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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークを介してホストサーバへ接続されたユーザの端末から、通信ネットワ
ークを介してホストサーバへ接続可能な少なくとも１つの目的機器でプレーされるべき選
択を予め注文する方法であって、前記目的機器と前記サーバは各々が、実行処理ステップ
を可能とする要求処理モジュールを有し、
　前記方法は、
　ユーザの端末にメニュー（８５２０、８５２１）を表示するステップを有し、前記メニ
ューはプレーされるべき選択と特定の要求を含む複数の項目を含み、前記特定の要求は少
なくとも１つのプレーされるべき選択の注文を可能とし及びその選択がプレーされるべき
目的機器を含み、選択が予めなされるときに、選択がプレーされるべき日時が選択され（
８５２４）、
　前記方法は、
　前記選択がプレーされるべき目的機器の識別を表示し、それから該機器の選択がなされ
るステップ（８５２２）と、
　前記目的機器上で前記選択が実行されるべき日時を表示するステップ（８５２４）と、
　選択の事前注文がなされるイベントを表示し、それから該イベントの選択がなされるス
テップ（８５２５ａ）とを有し、
　一旦支払いがなされ承認されると特定の要求及び前記特定の要求を処理するのに必要な
全ての情報をリストする特定のファイル（８４１）を発生するステップを有し、
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　前記方法は、
　前記特定のファイル（８４１）をサーバに記録するステップと、
　前記特定のファイル（８４１）をユーザの端末からサーバへ転送するステップと、
　ユーザの端末がサーバに接続された目的機器であるが選択がプレーされるべき目的機器
とは異なるときに、サーバから選択がプレーされるべき目的機器へ特定の要求をダウンロ
ードするステップを有することを特徴とする選択を予め注文する方法。
【請求項２】
　前記方法は、特定のメッセージを選定しまたは保存するステップ（８５２６）を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項３】
　前記方法は、個人的なメッセージを保存することからなるメッセージ記録ステップ（８
５２６ｂ）を有することを特徴とする請求項２に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項４】
　前記方法は、複数のメッセージのうちからメッセージが選択されるステップ（８５２６
ａ）を有することを特徴とする請求項２に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項５】
　全てのジュークボックスがインターネットに接続し且つサーバサイト（１００）を呼び
出すステップを有することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の選択を予
め注文する方法。
【請求項６】
　前記表示ステップは、選択ステップに必要な前記選択ステップを表示するように、端末
（６００）へインターネットメッセージを送信することによってなされ、該選択または判
定ステップは、ユーザにより、予めユーザの選択を定義すべく、ユーザの端末上で実行さ
れる動作の関数として、端末（６００）からサーバ（１００）へ送られるメッセージによ
りなされることを特徴とする請求項５に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項７】
　メッセージおよび要求が、目的機器（１０）のアドレスと共にホストサーバ（１００）
上のファイル（１４１）上に記録され、所定の時期に目的機器にダウンロードされディス
プレイ上で実行されるステップを有することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項
に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項８】
　機器（１０）上の現在の日および時が、事前要求の実行について要求された日および時
に対応するかどうかを判定するように、前記記録された要求を含む各機器（１０）上の特
定のファイル（８４１）を検査するステップを有することを特徴とする請求項１に記載の
選択を予め注文する方法。
【請求項９】
　ユーザの端末が、選択がプレーされるべき目的機器（１０）であるときに、前記特定の
ファイル（８４１）を目的機器（１０）に直接記録するステップを有することを特徴とす
る、請求項１に記載の選択を予め注文する方法。
【請求項１０】
　特定の要求をリストする特定のファイル（８４１）の発生を許可するために支払いの受
領を承認するステップを有することを特徴とする、請求項１に記載の選択を予め注文する
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、予め選択（selection）を注文する方法、並びに前記方法の実施のための
ディジタルシステムおよびジュークボックスに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　１９９８年７月２２日に提出されたフランス国特許出願第９８０９３５８号は、歌手の
新しいアルバムのタイトルソングを、楽曲の配信および発売日として定義された所与の日
に、あらゆる再生システムに配信するために、ジュークボックス、および１組のジューク
ボックスをサーバに接続するネットワークの特定の機能を記述している。しかしながら、
このタイプのシステムでは、特定のジュークボックスのユーザ、またはインターネットを
介して多数のジュークボックスを管理するホストサーバに接続されたユーザは、当該楽曲
が所与のジュークボックスまたはいくつかの所与のジュークボックス上で演奏され得るよ
うに、楽曲（song）を選択し且つそれを注文することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】仏国特許出願第９８０９３５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明の第１の目的は、予め選択を注文する方法を提案することによって、この従来
技術における不都合を克服することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、予め選択を注文する方法によって達成され、前記方法は、特定の要求をす
るように、メニューが表示され、このメニューにおける選択がそれに続くステップと、特
に、
　選択の事前注文がなされるイベントを表示し、それから該イベントの選択がなされるス
テップと、
　前記選択がなされるべき目的機器の識別を表示し、それから該機器の選択がなされるス
テップと、
　前記目的機器上で前記選択がなされるべき日時を表示するステップと、
　支払いが確認された後にのみ特定の要求が記録され且つファイル上にダウンロードされ
るステップと
を含むことを特徴としている。
【０００６】
　他の目的は、選択の事前注文の方法を実施可能なディジタルジュークボックスを提案す
ることにある。
【０００７】
　この目的は、選択の事前注文のための装置を用いることによって達成され、ジュークボ
ックスｄまたはサーバｄは、ユーザの身近な画面上に、特定の要求をなすためにユーザを
案内すべく、情報を表示する手段と、
　これらの要求を特定のファイルに保存する手段と、
　所与の日および時に前記要求の実行をトリガすべく、またはそのダウンロードをトリガ
すべく、前記機器上に保存された前記ファイルを定期的に検査する手段と
を具備することを特徴としている。
【０００８】
　最後にあたり、最終の目的は、前記方法の実施のため、オーディオビジュアルデータの
ための遠隔配信ネットワークを形成するディジタルシステムを提案することにある。
【０００９】
　この目的は、遠隔配信ネットワークを形成するディジタルシステムによって達成され、
該遠隔配信ネットワークはホストサーバを含み、該ホストサーバは、第１にインターネッ
トネットワークに接続され、そして第２に第２のネットワークを介して１組のジュークボ
ックスに対して接続され、各ジュークボックスは目的ジュークボックス上に各特定の要求
をロードさせるために使用することができる識別番号すなわちアドレスにより識別可能で
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あり、、また該遠隔配信ネットワークはさらに各ジュークボックス上での前記特定の要求
を含むファイルをローカルな時間および日が選択された時間および日に対応するときに実
行させるべく走査する手段とを具備することを特徴としている。
【００１０】
　この発明のその他の特徴および利点は、添付された図面を参照して以下の説明を読んだ
後により明確になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を形成する機器の電気的構成の模式図を示している。
【図２】ジュークボックスに取り込まれるライブラリのモジュールとオブジェクトモジュ
ールの間の関係を示す論理図を示している。
【図３】ユーザ、ジュークボックスおよび配信ネットワークを介して前記ジュークボック
スに接続されたサーバの間の種々の対話的相互作用を図式的に表現している。
【図４】本発明による装置により用いられる方法の異なるステップを表現している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　好ましくは、しかし制限的にではなく、オーディオビジュアル再生システム（ジューク
ボックス）１０は、以下に列挙され且つ言及された機器エレメントを使用している。
【００１３】
　マイクロプロセッサを有するシステムユニット１は、高パフォーマンスＰＣコンパチブ
ルシステムであり、実施の時点では、メモリ手段を有するペンティアム（登録商標）タイ
プのシステムが選定され、そして例えば、以下のような特性を有する。
【００１４】
　－ＶＥＳＡローカルバスに対するコンパチビリティ、
　－プロセッサキャッシュメモリ：　最小２５６Ｋバイト、
　－ＲＡＭメモリ：　３２Ｍバイト
　－高パフォーマンスシリアルポート、
　－マイクロプロセッサ制御ＳＶＧＡタイプグラフィックアダプタ、
　－ＳＣＳＩ／２タイプバスコントローラ、
　－自己給電スタティックＲＡＭメモリ。
【００１５】
　同等またはさらなるパフォーマンスを有する他のいかなるシステムユニットも、この発
明において使用することができる。
【００１６】
　このシステムユニットは、サウンド制御回路５、遠隔通信制御回路４、入力制御回路３
、マスメモリ制御回路２、およびディスプレイ手段制御回路６を制御し且つ管理する。デ
ィスプレイ手段は、主として、非インタレースのＳＶＧＡタイプフラットスクリーン、高
精細度、低放射ビデオモニタ６２から構成される。これは、イメージ再生（例えば、音楽
の選択のためのアルバム）に、グラフィックスおよびビデオクリップを表示するために用
いられるモニタである。
【００１７】
　マスメモリ手段２１、例えば、高速高容量ＳＣＳＩタイプハードディスクは、既にマイ
クロプロセッサ制御装置内に組み込まれたメモリ手段に関連付けられている。これらの手
段は、ディジタル化され、圧縮され且つ多くの場合暗号化されたオーディオビジュアル情
報の記憶装置として用いられる。
【００１８】
　高速遠隔通信モデムアダプタ４１は、ホストサーバにより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作成するために含められている。
【００１９】
　音楽の選択におけるオーディオ情報の再生のために、該システムは、２つのメモリバッ
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ファ５６、５７を含む電子回路５に接続されたアンプチューナ５３からの信号が入力され
るスピーカ５４を備えており、前記アンプチューナは、多数の入力ソースをサポートする
ように設計されたディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）タイプのミュージックシンセ
サイザからなると共に、ＣＤ（コンパクトディスク）またはハイファイタイプのクォリテ
ィで復号され且つ復元されるディジタル信号による出力を提供する。
【００２０】
　同様に、ディスプレイ手段制御回路も２つのメモリバッファ６６、６７（その目的は後
に述べられる）を備えている。
【００２１】
　温度調整付きの２４０ワットの換気された電源は、当該システムにエネルギを供給する
。この電源は、過電流および過剰発振に対して保護されている。
【００２２】
　前記オーディオビジュアル再生システムは、その入力コントローラ回路３を介して、「
改良（enhanced）表面波技術」に基づくガラスコーティングパネルおよびＡＴタイプのバ
スコントローラを含むタッチスクリーン３３を管理している。このタッチスクリーンは、
顧客による使用のための種々の選択情報、並びに管理者による使用のための制御および管
理チェック情報を、ビデオモニタ６２またはテレビジョンスクリーン６１上に表示し、そ
れから該システムの所有者が選択するためにそれを用いる。それは、該システムに接続さ
れ、インタフェース回路３を介してキーロック３２により制御されるキーボードコネクタ
が提供される外部キーボード３４との組合せで、保守目的のためにも使用される。
【００２３】
　前記入力回路３は、該システムと、例えば無線周波数ＲＦリモートコントロールにより
構成されるリモートコントロールアセンブリ３１との間のインタフェースをも形成する。
【００２４】
　料金支払い装置３５も前記入力インタフェース回路３に接続されている。コイン、紙幣
、トークン、磁気カードまたはスマートカードによるいかなる支払手段、あるいはこれら
の支払い手段のいかなる組み合わせをも収集することができる他の装置も用いられる。
【００２５】
　該システムは、与えられるフレームまたはラックに、カスタマイズ可能な外部装飾と共
に適合するように設計される。
【００２６】
　これらのエレメントから離れて、コードレスマイク５５が、該ジュークボックスを強力
な公衆告知および情報システム、またはたぶんカラオケマシンに変換することのできる、
サウンドコントローラ５に接続されている。同様に、コードレススピーカが、該システム
によって、他の部屋へ楽曲を放送するために、使用されても良い。
【００２７】
　管理者は、例えば、バーの後側からアクセスし且つ
　・マイクのオン／オフスイッチ、
　・スピーカのミュートコントロール、
　・サウンドのボリュームコントロール、
　・現在演奏されている音楽選択をキャンセルするためのコントロール
のような種々のコントロールを制御するために、リモートコントロールアセンブリ３１を
用いることができる。
【００２８】
　２つのバッファ５６、５７は、各々が交互に、サウンドの少なくとも約４分の１秒に対
応する情報をメモリすることができるように、サウンド制御器回路５に連係されている。
同様に、２つのバッファ６６、６７は、ビデオ制御器回路６に連係されており、各々が交
互に、画像の少なくとも約１０分の１秒に対応する情報をメモリすることができるように
なっている。また、１つのバッファ４６が通信制御器回路４に、他の１つ３６が入力イン
タフェース３に、そして他の１つ２６がメモリインタフェース２に、関連付けられている
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。
【００２９】
　該システムにおけるオペレーティングソフトウェアは、マルチメディア領域におけるオ
ーディオビジュアル分野のために特に設計されたツールおよびサービスのライブラリに基
づいて生成される。このライブラリは、多重のコードフラグメントの同時実行を効果的に
可能とする高パフォーマンスなマルチタスクオペレーティングシステムを含んでいると都
合がよい。このオペレーティングソフトウェアは、並なのおよび整然とした実行を可能と
し、それゆえ、ディスプレイ手段、オーディオ再生手段、および配信ネットワークを介し
ての遠隔通信ネットワークの管理において行なわれる動作間のいかなる衝突をも回避する
。さらに、このソフトウェアは非常にフレキシブルである。
【００３０】
　前記オペレーティングシステムは、メモリを確かめ且つジュークボックスの動作を可能
とするために必要な最小数のオブジェクトが存在するかどうかを確かめる第１のメインプ
ログラムモジュール７０「ＪＵＫ．ＥＸＥ」と、それに動的にリンクされ且つそれに従属
する「ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬ」モジュールからなる第２のモジュール７１とにそれ自
体が再分割された第１のスタータモジュール７を含むモジュールに分割されている。この
第２のモジュール７１の機能は、Ｃ言語ライブラリを収容し且つ前記メインタスクを実行
させることである。
【００３１】
　前記オペレーティングシステムの構成は、互いに動的リンクにより結合され、または該
オペレーティングシステムの他の部分へのメインの従属リンクを与える実行可能なサブプ
ログラムからなるソフトウェアモジュールへの種々のタスクの分配を有する。前記モジュ
ールの各々は、複数の属性で記述された従属レベルによって組織化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っている。オブジェクトまたはライブラリの属
性は、バージョン番号および以下においてＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬモジュールについて説明
されているように、オブジェクトファイルまたはライブラリの他のオブジェクトファイル
に対する従属性を指し示している。各属性は、モジュール対して割り当てられたレベルを
指し示している。したがって、ＪＵＫ．ＥＸＥ７０モジュールは、ＪＵＫＥＣＯＲＥ．Ｄ
ＬＬ７１、ＴＬＳ．ＤＬＬ７２、ＣＲＤＥ．ＤＬＬ７３、ＧＦＸ．ＤＬＬ７４、ＷＤＬＬ
．ＤＬＬ７５、ＪＥＥＰ．ＤＬＬ９およびＴＥＬＥＣＯＭ．ＤＬＬ１０モジュールよりも
高いレベルにあるが、ＴＥＬＥＣＯＭ．ＤＬＬ１０モジュールは、ＪＥＥＰ．ＤＬＬモジ
ュール９に従属しており（リンク９１０参照）、そしてそれはそれゆえＪＥＥＰ．ＤＬＬ
９よりも低いレベルにある。
【００３２】
　同様にして、ＪＥＥＰ．ＤＬＬ９のレベル（リンク７５９参照）は、ＷＤＬＬ．ＤＬＬ
モジュール７５よりも、前者は後者に従属しているので、低く、そしてＴＬＳ（リンク７
２５）は、ＷＤＬＬ７５よりも高いレベルにある。他方では、ＴＬＳ．ＤＬＬおよびＧＦ
Ｘ．ＤＬＬモジュールは、同一レベルにある。メインタスクは、プログラムコア「ＣＲＤ
Ｅ．ＤＬＬ」であるモジュール７３を初期化しまたはロードし、グラフィック管理モジュ
ール（ＧＦＸ．ＤＬＬ）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（Ｗ
ＤＬＬ．ＤＬＬ）７５を初期化またはロードし、遠隔通信タスクＴｅｌｅｃｏｍモジュー
ル（ＤＬＬ）１０をロードし、ジュークボックス、遠隔通信、時間、復号等に必要な全て
の使用法を含むＴＬＳ．ＤＬＬモジュール７２をロードし、インテグリティサーバを実行
し且つ要求タスクおよびサーバについてのダイアログをロードし、そしてメインタスクと
してのＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬであるプログラムモジュール８０を開始させるＪＥＥＰ．Ｄ
ＬＬ（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すべ
く設計されたモジュール（ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬ）を、有している。該メインジュー
クボックスアプリケーションタスクは、ライブラリロードモジュール（ＷＤＬＬ．ＤＬＬ
）における所要の動的リンクライブラリバージョンを確かめ、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遠隔通信タスクモジュールを呼び出すべく設計されたロー
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ダプログラムライブラリを含むモジュール（ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬ）を有している。ＷＤ
ＬＬ．ＤＬＬモジュールは、ＤＬＬ．ＤＥＦＡＵＬＴファイルにおける動作のために必要
な最小バージョンのリストおよびＤＬＬ、ＤＪＬ接尾辞を有するライブラリにより、また
はＤＪＯサフィックスを有するオブジェクトファイルにより表現される全てのファンクシ
ョン、バージョンナンバおよび従属性のリストを有している。各オブジェクトまたはライ
ブラリは、ライブラリまたはオブジェクトが必要とする全ての機能のリストを含んでいる
。ＷＤＬＬ．ＤＬＬライブラリロードモジュールは、全ての新規なモジュールを管理し、
相互従属性を制御し、そしてダウンロードされたモジュールが他のいかなる従属性をも持
たず、必要なバージョンにてロードされたことをチェックする。ジュークボックスに特有
なアプリケーション部分８は、ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬモジュールによりロードされ且つ実
行され、そしてディスプレイウィンドウを定義する次のような多数のモジュールを有する
。
【００３３】
　－マウス信号またはタッチスクリーン信号処理モジュール８１、ＭＯＵＳＥ．ＤＪＬと
呼ばれる、
　－オブジェクトと他の種々のモジュールとの間で交換されるメッセージの処理のための
モジュール８２、ＷＭＥＳＳＡＧＥ．ＤＪＬと呼ばれる、
　－ディスクファイル管理モジュール８３、ＦＩＬ．ＤＪＬと呼ばれる、
　－ディスクファイルリード－ライトモジュール８４、ＰＩＬＩＯ．ＤＪＬと呼ばれる、
　－タッチスクリーン、サウンドカード、コイン収集機器処理インタフェースのように、
機器により生成される全てのイベントの監視のためのモジュールＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬ
８５。
【００３４】
　ＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬモジュールは、端末タスクに特有のモジュール、すなわち全ての
予め列挙したＤＪＬ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のロ
ードを管理する。ジュークボックスライブラリモジュール８７は、ミキサ、購入のような
オブジェクトを管理するＷＯＢＪＥＣＴ．ＤＪＬ８７０、カーソル移動を管理するＷＣＵ
ＲＳＯＲ．ＤＪＬモジュール８７１、データベースを管理するＤＢＭＡＰＩ．ＤＪＬモジ
ュール８７２、全てのフォントタイプを管理するＷＦＯＮＴＳ．ＤＪＬモジュール８７３
、コンフィギュレーションファイルＷＩＮ．ＤＥＦを作成し且つ「ＧＲＡＭＭＡＲ．ＤＪ
Ｌ」モジュール８７６および該言語内における語彙的な単語機能割り当てモジュールであ
る「ＬＥＸＹ．ＤＪＬ」モジュール８７５を用いて文法を確認するスクリプトから始まる
画面を分析し且つ生成するＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬモジュール８７４（シンタックス解析プ
ログラム）を用いて形成される。ＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬモジュール８７４は、そのファイ
ルヘッダに次の情報を含んでいる。
【００３５】
　－ｃｈａｒ＊ｐａｒｓｅｒ＿ｖｅｒｓｉｏｎ＿ｉｎｆｏ＝ＤＬＬ＿ＩＮＦＯ　ＤＪＬ；
”
　　　　　ＤＬＬ－ＮＡＭＥ　ＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬ；”　
　　　　　“ＶＥＲＳＩＯＮ　１；”　
　　　　　“ＣＲＥＡＴＯＲ　ＫＥＮＤＡＬＦ；”　
　　　　　“ＲＥＱＵＩＲＩＥＳ　ｌｅｘｙｙ．ｄｊｌ；４；”　
　　　　　“ＲＥＱＵＩＲＩＥＳ　ｇｒａｍｍａｒ－．ｄｊｌ；５”；　
　全てのモジュールおよびライブラリ（ＤＪＯ、ＤＬＬ、ＤＪＬ）は、ＰＡＲＳＥＲ．Ｄ
ＪＬモジュールにおけるのと類似した情報を含んでおり、且つこの情報は、バージョンお
よび従属性の必要性を決定する。
【００３６】
　このようにして、前記ＰＡＲＳＥＲ．ＤＪＬモジュールは、ＬＥＸＹ．ＤＪＬのバージ
ョン４およびＧＲＡＭＭＡＲのバージョン５モジュールを必要とし、そうでなければそれ
は、システムによって実行され得ない。図２における異なるモジュール間の２重矢印は、
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異なるファイルのロードの命令を示している。
【００３７】
　それゆえ、上述からわかるように、最初のステップは、ＪＵＫＥ．ＥＸＥを、それに続
いてＧＦＸ．ＤＬＬ、ＴＬＳ．ＤＬＬ、ＷＤＬＬ．ＤＬＬ、ＪＥＥＰ．ＤＬＬ、ＴＢＬＥ
ＣＯＭ．ＤＬＬ、ＣＲＤＥ．ＤＬＬおよびＳＩＬＯＡＤ．ＤＬＬがＪＵＫＥＣＯＲＥ．Ｄ
ＬＬからロードできるように、ＪＵＫＥＣＯＲＥ．ＤＬＬをロードすることである。
【００３８】
　１組のモジュール８８は、ジュークボックスタイプの端末モニタ上のウィンドウ表示の
ウィンドウを管理することが含まれるべきであるファイルのリストを含んでいる。このオ
ブジェクトのリストは、
　－モニタ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、
　－有効な画面の数判定するために用いられ且つそれによってこのメインページ上にいく
つかのウィンドウまたは画面を表示する「ＷＳＣＲＥＥＮ．ＤＪＯ」オブジェクトファイ
ル８８１、
　－画面内に用いられる画像を決定し且つ定義する「ＷＩＭＡＧＥ．ＤＪＯ」オブジェク
トファイル８８０、
　－画像がアニメーション化されているときに該アニメーションを定義する「ＷＡＮＩＭ
．ＤＪＯ」オブジェクトファイル８８２、
　－特許出願ＰＣＴ第ＷＯ　９６／１２２５８号において定義されるグラフィックインタ
フェースに用いられるコントロールボタンのように前記メインページ上で用いられるボタ
ンを定義し且つ管理する「ＷＢＵＴＴＥＮ．ＤＪＯ」オブジェクトファイル８８５、
　－オブジェクト上に書き込むために用いられるラベルを作成する「ＷＬＡＢＥＬ．ＤＪ
Ｏ」オブジェクトファイル８８４、および
　－表示領域を垂直にスクロールすることを定義する「ＷＳＣＲＯＬＬＥＲ．ＤＪＯ」オ
ブジェクトファイル８８６、
からなっている。
【００３９】
　前記ＷＩＮ．ＤＥＦコンフィギュレーションファイルは、必要に応じて、上述した１個
またはそれ以上の＊．ＤＪＯファイルを呼び出す。
【００４０】
　「ＪＨＡＮＤＬＥＲ」ライブラリは、画面の固定された使用法を定義するために、そし
てそれゆえ、どのインタフェースが前のモジュールによって定義された異なるオブジェク
トへのリンクを提供するかを判定するために用いられる。
【００４１】
　ライブラリモジュール「ＸＣＰ．ＤＪＬ」は、紙幣受領システム、あるいはコインまた
はスマートカード支払い装置のように、支払いタスクを管理するために、そしてまた、ジ
ュークボックス管理者のための秘密コードの記憶部のための集積回路であるＩＢＵＴＴＯ
Ｎに基本的情報を保存するために用いられ、そしてそれは例えば暗号化されたファイルま
たは楽曲を復号するために用いられ得る。
【００４２】
　ＪＳＴＲＵＣＴ．ＤＪＬモジュール８５は、「ディスクジョッキー」と呼ばれ、その機
能は図３に関連して以下に説明されるんだが、楽曲選択の最後に対応するイベントが起き
たときにモジュール８５１を走らせる。検出されたイベントに従って、同じＪＳＴＲＵＣ
Ｔ．ＤＪＬモジュールが、機能が以下において図４に関連して説明される要求処理モジュ
ール８５２をスタートさせても良い。この同じ要求処理モジュール８５２も、端末６００
およびインターネットネットワーク４００を介して該サーバに接続されたユーザ６０１に
予め選択を注文することを可能とするために、ホストサーバ１００（図３）上にインスト
ールされる。音楽アーティスト５０１も、所与の日の所与の時間にいくつかのジュークボ
ックス上で実行させるプロモーションのための楽曲の特別の要求をなすべく、インターネ
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ットネットワーク３００を介して前記サーバ１００に接続された端末５００を用いること
ができる。最後に、１つまたはいくつかのジュークボックスが設置された室内のユーザ７
０１は、ジュークボックス１０上において、彼自身の選択の事前注文または特定のイベン
トのための楽曲の選択または特定の要求をなし得る。楽曲選択要求は、楽曲待ちキュー８
４０にロードされ、そして選択の事前注文または特定のイベント要求は、特定の要求およ
びこれらの特定の要求を処理するために必要な全ての情報を収容するファイル８４１にロ
ードされる。サーバ１００は、これらの特定の要求を、該サーバが、１つまたはいくつか
の要求が適用可能な特定のジュークボックスまたは特定のジュークボックスの組へ送信す
る時まで格納するファイル１４１も含む。この送信は、ネットワーク２００、例えば遠隔
通信ネットワーク、を通してなされる。ディスクジョッキーモジュール５５１は、現在の
時および日についてのいかなる特定の要求をも見つけるために、ジュークボックスファイ
ル８４１内を見る第１のステップ８５１１を実行する。もしも、それが何かを見つければ
、該ディスクジョッキーは、この要求をステップ８５１２において実行し、予め注文され
た選択および、もしもあれば、個別メッセージの再生を開始する。この動作の最後に、前
記ディスクジョッキーは、ステップ８５１３において、事前に注文された何らかの曲があ
るか、またはファイル８４０内の待ち行列に格納された次の楽曲に移るかを確認すべくチ
ェックする。ステップ８５１４において、ディスクジョッキーは、この楽曲の実行を開始
する。ディスクジョッキーは、それから最初のステップ８５１１に戻ってループする。前
記特別要求処理プログラムモジュール８５２は、図４に示すように、ステップ８５２１で
ジュークボックスまたはインターネットに接続された端末の前のユーザに、ステップ８５
２０において彼が楽曲を選択したいかどうか、あるいは彼が特定の要求をしたいかどうか
の、表示を生成する手段を備えている。もしも、彼が特定の要求をしたいならば、プログ
ラムは、上述したステップ８５２２においてユーザがジュークボックスアドレスを定義し
得る、あるいはサーバによりダウンロードされたリストにおけるこのアドレスを選択する
ウィンドウを表示するためにオブジェクトモジュールを用いる。ユーザは、そのように、
彼がそれについてのアドレスを知っているジュークボックスか、または彼の事前注文にお
ける選択を提供することを彼が望む相手に最も近い彼がリストにおいて選択したジューク
ボックスを定義する。次のステップ８５２３において、プログラムは、該楽曲を送る者の
名前をおよびそれを受信する相手の名前を、ユーザが入力するために使用し得る画面を表
示する。ステップ８５２４において、該プログラムは、その選択が実行される日および時
が定義され得るウィンドウを表示する。
【００４３】
　この定義が一旦なされると、プログラムは、ステップ８５２５ａに進み、そこでは、ユ
ーザは、彼が祝福することを望むイベントタイプを選択する。この場合、プログラムは、
誕生日、結婚、婚約、等のようなイベントを定義するイベントのリスト８５２５ｂを表示
する。ユーザは、タッチスクリーン上の動作により、あるいはキーボードまたはマウスを
用いることにより、これらのイベントの１つにカーソルを移動させ、そしてこの選択を有
効とする。一旦選択が有効とされると、プログラムは、次のステップ８５２６ａに進み、
そこでは、ユーザに、彼がこの選択を予め記録された音声メッセージと共に贈るかどうか
を尋ねるメッセージを表示する。もしも、そうであれば、該プログラムは、予め記録され
た音声メッセージの選択にユーザを案内するウィンドウを表示する。もしもそうでなけれ
ば、該プログラムは、次のステップ８５２６ｂに進み、そこでは、ユーザは、特定の音声
記録を行なって、該記録をデータと共に格納して、事前注文についてのこの特定の要求の
ためのファイルを作成することができる。ステップ８５２７において、プログラムは、ユ
ーザに、彼が新たな要求をしたいかどうか尋ねる画面を表示し、そしてもしもそうならば
、最初のステップ８５２０に戻ってループし、そしてもしもそうでないならばステップ８
５２８においてユーザに支払いをするかどうかを尋ねる。この支払いは、磁気クレジット
カードまたはスマートカードによって既知の方法で、またはコインマシン、紙幣マシンま
たはユーザの回線に請求される電話通信ユニットの番号および該請求の承認を表示するこ
とによることのような他のいかなる手段によってなされて良い。一旦、この支払いがなさ
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れ且つ承認されると、該プログラムは、ディスクジョッキー（ＤＪＳＲＬ）への特定の要
求のリストを収容するファイル８４１への保存ステップに進む。このファイル８４１は、
もしも選択および特定の要求が、バーにインストールされた同一のジュークボックス上で
ローカルになされたならば、ジュークボックス内か、またはもしも選択が他のジュークボ
ックス上になされたならば、サーバ上のファイル１４１内かに配置される。ジュークボッ
クス１０は、他の場所に設置された他のジュークボックスになされた特定の要求を検出し
得て、そしてこの要求を、サーバが種々のジュークボックスに対する定期的なロードルー
チンを実行したときに、各ジュークボックスに関する特定の要求をもダウンロードするよ
うにして、ネットワーク２００を介してサーバ１００へ送信することにより、サーバ上の
ファイル１４１内に書き込むことができるプログラムも有する。これをするためには、サ
ーバが、ネットワーク上のジュークボックスからこのタイプの特定の要求を受信したとき
に、要求に含まれたジュークボックスのアドレスを、それのデータベースに含まれるアド
レスと比較し、そして該特定の要求がアドレスされるべきジュークボックスの識別を判定
することにより、この要求を検査する。この特定の要求は、定期的な更新がなされたとき
または定期的な通信の間に宛先ジュークボックスにルーティングされる。
【００４４】
　明らかに、ジュークボックスとサーバまたはインターネット端末とサーバの間の通信に
ついては、情報は、圧縮され且つ機密性を可能とするためにエンコードされるのに対して
、音声メッセージは、エンコードを要求する必要性はなく、プレーンテキストで記録され
てもよいが、ジュークボックス上の必要な記憶領域を低減するための格納目的のために圧
縮される。
【００４５】
　このように、当該本発明によれば、選択方法は、メニュー８５２０、８５２１が表示さ
れ、特定の要求をするためにそれにおける選択がなされるステップと、他の機能、すなわ
ち、
　選択の事前注文がなされるためのイベント８５２５ａ、それから該イベントの選択を表
示するステップと、
　前記選択が再生されるべき目的機器の識別を表示し、それからこの機器の選択がなされ
るステップ８５２２と、
　前記目的機器上で前記選択がなされるべき日時を表示するステップ８５２３と、
　支払いが確認された後にのみ特定の要求ファイル上に記録しあるいはダウンロードする
ステップ８５２９と
を有する。
【００４６】
　本発明の他の特徴によれば、それは、特定のメッセージを選択しまたは記録するステッ
プ８５２６を含んでいる。
【００４７】
　他の特徴によれば、本発明は、個人的なメッセージを記録することからなるメッセージ
を記録するためのステップ８５２６ｂを有している。
【００４８】
　他の特徴によれば、本発明は、いくつかのメッセージのうちから１つを選定することか
らなるメッセージが選択されるステップ８５２６ａを有している。
【００４９】
　他の特徴によれば、本発明は、全てのジュークボックスがインターネットに接続し且つ
サーバサイト１００を呼び出すステップを有している。
【００５０】
　他の特徴によれば、前記表示ステップは、選択ステップに必要な前記選択ステップを表
示するために、端末６００へインターネットメッセージを送信することによってなされ、
これら選択または判定ステップは、ユーザにより、予め彼の選択を定義すべく、彼の端末
上で実行される動作の関数として、端末６００からサーバ１００へ送られるメッセージに
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よりなされる。
【００５１】
　本発明は、メッセージおよび要求が、目的機器１０のアドレスと共にホストサーバ１０
０上のファイル１４１上に記録され、それからディスプレイ上で与えられた時期にそれに
ダウンロードされるステップを有している。
【００５２】
　本発明は、機器１０上で現在の日および時が、事前要求の実行のために要求された日お
よび時に対応するかどうかを判定するために、前記記録された要求を含む各機器１０上の
特定のファイル８４１を検査するためのステップを有している。
【００５３】
　同様に、ジュークボックス１０またはサーバ１００は、ユーザの身近な画面上に、特定
の要求の選定において彼を案内すべく、情報を表示する手段と、
　これらの要求を特定のファイル８４１、１４１に記録する手段と、
　与えられた時および日に前記要求の実行をトリガすべく、またはこの要求のダウンロー
ドをトリガすべく、前記機器上に記録された前記ファイル８４１、１４１を定期的に検査
する手段と
を具備している。
【００５４】
　本発明は、これらの要求を目的機器へ遠隔的に送信する手段を備えている。
【００５５】
　本発明によれば、前記表示手段は、必要なときにジュークボックスコンフィギュレーシ
ョンファイルにより呼び出される＊．ＤＪＯファイルに加えられるオブジェクトモジュー
ルにより構成されている。
【００５６】
　前記ファイル８４０、８４１は、ＦＩＬＯ．ＤＪＬモジュール内に保存され、そして動
作に必要で且つこの方法に用いられるプログラム変更は、特許出願９８０９３５８号にお
いて定義されたダウンロード方法に従って、異なるモジュールにダウンロードされる。
【００５７】
　該装置は、楽曲の待ちキューの実行のためのルールを定義しこれによりキューにおける
先入れ先出し（ＦＩＦＯ）と、ランダムに最もポピュラーな楽曲を最初に選択することと
、同一のアーチストによる連続する２番目の楽曲を排除することとのうちの１つの基準に
従って、あるいは該ルールまたはその他のルールの組合せに基づいて、ディスクジョッキ
ーの振る舞いを変更する手段をも備えている。
【００５８】
　遠隔配信ネットワークは、第１にインターネットネットワークに接続され、そして第２
に第２のネットワークを介して目的ジュークボックス上に各特定の要求をロードさせるた
めに各々識別番号またはアドレスにより識別可能な１組のジュークボックスに対して接続
されるホストサーバと、各ジュークボックス上での前記特定の要求を含むファイルを、ロ
ーカルな時間および日が選択された時間および日に対応するときに、それらに実行させる
べく走査する手段とを具備している。
【００５９】
　該分野に精通しているものにとっては、多くの異なる実施の形態が、特許請求されたよ
うな、この発明の骨組みの範囲内において可能であることは、明らかである。したがって
、ここに説明された実施の形態は、例として考慮されるべきであり、添付された請求の範
囲によって定義された視野内において変更され得ると共に、本発明は上述において記述さ
れた細部に制限され得ない。
【符号の説明】
【００６０】
　１　システムユニット
　２　マスメモリ制御回路
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　３　入力制御回路
　４　遠隔通信制御回路
　５　サウンド制御回路
　６　ディスプレイ手段制御回路
　１０　オーディオビジュアル再生システム
　２１　マスメモリ手段
　２６、３６、４６　バッファ
　３１　リモートコントロールアセンブリ
　３２　キーロック
　３３　タッチスクリーン
　３５　料金支払い装置
　４１　高速遠隔通信モデムアダプタ
　５３　アンプチューナ
　５４　スピーカ
　５５　コードレスマイク
　５６、５７、６６、６７　メモリバッファ
　６１　テレビジョンスクリーン
　６２　ビデオモニタ
　１００　サーバ
　１４１、８４０、８４１　ファイル
　２００　ネットワーク
　３００、４００　インターネットネットワーク
　５００、６００　端末
　８５１　モジュール
　８５２　要求処理モジュール
【図１】 【図２】
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