能である。
【００２７】
　「顧客構内装置（ＣＰＥ）」及び「ホスト・デバイス」は、顧客構内の又はユーザの構
内に配置されて、ネットワークに接続された任意のタイプの電子装置を指す。「ホスト・
デバイス」という用語は、一般に、衛星、ケーブル、又は地上波ネットワークを経由した
デジタル・テレビジョン・コンテンツに対するアクセスを有する端末装置を指す。
【００２８】
　本明細書で使用される場合、「ディスプレイ」という用語は、限定せずに、ＣＲＴ、Ｌ
ＣＤ、ＴＦＴ、プラズマ・ディスプレイ、ＬＥＤ、白熱デバイス及び蛍光デバイス、又は
それらの組合せ／統合を含む、情報を表示するように適合された任意のタイプのデバイス
を意味する。ディスプレイ・デバイスは、例えば、プリンタ、ｅインク・デバイスなど、
レス・ダイナミック・デバイス（ｌｅｓｓ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）を含むこと
も可能である。
【００２９】
　本明細書で使用される場合、「ＤＯＣＳＩＳ」という用語は、例えば、ＤＯＣＳＩＳバ
ージョン１．０、１．１、２．０、及び３．０を含めて、データ・オーバ・ケーブル・サ
ービス・インターフェース仕様（Ｄａｔａ　Ｏｖｅｒ　Ｃａｂｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）の既存の改変形態又は計画される改
変形態のうちのいずれかを指す。ＤＯＣＳＩＳ（バージョン１．０）は、「デジタル」ケ
ーブル・ネットワークを使用したインターネット・アクセスについての標準及びプロトコ
ルである。
【００３０】
　本明細書で使用される場合、「ヘッドエンド」という用語は、一般に、クライアント・
デバイスを使用してプログラミングをＭＳＯクライアントに配布するオペレータ（例えば
、ＭＳＯ）によって制御される、ネットワーク接続されたシステムを指す。そのようなプ
ログラミングは、とりわけ、無料放送ＴＶチャネル、ペイＴＶチャネル、双方向ＴＶ、及
びインターネットを含めて、任意の情報源／情報受信機を文字通り含むことが可能である
。
【００３１】
　本明細書で使用される場合、「インターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）」及び「インター
ネット（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）」は、限定せずに、インターネット（ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ）を含めて、インターネットワーク（ｉｎｔｅｒ－ｎｅｔｗｏｒｋ）を指すために交
換可能に使用される。
【００３２】
　本明細書で使用される場合、「マイクロプロセッサ」及び「デジタル・プロセッサ」と
いう用語は、一般に、限定せずに、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、縮小命令セット
コンピュータ（ＲＩＳＣ）、汎用（ＣＩＳＣ）プロセッサ、マイクロプロセッサ、ゲート
・アレイ（例えば、ＦＰＧＡ）、ＰＬＤ、再構成可能計算構造（ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｂｌｅ　ｃｏｍｐｕｔｅ　ｆａｂｒｉｃｓ）（ＲＣＦ）、アレイ・プロセッサ、及び特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含む、すべてのタイプのデジタル処理デバイスを含むこ
とが意図される。そのようなデジタル・プロセッサは、単一のユニタリＩＣダイ上に含ま
れることが可能であり、又は複数の構成要素を介して配布されてもよい。本明細書で使用
される場合、「ＭＳＯ」又は「マルチプル・システム・オペレータ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ｓｙｓｔｅｍｓ　ｏｐｅｒａｔｏｒ）」という用語は、それらの媒体を介してプログラミ
ング及びデータを含むサービスを配信するために必要とされるインフラストラクチャを有
するケーブル・ネットワーク・プロバイダ、衛星ネットワーク・プロバイダ、又は地上波
ネットワーク・プロバイダを指す。
【００３３】
　本明細書で使用される場合、「ネットワーク」及び「ベアラ・ネットワーク」という用
語は、一般に、限定せずに、ハイブリッド・ファイバ同軸（ＨＦＣ）ネットワーク、衛星
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ネットワーク、テルコ・ネットワーク、並びに（ＭＡＮ、ＷＡＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、イ
ンターネット、及びイントラネットを含めて）データネットワークを含む、任意のタイプ
の通信ネットワーク又はデータネットワークを指す。それらのそのようなネットワーク又
はその部分は、任意の１つ若しくは複数の異なるトポロジ（例えば、リング型、バス型、
スター型、ループ型など）、伝送媒体（例えば、有線ケーブル／ＲＦケーブル、ＲＦ無線
、ミリ波、光など）、及び／又は通信プロトコル若しくはネットワーキング・プロトコル
（例えば、ＳＯＮＥＴ、ＤＯＣＳＩＳ、ＩＥＥＥ標準８０２．３、ＡＴＭ、Ｘ．２５、フ
レーム・リレー、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、ＷＡＰ、ＳＩＰ、ＵＤＰ、ＦＴＰ、ＲＴＰ／Ｒ
ＴＣＰ、Ｈ．３２３など）を使用することが可能である。
【００３４】
　本明細書で使用される場合、「ネットワーク・インターフェース」という用語は、限定
せずに、ファイヤ・ワイヤ群（例えば、ＦＷ４００、ＦＷ８００など）、ＵＳＢ群（例え
ば、ＵＳＢ２）、イーサネット（登録商標）群（例えば、１０／１００、１０／１００／
１０００（ギガビット・イーサネット）、１０－Ｇｉｇ－Ｅなど）、ＭｏＣＡ群、Ｃｏａ
ｘｓｙｓ群（例えば、ＴＶｎｅｔ（登録商標））、無線周波数チューナ群（例えば、帯域
内若しくはＯＯＢ、ケーブル・モデムなど）、Ｗｉ－Ｆｉ群（８０２．１１ａ、ｂ、ｇ、
ｎ）、ＷｉＭＡＸ群（８０２．１６）、ＰＡＮ群（例えば、８０２．１５）、又はＩｒＤ
Ａ群の構成要素若しくはネットワークを含めて、構成要素若しくはネットワークを用いた
任意の信号又はデータ・インターフェースを指す。
【００３５】
　本明細書で使用される場合、「ＱＡＭ」という用語は、ケーブル・ネットワークを介し
て信号を送るために使用される変調方式を指す。そのような変調方式は、ケーブル・ネッ
トワークの詳細に応じて、任意のコンスタレーション・レベル（例えば、ＱＰＳＫ、１６
－ＱＡＭ、６４－ＱＡＭ、２５６－ＱＡＭなど）を使用することが可能である。ＱＡＭは
、これらの方式に従って変調された物理チャネルを指す場合もある。
【００３６】
　本明細書で使用される場合、「サーバ」という用語は、形態にかかわらず、コンピュー
タ・ネットワーク上でデータ、ファイル、アプリケーション、コンテンツ、或いはその他
のサービスを１つ若しくは複数のその他のデバイス又はエンティティに提供するように適
合された、任意のコンピュータ化された構成要素、システム、又はエンティティを指す。
【００３７】
　本明細書で使用される場合、「記憶デバイス」という用語は、限定せずに、コンピュー
タ・ハード・ドライブ、ＤＶＲデバイス、メモリ、ＲＡＩＤデバイス若しくはＲＡＩＤア
レイ、光媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、レーザディスク、Ｂｌｕ－Ｒａｙなど）、或いは
コンテンツ若しくはその他の情報を記憶することが可能な任意のその他のデバイス又は媒
体を指す。
【００３８】
　本明細書で使用される場合、「Ｗｉ－Ｆｉ」は、限定せずに、ＩＥＥＥ標準８０２．１
１、又は、８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ｖを含めて、関連する標準の改変形態のうちの
いずれかを指す。
【００３９】
　本明細書で使用される場合、「ワイヤレス」という用語は、限定せずに、Ｗｉ－Ｆｉ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、３Ｇ、ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ
（例えば、ＩＳ－９５Ａ、ＷＣＤＭＡなど）、ＦＨＳＳ、ＤＳＳＳ、ＧＳＭ（登録商標）
、ＰＡＮ／８０２．１５、ＷｉＭＡＸ（８０２．１６）、８０２．２０、狭帯域／ＦＤＭ
Ａ、ＯＦＤＭ、ＰＣＳ／ＤＣＳ、アナログ・セルラ、ＣＤＰＤ、衛星システム、ミリ波シ
ステム又はマイクロ波システム、音響、及び赤外線（即ち、ＩｒＤＡ）を含めて、任意の
ワイヤレス信号、ワイヤレス・データ、ワイヤレス通信又はその他のインターフェースを
意味する。
【００４０】
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概要
　本発明は、とりわけ、インターネット又は別の外部ネットワークを経由したアクセス可
能なコンテンツ・ソースを経由して、保護されたコンテンツを管理された（例えば、ＭＳ
Ｏ）ネットワークの加入者に提供するための方法及び装置を開示する。一実施例では、ユ
ーザは、（例えば、オンデマンド・タイプのストリーミング、ブロードキャスト、高速フ
ァイル・ダウンロードなどによって）第三者サービス・プロバイダ（コンテンツ・ソース
）ウェブサイトにアクセスして、コンテンツの配信を要求する。要求された特定のコンテ
ンツが保護されたコンテンツであるか、又はあるタイプの加入者だけにアクセス可能なコ
ンテンツである場合、サービス・プロバイダ及び／又はＭＳＯは、要求しているユーザが
そのコンテンツにアクセスすることが許可されるかどうかを判断する。ユーザがコンテン
ツにアクセスすることが可能であるかどうかを判断するプロセスは、（ｉ）ＭＳＯの加入
者としてユーザを認証するステップと、（ｉｉ）加入者のサービス・レベル／加入レベル
が要求されたコンテンツの閲覧（及び、オプションで、１つ又は複数の使用制限）を許可
するかどうかを判断するステップとを含む。このプロセスは、要求プロセスとコンテンツ
配信プロセスの両方にかかわる基礎的なネットワークにとって不可知（ａｇｎｏｓｔｉｃ
）であると有利である。
【００４１】
　一改変形態では、ユーザは、ログイン識別とパスワードとを確立することをそのユーザ
に要求すること、及び／又はユーザにＧＵＩＤを割り当てることによって認証される。こ
のプロセスでユーザのＭＡＣアドレス又はＩＰアドレスを使用することも可能である。こ
の一意情報はＭＳＯエンティティに記憶され、ユーザがコンテンツを要求するとき、ユー
ザはＭＳＯにログインしなければならず、関連情報が取り出されて、ユーザがそのログイ
ンにおいて提供した情報と比較される。有効なログイン情報が入力された場合（即ち、提
供された情報がそのユーザＧＵＩＤに関して記憶された情報と整合する場合）、ＭＳＯと
ユーザとの間でセッションが生み出される。
【００４２】
　ＭＳＯにおける前述の認証は、サービス・プロバイダに関連する様々なエンティティに
よって円滑することが可能である。例えば、ユーザはまず、サービス・プロバイダのサイ
トに記憶されるログイン識別とパスワードを確立することによってなど、サービス・プロ
バイダのウェブサイトにログインすることができる。ログインされると、サービス・プロ
バイダは、コンテンツを閲覧するための要求を適切なＭＳＯに転送して、ユーザがそのＭ
ＳＯサイトにログインするためのプラットフォームを提供することができる。
【００４３】
　別の改変形態では、サービス・プロバイダ及びＭＳＯは、特定のユーザがリンク付けさ
れ得るか、又は連携され（ｆｅｄｅｒａｔｅｄ）得ることの責任を負う。即ち、加入者情
報を確認するために使用される信頼関係がサービス・プロバイダとＭＳＯとの間に確立さ
れる。この実施例によれば、所与のユーザは、そのアイデンティティについてのＭＳＯ固
有の情報（ＭＳＯについてのログイン情報、ＧＵＩＤなど）並びに／又はその加入レベル
及びサービス・プロバイダ・サイトに記憶された、その他のサービス詳細についての情報
を有することになる。ユーザがコンテンツにアクセスするための許可を表す、ＭＳＯから
受信されたメッセージは、サービス・プロバイダ・サイトに記憶されることも可能である
。サービス・プロバイダは、コンテンツについての後続の要求がコンテンツに関してその
ユーザによって行われたるとき、後でこの情報を参照し、それによって、より高速且つよ
り効率的なサービスを提供することができる。
【００４４】
　サービス・プロバイダ・サイト及びＭＳＯサイトにおいてユーザのアカウントをリンク
解除又は連携解除するための方法も開示される。
【００４５】
　他の改変形態では、ＭＳＯは、サービス・プロバイダが、この保護を可能にする（且つ
、要求している加入者に関して固有な）情報をサービス・プロバイダに事前配置すること
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によってなど、配信に関して許可されたコンテンツについてのセキュリティ又は権利管理
保護（例えば、ＤＲＭ、暗号鍵など）を施行することを可能にする。
【００４６】
　同様に、開示される別の改変形態は、サービス・プロバイダが要求側のデバイスに関連
する１つ又は複数の構成パラメータ（例えば、コーデック・サポート、ＤＲＭサポート、
ディスプレイ機能など）に基づいて、要求されたコンテンツを事前構成することを可能に
する。
【００４７】
　前述の方法の実装及びコンテンツの配信についての業務規則も開示される。
【００４８】
例示的な実施例の詳細な説明
　本発明の装置及び方法の例示的な実施例が次に詳細に説明される。これらの例示的な実
施例は前述のハイブリッド・ファイバ同軸（ＨＦＣ）ケーブル・システム、又はマルチプ
ル・システム・オペレータ（ＭＳＯ）、デジタル・ネットワーキング機能、ＩＰ配信機能
、及び複数のクライアント・デバイス／ＣＰＥを有する衛星ネットワーク・アーキテクチ
ャと共に使用する文脈で説明されるが、本発明の一般的な原理及び利点は、広帯域であれ
、狭帯域であれ、有線であれ、無線であれ、又はそれ例外のものであれ、その他のタイプ
のネットワーク及びアーキテクチャに拡張されることが可能であり、したがって、以下は
、事実上、単なる例である。例えば、本発明は、いわゆる、ハイブリッド・ファイバ銅線
（ＨＦＣｕ）ネットワーク上、又はＷｉＭＡＸ（ＩＥＥＥ標準８０２．１６）ワイヤレス
・ネットワーク上での使用に関して適合されることが可能である。
【００４９】
　一般に、消費者（即ち、ホーム）エンド・ユーザ領域の文脈で説明されるが、本発明は
、その他のタイプの環境（例えば、商業／企業、政府／軍隊など）にも同様に容易に適合
されることが可能である点も理解されよう。無数のその他のアプリケーションが可能であ
る。
【００５０】
　また、いくつかの態様は、よく知られている（とりわけ、ＲＦＣ７９１及び２４６０で
記述される）インターネット・プロトコル並びにセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）の
文脈で主に説明されるが、本発明は、説明される機能性を実施するために、その他のタイ
プのプロトコル（並びに、実際に、他のインターネット及びイントラネットを含むために
ベアラ・ネットワーク）を利用することが可能である点を理解されよう。
【００５１】
　本発明のその他の特徴及び利点は、添付の図面と下に提示される例示的な実施例の詳細
な説明とを参照することで、当業者によって直ちに理解されよう。
【００５２】
ネットワーク
　図１は、それを用いて本発明の装置及び方法を使用することができる典型的なコンテン
ツ配信ネットワーク構成を例示する。ネットワーク１００の様々な構成要素は、（ｉ）１
つ又は複数のデータ及びアプリケーション発生地点１０２と、（ｉｉ）１つ又は複数のコ
ンテンツ・ソース１０３と、（ｉｉｉ）１つ又は複数のアプリケーション配布サーバ１０
４と、（ｉｖ）１つ又は複数のＶＯＤサーバ１０５と、（ｖ）顧客構内装置（ＣＰＥ）１
０６とを含む。（１つ又は複数の）配布サーバ１０４、ＶＯＤサーバ１０５、及び（１つ
又は複数の）ＣＰＥ１０６は、ベアラ（例えば、ＨＦＣ）ネットワーク１０１を経由して
接続される。ヘッドエンドは、ゲートウェイ又はその他のそのようなインターフェース（
図示せず）を介して、インターネット１１１など、管理されていない外部インターネット
ワークにも接続される。分かりやすいように、前述の構成要素１０２、１０４、１０５、
１０６のそれぞれのうちの１つの備えた簡単なアーキテクチャが図１に示されるが、本発
明と一致する複数の発生地点、配布サーバ、ＶＯＤサーバ、及び／又はＣＰＥデバイス（
並びに、異なるネットワーク・トポロジー）を備えた同等のアーキテクチャを利用するこ
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とが可能である点を理解されよう。例えば、（下でより詳細に説明される）図１のヘッド
エンド・アーキテクチャを使用することが可能である。
【００５３】
　データ／アプリケーション発生地点１０２は、（ＶＯＤベースのアプリケーション若し
くは「ウォッチＴＶ（Ｗａｔｃｈ　ＴＶ）」アプリケーションなど）データ及び／又はア
プリケーションが配布サーバ１０４に転送されることを可能にする任意の媒体を含むこと
が可能である。これは、例えば、第三者データ・ソース、アプリケーション・ベンダー・
ウェブサイト、ＣＤ－ＲＯＭ、外部ネットワーク・インターフェース、大容量記憶デバイ
ス（例えば、ＲＡＩＤシステム）などを含むことが可能である。そのような転送は、自動
的であってよく、（要求パケット又はＡＣＫの受信など）１つ若しくは複数の指定された
イベントの発生時に開始されてよく、手動で実行されてよく、或いは当業者によって容易
に理解される、いくつかのその他のモードで達成されてもよい。
【００５４】
　アプリケーション配布サーバ１０４は、そのようなアプリケーションをネットワーク・
システムに入れることができるコンピュータ・システムを備える。配布サーバはネットワ
ーキング分野でよく知られており、したがって、本明細書でさらに説明されない。
【００５５】
　ＶＯＤサーバ１０５は、オンデマンド・コンテンツを前述のデータ・ソース１０２のう
ちの１つ又は複数から受信して、ネットワーク・システムに入れることができるコンピュ
ータ・システムを備える。これらのサーバは、コンテンツを局所的に生成することが可能
であるか、又はその代わりに、遠いソースからのゲートウェイ若しくは中間物として機能
することも可能である。
【００５６】
　ＣＰＥ１０６は、配布サーバ１０４によってアクセス可能な「顧客の構内」（又は、ロ
ーカルであれ、若しくは配布サーバ１０４に対して遠隔であれ、その他の位置内）の任意
の装置を含む。
【００５７】
　次に、図１ａを参照すると、本発明に有用なヘッドエンド・アーキテクチャの１つの例
示的な実施例が説明される。図１ａに示されるように、ヘッドエンド・アーキテクチャ１
５０は、料金請求モジュール１５２、加入者管理システム（ＳＭＳ）及びＣＰＥ構成管理
モジュール１５４、ケーブル・モデム終端システム（ｃａｂｌｅ－ｍｏｄｅｍ　ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）（ＣＭＴＳ）及びＯＯＢシステム１５６、並びに互いと
のデータ通信において様々な構成要素を配置する（１つ又は複数の）ＬＡＮ１５８、１６
０を含む典型的なヘッドエンド構成要素とサービスとを備える。バー型ＬＡＮトポロジ又
はバス型ＬＡＮトポロジが例示されるが、本発明と一致する、先に参照された任意の数の
その他の構成（例えば、リング型、スター型など）を使用することが可能である点を理解
されよう。図１ａに示されるヘッドエンド構成は、ハイレベルの概念アーキテクチャであ
り、それぞれのＭＳＯはカスタム・アーキテクチャを使用して複数のヘッドヘンドを配備
している可能性がある点も理解されよう。
【００５８】
　図１ａの例示的なアーキテクチャ１５０は、ネットワークを介して送信するためにコン
テンツを処理又は調整するように適合されたＨＦＣネットワーク１０１に結合されたマル
チプレクサ－暗号装置－変調器（ＭＥＭ）１６２をさらに含む。配布サーバ１６４は、１
つ又は複数のファイル・サーバ１７０を経由してＭＥＭ１６２及びネットワーク１０１に
対するアクセスを提供するＬＡＮ１６０に結合される。ＶＯＤサーバ１０５はＬＡＮ１６
０にも同様に結合されるが、（例えば、ＶＯＤサーバが８０２．３ｚギガビット・イーサ
ネット（登録商標）・デバイスなど、コア交換デバイスに関連する場合など）その他のア
ーキテクチャを用いることも可能である。先に説明されたように、情報は複数のチャネル
を通して搬送される。したがって、ヘッドエンドは、様々なソースから搬送されるチャネ
ルについての情報を獲得するように適合されなければならない。典型的には、ヘッドエン
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ド１５０からＣＰＥ１０６に配信されているチャネル（「下流」）は、先に説明されたよ
うに、ヘッドエンド内で一緒に多重化されて、様々な挿入されたネットワーク構成要素を
経由して近隣のハブに送られる（図１ｂ）。
【００５９】
　しかし、（１つ又は複数の）多重化動作は必ずしもヘッドエンド１５０で（例えば、前
述のＭＥＭ１６２において）発生しなくてよい点も理解されよう。１つの代替として、と
りわけ、そのようなシステムが、ローカル・ハブなど、下流ネットワーク・ノードで挿入
されたコンテンツ（例えば、広告、販売促進、又はその他のプログラム）に関して動的に
補償することを可能にする、改善された多重化装置及び多重化方法、並びに、多重化段階
間で情報を転送するための「フィード・バック」機構及び「フィード・フォワード」機構
を開示する、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ
　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＳＴＡＧＥ　ＭＵＬＴＩＰＬＥＸＩＮ
Ｇ　ＩＮ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の米国特許第７，６０２，８２０号で記述さ
れる方式など、マルチ・ロケーション方式又はマルチ・ステージ方式を使用することが可
能である。
【００６０】
　コンテンツ（例えば、音声、ビデオ、データ、ファイルなど）は、関連するサービス・
グループに関連するそれぞれの下流（帯域内）チャネル内で提供される。ヘッドエンド又
は中間ノード（例えば、ハブ・サーバ）と通信するために、ＣＰＥ１０６は、帯域外（Ｏ
ＯＢ）チャネル又はＤＯＣＳＩＳチャネルと、関連するプロトコルとを使用することが可
能である。ＯＣＡＰ１．０（及び、後続の）仕様は、下流及び上流の両方で例示的なネッ
トワーキング・プロトコルを提供するが、本発明はこれらの手法に決して限定されない。
【００６１】
　複数のサーバ（ブロードキャスト、ＶＯＤ、又はそれ以外のもの）を使用して、所望さ
れる場合、異なるサーバ「ファーム」の一部であるなど、２つ以上の異なる位置に配設す
ることが可能である点も理解されよう。１つのサービス・グループ、又はその代わりに、
異なるサービス・グループを供給するために、これらの複数のサーバを使用することが可
能である。簡単なアーキテクチャでは、１つ又は複数のサービス・グループを供給するた
めに、単一のサーバが使用される。別の改変形態では、１つ又は複数のサービス・グルー
プを供給するために、同じ位置に配置された複数のサーバが使用される。さらに別の改変
形態では、１つ又は複数のサービス・グループを供給するために、異なる位置に配置され
た複数のサーバが使用される。
【００６２】
　高密度波分割多重化（ｄｅｎｓｅ　ｗａｖｅ－ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｅｄ）（ＤＷＤＭ）光信号をネットワーク内のそれぞれのハブに効率的な形で配布するた
めに、光伝送リング（ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｒｉｎｇ）（図示せず）も
一般的に利用される。
【００６３】
　オンデマンド及びブロードキャスト・コンテンツ（例えば、ビデオ・プログラミング）
に加えて、図１ａ及び図１ｂ（並びに、下で議論される図ｌｃ）のシステムは、インター
ネット・プロトコル（ＩＰ）を使用してインターネット１１１データ・サービスも配信す
るが、デジタル通信分野でよく知られているタイプのその他のプロトコル及び移送機構を
代用することも可能である。１つの例示的な配信パラダイムは、ＭＰＥＧを介したＩＰを
介したＭＰＥＧ（又は、Ｈ．２６４若しくはＡＶＣなど、その他のビデオ・コーデック）
を含めて、前述のＤＯＣＳＩＳチャネルを介して、ユーザＰＣ（又は、ＩＰベースのＳＴ
Ｂ）にビデオを移送して、ＭＰＥＧベースのビデオ・コンテンツを配信するステップを含
む。即ち、上位層ＭＰＥＧコンテンツ、又はその他の符号化されたコンテンツはＩＰプロ
トコルを使用してカプセル化され、そのコンテンツは、次いで、多重トランスポート・ス
トリーム（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｓｔｒｅａｍ）（ＭＰＴＳ）
を介してなど、ＲＦチャネル上の配信に関して当技術分野でよく知られているタイプのＭ
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ＰＥＧパケット化を利用する。このように、通常のブロードキャスト配信に対する並列配
信モード、即ち、従来の下流ＱＡＭを介して、ビデオ・コンテンツをユーザのＳＴＢのチ
ューナ、又はテレビジョン上で閲覧するためのその他の受信デバイスに配信すること、及
び同じく、ＤＯＣＳＩＳ　ＱＡＭを介して、パケット化されたＩＰデータをユーザのケー
ブル・モデムを経由してユーザのＰＣ又はその他のＩＰ可能なデバイスに配信することの
両方が存在する。そのようなパケット化されたモードの配信は、ユニキャストであってよ
く、マルチキャストであってよく、又はブロードキャストであってもよい。ＩＰカプセル
化データの配信は、図ｌｃに関して下で説明されるように、非ＤＯＣＳＩＳ　ＱＡＭを介
して発生することも可能である。
【００６４】
　ＣＰＥ１０６は、それぞれ、ＣＰＥ１０６がサービス提供する加入者の構内／アドレス
向けのＩＰパケットに関して（ポート若しくはソケットＩＤＰ／アドレス、又はその他の
そのような機構を用いてなど）特定の割り当てられたＲＦチャネルを監視するように構成
される。
【００６５】
　本明細書で説明される前述のネットワーク・アーキテクチャは、パケット化されたコン
テンツ（例えば、高速データ又はインターネットＴＶ用のＭＰＥＧを介したＩＰ、ＭＰＴ
Ｓ用のＱＡＭを介したＭＰＥＧ２パケット・コンテンツなど）を搬送することができる（
且つ、実際にそれを行う）が、これらのネットワーク・アーキテクチャは、多くの場合、
そのような配信のために最適化されていない。したがって、本発明の別の実施例によれば
、ＭＳＯネットワークから要求が発行するとき、パケット・コンテンツ（例えば、ＩＰＴ
Ｖコンテンツ）を搬送するために「パケット最適化された」配信ネットワークが使用され
る（下の図２ａの議論を参照されたい）。図１ｃは、予め本明細書に組み込まれている「
ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＡＣＫＥＴＩＺＥＤ　ＣＯＮ
ＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＯＶＥＲ　Ａ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥ
ＴＷＯＲＫ」という表題の同時係属中の米国特許出願第６１／２５６，９０３号で説明さ
れるような、共通の制御プレーン及びサービス配信プラットフォーム（ＳＤＰ）を備えた
ＩＭＳ（ＩＰマルチメディア・サブシステム）ネットワークの文脈で、そのようなネット
ワークの１つの例示的な実装形態を示す。そのようなネットワークは、異なるサービスの
共通制御、ユニキャスト・モデル又はマルチキャスト・モデルに従ったコンテンツ配信セ
ッションの実施及び管理、ＩＰパケット化されたコンテンツ・ストリームについてのサー
ビス品質（ＱｏＳ）などの点でかなりの強化を提供するが、本発明の様々な特徴は前述の
アーキテクチャのうちのいずれかに決して限定されない点を理解されたい。
【００６６】
コンテンツ配信ネットワーク・アーキテクチャ
　本開示で説明されるＭＳＯネットワークの外部で保護されたコンテンツに対するアクセ
スを提供するための手法は、この例示的な実施例では、コンテンツ・プロバイダ（例えば
、サービス・プロバイダ若しくは第三者エンティティ）と管理されたネットワーク・オペ
レータ（例えば、ＭＳＯ）との間で渡される取引又はアサーションの事前定義されたセッ
トに基づく。これらのアサーションは、前述の組織の両方に対して所有権を主張でき、さ
らに標準ベースのプロトコルのセットを通じて具体化されるアプリケーション間で実施さ
れる。本発明の一実装形態では、利用されるプロトコルは、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔによって、且つ／又はＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｔｈ
ｅ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｓｔａｎｄａｒｄｓ（ＯＡＳＩＳ）によって定義されるプロトコルを含むが、その他のプ
ロトコルを同じように成功裏に使用することも可能である点を理解されよう。
【００６７】
　２００１年に結成されたリバティ・アライアンスは、「アイデンティティ連携（ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ　ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ）」の基本概念を用いたアイデンティティ管理（又は
、異なる組織内若しくは異なる組織を通したアカウントのリンク付け）についてのオープ
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ン・スタンダード及びガイドラインのセットを作成した。その全体が参照により本明細書
に組み込まれている、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｆｅｄｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ（ＩＤ－ＦＦ）Ｖ１．２仕様として知られている、こ
のプロジェクトから作成されたガイドラインは、それによって、進行中の複数のログイン
を低減して、それによって、成りすましを低減しながら、身元保証を高めるために、信頼
できるソースからのアイデンティティをリンク付けすることができるプロセスを定義する
。２００３年に、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ａｌｌｉａｎｃｅは、その一連の作業結果をＳＧＭＬ
　Ｏｐｅｎの名義で１９９３年に結成されたＯＡＳＩＳに寄与した。ＳＧＭＬ　Ｏｐｅｎ
の最初の特権は、標準一般化マークアップ言語（ＳＧＭＬ）をサポートする製品間の相互
運用性についてのガイドラインの作成であったが、１９９８年にＳＧＭＬ　Ｏｐｅｎはそ
の名称を変更して、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）が技術産業界で広く採用されるにつ
れて、その重点をＳＧＭＬから拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）に移した。
【００６８】
　今日まで、ＯＡＳＩＳからの仕様は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれて
いるセキュリティ・アサーション・マークアップ言語（ＳＡＭＬ）仕様（２００５年に公
開されたバージョン２．０）を介して示された、合意する事業パートナー同士の間のセキ
ュリティ及びアイデンティティ管理のための事実上の標準になった。ＳＡＭＬ及びＩＤ－
ＦＦの初期バージョンは互換性があったが、これら２つの標準は、より高い整合性及び構
成要素の対称性についてのＳＡＭＬ内の構成要素の変更に基づいて、互換性がなくなった
。ＳＡＭＬｖ２．０で対処されるその他の主な違いは、単一のプロトコルについての暗号
化メタデータ及び複数のエンドポイント・サポートであった。また、ＳＡＭＬｖ２．０は
、より多くのオプションを明らかにして、拡張された定義についての事例を使用するため
にＬｉｂｅｒｔｙ機能性を一般化した。しかし、本発明は任意の特定の標準又は言語に限
定されず、前述のＳＡＭＬ及びＩＤ－ＦＦは本発明のより広い原理の単なる例である点を
理解されよう。
【００６９】
　次に、図２を参照すると、本発明の一実施例に従って構成され、保護されたコンテンツ
を、いわゆる、「資格を有する」視聴者に配信する際に使用するためのコンテンツ配信ネ
ットワーク・アーキテクチャ２００のハイレベルブロック図が例示される。本明細書で議
論されるように、ネットワーク・アーキテクチャ２００は、一般に、（例えば、サービス
・プロバイダ２０２によって）ＭＳＯ２０１ネットワークの外部で保護されたコンテンツ
に対するアクセスを加入者に提供する。ネットワーク２００は、一般に、１つ又は複数の
サービス・プロバイダ２０２と、ＭＳＯ２０２と、ＣＰＥ１０６及び携帯用のメディア・
デバイス（ＰＭＤ）１０７など、複数のクライアント・デバイスとを含む。
【００７０】
　サービス・プロバイダ２０２は、例えば、１つ又は複数のメディアを介して、又はＭＳ
Ｏ２０１との配布合意を通じて、コンテンツを配布する（例えば、ＮＢＳ、Ｔｕｒｎｅｒ
　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ、Ｖｉａｃｏｍなど）任意のブロードキャスト・プロバイダ
を含むことが可能である。加入者は、ビデオ・サービス／音声サービス／データ・サービ
スの個々の消費者又はユーザを含む。
【００７１】
　加入者は、例えば、顧客構内装置（ＣＰＥ）１０６、パーソナル・メディア・デバイス
（ＰＭＤ）１０７、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、ラップトップ・コンピュータ、
モバイル・デバイスなど、ユーザ・デバイスを経由してコンテンツに対するアクセスを要
求する。ユーザ・デバイスは、インターネットを経由してＭＳＯ２０１又はサービス・プ
ロバイダ２０２から音声サービス／ビデオ・サービス／データ・サービスを受信すること
ができる任意の装置を含むことが可能である。したがって、（同様に、その他のモデル又
は２つの一次要求／配信モデルの組合せ若しくは改変形態を使用することも可能であるが
）２つの一次要求／配信モデルが予測される。即ち、（ｉ）コンテンツを要求しているＭ
ＳＯネットワーク・デバイスに返すための、ＭＳＯネットワーク・デバイス（例えば、Ｉ
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Ｐ可能なＤＳＴＢ又は構内ゲートウェイ１１３など、ＣＰＥ１０６）から（例えば、外部
ウェブ・アプリケーション２０４など）インターネット・サイトに対する要求（図２ａを
参照されたい）、及び（ｉｉ）コンテンツを要求している非ＭＳＯネットワーク・デバイ
スに返すための、非ＭＳＯネットワーク・デバイスからの要求（図２ｂを参照されたい）
、である。
【００７２】
　前者の事例（ｉ）のある実例は、インターネット（及び、第三者サービス・プロバイダ
／ソース・サイト）にアクセスするためにＭＳＯインフラストラクチャを利用するＭＳＯ
２０１に登録されたＩＰ可能なＤＳＴＢケーブル・モデム又はＰＣ／ＤＯＣＳＩＳケーブ
ル・モデムであってよく、コンテンツは同等の経路を介して要求側のデバイスに戻される
。この場合、ＭＳＯネットワークは、「ベアラ」ネットワークと「オーソライザ（ａｕｔ
ｈｏｒｉｚｅｒ）」ネットワークの両方として機能する。一実施例では、加入者はＭＳＯ
インフラストラクチャを（主に）使用して、ＭＳＯ保護されたコンテンツを要求している
が、コンテンツのソースは、実際には、第三者（例えば、ウェブ・サーバ）であり、した
がって、コンテンツは本質的に不可知な形で配信される。（即ち、ＭＳＯは、ＭＳＯがそ
の独自のコンテンツを搬送していることを知らず、むしろ、保護されたコンテンツは単に
任意のその他の第三者コンテンツであるように見える。したがって、有利には、任意の特
別なルーティング、管理、又はその他の考慮を必要としない）。
【００７３】
　後者の事例（ｉｉ）のある実例は、ＭＳＯ２０１に登録されてよく、又は登録されなく
てもよく、且つ許可されたＭＳＯ加入者によって操作されているＩＰ可能なモバイル・デ
バイス（例えば、スマートフォン若しくはラップトップ・コンピュータ）であり得る。こ
のデバイスは、例えば、サービス・プロバイダＷＬＡＮ、セルラ３Ｇ／４Ｇ（例えば、Ｌ
ＴＥ－Ａ）、ＷｉＭＡＸ、又はその他のそのようなインターフェース２５０を経由してイ
ンターネットに対するアクセスを取得することができ、それによって、このデバイスは、
第三者ウェブサイトに接続して、コンテンツを要求することができ、配信が許可されると
き、そのコンテンツは同等の戻り経路を介してそのデバイスにストリーミングされる。こ
のように、ＭＳＯ２０１ネットワークはベアラではなく、むしろ、単なるオーソライザで
ある。
【００７４】
　図２ｃは、ＭＳＯ操作された（又は、連携された）サイトが使用される、図２のコンテ
ンツ配信及びメッセージ交換ネットワーク・アーキテクチャのさらに別の使用事例を示す
。
【００７５】
　前述の例示的なシナリオの下での様々な通信（及び、保護されたコンテンツ）のフロー
は、それぞれ、図２ａ～図２ｃにも例示される。様々なモデルでは、加入者要求は、（ｉ
）外部ウェブ・アプリケーション２０４若しくは第三者サーバ、及び／又は（ｉｉ）ＭＳ
Ｏ維持されたウェブサイトにおいて受信される。コンテンツに対するアクセスを要求して
いる加入者（及び／又はデバイス）は認証されて、コンテンツを受信するためのその許可
はエンタイトルメント・サーバ２０８及びアイデンティティ・プロバイダ２１０によって
確認され、同様に追加のエンティティを利用することが可能である。この認証及び許可は
、（例えば、ユーザ及び／又はそのデバイスの認証、コンテンツにアクセスするためのユ
ーザの許可など）本明細書において後で説明される形態、並びに先に参照された、２０１
０年７月１２日に出願した、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　
ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣ
ＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」
という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／８３４，７９６号で議
論されたような形など、多くの形をとることができる。或いは、ネットワーキング分野で
よく知られているタイプのＩＥＥＥ標準８０２．１ｘ認証、ＲＡＤＩＵＳサーバなどを認
証及び／又は許可のために利用することも可能である。
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【００７６】
　加入者（及び／又はデバイス）が認証並びに許可されると、コンテンツをサービス・プ
ロバイダ・コンテンツ・サーバ２０６から要求側の（例えば、ＣＰＥ１０６、ＰＭＤ１０
７など）に提供することができる。サービス・プロバイダは、コンテンツを配信するため
のプロキシ（例えば、第三者サービス・プロバイダが既存の関係を有する第四者）を指定
することも可能である。
【００７７】
　示されるように、保護されたコンテンツを（コンテンツ・サーバ２０６を経由して）提
供できる前に、サービス・プロバイダ２０２は、要求側のデバイスをＭＳＯ２０１加入者
であるとして認証して、要求している加入者が要求されたコンテンツを閲覧することを許
可されることを確実にしなければならない。（要求しているユーザがＭＳＯ２０１加入者
であるかどうかを判断する）認証ステップは、少なくともＭＳＯベースのアイデンティテ
ィ・プロバイダ２１０を利用する。（要求されたコンテンツに関して加入者の「エンタイ
トルメント」を判断する）認証ステップは、少なくともＭＳＯベースのエンタイトルメン
ト・サーバ２０８を利用する。
【００７８】
　それによってユーザのＭＳＯ加入者としてのステータスが認証される２つの例示的なモ
デルが本明細書で議論されるが、本開示を考慮すれば、当業者はその他のパラダイムを理
解されよう。第１のモデルは、サービス・プロバイダ２０２の加入者アイデンティティを
ＭＳＯ２０１の加入者アイデンティティに「リンク付けすること」を可能にする。このリ
ンクは、アカウントがリンク付けされると、サービス２０２が認証のために加入者を再度
ＭＳＯ２０１に宛先変更しなければならない状態を回避することを可能にする。サービス
・プロバイダ２０２がその加入者についてのアイデンティティを維持していない場合、第
２の方法（「非リンク付け」）が使用され、即ち、サービス・プロバイダ２０２がその独
自のアイデンティティ管理システム（ＩＤＭＳ）をサポートしない場合、代わりに、認証
のためにＭＳＯ２０１アイデンティティ・プロバイダ２１０だけを活用する。一改変形態
では、非リンク付け実施例は、サービス・プロバイダ２０２が、認証がセッション・ベー
スであり、永続的であり得ないというＭＳＯ２０１ポリシーを施行することを必要とする
。
【００７９】
　一実施例では、ＭＳＯ２０１ネットワークの外部で保護されたコンテンツの配信を実現
するためのアーキテクチャ２００は、その全体が参照により本明細書に予め組み込まれて
いる、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥ
ＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩ
ＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、共同所
有された同時係属中の米国特許出願第１２／８３４，７９６号で議論される構成要素を含
むことが可能である。
【００８０】
　上述のように、要求されたコンテンツ／提供されたコンテンツは、従来のブロードキャ
スト・コンテンツ、並びにオンデマンド・コンテンツを含むことが可能である。その他の
タイプのコンテンツを提供することも可能である。例えば、（その全体が参照により本明
細書に組み込まれている、２００７年２月６日に出願され、「ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯ
Ｒ　ＥＦＦＥＣＴＩＶＥＬＹ　ＡＣＣＥＳＳＩＮＧ　ＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧ　ＬＩＳＴ
ＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＡＮ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＤＥＬＩ
ＶＥＲＹ　ＳＹＳＴＥＭ」という表題の、共同所有された米国特許第７，１７４，１２６
号で説明される）いわゆる「クイック・クリップ（ｑｕｉｃｋ　ｃｌｉｐｓ）」コンテン
ツ、（その全体が参照により本明細書に組み込まれている、「ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯ
Ｒ　ＤＥＬＩＶＥＲＩＮＧ　ＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＢＡＳＥＤ　Ｏ
Ｎ　Ａ　ＭＯＤＩＦＩＥＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＶＩＤＥＯ　ＲＥＣＯ
ＲＤＥＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許公開第
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２００５／００３４１７１号で説明される）いわゆる「スタート・オーバ（ｓｔａｒｔ－
ｏｖｅｒ）」コンテンツ、（その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２００
４年８月６日に出願した、「ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯＲ　ＤＥＬＩＶＥＲＩＮＧ　ＰＲ
ＯＧＲＡＭＭＩＮＧ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　Ａ　ＭＯＤＩＦＩＥＤ　ＮＥ
ＴＷＯＲＫ　ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＶＩＤＥＯ　ＲＥＣＯＲＤＥＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ」とい
う表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１０／９１３，０６４号で説明さ
れる）いわゆる「ルックバック（ｌｏｏｋｂａｃｋ）」コンテンツ、及び／又は（その全
体が参照により本明細書に組み込まれている、２００８年１１月２５日に出願し、「ＴＥ
ＣＨＮＩＱＵＥ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　Ａ　ＶＩＲＴＵＡＬ　ＤＩＧＩＴＡＬ　
ＶＩＤＥＯ　ＲＥＣＯＲＤＥＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＴＨＲＯＵＧＨ　Ａ　ＣＯＭＭＵＮＩ
ＣＡＴＩＯＮＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、共同所有された米国特許第７，４５７
，５２０号で議論される）いわゆる「リモートＤＶＲ（ｒｅｍｏｔｅ　ＤＶＲ）」コンテ
ンツを配信することができる。さらにまた、例えば、舞台裏及びカット・シーン、もう１
つの結末、俳優インタビューなど、非加入者に利用可能でないか、又は従来の移送を通し
て配信され得ないプレミアム・ベースのコンテンツに対する拡張されたアクセスを提供す
ることも可能である。
【００８１】
　下でより詳細に説明されるように、前述のネットワーク・アーキテクチャは、ユーザ・
デバイス（ＣＰＥ１０６及び／又はＰＭＤ１０７）とサービス・プロバイダ２０２及びＭ
ＳＯ２０１との間の上流通信をさらに可能にする。したがって、サービス・プロバイダ２
０２及び／又はＭＳＯ２０１におけるエンティティは、（上流メッセージ若しくはシグナ
リングを用いて能動的であれ、又はユーザ要求／トリック・モード若しくはその他のタイ
プの行動に基づいて受動的であれ）デバイスから使用状況データを収集すると同時に、適
用可能な場合、ユーザに（例えば、早送り、巻き戻し、休止など）コンテンツについての
トリック・モード機能を提供することができる。
【００８２】
　２００９年１０月３０日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ
　ＦＯＲ　ＰＡＣＫＥＴＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＯＶＥＲ　Ａ　
ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、予め組み込まれて
いる共同所有された米国仮出願第６１／２５６，９０３号で議論されるように、一実施例
では、コンテンツのＣＰＥ１０６及び／又はＰＭＤ１０７に対する配信はＭＳＯネットワ
ーク内で（即ち、図２ａのパラダイムの下で）発生する。そこで議論されるように、実質
的にセッション・ベースのパケット化されたコンテンツ配信手法は、コンテンツの配信の
際に一時的なデバイス及び位置の柔軟性、ユーザ・セッションの移送可能性／移動を可能
にする（即ち、ユーザが、任意の時点で、任意の場所で、自らが選択する任意のデバイス
上に配信された、自らが望む任意のコンテンツを受信するのを可能にする）と同様に、サ
ービス／コンテンツの個人化（例えば、セッション／ユーザごとベース）及び融合（統合
）を可能にする（例えば、よく知られているインターネット・プロトコルを使用する）。
この手法は、これまで、実質的に異なり、多くの場合、ベンダー固有のネットワークによ
って供給される異種サービスであったものを提供する際に、共通の配信アーキテクチャ又
は統一された配信アーキテクチャを使用する。
【００８３】
　さらに、前述の装置及び方法は、拡張されたコンテンツ・アクセス、複製、及び配布制
御（例えば、ＤＲＭベースの手法と、その他のセキュリティ措置及びコンテンツ制御措置
とによって）、並びに、特に、先行技術の「インターネットＴＶ」パラダイムと比較した
ときに、高いメディア品質とユーザ経験とを維持するサービス品質（ＱｏＳ）保証を提供
する。１つの例示的な実装形態では、ネットワークは、ＳＩＰセッション・プロトコル、
並びにサービス配信プラットフォーム（ＳＤＰ）を含むＩＭＳ（例えば、関連する３ＧＰ
Ｐ標準で定義されるものなど、ＩＰマルチメディア・システム）に基づき得る。
【００８４】



(21) JP 5714106 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

　別の実装形態（図２ｂ）では、ネットワークは、「管理された」サービスと「管理され
ていない」（即ち、オフ・ネットワーク）サービスの両方を含み、その結果、ネットワー
ク・オペレータは、その独自のインフラストラクチャと外部インフラストラクチャの両方
を利用して、様々な場所及び様々な使用事例において、その加入者に対するコンテンツ配
信を実現することができる。
【００８５】
　この手法の一改変形態では、ネットワーク・サービスは、他のプロバイダのインフラス
トラクチャの「オーバ・ザ・トップ」で送られ、それによって、サービス・プロバイダ・
ネットワークを実質的に透過的にする（即ち、保護されたコンテンツ要求及びその他の通
信は、それらが任意の他のトラフィックであるかのように、サービス・プロバイダ・ネッ
トワークとインターネットとを介して渡される）。別の改変形態では、プロバイダ間の協
力的な手法が利用され、その結果、１つのサービス・プロバイダのネットワーク内に存在
する特徴又は機能（例えば、ＡＰ若しくはＲＡＮに対するモバイル・デバイスの認証）は
、そのサービス・プロバイダと協働して運営している別のプロバイダによって活用され得
る。
【００８６】
　別の実施例では、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２００５年１０
月２４日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＯＮ－Ｄ
ＥＭＡＮＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｏ
ＶＥＲ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第
１１／２５８，２２９号で説明されるように、要求されたコンテンツは、コンテンツ及び
データ配布アーキテクチャ２００を経由して許可されて、ＣＰＥ１０６及び／又はＰＭＤ
１０７に提供されることが可能である。その中で議論されるように、ダウンロード又は「
オンデマンド」パラダイムに従ってデータを提供することが可能である。一実施例では、
ネットワークは、ＣＳＰ（セルラ・サービス・プロバイダ）又はワイヤレス・サービス・
プロバイダ（ＷＳＰ）に接続されたケーブル・テレビジョン・ネットワークを含み、オン
デマンド・コンテンツ配信は、セッションが（セルラ電話など）コンテンツを受信するエ
ンティティと配布するエンティティ（例えば、ＶＯＤサーバ）との間で確立される「二地
点間」手法によって達成される。セッション確立及びデータフロー制御は、有利には、（
ｉ）ケーブル・ネットワーク内でオンデマンド・サービスを加入者に提供するため、及び
（ｉｉ）ストリーミング・マルチメディアをクライアント・モバイル・デバイスに配信し
て、それを管理するために一般に使用されるプロトコルと帯域幅とを使用して実施される
。
【００８７】
　同じように本発明と一致する、コンテンツを管理されたネットワーク内若しくは管理さ
れたネットワーク外に位置するＰＭＤ１０７及び／又はＣＰＥ１０６に提供するためのさ
らに他の機構及びアーキテクチャを使用することが可能であり、前述の説明は、より広い
原理の単なる例である。
【００８８】
　下でより詳細に議論されるように、アーキテクチャ２００は、ＭＳＯで維持された許可
サーバ（図示せず）から取得される情報、又はそのような許可サーバに記憶された情報を
利用して、要求しているユーザ・デバイスがコンテンツを受信することが許可されている
かどうかを決定する。一実施例では、コンテンツの提供及びその使用は、供給ウェブ若し
くはサービス・プロバイダ・コンテンツ・サーバ２０６（又は、ＭＳＯで操作される任意
の中間インフラストラクチャ）によって効果的に制御される。例えば、ユーザがコンテン
ツを受信することを許可されると、サーバ２０６は所定の配信経路／配信モデルを介して
コンテンツをユーザ・デバイスにサービス提供する。
【００８９】
　別の実施例では、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２０１０年３月
２日に出願した、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＲＩＧＨＴ
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Ｓ－ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＡＮＤ　ＤＡＴＡ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表
題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／７１６，１３１号で議論される
ように、ユーザ・デバイスに関連するディスプレイ・デバイスにおいてコンテンツをユー
ザに提供することに対する様々な制限はデバイス（例えば、ＣＰＥ１０６、ＰＭＤ１０７
など）自体によって判断される。その中で議論されるように、「スマート」メディア・プ
レイヤ・アプリケーションに結合されたダウンロード可能又は転送可能な権利プロファイ
ルが与えられる。この権利プロファイルは、デバイス及び／又は加入者がコンテンツにア
クセスするための特定の権利についての情報を含む。デバイスが（メディア・プレイヤと
その関連する権利管理アプリケーションとによって）コンテンツを加入者に提供するかど
うかを判断するのは、この権利プロファイルによってである。
【００９０】
　図２ａ～図２ｃのアーキテクチャの一実装形態では、その全体が参照により本明細書に
組み込まれている、２００９年１０月２０日に出願した、「ＧＡＴＥＷＡＹ　ＡＰＰＡＲ
ＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬ
ＩＶＥＲＹ　ＩＮ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、共同所有された同時係属中の米
国特許出願第１２／５８２，６１９号で開示されるように、コンテンツをＣＰＥ１０６又
はＰＭＤ１０７に配信する際に有用な１つ若しくは複数のエンティティは、（例えば、機
能プロファイルがこれらのデバイスから受信された場合においてなど）必要な場合、コン
テンツのカプセル化解除／再カプセル化を実行するためのＣＰＥ１０６機能又はＰＭＤ１
０７機能についての情報を利用するように適合されることが可能である。その中で議論さ
れるように、サービス・プロバイダ２０２又はＭＳＯ２０１の（或いはその他の場所に位
置する）１つ若しくは複数のエンティティは、第１のメディア・ファイル・コンテナ・フ
ォーマットからコンテンツをカプセル化解除して、後でそのコンテンツを要求側のデバイ
スと互換性があるとして知られている第２のメディア・ファイル・コンテナ・フォーマッ
トに再カプセル化することを含めて、コンテンツを処理するように構成されることが可能
である。例えば、ホスト・サーバ又はその他のコンテンツ・ソースから配信されるコンテ
ンツを、例えば、ＭＰ４の形でカプセル化することが可能であり、受信側ＣＰＥ１０６が
ＭＰ４ファイルを読み取ることができない場合、コンテンツ・サーバ（又は、その他のエ
ンティティ）は、コンテンツを、例えば、ＭＰＥＧ２、又は受信側ＣＰＥ１０６が読み取
ることができる別のフォーマットに再カプセル化することができる。
【００９１】
　別の例示的な実施例では、受信側デバイスは、収束された構内デバイス（ＣＰＤ）及び
／又はメディア・ブリッジを含むことが可能である。ＣＰＤは、例えば、その全体が参照
によって本明細書に組み込まれている、２００６年３月１６日に出願した、「ＭＥＴＨＯ
ＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＣＥＮＴＲＡＬＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ
　ＡＮＤ　ＤＡＴＡ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表題の、共同所有された同時係属中の米
国特許出願第１１／３７８，１２９号で説明されるタイプのものであってよい。その中で
議論されるように、ＣＰＤは、ＷＬＡＮ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）及び／又はＰＡＮ（例え
ば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）若しくは８０２．１５）ワイヤレス・インターフェ
ースを含む。パケット化された（例えば、ＩＰ）トラフィックは、例えば、ＷＬＡＮイン
ターフェース／ＰＡＮインターフェースを経由してＣＰＤとＰＭＤ１０７との間で交換可
能である。したがって、一実施例では、ＰＭＤ１０７はＣＰＤからコンテンツを要求する
ことができる。
【００９２】
　さらに別の実施例では、ユーザ・デバイスは、例えば、その全体が参照により本明細書
に組み込まれている、２００９年６月８日に出願した、「ＭＥＤＩＡ　ＢＲＩＤＧＥ　Ａ
ＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」という表題の、共同所有された同時係属中
の米国特許出願第１２／４８０，５９７号で開示されるタイプのものであってよいメディ
ア・ブリッジを含むことが可能である。その中で議論されるように、メディア・ブリッジ
装置は、（例えば、ｉＰｏｄ（登録商標）、ハンドヘルド・コンピュータ、スマートフォ
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ン、ＰＤＡなどを含むことが可能な）ＰＭＤ１０７とユーザのホーム・ネットワークとの
間の接続として機能する。このブリッジ装置は、例えば、ＰＭＤ１０７上に記憶されたコ
ンテンツをユーザのセット・トップ・ボックス上又はその他のクライアント・デバイス上
に提示されることが可能なフォーマットに変換するために使用可能である。このブリッジ
装置は、ＰＭＤ１０７のユーザがコンテンツを受信することを許可されていることを条件
に、（コンテンツをＰＭＤ１０７上に記憶される／提示されることが可能なフォーマット
に変換することによってなど）コンテンツをＰＭＤ１０７に送信するためにも利用可能で
ある。
【００９３】
　上述のように、一実施例では、ＭＳＯ２０１は、例えば、テクノロジー・サービス・グ
ループ（ＴＳＧ）許可インフラストラクチャとアドバンス・テクノロジー・グループ（Ａ
ＴＧ）認証インフラストラクチャをと含めて、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨ
ＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣ
ＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　Ｎ
ＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／８３
４，７９６号で議論される構成要素を利用することが可能である。その中で議論されるよ
うに、許可インフラストラクチャ及び認証インフラストラクチャは、少なくともＭＳＯベ
ースの一般的なログイン・アプリケーション（ＣＬＡ）と、サービス指向アーキテクチャ
（ＳＯＡ）と、エンタープライズ・アイデンティティ・システム（ＥＩＳ）と、アイデン
ティティ・プロバイダとを含むことが可能である。前述のインフラストラクチャは、そこ
から要求されたコンテンツを加入者に配信することを可能にするのに先立って、１つ又は
複数のサービス・プロバイダ２０２と通信する。
【００９４】
　図２に示されるように、サービス・プロバイダ２０２は、記憶エンティティ２１２をさ
らに備えることが可能である。アカウント連携が利用される場合、加入者及び／又はクラ
イアント・デバイスについての記録を記憶するために、記憶エンティティ２１２を使用す
ることが可能である。例えば、記憶エンティティ２１２は、ユーザ固有のグローバル一意
識別子（ＧＵＩＤ）又はサービス・プロバイダ２０２ネットワーク内及び／若しくは適切
なＭＳＯ２０１内の加入者を認識するために使用可能なその他の情報を記憶することがで
きる。
【００９５】
　ネットワークの様々なエンティティ同士の間の通信は、一実施例では、「ＡＰＰＡＲＡ
ＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ
　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮ
Ｔ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、先に参照された、共同所有さ
れた同時係属中の米国特許出願第１２／８３４，７９６号に記載されたエンタイトルメン
ト記述言語を利用することができる。
【００９６】
リンク付けされたアカウントを伴わない認証
　次に図３を参照すると、アカウント・リンク付け又はアカウント連携を利用せずにユー
ザを認証するための、ある例示的な方法が示される。上で示されたように、図３の方法は
、サービス・プロバイダ２０２が、任意の形態のアイデンティティ管理をサポートせず（
例えば、ＩＤＭＳを有す）、保護されたコンテンツにアクセスするためのログイン・プロ
セスを処理するために、単にＭＳＯ２０１に依存する場合に有用である。
【００９７】
　この方法のステップ３０２に従って、保護されたコンテンツにアクセスするための要求
は、外部ノード（例えば、ウェブ・アプリケーション２０４）において加入者から受信さ
れる。
【００９８】
　要求が受信されたとき、サービス・プロバイダ２０２は、その要求をＭＳＯベースのア
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イデンティティ・プロバイダ２１０に転送する。一実施例では、サービス・プロバイダ２
０２は、その要求をフォーマットして、以下の要素を含めて、アイデンティティ・プロバ
イダ・サーバ２１０にポストするハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）ＰＯＳＴ
メッセージを含む拡張可能ハイパーテキスト・マークアップ言語（ＸＨＴＭＬ）フォーム
を含めることができる。
【数１】

【００９９】
　一実施例では、サービス・プロバイダ２０２及びアイデンティティ・プロバイダ２１０
は、ＨＴＴＰ　ＰＯＳＴバインディングを使用する。ある例示的なアイデンティティ・プ
ロバイダ２１０ＰＯＳＴ　ＵＲＬは以下であり得る。

【数２】

【０１００】
　ステップ３０６において、アイデンティティ・プロバイダ２１０は、ログイン・セッシ
ョンが作成されているかどうかを判断する。セッションが存在する場合、コンテンツはユ
ーザに提供される。即ち、下でより詳細に議論されるように、加入者がＭＳＯログイン・
ページに既にログオンしている場合（及び／又は、ユーザＧＵＩＤがサービス・プロバイ
ダ２０２に記憶されている場合）、ＭＳＯはユーザの資格、及びユーザがそのコンテンツ
を受信することを許可されていることを直ちに知ることになる。ログイン・セッションが
作成されていない場合、その加入者に関して何のセキュリティ・コンテキストも存在せず
、加入者はＭＳＯログイン・ページに宛先変更される（ステップ３０８）。ログイン・ペ
ージで、加入者は、例えば、ユーザの識別子とパスワードの組合せ、又は加入者のデジタ
ル・アイデンティティを確認するためのその他の手段を使用してログインする。デジタル
・アイデンティティを作成するための方法及び装置は、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　
ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ
　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥ
ＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、既に組み込まれている、共同所有された同時係
属中の米国特許出願第１２／８３４，７９６号で議論される。
【０１０１】
　ステップ３１０に従って、ログイン資格が確認される。入力された資格が有効でない場
合（例えば、その加入者に関して記憶された情報と整合しない場合、及び／又はその加入
者に関して記憶された情報を見つけることができない場合）、エラー・メッセージが加入
者に提示される（ステップ３１２）。資格が有効である場合、アイデンティティ・プロバ
イダ２１０は、ステップ３１４において、その要求に対する応答を返す。
【０１０２】
　一実施例では、ＸＨＴＭＬフォームがブラウザに戻され、ブラウザは以下を外部サービ
ス・プロバイダ２０２に以下を返す。

【数３】
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【０１０３】
　図３の実施例で、サービス・プロバイダ２０２はＩＤＭＳを維持していないため、加入
者は、すべての新しいウェブ・セッションに関して（アイデンティティ・プロバイダ２１
０を経由して）ＭＳＯ２０１にログインしなければならない。
【０１０４】
　次に、ステップ３１６に従って、応答を受信することに応じて、サービス・プロバイダ
２０２は、許可要求をＭＳＯベースのエンタイトルメント・サーバ２０８に送る。一実施
例では、エンタイトルメント・サーバ２０８は、２００９年８月６日に出願した、「ＳＹ
ＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＥＮＴＩＴＬＥＭＥＮＴ
Ｓ　ＴＯ　ＤＡＴＡ　ＯＶＥＲ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、予め組み込まれて
いる米国特許出願第１２／５３６，７２４号で議論されるタイプのものであってよい。あ
る代替の実施例では、エンタイトルメント・サーバ２０８は、機能性の点で、「ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　Ａ
ＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴ
ＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、先に参照された米国特許
出願第１２／８３４，７９６号で議論された許可インフラストラクチャのＳＯＡ及びその
他のエンティティに対応し得る。
【０１０５】
　ステップ３１８において、許可要求に対する応答が受信される。この応答は、特定の加
入者についてのサービス詳細がその加入者が要求されたコンテンツにアクセスすることを
許可するかどうかを反映する。例えば、（エンタイトルメント・サーバ２０８において）
加入者がいわゆる「基本的」加入者であることが判断され、その要求が「プレミアム」コ
ンテンツとして分類されたコンテンツについての場合、その加入者についてのサービス詳
細は、その加入者がそのコンテンツにアクセスすることを許可しない。これが発生すると
き、許可要求に対する応答はサービスの拒否を示すことになる。「拒否」メッセージは、
その加入者がリソースに対する権利を有さないことが判明したこと（即ち、アクティブな
アカウントであるが、アクティブなサービスではないこと）を示す。或いは、コンテンツ
を取得することができるための更新の仕方をその加入者に指示するメッセージ、又はコン
テンツにアクセスするためにワン・タイム支払を提供するメッセージなど、別のタイプの
メッセージを生成することが可能である。
【０１０６】
　サービス詳細が要求されたコンテンツについての要件と整合する場合、ステップ３１８
において、「許可」メッセージがサービス・プロバイダ２０２に送信される。例えば、サ
ービス詳細がその加入者が現在プレミアム・レベルのサービスを購入していることを示し
、要求されたコンテンツがプレミアム・パッケージ内にある場合、その加入者はそのコン
テンツにアクセスすることが許可される。「許可」メッセージは、その加入者がそのリソ
ースに対する権利を有することが判明したこと（即ち、アクティブなアカウント及びアク
ティブなサービス）を示す。
【０１０７】
　別の改変形態では、サービス・プロバイダに任意のアクセス制限又は使用制限（例えば
、限定数のビュー、許容可能な閲覧ウィンドウ、トリック・モード又はスタート・オーバ
機能についての制限、複写／配布についての制限など）について知らせるために、権利「
プロファイル」又はその他のデータ構造を（例えば、その一部として）「許可」メッセー
ジと共に若しくは「許可」メッセージに従って送ることが可能である。これらの権利／制
限は、配信の前に、ＤＲＭデータを埋め込むこと又はコンテンツ内に透かしを入れること
、それを暗号化することなどによって、配信のために要求されたコンテンツを構成するた
めに、サービス・プロバイダによって使用可能である。
【０１０８】
　最後に、ステップ３２０において、サービス・プロバイダ２０２は、許可応答に従って
進むことができる。例えば、サービスが拒否された場合、サービス・プロバイダ２０２は
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のリンクを示す、事前定義されたメッセージを加入者に提供する。サービスが許可された
場合、（任意の使用制限又は使用ポリシーに従って）保護されたコンテンツを加入者に配
信することができる。
【０１０９】
　図４は、本発明の一実施例による、アカウント・リンク付けが使用されない場合、１つ
又は複数のコンテンツ配信ネットワークを介してコンテンツ配信を提供するためのある例
示的な通信フロー（はしご図）を示す。例示されるように、ＣＰＥ１０６（又は、ＰＭＤ
１０７若しくはその他のクライアント・デバイス）はサービス・プロバイダ２０２からタ
ーゲット・リソースを要求する（ステップ４０１）。この要求は、例えば、以下のようで
あってよい。
【数４】

【０１１０】
　この時点で、サービス・プロバイダ２０２は、ターゲット・リソースに代わってセキュ
リティ検査を実行する。有効なセキュリティ・コンテキストがサービス・プロバイダに既
に存在する場合、要求されたリソースを提供することが可能である。しかし、有効なセキ
ュリティ・コンテキストがまだ確立されていない場合、サービス・プロバイダ２０２は、
ＣＰＥ１０６要求に応答する（４０２）。一実施例では、この応答はＸＨＴＭＬフォーム
を含む。例えば、以下を提供することができる。
【数５】

【０１１１】
　一実施例では、ＲｅｌａｙＳｔａｔｅトークンは、サービス・プロバイダ２０２内に維
持された状態情報の不透明な（例えば、難読化された）参照情報である。さらなる実施例
では、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパラメータの値は、以下の＜ｓａｍｐｌ：ＡｕｔｈｎＲｅ
ｑｕｅｓｔ＞要素のｂａｓｅ６４符号化である。
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【数６】

【０１１２】
　＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕｅｓｔ＞要素がＵＲＬ符号化されてＸＨＴＭＬフォ
ーム内に挿入される前に、＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕｅｓｔ＞要素は収縮される
（ｄｅｆｌａｔｅｄ）こと、及びｂａｓｅ６４符号化されることが（この順序で）可能で
ある。
【０１１３】
　ＣＰＥ１０６が応答を受信するとき、ＣＰＥ１０６は、ステップ４０３において、アイ
デンティティ・プロバイダ２１０のネットワーク（即ち、ＭＳＯネットワーク）にサイン
オンするよう要求する。一実施例では、サインオンは、加入者が保護されたコンテンツに
対するアクセスを取得するために一度だけサインオン又はログインする必要がある、いわ
ゆる「シングル・サインオン（ＳＳＯ）」サービスを含む。加入者のシングル・サインオ
ンは、所定の期間（例えば、２４時間など）に制限され得る。例えば、ユーザは、以下の
ように、アイデンティティ・プロバイダ２１０においてＳＳＯサービスにＰＯＳＴ要求を
発行することができる。

【数７】

【０１１４】
　一実施例では、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパラメータ及びＲｅｌａｙＳｔａｔｅパラメー
タの値は、（上で議論された）ＸＨＴＭＬフォームから得られる。アイデンティティ・プ
ロバイダ２１０は、（ＵＲＬ復号化すること、ｂａｓｅ６４復号化すること、及び要求を
膨張させる（ｄｅｆｌａｔｉｎｇ）ことを、その順序で行うことによって）＜ｓａｍｌｐ
：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕｅｓｔ＞要素を処理して、セキュリティ検査を実行する。ユーザが
有効なセキュリティ・コンテキストを有さない場合、アイデンティティ・プロバイダはそ
のユーザを識別する（本明細書の他のところで議論される）。
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　ユーザを有効に識別及び認証するために、情報がＣＰＥ１０６とアイデンティティ・プ
ロバイダ２１０との間で送信される。ユーザを許可するための別個のステップを利用する
ことも可能である。アイデンティティ・プロバイダは、要求を確認して、一実施例では、
以下に類似し得る、ＸＨＴＭＬフォームを含む文書を用いて応答する。
【数８】

【０１１６】
　一実施例では、ＲｅｌａｙＳｔａｔｅパラメータの値は上記の値と同じであり、ＳＡＭ
ＬＲｅｓｐｏｎｓｅパラメータの値は以下の＜ｓａｍｌｐ：Ｒｅｓｐｏｎｓｅ＞要素のｂ
ａｓｅ６４符号化であり、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内には、以下のような、顧客ＧＵＩＤの値を
含む＜ｓａｍｌ：ＡｔｔｒｉｂｕｔｅＳｔａｔｅｍｅｎｔ＞がある。
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【０１１７】
　次に、アイデンティティ・プロバイダ２１０は、ＣＰＥ１０６をアサーション・コンシ
ューマ・サービスに宛先変更する（ステップ４０４）。アサーション・コンシューマ・サ
ービスは、この例示的な実施例では、ＳＡＭＬ応答を確認するアプリケーション・プロセ
スである。アイデンティティ・プロバイダは、ＣＰＥについてのその他の情報と共に、Ｃ
ＰＥが認証されるか又は認証されないかを示す文書をサービス・プロバイダに送る。アサ
ーション・コンシューマ・サービスは、文書（アサーション）を受信して、その中のデジ
タル署名を確認して、解読して、その文書内に含まれたデータを消費する、サービス・プ
ロバイダのサブプロセスである。次いで、ＣＰＥはサービス・プロバイダ・アプリケーシ
ョンに進むことができる。アサーション・コンシューマ・サービスは、サービス・プロバ
イダからのアイデンティティ・サービス・プロバイダに応答する。ＣＰＥ１０６は、次い
で、サービス・プロバイダ２０２からアサーションを要求することができる（ステップ４
０５）。例えば、ＣＰＥ１０６（又は、ＰＭＤ１０７若しくはクライアント）上で実行し
ているユーザ・エージェントは、以下のように、サービス・プロバイダ２０２においてア
サーション・コンシューマ・サービスにＰＯＳＴ要求を発行することができる。
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【数１０】

【０１１８】
　アサーション・コンシューマ・サービスは、応答を処理して、サービス・プロバイダ２
０２において、セキュリティ・コンテキストを生み出して、ステップ４０６において、Ｃ
ＰＥ１０６をターゲット・リソースに宛先変更する。次いで、ＣＰＥ１０６は、ステップ
４０７において、（再び）サービス・プロバイダ２０２においてターゲット・リソースを
要求する。一実施例では、この要求は以下の通りである：

【数１１】

セキュリティ・コンテキストが存在するため、サービス・プロバイダ２０２は、要求され
たリソースをＣＰＥ１０６に返す（ステップ４０８）。
【０１１９】
リンク付けされたアカウントを用いた認証
　一実施例では、単一の加入者は一度だけ認証されることが可能であり、（例えば、前述
の「シングル・サインオン」）プロセスは、加入者についてのＭＳＯ２０１情報と同じ加
入者についてのサービス・プロバイダ２０２情報との間にリンクを作成する（即ち、アカ
ウントを連携させる）。この実施例によれば、加入者はコンテンツの閲覧を試みるたびに
認証される必要がないことになり、むしろ、加入者は一度だけ認証される。このモデルは
、例えば、認証に関してＳＡＭＬ２．０を利用することができる。
【０１２０】
　クライアントが外部ウェブ・アプリケーション２０４から安全なコンテンツへのアクセ
スを試みるとき、サービス・プロバイダ２０２は、ユーザが認証セッションを有するかど
うかを判断することをアイデンティティ・プロバイダ２１０に要求する。必要な場合、サ
ービス・プロバイダ２０２は、ログインと、ＭＳＯ２０１に対する関連性の検査とを要求
して、（予め本明細書に組み込まれている、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　Ｆ
ＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＥＮＴＩＴＬＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＤＡＴＡ　ＯＶＥＲ　Ａ　
ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／５３
６，７２４号で議論される方法に従ってなど）エンタイトルメント・レベルをさらに検査
することができる。何の関連性も存在しない場合、サービス・プロバイダ２０２は、ユー
ザのサービス・プロバイダ２０２アイデンティティをユーザのＭＳＯ２０１アイデンティ
ティと「リンク付け」することをユーザに要求する。ＭＳＯアイデンティティ・プロバイ
ダ２１０からの応答は、顧客の（加入者の）識別（ＧＵＩＤ）と、それらのアイデンティ
ティをリンク付けするためのハンドル名とを含む。サービス・プロバイダ２０２は、加入
者のブラウザ上のクッキー内ではなく、その上に維持された永続性のプロファイル内にこ
の顧客についてのＧＵＩＤと共にハンドル名を記憶する。次いで、サービス・プロバイダ
２０２は、そのＧＵＩＤを使用して、その加入者についてのエンタイトルメントを取得す
ることをエンタイトルメント・サーバ２０８に要求する。
【０１２１】
　前述のアカウント連携を達成するために、サービス・プロバイダ２０２は、（例えば、
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ＩＤＭＳなど）アイデンティティ管理に関して少なくとも基本的な機構を用いなければな
らない。連携を利用するサービス・プロバイダ２０２を経由して、保護されたコンテンツ
をユーザに配信するためのある例示的な方法が図５に例示される。
【０１２２】
　示されるように、ステップ５０２に従って、顧客は（自らのＣＰＥ１０６又はＰＭＤ１
０７を経由して）外部ウェブ・アプリケーション２０４から安全なリソースを要求する。
一実施例では、顧客は、保護されたコンテンツ（図示せず）に対するアクセスを要求する
ために、まず、サービス・プロバイダ２０２にログインしなければならない。ログインの
タイプ（例えば、パスワードとユーザＩＤの組合せ、チャレンジ問題、ユーザ固有のグラ
フィック又はアイコンなどと）、ログインに必要とされる情報と、サービス・プロバイダ
２０２用のログイン・アイデンティティの作成とは、それぞれ、サービス・プロバイダ２
０２自体によって制御される。例えば、サービス・プロバイダ２０２は、例えば、電子メ
ール・アドレスとパスワードの組合せを提供することによって、加入者に自らを識別する
ことを要求することができるが、ＭＳＯログイン（情報）は一意であってよく、完全に無
関係であってよい。
【０１２３】
　ステップ５０４において、サービス・プロバイダ２０２は、アイデンティティ・プロバ
イダ２１０にポストするＸＨＴＭＬフォームを用いて応答する。一実施例では、このメッ
セージは以下のフィールドを含む。
【数１２】

【０１２４】
　一実施例では、サービス・プロバイダ２０２及びアイデンティティ・プロバイダ２１０
は両方とも、ＳＡＭＬ２．０ウェブ・ブラウザＳＳＯプロファイルの配備の際に、ＨＴＴ
Ｐ　ＰＯＳＴバインディングを利用する。ある例示的なアイデンティティ・プロバイダ２
１０ＰＯＳＴ　ＵＲＬは以下の通りであってよい。
【数１３】

【０１２５】
　セッションが既に存在していることが判断された場合（図示せず）、コンテンツをユー
ザに提供することができる。一実施例では、加入者がＭＳＯログイン・ページに既にログ
オンしている場合、及び／又は加入者ＧＵＩＤが既にサービス・プロバイダ２０２に記憶
されている（且つ、その要求が提供された）場合、セッションは既に存在していることに
なる。これらの状況では、本明細書の他の場所で議論されるように、ＭＳＯは、ユーザの
資格、及びユーザがそのコンテンツを受信することを許可されていることを自動的に知る
ことになる。
【０１２６】
　ステップ５０６において、アイデンティティ・プロバイダ２１０が何のセキュリティ・
コンテキストも範囲内に存在しないこと（即ち、何のセッションも確立されていないこと
）を判断した場合、ユーザはＭＳＯ２０１に関連するログイン・ページに経路指定される
（ステップ５０８）。ログイン・ページで、ユーザは自らの資格を入力して、その有効性
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が判断される（ステップ５１０）。入力された資格が有効でない場合、エラー・メッセー
ジがユーザに表示されることになる（ステップ５１２）。或いは、ユーザがＭＳＯ２０１
とのログイン資格をまだ確立していない場合、「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨ
ＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＭＥＳＳＡＧＥ　ＥＸＣ
ＨＡＮＧＥ　ＡＣＲＯＳＳ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　Ｎ
ＥＴＷＯＲＫＳ」という表題の、既に組み込まれている米国特許出願第１２／８３４，７
９６号で議論されるように、それを行うための（例えば、デジタル署名を生成するための
）機会をユーザに提供することができる。
【０１２７】
　この実施例の下では、サービス・プロバイダ２０２及びＭＳＯ２０１に関して別個のロ
グインが必要とされるが、ユーザは両方のサイトにログインするために同じ情報又は類似
の情報を使用できる点を理解されよう。例えば、サービス・プロバイダ２０２及びＭＳＯ
２０１は両方とも、ユーザがユーザ名として電子メール・アドレスを使用することを許可
することができる。したがって、単一の加入者は同じユーザ名（電子メール・アドレス）
を使用して両方のサイトにログインすることができる。
【０１２８】
　資格の確認時に（ステップ５１０）、アイデンティティ・プロバイダ２１０は応答を返
す。一実施例では、アイデンティティ・プロバイダ応答は、ブラウザに送られた、以下を
含む、ＸＨＴＭＬフォームを含む。
【数１４】

【０１２９】
　次に、（上で議論されたように）ブラウザはサービス・プロバイダ２０２におけるアサ
ーション・コンシューマ・サービスに要求を送り、サービス・プロバイダ２０２は、（必
要な場合）ユーザ資格を要求して、ＧＵＩＤと、リンク付けされたアカウントのハンドル
名とを記憶する（ステップ５１６）。新たな要求は、次いで、元のターゲット・リソース
に送られる。許可（及び／又はエンタイトルメント）要求が、次いで、サービス・プロバ
イダ２０２によって行われ（ステップ５１８）、応答が受信される（ステップ５２０）。
【０１３０】
　最後に、ステップ５２２において、リソースがユーザに提供される。
【０１３１】
　図６は、アカウント・リンク付けが使用される場合、１つ又は複数のコンテンツ配信ネ
ットワークを介してコンテンツ配信を提供するための、ある例示的な通信フロー（はしご
図）を示す。例示されるように、メッセージ・フローは、サービス・プロバイダ２０２に
おいて保全されたリソースを要求するステップ６０１で開始する。ＣＰＥ１０６、ＰＭＤ
１０７、又はその他のクライアント・デバイスは（例えば、ＨＴＴＰユーザ・エージェン
トを経由して）サービス・プロバイダ２０１においてターゲット・リソースを要求する。
一実施例では、この要求は以下の通りである。
【数１５】

【０１３２】
　サービス・プロバイダ２０１は、次いで、ターゲット・リソースに代わってセキュリテ
ィ検査を実行する。サービス・プロバイダにおいて有効なセキュリティ・コンテキストが
既に存在する場合、要求されたリソースを提供することができる。しかし、有効なセキュ



(33) JP 5714106 B2 2015.5.7

10

20

30

40

リティ・コンテキストがまだ確立されていない場合、サービス・プロバイダ２０１は、Ｘ
ＨＴＭＬフォームを含む文書を用いて応答する（ステップ６０２）。
【数１６】

【０１３３】
　上記のＸＨＴＭＬフォームでは、ＲｅｌａｙＳｔａｔｅトークンは、サービス・プロバ
イダ２０２に維持された状態情報の不透明な参照情報であり、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパ
ラメータの値は、以下の＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕｅｓｔ＞要素のｂａｓｅ６４
符号化である。

【数１７】

【０１３４】
　一実施例では、＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕｅｓｔ＞要素がＵＲＬ符号化されて
、ＸＨＴＭＬフォーム内に挿入される（上記）前に、＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑｕ
ｅｓｔ＞要素を、まず収縮して、ｂａｓｅ６４符号化することが（その順序で）行われる
。
【０１３５】
　次に、ＣＰＥ１０６（又は、ＰＭＤ１０７）は、アイデンティティ・プロバイダ２１０
にＰＯＳＴ要求を発行する（ステップ６０３）。一実施例では、ＰＯＳＴ要求は以下の通
りである。
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【０１３６】
　上記の実施例では、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパラメータ及びＲｅｌａｙＳｔａｔｅパラ
メータの値は、上で議論されたＸＨＴＭＬフォームから取得され得る。アイデンティティ
・プロバイダ２１０は、（要求をＵＲＬ復号化すること、ｂａｓｅ６４復号化すること、
及び膨張させることを、その順序で行うことによって）＜ｓａｍｌｐ：ＡｕｔｈｎＲｅｑ
ｕｅｓｔ＞要素を処理して、セキュリティ検査を実行する。ユーザが有効なセキュリティ
・コンテキストを有さない場合、（本明細書の他の場所で議論されるように）アイデンテ
ィティ・プロバイダはユーザを識別する。
【０１３７】
　次に、アイデンティティ・プロバイダ２１０は、その要求を確認して、下で提示される
ような、ＸＨＴＭＬフォームを含む文書を用いて応答する。
【数１９】

【０１３８】
　上記の実例では、ＲｅｌａｙＳｔａｔｅパラメータの値は、既に議論されたのと同じで
あり、ＳＡＭＬＲｅｓｐｏｎｓｅパラメータの値は、以下の＜ｓａｍｌｐ：Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ＞要素のｂａｓｅ６４符号化であり、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内にあるのは、顧客ＧＵＩＤ
の値を含む＜ｓａｍｌ：ＡｔｔｒｉｂｕｔｅＳｔａｔｅｍｅｎｔ＞である。
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【数２０】

【０１３９】
　次に、アイデンティティ・プロバイダ２１０は、ＣＰＥ１０６をアサーション・コンシ
ューマ・サービスに宛先変更する（ステップ６０４）。クライアント（例えば、ＣＰＥ１
０６）は、サービス・プロバイダ２０２におけるアサーション・コンシューマ・サービス
にＰＯＳＴ要求を発行する（ステップ６０５）。一実例では、この要求は以下の通りであ
る。

【数２１】

【０１４０】
　上記の実施例では、ＳＡＭＬＲｅｓｐｏｎｓｅパラメータ及びＲｅｌａｙＳｔａｔｅパ
ラメータの値は、先に議論されたＸＨＴＭＬフォームから取得され得る。
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【０１４１】
　アサーション・コンシューマ・サービスはその応答を処理して、サービス・プロバイダ
においてセキュリティ・コンテキストを作成して、ＣＰＥ１０６（又は、ＰＭＤ１０７）
をターゲット・リソースに宛先変更する（ステップ６０６）。ＣＰＥ１０６は、次いで、
ステップ６０７において、（再び）サービス・プロバイダにおいてターゲット・リソース
を要求する。一実施例では、この要求は以下のように出現する。
【数２２】

【０１４２】
　上記のように、一実施例では、２００９年８月６日に出願した、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮ
Ｄ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＥＮＴＩＴＬＥＭＥＮＴＳ　ＴＯ　ＤＡ
ＴＡ　ＯＶＥＲ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、先に参照された共同所有された同
時係属中の米国特許出願第１２／５３６，７２４号で説明されるように、要求しているユ
ーザのエンタイトルメントを判断することができる。
【０１４３】
　次に、セキュリティ・コンテキストが存在するため、サービス・プロバイダ２０２はリ
ソースをＣＰＥ１０６に返す（ステップ６０８）。
【０１４４】
アカウント減結合（連携解除）
　上記のように、サービス・プロバイダ２０２は、いくつかの実施例では、別個のＩＤＭ
Ｓを使用することができ、その中に含まれた加入者アカウントを同じ加入者又はエンティ
ティについてのＭＳＯ２０１加入者アカウントとリンク付けすることができる。アカウン
トがリンク付けされると、（ポリシーに基づくものであれ、又はユーザの選択によるもの
であれ）アカウント間のリンクを終了することを要求する条件が存在し得る。例えば、加
入者がもはや第１のＭＳＯの顧客でなく、代わりに、このとき、第２のＭＳＯの顧客であ
る場合、リンク解除又は連携解除が必要になる。一実施例では、終了は、サービス・プロ
バイダ２０２が、シンプル・オブジェクト・アクセス・プロトコル（ＳＯＡＰ）バック・
チャネルを介して、又は別の利用可能な通信チャネルを経由して、アイデンティティ・プ
ロバイダ２１０（例えば、ＭＳＯ）に終了要求を送ることよって実行される。
【０１４５】
　図７は、本発明に従って、加入者アカウントを減結合又はリンク解除するために一般に
使用され得る、ある例示的な方法の一実施例を示す。
【０１４６】
　示されるように、ステップ７０２に従って、アカウントを連携解除するための要求がサ
ービス・プロバイダ２０２において加入者（又は、その他の推進者（ｉｎｓｔｉｇａｔｏ
ｒ））から受信される。その加入者要求を受信することに応答して、サービス・プロバイ
ダ２０２は、ＭＳＯ２０１に送られる（ステップ７０４）ことになる要求を構築する。一
実施例では、サービス・プロバイダ２０２は、要求を生成して、アイデンティティ・プロ
バイダ２１０又はその他の指定されたエンティティに送るために、（先に参照されたＳＡ
ＭＬ２．０仕様で議論されるような）氏名識別子管理プロトコル（Ｎａｍｅ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用し、例えば、加入者のハ
ンドル名を含む＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｑｕｅｓｔ＞を送ることができる。
【０１４７】
　アイデンティティ・プロバイダ２１０（及び／又はその他のＭＳＯ２０１エンティティ
）は、ステップ７０６において、その要求を処理する。次いで、アイデンティティ・プロ
バイダ２１０は、ステップ７０８において、適切な状態コードをその中に備えた＜Ｍａｎ
ａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｓｐｏｎｓｅ＞を含む「成功」メッセージ又は「失敗」メッセー
ジを返す。例えば、その要求が成功裏に処理された場合、リンク解除の成功を確認するコ
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ードを備えた＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｓｐｏｎｓｅ＞を含む確認コードがサービ
ス・プロバイダ２０２に返される。連携解除が成功した場合、保護されたコンテンツを閲
覧するための加入者によるいずれの将来の試みも拒否されることになる。その要求が成功
裏に処理されない場合、リンク解除の失敗を示すコードを備えた＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａ
ｍｅＲｅｓｐｏｎｓｅ＞を含む失敗メッセージが返される。ＭＳＯ２０１によって提供さ
れた応答がアカウントのリンク解除の失敗を示す場合、サービス・プロバイダ２０２は別
の要求を開始することができる。
【０１４８】
　次に図８を参照すると、サービス・プロバイダ２０２とアイデンティティ・プロバイダ
２１０との間のある例示的な通信フローが示される。示されるように、サービス・プロバ
イダ２０２は、ステップ８０１において、（予め確立された）永続的な識別子がもはや使
用されてはならないことを定義する＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｑｕｅｓｔ＞をアイ
デンティティ・プロバイダ２１０に送る。一実施例では、この要求は、ＳＡＭＬ　ＳＯＡ
Ｐバインディングによって定義されるように、ＨＴＴＰＳを使用して移送されるＳＯＡＰ
メッセージ内で搬送される。この要求は、サービス・プロバイダによってやはりデジタル
署名される。ある例示的な要求が下で例示される。
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【数２３】

【０１４９】
　次に、ステップ８０２において、アイデンティティ・プロバイダ２１０からの応答が受
信される。一実施例では、この応答は、ＨＴＴＰメッセージを介してＳＯＡＰ内で搬送さ
れて、デジタル署名される。ある例示的な応答が下で示される。



(39) JP 5714106 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

【数２４】

【０１５０】
　使用状況データ収集及び料金請求機構
　さらに別の実施例では、例えば、ＭＳＯ２０１及び／又はコンテンツ／サービス・プロ
バイダ２０２において、ＣＰＥ、ＰＭＤ、若しくはその他のクライアント・デバイスにお
けるコンテンツ使用についてのデータを収集するように構成された様々なデータ収集エン
ティティを利用することが可能である。例えば、収集エンティティは、複数のデバイスの
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個々のデバイスによって要求されたコンテンツについてのデータ記録を記憶するように構
成され得る。このように、収集エンティティは、個々のユーザからの要求の頻度、（ジャ
ンル、プレミアム、ペイ・パー・ビューなど）要求されるコンテンツのタイプなどについ
ての統計を構築することができる。要求されたコンテンツとのユーザの相互作用について
の上流通信をデバイスから受信するように収集エンティティを構成することも可能である
。例えば、収集エンティティは、（例えば、広告の間など）トリック・モードが操作され
る期間を含めて、ユーザによって用いられるトリック・モード動作についてのデータ記録
を作成することができる。
【０１５１】
　一実施例では、使用状況データを料金請求のためにさらに使用することが可能である。
例えば、１つの料金請求パラダイムでは、見たコンテンツ時間数若しくは受信したコンテ
ンツ時間数、及び／又は要求されているコンテンツのタイプに基づいて、本明細書で説明
されるサービスの利用に関して特別料金をユーザに課すことができる。一実施例では、追
加の料金を伴わずに、ＭＳＯとの加入者の加入計画に関して加入者にある種のコンテンツ
を提供することができるのに対して、追加の料金で（プレミアム・コンテンツ、ペイ・パ
ー・ビュー・コンテンツ、オンデマンド・コンテンツ、加入者の加入計画以外のコンテン
ツなど）その他のコンテンツを加入者に提供することができる。次いで、前述のデータ収
集機構を利用して、加入者のコンテンツ要求に関して料金請求記録を生成することができ
る。別の実施例では、要求の数及び／又はその要求しているコンテンツにアクセスするた
め（若しくは、見るため）に費やされた実際の時間（時間、分など）が記録されて、料金
請求記録を生成するために使用される。生成された料金請求記録は、例えば、その加入計
画外のコンテンツ又はその加入者計画の他のコンテンツのアクセスに関して顧客に請求書
を生成する料金請求システムに送信される。
【０１５２】
　要求している加入者にコンテンツを提供するための前述の方法（例えば、図３及び図５
の方法）は、要求されたコンテンツに関連する価格を示して、ＭＳＯとの加入者のアカウ
ントに対する価格を変更するために加入者の積極的な許可を必要とする、１つ又は複数の
確認画面を加入者に提供することを含むことも可能である点をさらに理解されたい。一実
施例では、この許可は、簡単なボタン押しの形であってよく、或いは、加入者は、アクセ
ス・コード、又は関連費用を自らのアカウントに料金請求させる加入者の意図のその他の
インジケータを入力することが必要とされてもよい。
【０１５３】
セキュリティ及びその他のコンテンツ構成
　さらに別の実施例では、コンテンツの配信と一致するデジタル著作権管理（ＤＲＭ）又
はその他の形の権利／コンテンツ保護（例えば、暗号鍵の使用、完全性保護のための暗号
剰余（ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｉｃ　ｒｅｓｉｄｕｅ）若しくはハッシングなど）を使用
することが可能である。例えば、一実装形態では、サービス・プロバイダ２０２が配信に
関して許可されたコンテンツについてのセキュリティ権を施行することを可能にするため
に必要な暗号データ（例えば、鍵）がサービス・プロバイダ２０２に事前に配置される。
このように、ＭＳＯ２０１は、ＭＳＯネットワークの境界はそのままに残しているが、コ
ンテンツに対する制御を維持することができる。サービス・プロバイダ２０２は、ＭＳＯ
ポリシーに従って、加入者に配信するのに先立って、ＤＲＭ又はその他の権利管理機構を
要求されたコンテンツに適用することができる。ＤＲＭ又はその他の権利管理機構は、一
般的であってよく、又はその代わりに、要求している加入者固有であってもよい。例えば
、その加入者に提供されるコンテンツに常に適用される暗号鍵（例えば、公開鍵／秘密鍵
の対、又は非対称暗号鍵）がそれぞれの加入者に割り当てられ、（１つ若しくは複数の）
暗号鍵は、ＧＵＩＤによってなど、その加入者にリンク付されている。例えば、ユーザに
そのコンテンツ要求についての鍵対を割り当てることができ、その場合、コンテンツ・ソ
ースは、ユーザの固有の鍵対を用いて、そのユーザからのコンテンツについての任意の要
求を暗号化する。
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　加えて、不正変更されていないこと、又はそうでない場合、漏洩されていないことを保
証するために、送信の間に（当技術分野でよく知られているタイプの一方向ハッシング・
アルゴリズムを介してなど）完全性保護をオプションでコンテンツに適用することができ
る。
【０１５５】
　別の実施例では、サービス・プロバイダ２０２は、要求側のデバイスに関連する１つ又
は複数の構成パラメータに基づいて、要求されたコンテンツをさらに事前構成することが
できる。例えば、ＭＳＯ２０１は、特定の加入者に関連するデバイスのそれぞれの機能を
示す情報をサービス・プロバイダ２０２に提供することができる（又は、クライアント・
デバイスはこの情報をコンテンツ・プロバイダ／サービス・プロバイダに直接的に提供す
ることができる）。この情報は、例えば、ＭＡＣアドレス又はその他の一意の識別子によ
ってそのデバイスを識別して、ＧＵＩＤによってそのユーザを識別することが可能である
。サービス・プロバイダ２０２は、この情報を記憶して、特定のデバイスから要求が受信
されたとき、サービス・プロバイダ２０２は、その特定の要求側のデバイスに関して知ら
れていることに基づいて、そのデバイスに配信するためにそのコンテンツを自動的に事前
構成する。例えば、例えば、ユーザ・デバイスにおいて利用できる、利用可能なコーデッ
ク、ＤＲＭ、ディスプレイ機能などについてサービス・プロバイダ２０２に知らせること
ができる。サービス・プロバイダ２０２は、ディスプレイ解像度、ビットレート、符号化
方式、適用されるＱｏＳポリシー、カプセル化プロトコルなどを変更することによってな
ど、これらの知られている機能に従ってコンテンツを構成することができる。
【０１５６】
　任意のコンテンツ要求に先立つ（例えば、ＭＳＯ２０１による）機能情報の配信は、ユ
ーザが要求されたコンテンツの不適合性又は最適化されていない閲覧を経験することなく
、コンテンツのより効率的な配信を可能にする。さらに、ＭＳＯが構成情報を事前配置す
る場合、サービス・プロバイダ２０２と個々の（１つ若しくは複数の）デバイスとの（及
び／又は、それぞれのコンテンツ要求におけるＭＳＯ２０１との）間の折衝が除去される
と有利である。
【０１５７】
シングル・ログアウト（ＳＬＯ）
　リンク付けされていない顧客がサービス・プロバイダ２０２においてセッションを確立
して、その顧客がサービス・プロバイダ２０２サイトからログアウトすることを選択した
場合、シングル・ログアウト（ＳＬＯ）プロセスが利用される。このログアウトを達成す
るために、サービス・プロバイダ２０２は、アイデンティティ・プロバイダ２１０がその
サイト上で（即ち、ＭＳＯ２０１において）認証されたセッションを破壊することを確実
にし、それによって、その顧客に関して最大のセキュリティを保証するために、アイデン
ティティ・プロバイダ２１０にログアウト要求を送る。
【０１５８】
　この例示的な実施例では、サービス・プロバイダ２０２は、成功裏のＳＬＯに続いて、
ブラウザがサービス・プロバイダ２０２に戻った後で、ログアウト要求の成功を表示する
責任を有する。
【０１５９】
　図９は、ＳＬＯについての方法のある例示的な実施例を示す。ステップ９０２に従って
、顧客は、サービス・プロバイダのサイトをログアウトすることを選択する。この要求は
、ステップ９０４において、ＭＳＯに転送される。即ち、サービス・プロバイダ２０２は
、（そこに維持されたＳＬＯサービスにおいてなど）アイデンティティ・プロバイダ２１
０にポストするＸＨＴＭＬフォームを用いて応答する。一実装形態では、ＸＨＴＭＬフォ
ームは、以下のフィールドを含むＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔを含む。
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【数２５】

【０１６０】
　次に、ステップ９０６において、アイデンティティ・プロバイダ２１０（及び／又はそ
の他のＭＳＯ２０１エンティティ）はその要求を処理する。ステップ９０８において、そ
の要求に対する応答が返される。一実施例では、その要求に対する応答は、ブラウザをサ
ービス・プロバイダＳＬＯリターンＵＲＬに宛先変更するための、ブラウザに対するＸＨ
ＴＭＬフォームを含む。ＸＨＴＭＬフォームは、例えば、以下の（１つ又は複数の）フィ
ールドを備えたＳＡＭＬＲｅｓｐｏｎｓｅを含む。
【数２６】

【０１６１】
　ステップ９１０に従って、サービス・プロバイダ２０２は、セッションが成功裏にログ
アウトされたというメッセージを表示する。
【０１６２】
　次に、図１０を参照すると、サービス・プロバイダ２０２と、ＣＰＥ１０６（及び／又
はＰＭＤ１０７）と、アイデンティティ・プロバイダ２１０との間のある例示的なメッセ
ージ・フローが示される。示されるように、顧客は（自らのＣＰＥ１０６上、ＰＭＤ１０
７上、又はその他のクライアント上で実行しているユーザ・エージェントを経由して）サ
ービス・プロバイダ２０２サイト内のリンクをログアウトして、そのセッションを終了す
ることを要求する（ステップ１００１）。ステップ１００２において、サービス・プロバ
イダ２０２は、一実施例では、以下のようなＸＨＴＭＬフォームを含む文書を用いて応答
する。

【数２７】

【０１６３】
　上記の実施例では、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパラメータの値は、以下の＜ｓａｍｌｐ：
ＬｏｇｏｕｔＲｅｑｕｅｓｔ＞要素のｂａｓｅ６４符号化であってよい。
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【数２８】

【０１６４】
　＜ｓａｍｌｐ：ＬｏｇｏｕｔＲｅｑｕｅｓｔ＞要素がＵＲＬ符号化されて、ＸＨＴＭＬ
フォーム内に挿入される前に、＜ｓａｍｌｐ：ＬｏｇｏｕｔＲｅｑｕｅｓｔ＞要素を、ま
ず収縮すること、ｂａｓｅ６４符号化することが（その順序で）行われる。
【０１６５】
　次に、ステップ１００３において、（ＣＰＥ１０６上及び／又はＰＭＤ１０７上で実行
している）ユーザ・エージェントは、アイデンティティ・プロバイダ２１０にＰＯＳＴ要
求を発行する。一実施例では、この要求は以下のように構成される。



(44) JP 5714106 B2 2015.5.7

10

20

30

【数２９】

【０１６６】
　上記の実施例では、ＳＡＭＬＲｅｑｕｅｓｔパラメータの値は、先に議論されたＸＨＴ
ＭＬフォームから取得され得る。（アイデンティティ・プロバイダ２１０上及び／又はそ
の他のＭＳＯ２０１エンティティ上で実行している）ＳＬＯサービスは、（その要求をＵ
ＲＬ復号化すること、ｂａｓｅ６４復号化すること、及び膨張させることをその順序で行
うことによって）＜ｓａｍｌｐ：ＬｏｇｏｕｔＲｅｑｕｅｓｔ＞要素を処理して、セッシ
ョン終了プロセスを実行する。
【０１６７】
　次に、ＳＬＯサービスは、その要求を確認して、ＸＨＴＭＬフォームを含む文書を用い
て応答する（ステップ１００４）。ある例示的なＸＨＴＭＬフォームは以下の通りである
。
【数３０】

【０１６８】
　上記の実例では、ＳＡＭＬＲｅｓｐｏｎｓｅパラメータの値は、以下の＜ｓａｍｌｐ：
ＬｏｇｏｕｔＲｅｓｐｏｎｓｅ＞要素のｂａｓｅ６４符号化であってよく、Ｌｏｇｏｕｔ
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内にあるのは、その要求の成功又は失敗を提示する＜ｓａｍｌｐ：Ｓｔ
ａｔｕｓＣｏｄｅ＞である。
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【数３１】

【０１６９】
　次に、サービス・プロバイダ２０２においてＳＬＯリターンＵＲＬが要求されて（ステ
ップ１００５）、サービス・プロバイダ２０２は成功裏のログアウト要求を表示する（ス
テップ１００６）。
【０１７０】
ログインを取り消す
　加入者が（上で議論されたように）認証するためにアイデンティティ・プロバイダ２１
０ログイン・ページに送られる場合／送られるとき、加入者は認証トランザクションを取
り消すことを決定することができる。トランザクションを取り消すことは、何らかの理由
で必要な場合があり、この機能は、一般的に、トランザクションを終了できるように、Ｓ
ＡＭＬ応答がサービス・プロバイダ２０２に送り返されることを可能にする。例えば、ロ
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グイン取消は、顧客がＭＳＯ２０１とのそのアイデンティティがサービス・プロバイダ２
０２のアイデンティティとリンク付けされることをもはや望まないときに、又はサービス
・プロバイダ２０２がそのユーザのアイデンティティをそのシステムから削除した場合に
トリガされ得る。
【０１７１】
　図１１は、本発明の一実施例による、ログインを取り消すための方法を例示する。ステ
ップ１１０２に従って例示されるように、「終了」要求がアイデンティティ・プロバイダ
２１０、及び／又はＭＳＯ２０１のその他のエンティティに送られる。一実装形態では、
この終了要求は、詳細には、＜ＭａｎａｇｅＮａｍｅＩＤＲｅｑｕｅｓｔ＞を使用する、
前述の氏名識別子管理プロトコルを使用する。
【０１７２】
　ステップ１１０４において、ＭＳＯ２０１はその要求を処理して、ステップ１１０６に
おいて、応答を返す。一実施例では、この応答は、適切なステータス・コード応答を含む
＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｓｐｏｎｓｅ＞を含む。この応答は、例えば、ＨＴＴＰ
メッセージを介してＳＯＡＰ内で搬送され、デジタル署名される。応答メッセージは、次
いで、ユーザに表示される（ステップ１１０８）。
【０１７３】
　図１２は、ログインを取り消すための、上で議論されたような、サービス・プロバイダ
２０２とアイデンティティ・プロバイダ２１０との間の相互作用を例示する。示されるよ
うに、サービス・プロバイダ２０２は、（予め確立された）永続的な識別子がもはや使用
されてはならないことを定義する＜ＭａｎａｇｅＩＤＮａｍｅＲｅｑｕｅｓｔ＞をアイデ
ンティティ・プロバイダ２１０に送る（ステップ１２０１）。この要求は、ＳＡＭＬ　Ｓ
ＯＡＰバインディングによって定義されるように、ＨＴＴＰを使用して移送されるＳＯＡ
Ｐメッセージ内で搬送される。この要求は、サービス・プロバイダ２０２によってデジタ
ル署名されることも可能である。以下は、ある例示的な要求を示す。
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【数３２】

【０１７４】
　最後に、ステップ１２０２において、アイデンティティ・プロバイダ２１０から応答が
受信される。示されるように、応答は、一実施例では、ＨＴＴＰメッセージを介してＳＯ
ＡＰ内で搬送されて、デジタル署名される。
【０１７５】
例示的なユーザ・デバイス
　一般に、本発明に有用なこの例示的なユーザ・デバイス（例えば、ＣＰＥ１０６及び／
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又はＰＭＤ１０７）は、例えば、（指定されたベアラ・メディア（ｂｅａｒｅｒ　ｍｅｄ
ｉｕｍ）を経由してインターネットにアクセスするためのインターフェース、例えば、Ｍ
ＳＯネットワーク、管理されていないネットワークなどを含む）ネットワーク・インター
フェースと、プロセッサ及び関連するストレージと、オプションで、他のデバイスと通信
するための複数のバック・エンド・インターフェースとを含むことになる。ユーザ・デバ
イスは、セット・トップ／デスクトップ、ハンドヘルド、若しくは壁掛け式の使用のため
に適合されたものを含めて、文字通り、任意のディスクリート・フォーム・ファクタも想
定することができるか、又はその代わりに、所望される場合、（例えば、共通機能ベース
で）その他のデバイスと全部若しくは一部統合されてもよい。加えて、ユーザ・デバイス
は、その他の要素と、例えば、ローカライズされたデータ通信などのために、電線、ＰＡ
Ｎ（例えば、８０２．１５）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はその他の短距離ワ
イヤレス・インターフェースを介してデジタル・データを送信する、ＨｏｍｅＰｌｕｇＡ
／Ｖ標準用のインターフェースなど、その他のインターフェースとを含むことも可能であ
る。
【０１７６】
　一実施例では、ネットワーク・インターフェースは、ＨＦＣネットワーク１０１からコ
ンテンツを受信するように構成された１つ若しくは複数のＲＦチューナを経由してコンテ
ンツ及び／又はデータを受信する。（１つ又は複数の）ＲＦチューナは、例えば、ＱＡＭ
を介してビデオ信号を受信するように適合された（１つ又は複数の）従来のビデオＲＦチ
ューナを含むことが可能である。例えば、（１つ又は複数の）ＲＦチューナは、１つ又は
複数のチューナと、復調器と、解読モジュールと、当技術分野でよく知られているタイプ
のデマルチプレクサとを含むことが可能であるが、他の構成を使用することも可能である
。２つ以上のＱＡＭを介して、１つ又は複数のプログラム・ストリームに関連するコンテ
ンツが配布される場合など、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２００
４年１２月１５日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　
ＷＩＤＥＢＡＮＤ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＯＦ　ＣＯＮＴＥＮＴ」という表題の、
共同所有された同時係属中の米国特許出願第１１／０１３，６７１号で説明されるような
広帯域チューナ構成を利用することも可能である。加えて、（１つ又は複数の）ＲＦチュ
ーナは、必要に応じて、変調、暗号化／多重化するための機能性を組み込んで、ＣＭＴＳ
など、上流エンティティによる受信のために、デジタル情報を送信することができる。
【０１７７】
　或いは、ネットワーク・インターフェースは、ネットワークからコンテンツを受信する
ための任意のその他の手段を備えることが可能である。例えば、デバイスは、最終的に管
理されていないネットワーク（例えば、インターネット）に接続する、関連するワイヤレ
ス・サービス・プロバイダに対する接続性を備えた、Ｗｉ－Ｆｉ可能な、若しくはＷｉＭ
ＡＸ可能なスマートフォン又はラップトップを含むことが可能である。
【０１７８】
　ネットワーク・インターフェースを経由して受信されたデジタル・データは、例えば、
ビデオ・インターフェースを経由してテレビジョン・モニタ又はその他のデバイス・モニ
タに転送される、ＭＰＥＧ２符号化又はＨ．２６４符号化されたプログラミング・データ
を含むことが可能である。プログラミング・データは、ビデオ・インターフェースを用い
て、又はＷｉ－Ｆｉインターフェース、イーサネット（登録商標）・インターフェース、
ＦｉｒｅＷｉｒｅ（ＩＥＥＥ標準１３９４）、ＵＳＢ／ＵＳＢ２、又は任意の数のその他
のそのような選択肢を使用して、後に配布するために記憶ユニット上に記憶されることも
可能である。
【０１７９】
　プログラミングと、写真、ビデオ、音楽ファイル又はＭＰ２ファイル、ソフトウェア・
アプリケーション、メタデータ・ファイルなどを含めて、その他のタイプのデータとをユ
ーザ・デバイス内の様々なデジタル・インターフェースを用いて受信することも可能であ
る。これらのデータは、既に本明細書に組み込まれている、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　
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ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＣＥＮＴＲＡＬＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＡＮＤ　ＤＡ
ＴＡ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１
１／３７８，１２９号で議論されるように、ユーザによる後の使用のために、局所的に（
例えば、記憶ユニット内に）記憶されることが可能であるか、又はユーザ・デバイスと通
信しているデバイス上若しくはネットワーク・エージェント上にすら記憶されることが可
能である。
【０１８０】
　ユーザ・デバイスの動作中、（記憶ユニット内に配置された）クライアント・アプリケ
ーションはマイクロプロセッサ上で実行される。クライアント・アプリケーションは、コ
ンテンツについての要求を送って、要求されたコンテンツを受信するための、並びに加入
者／ユーザ及び／又はデバイスについての情報を上で議論されたネットワーク・エンティ
ティに提供することによって、（上で議論された）認証及び連携を円滑にするために追加
の情報をネットワークに提供するための適切なプロトコルに従う。例えば、クライアント
・アプリケーションは、アイデンティティ・プロバイダ２１０、サービス・プロバイダ２
０２、及びその他のエンティティが加入者を識別して、その加入者について（ＭＳＯ２０
１及び／若しくはサービス・プロバイダ２０２において）知られていることに基づいてコ
ンテンツを提供するために、加入者アカウント情報並びに／又はログイン情報を上流で提
供することができる。
【０１８１】
　本発明の前述の実施例はネットワーク側要素（即ち、コンテンツ・プロバイダ／サービ
ス・プロバイダ２０２、ＭＳＯ２０１など）に関して主に説明されているが、本発明のそ
の他の実装形態は、保護されたコンテンツについての要求を生成する際に加入者によって
使用される、ＣＰＥ１０６又は特別に適合されたクライアント・デバイス（例えば、ＰＭ
Ｄ１０７）を利用することが可能である点を理解されよう。例えば、ＣＰＥソフトウェア
・アプリケーション若しくはクライアント・ソフトウェア・アプリケーション、又はスタ
ック構成要素は、規定の構成に従って、ある種の外部ウェブ・アプリケーション２０４に
ついての要求メッセージ又はその他のメッセージ（例えば、ログイン）を取得及びフォー
マットすることができる。１つのそのような実装形態では、加入者は指定された外部ウェ
ブ・アプリケーション２０４にアクセスして、ウェブサイト２０４は加入者にそのプログ
ラマＧＵＩＤ又はその他の識別情報を渡す。クライアント・アプリケーションは、次いで
、この情報を使用して、そのサイトを「ＭＳＯ関連」と認識し、それによって、上で議論
された前述のプロトコルに必然的に準拠する。クライアント・アプリケーションは、次い
で、ＭＡＣアドレス、加入者ＧＵＩＤなどを含めることによってなど、サポートされるプ
ロトコルに従って、加入者デバイスとそのウェブサイト２０４との間で保護されたコンテ
ンツ又はその他のメッセージをフォーマット及び要求する。このように、ウェブサイト２
０４は、そのようなフォーマット処理の負担のうちのいくつかから解放されて、２つのエ
ンティティ間の１つ又は複数の後続のメッセージを除去することが可能である（即ち、ウ
ェブサイトは、戻って、そのウェブサイトが加入者の要求を処理するために必要とする情
報のそれぞれの必要な断片をクライアント・デバイスに請求しなくてよい）。
【０１８２】
　別の実施例では、ユーザ・デバイスに関連するディスプレイ又はレンダリング・デバイ
スにおいてユーザにコンテンツを提供するための様々な制限は（もしある場合）、その全
体が参照によって本明細書に組み込まれている、２０１０年３月２日に出願した、「ＡＰ
ＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＲＩＧＨＴＳ－ＭＡＮＡＧＥＤ　Ｃ
ＯＮＴＥＮＴ　ＡＮＤ　ＤＡＴＡ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表題の、共同所有された同
時係属中の米国特許出願第１２／７１６，１３１号で議論されるように、デバイス（例え
ば、ＣＰＥ１０６、ＰＭＤ１０７など）自体によって判断される。そこで議論されるよう
に、「スマート」メディア・プレイヤ・アプリケーションに結合されたダウンロード可能
な又は転送可能な権利プロファイルが与えられる。権利プロファイルは、コンテンツにア
クセスするためのデバイス及び／又は加入者の特定の権利についての情報を含む。デバイ
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スが（メディア・プレイヤと、その関連する権利管理アプリケーションとを経由して）コ
ンテンツを加入者に提供するかどうか、且つ／又は何の規制若しくは特権を適用するかを
判断するのは、この権利プロファイルを介してである。したがって、現在の文脈で、ＭＳ
Ｏは、権利プロファイルを生成して、クライアント・デバイス上でスマート・メディア・
プレイヤに送信するために、このプロファイル（又は、複数の事前配置されたプロファイ
ルのうちのどれを適用するかを示す情報）をサービス・プロバイダ２０２に渡すことがで
きる。
【０１８３】
　加えて、クライアント・アプリケーションは、コンテンツについてのユーザの活動につ
いての情報を収集して、これを（サービス・プロバイダ２０２に対してであれ、又はＭＳ
Ｏ２０１に対してであれ）上流で渡すように構成され得る。例えば、クライアント・アプ
リケーションは、ボタン押し、再生イベント、トリック・モード・イベントなどを記録し
て、この情報をＭＳＯ２０１エンティティに渡すことができ、ＭＳＯ２０１は、この情報
を使用して、例えば、二次コンテンツ挿入決定を含めて、様々な業務決定を行うことがで
きる。
【０１８４】
　そのような二次コンテンツ挿入を実現するための方法及び装置は、その全体が参照によ
って本明細書に組み込まれている、２００６年５月２４日に出願した、「ＳＥＣＯＮＤＡ
ＲＹ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＩＮＳＥＲＴＩＯＮ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯ
ＤＳ」という表題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１１／４４１，４７６
号で議論されるタイプのものであってよく、動的な二次コンテンツ挿入（例えば、古い若
しくは地理的に不適切な広告又は販売促進の差替え）を提供し、それによって、ＭＳＯ２
０１又はその他のネットワーク・オペレータがその二次コンテンツを調整して、遠隔ユー
ザのコンテキスト（例えば、位置、ハードウェア環境／ソフトウェア環境、データ／時間
など）をより適用可能にするのを可能にするために使用され得る。加えて、本発明に一致
する、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２００５年８月４日に出願し
た、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥＸＴ－ＳＰＥＣ
ＩＦＩＣ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表題の、共同所有された同時係属
中の米国特許出願第１１／１９８，６２０号で議論される装置及び方法を利用することが
可能である。その中で議論されるように、ユーザによって選択されたその他の一次コンテ
ンツに関連する、文脈的に関連する「二次」コンテンツ（例えば、広告メッセージ、有用
な情報リンクなど）を提供することが可能である。
【０１８５】
匿名性
　上記のように、（収集されたデータなどを含めて）ある種のデータは、特定の加入者、
ユーザ、若しくはユーザ・デバイスに固有であり得るか、又は特定の加入者、ユーザ、若
しくはユーザ・デバイスと結びつけて識別され得る。したがって、そのようなデータは、
上で説明されたように、難読化されていることに加えて、とりわけ、識別された加入者、
ユーザ、及び／又はデバイスのプライバシーを保護するために暗号化ハッシュの使用によ
って匿名化されることも可能である。一実施例では、本発明に関連して、その全体が参照
により本明細書に組み込まれている、２００５年７月２０日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤ
　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＢＯＵＮＤＡＲＹ－ＢＡＳＥＤ　ＮＥＴＷＯＲ
Ｋ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ」という表題の米国特許出願第１１／１８６，４５２号で説明さ
れる暗号化ハッシュを利用して匿名性を提供するための技術を利用することが可能である
。その中で議論されるように、加入者デバイス又は加入者のアイデンティティは、それが
関連するハッシュの加入者デバイスについての情報を搬送するオプションの「不透明な」
変数と結合された暗号化ハッシュを使用することによって匿名化される。ハッシュ及び不
透明な変数は、個々の加入者のアイデンティティ若しくは特定の位置の解読又はリバース
・エンジニアリング（ｒｅｖｅｒｓｅ－ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）を妨げる。本発明と一
致する、匿名性を提供する代替の方法を利用することも可能である。
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【０１８６】
　完全な匿名化（即ち、ソースを追跡又は識別する方式が存在しないこと）は、一般に、
個人及び／又はデバイスを一意に識別するために使用されなければならない情報に適用可
能ではないが、上で述べられたような部分的な匿名化は本発明と共に容易に使用可能であ
る。例えば、その情報を密かに取得している誰かはソース・データ（実際のアドレス）を
判断することができないが、ハッシュ・アルゴリズムが同じ「シード」を伴う、知られて
いる決定論的結果を生み出し、したがって、そのハッシングされた出力を既存の加入者／
デバイスに対応する同じアルゴリズムからの知られている出力と整合させることによって
など、所与のユーザ／デバイスを一意に識別するためにハッシュ出力を使用することがで
きるように、ユーザのＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスの一方向ハッシュを実行すること
が望ましい場合がある。このハッシングは、暗号と区別されるべきであり、（公開暗号鍵
／秘密暗号鍵の対を介してなど）暗号化されたデータが解読されたとき、元のソース・デ
ータ（アドレス）を実際に回復して、読み取ることができる。
【０１８７】
業務規則／運営規則エンジン
　本発明の別の態様では、例えば、アイデンティティ・プロバイダ２１０、エンタイトル
メント・サーバ２０８、サービス・プロバイダ２０２、コンテンツ・サーバ２０６、ＣＰ
Ｅ１０６、又は（例えば、その上に配設される、１つ若しくは複数のコンピュータ・プロ
グラムとしてレンダリングされる）その他の位置に、いわゆる「決定」エンジンを配設す
ることができる。このエンジンは、ある実施例では、運営又は業務についての１つ若しく
は複数の目標（例えば、収益又は収入、或いは加入者保持）を達成するために、認証／許
可及びコンテンツ配信プロセスを制御するように適合された１つ又は複数のソフトウェア
・ルーチンを備える。これらの領域内に含まれるのは、ネットワーク最適化目標及び信頼
性目標、保守間隔の増大、加入者又はユーザの満足度／寿命の増大、加入ベースの増大、
（例えば、広告収益の増大、加入者による所与のコンテンツの「閲覧」の増大、加入者が
コンテンツにアクセスできるプラットフォームのタイプ及び位置の柔軟性の増大などから
の）より高い収益である。
【０１８８】
　これらの決定規則は、別個のエンティティ又はプロセスを含むことが可能であり、（前
述のエンティティ上及び／又はクライアント・アプリケーション上で実行しているアプリ
ケーションなど）その他の処理エンティティ内で完全に統合されて、例えば、関連するサ
ーバ、ネットワーク・エンティティ、又はＣＰＥ１０６にすら接続されたデバイス上に表
示されるＧＵＩを経由して制御されることも可能である。実際には、これらの規則エンジ
ンは、所望される運営規則又は業務規則を実施するために、より高いレベルでコンテンツ
・アクセス及び配信動作を監視して、選択的に制御する監督エンティティを含む。この決
定エンジンは、必要とされるネットワーク動作を達成するために使用される、より基本的
なアルゴリズムに対するある種のオーバーレイと見なすことができる。
【０１８９】
　例えば、アイデンティティ・プロバイダ２１０、エンタイトルメント・サーバ２０８、
サービス・プロバイダ２０２、コンテンツ・サーバ２０６及び／又はＣＰＥ１０６は、Ｃ
ＰＥ１０６若しくはＰＭＤ１０７から受信された情報又は要求、ネットワーク内に存在す
る条件、人口統計データ、地理的データなどに基づいて、ある種の動作プロトコル又は決
定プロセスを起動することができる。しかし、これらのプロセスは、収益又はシステム信
頼性の最大化など、より高いレベルの業務目標又は運営目標と常に互換性がない場合があ
る。したがって、課せられたとき、コンテンツへのアクセス及びコンテンツの配信を動的
に（又は、手動で）制御するために、業務規則／運営規則を使用することが可能である。
これらの決定規則は、例えば、事実上、運営指向又は業務指向であってよく、（例えば、
ＴＵＮＥＲ＿ＩＤ、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレスなどを介した、又はユーザベースのロ
グイン若しくは本明細書で既に説明されたタイプの「エンタイトルメント」プロファイル
を用いたＣＰＥ又はクライアント・デバイスの特定の識別により）時刻、存続期間、特定
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の地域の点で、又は個々のユーザ・レベルですら、選択的に適用されることも可能である
。
【０１９０】
　例えば、決定エンジンによって実施される１つの決定は、段階的なシステムに従って、
第三者（例えば、サービス・プロバイダ２０２）から保護されたコンテンツを提供するス
テップを含むことが可能である。そのような方式の下で、コンテンツを、一部、収入に基
づいて選択することができ、そのような配信は、そのコンテンツ・ソースに基づいてＭＳ
Ｏ２０１にもたらすことになる。
【０１９１】
　保護されたコンテンツを配信するための様々な料金請求モデルを規則エンジンに組み込
むこともできる。例えば、規則エンジンは、例えば、料金請求記録を生成するために、料
金請求エンティティによって利用される情報を提供する様々なポリシーを含むことが可能
である。例えば、このエンジンは、要求されたコンテンツに価格設定構造を適用するため
の規則を含むことが可能である。一実施例では、これらの規則は、事前に選択されたコン
テンツ時間量及び／又は無料で一定の加入者に提供される特定のコンテンツを示すことが
できる。プレミアム・コンテンツ、加入者の加入計画外のコンテンツ、ペイ・パー・ビュ
ー・コンテンツに関して、及び／又は所定の時間しきい値を超えるコンテンツ（例えば、
加入者の加入計画内に含まれた時間を超えて要求されるコンテンツ時間）に関して追加料
金を請求することが可能である。したがって、コンテンツが要求されるとき、規則エンジ
ンは、価格設定構造を調べて、その顧客に請求されることになるコストの記録を生成する
ことができる。この記録を使用して、請求書を生成すると同様に、顧客に追加のコストを
知らせることができる。顧客が追加料金に関して許可を与えた後でだけコンテンツが配信
されるように、これらの規則エンジンをさらに構築することが可能である。ＭＳＯの能力
は、「より高価な商品を販売する」、即ち、より高い段階の加入及び／又はペイ・パー使
用加入を購入する機会を消費者に提供することである。
【０１９２】
　様々な料金請求規則は、顧客の加入レベルを考慮に入れることがさらに可能である。例
えば、一定の顧客に、追加料金なしで、ある種のタイプのコンテンツへのアクセスを与え
ることができるのに対して、その他の顧客にはそのコンテンツを受信するために追加料金
を支払うことを要求することができる。例えば、顧客がチャネルＸ上でブロードキャスト
されるコンテンツを含むが、チャネルＹ上でブロードキャストされるコンテンツを含まな
い「基本的」加入を有すると仮定する。加入者がチャネルＸ上でブロードキャストされる
コンテンツを要求する場合、規則エンジンは、価格設定構造（及び、その他の規則）を調
べて、そのコンテンツの要求に際して、加入者がその加入者の加入プラン内にあることを
判断して、価格を適用しない（例えば、料金請求記録を生成する際に使用されることにな
る情報を生成する）。その加入者が、代わりに、チャネルＹ上でブロードキャストされる
コンテンツを要求する場合、規則エンジンは、価格設定構造（及び、その他の規則）を調
べて、加入者がその加入者の計画外であることを決定し、したがって、価格モデルをその
コンテンツに適用する。規則エンジンは、決定された価格を前提として、許可について問
い合わせて、その価格設定情報を料金請求エンティティに渡すことができる。
【０１９３】
　加えて、コンテンツを無料で又は設定価格で規則エンジンに確立することが可能である
。例えば、価格と関連付けられたことがないとして、無料オンデマンド（ＦＯＤ）コンテ
ンツを規則エンジンに示すことができるのに対して、ＶＯＤ、映画オンデマンド（ＭＯＤ
）、及びペイ・パー・ビュー・コンテンツを価格設定構造と関連付けることができる。別
の改変形態では、コンテンツを受信するための一定数の要求及び／又は期限を得る資格を
加入者に与えることができる。例えば、顧客の加入計画は、一定数又は一定時間のコンテ
ンツ・アクセス（例えば、無制限、月に一度の要求、１０時間のコンテンツ・ダウンロー
ドなど）と関連付けられてよい。上で議論されたように、規則エンジンは、（場合に応じ
て）ユーザ要求時に価格設定構造を適用する。
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【０１９４】
　さらに別の改変形態では、要求された（保護された）コンテンツと共に提供される使用
権又は使用特徴は、例えば、加入者加入レベル、時刻、要求側のデバイス機能などに応じ
て変化し得る。例えば、プレミアム・レベル加入者、又は「ゴールド」加入者から受信さ
れた要求に完全な「トリック・モード」機能性（即ち、ＦＦ、ＲＥＷ、休止など）を含め
るか、又は「スタート・オーバ」機能性をブロードキャストするためのコンテンツ・スト
リームをサービス提供することが可能であるのに対して、より低い段階の加入者の要求は
、これらの機能性のうちの１つ又はいずれも含まない場合がある。再生数を同様に制限す
ることが可能であり、例えば、ゴールド加入者は無制限の再生を受けることが可能である
が、より低い段階はそのコンテンツの一度だけの又は有限数の再生を受ける。上記のよう
に、これらの規則又は機能的な制限は、特定の加入者要求に従って実施されるメッセージ
ングを介して、ＭＳＯ２０１からサービス・プロバイダ２０２に中継可能であり、又はそ
の代わりに、決定規則セットとしてサービス・プロバイダ・サイト内で事前配置されるこ
とも可能である。
【０１９５】
　さらに、提供されるコンテンツの品質は、必要に応じて、又は所望に応じて、変化し得
る。（個々の）加入者、加入者の一般的な分類（例えば、ゴールド）、時刻、利用可能な
リソース、それぞれの選択肢の収益／収入との密接な関係などに応じて、例えば、異なる
符号化又はビットレート（例えば、ＨＤに対してＳＤ）の使用、ＱｏＳパラメータ、待ち
時間などを用いることが可能である。
【０１９６】
　ＭＳＯ２０１と第三者（例えば、サービス・プロバイダ２０２）は両方とも、互いと異
なる業務決定規則又は運営決定規則を用いることが可能である点も認識されよう。例えば
、ＭＳＯ２０１は、これらの異なるプロバイダ２０２に提供されるサービスが何らかの形
で区別されるように、様々なサービス・プロバイダ２０２に関して、優先規則又は優先ク
ラスを確立することができる。１つのそのような事例では、ＭＳＯ２０１に費用を支払う
こと、又はＭＳＯ２０１が前から存在する業務関係を有するプロバイダ２０２に優先サー
ビス及び優先機能を与えることができる。
【０１９７】
　ＭＳＯ２０１及び／又はサービス・プロバイダ２０２は、それによって、要求のサービ
ス提供についてのある種の考慮事項を用いて、一方がもう一方に「支払う」業務関係を構
築することも可能である。例えば、ＭＳＯは、ＭＳＯ顧客についてのその機能性の範囲を
拡張する（即ち、本明細書に予め組み込まれている「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡ
ＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＡＣＫＥＴＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＯＶ
ＥＲ　Ａ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という表題の、共同所
有された米国仮出願第６１／２５６，９０３号で説明される「４つのいずれかの（ｆｏｕ
ｒ　ａｎｙ’ｓ）」モデルの拡張のために、事実上、プログラマのインフラストラクチャ
を活用しているため、ＭＳＯは、所与のプロバイダによってサービス提供されるそれぞれ
の有効なＭＳＯ加入者要求に関して、そのプロバイダに＄Ｘを支払うことができる。反対
に、ＭＳＯが他のプロバイダに対して優先的にそのプロバイダのサイトを使用するように
その加入者に指令する場合、これはそのプロバイダ又はその広告主に（広告クリック・ス
ルーを介して）追加の収益を生み出す可能性があるため、プロバイダは、サービス提供さ
れたそれぞれのＭＳＯ加入者要求に関して、又は前述のクリック・スルー（ｃｌｉｃｋ－
ｔｈｒｏｕｇｈ）ベースでなど、ＭＳＯに対価を支払うことができる
【０１９８】
　上記のように、ある種の情報を収集して、それを利用して、目標広告をＣＰＥに提供す
ることが可能である。例えば、そのそれぞれの全体が参照により本明細書に組み込まれて
いる、２００６年５月２４日に出願した、「ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＩＮ
ＳＥＲＴＩＯＮ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」という表題の、共同所
有された同時係属中の米国特許出願第１１／４４１，４７６号、及び／又は２００５年８
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月４日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＣＯＮＴＥ
ＸＴ－ＳＰＥＣＩＦＩＣ　ＣＯＮＴＥＮＴ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ」という表題の、共同所有
された同時係属中の米国特許出願第１１／１９８，６２０号の方法並びに装置を利用して
、動的な二次コンテンツ挿入（例えば、古い若しくは地理的に不適切な広告又は販売促進
の差替え）及び／或いは文脈的に関連する「二次」コンテンツ（例えば、広告メッセージ
、有用な情報リンクなど）を提供することができる。さらにまた、その全体が参照によっ
て本明細書に組み込まれている、２００９年３月３０日に出願した、「ＲＥＣＯＭＭＥＮ
ＤＡＴＩＯＮ　ＥＮＧＩＮＥ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」という表
題の、共同所有された同時係属中の米国特許出願第１２／４１４，５７６号で議論される
ように、ユーザの閲覧習慣に関して収集された情報を利用して、コンテンツ勧告を提供す
ることができる。
【０１９９】
　コンテンツ、ユーザ・インターフェース、及び／又は広告の個人化を提供することも可
能である。
【０２００】
　本開示が提供されるとき当業者によって認識されるように、本発明と一致する、多くの
その他の手法、及び様々な運営パラダイムと業務パラダイムの組合せが想定される。
【０２０１】
　本発明のいくつかの態様は方法のステップの特定の順序に関して説明されるが、これら
の説明は本発明のより広い方法を単に例示し、特定の用途によって必要とされるように修
正可能である点を認識されよう。ある種のステップは一定の環境の下で不要な場合があり
、又はオプションである場合もある。加えて、ある種のステップ又は機能性を開示された
実施例に追加することが可能であるか、又は２つ以上のステップのパフォーマンスの順序
を置換することが可能である。すべてのそのような改変は本明細書で開示されて、特許請
求される本発明内に包含されると見なされる。
【０２０２】
　上記の詳細な説明は様々な実施例に適用される、本発明の新規性のある特徴を示し、説
明し、指摘したが、本発明から逸脱せずに、例示されたデバイス又はプロセスの形並びに
詳細に様々な省略、置換、及び変更が当業者によって行われることが可能である点を理解
されよう。前述の説明は、現在企図される、本発明を実行する最良の形態のものである。
この説明は、限定的であることが決して意図されず、むしろ、本発明の一般原理を例示す
ると解釈されるべきである。本発明の範囲は、請求項を参照して判断されるべきである。
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