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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アセットを放送網のユーザに配信することに関連して使用するための方法であって、放送
網が主に放送コンテンツを複数のユーザに同期配信することを含む方法において、
　前記放送網の契約プラットフォームのユーザ・インターフェイスでアセット・プロバイ
ダから、該放送網を介してアセットを配信するための要求を受信することであって、該要
求は、該アセットの配信に関する所望の視聴者規模および人口統計的構成に関係する１つ
または複数の配信パラメータを定義し、前記要求は、ターゲットとするユーザの少なくと
も１つの人口統計的ターゲットパラメータを含む、前記要求を受信すること、
　前記契約プラットフォームに、前記少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータ
及び前記配信パラメータに基づいてターゲットとするユーザの母集団を推定させること、
　前記配信要求を実質的に満たすように該放送網の複数の送信帯域上のネットワーク・ユ
ーザを集約することにより、前記アセットを配信するための仮想送信帯域を定義すること
であって、前記ネットワーク・ユーザは、前記複数の送信帯域の各送信帯域に対して、現
在の視聴者全体の一部分を含み、該現在の視聴者全体の一部分は、前記少なくとも１つの
人口統計的ターゲットパラメータと適合する、前記仮想送信帯域を定義すること、
　前記各送信帯域の一部分のユーザの総和が、配信要求の視聴者規模および人口統計的構
成を満たすように、前記アセットを、前記複数の送信帯域の各送信帯域の現在の視聴者全
体の一部分のユーザに配信させることを備える、方法。
【請求項２】
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要求を受信する前記工程は、定義済みパラメータ値に対するグラフィック要素を含むユー
ザ・インターフェイスを介して、前記配信パラメータを取得することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
前記少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータは、年齢、性別、所得水準、個人
的関心、または注目する視聴者セグメントの地域のうちの少なくとも１つに関係する、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記配信パラメータは、所望の配信時刻を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記配信パラメータは、前記アセットが所定のユーザに配信されるべき所望の回数を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記所望の回数は、前記アセットを前記所定のユーザに配信する最大回数である、請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
前記配信パラメータは、前記アセットの配信が望ましくない背景状況を定義する例外を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記例外は、前記アセットの配信が望ましくないことに関連する番組、番組送信帯域、時
刻、または視聴者分類に関係する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記アセットは、番組のブレーク内に挿入され、前記配信パラメータは、好適な視聴者の
種類に関して番組を格付けする格付けシステムにおける該番組の格付けに関係する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
アセットは、該アセットの対象に関係する商品コードに関連付けられ、該アセットの配信
は、該アセットまたは該アセットの近くで配信される他のアセットのうちの１つの商品コ
ードに、少なくとも一部は基づいて制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記配信パラメータは、番組に関連付けられているテキスト資料に適用可能な検索関数を
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記検索関数は、前記番組に関連付けられているタイトル、説明、または字幕のうちの１
つに関する単語検索を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記配信パラメータは、前記アセットの配信に関連付けられ、前記アセット・プロバイダ
の最大の予算に対応するコスト制約条件を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
受信する前記工程は、アセット・プロバイダに対し前記所望のレベル配信のオークション
が掛けられる、オークション機能を実装することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
前記アセットは、前記送信帯域上のオーバーラップする番組に対応する時間枠に前記複数
の送信帯域のユーザに配信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
前記アセットは、前記送信帯域の少なくとも１つにおいて全員に満たないユーザに配信さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
前記少なくとも１つの送信帯域の前記ユーザは、少なくとも１つの人口統計的ターゲット
に基づいてターゲットにされる、請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
アセットを放送網のユーザに配信する際に使用するための方法であって、放送網が主に放
送コンテンツを複数のユーザに同期配信することを含む方法において、
　前記放送網の契約プラットフォームでアセット・プロバイダから、該放送網を介してア
セットを配信するための要求を受信することであって、該要求は、該アセットの配信に関
する所望の視聴者規模および人口統計的構成に関係する１つまたは複数の配信パラメータ
を定義し、前記要求は、ターゲットとするユーザの少なくとも１つの人口統計的ターゲッ
トパラメータを含む、前記要求を受信すること、
　放送網ユーザの機器からのアセット選択を処理すること、
　処理されたアセット選択に基づいて、複数のアセットを該複数の放送網のユーザに提供
すること、
　前記少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータおよび前記配信パラメータに基
づいて前記ターゲットとするユーザの母集団を推定すること、
　前記配信要求を実質的に満たすように該放送網の複数の送信帯域上の一組のネットワー
ク・ユーザを集約することにより、前記アセットを配信するための仮想送信帯域を定義す
ることであって、前記一組のネットワーク・ユーザは、前記複数の送信帯域の各送信帯域
に対して、各送信帯域の現在の視聴者全体の一部分を含み、前記現在の視聴者全体の一部
分は、前記少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータに適合する、前記仮想送信
帯域を定義すること、
　前記各送信帯域の一部分のユーザの総和が実質的に前記配信要求の視聴者規模および人
口統計的構成を満たすように、前記アセットを、前記複数の送信帯域の各送信帯域の現在
の視聴者全体の一部分のユーザに配信させることを備える、方法。
【請求項１９】
アセットに対するターゲット設定パラメータを含むアセット・リストを前記複数のネット
ワーク・ユーザの前記機器に送信し、それに応じて前記アセット選択を受信する前記工程
をさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
処理の前記工程は、多数のユーザの機器により選択されたアセットを識別することを含む
、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
処理の前記工程は、アセットの配信に関連付けられている大きな経済的価値を有するアセ
ットを識別することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
処理の前記工程は、アセットを識別する際にアセット・プロバイダの素性を考慮すること
を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
アセットを提供する前記工程は、単一の時間帯に対応する複数のアセットの選択肢を提供
することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
前記アセットの選択肢は、前記時間帯と同期して送信される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
前記アセットの配信に関するレポートを前記複数のユーザの前記機器から受信することを
さらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
前記レポートに基づいて前記アセットの配信に関連付けられている経済的価値を決定する
ことをさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
コンテンツを放送網のユーザに配信するシステムであって、放送網が主にコンテンツを複
数のユーザに同期配信することを含むシステムにおいて、
　コンテンツを該ユーザの機器に配信するオペレーション・センターと、
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　該ユーザの該機器からの投票を処理し、かつ該処理済み投票に基づいて送信対象のアセ
ットを選択するコンテンツ選択プロセッサと、
　視聴者規模および人口統計的構成を特定する配信要求を実質的に満たすように該放送網
の複数の送信帯域上の一組のネットワーク・ユーザを集約することにより、前記アセット
を配信するための仮想送信帯域を定義するプラットフォームであって、前記一組のネット
ワーク・ユーザは、複数の送信帯域の各送信帯域に対して、各送信帯域の現在の視聴者全
体の一部分を含み、前記現在の視聴者全体の一部分は、少なくとも１つの人口統計的ター
ゲットパラメータに適合する、前記プラットフォームとを備え、
　前記プラットフォームは、
　前記各送信帯域の一部分のユーザの総和が実質的に前記配信要求の視聴者規模および人
口統計的構成を満たすように、前記アセットを、前記複数の送信帯域の各送信帯域の現在
の視聴者全体の一部分のユーザに配信させ、前記少なくとも１つの人口統計的ターゲット
パラメータおよび前記アセットの配信を示すレポートに基づいてターゲットとするユーザ
の母集団を推定する、システム。
【請求項２８】
前記コンテンツ選択プロセッサにより指令されたときに、前記放送網上でアセットを送信
するコンテンツ同期装置をさらに備える、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
前記アセットの配信は、前記アセットを番組のストリーム内に挿入すること、送信帯域を
アセット送信帯域に切り替えること、またはそれらの組み合わせを含む、請求項２８に記
載のシステム。
【請求項３０】
前記ユーザの前記機器は、加入者宅内機器を含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３１】
前記加入者宅内機器は、前記要求を生成し、前記要求を前記コンテンツ選択プロセッサに
送る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
前記レポートに基づいて前記アセットの前記配信に対する値を計算するトラフィックおよ
び課金モジュールをさらに備える、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３３】
前記アセットは、年齢、性別、所得水準、地域、個人的関心、またはそれらの組み合わせ
を含む視聴者分類に基づき、前記ユーザをターゲットとする、請求項２７に記載のシステ
ム。
【請求項３４】
前記加入者宅内機器は、前記投票を生成することに関連して加入者宅内機器の異なるユー
ザを区別するように動作する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３５】
前記加入者宅内機器は、ユーザが該機器のところに存在しているかいないかを検出し、該
存在しているかいないかに基づいて投票を選択的に生成するように動作する、請求項３０
に記載のシステム。
【請求項３６】
前記加入者宅内機器は、前記投票を生成することに関連して前記加入者宅内機器を複数の
ユーザに関連付けるように動作する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３７】
アセットを放送網のユーザに配信することを評価する方法であって、放送網が主に放送コ
ンテンツを複数のユーザに同期配信することを含む方法において、
　前記放送網の契約プラットフォームのユーザ・インターフェイスでアセット・プロバイ
ダから、該放送網を介してアセットを配信するための要求を受信することであって、該要
求は、該アセットの配信に関する所望の視聴者規模および人口統計的構成に関係する１つ
または複数の配信パラメータを定義し、前記要求は、ターゲットとするユーザの少なくと
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も１つの人口統計的ターゲットパラメータを含む、前記要求を受信すること、
　前記配信要求を実質的に満たすように該放送網の複数の送信帯域上の一組のネットワー
ク・ユーザを集約することにより、前記アセットを配信するための仮想送信帯域を定義す
ることであって、前記一組のネットワーク・ユーザは、複数の送信帯域の各送信帯域に対
して、各送信帯域の現在の視聴者全体の一部分を含み、前記現在の視聴者全体の一部分は
、少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータに適合する、前記仮想送信帯域を定
義すること、
　前記ユーザの総和が実質的に配信要求を満たすように、前記アセットを、前記複数の送
信帯域の各送信帯域の現在の視聴者全体の一部分のユーザに配信させること、
　前記アセットを、該放送網を介して放送網のユーザの機器に配信して、該機器による配
信を行うこと、
　放送網ユーザの該機器から、前記アセットの配信を示すレポートを受信すること、
　該レポートおよび前記配信要求に基づいて該アセットの配信について経済的価値を計算
することを備える、方法。
【請求項３８】
放送網において、前記アセットを受信した前記複数の放送網のユーザの数を決定すること
をさらに備える、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
前記アセットの配信の価値を計算するために前記アセットを受信した前記複数の放送網の
ユーザの前記数を価値ファクタに掛けることをさらに備える、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
前記放送網は、衛星またはケーブルを介して前記アセットを配信する、請求項３８に記載
の方法。
【請求項４１】
前記放送網は、ラジオ・放送網またはテレビ放送網のいずれかである、請求項３８に記載
の方法。
【請求項４２】
前記アセットの配信を決定するために前記機器からの要求を処理することをさらに含む、
請求項３７に記載の方法。
【請求項４３】
前記アセットは、広告を含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
前記アセットを配信することは、
　該機器でアセット・チャンネルに切り替えること、または
　前記アセットを前記放送網のプラットフォームの前記コンテンツ内に挿入すること、ま
たは
　それらの組み合わせ
を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項４５】
アセットを放送網のユーザに配信することに関連して使用するためのシステムであって、
前記放送網が主に放送コンテンツを複数のユーザに同期配信することを含む前記システム
において、
　前記放送網は、
　アセット・プロバイダから、該放送網を介してアセットを配信するための要求を受信す
るように動作する前記放送網のプラットフォームであって、該要求は、該アセットの配信
に関する所望の視聴者規模および人口統計的構成に関係する１つまたは複数の配信パラメ
ータを定義し、前記要求は、ターゲットとするユーザの少なくとも１つの人口統計的ター
ゲットパラメータを含み、
　前記プラットフォームは、配信要求の条件を実質的に満たすように該放送網の複数の送
信帯域上のネットワーク・ユーザを集約することにより、前記アセットを配信するための



(6) JP 5769357 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

仮想送信帯域を定義するように動作し、前記ネットワーク・ユーザは、複数の送信帯域の
各送信帯域に対して、各送信帯域の現在の視聴者全体の一部分を含み、前記現在の視聴者
全体の一部分は、少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータに適合し、
　前記プラットフォームは、前記各送信帯域の一部分のユーザの総和が実質的に前記配信
要求の視聴者規模および人口統計的構成を満たすように、前記アセットを前記複数の送信
帯域の各送信帯域の現在の視聴者全体の一部分のユーザに配信させ、前記アセットの配信
を示すレポートおよび前記少なくとも１つの人口統計的ターゲットパラメータに基づいて
ターゲットとするユーザの母集団を推定する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、選択されたコンテンツまたはアセットを、例えば、音声および／ま
たは映像番組などの他のコンテンツが組み入れられている、または他の何らかの方法でそ
れらと組み合わされている、ネットワーク・コンテンツ・ストリーム内に挿入することに
関する。より具体的には、このようなアセットは、周辺のコンテンツまたは番組から分離
されているネットワーク・ユーザをターゲットとすることができ、配信の確認を取ること
ができる。とりわけ、本発明は、これにより、ターゲット・コマーシャル・インプレッシ
ョンの保証された配信に基づく新しい広告パラダイムを可能にする。
【背景技術】
【０００２】
　放送コンテンツ、すなわち番組は、通常、情報コンテンツ、すなわちアセットと混合さ
れる。これらのアセットは、広告、関連番組、公共広告、広告タグ、次回予告、天気また
は緊急通知、および有料コンテンツと無料コンテンツの両方を含む、さまざまな他のコン
テンツを含む。例えば、テレビ網は、テレビ番組を広い多様な視聴者に放送する。サービ
スおよび／または製品に関する情報（例えば、テレビ・コマーシャル）を伝達することを
望んでいるアセット・プロバイダ（例えば、広告主）は、アセットを放送網またはコンテ
ンツ・プロバイダに提供し、アセットがテレビ番組と関連して放送される。アセットは、
典型的には、放送番組、すなわちコンテンツと、番組内の所定の間隔でインターリーブさ
れる（例えば、番組内でキューにより指定されるコマーシャル・ブレーク）。同様にして
、音声・アセットは、電波塔ラジオ放送および衛星ラジオなどの、音声専用放送番組にイ
ンターリーブする。
【０００３】
　アセット・プロバイダは、典型的には、放送番組編成者に、アセットを視聴者に配信す
る機会の対価を支払う。これらのアセット・プロバイダは、典型的には、そのアセットを
選択された視聴者に送ることを望んでいるのであって、一般的には資源の無駄になるよう
な、情報をすべての潜在的視聴者セグメントに放送することは、望んでいない（例えば、
ある種の視聴者会員は、アセット・プロバイダの関心を引く対象とならない）。例えば、
男性用シェービング製品に関する情報を伝達するコマーシャルを配信することを望んでい
る広告主は、そのコマーシャルを女性または子供に配信することに特には関心を持たない
と思われる。このようにアセットの望ましい指向性があるため、視聴者をいくつかのセク
ターに分けるために、ニールセン・メディア・リサーチ社（ニールセン）により実施され
ているような視聴者標本抽出が確立された。例えば、視聴者標本抽出では、視聴者会員を
、性別、民族、所得水準、家族構成員の人数、地域、などに基づいて分類する。
【０００４】
　視聴者標本抽出は、選択された世帯のモニタリングを介して実行されることが多い。例
えば、モニタリング会社は、機器を多数の世帯に提供する。会員世帯は、それぞれの世帯
のプロファイルがモニタリング会社に知られているかなり多様な視聴者を含む。そのよう
なものとして、モニタリング会社は、視聴者プロファイルを特定のコンテンツ（例えば、
テレビ番組）にお概略的に関連付けるために会員世帯の閲覧パターンを監視する。すなわ
ち、モニタリング会社は、会員世帯の閲覧パターンを全体として視聴者にお概略的に当て
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はめるが、これは、格付けと一般に呼ばれるものを作成する方法である。
【０００５】
　テレビ広告の場合が例示されている。今日、広告主は、そのアセットの方向付けを格付
けに基づいて行っている。例えば、アセット・プロバイダは、特定の番組時間帯内に、そ
の時間帯に対する格付けがそのアセットに対するターゲット視聴者に実質的に対応してい
る場合に、広告を表示したい場合がある（例えば、アセット・プロバイダは、１８歳から
３２歳までの範囲の男性間で比較的高い格付けを持つ番組時間帯にシェービング広告を出
したいことがある）。しかし、最高の条件の場合であっても、視聴者と広告主のターゲッ
トとの間に著しいミスマッチが生じる。例えば、１８歳から３２歳までの範囲内の男性間
で比較的高い格付けを持つ番組時間帯であっても、女性視聴者または広告主にとって関心
のない他の視聴者が比較的高い割合で存在することがある。
【０００６】
　さらに、コンテンツのエンドユーザ（例えば、テレビ視聴者およびラジオ聴取者）が利
用できる番組チャンネルの数が増えたことが、これらのユーザに到達しにくくなったこと
の一因となっている。例えば、視聴者会員が多数の番組にチャンネル上に散らばり、視聴
者標本抽出では視聴者会員全員を対象にすることができないため、特定の番組に対する格
付けが薄弱なものとなるか、または途方もないものとなる可能性がある。この点に関して
、アセット・プロバイダは、特定の番組チャンネルにアセットを配信することを、全体と
してこれらのチャンネルがそのターゲット視聴者の大部分に相当するとしても、望まない
。これらの機会を逸することで、広告主はその商品およびサービスの潜在的露出のチャン
スを逃し、マルチプル・システム・オペレータ（「ＭＳＯ」、例えば、ケーブル・テレビ
事業者または他のネットワーク事業者）および／または番組プロバイダは、収入を失うこ
とになりうる。さらに、視聴者については、このことは、結局、潜在的に関心のあるアセ
ットへの露出が失われるか、または最低でも、ネットワーク・コンテンツ・コストの広告
主助成が低下することにつながりうる。
【０００７】
　多数のターゲット広告システムが提案されてきた。システムの一部は、転送・蓄積型ア
ーキテクチャを含み、この場合、広告コンテンツは、前もってユーザ機器に配信され、適
宜コマーシャル・ブレークに配信のため蓄積される。しかし、これらのシステムは、一般
に、かなりの記憶容量を必要とし、多くの視聴者向けに機器更新を必要とすることがある
。さらに、これらのシステムは、どのような広告が実際に配信されたかについてかなりの
不確定性を含み、そのため、広告主の高い関心を引くという目的を損なう可能性がある。
他の提案されているシステムは、ユーザ・プロファイルに基づいてネットワーク・プラッ
トフォーム上で広告を選択し、特定の世帯に広告をアドレス指定することを含む。しかし
残念なことに、これには、プライバシー問題が生じ、ブロードキャスト・モード送信では
なくアドレス指定可能配信を必要とする。より一般的に、提案されているターゲット広告
システムは、大部分、従来の放送網広告パラダイムに内在する不効率に対処するために必
要な承認を得るのに失敗しているということである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、選択されたコンテンツまたはアセットを、例えば、音声および／または映像
番組などの他のコンテンツが組み入れられている、または他の何らかの方法でそれらと組
み合わされている、ネットワーク番組ストリーム内に挿入することに関する。より具体的
には、このようなアセットは、周辺のコンテンツまたは番組から分離されているネットワ
ーク・ユーザをターゲットとすることができ、配信の確認を取ることができる。とりわけ
、本発明は、これにより、ターゲット・コマーシャル・インプレッションの保証された配
信に基づく新しい広告パラダイムを可能にする。この点で、本明細書で提示されているシ
ステムおよび方法は、一般に、実際の視聴者閲覧結果に基づきアセットを放送番組とイン
ターリーブすることを規定している。例えば、アセット・プロバイダは、特定の視聴者分
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類に応じて配信するアセットのターゲットを定めることを望んでいる場合がある（例えば
、民族、性別、所得水準、地域、年齢など、またはそれらの組み合わせ）。テレビ番組編
成者およびラジオ番組編成者などの番組プロバイダ（例えば、標準的な電波塔ラジオ放送
通信および衛星ラジオ通信）は、放送網ユーザから情報（例えば、アセットの投票）を受
け取り、それらのアセットをその情報に基づいて放送番組内に挿入することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書で提示されているシステムおよび方法は、さらに、アセット・プロバイダがよ
り正確な方法でアセットを配信することを可能にする、実質的にリアルタイムの視聴者見
積もりを行う。例えば、システムは、複数の顧客構内機器（「ＣＰＥ」、例えば、デジタ
ル・セット・トップ・ボックス、アナログ・セット・トップ・ボックス、デジタル・映像
・レコーダなど）と通信し、ＣＰＥのユーザ・プロファイルを推定する。この点に関して
、個々のＣＰＥは、それぞれの（複数の）ユーザのチャンネル選択を監視し、それらのチ
ャンネル選択結果から（複数の）ユーザのプロファイルを決定するように構成される。次
いで、ＣＰＥは、いくつかのアセットを要求するために投票結果をシステムに転送する。
すなわち、ＣＰＥは、ＣＰＥのユーザが暗黙のうちに、ユーザのプロファイルに対応する
アセットを望んでいるかもしれないと判定し、そのようなアセットを要求するために票を
投じる。
【００１０】
　同様の方法で動作している、ＣＰＥはそれぞれ、投票結果をシステムに転送する。例え
ば、システムは、放送番組を広くて多様な視聴者に伝達するように構成される。しかし、
その広い、多様な視聴者におけるＣＰＥユーザのいくつかのグループは、類似のプロファ
イル（例えば、民族、性別、年齢、所得水準、地域など）および／または類似の閲覧特性
を有する。したがって、視聴者の何人かのＣＰＥユーザは、類似のアセットを要求する票
を投じる。
【００１１】
　システムは、それらのグループへの配信対象となるアセットを指定する。例えば、ター
ゲット視聴者パラメータは、適切なアセットを配信するためにＣＰＥで使用するアセット
に関連付けることが可能である。さらに、システムは、個々のグループについて視聴者母
集団を推定する能力も有する。例えば、アセット・プロバイダは、システムに対し、特定
のＣＰＥ分類パラメータとともにＣＰＥユーザに配信するように指定されたアセットを供
給する。この点に関して、システムは、それらのパラメータと一致するＣＰＥユーザの数
を判定し、その情報をアセット・プロバイダに送り、アセット・プロバイダがアセットの
対象範囲に関してうまく考えられるようにできる。システムは、さらに、この情報を使用
して、配信されるアセットのコストを決定する。
【００１２】
　アセットのコストは、インプレッションに基づいて計算される。例えば、アセット・プ
ロバイダは、アセットに関係するいくつかの視聴者分類パラメータをシステムに入力する
。システムは、アセットの配信毎にアセットの総コストを計算するようにアセットに単価
を関連付ける。すなわち、システムは、そのセグメントに対する配信件数に基づいてアセ
ット・キャンペーンのコストを増やすことができる。しかし、一般に、コストは１０００
件当たりのインプレッションに基づいて関連付ける（すなわち、コスト・パー・サウザン
ド、または「ＣＰＭ」）。
【００１３】
　アセット・キャンペーンの推定コストは、視聴者分類パラメータを入力したことに応じ
てアセット・プロバイダに送るようにする。例えば、システムは、所定の時間（例えば、
時、日、週、年など）について視聴者分類のアプリオリ情報または実質的にリアルタイム
の情報を取り出す。特定のグループ内の視聴者会員の人数さらにはアセットのコスト・パ
ー・インプレッションの推定により、アセット・プロバイダは、アセット・キャンペーン
のコストを見積もる。
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【００１４】
　アセットの推定コストを出すことに加えて、システムは、視聴者の構成および規模を監
視し、放送番組へのアセット挿入のタイミングを最適化する。例えば、システムは、ＣＰ
Ｅユーザからの投票を実質的にリアルタイムで監視し、ＣＰＥユーザの集約グループの閲
覧パターンを判定する。この点に関して、システムでは、アセットを放送コンテンツ内に
挿入する最適な時間を決定する（例えば、放送番組の視聴率がそのピークにあるか、また
は近くにある場合）。システムは、さらに、この情報を使用して、アセット・プロバイダ
のキャンペーン予算を特定の時間に合わせる。例えば、アセット・プロバイダのキャンペ
ーン予算は、所定の時間枠にグループ内の視聴者会員数を掛けた範囲内でスケジュールさ
れた配信の件数をアセットの単価に掛けた値に等しいものとする。そのようなものとして
、スケジュール配信の件数などの、キャンペーン予算のいくつかのパラメータは、変更さ
れ、これにより、アセット・プロバイダはキャンペーン予算を制御することができる。
【００１５】
　一実施形態では、システムは、アセット・プロバイダ側でアセット・キャンペーンの特
性を入力することを可能にするインターフェイスを備える。例えば、システムは。アセッ
ト・プロバイダがアセットを視聴者分類に関連付けるグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェイスを備える。この点に関して、アセット・プロバイダは、さらに、キャンペーンの継
続期間、所望の配信の件数、時刻、曜日、所望の挿入に対する放送コンテンツのタイトル
、および／または他のキャンペーン・パラメータに関する情報を入力することもできる。
【００１６】
　システムの追加の特徴により、アセット・プロバイダは複数のアセットを使用してアセ
ット・キャンペーンを運用することができる。例えば、アセット・プロバイダは、特定の
順序で視聴されるべき複数のアセットを有する。すなわち、アセット・プロバイダは、放
送コンテンツ内の第１の時間間隔内に第１のアセットを挿入することを望む場合がある。
アセット・プロバイダは、放送コンテンツ内の第２の時間間隔に、第１のアセットとの情
報に関係する第２のアセットを挿入することを望む場合がある。
【００１７】
　さらに例示すると、自動車メーカーは、自社の新しい車種の乗用車に関係する第１のア
セットを伝達し、その後、メーカーのスポーツカーの車種に関係する第２のアセットを伝
達することを望んでいる場合がある。しかし、本発明は、特定の種類のアセットまたはア
セットを示す方法に限定されることを意図されていない。例えば、このシステムを使用す
ると、複数のアセット・プロバイダが協力し合って、ＣＰＥユーザによる受け入れを高め
るアセットを提供することができる。例えば、休暇先の会社と旅行会社とが、協力し合っ
て、アセット・キャンペーンを実施し、そこでは、第１のアセットは、休暇先のリゾート
地に関係する情報を伝達し、その後のアセットは、その場所への空の旅に関係する情報を
伝達する。他の例では、組織は、同じアセットを１回または複数回伝達することを望む場
合がある。最終的に、このようなことの後に、第１のアセットに関係する異なるアセット
が続く（例えば、第１のアセットは「ティーザー」広告である）。
【００１８】
　一実施形態では、上記の特徴は、ケーブル・テレビで実装される。例えば、システムは
、複数の番組プロバイダから放送コンテンツを受信するケーブル・テレビ「中継局」とと
もに構成される。ケーブル・テレビ中継局は、さらに、複数のアセット・プロバイダから
アセットを受信する。システムは、例えば、アセット・プロバイダがキャンペーンに基づ
いて、ケーブル・テレビ中継局のところでアセットをコンテンツとインターリーブするよ
うに機能する。それとは別に、またはそれに加えて、アセットを別のアセット・チャンネ
ルで供給する。
【００１９】
　放送コンテンツとともにアセットを提供することは、さまざまな方法で実施される。例
えば、本明細書で説明されているシステムは、アナログ・アセットをアナログ・放送コン
テンツ内に放送番組内の所定の間隔で挿入することによりアセットをインターリーブする
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。システムは、さらに、セグメントをデジタル・放送コンテンツ内に継ぎ合わせることに
よりデジタル・アセットをインターリーブする。
【００２０】
　それとは別に、またはそれに加えて、このシステムでは、アセットがチャンネル切り替
えを介して放送コンテンツとともに提供される。例えば、アセットが放送番組内に挿入さ
れる場合、システムは、ＣＰＥがアセットを伝達する他のチャンネルに切り替えられるよ
うにユーザのＣＰＥに情報を転送する。アセットの配信が完了した後、ＣＰＥは、他のチ
ャンネルに切り替わり、他のアセットを受信するか、または前のチャンネルに切り替わり
、放送コンテンツの受信を継続する。
【００２１】
　ユーザのＣＰＥに送られる情報は、広告の「群（ｆｌｏｔｉｌｌａ）」からなることも
ある。例えば、この群は、放送コンテンツ内に入れられる広告のスケジューリング情報を
含む。ＣＰＥは、この群を使用して、それらのユーザ向けの広告を選択する。
【００２２】
　一実施形態では、システムは、アセットをＣＰＥに転送し、後で、アセットを放送コン
テンツ内に挿入する。例えば、ＣＰＥは、ＣＰＥユーザのチャンネル選択を閲覧して、挿
入対象のアセット選択を決定する。次いで、ＣＰＥは、それらのアセットについて票を投
じ、その投票結果を使用して蓄積されているアセットを取り出す。したがって、ＣＰＥは
、アセットをネットワークとは実質的に無関係に挿入する。それでも、ＣＰＥは、投票結
果および／または他の情報を別の用途のためにシステムに転送する（例えば、アプリオリ
・データに基づく視聴者推定のためのデータベース化）。
【００２３】
　本明細書で提示されているさまざまな特徴は、多様なシステムにおいて実装することが
できる。例えば、本明細書で説明されているシステムは、一般に、ケーブル・テレビ・シ
ステムに関して説明される。しかし、システムおよび放送コンテンツ内にアセットを挿入
するそのさまざまな系統的アプローチは、ブロードキャスト・音声（例えば、衛星ラジオ
および／またはふつうの電波塔ラジオ局放送）などの他の形態の放送コンテンツとともに
実装され得る。さらに、このシステムは、ＤｉｒｅｃＴＶおよびＤｉｓｈ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋにより採用されているような衛星テレビ放送システムで使用することができる。
【００２４】
　さらに、これらの特徴は、オンデマンド映像（「ＶＯＤ」）とともに実装することがで
きる。例えば、ＣＰＥは、ＶＯＤ番組を選択するために使用することができる。この番組
選択に基づいて、ＣＰＥは、利用可能な広告に関して票を投じることができる。この投票
結果を使用して、ＶＯＤサーバーまたは中継局側でＶＯＤコンテンツ中に広告をインター
リーブするか、または広告を加入者宅内機器に転送し、ＶＯＤコンテンツに挿入すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明は、ターゲット・アセットの配信、ネットワーク・ユーザまたは消費パターンの
分類、通信ネットワークで使用するネットワーク監視、さらには関連するビジネス方法の
ためのさまざまな構造および機能に関する。本発明には、コンテンツがネットワーク・ユ
ーザに放送される、すなわち、ポイント・ツー・ポイント方式で個別のユーザ・ノードに
具体的にアドレス指定されることなくコンテンツがネットワークを介して複数のユーザに
提供される、ネットワークに関する特定の応用例がある。この点に関して、コンテンツは
、例えば、ケーブルおよび衛星テレビ網、衛星ラジオ・ネットワーク、コンテンツをマル
チキャストするために使用されるＩＰネットワーク、およびポッドキャストまたはテレフ
ォニー・ブロードキャスト／マルチキャストに使用されるネットワークを含むさまざまな
ネットワークで放送される。コンテンツは、さらに、以下の説明から分かるように、放送
波で放送することもできるが、本発明のいくつかの態様では、例えば従来の放送波に基づ
くテレビまたはラジオだと容易に利用することができない双方向通信チャンネル（すなわ
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ち、そのような通信では、補足的な通信システムを必要とすることになる）を利用するさ
まざまな背景状況において、コンテンツは、リアルタイムで消費されるか、または蓄積し
ておいて後から消費される。そのため、具体的な例が、例示することを目的としてケーブ
ル・テレビ網の背景状況において以下で説明されるが、本発明は、このような背景状況に
限定されず、むしろ、さまざまなネットワークおよび伝送モードへの応用例を有すること
は理解されるであろう。
【００２６】
　ターゲット・アセットは、ネットワーク・ユーザをターゲットとすることが望まれてい
る任意の種類のアセットを含む。このようなターゲット・アセットは、ときには、「アド
レス指定」アセットとも呼ばれることに留意されたい（ただし、以下の説明から分かるよ
うに、ターゲット設定は、ポイント・ツー・ポイントの意味でアドレス指定することをせ
ずに実行される）。例えば、これらのターゲット・アセットは、広告、内部マーケティン
グ（例えば、ネットワーク販促、スケジューリング、または次回のイベントに関する情報
）、公共広告、気象または緊急情報、または番組を含む。ターゲット・アセットは、非タ
ーゲット・ネットワーク番組などの他のアセットがあるコンテンツ・ストリームから独立
していてもよいし、または含んでいてもよい。後者の場合、ターゲット・アセットは、非
ターゲット番組に組み入れられてもよい（例えば、番組ブレーク時に与えられる）し、ま
たは他の何らかの方法で、映像番組の場合に画面部分に重ね合わせて表示することにより
番組と組み合わせられてもよい。以下の説明では、テレビ番組中のブレーク時に与えられ
るターゲット・アセットの背景状況における具体的例が示される。これは、本発明の重要
なコマーシャル実装であるが、本発明はさらに広い応用例を有することは理解されるであ
ろう。そのため、「番組」と広告などの「アセット」とを以下のように区別しても、ター
ゲットとすることができるコンテンツの種類またはそのようなコンテンツを提供できる背
景状況を制限するものとして理解すべきではない。
【００２７】
　以下の説明は、複数の節に分けられている。「序論」節では、放送網およびネットワー
ク番組環境について、最初に説明される。その後、ターゲット・アセット環境の概要が、
従来のアセット配信パラダイムのいくつかの短所の説明も含めて、説明される。その後の
節では、いくつかの好ましい実装の利点を強調する本発明によるターゲット・アセット・
システムの概要を記載する。最後に、最終節で、システムの個別のコンポーネントをさら
に詳しく説明し、ケーブル・テレビ環境におけるターゲット広告を具体的に参照しつつ例
示的な実装の詳細な開示を記載する。
【００２８】
　Ｉ．序論
　Ａ．放送網
　本発明は、本明細書では放送網と呼ばれる、放送コンテンツを提供するために主に使用
されるネットワークの背景状況において特定の応用例を有する。このような放送網は、一
般に、放送コンテンツを複数のユーザに同期方式で配信することを必要とする。しかし、
いくつかの放送網は、コンテンツを複数のユーザに同期的にプッシュすることに限定され
ず、ユーザ・プル・ベースを含めて、コンテンツを特定のユーザに配信するためにも使用
できる。上記のように、放送網のいくつかの例は、ケーブル・テレビ網、衛星テレビ網、
および衛星ラジオ・ネットワークを含む。それに加えて、音声、映像、または他のコンテ
ンツも、インターネット・プロトコルおよびテレフォニー・ネットワークを介して放送す
ることができる。このようなネットワークでは、広告などのターゲット・アセットをブロ
ードキャスト・ストリーム内に挿入することが望ましい場合がある。コンテンツを特定の
ユーザに配信するために使用される放送網の例は、ＶＯＤおよびポッドキャストなどのオ
ン・デマンド・コンテンツを配信するために使用される放送網を含む。本発明では、この
点に関してさまざまな機能を実現するが、これらについては以下でさらに詳しく説明する
。
【００２９】
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　例示することを目的として、本発明は、ケーブル・テレビ網の実装を背景に、いくつか
の場合について以下で説明される。ケーブル・テレビ網１００の主要コンポーネントは、
図１に示されている。例示されているネットワーク１００では、中継局１０４は、多数の
ソース１０１～１０３のうちのいずれかから放送コンテンツを取得する。さらに、放送コ
ンテンツは、映像・サーバーを介するなどして、記憶媒体１０５から得られる。例示され
ているソースは、例えば電波を介してコンテンツを受信するためのアンテナ１０１、衛星
通信を介してコンテンツを受信するためのパラボラ・アンテナ１０２、およびスタジオま
たは他のコンテンツ・ソースから直接コンテンツを受信するためのファイバ・リンク１０
３を備える。例示されているソース１０１～１０３および１０５は例示のため用意されて
おり、他のソースも利用することができることは理解されるであろう。
【００３０】
　中継局１０４は、受信したコンテンツを処理して、ネットワーク・ユーザに送信する。
とりわけ、中継局１０４は、放送コンテンツ信号を増幅し、変換し、他の何らかの方法に
より処理するだけでなく、それらの信号を組み合わせて１本の共通ケーブルにまとめ、ネ
ットワーク・ユーザ１０７に送信するように動作することが可能である（後に説明される
ように、世帯としてグラフィックで示されているが、本発明のシステムは、世帯内の個々
のユーザがターゲットとなる実装において使用することができる）。また、ターゲット視
聴者がいかなる意味でも世帯または世帯構成員からなる必要もない。例えば、本発明は、
分散型教室の学生へ直接にカスタマイズされたプレゼンテーションを作成するために使用
され、例えば、広範にわたる学生にブロードキャストされるプレゼンテーション内におい
てそれぞれの学生または学生のグループに対し関連性のより高い例が提供される。中継局
では、さらに、後に説明されるようにさまざまな背景状況においてユーザからの信号を処
理する。中継局１０４は、そのため、ケーブル・テレビ網１００のコントロール・センタ
ーまたはローカル・コントロール・センターとみなすことができる。
【００３１】
　典型的には、中継局１０４から加入者宅内機器（ＣＰＥ）１０８への直接的なファイバ
・リンクはない。むしろ、この接続は、一般に、多数のシステム・サブセクションまたは
分岐を定めるき線ケーブルおよび引込みケーブルのシステムを必要とする。この配信ネッ
トワークは、多数のノード１０９を備える。信号をこれらのノード１０９において処理し
、ローカライズされたコンテンツを挿入したり、ローカルで利用可能なチャンネルをフィ
ルタ処理したり、または他の何らかの方法によりノード領域でユーザに配信されるコンテ
ンツを制御する。その結果得られるノード領域内のコンテンツは、典型的には、光および
／または同軸リンク１０６により特定のユーザ１０７の構内に配信される。最後に、ブロ
ードキャスト信号は、テレビ、データ端末、デジタル・セット・トップ・ボックス、ＤＶ
Ｒ、または他の端末装置を含む、ＣＰＥ　１０８により処理される。この点に関して、デ
ジタルまたはアナログ信号が関わっていることがあることは理解されるであろう。
【００３２】
　ユーザは、ネットワークを使用し、ネットワーク事業者は、望ましいコンテンツまたは
番組の配信に基づき、収益を引き出す。これに関する利害関係者は、番組プロバイダ、広
告主などのアセット・プロバイダ（番組プロバイダと同じであっても、また異なっていて
もよい）、マルチプル・システム・オペレータ（ＭＳＯ）などのネットワーク事業者、お
よびユーザ－もしくはテレビ網の場合には視聴者－を含む。番組プロバイダは、例えば、
国内または海外ベースのものを含む、連続番組および他の番組を提供するネットワーク、
ローカルまたは地域番組を提供することが多いローカルの加盟系列局、映画、ドキュメン
タリーなどを制作し、市場に出すスタジオ、およびさまざまな他のコンテンツ所有者また
はプロバイダを含む。アセット・プロバイダは、ローカル、地域、国内、または海外レベ
ルでメッセージをユーザに配信する機会に関心を持つ、一般にそのような機会の対価を支
払うことを厭わない広範にわたるメーカー、小売り業者、サービス・プロバイダ、および
公益団体を含む。後に説明されるように、このようなアセットは、従来の広告、広告また
は他のコンテンツに関連付けられた広告タグなどのタグ・コンテンツ（静止画オーバーレ
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イ、動画ファイル、またはさらにはリアルタイムの映像および音声を含んでいてもよい）
、番組に重ね合わされる、または他の何らかの方法でオーバーラップするバナーまたは他
のコンテンツ、プロダクト・プレイスメント、および他の広告メカニズムを含む。それに
加えて、ネットワークでは、上記のように内部マーケティング用に挿入スポットを使用す
ることができ、スポットは、公共広告または他の非広告コンテンツに使用することができ
る。ネットワーク事業者は、一般に、コンテンツをユーザに配信し、他の何らかの方法に
よりネットワークを運用することだけでなく、ネットワークおよびアセット・プロバイダ
との契約、および請求も受け持つ。ユーザは、コンテンツの最終消費者である。ユーザは
、テレビ、セット・トップ・ボックス、ｉＰＯＤ（商標）デバイス、データ端末、自動車
への衛星配信映像または音声、内蔵テレビ付き電気製品（冷蔵庫など）などを含むさまざ
まな種類のＣＰＥを使用することができる。
【００３３】
　後に説明されるように、これらの利害関係者はすべて、ターゲット・アセット配信を含
むコンテンツ配信の改善に関心がある。例えば、ユーザは、これにより、関心がある可能
性が高いアセットを見せられ、補助金を受けているか、またはアセット・プロバイダが全
部負担している番組制作のコストを持ち続けることができる。アセット・プロバイダは、
より効果的なアセット配信を利用し、より高い投資利益率を得る。ネットワーク事業者お
よびアセット・プロバイダは、アセット配信メカニズムとしてのネットワークの高い価値
、したがって潜在的に高い収益を享受できる。本発明は、こうした関心をすべて扱う。
【００３４】
　これら利害関係者すべての利益が調整されるということは、ときには不明確であること
に留意されたい。例えば、このようなアセットを消費することにより利益を得るというこ
とは、すべてのユーザにとって明白とは限らない。実際、一部のユーザは、関連するコス
トを理解している場合であっても、そのようなアセットを消費することを進んで避けよう
とすることがある。ネットワーク事業者およびアセット・プロバイダにおいて、さらに、
番組はどのように配信するのが最良なのか、アセット配信はどのように番組に関連付けた
らよいのか、収益はどのように分けるべきかについて意見が合わない場合もある。後に説
明されるように、本発明は、潜在的利害の不一致に対応するためのメカニズムまたはすべ
ての利害関係者の関心を高められるように全体的価値を上げるためのメカニズムを備える
。
【００３５】
　アセットは、リアルタイム・ブロードキャスト配信、転送・蓄積、およびＶＯＤなどの
オンデマンド配信を含む、さまざまな配信モードを介して提供される。リアルタイム・ブ
ロードキャスト配信は、ラジオ放送またはテレビ（例えば、電波、ケーブル、または衛星
）用の従来のパラダイムなど、複数ユーザへのアセットの同期配信を含む。転送・蓄積モ
ードは、前もってアセットをＣＰＥに配信することを必要とし、かなりの記憶資源、例え
ば、ＤＶＲまたはデータ端末を含む。アセットは、例えば、ユーザによって促されて、ま
たはＣＰＥおよび／または通信ネットワーク内のどこかに常駐するロジックに従って制御
されて、後から表示できるように格納される。オンデマンド・モードでは、ネットワーク
からユーザへの、多くの場合ペイ・パー・ビュー方式による、アセットの個別化された配
信を含む。本発明は、これらの配信モードまたは他のモードのどれかに関して利用される
。この点に関して、本発明の重要な特徴は、従来のＣＰＥを使用して実装され、しかも、
アナログおよびデジタル・ユーザ向けにリアルタイムの放送番組を強化する場合も実質的
な記憶装置資源を必要としない。
【００３６】
　ユーザに配信することができる番組の量は、利用可能な番組スペースにより制限される
。これは、さらに、帯域幅によっても決まる。そのため、例えば、ケーブル・テレビ網、
衛星テレビ網、衛星ラジオ・ネットワーク、および他のネットワークは、いくつかの帯域
幅制限が課せられている。いくつかの放送網において、利用可能な帯域幅は、個々のチャ
ンネルまたは放送局に対し番組を送信するために使用される複数の帯域幅部分に分割され
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る。それに加えて、利用可能な帯域幅の一部は、双方向メッセージング、メタデータ送信
、および他のネットワーク・オーバーヘッドで使用される。それとは別に、このような双
方向通信は、１つまたは複数の独立した通信ネットワークを使用されることを含む、適切
な通信チャンネルにより対応される。顕著な帯域幅部分は、専用割り当てセグメントによ
り定められ、例えば、周波数範囲により定められるか、または例えば、パケット化された
データ・ネットワークの場合には動的に構成される。以下で説明されるように、本発明の
一実装では、例えば、定義済みアセット配信スポットに関するターゲット・アセット配信
のために、アセットの実質的にリアルタイムの送信について利用可能な（専用または日和
見的に利用可能な）帯域幅を使用する。この実装では、双方向通信は、専用メッセージン
グ帯域幅により、またアセット配信に使用される帯域幅内でメッセージを符号化すること
より対応することができる。回線交換ＩＰを使用するＤＯＣＳＩＳ経路またはいくつかの
ＴＥＬＣＯソリューションは、後に説明されるシステムにおいて、中継局とＣＰＥとの間
の双方向通信、およびリアルタイムのアセット配信を含む、ＣＰＥへのアセット配信に使
用される。
【００３７】
　帯域幅使用度は、地理的依存関係（またはネットワーク再分割依存関係）に基づいて動
的に決定されることは理解されるであろう。これの例は、図２に例示されているようなノ
ード・フィルタを含む、回線交換デジタル・ネットワークなどのネットワークである。例
示されているネットワーク２００は、高帯域幅リンク２０４を介して中継局２０２に関連
付けられている多数のノード２０６を含む。リンク２０４を介して中継局２０２から送信
されるコンテンツ・ストリームは、多数のコンテンツ、例えば、数百もの映像・チャンネ
ルを含む。コンテンツは、さまざまなノード２０６から、より制限のある帯域幅を持つと
思われるローカル・リンク２０７～２０９を介して個々のＣＰＥ　２１０に配信される。
例えば、これらのローカル・リンク２０７～２０９は、光ファイバおよび同軸ケーブル・
セグメントを含む。図に示されているように、中継局２０２とＣＰＥ　２１０との間の通
信は双方向である。帯域幅には考慮すべき点があるため、ノード２０６はそれぞれ、リン
ク２０４からローカル・リンク２０７～２０９にコンテンツのサブセットのみを送信する
ように動作するノード・フィルタを含むことができる。制限されている帯域幅の利用を最
適化するために、サブセットは、ノード２０６のそれぞれについて異なっていてもよい。
例えば、所与のチャンネルは、ローカル・リンク２０７、２０８、または２０９のうちの
いずれか１つを介して、そのリンク上のＣＰＥ　２１０により要求があった場合のみ、送
信する。そこで、例示されている例では、ローカル・リンク２０７は、映像・チャンネル
１、２、３、２６、および１８１を送信し、ローカル・リンク２０８は、映像・チャンネ
ル１、５、６、８、１２、および２０を送信し、ローカル・リンク２０９は、映像・チャ
ンネル１、３、４、５、１７、および２６を送信する。
【００３８】
　これにより、このようなノード・フィルタは、ユーザの望みに関して利用可能な帯域幅
の使用を最適化するメカニズムを備えている。しかし、このようなノード・フィルタは、
アセットの配信を複雑にするか、またはネットワーク到達範囲の認知に影響を及ぼし、し
たがって、従来のアセット配信パラダイムの背景状況におけるアセット配信の評価に影響
を及ぼす。すなわち、場合によっては、所与のネットワークが特定のノード領域内のユー
ザから直ちに利用できるとは限らず、実際、所与のアセット配信スポットについてそのユ
ーザに到達できない。おそらく、重要なことだが、特定のノード領域内のユーザに渡され
るネットワークの数が少ないという事実は、ネットワーク到達範囲とアセット配信価値の
そのような認知に影響を及ぼす可能性がある。また、ノード・フィルタがあると、ネット
ワークの動的性質を前提とした場合、ターゲット・アセット配信の追跡が複雑なものにな
る。後に説明されるように、本発明では、ノード・フィルタを実装しているネットワーク
内であってもアセット配信の強化を可能にする。実際、本発明では、アセットの選択肢の
配信に対し利用可能な帯域幅を識別するためにノード・フィルタを利用する。
【００３９】
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　Ｂ．スケジューリング
　特定の時刻に特定のチャンネルまたは他の帯域幅セグメントでどのような番組が利用可
能であるかは、スケジューリングにより決定される。そのため、テレビ放送網の背景状況
において、特定の番組にチャンネルに関連する、個々の番組ネットワークでは、一般に、
十分先まで、例えば数週間または数カ月先まで、番組スケジュールを組む。この番組スケ
ジュールは、一般に、ユーザが関心のある番組を見つけられるようにユーザに対し公開さ
れる。それに加えて、この番組スケジュールは、所望のアセット配信スポットを選択する
ためにアセット・プロバイダにより使用される。
【００４０】
　アセット配信も、スケジューリングされる。すなわち、ブレークは、典型的には、番組
コンテンツ内に組み込まれるか、または他の何らかの方法により用意される。記録された
コンテンツの場合、ブレークは予め定められている。生放送の場合でも、ブレークは組み
込まれる。そのため、ブレークの数と持続時間は、典型的には、予め知られているが、ス
ポットの正確なタイミングは、ある程度可変である。しかし、いつもそうであるとは限ら
ない。例えば、スポーツ・イベントが延長戦に入った場合、ブレークの数、持続時間、お
よびタイミングは、動的に変わりうる。後に説明されるように、本発明のシステムでは、
更新されたブレークについてアセットのリアルタイム配信を処理することができる。通常
スケジュールのブレークに関して、後に説明されるように、定められた利用時間枠で、い
くつかのブレークまたはスポットが生じる期間が確定され、キュー・トーンまたはキュー
・メッセージで、そのようなブレークまたはスポットの開始が知らされる。実際、利用時
間枠は、番組と同じくらい、またはそれ以上の長さとすることができ、また関連するすべ
てのブレークを含む。実際、利用時間枠は、例えば、視聴者人口統計が大きな番組ブロッ
クにわたって著しく変化することが予期されない場合に、数時間の長さとすることができ
る。この点で、ＭＳＯは、番組ネットワークにより与えられる複数の利用時間枠をマージ
することができる。
【００４１】
　より具体的には、ブレークは、一連のアセット配信スポットを含み、ブレークのコンテ
ンツは、多くの事業体により決定される。例えば、ある種のアセット配信は、ネットワー
ク番組制作と同じ範囲の基盤、例えば国内基盤に基づいて配信される。このアセット配信
は、従来、時間設定プレイリストに基づいてスケジュールされている。すなわち、コンテ
ンツの挿入は、定められた時刻にアセットを挿入するように一括制御される。したがって
、番組および国内アセット配信は、番組ネットワークにより、アセット挿入のキューなし
で連続コンテンツ・ストリームとして提供することができる。例えば、主要ネットワーク
上のゴールデンアワーの番組は、主に、この様式で提供されることが多い。
【００４２】
　他の場合、ブレーク内の個々のスポットが、地域運用センター（ＲＯＣ）、加盟系列局
、上位中継局、またはローカル（中継局、ゾーン）コンテンツに対し割り当てられる。こ
れらの場合、キュー・トーンまたはメッセージで、１つまたは複数のアセット配信スポッ
トの開始を識別する（ブレーク内の一連のアセットは、すべて、１つのキューからトリガ
できる）。キューは、一般に、アセット配信挿入機会が始まる数秒前に発生し、例えば、
番組中またはブレーク中に（例えば、国内広告時に）発生する。本発明のシステムは、国
内、地域、およびローカルのアセットに関してターゲット設定することができるようにこ
の階層のどれかのレベルまたはすべてのレベルで実装される。地域またはローカル・アセ
ット配信の場合、同期アセットの選択肢（後述）は、キューに応じて指定帯域幅内に挿入
される。国内アセット配信の場合、１つまたは複数の国内スポットの開始を識別する信号
を供給し、本発明のシステムが同期国内アセットの選択肢を指定帯域幅内に挿入できるよ
うにネットワーク信号伝達を拡張される。例えば、このような信号伝達は、本発明のター
ゲット・アセット・システムでしか使用されないように暗号化することができる。
【００４３】
　ネットワーク事業者またはローカル・ネットワーク加盟系列局は、一般に、広告対応チ
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ャンネル毎に、定められたブレークまたはスポット内に非国内アセットが含まれるように
スケジューリングされる。従来、このスケジューリングは、前もって、典型的には毎日ま
たはそれよりも長い間隔でファイナライズされる。次いで、所与のブレークについてスケ
ジューリングされたアセットは、典型的には、番組ストリーム内のキュー・トーンまたは
メッセージに応じて中継局で挿入される。そのため、例えば、所与の利用時間枠が３つの
ブレーク（それぞれ、一連のスポットを含むことができる）を含む場合、第１のブレーク
に対するスケジューリングされたアセットは、第１のキューに応じて挿入され、第２のブ
レークに対するスケジューリングされたアセットは、第２のキューに応じて挿入され、第
３のブレークに対するスケジューリングされたアセットは、第３のキューに応じて挿入さ
れる。キューを受け取り損なうと、利用時間枠内の後続のすべてのアセットは、捨てられ
てよい。
【００４４】
　このような静的な毎日のスケジューリングは問題になりうることは理解されるであろう
。例えば、番組スケジュールは、ニュース速報、その日の早い段階のスケジュール・オー
バーランからの波及効果、または番組の性質により、変わることがよくある。例えば、ス
ポーツ・イベントなどのいくつかのライブ・イベントは、正確にスケジュールすることが
困難である。このような場合、静的なアセット配信スケジュールだと、スケジュールされ
たアセットと関連する番組との不整合が生じる可能性がある。例えば、特定のスポーツ・
イベントなどの高価値番組イベントが予想番組長を超過したとき、より動的なスケジュー
リング体制が利用できればより高い価値またはきちんと調製されたアセットが使用された
可能性がある場合に、他の番組を対象とする、または規模の小さな視聴者に対し価値のあ
るアセットを示すことができる。本発明では、以下でさらに詳しく説明されるように、こ
のような動的スケジューリングを可能にする。本発明は、さらに、動的スケジューリング
の分野における標準の発展にも対応する。
【００４５】
　Ｃ．従来のアセット配信パラダイム
　従来の放送網は、アセット対応およびプレミアム・コンテンツ・チャンネル／ネットワ
ークを含む。上記のように、番組コンテンツは、一般に、かなり高くつく。すなわち、番
組プロバイダは、一般にかなりの費用をかけて開発または購入された、番組プロバイダが
提供する番組について補償されることを期待している。この補償は、アセット配信収益、
プレミアム・チャンネルについてユーザが支払う料金、またはそれら２つの何らかの組み
合わせによりもたらされうる。いくつかの場合において、資金調達源は、公的資金などの
他の調達先であってよい。
【００４６】
　アセット対応ネットワークの場合、従来のパラダイムは、時間帯購入を含む。特に、ア
セット・プロバイダは、一般に、自社のアセットを放送したい特定のネットワークにおい
て特定の番組または時間帯を識別する。アセットの放送コストは、多数のファクタに依存
するが、主要なファクタの１つは、アセットが放送される際に関連する番組に対する視聴
者の規模である。そのため、標準の価格決定モデルは、コスト・パー・サウザンド視聴者
（ＣＰＭ）に基づいているが、人口統計または視聴者構成などの他のファクタも、後に説
明されるように含む。視聴者の規模は、一般に、格付けに基づいて決定される。これらの
格付けを確定する最も一般的なベンチマークは、ニールセン・メディア・リサーチ社（ニ
ールセン）のシステムである。ニールセンによって使用される技術の１つは、ユーザの母
集団の統計的に関連すると推定される標本抽出結果の視聴習慣を監視することを含む。ニ
ールセン・システムでは、標本グループの分析結果に基づき、特定の番組を視聴者のどの
部分が受信しているかを推定し、その番組に対する推定視聴者規模を見積もることができ
る。そのため、例えば、ニールセン・システムにより推定されたような特定の番組の過去
の実績を使用して、その番組に関連する将来のブレークについてアセット配信価格を設定
することができる。
【００４７】
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　実際、この結果、少数の番組ネットワークが全体的アセット収益の大部分を発生するこ
とに関わっている。これは、一般的にこの現象を例示している図４にグラフで示されてい
るが、これは、実際の数に基づいていない。図４に示されているように、多くの利用可能
な番組ネットワークのうち３つもしくは４つの番組ネットワークが非常に大きなシェアを
獲得し、残りの番組ネットワークのシェアはわずかであるか、または無視できるくらい小
さい場合が多い。実際、いくつかの場合において、多くの番組ネットワークは、典型的な
ニールセンの標本抽出グループ・サイズに基づいて統計的に特徴付けることが困難なくら
い小さいシェアを有する。これらの場合、実質的なアセット収益は、著しいシェアを持つ
少数の番組ネットワークに関連して生み出されるが、他の番組ネットワークに関しては生
み出される収益はごくわずかである。このことは、他の番組ネットワークが、全体として
、絶対的には著しい数のユーザを確保するとしても、間違いない。そのため、従来のパラ
ダイムでは、ネットワーク事業者によるサービスを受ける視聴者全体の規模に釣り合った
収益が発生しない。後に説明されるように、これは、本発明により対処できる逸失収益機
会である。
【００４８】
　上記のように、アセット配信の価格決定は、視聴者の規模といくつかの他のファクタに
依存する。これらのファクタのうちの１つは、アセット・プロバイダが関心を持つ人口統
計に関係する。この点に関して、所与の番組は、一般に、異なる人口統計カテゴリに対し
て多数の異なる格付けを有する。すなわち、番組は、一般に、テレビを保有するすべての
世帯の母集団に対して測定された、世帯格付けだけでなく、テレビを保有するこのカテゴ
リの全員の母集団に対して測定された、異なる人口統計カテゴリ（例えば、男性１８～２
４）に対する格付けも有する。そのため、番組は、全体で１（１％）の格付けを、特定の
カテゴリについては２（２％）の格付けを有する。典型的には、アセット・プロバイダが
時間帯を購入する場合、価格決定は、アセット・プロバイダが関心を持っているカテゴリ
に対する１つまたは複数の格付けに基づく。この結果、視聴者と所望の人口統計との整合
性がよくないため、著しい不効率が生じる。
【００４９】
　従来、アセット挿入は、中継局側で実行される。これは、図３に例示されている。例示
的なシステム３００では、中継局３０２は、番組フィード３０４とアセット・ソース３０
６を備える。上記のように、番組フィード３０４は、映像記憶装置、アンテナ、パラボラ
・アンテナ、またはスタジオなどからのファイバ・フィードなどのさまざまな番組ソース
に関連付けられる。アセット・ソース３０６は、記録済みアセットを格納するためのテー
プ・ライブラリまたは他の記憶装置システムを備える。中継局３０２に関連するプラット
フォーム（この場合、セレクタ３０８と示されている）は、番組フィード３０４から番組
を、アセット・ソース３０６からアセットを個々のチャンネル３１０の映像・ストリーム
内に挿入する。これは、加入者に（または少なくともノード・フィルタに）配信されるコ
ンテンツ全体３１２を定義するためにそれぞれのチャンネルについて実行される。典型的
には、必ずというわけではないが、セレクタ３０８は、番組とアセットとが交互に、時間
が重ならないように挿入されるように、番組フィード３０４とアセット・ソース３０６と
を効果的に切り替える。そのため、図３に示されているように、特定のチャンネルは、番
組の後にキュー・トーン３１６（例えば、番組セグメント中で、または番組ストリームと
ともに提供されるアセットの期間中に、挿入機会の直前に発生しうる）が続き、ブレーク
３１８の開始を指示する時間セグメント３１４を含むことができる。このトーンに応じて
、セレクタ３０８は、アセットをそのチャンネルに対する番組ストリーム内に挿入する動
作をする。ブレーク３１８の終わりに、セレクタ３０８は、番組フィードに戻り、他の番
組セグメント３２０を挿入する。この点に関する時間軸の１例は、図１５に示されている
。
【００５０】
　このコンテンツ３１２またはそのフィルタ処理済み部分が、ＣＰＥ　３２２に配信され
る。例示されている実施形態では、ＣＰＥ　３２２は、信号処理コンポーネント３２４お
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よびテレビのディスプレイ３２６を含むものとして示されている。これらのコンポーネン
ト３２４および３２６は、単一デバイスとして具現化することができ、その機能の性質は
、さまざまである。デジタル・ケーブル・ユーザの場合、信号処理コンポーネント３２４
は、デジタル信号を復号化するためデジタル・セット・トップ・ボックス（ＤＳＴＢ）に
組み込むことができる。このようなボックスは、典型的には、後に説明される機能に関し
て重要な考慮事項となる中継局３０２との双方向メッセージングを使用する。
【００５１】
　ＩＩ．システムの概要
　Ａ．ターゲット・アセット配信環境
　従来のアセット配信パラダイムの背景状況において説明されるこの背景に対し、本発明
を具現化するシステムについて以下で説明する。本発明のシステムは、後に説明される実
施形態において、従来の放送網のいくつかの欠点または不効率を解消するために、広告な
どのターゲット・アセットの配信を可能にする。一般に、このようなターゲット設定は、
個人の所望のグループまたは所望の特性を持つ個人にアセットを送信すること必要とする
。これらの特性または視聴者分類パラメータは、個人情報、人口統計情報、心理学的情報
、地理情報、またはターゲット視聴者を識別する際のアセット・プロバイダに関連する他
の情報に基づいて定義される。好適には、このようなターゲット設定は、番組制作がアセ
ットのターゲット設定のための非常に不完全なメカニズムであるという認識において番組
独立である。例えば、ユーザ分析結果が、特定の番組の視聴者の６０％は女性であること
を示し、女性は特定のアセットに対するターゲット視聴者を含む場合、その番組の放送の
結果、４０％の不整合が生じる。すなわち、到達する可能性のあるユーザの４０％は、ア
セット・プロバイダにとっては関心がなく、価格決定は、全視聴者の６０％にのみ基づく
。さらに、理想的には、ターゲット・アセット配信では、非常に細かい粒度を含む一定範
囲の粒度のターゲット設定を行える。例えば、地理的グループ分け、世帯特徴付け、また
はさらに個別ユーザ特徴付けなどに基づいてグループをターゲットとすることが望ましい
。本発明は、番組独立ターゲット設定、高い粒度のターゲット設定、およびさまざまな異
なる視聴者分類に基づくターゲット設定に適合する。
【００５２】
　図５および６は、本発明によりサポートされるターゲット・アセット配信の２つの異な
る背景状況を例示している。特に、図５は、異なるアセット、この場合は広告を、スポッ
ト最適化と呼ぶことができる、同じ番組チャンネルを見ている異なるユーザに発信するこ
とを例示している。図に示されているように、３人の異なるユーザ５００～５０２は、こ
の場合は「今週の映画」と示されている同じ番組を見ているものとして示されている。所
与のブレーク５０４において、ユーザ５００～５０２は、それぞれ、異なるアセット・パ
ッケージを受信する。特に、ユーザ５００は、デジタル・ミュージック・プレーヤーおよ
び映画宣伝広告を受信し、ユーザ５０１は、高級車の広告および医療保険の広告を受信し
、ユーザ５０２は、ミニバンの広告およびデパートの広告を受信する。それとは別に、単
一のアセット・プロバイダ（例えば、自動車会社）は、１つのスポットを購入し、次いで
、そのスポットに対する異なるアセットの選択肢（例えば、スポーツカー、ミニバン、ピ
ックアップ・トラックなど）を提供することができる。同様に、別の広告主は、まとめて
、スポットを購入し、次いで、それぞれの製品に対する広告を提供することができる（例
えば、広告主のターゲット視聴者が相補的である場合）。これらの異なるアセット・パッ
ケージは、異なる視聴者人口統計に合わせてターゲット設定できることは理解されるであ
ろう。このようにして、アセットは、異なる人口統計グループに分類できる所与の番組の
特定の視聴者に合わせてうまく手直しできる。そのため、スポット最適化は、所与の（１
つまたは複数のアセット・プロバイダによる）所与のスポットにおける異なるアセットの
配信を指す。
【００５３】
　図６は、視聴者集約と呼ばれることもある、本発明の異なる背景状況を例示している。
この場合、異なるチャンネルに関連付けられている異なる番組を見ている３人の異なるユ
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ーザ６００～６０２は、同じアセットまたはアセット・パッケージを受信する。この場合
、ユーザ６００～６０２のそれぞれは、それぞれのチャンネルに関連付けられているブレ
ークに関連してデジタル・ミュージック・プレーヤーと映画宣伝広告を含むパッケージを
受信する。ユーザ６００～６０２は、例示を目的として同じアセット・パッケージを受信
するものとして示されているが、異なるユーザが、分類パラメータの違いにより、アセッ
トの異なる組み合わせを受信する。この方法で、複数のチャンネルにまたがっているユー
ザ（それぞれのチャンネルの一部のユーザまたは全部のユーザ）を（所与のアセットおよ
び時間枠に関して）集約し、ターゲット視聴者分類と一致する著しいユーザ数を持つ仮想
チャンネルを定義する。とりわけ、このような視聴者集約では、多数の低シェア・チャン
ネル上のユーザを寄せ集めて、たぶん高シェア・ネットワークの１つに関連付けられてい
る機会程度の、有意なアセット配信機会を定義することが可能になる。これは、ユーザの
宅内にすでにある機器（すなわち、既存のＣＰＥ）を使用して、本発明により、実行でき
る。このような仮想チャンネルは、図７にグラフで例示されているが、この例示は、実際
の数に基づいていない。したがって、視聴者集約は、寄せ集められた視聴者を定義する異
なるスポットにおける同じアセットの配信を指す。これらの異なるスポットは、異なるチ
ャンネル上のオーバーラップする（衝突する）番組に対応する時間枠内で発生する。この
ようにして、これらのスポットは、その時間枠内の異なる時刻であっても、同じユーザに
よって受信されない。
【００５４】
　スポット最適化と視聴者集約の両方を含むこのようなターゲット設定は、本発明により
さまざまなアーキテクチャを使用して実装される。そのため、例えば、図８に例示されて
いるよう、ターゲット・アセット挿入は、ＣＰＥのところに実装される。これは、転送・
蓄積機能を伴っていてもよい。図８に例示されているように、ＣＰＥ　８００は、番組ス
トリーム８０２およびアセット配信ストリーム８０４を中継局８０８から受信する。これ
らのストリーム８０２および８０４は、同軸ケーブルなどの共通信号リンクまたは別々の
通信リンクを介して送信される。例えば、アセット配信ストリーム８０４は、利用可能な
帯域幅の指定セグメント、例えば専用周波数範囲を介して、または例えば他の何らかの形
でオフエアのときに、アセット配信に日和見的に利用可能な番組チャンネルを介して、Ｃ
ＰＥ　８００に送信される。アセット配信ストリーム８０４は、連続的にまたは間欠的に
供給され、また番組ストリーム８０２と同時に供給される。示されている例では、番組ス
トリーム８０２は、ＤＳＴＢなどの番組復号化ユニットにより処理され、番組が、テレビ
受像機８１４上に表示される。それとは別に、番組ストリーム８０２は、ＣＰＥ挿入のた
め番組記憶装置８１５に格納される。
【００５５】
　例示されている実装において、アセットは、例えばターゲット視聴者の視聴者分類パラ
メータを識別するメタデータとともに、ＣＰＥ　８００の指定記憶スペース８０６に格納
される。この点に関して、ＣＰＥ　８００においてかなりの記憶量が必要になる場合があ
ることは理解されるであろう。例えば、このような記憶装置は、いくつかのデジタル・映
像・レコーダ（ＤＶＲ）ユニットに関連して利用可能である。セレクタ８１０は、ＣＰＥ
　８００上のロジックを実行するプロセッサとして実装される。セレクタ８１０は、上記
の中継局セレクタと類似の機能を持ち、ブレーク８１６を識別し、適切なアセットを挿入
する。この場合、アセットは、世帯、またはより好適には、世帯内のユーザの分類パラメ
ータに基づいて選択される。このような情報は、ＣＰＥ　８００に格納することができる
か、または以下でさらに詳しく説明されるようにリモート・コントロールからクリック・
ストリームなど視聴習慣の分析結果に基づいて決定される。本発明のいくつかの態様は、
このようなＣＰＥ挿入環境において実装される。
【００５６】
　図９では、異なるアーキテクチャが採用されている。特に、図９では、アセットの選択
肢は、ターゲット・アセットの選択肢がサポートされている、所与のチャンネル上の所与
のブレークと同期して中継局９１０から送信される。ＣＰＥ　９００は、ブレークの開始



(20) JP 5769357 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

で所望のアセットに関連付けられているアセット・チャンネルに切り替わり、ブレークの
終了で番組チャンネルに戻るように動作するチャンネル・セレクタ９０２を含む。チャン
ネル・セレクタ９０２は、ブレーク時にチャンネル間で（アセット・チャンネル間、また
はアセット・チャンネルと番組チャンネルとの間で）ホップし、最も適しているアセット
を選択される。この点に関して、ＣＰＥ　９００に常駐しているロジックは、アセットが
すでに進行であるチャンネルに切り替わることを回避するようにそのようなホップ動作を
制御する。後に説明されるように、このロジックは容易に実装されるが、それは、それぞ
れが選択チャンネル上のアセットのスケジュールが知られているからである。好適には、
このすべてが、セット９０４のユーザの観点からは見えないように実装される。異なるオ
プションは、少なくとも一部は、アセット・チャンネル９０６またはそのようなオプショ
ンを提供する際の使用に専用の他の帯域幅セグメント（番組チャンネル９０８とは別の）
に関連して提供することができる。それに加えて、いくつかのアセットの選択肢を現在の
番組チャンネル９０８内に挿入される。関連する機能について、以下で詳述する。図９の
アーキテクチャでは、ＣＰＥ　９００にかなりの記憶装置資源を必要としない点を利用し
ており、したがってその分野にすでにある機器を使用することでこのアーキテクチャを広
範囲にわたって、即座に実装することができる。
【００５７】
　さらに代替えとして、どのアセットを見せるかの決定は、中継局で行われる。例えば、
アセットは、後に説明されるように投票に基づいて選択され、他のアセット・チャンネル
上のオプションなしで中継局において番組チャンネル内挿入される。これにより、一定の
程度のターゲット設定が、スポット最適化の機会なしで上記のように得られる。さらに、
オプションは、他のアセット・チャンネルについても用意することができるが、これらの
チャンネルの間のような選択は、中継局により決定することができる。例えば、中継局に
格納されている世帯またはユーザに関する情報（例えば、所有している自動車のブランド
、購読している雑誌など）は、アセットと世帯またはユーザとの整合性をとるために使用
することができる。その情報は、「マーケティング・ラベル」と呼ばれることがあり、Ｃ
ＰＥによりどのアセットが選択されるかを制御するために中継局により使用される。例え
ば、ＣＰＥに対し、これが「ＡＣＭＥ優先」顧客に関連付けられていることを知らせるこ
とができる。アセットがＡＣＭＥ優先メタデータとともに配信される場合、ＣＰＥにその
アセットを選択させ、それにより他の視聴者分類考慮事項をオーバーライド（または著し
く分解）させることができる。しかし、このようなオペレーションは、機密情報に関係す
るいくつかの問題を含むか、または他の点では視聴者分類に基づくターゲット設定を損な
う可能性がある。
【００５８】
　そのためアセット・プロバイダが到達しようとして到達の対価支払いを厭わないユーザ
を適切にターゲット設定し、到達しにくいユーザに適切に到達するための重要な機会が存
在する。しかし、多くの難題が、ネットワーク帯域幅制限範囲内で、かなりの必要記憶容
量およびユーザの宅内の新しい機器を要求することなく、アセットの選択肢を提供する方
法、プライバシー問題に対処しつつ有効なターゲット設定に十分な情報を得る方法、アセ
ットの選択肢および付随する偶発的配信から利用できるようになる、アセット配信の価格
決定などのさまざまなビジネス関連問題を取り扱う方法、および既存のネットワーク構造
およびシステムの背景状況内で効果的に運用する方法（例えば、ノード・フィルタにまた
がって、既存のトラフィックおよび課金システムを使用するなど）を含むこれらの目的を
達成することに関してまだ残っている。
【００５９】
　前記の説明から、本発明のさまざまな態様は、放送網を含む、さまざまなネットワーク
の背景状況において適用可能であることは理解されるであろう。以下の説明では、ターゲ
ット・アセット・システムの具体的実装について、ケーブル・テレビ網の背景状況におい
てされる。システムでは、アナログ・ユーザとデジタル・ユーザの両方向けに視聴を高め
るが、いくつかの機能は、既存のＤＳＴＢを使用して、都合よく実装される。これらは特
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に有利で、商業的価値のある実装を代表しているが、本発明は、これら特定の実装または
ネットワーク背景状況に限定されるわけではない。
【００６０】
　Ｂ．システム・アーキテクチャ
　一実装では、本発明のシステムは、番組チャンネル上の他のアセットと時間を合わせつ
つ、または同期して、アセットの選択肢を送信することを含むが、アセットの選択肢は、
少なくとも部分的には、別の帯域幅セグメント、例えばターゲット・アセット配信に少な
くとも一時的に専用となるチャンネルを介して提供される。このようなオプションは、典
型的には、番組中のブレークに合わせて送信される、連続する番組と反対のオプションを
提供することが望ましい場合がある（例えば、指定された地理的領域内の加入者のみが、
気象放送、緊急放送、選挙結果、または他のローカル情報を受け取り、他の加入者は間断
なく番組を受け取ることができるように）。利用可能なオプションの間の選択は、この実
装におけるＤＳＴＢのように、ユーザの宅内で実行される。この方法で、アセットの選択
肢は、ユーザの宅内にかなり大きな記憶装置資源または機器更新を必要とせずに、適切な
ターゲット設定を行うのに利用できる（例えば、転送・蓄積アーキテクチャに必要な場合
がある）。実際、既存のＤＳＴＢは、適切なロジックをダウンロードおよび／またはプリ
ロードすることにより後に説明されるシステムを実装するロジックを実行するように構成
することができる。
【００６１】
　アセットの選択肢は、この実装において、同期送信されるので、利用可能な帯域幅を識
別する際に、またその帯域幅を使用する際に効率的であることが望ましい。帯域幅識別の
改善のためのさまざまな機能、例えば、ノード・フィルタに関して日和見的に利用可能な
帯域幅を識別することについては、後の方で説明する。利用可能帯域幅を効率的に使用す
るには、利用可能帯域幅セグメントのデューティ・サイクルまたはアセット密度（すなわ
ち、帯域幅セグメントがアセットの選択肢を送信するのに使用する利用可能な時間のうち
どれだけの時間が、オプションの送信に実際に使用されるセグメントであるか）と送信さ
れるオプションの価値の両方を最適化することが必要である。前者のファクタは、とりわ
け、番組チャンネルのスケジュールされたブレークに関してアセット・チャンネル上のタ
ーゲット・アセット配信のスケジューリングを改善することにより対処される。
【００６２】
　後者のファクタは、現在のネットワーク状態に基づいて最も望ましいアセットで利用可
能な帯域幅スポットを埋めることにより一部は解消される。これらの最も望ましいアセッ
トは、従来の格付けに基づくことを含むさまざまな方法で決定される。後に説明される特
定の実装では、最も望ましいアセットは、本明細書で投票と呼ばれる方法を介して決定さ
れる。図１０は、ＤＳＴＢなどのＣＰＥ　１００２、中継局１００４などのアセット挿入
用のネットワーク・プラットフォーム、およびアセット配信オーダーまたは契約およびア
セット配信の課金を得るため示されている例において使用されるトラフィック課金（Ｔ＆
Ｂ）システム１００６の間のような、この点に関して関連付けられているメッセージング
・シーケンス１０００を例示している。Ｔ＆Ｂシステム１００６の機能は、複数のプラッ
トフォーム上で実行されている複数のシステム間に分割することができ、またＴ＆Ｂシス
テム１００６は、ネットワーク事業者により運営されるか、または別々に運営されてもよ
いことは理解されるであろう。
【００６３】
　例示されているシーケンスは、Ｔ＆Ｂシステム１００６から中継局１００４上に契約情
報１００８をロードすることにより開始する。システム１００６に関連付けられているイ
ンターフェイスにより、アセット・プロバイダは、従来の時間帯購入（所与のネットワー
ク上の所与の番組または所与の時間についての）に基づくか、または特定の視聴者分類情
報（例えば、望ましい人口統計、心理学、地理、および／または視聴者規模）に基づいて
、アセットを配信する契約を実行することができる。後者の場合、アセット・プロバイダ
またはネットワークでは、ターゲット視聴者に関連付けられている視聴者分類情報を識別
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することができる。システム１００６は、この情報を使用して、アセットの配信時期およ
び配信先に関する配信パラメータとともに配信すべきアセットを識別する契約情報１００
８を収集する。
【００６４】
　例示されている中継局１００４は、契約情報を個別ネットワークのブレークのスケジュ
ールとともに使用し、チャンネル毎に、またブレーク毎に、アセットの選択肢・リスト１
０１０を収集する。すなわち、リスト１０１０は、例えば視聴者分類情報に基づいて、ア
セットに対するターゲット視聴者を識別する関連メタデータとともに所与の番組チャンネ
ル上の所与のブレークについて投票目的に利用可能なアセットの選択肢の母集団の一覧を
示している。送信リスト１０１０は、サポートされているすべての番組チャンネルを包含
することができ、また加入ユーザ全員に送信できるか、またはリストは、例えば現在のチ
ャンネルまたは特定のユーザまたはユーザのグループにより使用される最も可能性の高い
、または頻繁に使用されるチャンネルを示す入力に基づいて、サポートされているチャン
ネルのうちの１つまたはサブセットに制限することができる。リスト１０１０は、オプシ
ョンが一覧に載っているブレークの前に、中継局１００４からＣＰＥ　１００２に送信さ
れる。
【００６５】
　リスト１０１０に基づき、ＣＰＥ　１００２は、投票１０１２を中継局１００４に送り
返す。より具体的には、ＣＰＥ　１００２は、まず、現在の（複数の）ユーザおよび、た
ぶん視聴されている現在のチャンネルに対する分類パラメータを識別し、次回のブレーク
（現在のチャンネルまたは複数のチャンネルに対する）に利用可能なアセットとともにそ
れらのアセットに対するターゲット視聴者を識別し、現在の分類へのこれらのアセットの
選択肢のうちの１つまたは複数の「当てはめ」を決定する。一実装では、これらのアセッ
トはそれぞれ、例えばアセットの視聴者分類パラメータと現在の（複数の）ユーザの推測
される視聴者分類パラメータとの比較に基づいて、（複数の）ユーザに対する当てはめス
コアを付けられる。これは、個別のユーザ分類パラメータが対応するターゲット視聴者パ
ラメータにどれだけよく一致するか、および／またはターゲット視聴者パラメータのうち
のどれだけが、ユーザの分類パラメータと一致するかを含む。これらの当てはめスコアに
基づき、ＣＰＥ　１０２は、最も適している（複数の）アセットを示す投票１０１２を発
行する。この指示を行うために、適当な情報を使用する。例えば、利用可能なすべてのア
セットの選択肢（現在のチャンネルまたは複数のチャンネルに対する）のすべてのスコア
は、投票１０１２に含まれる。それとは別に、投票１０１２は、一致の程度を示すスコア
リング情報あり、またはなしで、ＣＰＥ　１００２により選択または選択解除された１つ
または複数のオプションのサブセットを識別し、さらにチャンネル情報を含む。一実装で
は、中継局１００４は、所定のスポットの上位Ｎ個のアセットの選択肢に対する当てはめ
スコアを返すようにＣＰＥ（１００２）に指令するが、ただし、Ｎは、ネットワーク・ト
ラフィック・レベルおよび視聴者の規模などの任意の関連するファクタに基づいて動的に
構成可能である。好適には、この投票は、投票がネットワーク・ユーザの現在ステータス
をより正確に反映するように問題のブレークの少し前に実行される。一実装では、投票は
、ＣＰＥが設定されている番組チャンネルについてのみ行われ、投票は、定期的に、例え
ば１５分おきに行われる。
【００６６】
　中継局１００４は、ＣＰＥ　１００２からの投票１０１２を収集して、サポートされて
いる番組チャンネル上の所与のブレークに対する選択されたアセットの選択肢１０１４の
集合を決定する。以下の説明から分かるように、このような投票１０１２は、すべての関
連する、加入ＣＰＥ　１００２（アナログまたは他の何らかの形の非加入ユーザを含む規
模の大きな視聴者を代表する）から、またはその統計的標本抽出結果から得ることができ
る。それに加えて、中継局１００４は、帯域幅の量、例えば、所定の番組チャンネルに対
する所定のブレークをサポートするオプションの送信に利用可能な専用アセットの選択肢
・チャンネルの数を決定する。
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【００６７】
　この情報すべてに基づき、中継局１００４は、アセットの群、例えば、最高の投票値ま
たは最高の重みが付けられている投票値を有し、このような重み付けにおいてユーザ毎の
値または分類当てはめを越える他の情報を考慮している、アセットの選択肢をまとめる。
このよう群は、現在の番組チャンネルだけでなくアセット・チャンネル上に挿入されるア
セットの選択肢を含むが、異なる挿入方法およびコンポーネントが、番組チャンネルおよ
びアセット・チャンネル挿入に関して含む。いくつかのアセットは、例えばいくつかの公
共サービス・スポットまたは特定のプロバイダが保証配信に割増料金を支払っている場所
を投票することと無関係に、またはほとんど無関係に、まとめることができることは理解
されるであろう。さらに、単一のアセット・プロバイダがスポットを購入し、次いでその
スポットについて複数のアセットの選択肢を提供するスポット最適化背景状況では、投票
は不要な場合がある（ただし、投票は、それでもオプションを選択するために使用できる
）。
【００６８】
　一実装では、この群は、専用アセット・チャンネル毎にアセットの選択肢の集合にまと
められ、そこでは、それぞれの集合の時間長は、ブレーク内のチャンネル・ホッピングが
不要になるように、ブレークの長さと一致する。それとは別に、ＣＰＥ　１００２は、ブ
レーク内で所望のアセットにアクセスするためにアセット・チャンネル間をナビゲートす
ることができる（関連するアセット・チャンネル上のアセット開始が同期しているものと
する）。しかし、群行列列が所与のスポットに対するオプションを含み、行がチャンネル
に対応する）は、長方形である必要はないことは理解されるであろう。別の言い方をする
と、いくつかのチャンネルは、ブレークの一部のみについてアセットの選択肢を提供する
ために使用される、すなわち、１つまたは複数のスポットについてブレークの開始で使用
されるが、ブレーク全体にわたっては利用されないか、またはブレークの１つまたは複数
のスポットが放送された後でしか使用されない。選択されたアセット１０１４および関連
するアセット・チャンネルのリストは、次いで、例示されている実装においてターゲット
視聴者を識別するメタデータとともに送信される。ＣＰＥ　１００２がアセットの選択肢
・リスト１０１０を保持している場合に、この工程でメタデータを含むことは不要な場合
があることは理解されるであろう。このリスト１０１４は、好適には、アセット１０１６
の送信のすぐ前に送信される（これは、少なくとも一部は問題のブレークをサポートする
ために使用されるそれぞれの専用コンタクト・オプション・チャンネルに対するアセット
の選択肢の集合を含む）。
【００６９】
　ＣＰＥ　１００２は、選択されたアセットの選択肢１０１４および関連するメタデータ
のリストを受信し、（複数の）ユーザに、利用可能なオプションのうちのどれを配信する
かを選択する。例えば、これは、現在の視聴者分類パラメータ値（投票を目的として使用
されるのと同じであっても、同じでなくてもよい）とアセットの選択肢のそれぞれに関連
付けられているメタデータとの比較を含む。選択されたアセットの選択肢は、ＣＰＥ　１
００２を対応する専用アセットの選択肢・チャンネルに選択的に切り替えて、問題のブレ
ークの始まりに選択されたアセット１０１６を表示するために使用される。アセットの選
択肢集合のうちの１つ、例えば、最高投票値を受け取ったアセットからなるものは、多く
のユーザにとって切り替えが必要ないように番組チャンネル内に挿入される。投票するＣ
ＰＥは、全ユーザの母集団を少なくともいくぶんは代表すると仮定すると、かなりの程度
のターゲット設定は、これにより、アナログまたは他の何らかの形で非加入のユーザの場
合であっても達成される。この点に関して、投票器は、非投票ユーザのプロキシとして使
用される。ＣＰＥ　１００２は、ブレークの終わりに番組チャンネルに戻る。好適には、
このすべてが、（複数の）ユーザの観点から透過的である、すなわち、好適には、ユーザ
入力は一切必要ないということである。システムは、ユーザ入力がターゲット設定システ
ムをオーバーライドするように設計することができる。例えば、ユーザがブレーク中にチ
ャンネルを変更する場合、この変更は、ターゲット設定システムが有効状態でないように
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実行される（例えば、次のチャンネルに進めるコマンドは、ＣＰＥを現在の番組チャンネ
ルのすぐ上にあるチャンネルに設定し、しかも、そのチャンネルに現在利用可能なオプシ
ョンに関係せず、また現在テレビ出力を調達している専用アセット・チャンネルとも無関
係である）。
【００７０】
　このシステム・アーキテクチャでは、転送・蓄積アーキテクチャ、またはアセットの選
択肢の選択がＣＰＥ側で実行される他のオプションのように、レポートがない場合に特定
のアセットの選択肢を何人のユーザまたは何世帯が受信したかについてある種の不確定性
がある。これは、ビジネスの観点からは許容可能と思われる。レポートがない場合、視聴
者規模は、投票データ、従来の格付け分析結果、および他のツールに基づいて推定される
。実際、従来のアセット配信パラダイムでは、アセット・プロバイダは、ニールセン格付
け推定および人口統計情報を市場分析結果とともに受け入れ、投資収益率を評価する。し
かし、この不確定性は、どのようなアセット配信環境でも最適とはいえず、従来の手段に
よる測定が困難な番組ネットワークを潜在的に含む、複数の番組ネットワークにまたがる
視聴者集約の背景状況において特に問題となる。
【００７１】
　本発明のシステムは、好適には、個々のＣＰＥ　１００２が中継局１００４にＣＰＥ　
１００２でどのような１つまたは複数のアセットが配信されたか、また適宜配信先（視聴
者の分類に関する）のレポートを返すレポート・システムを実装する。さらに、これらの
レポートは、（そのような番組チャンネル上で）アセットがどこに配信され、アセットが
（もしあれば）どれだけ消費されたかが示される。このようなレポート１０１８は、全加
入ＣＰＥ　１００２により、またはその統計的標本抽出により形成される。これらのレポ
ート１０１８は、ブレーク毎に、定期的に（例えば１５分おきに）生成されるか、または
中継局１００４に送信される直前に集計する。レポートは、問題のアセットの配信の後ま
もなく送信するか、または例えば、メッセージング帯域幅の利用度の高い時刻に送信する
ために、蓄積される。さらに、このようなレポートは、レポートのせいでメッセージング
負荷が分散するようにＣＰＥ　１００２間のように調整される。
【００７２】
　いずれの場合も、レポート１０１８は、さまざまなアセットの選択肢の配信を評価する
ために、Ｔ＆Ｂシステム１００６に課金情報１０２０を供給するために使用される。例え
ば、課金情報１０２０は、どれだけの規模の視聴者が各オプションを受信したか、またそ
の視聴者がターゲット視聴者とどれだけよく一致したかを判定するためにＴ＆Ｂシステム
１００６により使用される。例えば、上記のように、当てはめスコアは、視聴者分類とタ
ーゲット視聴者との比較に基づいて特定のアセットの選択肢について生成する。このスコ
アは、任意のスケールをとる、例えば１～１００としてよい。適合度は、この生のスコア
に基づいて、または「優秀」、「良」などのこのスコアの特性に基づいて、決定される。
ここでもまた、これは、ユーザの個別視聴者分類パラメータが対応するターゲット視聴者
パラメータにどれだけよく一致するか、および／またはターゲット視聴者パラメータのう
ちのどれだけが、ユーザの視聴者分類パラメータと一致するかに依存する。この情報は、
次いで、少なくとも集約形態で、アセット・プロバイダに提供することができる。このよ
うにして、ネットワーク事業者は、ターゲット・メッセージの保証配信に基づいて課金す
るか、または適合度とともに視聴者規模に基づいて課金率をスケーリングする（または配
信を増やす）ことができる。レポート（および／または投票）１０１８では、さらに、格
付け、シェア、視聴者の人口統計などを正確に計測するために使用することができるネッ
トワーク上のユーザ分布の迅速で、詳細な測定を行える。さらに、この情報を使用して、
将来の視聴者推定情報１０２２を供給し、例えば、これにより、視聴者分類パラメータに
基づき全ターゲット母集団が推定される。
【００７３】
　こうして、本発明では、ＭＳＯなどのネットワーク事業者が従来のアセット配信（時間
帯）購入パラダイムの下で、または新しいコマーシャル・インプレッション・パラダイム
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またはその両方の下で、アセット配信が販売されることは理解されるであろう。例えば、
特定のＭＳＯは、コマーシャル・インプレッション・パラダイムを使用して複数の市場シ
ェアの低いネットワーク上のユーザを集約しつつ、古い時間帯購入パラダイムの下で大き
なネットワーク（またはゴールデンアワーのこれらのネットワーク）についてアセット配
信スペースを販売することを選択可能である。他のＭＳＯは、異なる人口統計のターゲッ
トになっている複数のオプションで所与の時間帯を埋めたいと考えているアセット・プロ
バイダに対応しつつ、基本的な時間帯購入パラダイムを保持することを選択することがで
きる。他のＭＳＯは、ターゲット・インプレッション・パラダイムを使用してその日の他
の時刻にユーザを集約しつつ、すべてのネットワークにわたりゴールデンアワーに基本的
時間帯購入パラダイムを保持することを選択することができる。ターゲット・インプレッ
ション・パラダイムは、この制限された目的に関してのみこのようなＭＳＯで使用される
。
【００７４】
　図１２は、関連する方法１２００を例示する流れ図である。アセット・プロバイダ（ま
たはその代理店）は、後に説明されるように契約プラットフォームにアクセス（１２０２
）することにより例示されている方法１２００を開始する。それとは別に、アセット・プ
ロバイダは、このようなプラットフォームにアクセスするシステム・オペレータまたは他
の当事者の営業部または他の要員と連携する。さらの他の手段として、自動化購入システ
ムを採用し、システム間インターフェイスを介してそのようなプラットフォームとインタ
ーフェイスする。このプラットフォームは、グラフィカル・ユーザ・インターフェイスを
備え、アセット・プロバイダは、これにより、配信戦略を設計し、アセットを配信するた
めの対応する契約を締結するする。次いで、アセット・プロバイダは、このインターフェ
イスを使用して選択し（１２０４）、時間帯購入戦略またはターゲット・インプレッショ
ン購入戦略のいずれかを実行する。時間帯購入戦略の場合、アセット・プロバイダは、次
いで、ユーザ・インターフェイスを使用して、ネットワークおよび時間帯またはアセット
を配信するための所望の放送時間および頻度を識別する他の番組パラメータを指定する（
１２０６）。そのため、例えば、アセット・プロバイダは、適切な視聴者がいると確信さ
れた特に識別されている番組に関連してアセットを放送することを選択する。それに加え
て、アセット・プロバイダは、番組中の第１のブレークまたは複数のブレークにアセット
が出現するように指定する。アセット・プロバイダは、さらに、アセットが、例えば、ブ
レーク内の第１のスポットで放送され、ブレーク内の、または他の何らかの形の最後のス
ポットにおいて特定のアセット配信時間帯を指示するように指定する。
【００７５】
　アセットに対する時間帯がこうして指定された後、ＭＳＯは、アセットを指定された番
組チャンネル・アセット・ストリーム内に埋め込ませる（１２０８）。次いで、アセット
は、利用可能になり、番組チャンネルのすべてのユーザにより消費される。次いで、ＭＳ
Ｏは、典型的には関連する格付け情報に基づき、アセット・プロバイダに課金する（１２
１０）。例えば、課金率は、問題になっている番組に対する前の格付け情報に基づいて前
もって定めておくか、または番組の特定の放送に対し最もよく利用できる格付けを使用し
て、アセット・プロバイダに課金する。そのため、従来の時間帯購入パラダイムは、特定
のネットワーク上の特定の時間帯に対するすべてのユーザへの配信に限定され、所与のネ
ットワークの特定のユーザをターゲットとするか、または１回の購入で複数のネットワー
クに配信されたユーザをターゲットとすることを許さないことは理解されるであろう。
【００７６】
　ターゲット・インプレッション購入の場合、アセット・プロバイダは、以下でさらに詳
しく説明されるようなユーザ・インターフェイスを使用して、視聴者分類および他の配信
パラメータを指定する（１２１２）。視聴者分類パラメータの場合、アセット・プロバイ
ダは、ターゲット視聴者の性別、年齢範囲、所得範囲、地理的位置、ライフスタイルの関
心、またはその他の情報を指定する。追加の配信パラメータは、配信時間、頻度、視聴者
規模、またはターゲット視聴者を定義するのに役立つ他の情報に関係する。パラメータの
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組み合わせも指定することができる。例えば、アセット・プロバイダは、特定の人口統計
グループにおいて視聴者規模１００，０００を指定し、さらに、所定の回数だけアセット
をすでに受信しているユーザにはアセットを配信しないように指定する。
【００７７】
　この情報に基づき、本発明のターゲット・アセット・システムは、該当するユーザをタ
ーゲットとするように動作する。例えば、これは、大きなネットワークの選択されたユー
ザのみをターゲットとすることを含む。さらに、またはそれとは別に、これは、複数のネ
ットワークにまたがってユーザを集約し（１２１４）、視聴者分類条件を満たすようにす
ることも含む。例えば、複数の番組チャンネルから選択されたユーザは、指定された期間
内にアセットを受信することで、所望の視聴者分類に一致するユーザからなる所望の規模
の視聴者集団を提供することができる。ユーザ・インターフェイスは、好適には、アセッ
ト・プロバイダがあり得そうな視聴者規模の指示情報を受け取るように視聴者分類および
配信パラメータに基づいてターゲット母集団を推定する。
【００７８】
　集約システムは、さらに、時刻購入を実行するために使用される。例えば、アセット・
プロバイダは、ターゲット視聴者の視聴者分類パラメータを指定し、さらに、アセットの
放送に対する時刻およびチャンネルを指定することも可能である。そのチャンネルに合わ
されたＣＰＥは、次いで、本明細書で説明されているように投票の方法に基づいてアセッ
トを選択することができる。また、アセット・プロバイダは、視聴者分類パラメータおよ
び実行時刻または時間範囲を指定してもよいが、番組チャンネルは指定できない。この方
法で、配信戦略を設計するうえで、著しい柔軟性が得られる。また、ネットワーク事業者
が、これらの戦略オプションのいくつかを、例えば、ビジネス上の理由から無効にするこ
とも可能である。
【００７９】
　この入力情報に基づき、本発明のターゲット・アセット・システムは、１つまたは複数
のブレークの１つまたは複数の時間帯にオプションとしてアセットを提供するように動作
する。スポット最適化の場合、複数のアセットの選択肢を、ターゲット視聴者を識別する
情報とともに配信し、最も適しているアセットを個々のＣＰＥに配信できるようにする。
視聴者集約の場合、アセットは、複数の番組チャンネル上の複数のブレークに関連してオ
プションとして提供してよい。次いで、システムは、ＣＰＥによるアセットの実際の配信
に関するレポートおよび実際の視聴者がターゲット視聴者の分類パラメータにどれだけ当
てはまるかを示す情報を受信し、処理する（１２１８）。次いで、アセット・プロバイダ
は、実際のレポート情報に基づいて保証配信および適合度に従って課金されるようにでき
る（１２２０）。そのため、新しいアセット配信パラダイムは、特定の番組との関連では
なく、どのアセットが特定のユーザをターゲットとするかにより定義されることが理解さ
れるであろう。これにより、所与の番組に対する個別のユーザのターゲット設定がうまく
いくだけでなく、シェアの低いネットワーク上のターゲット・ユーザへの到達度も改善さ
れる。
【００８０】
　前記の説明から、メッセージング・シーケンス内のさまざまな工程は、分類パラメータ
に基づくアセットとユーザとの照合を対象としており、これにより、そのような照合に基
づき、またはネットワークをまたいで視聴者分類情報を伝達することに他の何らかの形で
依存して、適合度の判定を行う。ユーザ・プライバシー問題および関連する規制制度を考
慮する方法でこのようなメッセージングを実装することが好適である。
【００８１】
　例示されているシステムでは、これは、例えば個人情報（ＰＩＩ）を含む、ユーザ・プ
ロファイルまたは他の機密情報を永続的に格納することのないシステムを実装することに
より、対処される。特に、ＰＩＩの確定した定義を越える対象を機密情報として保護する
ことが望ましい。この点に関する１例では、ＭＡＣアドレスについて、このようなアドレ
スが現在米国におけるＰＩＩの定義内に含まれると考えられないとしても保護することが
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望ましいと思われる。一般に、プライバシー問題を引き起こす可能性のある、またはネッ
トワーク使用度情報を識別する可能性のある情報は、機密情報とみなしてよい。より具体
的には、このシステムは、機密情報を含まないアセットを識別する投票を介してアセット
の選択肢の送信前に現在のネットワーク状態を知る。また、レポートは、配信されたアセ
ットを識別すること（アセットは、ターゲット視聴者パラメータに関連付けられている）
または（複数の）ユーザの視聴者分類パラメータのターゲット視聴者定義への当てはめの
特徴付けに制限することもできる。例えば、後に説明されるように広告スキップを考慮し
てレポートを特定のユーザに関連付ける場合でも、このような関連付けは、ＰＩＩを含ま
ない識別コードまたはアドレスに基づくようにできる。いずれの場合も、識別コードまた
は機密情報とみなされる他の情報は、すぐに剥ぎ取って、破棄するか、またはハッシング
し、視聴者分類情報は、匿名および集約形態でのみ使用され、これによりプライバシー問
題に対処することができる。ハッシングに関しては、ＭＡＣまたはＩＰアドレスなどの機
密情報（指定ヘッダ・フィールド内に入れることができる）をハッシュ関数に通し、ヘッ
ダに再度付加し、例えば、望まれているのと同じ発信源からのメッセージの匿名識別を使
用可能にする。さらに、ユーザに対し、ターゲット・アセット・システムを通知し、加入
ユーザが積極的に加入に同意するようにユーザが選択するか、または手を引くことを許す
。
【００８２】
　上の説明の大半は、世帯とは反対に個人に関係するものとして視聴者分類パラメータを
取りあげている。図１１は、複数のユーザ１１０３～１１０６に関連付けられているテレ
ビ受像機１１００およびＤＳＴＢ　１１０２を含むＣＰＥ　１１０１の理論的な例を示し
ている。矢印１１０７は、リモート・コントロールからのクリック・ストリームなどのユ
ーザ入力ストリームを時間の経過とともに表している。第１のユーザ１１０５は、この場
合は子供であるが、第１の期間－例えば朝－にテレビ１１００を使用する。第２および第
３のユーザ１１０３および１１０４（「父親」および「母親」と指定される）は、期間１
１０９および１１１０、例えば、午後もしくは夜に、テレビを使用する。ベビーシッター
１１０６は、この例では夜間にテレビを使用する。
【００８３】
　これは、ターゲット・アセット配信に関係する多数の難題を示している。第１に、複数
のユーザ１１０３～１１０６がいるため、世帯人口統計に基づくターゲット設定は、有効
性が限られてしまう。例えば、子供１１０５および父親１１０３は、多くの場合、同じア
セット・プロバイダによるターゲットとならない。さらに、場合によっては、複数のユー
ザが、期間１１０９～１１１０のオーバーラップにより示されているのと同じ時間に同じ
テレビを見る可能性がある。それに加えて、ベビーシッター１１０６により例示されてい
るようないくつかの場合には、（ターゲット・アセット・システムの観点から）予想外の
ユーザが、テレビ１１００を使用している可能性がある。
【００８４】
　これらの顕著な問題は、本発明のターゲット・アセット・システムにより好適には対処
される多数の目的に関連するものである。第１に、システムは、好適には、単一のテレビ
受像機の複数のユーザを区別し、上記のシステムの背景状況において、それに応じて、投
票をし、ネットワークにレポートするように動作すべきである。第２に、システムは、好
適には、父親１１０３による使用から父親と母親１１０３および１１０４の両者による使
用、さらに母親１１０４のみによる使用への遷移などの変化する状態に対し時間の経過と
ともに反応すべきである。このシステムは、さらに、ベビーシッター１１０６などの予想
外のユーザを特徴付ける機能をある程度有しているべきである。その場合、システムは、
クリック・ストリーム１１０７以外で進行する他の情報を持たないことがある。システム
は、さらに、テレビ受像機１１００がまだオンになっているかもしれないけれども、明ら
かに、ユーザが存在していない期間を識別することもできる。好適には、システムは、さ
らに、ユーザ・プロファイルまだは機密情報の永続的格納なしで動作し、第三者がターゲ
ット・アセット・システムを介してこのような情報を悪用したり、ユーザ１１０３～１１
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０６のどれかのプライベート・ネットワーク使用パターンを発見する意味のある機会を得
ることのないようにする。プライバシー問題は、それとは別に、ユーザからの同意を得る
ことにより対処することができる。このように、ＰＩＩを含む機密情報は、ネットワーク
上で送信し、ターゲット設定で使用するために永続的に格納される。これは、例えば、中
継局において、詳細なユーザ・プロファイルを収集することを許す場合がある。次いで、
アセットは、ユーザ・プロファイルに基づいて選択することができ、いくつかの実装にお
いては、特定のＣＰＥに宛とすることができる。
【００８５】
　いくつかの実装では、本発明は、時間枠内のクリック・ストリームを監視し、人口統計
または心理学カテゴリに関係しうる定義済み視聴者分類パラメータに合わせてクリック・
ストリームにより定義されたパターンと一致するように数学モデルを適用する。クリック
・ストリームは、ユーザにより選択された番組、ボリューム、および分類パラメータに対
し少なくとも統計的な意味で何らかの相関を有すると考えられる他の情報を示すことは理
解されるであろう。それに加えて、チャンネル変更の頻度およびユーザが特定のアセット
のところでうろうろする時間の長さなどのファクタは、視聴者分類パラメータの値を決定
することに関連すると思われる。このシステムは、さらに、明らかにユーザが存在しない
場合についても識別することができる。
【００８６】
　第１の実装では、ＣＰＥ　１１０１に関連するロジックは、確率論的モデリング、ファ
ジー論理、および／または機械学習を使用して、クリック・ストリーム１１０７に基づき
現在の１人または複数のユーザの視聴者分類パラメータ値を徐々に推定する。この方法は
、適宜、例えば、特定の入力に関連付けられた確率に影響を及ぼす可能性のある世帯に関
する格納されている情報（好適には、機密情報を含まない）に基づき補足的なものであっ
てよい。この方法で、それぞれのユーザ入力イベント（ステータスの変化および／または
持続時間情報の１つまたは複数の項目を含む）を使用し、関連付けられている確率値に基
づき視聴者分類パラメータの現在の推定値を更新することができる。ファジー論理は、変
化し、制限される予測値の入力に基づく推定値を受け入れるファジー・データ集合および
確率論的アルゴリズムを含むことができる。
【００８７】
　第２の実装では、クリック・ストリームは、視聴者分類パラメータ情報を得るために処
理することができる不完全な、または雑音が含まれる信号としてモデル化される。より具
体的には、時間経過による一連のクリックまたは関連情報は、時間ベースの信号として表
示される。この入力信号は、視聴者分類パラメータに相関しうる所望のシグネチャまたは
パターンを反映するものとして仮定される。しかし、この信号は、不完全であるか、また
は雑音が含まれると仮定される－信号処理におけるよくある問題である。したがって、フ
ィルタ処理技術を使用して、入力ストリームから「真」の信号を推定し、関連するアルゴ
リズムで、その信号と所望の視聴者分類情報との相関を求める。例えば、非線形適応フィ
ルタは、この点で使用することができる。
【００８８】
　これらの指摘されている例のいずれかにおいて、いくつかの好ましい特性が適用される
。第１に、システムへの入力は、主に、クリック・ストリームおよび格納された集約また
は統計データであり、機密情報を実質的に含まない。これにより、プライバシー問題は上
記のように対処されるが、さらに、予想外のユーザなどの新しい環境を評価するかなり大
きな自由度が得られる。それに加えて、システムは、好適には、古い入力よりも最近の入
力の方が重要であるように忘れる機能を有する。示されている例はいずれも、この目標に
応える。このような忘れる機能により、システムは、例えば、第１のユーザから複数のユ
ーザ、そして第２のユーザへの変化に適応することができることは理解されるであろう。
それに加えて、この忘れる機能は、一度にシステムで利用可能な情報表示する量を制限し
、これにより、さらにプライバシー問題に対処し、またそのような情報が発見される可能
性がある期間を制限する。例えば、定期的に、例えば、ＤＳＴＢのプラグが抜かれたとき
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に、情報を削除し、設定を既定値にリセットされる。
【００８９】
　このようなユーザ分類システムを実装するシステムのブロック図は、図１１Ｂに示され
ている。例示されているシステムは、ユーザ入力モジュール１１２２および分類モジュー
ル１１２４を含むＣＰＥ　１１２０で実装される。ユーザ入力モジュールは、ユーザ入力
を、例えばチャンネル選択、ボリューム設定などが示される、リモート・コントロールま
たはテレビ・コントロール・ボタンから受け取る。これらの入力は、多数の機能について
番組情報１１３２（チャンネル選択と番組および／または関連する視聴者プロファイルと
の相関を求めることができる）とともに使用される。この点に関して、存在検出器１１２
６は、ユーザが配信されるアセットの全部または一部について存在する可能性が高いかど
うかを判定する。例えば、ユーザ入力なしの期間が長い場合、これは、存在し注意を払っ
ているユーザがいないことを示すか、またはボリューム設定が０の場合、これは、アセッ
トが実際に配信されていなかったことを示す。分類子１１２８は、上記のように世帯の１
人または複数のユーザに対する視聴者分類パラメータを展開する。ユーザ識別子は、分類
されているユーザのうちのどのユーザが現在存在しているかを推定する動作をする。それ
とともに、これらのモジュール１１２６、１１２８、および１１３０は、投票（または投
票しないことを選択）し、および／またはレポートを生成（またはレポートを生成しない
ことを選択）するために使用することができる視聴者分類情報を提供する。
【００９０】
　上記のように、ターゲット設定に使用される視聴者分類のうちの１つは、場所である。
特に、アセット・プロバイダは、定義済み地理的ゾーン（例えば、小売店の近く）内のユ
ーザのみをターゲットとしたい場合があるか、または異なるアセットのターゲットを異な
る地理的ゾーン（例えば、異なる自動車広告のターゲットを場所に基づいて異なる想定所
得レベルを持つユーザにする）にしたい場合がある。いくつかの実装では、本発明は、特
定のＣＰＥ　１１０１の場所を決定し、場所情報を使用して、アセットのターゲットを特
定のＣＰＥ　１１０１に設定する。ＣＰＥ　１１０１の場所の指示は、機密とみなされう
る情報を含むことは理解されるであろう。本発明は、さらに、これらのプライバシー問題
に対処する方法で場所情報を作成し、抽出し、および／または受け取る。これは、さらに
、ネットワーク上で送信された場所情報から機密情報を一般化するか、または他の何らか
の手段で除去することにより実行される。これは、ＣＰＥ　１１０１または中継局側にフ
ィルタ処理またはソート機能を備えることにより実現される。例えば、レポート機能にお
いて有用と思われる情報（すなわち、指定された場所ゾーン内での配信成功回数を判定す
るために）は、機密情報がほとんどまたは全く含まれない状態で上流に送信される。さら
に、このような場所情報は、個人的に識別可能でないように、一般化される。例えば、所
与のブロック上または他の地理的ゾーン（郵便番号＋２のゾーンに関連付けられているよ
うなもの）内の全ユーザは、同じ場所を識別子（例えば、そのゾーンの重心）に関連付け
られる。
【００９１】
　一実装では、ＣＰＥ　１１０１に関連付けられたロジックは、識別子を上流に向かって
中継局２３０４に送信するが、ただし識別子は、課金アドレスのリストと突き合わせて相
互参照される。その識別子と一致する課金アドレスは、次いで、例えば、ＧＩＳ情報を使
用して、１組の座標（例えば、デカルト地理座標）に翻訳され、それらの座標または関連
する地理的ゾーン識別子は、ＣＰＥ　１１０１に送り返され、場所情報の一部として格納
される。それとは別に、リストがブロードキャストされる。この場合、複数のまたはすべ
てのネットワーク・ユーザに対する場所情報を含むリストがブロードキャストされ、それ
ぞれのＣＰＥ　１１０１は、それ自身の情報を選択する。アセット・プロバイダは、さら
に、ターゲット場所情報をアセットに関連付ける。例えば、以下で指定されるような契約
インターフェイスに関連して、アセット・プロバイダは、ターゲット・アセット配信ゾー
ンを定義する。好適には、これは、グラフィカル・インターフェイスを介して（例えば、
地図を表示して）実行され、定義済みゾーンは、細かい粒度レベルに合わせて、ノード領
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域または他のネットワーク・トポロジに制限することなく注目するターゲット領域と一致
させる。さらに、このようなゾーンは、不連続な部分を含む複雑な形状を持有してもよい
。好適には、これらのゾーンは、次いで、アセット・メタデータの従来の送信、およびユ
ーザの場所との比較を可能にするという点で、例えば、グリッド要素または領域セルに関
して表される。
【００９２】
　他の実装では、個々の地理的領域は、一意的な識別子に関連付けられ、新しい領域は、
既存の領域の合併に基づいて定義される。これは、最も細かいレベルで個別のＣＰＥを識
別する粒度に拡張される。多数のＣＰＥを含むより高いレベルを、プライバシー問題に対
処するため投票およびレポート機能に使用される。
【００９３】
　アセットの選択肢・リストまたはアセット配信要求（ＡＤＲ）を受信した後、ＣＰＥ　
１１０１は、ＡＤＲを解析し、ＣＰＥ　１１０２の場所がＡＤＲで参照されているアセッ
トのターゲットにされている場所に含まれているかどうかを判定する。例えば、これは、
多角形内の１点または領域アルゴリズム内の他の点、半径分析、または４分木データ構造
などの定義済みグリッドまたはセルのネットワークとの比較を含む。ＣＰＥ　１１０１は
、次いで、その特定のＣＰＥ　１１０１の場所がアセットのターゲットになっているかど
うかを含む基準に基づいて受信されるアセットの投票を行う。
【００９４】
　アセットの選択肢を表示した後、ＣＰＥ　１１０１は、さらに、レポート機能でその場
所情報を使用し、上流に送信される配信データを強化することも可能である。ＣＰＥ　１
１０１がその場所情報を使用する方法により、実質的にすべての機密情報が場所情報から
削除される。例えば、ＣＰＥ　１１０１は、場所の特定のグループをターゲットとするア
セットが、そのグループ内の場所のうちの１つに配信されたことをレポートする。この例
におけるＣＰＥ　１１０１は、アセットが実際に発信された先の場所をレポートしない。
【００９５】
　同様に多くの場合、タグをアセット選択に関連付けることが望ましい。このようなタグ
は、そのようなアセット上に重ね合わされるか、または付加される追加の情報である。例
えば、タグは、より広範囲に配信されるアセットの終わりに地元の小売店または他の事業
の場所に関する情報を供給する。従来、このようなタグは、中継局で挿入する前に広告に
付加されており、粗いターゲット設定に制限されていた。本発明によれば、タグは、近所
などの特定のゾーン、場所、または領域内のユーザをターゲットとする。タグは、さらに
、年齢、性別、所得レベルなどの他の視聴者分類パラメータに基づいてターゲット設定で
きる。例えば、デパートの広告の終わりのところのタグは、特定の人口統計集団にとって
関心深い特定の品目に関するスペシャルを広告することができる。特に、タグは、アセッ
ト群に含めることができ、また条件付きで、ＣＰＥ　１１０１内に含まれるロジックに基
づいて挿入される。そのため、タグは、他のアセットと同様にターゲット設定できる別々
のユニットであるが、ただし、対応するアセットに関連付けられるように条件付きロジッ
クを持つ。
【００９６】
　本発明は、特定のＣＰＥ　１１０１の場所に関係する情報を使用して、タグのターゲッ
トを特定のＣＰＥ　１１０１に設定する。例えば、ＣＰＥ　１１０１は、上記のように、
デカルト座標の形態でその場所に関係する情報を含む。アセットが、タグがそれとともに
、またはそれの代わりに配信できることを示す場合、ＣＰＥ　１１０１は、潜在的タグの
どれかと関連して、特定のＣＰＥ　１１０１に含まれる場所情報により満たされる場所基
準があるかどうかを判定する。例えば、タグは、特定の近所を定義する場所基準を含む。
ＣＰＥ　１１０１がその近所に配置されている場合、ＣＰＥ　１１０１は、タグの配信に
必要な他の基準が満たされていると仮定して、タグを配信することを選択する。他の基準
は、所与のブレーク、他の人口統計情報、および国内または非局在的アセットに関係する
情報において利用できる時間を含む。
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【００９７】
　上で簡単に述べたように、ターゲット設定は、さらに、マーケティング・ラベルに基づ
いて実装される。特に、中継局は、さまざまなソースからユーザまたは世帯に関する情報
またはマーケティング・ラベルを取得する。これらのマーケティング・ラベルは、ユーザ
が高価な自動車を購入すること、ユーザが１８～２４歳の男性であること、またはアセッ
ト・プロバイダにとって潜在的に関心深い他の情報を示す。いくつかの場合において、こ
の情報は、視聴者分類パラメータに類似しているが、適宜静的（テレビ・ユーザが変わっ
ても変化しない）で、ハード・データに基づく（視聴パターンなどに基づいて推定される
のとは反対に）。他の場合には、マーケティング・ラベルは、視聴者分類に比べて、より
具体的であるか、または他の何らかの形で異なる。いずれの場合も、中継局は、マーケテ
ィング・ラベルに関するユーザ／世帯の種類をＣＰＥに知らせる。次いで、アセット・プ
ロバイダは、マーケティング・ラベルに基づきアセットをターゲット設定し、アセットは
、ターゲット設定が一致するＣＰＥにより配信される。これは、視聴者集約およびスポッ
ト最適化の背景状況において使用される。
【００９８】
　そのため、本発明のターゲット・アセット・システムでは、関連する視聴者分類に基づ
いて、または決定されようとなかろうと、クリック・ストリームなどのユーザ入力に基づ
いて、またはマーケティング・ラベルもしくは加入者宅内機器にプッシュされる他の情報
に基づいて、または中継局に格納もしくは中継局で処理される人口統計もしくは他の情報
に基づいて、または上記または他の情報の組み合わせに基づいて、放送網内のアセットの
ターゲット設定を行う。したがって、この点に関して、放送網の背景状況において、ダイ
レクト・メールなどの他の背景状況に以前には制限されていたターゲット設定概念を使用
すること。例えば、このようなターゲット設定では、金融情報、前回購入情報、定期購読
情報などが使用される。さらに、他の背景状況において作成された分類システムを活用し
て、本発明により得られるターゲット設定の価値を高めることができる。
【００９９】
　そこで、これらのコンポーネントの動作を理解するためのシステムの背景を述べた、シ
ステムの主要コンポーネントの序論的説明を含むシステムの概要を説明した。以下の節で
は、さまざまなコンポーネントについてさらに詳しく説明する。
【０１００】
　ＩＩＩ．コンポーネントの概要
　Ａ．測定および投票
　上記のように、テレビ網のユーザにターゲット・アセットを提供するために、ＣＰＥの
少なくとも一部から受信した信号を利用して、配信のアセットの選択肢を選択し、および
／または視聴者の規模および構成を決定するとよい。例えば、ネットワーク事業者は、ネ
ットワーク・ユーザの全員または標本抽出からの信号を受信する。この標本抽出は、好適
には、統計的に有意（標本の大きさに関して）であり、またすべての該当するユーザの母
集団を高い信頼度で代表するに十分ランダムであることに関して有効である。場合によっ
ては、ネットワーク事業者は、ターゲット・アセット・システムを「選択した」か、また
はそれに加わることに同意したユーザのみから信号を受信し、ユーザのこのグループは、
統計的に有意または関連性がない。しかし、多くの場合、これらの信号は、現在視聴され
ているチャンネル、および／または現在のユーザの視聴者分類を示すことができる。この
点に関して、中継局などのネットワーク・プラットフォームと１つまたは複数の世帯のＤ
ＳＴＢなどのＣＰＥとの間の双方向通信経路をネットワーク・インターフェイス上に用意
するとよい。
【０１０１】
　図１３は、本発明によるターゲット・アセット・システムを運用する１つまたは複数の
ネットワーク・プラットフォーム１３０４とＣＰＥ　１３０８との間の通信を例示してい
る。この点に関して、プラットフォーム１３０４は、図１～１２に関連して上で説明され
ているコンポーネントのさまざまな組み合わせを含む。一般に、プラットフォーム１３０
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４は、ネットワーク・インターフェイス１３１０上でＣＰＥと通信するように動作する中
継局を含む。図に示されているように、ＣＰＥ　１３０８は、デジタル・セット・トップ
・ボックス（ＤＳＴＢ）を含む。当然のことながら、ネットワーク１３０４内のそれぞれ
のユーザが、このようなＤＳＴＢを保有しているか、または視聴者のサブセット（全員に
満たない）が、そのようなＤＳＴＢ　を保有している。一部のユーザは、ＤＳＴＢを持っ
ているが、ときどき、例えば、ＨＤＴＶ番組を見るときにしか使用しないと思われる。さ
らに、一部のユーザは、ＤＳＴＢを持っているが、ターゲット・アセット・システムに加
入することを選択していない場合がある。いずれの場合も、ネットワーク・テレビ視聴者
の少なくとも一部は、ネットワーク・インターフェイスを介して信号を受信するとともに
、ターゲット・アセット配信システムを目的としてネットワーク・インターフェイス１３
１０を介してネットワーク１３０４に信号を供給するように動作するＣＰＥ　１３０８を
有する。さらに、ネットワーク１３０４は、アセット・プロバイダ１３７０とネットワー
ク事業者との間の媒介として働くトラフィック課金プラットフォーム１３６０と通信する
。この点に関して、Ｔ＆Ｂプラットフォーム１３６０は、アセット・プロバイダ１３７０
からターゲット視聴者パラメータおよび他の制約条件を受け取るだけでなく、そのような
アセットの配信に基づいてそのようなアセット・プロバイダ１３７０に課金情報を提供す
る。Ｔ＆Ｂプラットフォーム１３６０は、さらに、ターゲット・アセットの流れを管理す
る。
【０１０２】
　一般に、ＣＰＥ　１３０８から受信された信号は、場合によっては組み合わせられる、
少なくとも３つの別々のアプリケーションのために、本発明のシステムにより使用される
。これらのアプリケーションは、測定、投票、およびレポート機能と呼ぶことができる。
レポート機能について、以下で詳述する。測定は、これらの信号を使用して、視聴者規模
、および適宜、視聴者の分類構成を識別することに関係する。この情報は、実質的な仮想
チャンネルを形成するために複数のチャンネル（例えば、シェアの低いチャンネルを含む
）上で集約されることが可能な視聴者の規模および構成の推定を含む、ターゲット設定に
利用可能なユーザの母集団を推定するのに役立つ。したがって、アセットを受け取るユー
ザの数を増やすために、仮想チャンネルに対してターゲット・アセットを用意することが
できる。投票は、ＣＰＥ　１３０８から受信される信号を使用して、ＣＰＥからのアセッ
ト指示に基づいてアセットを提供することを含む。いずれの場合も、１つまたは複数のＣ
ＰＥ　１３０８から受信される信号に基づいて、アセットが選択され、１つまたは複数の
送信データ・ストリーム内に挿入される。
【０１０３】
　視聴者測定に関しては、プラットフォーム１３０４とＣＰＥ　１３０８との間の双方向
通信により、少なくとも暗黙のうちに、視聴者規模および視聴者分類構成に関する情報を
示す情報を収集する。この点に関して、個々のＣＰＥ　１３０８は、定期的に、または要
求があったときに、例えば、個々のＣＰＥ　１３０８がアクティブであること、およびど
のようなチャンネルが現在ＣＰＥ　１３０８により表示されているかを示す信号をプラッ
トフォーム１３０４に供給する。投票、他のメッセージ（例えば、測定専用のメッセージ
）に関するレポートに関連して提供されるこの情報は、視聴者規模および構成を推定する
ために使用される。ターゲット・アセット・システムとは全く別に、このような情報は、
格付けおよびシェア情報をサポートするために、または他の視聴者測定目標に役立つ。こ
のような情報は、さらに、ＣＰＥ　１３０８への送信を修正し、帯域幅および処理要件を
低減するために使用される。図７を参照すると、利用可能な番組チャンネルのうち４つの
番組チャンネルがユーザの最大個別シェアを持つことに留意されたい（例えば、４つの主
要ネットワーク）。しかし、チャンネル毎に全体の中でシェアが低いといっても、ネット
ワーク内には他のユーザが多数存在する。アセットの選択肢の共通集合を市場シェアの小
さい番組チャンネルのうちの２つまたはそれ以上のユーザ（またはさらにはシェアの大き
い番組チャンネルのユーザにも）提供することにより、仮想チャンネルが作成される。す
なわち、共通アセットの選択肢またはアセットの選択肢の集合を、複数の番組チャンネル
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からの集約グループに提供する。いったん組み合わされると、シェアの小さなチャンネル
からのユーザからなる仮想チャンネルの有効な市場シェアは、例えば、４つの主要ネット
ワークのうちの１つの市場シェアを近似する。
【０１０４】
　複数の番組チャンネルのユーザを１つの仮想チャンネルに集約することで、番組チャン
ネルのそれぞれに対しアセットの選択肢の共通集合を供給することができるが、アセット
は、一般に、異なる時刻に個別の番組チャンネル毎に提供されることは理解されるであろ
う。これは、図１５に示されており、１つの仮想チャンネルにまとめられる、多数の異な
る番組チャンネル（例えば、１５０２および１５０４）は、スケジューリングされた異な
るブレーク１５１２、１５１４を有する。この点に関して、アセットは、この同じアセッ
トが第２のチャンネル１５０４上で提供される直前に第１のチャンネル１５０２上で提供
される。しかし、この共通集合は、それでも、所定の時間枠内で提供される（例えば、午
後７時から午後８時までの間）。この点に関して、アセットは、配信時刻に関する定義済
み制約条件の範囲内で仮想チャンネル（またはそのサブセット）により表される集約され
た市場シェアに合わせて配信される。それとは別に、このような集約された視聴者の規模
は、前回のレポート、格付け、および人口調査データ、または他の技術に基づいて予め推
定される。こうして、測定または投票は、ターゲット設定を実行するうえで必要ではない
が、このような詳細なアセット情報は有用である。実際の配信は、その後のレポートによ
り検証される。当然のことながら、このような集約により、ネットワーク・オペレータは
、包含される番組チャンネルのうちのどれか１つに関して（複数の）仮想チャンネルの市
場シェア増大に基づいてアセットを配信することができるだけでなく、これにより、アセ
ット・プロバイダは、現在の視聴者のターゲット設定をより効果的に行うことができる。
【０１０５】
　ＣＰＥからの信号によりサポートされる他のアプリケーションは、例えば、投票に基づ
いて、ターゲット・アセットをネットワーク内の１つまたは複数のチャンネルの現在のユ
ーザに提供するものである。このようなアプリケーションは、図１４に例示されており、
１配置においては、ＣＰＥ　１４１０（１つのみ図に示されている）から受信された信号
は、少なくとも１つの番組チャンネル１４５０についてアセット（例えば、ブレーク・ア
セットおよび／または番組）を選択するために使用される。この点に関して、このような
アセットは、例えば、ブレーク中または他の指定期間内に、番組チャンネル１４５０のデ
ータ・ストリーム中に挿入するために動的に選択される。他の配置では、ネットワークの
未使用帯域幅を使用して、ターゲット・チャンネル１４５０のブレークまたは指定された
期間に、並列アセット・ストリームを提供する。ブレークの背景状況において、複数のア
セット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎは、単一のブレークでアセットの選択肢を提供するた
めに使用され、その場合、それぞれのアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎは、視聴者の
異なるグループを対象とするオプションを提供し、および／または他の何らかの形で、異
なるアセットを搬送する（例えば、類似の視聴者分類パラメータを有するユーザは、後に
説明されるようにパッケージングされたアセットの所望の順序付けのせいで異なるアセッ
トを受け取る場合がある）。
【０１０６】
　このような配置では、ＣＰＥ　１４１０は、ＣＰＥ　１４１０からの指示されている信
号に基づいて代替えアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎのうちから選択するように動作
する。ターゲット視聴者集約に加えて、このようなシステムは、シェアの大きな番組を含
む、番組に対する収益または影響力を高めることが望ましい（スポット最適化）。すなわ
ち、単一ブレークを２つまたはそれ以上の異なるアセット・プロバイダに割り当てるか、
または単一アセット・プロバイダが、代替えアセットがユーザの異なるグループをターゲ
ットとする代替えアセットを提供する。本明細書において、異なるブレークまたは、すき
まのアセットをユーザの異なるグループに提供することを対象としているものとして説明
しているが、このシステムは、さらに、異なる番組アセットを提供するためにも使用でき
ることに留意されたい。投票機能を実装する関連するアセット・ターゲット設定システム
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は、図１４に例示されている。図１４のアセット・ターゲット設定システムは、プラット
フォーム１４０４を備え、これは、ネットワーク内のＣＰＥ　１４１０（図には１つだけ
示されている）と通信するように動作するネットワークの構造（すなわち、ユーザ／世帯
から上流にある）を含む。例示されているＣＰＥ　１４１０は、この図では、ＤＳＴＢで
具現化されている、信号処理デバイス１４０８を備える。一般に、プラットフォーム１４
０４は、ネットワーク・インターフェイス１４４０を介してＣＰＥ　１４１０と通信する
ように動作する。番組チャンネル、例えば、チャンネル１４５０のブレークにおいて並列
アセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎを提供するために、プラットフォーム１４０４は、
スケジュール・データベース１４２０、利用可能なアセットの選択肢データベース１４２
２、投票データベース１４２４、群コンストラクタ１４２６、チャンネル裁定器裁定器１
４２８、および挿入器１４３０のうちの１つまたは複数のコンポーネントと通信する。注
目すべきなのは、リストにあるコンポーネント１４２０～１４３０は、共通ネットワーク
・ロケーションに置かれる必要はないという点である。すなわち、プラットフォーム１４
０４のさまざまなコンポーネントは、ネットワーク内の別々の場所に分散され、適切な通
信インターフェイスにより相互接続できる。一般に、スケジュール・データベース１４２
０は、１つまたは複数の番組チャンネルについてブレークのタイミングに関する情報を含
み、アセットの選択肢データベース１４２２は、アセットおよびターゲット視聴者分類パ
ラメータを識別する利用可能なアセット・メタデータを含み、投票データベース１４２４
は、アセットのターゲット設定で使用する１つまたは複数のＣＰＥから得られる投票情報
を含む。実際のアセットは、一般に、別々のデータベース（図に示されていない）に格納
される。群コンストラクタ１４２６は、選択されたアセットを番組チャンネルおよび／ま
たはアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎのブレークに配置するために使用される。チャ
ンネル裁定器１４２８は、２つまたはそれ以上のサポートされている番組チャンネルのブ
レーク間に食い違いが生じた場合に限られた帯域幅（例えば、利用可能なアセット・チャ
ンネル１４６０Ａ～Ｎ）の使用のアービトレーションを行うために使用される。最後に、
挿入器１４３０は、ネットワーク・インターフェイス１４４０上でストリームを送信する
前に、選択されたアセットまたはターゲット・アセットをアセット・ストリーム（例えば
、番組チャンネル１４５０および／または１つまたは複数のアセット・チャンネル１４６
０Ａ～Ｎの）内に挿入するために使用される。本明細書で説明されるように、このシステ
ムは、ネットワーク内の複数の番組チャンネルのブレークについてアセットの選択肢をサ
ポートするアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎを提供するように動作する。
【０１０７】
　１つまたは複数の番組チャンネルについてアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎを提供
するために、関連する番組チャンネル上のブレークのタイミングが決定される。例えば、
図１５は、ネットワーク事業者によって、ネットワーク・インターフェイスを介して世帯
に提供される３つの番組チャンネルを例示している。当然のことながら、さらに多くのチ
ャンネルも提供できる。チャンネル１５０２、１５０４、および１５０６は、ターゲット
・アセットが提供される３つの番組ストリームを含む。ユーザは、これらのチャンネル１
５０２、１５０４、および１５０６（およびさらに多くのチャンネル）のそれぞれを切り
替えて、番組オプションの選択を行う。それぞれのチャンネル１５０２、１５０４、およ
び１５０６は、示されている番組期間中に、ブレーク１５１２、１５１４、および１５１
６をそれぞれ含む。ブレーク１５１２～１５１６では、１つまたは複数のアセット・スポ
ットが典型的には利用可能である。すなわち、短いアセットのシーケンスを使用して、９
０秒ブレークを埋める。例えば、２つ、３つ、または４つのスポットは、単一ブレークに
対する単一チャンネル上で定義することができる。異なるチャンネル上で同じブレークに
対し異なる数のスポットを用意し、異なる数のチャンネルをブレークの異なる部分に対し
て使用する。
【０１０８】
　ブレーク内の次回のブレークまたは挿入機会の通知を行うために、番組ストリームは、
キュー・トーン信号１５３０（またはデジタル・ネットワークではキュー・メッセージ）
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、それぞれのブレークまたは挿入機会の始まりの前の所定の時間を含むことが多い。これ
らのキュー・トーン信号１５３０は、歴史的に、ローカル・アセット・プロバイダが局所
化アセットをネットワーク・フィード内に挿入できるようにするために使用されてきた。
さらに、さまざまなチャンネルが、１つまたは複数のブレークが発生する時間枠開始時刻
と時間枠終了時刻を規定する。これらの開始および終了時刻により、利用時間枠が定めら
れる。ここでもまた、この情報は、歴史的に、ローカル・アセット・プロバイダがローカ
ル・アセットをブロードキャスト・ストリーム内に挿入するように提供されてきた。この
情報は、さらに、番組中にブレークが発生する時期を決定するためにターゲット・アセッ
ト・システムにより使用される。したがって、システムは、キュー・トーン信号１５３０
について番組チャンネル、例えば１５０２、１５０４、および１５０６を監視するととも
に、時間枠開始時刻および終了時刻（例えば、スケジュール・データベース１４２０内の
）に関する情報を取得し、格納するように動作する。利用可能時間枠情報は、Ｔ＆Ｂシス
テムから受け取ることができ、手動で入力することができる。
【０１０９】
　ターゲット・アセット配信を行うのに利用できる帯域幅が限られているため、どの（複
数の）チャンネルが衝突しているブレークに対するターゲット・アセット配信を受け取る
べきか、または衝突している番組チャンネル間にどれだけ利用可能帯域幅を割り当てるべ
きかを決定するときに、それぞれの番組チャンネル１５０２、１５０４、および１５０６
に関連付けられている１つまたは複数の特性を識別することが望ましい。この点に関して
、異なるチャンネル上のブレークは、少なくとも部分的にオーバーラップしていることが
多いことに留意されたい。例えば、チャンネル１５０４のブレーク１５１４は、部分的に
、チャンネル１５０６上のブレーク１５１６とオーバーラップする。したがって、２つの
チャンネル１５０４と１５０６との間でターゲット・アセット配信に利用可能な限られた
資源の裁定を行うことが望ましい。
【０１１０】
　例えば、裁定器１４２８（図１４を参照）は、第１のチャンネル１５０６に、現在、タ
ーゲット・アセット配信を行うために利用可能な帯域幅の使用を十分保証できる数のユー
ザがいないと判定する。それとは別に、利用可能な帯域幅を第１のチャンネル１５０４と
第２のチャンネル１５０６とに分割し、ブレーク１５１４、１５１６毎にターゲット・ア
セット配信を行うようにする。さらにそれとは別に、利用可能なアセット・チャンネルを
、例えば、それぞれの視聴者規模に比例して、第１のチャンネル１５０４と第２のチャン
ネル１５０６のサポートに分割する。例えば、部分的にオーバーラップしているブレーク
に関して、ブレークの一部のみをサポートしている所与のアセット・チャンネルを使用す
ることが可能であると思われるが、これは、スケジューリングおよび群構成に関係するい
くつかの実用上の問題点を含むことに留意されたい。これは、さらに、例えば、視聴者が
６０秒のアセットの第２の半分に戻らないことを確実にするため、基礎となるブレーク構
造を知っている必要がある。この情報は、一般に、ＣＰＥからは利用できない。また、異
なる数のアセット・チャンネルは、ブレークの異なる期間に利用可能な場合もある。ＣＰ
Ｅから受信された信号、例えば、最近または過去の信号を、裁定目的に使用する。さらに
、いくつかの場合において、１つまたは複数のチャンネルが調整されたブレークを含んで
いてもよいことは理解されるであろう。例えば、共有企業（例えば、ＥＳＰＮおよびＡＢ
Ｃ）を有するチャンネルでは、特定の番組に対してブレークを調整している。したがって
、これらの共通チャンネルに対するターゲット・アセット配信の帯域幅は、共有すること
ができる。
【０１１１】
　再び図１４を参照すると、ＣＰＥ　１４１０からの信号を使用することで、現在のユー
ザに合わせて手直しされたアセットを提供するか、または他の何らかの手段により異なる
アセットをユーザの異なるグループに提供することが可能になると思われる。この点に関
して、最大数のユーザの分類パラメータに一致するターゲット設定パラメータを持つアセ
ットは、ブレーク時に、サポートされている番組チャンネル１４５０のブロードキャスト
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・ストリーム内で提供することが可能である。最も適しているアセットは、これにより、
アナログまたは他の何らかの形で非加入のユーザ（投票が関連するユーザ母集団を代表す
ると仮定する）に提供され、それらに対してであってもある程度のターゲット設定が行え
ることに留意されたい。さらに、いくつかのターゲット設定の利点は、多数の番組チャン
ネル、さらには所与のブレークに関してアセット・チャンネルによりサポートされていな
い可能性があるチャンネルであっても得られる。
【０１１２】
　それとは別に、またはそれに加えて、異なるアセットが、番組チャンネルのブレークに
おいてアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎ上で提供される。アセット・チャンネル１４
６０Ａ～Ｎが利用可能であるブレークでは、特定の世帯のＣＰＥ　１４１０は、ＣＰＥ　
１４１０での実施される決定に基づいて、適切なアセットを含むアセット・チャンネル１
４６０Ａ～Ｎのうちの１つに切り替えられる。したがって、アセット・チャンネル１４６
０（Ａ～Ｎ）のこのようなアセットは、ブレーク時に表示される。ブレークにおいて、Ｃ
ＰＥ　１４１０は、１つのアセット・チャンネル１４６０Ａ～Ｎ上に留まるか（複数のス
ポットが順番に並ぶブレークの場合）、または最も適しているアセットを選択しつつ、ブ
レークを指示することができる。ブレークの後、ＣＰＥ　１４１０は、元の番組チャンネ
ル（必要ならば）に戻す。この切り替えは、ユーザの観点からは継ぎ目なく実行される。
この点に関して、同じブレークで、異なるアセットが異なるユーザに提供される。当然の
ことながら、これにより、アセット・プロバイダは、同じブレークにおいて異なるグルー
プをターゲットとすることができる。さらに、ネットワーク事業者は、割り当てベースで
単一スポットを２つの異なるアセット・プロバイダに販売する（または、単一のアセット
・プロバイダが、複数のアセットの選択肢で単一スポットを埋めることができる）。それ
ぞれのアセット・プロバイダは、例えば、これにより、そのターゲットとよく一致する視
聴者について対価を支払う。
【０１１３】
　ターゲット・アセット配信に対し利用可能なアセット・チャンネルの数は、所与のネッ
トワーク事業者の利用可能な帯域幅（例えば、未使用チャンネル）によって制限される。
後に説明されるように、システムは、日和見的に利用可能なチャンネルを使用することが
可能であり、例えば、夜間にＶＯＤに使用されるチャンネルは、日中にアセットの選択肢
をサポートするために利用可能であり、またはノード・フィルタ領域内の未使用帯域幅は
、この目的のために使用される。図１６Ａは、番組チャンネル１６００のブレーク１６１
０においてアセットを提供するための、４つのアセット・チャンネル１６０１～１６０４
の使用を例示している。図に示されているように、それぞれのアセット・チャンネル１６
０１～１６０４において、ブレーク１６１０は、異なる持続時間を有する１つまたは複数
のアセット・スロットに分割される。しかし、図１６Ａの場合、アセット・チャンネル１
６０１から１６０４に含むアセット集合Ａ～Ｃ、Ｄ～Ｅ、Ｆ～Ｈ、およびＩ～Ｋの開始時
刻と終了時刻は、ブレーク１６１０の開始時刻および終了時刻に合わされる。アセット・
チャンネル１６０１～１６０４はそれぞれ、ターゲット・チャンネル１６００のユーザま
たは番組チャンネル１６００のブレーク１６１０と揃えられているブレークを有する、追
加の番組チャンネルのユーザの特定の視聴者分類に合わせてターゲット設定されているア
セットを搬送する。
【０１１４】
　図１６Ａに示されているように、群は、矩形である必要はないことに留意されたい。す
なわち、ブレーク間で衝突するか、または上記のようにいくつかのアセット・チャンネル
が間欠的に利用されるため、所与の番組チャンネルをサポートするために使用されるアセ
ット・チャンネルの総数は、ブレーク中に変化する。これは、図１６Ｂに例示されている
。図に示されているように、アセットＡ～Ｎは、アセット・チャンネル１６７１～１６７
５およびサポートされている番組チャンネル１６７６上のブレーク１６７０で提供される
。この場合、チャンネル１６７４および１６７５（それとともに番組チャンネル１６７６
）は、ブレーク１６７０全体を通してアセットを提供する。チャンネル１６７３は、ブレ
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ークが始まった後しばらくするまでアセットを提供しない。チャンネル１６７２は、ブレ
ークの始まりからアセットを提供するが、ブレーク１６７０が終わる直前にアセットを提
供するのを停止する。チャンネル１６７１は、ブレーク１６７０が始まった後アセットを
提供することを開始し、ブレーク１６７０が終わる直前にアセットを提供するのを停止す
る。複雑な群形状を実装できることは理解されるであろう。
【０１１５】
　再び図１６Ａを参照すると、それぞれのアセット・チャンネル１６０１～１６０４は、
所与のブレーク１６１０においてチャンネル１６００の異なる視聴者をターゲットとする
アセットＡ～Ｋの異なる組み合わせを含んでいる。まとめると、アセット・チャンネル１
６０１～１６０４により搬送されるアセットＡ～Ｋは、ユーザの異なるグループをターゲ
ットとするアセットを含む群１６０５を定める。所与のユーザに対する最も適切なアセッ
トは、ブレーク１６１０において異なる時刻にチャンネル１６０１～１６０４のうちの異
なる１つで与えられる。これらは、異なるチャンネル１６０１～１６０４上のスポットは
、同じ開始時刻と終了時刻を持つことができないという事実を十分に配慮したうえで、ブ
レークにおいてチャンネル・ホッピングによりユーザに配信される。群１６５０内のさま
ざまなスポットにアセットをどのように埋めるかについて、以下で詳述する。
【０１１６】
　４つのアセット・チャンネル１６０１～１６０４を使用して、異なる番組チャンネルに
対する複数のアセットの選択肢を与えることができる。例えば、図１５を参照すると、番
組チャンネル１５０２および１５０６は、時間的に異なるブレーク１５１２および１５１
５を有する。したがって、システムは、第１のチャンネル１５０２に対する第１のブレー
ク１５１２においてアセットの第１の集合を含む第１の４チャンネル・アセット群を提供
する。同様に、アセットの第２の集合を含む第２の４チャンネル・アセット群は、第２の
チャンネル１５０６に対する第２のブレーク１５１６において提供される。この点に関し
て、アセット・チャンネルに利用できる帯域幅の使用は、番組チャンネル１５０２と１５
０６との間で共有される。ブレークがオーバーラップしている場合（例えば、ブレーク１
５１４と１５１６）、ターゲット・アセット配信について１つのチャンネルを選択するこ
とが可能であるか、またはアセット・チャンネルに対する利用可能な帯域幅を衝突するブ
レーク間に分割することが可能である。例えば、それぞれの番組チャンネルは、２チャン
ネル・アセット群によりサポートされるか、または一方の番組チャンネルは、２つのアセ
ット・チャンネルによりサポートされ、他方の番組チャンネルは、例えば、相対的な視聴
者規模またはアセット配信値のせいで、１つのアセット・チャンネルでのみサポートされ
る。衝突しているチャンネル間の利用可能な帯域幅の裁定は、本明細書でさらに詳しく説
明されるように、チャンネル・裁定器１４２８により処理される。
【０１１７】
　番組チャンネルのブレークを埋める、または群のそれぞれのアセット・チャンネル内の
利用可能なスポットを埋めるアセットの選択は、番組チャンネルのユーザの投票に基づい
て行われる。すなわち、アセットは、ネットワーク内のＣＰＥ　１４１０から受信された
信号に応じて、群コンストラクタ１４２６（図１４を参照）により選択されるとよい。図
１３に示されているように、ＣＰＥからの信号に基づいてターゲット・アセットを選択し
、提供する方法は、４つの一般的工程を含む。最初に、プラットフォーム１３０４は、提
案されているアセットの選択肢リストをネットワーク内のＣＰＥ　１３０８に提供する（
１３２０）。これは、アセット・プロバイダ契約および関連するＡＤＲに基づいて行われ
る。次に、それぞれのＣＰＥ　１３０８は、アセットの選択肢リストから最も適している
１つまたは複数のアセットについて投票する（１３３０）。すなわち、それぞれのＣＰＥ
　１３０８は、ターゲット情報と視聴者分類情報との比較に基づいて、特定のＣＰＥ　１
３０８に対する最もよく一致する（複数の）アセットを示す信号をネットワーク１３０４
に送る。１つまたは複数のＣＰＥ　１３０８からの投票（１３３０）に基づいて、プラッ
トフォーム１３０４は、利用可能なアセットからターゲット・アセットを選択し、それぞ
れの投票ＣＰＥ　１３０８に送られる、アセット・ビュー・リストおよびアセット群を生
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成する（１３４０）。例えば、アセット・ビュー・リストは、アセットが利用可能なチャ
ンネルを示し、関連する視聴者分類情報（必要な場合）を提供し、アセット選択を補助す
る。それぞれのＣＰＥ　１３０８は、次いで、ビュー・リストおよび群を受け取る。
【０１１８】
　群内のさまざまなアセット・スポットを埋めるために投票を使用する方法では、さまざ
まな点について考慮する必要がある。再び図１６Ａを参照すると、そこでは、群は、アセ
ット・チャンネルの水平時間軸および垂直軸を含むものとして例示されているアセットの
行列を定義する。すべてのアセットが同じ長さのスポットに対応している単純な場合に（
例えば、すべて３０秒のスポットおよび同じ数のアセット・チャンネルが、ブレーク全体
を通して使用される）、この行列は、行と列のきちんとした配列を定める。次いで、群コ
ンストラクタは、とりわけ、例えば、投票順位付けに基づいて、行列の行および列アドレ
スにアセットをマッピングするように動作する。この点で関与しうるさまざまな考慮事項
のうちの一部は、以下を含む。第１に、番組チャンネル１６００自体は、投票に基づいて
決定されたアセット・シーケンスで埋められる。番組チャンネルに挿入されるアセットは
、アナログおよび他の何らかの形で非加入のユーザに配信されるとともに、ＣＰＥがその
アセット・シーケンスを選択する加入ユーザに配信され、したがって、その群の最大のユ
ーザ・セグメントを構成することが予想される。したがって、投票準位付けの高いアセッ
トは、番組チャンネル１６００上に挿入される。
【０１１９】
　それに加えて、２つよりも多いスポットを含むブレークの場合、第１および最後のスポ
ットは、アセット・プロバイダにより、真ん中のスポットよりも価値があるとみなされる
。したがって、投票順位付けの高いアセットは、第１および最後のスポットに対し有利と
考えられ、その結果、行毎にではなく、票の関数として列毎に行の埋め込みが行われる。
しかし、またいくぶん対照的に、例えば、最高投票順位付けのアセットを時間的ずらして
並べ、第１順位投票アセットと第２順位投票アセットの両方を見る機会を所与のユーザが
得られるようにできる。群行列を埋める方法では、さらに、投票方法と無関係に決定され
る人口統計を考慮することもできる。そのため、上記のように、１２個のスポットが群に
含まれる場合、例えば、番組視聴者の人口統計的構成－例えば、女性２／３、男性１／３
、または１８～３４歳の女性２／３、３４超の女性１／３－または番組視聴者の重み付き
平均（例えば、その結果、例外的に高い、または低いパー・ユーザ値を持つとみなされる
視聴者セグメントまたはアセットの不釣り合いなチャンネル割り当てが生じる）反映する
ようにスポットを割り当てる。このような情報は、例えば、従来の格付け情報に基づく。
【０１２０】
　さらに、この群埋め込み方法では、システムの制限が考慮される。例えば、システムが
、所与のブレークにおいて異なるチャンネル間を指示する能力または指示することに対す
る優先設定なしで実装されている場合、またはブレークにおいてホップを最小にすること
が望ましい場合、所与のチャンネルがブレーク全体を通して一貫した視聴者分類を対象と
するアセットを有するように群が構成される。すなわち、投票は、分類に依存する形で表
示され、次いで、対応する行をそれらの投票に基づいて埋められる。さらに、所望の順序
付けを有するパッケージングされたアセットに関連して、このような順序付けが群構成に
おいて考慮される。
【０１２１】
　群構成方法では、さらに、ブレーク全体を効果的にナビゲートすることが望ましいとい
う点を考慮することもあり、このことは、複数のチャンネル・ホップを含む。例えば、ア
セットの選択肢は、番組チャンネルだけでなく、アセット・チャンネル上にも含められる
ことに留意されている。しかし、番組コンテンツ内にインターリーブされるアセットの基
礎構造は、一般には知られていない。したがって、このような基礎構造に関する情報はど
れも、適切な信号送受信を通して送ることができるか、またはブレークにおける番組チャ
ンネルへの復帰は、進行中のアセットに切り替えるのを回避するために除外される。
【０１２２】
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　また、それぞれの加入者宅内機器デバイスは、ブレーク上を指示し、現在のユーザに適
しているアセットを選択することができることも望ましい。例えば、群は、ブレークに対
するアセット・スポットのシーケンスに対応する多数の列を含むことができる。１つの列
に子供を対象とするすべてのアセットが含まれていた場合、子供でないユーザは、そのス
ポットに対する適切なアセットの選択肢を受けることなく残されるであろう。そのため、
このような状況を回避するためのオプションは、ターゲット範囲の広いアセットがそれぞ
れの列において、または期間に利用可能であること、または列または期間内のそれぞれの
アセットに対するターゲット設定制約条件により定められるサブセットの合併が、ユーザ
の母集団の可能な最大のサブセットを表すことを確認することを含む。もちろん、これは
、他の群構成目標と矛盾することがあり、最適解の裁定が行われる必要があると思われる
。それに加えて、どのアセットに群を含めるかという問題が生じた場合に、関連するアセ
ット・プロバイダの素性を考慮することができる（例えば、大規模アセット・プロバイダ
または高いレベルのサービスに対する対価を支払っているアセット・プロバイダは、優先
される）。
【０１２３】
　さまざまなファクタが、投票情報を使用して群を埋めるアルゴリズムに反映されうるこ
とは理解されるであろう。例えば、この点に関して、ガントチャート・ロジックまたは他
の条件付きスケジューリング・ロジックが実装される。
【０１２４】
　それとは別に、アセットの選択肢は、かなり大きな記憶装置資源、例えば、ＤＶＲを備
えるＣＰＥの場合、転送・蓄積アーキテクチャを介して提供される。この点に関して、ア
セットは、指定された帯域幅セグメント内に挿入され、ネットワーク・インターフェイス
を介してＣＰＥの記憶装置にダウンロードされる。したがって、ＣＰＥは、次いで、記憶
装置からアセットを後続のブレーク内に選択的に挿入する。さらに、このアーキテクチャ
では、蓄積オプションおよび関連するメタデータのアセットは、有効期限を含む。アセッ
トは、配信されたかどうかに関係なく、有効期限が過ぎると破棄される（例えば、削除さ
れる）。このアーキテクチャでは、アセットの送信には、リアルタイム・コンポーネント
はなく、したがって、利用可能な帯域幅は、送信中に変化することは理解されるであろう
。さらに、３０秒アセットは、５秒以内、または３０分を超えて、送信されることがある
。利用可能なアセットは、個々のＣＰＥが適切なアセットを格納しているだけであるすべ
てのＣＰＥにブロードキャストされる。それに加えて、記憶容量の制限から、ＣＰＥは、
注目しているアセットを削除し、後から、記録しなおすことがある。
【０１２５】
　対照的に、アセット・チャンネル・アーキテクチャでは、群は、関連するブレークと同
期して送信されるため、ＣＰＥ側に記憶域はほとんど、または全く必要ない。いずれの場
合も、記憶装置または群からのアセットが表示された後、それぞれのＣＰＥ　１３０８は
、特定のアセットが配信されたことを示すアセット配信通知（ＡＤＮ）をネットワーク・
プラットフォーム１３０４に送る（１３５０）。次いで、プラットフォーム１３０４は、
所与のアセットを受け取ったユーザの総数に関する集約されたまたは収集された情報を課
金プラットフォーム１３６０に供給する。したがって、個々のアセット・プロバイダは、
所与のアセット受け取ったユーザの数に応じて課金される。これらの工程１３２０～１３
５０のそれぞれについて、さらに詳しく説明する。
【０１２６】
　上記のように、個々のＣＰＥ　１３０８からの信号は、ターゲット・アセット・システ
ムの目的に使用される。しかし、ネットワーク内のそれぞれのＣＰＥ　１３０８から投票
信号を受信することが可能であるが、このような完全なネットワーク「ポーリング」が行
われると、必要な帯域幅が大きくなることは理解されるであろう。他の実装では、統計的
標本抽出を使用して、ネットワーク１３０４とＣＰＥ　１３０８との間の必要な帯域幅を
減らす。当然のことながら、ＣＰＥ　１３０８の統計的に有意な、関連する部分の標本抽
出により、現在使用されているチャンネルを有益な形で表現できるだけでなく、それらの
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チャンネルを使用しているユーザに最も適しているアセットを有益な形で表現することが
できる。
【０１２７】
　ネットワークの統計的標本抽出を行うために、ＣＰＥ　１３０４のすべてに満たないサ
ブセットで、信号をネットワーク・プラットフォーム１３０４に供給する。例えば、第１
の配列において、それぞれのＣＰＥ　１３０８は、乱数発生器を備える。このような乱数
発生器は、定期的に出力を生成する。この出力が所定の基準を満たしている場合（例えば
、５で終わる数）、ＣＰＥ　１３０８は、オプション・リストに関して信号をネットワー
ク１３０４に送る。それとは別に、プラットフォーム１３０４は、情報の要求を受け取る
ＣＰＥ　１３０８のサブセットをランダムに選択する動作を実行する。いずれの場合も、
ＣＰＥ　１３０８のサブセットは、現在のネットワーク状態の統計的に正確な概要が得ら
れるようにＣＰＥ　１３０８の総数と比較して十分に大きなものであるのが好ましい。し
かし、完全に代表する標本抽出が利用できない場合、ビジネス規則を通じて、例えば、不
確定性を考慮して価格を下げたり、または配信を増やして、付随する不確定性を解消する
。
【０１２８】
　再び図１４を参照すると、上記のように、ネットワーク事業者は、最初に、アセットの
選択肢リスト（図１０のリスト１０１０と同じ）を、リストからのアセットについて投票
するネットワーク内の少なくともＣＰＥに送る。一般に、アセットの選択肢リストは、１
つまたは複数の次回のブレークに対する利用可能なアセットのリストを含む。この点に関
して、ネットワーク内のプラットフォーム１４０４（図１４を参照）は、ターゲット・ア
セットによりサポートされることが識別されている、すべての番組チャンネルについてス
ケジュール情報を取得する。次いで、プラットフォーム１４０４は、ブレークに先立って
、このスケジュール情報を使用して、ネットワーク・インターフェイス１４４０上でＣＰ
Ｅ　１４１０と通信する。特に、プラットフォーム１４０４は、例えば定期的に、アセッ
トの選択肢リストをＣＰＥ　１４１０に供給するように動作する。
【０１２９】
　図１７Ａ～１７Ｂは、例示的なアセットの選択肢リスト１７００を示している。特に、
図１７Ａは、パー・ブレーク、パー・チャンネル・ベースでリストされているアセットを
示している。図１７Ｂは、単一リスト内の複数のブレーク（視聴者分類パラメータ、およ
び適宜、仮想チャンネルを含むチャンネルを指定する）についてリストされているアセッ
トを示している。図１７Ａのリスト１７００中のそれぞれのアセットの選択肢１７１０Ａ
～Ｎは、後続のブレークにおいて視聴するために利用される。この点に関して、アセット
・プロバイダは、それぞれのそのようなアセットの選択肢１７１０Ａ～Ｎを特定の時間枠
について、および／または特定のチャンネル（すなわち、仮想チャンネルを含んでよい）
について利用できるようにすることを要求している。さらに、アセットの選択肢リスト１
７００は、利用可能なアセットの選択肢１７１０Ａ～Ｎ毎に１つまたは複数の制約条件１
７１２Ａ～Ｎを含む。このような制約条件１７１２Ａ～Ｎは、限定されることなく、それ
ぞれのアセット１７１０Ａ～Ｎに対するターゲット視聴者の所望の年齢範囲、性別、地理
的場所、および／または世帯所得などの視聴者分類パラメータ情報を含む。アセットの選
択肢のリスト１７１０Ａ～Ｎが、ＣＰＥ　１４１０に送信されると、ＣＰＥ　１４１０は
、アセットの選択肢をレビューし、ＣＰＥ　１４１０の現在のユーザにそれらのアセット
の選択肢を提供するのが適しているかどうかについて投票する。図１７Ｂの場合、ＣＰＥ
は、現在の番組チャンネルまたは関連するとみなされている他のチャンネルと一致するす
べてのアセットの選択肢に関して投票する。
【０１３０】
　この工程は、図１８に例示されている。図に示されているように、ＣＰＥは、最初に、
少なくとも１つの次回のブレークに利用可能なアセットに対応するアセットの選択肢を受
信する（１８１０）。次いで、ＣＰＥは、世帯の１人または複数のユーザに関連する推測
情報を含む、現在の分類情報を選択する（１８２０）。ＣＰＥは、次いで、リスト内の第
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１のアセットに対する制約条件を識別し（１８３０）、後続のブレークに挿入するアセッ
トが適切かどうかに応じてアセットのスコアを付ける（１８４０）。一般に、アセットの
選択肢は、アセットの制約条件とともに視聴者分類情報とに基づいてスコアが付けられる
（１８４０）。例えば、５０歳から６０歳までの年齢範囲にあるユーザを指定する年齢制
約条件（少なくとも年齢パラメータについて）を持つアセットは、現在の視聴者が１８歳
から３９歳までの年齢範囲内にあることを示す視聴者分類に関して、低いスコアが付けら
れるか、または全く付けられない（少なくとも年齢パラメータについて）。一配列におい
て、アセット・ターゲット設定制約条件（視聴者分類パラメータに関して表すことができ
る）およびユーザの視聴者分類情報の一致度が高いほど、そのアセットに対するスコアは
高くなる。同様に、ターゲット設定制約条件と視聴者分類情報との間の逸脱が大きいほど
、そのアセットに対するスコアは低くなる。他の配列では、単純なプラス（すなわち、タ
ーゲット設定制約条件および視聴者分類に一致する）またはマイナス（すなわち、ターゲ
ット設定制約条件および視聴者分類に一致しない）を与える。
【０１３１】
　次いで、スコアリングに対し追加のアセットがあるかどうかに関して判定が行われる。
もしあれば、識別（１８３０）およびスコアリング（１８４０）の工程が、アセット毎に
繰り返される。アセットの選択肢リスト内のそれぞれの関連するアセットにスコアが付け
られた後（１８４０）、スコアは、ネットワーク・インターフェイスを介して、ネットワ
ーク事業者に送信される（１８５０）。例えば、Ｎを動的に設定できる値として、所与の
ブレークまたはスポットについて上位Ｎ個のアセットについてスコアを返すようにＣＰＥ
に命令する。特定のユーザの視聴者分類情報を与えるのではなく、スコアをネットワーク
事業者に返すことにより、機密情報をネットワーク上に公開することなく現在のネットワ
ーク視聴者に関する情報が集められる。
【０１３２】
　一般に、個々のＣＰＥからのスコアを計算して、集成スコアを形成する。集成スコアは
、特定のユーザとは独立に、特定のアセットが後続のブレークにおいて現在の視聴者によ
る視聴に適している程度を示す。この点に関して、ネットワーク・コントローラは、ブレ
ークにおいて後から挿入する集成スコアに従ってアセットを順位付けする。
【０１３３】
　この点に関して、投票スコアに加えて多数のファクタが関わっている。第１に、ＣＰＥ
は、否定的選好または例外を表明することができる。例えば、子供のユーザに関しては、
いくつかの対象を除外する。これは、アセット・プロバイダ、ネットワーク事業者、また
は規制機関などの他の当事者に、アセット・メタデータに関して「成人専用」または類似
の制約条件を入力してもらうことにより実装される。適切なフィールドを、プラットフォ
ーム１３７０のＧＵＩに関連して用意する。この方法で、慎重を期すべきユーザに対し、
不快なアセット配信を低減または回避することができる。アセット・プロバイダまたはネ
ットワーク（法律または規制が許す範囲で）も、例外事項を定義する。そこで、アセット
・プロバイダは、いくつかの種類の番組に関してアセットを掲載すべきか、または掲載す
べきでないか（例えば、「Ｇ」と格付けされた番組に関しては掲載すべきでない）を示す
。他の例として、政治家候補は、ニュース・ネットワークまたは相反する政治基盤または
課題を持つと認められている他のネットワークでアセットを放送することを回避するため
例外を入力することができる（またはネットワーク側で、その候補からアセットを除外す
ることができる）。商品コードも、この点に関しては使用できる。そのため、アセットは
、アセットの対象に関係する商品コードに関連付けることが可能である。これらのコード
は、アセット・プロバイダ、ネットワーク事業者、または他の事業者により、望ましくな
い関連付けを回避するために使用することができる（例えば、競合製品の連続する広告）
。同様に、宗教が関わっているネットワークは、不快であるとみなされるアセットを除外
する。この点に関して、さらに多くの例が考えられる。さらに、否定的選好または例外は
、ユーザまたは世帯に固有のものとしてよく、ＣＰＥ側で実装される。例えば、ペアレン
タル・コントロールまたは特異的問題は、このようにして対処される。そのため、例外ま
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たは否定的選好は、さまざまなインターフェイスを介してさまざまな企業側によって入力
され、アセット・メタデータ、投票メタデータ、選択アルゴリズム、または他の場所で反
映することができることは理解されるであろう。
【０１３４】
　投票およびアセット選択に関して考えられる追加のファクタは、アセットの頻度および
進捗の概念に関係する。頻度は、アセット・プロバイダが所与の期間（１週間、１カ月、
全キャンペーン期間中、または他の期間）に、所与のＣＰＥで（または、本発明の背景状
況では、特定のユーザに）アセットを示したい回数を定義するものである。進捗は、所与
のＣＰＥ（またはユーザ）がこの目標を達成するのにどれだけうまくやり遂げているかを
計る尺度である。これらのファクタは、投票およびアセット選択で使用することができる
。例えば、特定のアセットに関してユーザによる現在までの進捗が不十分であった場合、
そのユーザのＣＰＥは、問題のアセットについて投票し、利用可能な場合にそれを選択す
る可能性が高くなる。さらに、これらのファクタは、中継局において考慮される。例えば
、多数のユーザが進捗に関して遅れている場合、そのアセットは、投票に関係なく群の中
に挿入され、少なくとも適切なユーザによる義務的配信について指定される。
【０１３５】
　より具体的には、群コンストラクタ１４２６（図１４を参照）は、ビュー・リストを作
成し、および／または後続のブレークについて群を埋める。図１６に示されているように
、群は、アセット・チャンネル１６６０Ａ～Ｎ上に、例えば可変長の、複数のスロットを
含む。１配列において、群１６５０全体に、アセットの全投票スコアに基づいてアセット
を埋める。例えば、アセットの選択肢リストから最高のスコアを有するアセットを選択す
る。所与のアセット・チャンネル１６６０Ａ～Ｎについて選択されたアセットのシーケン
スの組み合わせ長さは、ブレーク１６１０の長さと一致する。それとは別に、それぞれの
アセット・チャンネルには、それらのスコアとともに１つまたは複数の人口統計制約条件
に基づいてアセットが埋められる。
【０１３６】
　例えば、大きなスポーツ・イベントでは、関連する番組チャンネルの予想ユーザは、男
性であると予想する（または投票情報から検証する）。したがって、アセット・チャンネ
ル１６０１～１６０４のうちの３つに、男性をターゲットとするアセットを埋める。それ
とは別に、全スポットＡ～Ｋの指定された割合部分を、男性をターゲットとするアセット
専用とするか、または単純に投票を進めさせることで、おそらく、挿入されるアセットの
大部分は、男性ターゲットのアセットとなると思われる（少数派分類ユーザのいくつかの
スポットを予約したい場合もあるが）。この点に関して、男性視聴者を対象とするスコア
リング最高のアセットが選択される。さらに、３つのアセット・チャンネル１６０１～１
６０３（または個々のスポット）は、男性視聴者のサブグループを対象とする（例えば、
年齢および／または所得に基づいて）。対照的に、第４のアセット・チャンネル１６０４
（またはスポットの集合）には、女性視聴者を対象とするアセットを埋めて、視聴者の以
前には非代表的であった部分にアセット配信を行うか、またはすべてのスポットを、投票
に基づいて割り当て、これは、説明されているようにスポットを割り当てることも割り当
てないこともある。当然のことながら、アセットは、例えば、アセットが女性をターゲッ
トとすることを示す制約条件を有する、アセットの選択肢リストからのスコアリングが最
高のアセットを含むように、第４のアセット・チャンネル１６０４について選択する。群
が埋められると、それぞれの世帯のＣＰＥは、ブレークにおいて視聴する特定のアセット
・チャンネルを選択するか、またはＣＰＥの現在のユーザの視聴者分類情報に基づいて群
内の異なるアセット・チャンネル上に含まれるアセット間を切り替える。
【０１３７】
　他の考慮事項も、群構成に関わることがあることは理解されるであろう。例えば、アセ
ット・プロバイダは、１つのブレーク内の最初または最後のスポットにアセットを入れた
いことが多い（したがって、ブレークは、多くの場合、長さが６０秒であり、最初と最後
の３０秒のスポットのみを含む）。さらに、アセット・プロバイダは、投票順位に関係な
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く特定のアセット順序付けを必要とするか、または特定の配置について割増料金を支払う
場合がある。したがって、順位または他のファクタに関して群を埋める際に十二分の慎重
さを要する場合がある。
【０１３８】
　ＣＰＥをブレークに対する指定アセット・チャンネルに切り替えられるようにするため
に（または、いくつかの実装では、ブレークにおける群内のアセットの選択肢の間で）、
それぞれの（複数の）アセット・チャンネルおよび／または（複数の）番組チャンネルに
関してメタデータを用意するとよい。当然のことながら、それぞれの個別アセット・チャ
ンネルは、所定の帯域幅を持つアセット・ストリームの一部である。これらのアセット・
チャンネルは、さらに、帯域内部分および帯域外部分に分けられる。一般に、信号の帯域
内部分は、アセット・ストリームの配信をサポートする（例えば、映像）。トリガは、チ
ャンネルの帯域外部分を介して送信することができる。さらに、帯域幅のこのような帯域
外部分は、アセットの選択肢リストの配信とともに、ＣＰＥから投票およびレポート情報
を集める際に使用するリターン・パスに使用することができる。より一般的に、ＣＰＥと
ネットワーク・プラットフォームとの間でメッセージングが実行される本明細書で参照さ
れているさまざまな場合において、別のＩＰまたはテレフォニー・チャンネルを含む適切
なメッセージング・チャンネルが使用される。
【０１３９】
　特定のアセットに対するメタデータは、関連するアセット・チャンネルの帯域外部分に
含めることが可能であり、テキスト・メッセージの形態としてよい。例えば、これらのテ
キスト・メッセージは、それぞれのアセット・チャンネルの帯域外部分に多重化されるＤ
ＣＩＩテキスト・メッセージ／ヘッダである。この点に関して、ＣＰＥは、それぞれのア
セット・チャンネルのメタデータをレビューして、どのアセット・チャンネルが現在のユ
ーザの視聴者分類と最も近いアセットを含むかを識別する。
【０１４０】
　メタデータに基づき、ＣＰＥは、実装に応じて個々のアセットまたはアセット集合を選
択することが可能である。そのため、いくつかの実装では、ＣＰＥは、現在のユーザの視
聴者分類に最もよく対応するブレークの第１の時間帯についてアセットを選択することが
できる。この方法は、ブレーク内の時間帯毎に繰り返すことが可能である。それとは別に
、アセット群は、それぞれのアセット・チャンネルに対する単一のメタデータ集合を含み
、ＣＰＥは、単純に、ブレーク全体に対する１つアセット・チャンネルを選択する。図１
４および１９を参照すると、１つまたは複数のアセット・チャンネル内に挿入するアセッ
トを選択する方法が説明されている。最初に、プラットフォーム１４０４は、アセット配
信のターゲットとなるチャンネル内のブレークを識別する（１９１０）。この点に関して
、プラットフォーム１４０４は、番組チャンネルのスケジューリング・データを含む、ス
ケジュール・データベース１４２０にアクセスし、次回のブレークを識別する。さらに、
この方法は、番組チャンネルのオーバーラップしているブレークを識別すること（１９２
０）も含む。ターゲット・アセットについて識別された２つのブレーク間に衝突がある場
合、裁定器１４２８により裁定機能を実行することが可能である（１９３０）。衝突が存
在しない場合、次回のブレークに対する複数のアセットの選択肢を提供するようにアセッ
ト・チャンネルを割り当てる（１９４０）。したがって、次いで、投票データを、次回の
ブレークを含む次回の期間に、例えば、投票データ・データベース１４２４（受け取った
投票から収集されたデータを格納する）から受け取る（１９５０）。
【０１４１】
　投票データに基づき、プラットフォーム１４０４は、アセットの選択肢・データベース
１４２２にアクセスし、群を形成するアセット・チャンネルを次回のブレークに対するア
セットで埋める（１９６０）。群が埋められた後（１９６０）、ターゲット・アセット配
信が行われるブレークと同期してブロードキャストする。この点に関して、この方法は、
群を割り当てられているアセット・チャンネルに、およびおそらく、番組チャンネル内に
挿入する（１９７０）ことを含む。当然のことながら、この工程は、番組チャンネル、ア
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セット・チャンネル、または他の帯域幅と関連してメタデータを提供し、他のアセットを
持つアセット・チャンネルが利用可能であり、そこから選択できることをＣＰＥが認識す
るようにすることを含む。例えば、番組チャンネルに関するメタデータは、どのアセット
・チャンネルが利用可能であるかをＣＰＥに知らせ、これにより、ＣＰＥは、利用可能な
アセット・チャンネルを監視し、現在のユーザの視聴者分類およびアセット・チャンネル
・メタデータに基づいてアセットを選択する。
【０１４２】
　図２０を参照すると、そこでは、裁定の方法２０００が例示されている。上記のように
、いくつかの場合において、ターゲット・アセットについて識別された２つの番組チャン
ネルは、衝突するブレークを有し得る。例えば、図１５を参照すると、チャンネル１５０
４および１５０６が衝突している（すなわち、揃っておらず、オーバーラップしている）
ブレーク１５１４および１５１６を有することが分かる。ブレークの正確なタイミングは
、高い精度で決定することはできず、このようなタイミングは一般にキューが生じるまで
知られることがないことに留意されたい。後に説明されるように、このタイミングを、過
去データに基づいて推定し、ブレーク発生する時期を識別する統計的確率関数を求めるこ
とができる。したがって、限られた帯域幅が、ターゲット・アセット配信を提供するため
に利用可能である場合、衝突しているブレークを有するように見えるチャンネル間の裁定
を行うことが望ましいと思われる。例えば、これにより、アセット・プロバイダは、衝突
するチャンネルのうちの１つによりうまく表されている１つまたは複数の人口統計グルー
プをターゲットとすること、またはさらに多数のユーザがいるチャンネルをターゲットと
する、またはそのようなファクタに基づいて帯域幅を比例配分することを行う。この点に
関して、この方法は、ターゲット・アセット配信が提供される複数の番組チャンネルを監
視し（２０１０）、第１のチャンネル上の第１の次回のブレークおよび第２のチャンネル
上の第２の次回のブレークを識別し（２０２０）、第１および第２の次回のブレークは、
部分的にのみオーバーラップしていることを含む。
【０１４３】
　例示されている実装では、第１および第２のチャンネルうち少なくとも一方、およびよ
り好適には両方の現在ステータスに関連付けられている情報が得られる（２０３０）。こ
の情報を利用して、第１のチャンネルと第２のチャンネルとの間の裁定（２０４０）を、
チャンネルの少なくとも１つについてターゲット・アセット配信を行うために行う。例え
ば、情報は、第１および第２のチャンネルのうちの一方または両方に対する現在の視聴者
の規模に関連する情報を含む。これは、さらに、視聴者分類情報を含んでいてもよい。こ
の点に関して、視聴者規模に基づいて第１のチャンネルと第２のチャンネルとの間の裁定
（２０４０）を行う、すなわち、ターゲット・アセット配信をそれだけ、またはほとんど
は視聴者の規模が大きいチャンネルについて行うことが望ましい。それとは別に、または
それに加えて、第１および／または第２のチャンネルの現在のユーザに対する視聴者分類
情報を得る（収益を最大化することが望ましいことが多く、この点に関して、ターゲット
視聴者の規模は小さいがＣＰＭが高いアセットを、視聴者の規模は大きいがＣＰＭは低い
アセット上で所与のスポットについて選択する）。他の例として、投票に基づいてブレー
クに対し他の群を構成し、次いで、最高収益の群を挿入する。視聴者分類情報は、例えば
、最近送信されたアセットの選択肢リストに応じて第１および第２のチャンネルのＣＰＥ
の投票から推論する。同様に、裁定（２０４０）は、第１および第２のチャンネルの視聴
者の全体の規模に関係なく、所望の視聴者分類パラメータ（例えば、高所得の個人）に基
づいて行う。この点に関して、所望の分類のユーザ割合または数が多いチャンネルを選択
する。例えば、特定の高級車のアセットは、規模の小さな視聴者に配信された場合に、そ
の視聴者が多くの見込み購入客を含むとすると、より価値が高いと考えられる。この点に
関して、群最適化は、投票スコア以外のファクタ、例えばアセット配信収益を最大化する
ことを含む。同様に、裁定（２０４０）に使用される基準は、アセット・プロバイダによ
り選択される。チャンネルが、裁定（２０４０）に基づいて選択された後、選択されたチ
ャンネルへのターゲット・アセット配信を行う（２０５０）。もちろん、チャンネルは両
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方とも、より小さな群でサポートすることができる。
【０１４４】
　Ｂ．帯域幅最適化
　アセットの選択肢の送信に利用可能な帯域幅は、一般に制限される。したがって、アセ
ット・ターゲット設定システムは、それぞれのアセット・チャンネルの使用を最適化し、
利用される追加の帯域幅を識別することにより増強することが可能である。それぞれのア
セット・チャンネルの使用を最適化することに関して、ブレークの開始時刻および終了時
刻などのスケジューリング情報は、番組チャンネル毎に得ることができる。すなわち、ネ
ットワークでは、利用時間枠を定義することができ、この情報は、ターゲット・アセット
配信システムにより使用される場合、にアクセスされる。この情報は、１つまたは複数の
ブレークが所与の番組チャンネル上にいつ出現するかを近似的に決定するために利用され
る。したがって、このような情報は、ターゲット設定および裁定の目的に使用される。例
えば、図１５を参照すると、チャンネル１５０６は、２つの別々のブレーク１５１６、１
５６２に対応する別々の利用時間枠１５５０および１５６０を含むことが分かる。しかし
、いくつかの場合において、特定のチャンネルは、別々のブレークに対して別々の利用時
間枠情報を提供しない。例えば、チャンネル１５０２については、利用時間枠１５７０は
、チャンネル１５０２の番組期間の全長を超える。これらの場合、複数のブレークが、単
一時間枠内に定義することが可能である。そのため、第１のブレークは、時間枠に対し第
１のキュー・トーン（またはメッセージ）により示され、第２のブレークは、時間枠内の
第２のキュー・トーンにより示される。キュー・トーンが従来の利用時間枠の背景状況に
おいて見つからないと、後続のすべてのブレークのアセットが影響を受ける。利用時間枠
情報は、ブレークの開始および終了時刻に直接対応していないため、利用時間枠１５５０
、１５６０、および１５７０に関する情報があっても、単独では、ブレークが出現する時
期、および／または異なるチャンネル上のブレークがオーバーラップするかどうかを識別
することができない場合がある。したがって、ターゲット・アセット配信に対する利用可
能な帯域幅が、より効果的に利用され、および／または割り当てられるように利用時間枠
を絞り込む方法が提供される。図２１を参照すると、方法（２１００）は、少なくとも第
１の番組チャンネルの番組期間に対するネットワーク提供利用時間枠情報を得る（２１１
０）ことから始まる。利用時間枠情報は、１つのブレークが出現する少なくとも第１の期
間を識別する情報である。より一般的に、利用時間枠情報は、複数のチャンネル（例えば
、チャンネル１５０２、１５０４、および１５０６）について得られる（２１１０）。ネ
ットワーク提供時間枠情報が得られると（２１１０）、（複数の）番組チャンネルの番組
期間に関連する履歴情報が出力される（２１２０）。例えば、本発明のシステムは、実際
のブレーク時間情報を集めて、この情報を統計的に処理する。履歴情報が分析され、（複
数の）番組チャンネルの番組期間の１つまたは複数のブレークに対する過去の実行時間を
識別する（２１３０）。その点に関して、システムは、利用可能時間枠情報のみ、または
ブレークの時刻のベースライン推定（間違っている場合もある）から開始される。いずれ
の場合も、システムは、次いで、注目しているチャンネル上のブレークを監視することに
よりブレークの時刻を知る。システムに対し、何らかの履歴情報を種として入力する。
【０１４５】
　例えば、ホームコメディの指定された３０分の番組期間について、第１のブレークは、
その時間または半時間後の４から６分の間に開始し、その時間または半時間の後の６分か
ら８分の間に終了する可能性があると決定する。同様に、番組中の他のブレークの開始お
よび終了時刻も、決定される。履歴情報に基づき、所与のチャンネルに対する利用時間枠
を絞り込んで（２１４０）、過去のブレークの開始時刻および終了時刻との対応関係をよ
くする。例えば、ブレークに対する平均開始時刻は、その時間から５分後とするが、開始
時刻は、４分から６分までの範囲で変化する。したがって、利用時間枠開始時刻は、バッ
ファ期間を設けるため、その時間から３分半後に設定する。利用時間枠に対する終了時刻
も、同様に、そのブレークに対する予想／過去の終了時刻を超えるように設定される。こ
の点に関して、単一利用時間枠（例えば、チャンネル１５０２の利用時間枠１５７０）を
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短縮し、ブレーク（例えば、ブレーク１５１２）とよく対応するようにし、および／また
は別々のブレークと対応する時間的に別々の期間に分けることが可能である。上記のよう
に、ブレークが出現するときを記述する確率関数を生成し、利用可能な帯域幅の最良の割
り当てをこれらの確率に基づくようにする。場合によっては、ブレークは、予想された時
期に出現せず、したがって、予想外の衝突が発生する。裁定機能は、これらの場合におい
てリードタイムがほとんどないまま実装することができることが予想される。いずれにせ
よ、アセット・チャンネルが利用不可能な場合でも、ターゲット・アセットは、番組チャ
ンネル上で利用可能である。当然のことながら、２つまたはそれ以上の番組チャンネル上
の時間枠を絞り込むことにより、これらのチャンネルのブレークが重なっていないと決定
される。このため、両方の番組チャンネルについてすべての利用可能なアセット・チャン
ネルを使用してターゲット・アセット配信を行うことができる。それとは別に、第１およ
び第２のチャンネルのブレークは、部分的に重なっており、それらのチャンネルの間の裁
定が必要であると決定することができる。いずれにせよ、アセット時間枠が絞り込まれた
後、システムは、それぞれの番組にチャンネルに対する監視を絞り込まれた利用時間枠に
制限する。利用時間枠を絞り込むことで、利用可能帯域幅の使用が改善される。このよう
にして、アセットの選択肢は、アセット帯域幅を多重化するという方法により強化される
。そのため、所与のアセット・チャンネルは、第１の時刻に第１の番組チャンネルのアセ
ットの選択肢を、第２の時刻に第２の番組チャンネルのアセットの選択肢を、というよう
にサポートすることが可能である。この多重化は、上記のように統計に基づいて利用時間
枠を絞り込むことにより高められる。アセットの選択肢は、さらに、利用可能帯域幅を広
げることにより改善される。これは、図１６Ｃに例示されている。ネットワーク帯域幅は
、多数の番組チャンネルに分割できる番組チャンネル帯域幅１６５０、上記のように、ア
セットの選択肢の配信専用の多数のチャンネルを含む、専用アセット・チャンネル帯域幅
１６５２、およびアセットの選択肢の配信専用ではないが、ときにはこの目的のために利
用可能であるチャンネルを含む日和見的アセット・チャンネル帯域幅１６５４を含む。本
発明のシステムは、日和見的アセット・チャンネルを識別し、利用するように動作可能で
ある。例えば、ケーブル・テレビ網のいくつかのチャンネルは、オンデマンド映像・コン
テンツを配信するために特定の時刻に使用される。これらのチャンネルは、オンデマンド
映像・コンテンツを配信するために使用されていないときには、追加のアセットの選択肢
を提供するために、本発明により利用される。同様に、上記のように、ネットワークは、
ノード領域内のユーザによる要求があったときのみ、利用可能帯域幅を使用して番組チャ
ンネルを配信するノード・フィルタを備えることが多い。これらの場合、ノード領域ユー
ザが利用可能帯域幅を完全に利用した番組チャンネルを要求していなかった場合、チャン
ネルは、アセットの選択肢の送信に日和見的に利用可能なものである。
【０１４６】
　図１６Ｃでは、専用アセット・チャンネル帯域幅１６５２は、５つの専用アセット・チ
ャンネルを含むものとして例示されている。それに加えて、例示されている期間では、ネ
ットワークは、４つの追加の日和見的アセット・チャンネルを含む日和見的アセット・チ
ャンネル帯域幅１６５４を含むものとして示されている。例示されているブレーク１６５
６、１６５８、１６６０、１６６１、および１６６３は、帯域幅１６５２および１６５４
を利用するさまざまな方法を例示している。そこで、ブレーク１６５６および１６５８は
、重ならない時刻に出現する。したがって、それぞれのブレーク１６５６または１６５８
は、専用アセット・チャンネルのすべてによりサポートされることが可能であり、この場
合、日和見的に利用可能なアセット・チャンネル１６５４を使用しない（ただし、日和見
的アセット・チャンネルを使用することで、より広範囲にわたるターゲット設定オプショ
ンをサポートすることが可能である）。ブレーク１６６０および１６６１は、オーバーラ
ップし、そのため、専用アセット・チャンネル１６５２のスケジューリングに関する衝突
を示す。示されている例では、専用アセット・チャンネルは、例えば、それらのチャンネ
ル上の視聴者の規模に比例してブレーク１６６０と１６６１との間にあるように割り当て
られる。それとは別に、利用可能なアセットの選択肢は、ファントムで示されているよう
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に日和見的アセット・チャンネル１６５４を使用することにより補われる。最後に、ブレ
ーク１６６３については、専用アセット・チャンネル１６５２の全部、および日和見的ア
セット・チャンネル１６５４の一部は、ブレーク１６６３をサポートする広範囲にわたる
アセットの選択肢をサポートするために使用される。
【０１４７】
　Ｃ．動的スケジューリング
　上記のように、このシステムでは、現在のネットワーク状態に基づいて、１つまたは複
数の番組チャンネルをサポートし、アセットが動的に挿入される。すなわち、予想される
ネットワーク状態に基づいて前もって選択されるのとは反対に、現在のネットワーク状態
に照らして、番組チャンネルについてアセットが選択される。テレビ番組のブレークに関
してアセットの動的挿入を対象とする方法２２００は、図２２に例示されている。図に示
されているように、この方法は、番組チャンネルを監視して（２２１０）、例えば、現在
の番組または現在の視聴者規模を決定することから始まる。多数の番組チャンネルを監視
可能であることは理解されるであろう。いずれにせよ、少なくとも１つの番組チャンネル
の現在のステータスに関するステータス情報が、調達される（２２２０）。このような調
達には、放送網内で１つまたは複数のＣＰＥ（例えば、ＤＳＴＢ）から信号を受信するこ
とを含む。この点に関して、このようなステータス情報は、実質的にリアルタイムで、ま
たは少なくともターゲット・アセットが提供されるブレークに詳しく対応する期間内に、
受信される。ステータス情報は、限定されることなく、現在の番組、１つまたは複数の番
組チャンネルに対する現在の視聴者の規模、現在の番組チャンネルの視聴者に関する視聴
者分類情報、および／または現在の番組チャンネルの視聴者の地理的構成、およびもちろ
ん、地理情報を含む分類に関する投票を含む。このような情報は、もしあったとすれば、
プライバシー問題に相当な注意を払って取得するのが好適である。そのような現在のステ
ータス情報に基づいて、１つまたは複数の番組チャンネルの次回番組期間についてアセッ
ト挿入オプションを識別する（２２３０）。例えば、アセットの選択肢は、現在のネット
ワーク状態に基づいて選択される。１配列では、後続の番組期間に対するアセット挿入ス
ケジュールは、現在のネットワーク状態に基づいて立てられる（２２４０）。例えば、後
続のブレークに対するアセット群は、現在のネットワーク状態に基づいてアセットを埋め
ることができる。したがって、選択されたアセットが、後続のブレーク内に挿入される（
２２５０）。
【０１４８】
　このような方法により、高価値の放送時間に、適切なアセットを確実に埋めることが可
能である。例えば、視聴者が現在の番組期間について予想される以上に大きいことを、現
在のネットワーク状態が示している場合、より高い価値のアセットを使用してブレークを
埋める。このような状態は、例えば、アセット配信価値が高く、予想視聴者規模が大きい
番組が、所定の番組期間を超えてアセット配信価値の低い後続の番組期間に突入する（例
えば、スポーツ・イベントが延長戦に入る）場合に存在する。以前には、後続の低価値番
組期間を対象とするアセットが、事前にスケジューリングされた配信時間に基づいて予想
以上に大きい視聴者に放送され、その結果収益機会が減ることもあった。本発明のシステ
ムでは、動的な（例えば、ジャストインタイムの）アセット・スケジューリングが可能で
あるか、または少なくとも、変化するネットワーク状態に基づいて事前スケジューリング
された配信をオーバーライドすることが可能である。
【０１４９】
　Ｄ．レポート機能
　アセットの選択肢の中から、どのアセットが（複数の）ユーザに配信されたかを示すレ
ポートをＣＰＥから受信することなく、本発明のターゲット・アセット・システムを実装
することが可能である。すなわち、どのようなアセットが誰に配信されたかについては相
当の不確定性があるが、投票法により現在のネットワーク状態に関する推定に基づいてア
セットの価格が決定される。このような価格決定は、従来のアセット配信パラダイムの下
での格付けまたはシェアベースの価格決定に関するいくつかの点で改善される。それとは
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別に、価格決定は、アセットを受信したユーザの数の推定値を形成するためにアセット挿
入の記録とともに、ニールセン・データなどの人口統計格付け情報に全面的に基づく。例
えば、これは、よい格付け情報を持つ番組チャンネルに関連して機能する。
【０１５０】
　しかし、本発明のＣＰＥ選択モデルに関連して、アセットの実際の配信に関するレポー
ト情報を取得することが望ましい。すなわち、アセット選択はＣＰＥ側で実行されるため
（転送・蓄積または同期送信アーキテクチャのいずれかで）、アセットの実際の配信に対
する規模および視聴者分類値に関する不確定性改善は、レポート機能を使用することによ
り高められる。後に説明されるように、本発明は、この点に関して適切なレポート機能を
実現し、またこのようなレポート情報を使用して保証された配信および／または実際の視
聴者のターゲット視聴者への適合度に基づき課金を可能にするメカニズムも実現する。課
金情報およびアセット有効性および投資収益率の分析に利用可能な情報の品質を改善する
ことに加えて、このレポート情報は、リアルタイムに近い（いくつかのレポート機能実装
において）視聴者測定を高い精度で行うためのものである。この点に関して、レポート機
能は、レポートが実際の視聴者規模の肯定的な事後指示を与えるものであるため、測定ツ
ールとして投票よりも好適である。したがって、このような情報があれば、格付けおよび
シェア・データを改善することが可能である。例えば、このようなデータを、ネットワー
クまたはタグ付け測定組織にライセンスする。
【０１５１】
　図２３Ａは、本発明によるレポート・システム２３００を例示している。レポート・シ
ステム２３００は、一般に参照番号２３０２により識別される、加入ユーザ・グループの
少なくとも一部のユーザが実際のアセット配信をレポートするように動作する。例示され
ている実装では、このようなレポート情報は、中継局２３０４などのネットワーク・プラ
ットフォームに送信される。レポート情報は、さらに、オペレーション・センター２３０
６およびトラフィック課金システム２３０８により処理される。
【０１５２】
　より具体的には、レポート情報は、個々のＣＰＥ　２３１４により生成され、ＣＰＥは
それぞれ、レポート処理モジュール２３１６、アセット・セレクタ・モジュール２８１８
、およびユーザ監視モジュール２３２０を備える。ユーザ監視モジュール２３２０は、現
在のユーザからの入力を監視し、それらの入力を分析して、そのユーザに対する推測視聴
者分類パラメータ値を決定する。そのため、例えば、モジュール２３２０は、リモート・
コントロールからのクリック・ストリームを、そのクリック・ストリームのパターンとあ
り得そうな視聴者分類パラメータ値との照合に使用される情報とともに分析される。
【０１５３】
　これらの分類パラメータは、次いで、アセット・セレクタ・モジュール２３１８により
、利用可能なアセットの選択肢からアセットまたはアセット・シーケンスを選択するため
に使用される。そのため、上記のように、複数のアセット・シーケンスが、番組チャンネ
ルおよび別のアセット・チャンネル上で利用可能な場合がある。これらのアセットととも
に、またはそれに先立って配信されるメタデータにより、視聴者分類パラメータ値に関し
てアセットのターゲット視聴者を識別することが可能である。したがって、モジュール２
３１８は、ユーザの推測視聴者分類パラメータ値をアセットの選択肢のターゲット視聴者
分類パラメータ値と照合することにより（複数の）ユーザに配信するために利用可能なオ
ークションからアセットが選択される。適切なアセットの選択肢が一端識別されると、配
信は、対応するアセット・チャンネルに適宜切り替える（または番組チャンネル上に残る
）ことにより実行される。
【０１５４】
　レポート処理モジュール２３１６は、実際に配信されたアセットに関する情報を中継局
２３０４にレポートし、いくつかの実装では、アセットの配信先の（複数の）ユーザのい
くつかの視聴者分類パラメータ値をレポートするように動作する。したがって、このよう
な実装では、レポート処理モジュール２３１６は、モジュール２３１８からアセット配信
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情報を受信し、ユーザ監視モジュール２３２０から（複数の）ユーザに対する推測視聴者
分類パラメータ情報を受信する。この情報を使用して、レポート・ファイルのさまざまな
フィールドを埋める。他の実装では、視聴者分類情報は、レポートに含まれない。しかし
、アセットは、ターゲット・パラメータと一致する１人または複数のユーザに配信された
と想定される。さらに、このような想定は、レポートに含まれる適合度パラメータにより
サポートされる。そのため、視聴者分類情報は、レポートに機密情報が含まれていない場
合でも、推論される。
【０１５５】
　本発明の好適な実装では、レポート・システム２３００は、標準モードまたは公開モー
ドで動作する。標準モードでは、送信レポート・ファイル２３１２は、機密情報を実質的
に含まない。そのため、例えば、ファイル２３１２により、上記のように、実際に配信さ
れたアセット、どのようなチャンネルで配信されたか、および適宜、適合度の尺度を識別
される。ファイル２３１２は、さらに、少なくともそのヘッダ・フィールドにユーザの識
別コードを含む。この識別コードおよびプライバシーの観点から機密とみなせる他の情報
は、レポート処理の最初の方の工程として削除またはハッシュされる。例示されている実
装では、サニタイジング・モジュール２３１３は、中継局２３０４で更に処理を進める前
にそのような情報を削除またはハッシュする。さらに、標準モードでは、レポート情報は
、さらに処理する前に、例えば、視聴者規模および人口統計を公開したり、または今後の
放送のためターゲット母集団を推定することを目的として、モジュール２３１３により匿
名化され、集約されるようにできる。
【０１５６】
　公開モードでは、レポート・ファイル２３１０は、機密情報を含むさらに多く情報が格
納される。例えば、ユーザの名前、年齢、性別、所得などの情報がファイル２３１０に格
納される。この点に関して、さまざまなレベルの公開モードが、さまざまなレベルの許容
される潜在的に機密の情報に応じて定義される。この情報は、例えば、システム・パフォ
ーマンスを監視し、エラーを診断するために推定値と比較することに使用される。そのた
め、情報は、ターゲット設定が機能することを実証するためにも使用される。公開モード
の動作は、レポート・ファイルへの潜在的に機密である情報の包含を承諾した少数のユー
ザに限定することができることは理解されるであろう。この点に関して、ＣＰＥレベルで
（およびどのような公開モードレベルであっても）公開モード動作への関与を個々に制御
することが可能である。
【０１５７】
　レポート・ファイルは、中継局２３０４を通り、オペレーション・センター２３０６に
より処理される。オペレーション・センター２３０６は、レポート情報を処理することを
含む多数の機能を実行し、上記のように課金および診断機能にサブミットするように動作
する。オペレーション・センター２３０６は、次いで、処理済みレポート情報をトラフィ
ック課金システム２３０８に転送する。トラフィック課金システム２３０８は、処理済み
レポート情報を使用して、配信されたアセットに関する測定情報をアセット・プロバイダ
に送り、配信されたアセットに対する適切な課金額を割り当て、新しいアセット配信契約
を交わすことに関してターゲット母集団を推定する。
【０１５８】
　レポート機能に関連する必要帯域幅を縮小するために、上記の統計的投票方法と同様に
統計的レポート機能が実装される。特に、すべてのブレークに関してすべてのＣＰＥレポ
ート配信を行わせるのではなく、視聴者２３０２の統計的標本抽出からレポートを得るこ
とが望ましいと思われる。例えば、それぞれのユーザのＣＰＥは、それぞれのレポート機
会に関連して数を発生する乱数発生器を備える。関連するロジックは、いくつかの数、例
えば数字「５」で終わる数が生成されたときのみＣＰＥがレポート・ファイルを送信する
ように構成される。それとは別に、ＣＰＥは、中継局２３０４による問い合わせ後にのみ
レポートを生成するか、または中継局２３０４を、視聴者２３０２の標本抽出のみを問い
合わせるように構成される。このような統計的レポートは、図２３にグラフで示されてお
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り、そこでは、所与のレポート機会に関してレポートするように選択されたユーザは、実
線のリンクに関連付けられ、選択解除されたユーザは、破線のリンクに関連付けられる。
さらに、レポートは、一定期間、例えば、２４時間または７日間のすべてのレポートを１
回のレポート送信で集められるようにバッチ処理される。このような送信は、例えば、ネ
ットワークの低メッセージング・トラフィック期間と一致するようにタイミングが決めら
れる。また、異なるＣＰＥからのレポートは、後に説明されるように時間の経過とともに
拡散される。
【０１５９】
　レポートシステム２３００は、適宜、アセット・スキップ機能を実装するように構成さ
れる。いくつかの場合において、アセット配信期間の間中高速転送することなどでユーザ
はアセットをスキップすることが可能であると思われる。これの場合に、アセット・プロ
バイダは、その投資収益率の現象に遭遇する。特に、上記のように、番組アセットを提供
するのにかなりのコストがかかる。アセット・サポート・ネットワークの場合、このコス
トは、アセット配信収益により全体または一部が補助される。すなわち、アセット・プロ
バイダは、コマーシャル・インプレッションをユーザに配信する機会の対価を支払う。本
発明のシステムの背景状況において、これらのアセットのコストは、消費者１人当たりア
セット１つ当たりのコストに容易に変換される。すなわち、ターゲット・インプレッショ
ンの数がレポート情報から知られており、またアセット毎のコストが連絡先情報から知ら
れているため、ユーザ毎、アセット毎のコストを直接計算することができる。ユーザがア
セットをスキップすると、アセット・プロバイダにとっての価値は、この額だけ減少する
。例示されているシステム２３００では、アセット・スキップ・イベントを検出し、この
情報をレポートする。次いで、損害を受けたアセット・プロバイダは、この金額の減少の
補償を受け、および／またはユーザには、このようなアセット・スキップの補償のため課
金する。例えば、後者の点に関しては、番組アセットを値引きして、アセットの配信を受
け入れることに同意しているユーザに配信する。ＶＯＤまたはＤＶＲの背景状況では、他
のユーザがそれらのアセットをスキップすることができる。このため、すでに、実際には
、ペイ・パー・ビューに限定されているいくつかの背景状況においてアセット配信サポー
トが容易になる。例えば、転送・蓄積アーキテクチャを介して提供される映画またはネッ
トワーク番組の近々の（例えば、翌日の）再放送は、アセットがすでに配信されていると
いう妥当な保証をアセット・プロバイダが得られるときにサポートされるアセットとして
よい。
【０１６０】
　この点に関して、例示されているシステム２３００は、適宜、アセット・スキップ・モ
ジュール２３２２を備える。アセット・スキップ・モジュール２３２２は、アセット・ス
キップ・イベント（全部または一部）を識別し、この情報をネットワークにレポートする
ように動作する。例えば、アセット・スキップ・イベントは、リモート・コントロールか
らのクリック・ストリームを監視すること、またはユーザに配信される映像・ストリーム
を他の何らかの形で監視することに基づいて識別される。図２３Ｂに示されているように
、この点に関して適切な情報はレポート・ファイル２３１１に収められる。例示すること
を目的として、ファイル２３１１は、４種類のレポート情報２３１１Ａ～Ｄを格納する。
２３１１Ａは、問題のブレークまたはスポットを識別する。フィールド２３１１Ｂは、Ｃ
ＰＥによって選択されたアセットの選択肢を示している。例えば、選択されたアセットは
、関連付けられているアセット・チャンネルを参照することにより識別される。この情報
は、損害を受けたアセット・プロバイダを識別するのに役立ち、これによりアセット・プ
ロバイダは、適宜、アセット・スキップの補償を受ける。フィールド２３１１Ｃは、ユー
ザに対するいくつかの視聴者分類パラメータ値を識別するものであり、例えば、公開モー
ド動作に含められる。最後に、フィールド２３１１Ｄは、アセットがスキップされたかど
うかを示すスキップ・フラグを含む。このフィールド２３１１Ｄにより、アセット・スキ
ップに関して、アセット・プロバイダを補償し、適宜ユーザに課金する。
【０１６１】
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　図２４は、レポートシステム２４００のさまざまなネットワーク・コンポーネント、さ
らにはターゲット課金システム全体の他の機能コンポーネントとの接続を例示している。
例示されているシステムは、中継局コントローラ２４０２、オペレーション・センター２
４０４、およびＴ＆Ｂシステム２４１６を含む。ターゲット・アセット配信のない従来の
ネットワークでは、トラフィック課金システムは、一般に、多数の機能を備える。これら
のうち、トラフィック機能は、オーダー・エントリーおよびスポットへのアセットの割り
当てを含む。この点に関して、アセット配信スケジュールは、中継局が識別されたキュー
を受信した後、特定のアセットを挿入することを知るように立てられる。他の機能は、課
金に関係する。中継局がアセットを挿入した場合、これは、送出ログを生成する。これら
の送出ログは、課金を目的としてアセットの配信を確認する宣誓書を生成するためにトラ
フィック課金システムにより使用される。従来のネットワークの場合、これは直接的な方
法であるが、それというのも、何が挿入されたか、したがって何が配信されたかを中継局
が知っているからである。さらに、従来のネットワークは、直接的に配信を測定すること
をしない。
【０１６２】
　本発明によるターゲット・アセット配信システムの場合、いくぶん込み入っている。オ
ーダー・エントリーは、視聴者集約、スポット最適化、および本明細書で説明されている
ような他の概念を含む。この方法を容易にするためのインターフェイスについて、以下で
詳しく説明する。課金に関しては、従来の送出ログ（それとレポート情報）に類似の情報
をＴ＆Ｂシステム２４１６に供給することが望ましいが、配信情報は、ＣＰＥから発せら
れる。さらに、どのようなアセットが、どのような番組チャンネルに関連して配信された
かを知るには、一般的に、１）どのようなアセット・チャンネルがどのようなスポットに
ついて使用されたかを示す、ＣＰＥからのレポート、２）どのようなアセットが、そのス
ポットに対するそのアセット・チャンネル上に挿入されたか、３）そのスポットについて
アセット・チャンネルがどのような番組チャンネルに関連付けられたかを必要とする。
【０１６３】
　例示されている中継局コントローラ２４０２は、アセット・チャンネルを介して送信さ
れたターゲット・アセットを識別するすべてのアセット・チャンネルについて送出ログ２
４１４を生成する。そのため、例示されているシステム２４００の工程Ａでは、中継局コ
ントローラ２４０２からの送出ログ２４１４は、オペレーション・センター２４０４によ
り処理される。この処理では、アセット・チャンネル上に、アセット・サーバー２４１２
により挿入されたすべてのターゲット・アセットの、Ｔ＆Ｂシステム２４１６による使用
に関して、ネットワーク・ベースの課金を行う。工程Ｂでは、ターゲット・アセット・デ
ータベース２４０６からの情報に基づいて仮想チャンネルと番組チャンネルとの相関が求
められる。例示されているシステム２４００の工程Ｃで、レポート情報が処理される。特
に、レポート情報を含むアセット配信通知（ＡＤＮ）２４１０は、ＣＰＥまたはその代表
標本抽出によるそれぞれのアセット配信に関連して得られる。この情報は、少なくともス
ポットまたはブレークおよび選択されたアセットまたはアセット・チャンネルを識別する
。上記のように、すべてのデジタル・セット・トップ・ボックスは、ＡＤＮを返すように
、または返さないように構成することができる。
【０１６４】
　送出ログ２４１４は、ＡＤＮ　２４１０およびターゲット・アセット・データベース情
報とともに、それぞれの番組チャンネルに関してどのようなターゲット・アセットが放映
されたか、また何台のデジタル・セット・トップ・ボックスが実際にアセットを配信した
かを明確に示すものである。この情報は、実際のアセット配信を検証する宣誓書２４２０
を生成するために使用される。以下でさらに詳しく説明されるように、これにより、ター
ゲット・インプレッションの保証された配信を含む新しいアセット配信パラダイムが使用
可能になる。
【０１６５】
　図２５は、レポート機能を実装する加入者宅側の方法２５００を一般的に例示する。例
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示されている方法２５００は、アセット配信を監視する（２５０２）ことにより開始する
。すなわち、ＣＰＥは、アセット配信をレポートすることを目的として所与のブレークに
関連して選択されたチャンネルを監視する。次いで、ＣＰＥが標準モードで動作するのか
、または公開モードで動作するのかに関する決定、および後者の場合には、どのようなレ
ベルの公開モード、例えば完全公開なのか部分的公開なのかを決定する（２５０４）。上
記のように、公開モード動作は、一般に、それぞれの動作に特に同意しているユーザに制
限される。標準モードの動作については、ＣＰＥは、アセット配信、およびおそらく、機
密情報を含まない適合度の尺度をレポートする（２５０６）。公開モードでは、ＣＰＥは
、ネットワークにレポートするより大きなレベルの情報を決定する（２５０８）。このよ
うな情報は、ユーザに関する機密情報を含む。いずれの場合も、ＣＰＥは、統計的レポー
トモジュールを実行し（２５１０）、レポート生成するかどうかに関する決定（２５１２
）を下す。このような統計的レポート機能により、レポート機能に関連する必要な帯域幅
が縮小する。レポートが生成されない場合、システムはアセット配信の監視（２５０２）
に戻る。
【０１６６】
　他方で、レポートが配信される場合、レポート・スプレッディング・モジュールを実行
する（２５１４）。レポート・スプレッディング・モジュールは、すべてのレポートＣＰ
Ｅからのレポートが、同時に生成されないことを確実にする動作をする。そのため、例え
ば、レポート・スプレッディング・モジュールは、特定のブレークに対する配信レポート
に関連する特定の時間遅延を決定する。この時間遅延は、事前定義済みであってよく、ま
た異なるＣＰＥについては異なっていてもよい。それとは別に、遅延は、可変であっても
よく、例えば、乱数発生器の出力に基づいて決定される。なおもそれとは別に、レポート
は、帯域幅の利用度が増えると予想される場合にある時刻（例えば、夜間）に配信するた
めに格納される。その場合、異なるＣＰＥは、それでも、異なる時刻にレポートする。レ
ポートは、送信されるまで、長期間にわたって格納しておいてかまわない。その後、レポ
ートが生成され（２５１６）、レポート・スプレッディング・モジュールにより決定され
た通りに送信される。次いで、システムは、アセット配信の監視（２５０２）を継続する
。
【０１６７】
　図２６は、レポート機能に関連するネットワーク側の方法２６００を例示している。例
示されている方法２６００は、実際のアセット配信を示すアセット・レポートを受信する
（２６０２）ことにより開始される。上記のように、レポートは、識別コードおよびプラ
イバシーの観点から機密とみなされる他の情報を含む。このような情報は、レポート処理
の早い段階の工程で削除またはハッシュするとよい。それに加えて、レポートが標準モー
ド動作を反映しているのか、公開モード動作を反映しているのかの決定（２６０４）が下
される。例えば、公開モード動作または標準モード動作を識別するフィールドをレポート
に含めるか、またはさまざまなレポートフィールドの内容を分析して、それらが標準モー
ド動作を反映するのか、または公開モード動作を反映するのかの決定を下す。標準モード
・レポートの場合、レポート情報は、処理を進める前に、匿名化し、集約するとよい。公
開モード・レポートは、ある種の診断を実行する（２６０６）場合に使用される。例えば
、公開モード・レポートに含まれる実際のユーザ識別情報を、推測視聴者分類パラメータ
値（アセット選択により示される）と比較して、ユーザ識別ロジックの正確さを調べる。
それとは別に、公開モードでは、レポートは、中継局側に格納されているユーザまたは世
帯に関する情報にアクセスするために使用できる識別子を単に含む。統計的レポート機能
の場合、標準モード・レコードおよび公開モード・レコードは両方とも、視聴者パラメー
タを決定する（２６０８）ために使用される。上記のように、レポート機能に関連する必
要な帯域幅を減らすために、ＣＰＥすべてとはいえないが、例えば、統計的標本抽出から
、レポートが形成される。したがって、統計的モデルは、レポート・データに基づいて視
聴者規模およびさまざまな視聴者セグメントの規模を決定するために使用される。
【０１６８】
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　次いで、レポート情報に基づいて、課金パラメータおよび適合度情報が決定される（２
６１２）。課金パラメータは、一般に、アセットが配信された先の視聴者の規模に関する
情報を含む。適合度情報は、実際の視聴者がアセット・プロバイダのターゲット視聴者と
どれだけよく一致していたかに関係する。この点に関して、十分な適合度であれば割増料
金が引き出されるか、または割引またはクレジットを適用できるか、または適合度が十分
でなかった場合には過剰配信を与える。次いで、この情報に基づいて、Ｔ＆Ｂシステムは
課金レコードが生成される（２６１４）。このような課金は、最適に満たない配信の補償
とともにターゲット・インプレッションの保証配信を反映することは理解されるであろう
。
【０１６９】
　上記のように、プラットフォームおよび関連するグラフィカル・ユーザ・インターフェ
イスは、アセット契約情報を受け取るために備えられる。以下でさらに詳しく説明される
ように、アセット・プロバイダは、このインターフェイスを使用して、地理情報、人口統
計情報、実行時情報、実行頻度情報、実行順序情報、およびアセット配信制約条件を定め
る他の情報などのターゲット設定情報を指定する。同様に、他のソースから制約条件情報
が提供される。この契約情報は、さらに、適合度に関係する価格決定パラメータを含む特
定の価格決定情報も含む。さらに、本発明によれば、レポート情報は、トラフィックおよ
び課金を目的として上記のように利用される。これはすべて、従来のアセット配信パラダ
イムの背景状況において開発された従来の製品であり、Ｔ＆Ｂシステムと、新しいアセッ
ト配信パラダイムの実装を可能にする本発明のターゲット・アセット配信システムとの間
のある程度の統合を必要とする。
【０１７０】
　とりわけ、この統合は、Ｔ＆Ｂシステムの適切な構成、ターゲット・アセット配信シス
テムの適切な構成、およびＴ＆Ｂシステムとターゲット・アセット配信システムとの間の
情報の転送に適したメッセージング・プロトコルおよびメッセージング・フィールドの定
義を必要とする。Ｔ＆Ｂシステムに関して、このシステムは、ターゲット・アセット配信
に関係するトラフィックおよび課金データの新しいフィールドを認識するように構成され
る。これらのフィールドは、格付けまたはシェア・データとは対照的に、レポート・デー
タを使用して、課金額を決定すること、適合度パラメータを使用して、課金パラメータを
決定すること、後続の放送に対するターゲット母集団を推定する際にレポート情報を使用
することに関連付けられる。したがって、Ｔ＆Ｂシステムは、この点に関してさまざまな
フィールドを認識し、アセット配信契約に従って課金パラメータを計算する関連ロジック
を実行するように構成される。
【０１７１】
　ターゲット・アセット・システムは、定義済みグラフィカル・ユーザ・インターフェイ
スを介してさまざまなアセット契約情報を受け取る。このアセット契約情報には、ターゲ
ット視聴者、適合度パラメータなどに関係するさまざまな制約条件が設定される。それに
加えて、グラフィカル・ユーザ・インターフェイスは、実質的にリアルタイムで、定義済
み契約パラメータに関連付けられている推定ターゲット母集団を予想する動作をする。そ
の結果、ターゲット・アセット配信システムとＴ＆Ｂシステムとの統合には、グラフィカ
ル・ユーザ・インターフェイスを介して送り込まれる入力が、ターゲット・アセット配信
システムにより認識される適切なフィールドにマッピングされるようにターゲット・アセ
ット配信システムを構成することを含む。それに加えて、このような統合は、ターゲット
母集団を推定する際に使用するターゲット・アセット配信システムから転送されるレポー
ト情報を認識することも含む。一般に、Ｔ＆Ｂシステムは、ターゲット・アセット配信シ
ステムからの情報を使用して、ターゲット母集団を、グラフィカル・ユーザ・インターフ
ェイスを介してアセット・プロバイダにより入力されたさまざまな契約情報の関数として
推定するための、この点に関するロジックを含むように修正される。
【０１７２】
　それに加えて、ターゲット・アセット・システムとＴ＆Ｂシステムとの間のインターフ
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ェイスは、上記のように、ターゲット・アセット配信機能に対応するように従来のインタ
ーフェイスに関して拡張される。すなわち、課金はターゲット・インプレッションに基づ
いているため、Ｔ＆Ｂシステムにより、課金パラメータを計算するために追加のアセット
配信レポート情報が必要になる。同様に、ターゲット母集団を推定する際にＴ＆Ｂシステ
ムに知らせるために、ターゲット・アセット・システムからの情報が必要である。さらに
、ターゲット設定制約条件を定義する契約情報は、Ｔ＆Ｂシステムからターゲット・アセ
ット・システムに渡される。したがって、上記のように、システム間の送信にさまざまな
フィールドが定義される。これらのフィールドは、システム間のメッセージング・インタ
ーフェイスを拡張することにより適応する。それに加えて、適切なメッセージング・プロ
トコルが、この拡張されたメッセージング・アセットを受け入れるように定義される。
【０１７３】
　図２７は、この点に関してシステムをインターフェイスする方法２７００を例示してい
る。例示されている方法２７００は、Ｔ＆Ｂシステムを提供する（２７０２）ことから開
始される。上記のように、Ｔ＆Ｂシステムを提供する出発点は、従来の時間帯購入アセッ
ト配信パラダイムの背景状況において開発された従来のＴ＆Ｂシステムを使用することを
含む。次いで、レポート・データの受信に使用されるフィールドおよびフォーマットが確
立され（２７０４）、Ｔ＆Ｂシステム内に組み込まれる。それに加えて、Ｔ＆Ｂシステム
からターゲット・アセット配信システムに情報を出力するためのいくつかのフィールドお
よびフォーマットが用意され、例えば、アセットのターゲット設定に使用することができ
る。動作時に、特定のアセットに対するターゲット設定制約条件を含む契約情報は、Ｔ＆
Ｂシステムからターゲット・アセット・システムに出力される（２７０５）。アセットは
、上記のように制約条件に従って配信される。次いで、Ｔ＆Ｂシステムにより、配信レポ
ート・データが取得される（２７０６）。このレポート・データは、ＣＰＥから送信され
、上記のようにＴ＆Ｂシステムに配信される前に、オペレーション・センターにより処理
されるようにできる。それに加えて、Ｔ＆Ｂシステムは、関連するアセット配信契約に関
係する契約情報にアクセスする（２７０８）。この情報により、いくつかの課金パラメー
タを視聴者規模および適合度情報の関数として指定する。次いで、Ｔ＆Ｂシステムは、契
約情報およびレポート・データに基づいて課金データを決定し（２７１０）、適切な請求
書を生成する（２７１２）ように動作する。
【０１７４】
　ＩＶ．例示的なシステム実装
　上では、放送網内でターゲット・アセットを提供するシステムについて説明した。この
説明では、ケーブル・テレビ網でターゲット広告を行うために多数の参照があった。それ
に加えて、中継局、ＣＰＥ、およびＴ＆Ｂプラットフォームに適切な追加および修正を行
った、いくつかの従来のコンポーネントを使用してターゲット広告システムを実装するこ
とに対しても参照した。これは、限定はしないが、本発明の有利な応用を表している。こ
の節では、特定の実装詳細の例とともにさらに詳しく本発明のこの応用について説明する
。
【０１７５】
　以下の例は、本発明の具体的実装を例示するために掲載されており、本発明の範囲を制
限することが意図されていないことは理解されるであろう。例えば、本発明は、上記のよ
うに、ケーブル・テレビ環境にも、また広告のターゲット設定にも限定されることはない
。それに加えて、後に説明されるシステムでは、ＣＰＥと中継局などのネットワーク・プ
ラットフォームとの間のさまざまな通信を利用する。特定の通信の方法については、帯域
内および帯域外の経路を含む例示を目的として以下で説明される。このような通信は、ケ
ーブル・ネットワーク経路または別のネットワークを使用して利用可能な手段により実行
することができることは理解されるであろう。さらに、後に説明されるシステムは、特定
の投票およびレポート処理機能を含み、これを利用し、広告主ターゲット設定制約条件と
視聴者分類パラメータとを一致させることにより広告をターゲットとし、配信の確認が行
われるが、本発明のいくつかの態様は、投票またはレポート機能なしで実装することが可
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能であることは理解されるであろう。
【０１７６】
　さらに、ターゲット設定は、広告主ではなく、ユーザ、ネットワーク事業者、コンテン
ツ・プロバイダ、または他の事業者により決定される制約条件に関して実行される。その
点に関して１例では、上記のように、ユーザは、例えば、子供または他のデリケートな視
聴者を特定のコンテンツから保護するために、選択した実装において例外を定義する。同
じようにして、ユーザは、そのような選択した実装において選好を定義する。しかし、後
に説明されるシステムでは、本発明の商業的に意味のある応用例を表す広告定義ターゲッ
ト設定制約条件を重視している。前記の説明に基づき、以下の説明は、特定の実装の例示
により理解されるのであって、制限よって理解されるべきではない。次に図２８を参照す
ると、放送通信ネットワーク用の広告をターゲットとするために使用される、システム２
８００のブロック図が示されている。例示されているシステムは、中継局挿入システムで
あるが、ターゲット広告は、後に説明されるように、ＣＰＥ側に挿入されてもよいことに
留意されたい。例示されているシステム２８００は、広告ソース・システム２８０１およ
び放送コンテンツ・ソース２８０２（例えば、テレビ網番組プロバイダの）などの多数の
ソースから音声および／または映像・コンテンツを受信することができる中継局２８０３
などのプラットフォームを備える。ソース・システム２８０１およびソース２８０２は、
デジタル通信、アナログ通信、またはそれらの組み合わせを使用して、音声および／また
は映像・コンテンツを提供することが可能である。例示されているシステム２８００は、
さらに、後に説明されるように広告のターゲットを設定し、選択された放送コンテンツを
提供し、配信をレポートする際に使用するため、放送網のユーザからの通信を受け取る。
この点に関して、ケーブル・テレビ網のそれぞれのユーザは、テレビ番組および広告など
のコンテンツをユーザが受信できるようにするＣＰＥ　２８１０を有する。ユーザの特定
のＣＰＥ　２８１０は、現在の１人または複数のユーザの視聴者分類パラメータを推定し
、それらのパラメータを広告のターゲット設定制約条件と比較する。したがって、それぞ
れのユーザの特定のＣＰＥ　２８１０は、個々のＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎに配信する
ように広告および／または放送コンテンツを中継局２８０３が構成できるように中継局２
８０３に投票を送信する。
【０１７７】
　ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎに配信するようにコンテンツを構成するのを補助するため
、例示されている中継局２８０３は、コンテンツ選択プロセッサ２８０５およびコンテン
ツ同期装置２８０４を備える。コンテンツ同期装置２８０４は、アセット・サーバー２８
０１から広告を受信し、放送コンテンツ・サーバー２９０２から放送コンテンツを受信す
る。例えば、放送コンテンツ・ソース２８０２は、テレビ番組などの、さまざまな種類の
音声および／または映像・コンテンツを提供する。広告ソース・システム２８０１は、さ
らに、広告（例えば、コマーシャル）の形態でいくつかの種類の音声および／または映像
・コンテンツを提供する。コンテンツ同期装置２８０４は、放送コンテンツ・ソース２８
０２から放送コンテンツを受信して、レポートソース・システム２８０１からレポートを
放送コンテンツ内に選択的に挿入する。これは、広告アセットを番組コンテンツ・ストリ
ーム内にインターリーブすること、および／または広告アセットを専用広告チャンネルな
どの別の帯域幅内に挿入することを含む。広告アセットは、さらに、他の手段によりＣＰ
Ｅに送信することも可能である。コンテンツ同期装置２８０４は、次いで、ＣＰＥ　２８
１０１．．．Ｎに配信するため組み合わせたコンテンツを調整する。
【０１７８】
　一実施形態では、ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎは、上記のように配信される広告につい
て独立に投票を行う。例えば、ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎは、ケーブル・テレビ入力を
受信するように構成されたセット・トップ・ボックス（「ＳＴＢ」）を備える。この点に
関して、ケーブル・テレビ・ユーザは、セット・トップ・ボックスでチャンネルを変更す
ることにより放送コンテンツを選択的に受信する（例えば、それぞれのチャンネルは、映
像および音声・コンテンツの一意的なストリームを伝達するように構成される）。放送コ
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ンテンツ内のいくつかの間隔で（多くの場合キューとともに予め決定される定義されてい
る）、中継局（中継局では、挿入実装）により広告が挿入され、セット・トップ・ボック
スを介して顧客に伝達されるようにできる。特に、ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎ上に常駐
するロジックは、ユーザ入力および上記のような他の情報を分析して、現在の１人または
複数のユーザに対する視聴者分類パラメータを推定することが可能である。次いで、これ
らのパラメータを、特定の広告に関連付けられているターゲット設定制約条件と比較する
（これは、広告ＩＤおよび関連付けられているターゲット設定制約条件情報により表すこ
とができる）。この比較に基づいて、当てはめスコアを含む投票が中継局２８０３に送信
される。
【０１７９】
　例示されている実施形態では、中継局２８０３は、ネットワーク・インターフェイス２
８０６を介してそれと通信する多数のＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎから（関与しているす
べてのＣＰＥまたはその標本抽出から）の投票を受信する。ネットワーク・インターフェ
イス２８０６は、これらの投票をコンテンツ選択プロセッサ２８０５に転送し、投票を集
計して、利用可能な帯域幅についてい十配信慮したうえで広告挿入選択を行う。例えば、
ＣＰＥ　２８１０、したがってユーザの数は利用可能な帯域幅を大きく超えて、最良適合
広告（またはユーザについて個別に選択された他の広告）を提供することができないこと
がある。コンテンツ選択プロセッサ２８０５は、ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎから投票を
受け取り、広告別に投票を計算する。限られた数の広告が、投票および他の考慮事項に基
づいて提供される。これらの広告は、利用可能な広告帯域幅（例えば、番組チャンネルお
よび／または（複数の）広告チャンネル上の）内に挿入され、ＣＰＥ　２８１０１．．．

Ｎは、例えば、現在のユーザに対する視聴者分類情報に基づいて、利用可能な広告オプシ
ョン（もしあれば）から選択する。ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎは、投票を中継局２８０
３に継続的に転送し、これによりコンテンツ選択プロセッサ２８０５およびコンテンツ同
期装置２８０４は、同期アセット挿入実装の場合に番組チャンネル・ブレークにおいて広
告を配信し続ける。
【０１８０】
　ターゲット広告を配信するために、システム２８００は、本質的に、ＣＰＥ　２８１０

１．．．Ｎでのチャンネル切り替えを通じて広告の配信と結合された中継局２８０３にお
ける群広告オプションの挿入を含む第１のモード（群モード）、中継局２８０３で広告を
番組コンテンツとインターリーブすることにより配信を含む第２のモード（インターリー
ブ・モード）、およびＣＰＥ　２８１０で広告を挿入することにより配信を含む第３のモ
ード（ＣＰＥ挿入モード）の３つのモードで動作する。群モードでは、コンテンツ同期装
置２８０４は、群をＣＰＥ　２８１０に転送し、これにより、ＣＰＥがそこから広告を選
択し、実質的に継ぎ目なく、チャンネルを広告（一部の広告オプションは、番組チャンネ
ル上で提供することができる）チャンネルに変更する。このような一実施形態では、ＣＰ
Ｅ　２８１０は、その後、他の広告チャンネルまたは番組チャンネルに切り替えられる。
インターリーブ・モードでは、コンテンツ選択プロセッサ２８０５は、放送網ブレーク内
の所定のスポットにおいて配信する広告を選択する（例えば、放送コンテンツ内のキュー
を介して閲覧可能な「コマーシャル・ブレーク」）。その時点で、コンテンツ選択プロセ
ッサ２８０５は、広告を放送コンテンツと同期させるようにコンテンツ同期装置２８０４
に指令する。コンテンツ同期装置２８０４は、選択された広告を放送コンテンツ・ストリ
ーム内に挿入する。ＣＰＥ挿入（または転送・蓄積）モードの場合、広告は、予め（例え
ば、広告チャンネル、他の利用可能なチャンネル、または他の転送メカニズムを介して）
ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎに転送され、これにより、ＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎは、
格納されている広告を所定の時刻に、またはキューが検出されたときに、放送コンテンツ
内に挿入する。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、コンテンツ選択プロセッサ２８０５から広
告を受信して、格納するように構成することができる。ＣＰＥ　２８１０は、次いで、選
択された広告を取り出して、それらの広告を適当な時刻に放送コンテンツ内に挿入する。
このような一実施形態は、図３０に関連して以下でさらに詳しく開示される。
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【０１８１】
　３つの他の実施形態に関して説明されているが（例えば、群モード、インターリーブ・
モード、およびＣＰＥ挿入モード）、当業者であれば、本発明が特定の実施形態に限られ
ることを意図されていないことを容易に理解するであろう。例えば、コンテンツ同期装置
２８０４は、ＣＰＥ　２８１０を直接制御する制御メッセージをチャンネル・チャンネル
または挿入に転送する。さらに、上記の実施形態のうちの１つまたは複数を実装するよう
にシステム２８００が構成される。例えば、ＣＰＥ　２８１０が、そこに格納されている
広告を取り出して、そのコンテンツを番組ストリーム内に挿入するように構成されるが、
中継局２８０３は、このような広告挿入をオーバーライドし、チャンネルを広告チャンネ
ルに切り替えるようＣＰＥに指令する。
【０１８２】
　しかも、本発明は特定のグループ規模に限定されない。例えば、コンテンツ選択プロセ
ッサ２８０５は、広告を個別のＣＰＥ　２８１０に送る（例えば、１つのグループ）。さ
らに、本発明は、多数の広告主または放送コンテンツ・プロバイダに制限されないものと
する。むしろ、放送コンテンツおよび広告は、典型的には、多数のコンテンツ・プロバイ
ダおよびアセット・プロバイダにより提供される。
【０１８３】
　図２９Ａは、放送網のコンテンツをターゲットとするシステム２８００の例示的なコン
ポーネント・レベルのブロック図である。この実施形態では、放送コンテンツは、多数の
放送コンテンツ・ソース２８０２から得られる。例えば、ソースは、多数のアナログ・放
送コンテンツ・ソース２９０２とともに、デジタル・放送コンテンツ・ソース２９０４を
含む。これらの放送コンテンツ・ソース２８０２のいくつかの非制限的例は、オリジナル
を提供するテレビ放送網を含み、および／またはテレビ放送番組をリプレーし（例えば、
「再放送」）、音声・コンテンツ（例えば、対談番組、ラジオ番組など）を提供するラジ
オ網をブロードキャストする。このようなコンテンツは、デジタル・放送コンテンツ・ソ
ース２９０４１．．．Ｎによりデジタル方式で、および／またはアナログ・放送コンテン
ツ・ソース２９０２１．．．Ｎからアナログ伝送を介して提供される。中継局２８０３（
例えば、とりわけ、コンテンツ同期装置２８０４、コンテンツ選択プロセッサ２８０５、
およびネットワーク・インターフェイス２８０６を含む）は、これにより、ターゲット広
告が提供される放送コンテンツを受信することが可能である。
【０１８４】
　中継局２８０３は、ネットワーク・インターフェイス２９３０を介してブロードキャス
トおよび／またはアナログ・コンテンツを受信する。例示されているネットワーク・イン
ターフェイス２９３０は、多数のアナログ受信機２９０３１．．．Ｎおよび／またはデジ
タル受信機２９０５１．．．Ｎを備える。アナログ受信機２９０３１．．．Ｎは、アナロ
グ・放送コンテンツを受信するためにアナログ・放送コンテンツ・ソース２９０２１．．

．Ｎに通信可能なように結合される。同様に、デジタル受信機２９０５１．．．Ｎは、デ
ジタル・放送コンテンツを受信するためにデジタル・放送コンテンツ・ソース２９０４１

．．．Ｎに通信可能なように結合される。このコンテンツは、提供された通りのいくつか
の広告を含む。追加の広告は、このコンテンツとインターリーブすることが可能であり、
さらに広告オプションは、別の広告チャンネルまたは他の帯域幅内に挿入することができ
る。
【０１８５】
　インターリーブ・モード動作の場合、およびおそらく、群モード動作モードの場合に、
広告は、番組チャンネル・コンテンツ・ストリーム内の番組とインターリーブされる。広
告ソース２９０１は、ネットワーク・インターフェイス２９３０を介して受信された放送
コンテンツとインターリーブされるか、または広告チャンネルもしくは他の帯域幅内に挿
入される広告を格納する。例えば、インターリーブの場合、アナログ・放送コンテンツが
受信され、中継局サーバー２９０７上に格納されるようにできる。広告サーバー２９０１
は、中継局サーバー２９０７に通信可能なように結合され、これにより、中継局サーバー
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２９０７は、アナログ・放送コンテンツ内で所定の時刻における広告の挿入を制御するこ
とが可能である。すなわち、サーバー２９０７は、ソース２９０２１．．．Ｎからアナロ
グ番組を、広告ソース・システム２８０１から広告を、コンテンツ選択プロセッサ２８０
５から挿入情報を受信する。番組コンテンツ・ストリーム中でトーンを検出すると、サー
バーは、挿入情報に基づいてストリーム内に広告を挿入する。
【０１８６】
　さらに広告インターリーブを参照すると、中継局サーバー２９０７は、アナログおよび
／またはデジタル・データを管理するように構成される。例えば、サーバー２９０１は、
アナログおよび／またはデジタル広告をコンテンツ・サーバー２９０７に提供する。好適
には、サーバー２９０７は、受信コンテンツ（すなわち、広告および放送コンテンツ）を
デジタル形式で構成する。この点に関して、サーバー２９０７は、受信されたアナログ・
コンテンツを変換するアナログ－デジタル・コンバータ（「ＡＤＣ」）および受信された
コンテンツを格納するための記憶装置などの関連する追加コンポーネントである。これ以
降、変換されたデジタル広告は、例えば、広告つなぎ合わせ装置２９１５を使用して、デ
ジタル・放送コンテンツ内に容易に挿入される。例えば、広告つなぎ合わせ装置２９１５
は、デジタル広告コンテンツをデジタル・放送コンテンツとインターリーブして、組み合
わせデジタル・コンテンツを含むＭＰＥＧトランスポート・ストリームが構成される。組
み合わせデジタル・コンテンツが広告つなぎ合わせ装置２９１５により形成された後、そ
のデータは、ＱＡＭ変調装置／アップコンバータ２９１６にデジタル方式で転送され、伝
達ＣＰＥ　２８１０用にデータを準備する（例えば、無線周波数、すなわち「ＲＦ」に変
換する）。
【０１８７】
　さらに、組み合わせコンテンツ（すなわち、広告と放送コンテンツ）は、アナログ領域
で転送され、最終的にＣＰＥ　２８１０に伝達される。例えば、中継局サーバー２９０７
は、広告およびアナログ・コンテンツを受信し、それらの広告を広告挿入のため広告つな
ぎ合わせ装置２９１５に転送する。そのため、中継局サーバー２９０７により受信された
コンテンツ（すなわち、広告および／または放送コンテンツ）は、デジタル形式および／
またはアナログ形式である。サーバー２９０７は、アナログ・コンテンツをデジタル・コ
ンテンツに変換し、放送コンテンツおよび広告を広告つなぎ合わせ装置２９１５に伝送し
、広告を放送コンテンツ内に挿入する。放送コンテンツ内に広告を挿入した後、広告つな
ぎ合わせ装置２９１５は、組み合わせコンテンツをサーバー２９０７に転送し、これによ
り、組み合わせコンテンツをアナログ形式（すなわち、連続波形）に戻される。このよう
なことは、アナログ・ネットワークを持つケーブル中継局において役立つ。このコンテン
ツを広告つなぎ合わせ装置２９１５から中継局サーバー２９０７に転送する作業は、有線
テレビ技術者協会（「ＳＣＴＥ」）標準のうちの１つまたは複数を使用して実行される。
これらの標準は、当業者に知られている。
【０１８８】
　この点に関して、次いで、アナログ組み合わせコンテンツは、データの挿入のため垂直
帰線消去区間（「ＶＢＩ」）エンコーダ２９１０１．．．Ｎに転送される。例えば、ＶＢ
Ｉは、一般的に、信号の送信を一時的にサスペンドする信号（例えば、テレビ・映像信号
または他の映像・ディスプレイ・ユニット信号）内の区間である。この一時的にサスペン
ドされた送信では、テレビまたは他の映像・ディスプレイ・ユニットの電子銃が移動し、
次の画面フィールドをトレースする時間が考慮される。ＶＢＩは、データを搬送するため
に使用されるが、それは、ＶＢＩの期間中に送信されるデータは表示されないからである
。このようなデータの例としては、試験信号、時間コード、字幕、文字多重放送、Ｃｏｐ
ｙ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（「ＣＧＭＳ－Ａ」）
コピー防止インジケータ、Ｖチップ使用のコンテンツ格付け、およびこの期間に送信する
ことが可能な他のデータがある。そのようなものとして、中継局サーバー２９０７は、組
み合わせコンテンツのアナログ・映像をＶＢＩエンコーダ２９１０１．．．Ｎに転送し、
これにより、ＶＢＩエンコーダは、アナログ・映像・コンテンツが転送されない区間にお
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いてデータを挿入することが可能である。さらに、ＶＢＩは、制御信号を（例えば、上で
説明されているように、チャンネルを切り替えるようにＣＰＥに指令するために）ＣＰＥ
　２８１０１．．．Ｎに転送するために使用される。しかし、上記のように、ケーブル・
テレビ網または他のネットワークを介して利用可能な送信メカニズムは、ＣＰＥ　２８１
０とサーバー２９０７との間の一方向通信に使用される。
【０１８９】
　群モードおよびＣＰＥ挿入モード動作の場合にも類似の処理が使用される。すなわち、
中継局サーバー２９０７は、それでも、広告ソース・システム２８０１から広告を、コン
テンツ選択プロセッサ２８０５から命令を受信する。群モード動作の場合、これらの命令
は、どのブレークおよびスポットにおいてどのような広告がどの広告チャンネル上に含め
るべきかを指示する（そしてたぶん、広告を番組チャンネル上入れるべきであることを指
示する）。次いで、サーバー２９０４は、上記のように広告の直接挿入を行うように動作
する。ＣＰＥ挿入の場合、広告は、広告チャンネル、オフエア番組チャンネル、または他
の利用可能な帯域幅を介してＣＰＥ　２８１０に送信される。この点に関して、サーバー
２９０７は、上記のように挿入を指令するが、ただし、このような挿入は、一般的に、番
組チャンネル・ブレークと同期しない。したがって、挿入は、一般的に、キューに応答し
ない。さらに、一般的には、このような送信に対するリアルタイム・コンポーネントはな
い。したがって、広告は、例えば、データ・パケットで非同期に送信することができ、例
えば、３０秒の広告の送信は、帯域幅が許す範囲で、３０秒未満であるか、またはそれを
かなり超える。いずれにせよ、組み合わせコンテンツ（すなわち、放送コンテンツおよび
広告）または広告コンテンツは、ネットワーク・インターフェイス２８０６を介して個別
のＣＰＥ　２８１０に転送される。例えば、ネットワーク・インターフェイス２８０６は
、ＶＢＩエンコーダ２９１０１．．．Ｎからアナログ・映像入力ストリームを受信する変
調装置／アップコンバータ２９１１１．．．Ｎを備える。変調装置／アップコンバータ２
９１１１．．．Ｎは、それぞれ、これらのアナログ・ストリームをＲＦに変換し、個別の
ＲＦ「チャンネル」を形成する。変調装置／アップコンバータ２９１１１．．．Ｎは、さ
らに、アナログ・映像・コンテンツとともに含めるアナログ・音声・コンテンツを中継局
サーバー２９０７から受信する。次いで、組み合わせＲＦチャンネルは、コンバイナ２９
１２に転送され、ＲＦテレビ信号に多重化される。
【０１９０】
　再びデジタル広告挿入に関して、広告つなぎ合わせ装置２９１５は、デジタル受信機２
９０５１．．．Ｎからデジタル・放送コンテンツを受信し、デジタル広告をデジタル・放
送コンテンツと直接インターリーブする。したがって、広告インターリーブ・デジタル・
放送コンテンツが復号化され、アナログに変換されて、テレビで表示される場合、これら
の広告は、放送コンテンツ内で所定の時刻に表示される。さらに、コンテンツ同期装置２
８０４は、広告チャンネルまたは番組チャンネル上の広告挿入機会において「ブラック」
コンテンツを提供するためのブラック発生器２９１７を備える。例えば、広告挿入を意図
した放送コンテンツにおける期間に、ブラック発生器２９１７は、表示されるときに黒色
セグメントとして表示するコンテンツを提供する。これは、広告が挿入されうるコンテン
ツ・ストリームを提供するために必要である。さらに、ブラック・コンテンツは、とりわ
け、広告が放送コンテンツ内の所定の時間間隔の正確な持続時間に必ずしも対応しない持
続時間を有するように構成することができため有用である。したがって、ブラック・コン
テンツは、挿入される広告用のブランク・カンバスを提供し、これにより、コマーシャル
・ブレークにおいてブラック・コンテンツにより広告を「フレーム化」できる。
【０１９１】
　すでに述べたように、広告つなぎ合わせ装置２９１５は、インターリーブ・デジタル・
コンテンツをＱＡＭ変調装置／アップコンバータ２９１６に転送し、ＲＦに変換する。例
えば、ＱＡＭ変調装置／アップコンバータ２９１６は、インターリーブ・デジタル・デー
タ（すなわち、デジタル・放送コンテンツとインターリーブされたデジタル広告）または
非インターリーブ・デジタル・データを受信する。ＱＡＭ変調装置／アップコンバータ２
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９１６は、直交振幅変調（「ＱＡＭ」）技術を使用してデータを１つまたは複数のＲＦキ
ャリア波に変調し、ＲＦチャンネルを生成する。ＱＡＭ変調装置／アップコンバータ２９
１６は、ＲＦチャンネルをコンバイナ２９１２に転送し、それにより、ＲＦチャンネルを
ＲＦテレビ信号に多重化する。
【０１９２】
　一般に、北米のケーブル・システムは、６ＭＨｚチャンネル帯域で動作し（欧州および
その他の地域では標準が異なる）、それぞれのチャンネルは３から１６本のデジタル・映
像・データ・ストリームを関連する音声およびデータ・ストリーム（例えば、テレビ・チ
ャンネル）とともに伝送するＱＡＭ信号を持つ。そのようなものとして、コンバイナ２９
１２は、複数の信号を単一のＲＦテレビ信号に組み合わせられる。このようなＲＦテレビ
信号の１例は、コンバイナ／ダイプレクサ２９１９を介してケーブル・システム（例えば
、ケーブル設備２９１８）に配信される周波数分割多重（「ＦＤＭ」）信号を含む。しか
し、他の形態の信号伝達／多重化を組み込み、複数のデジタル・データ・ストリームをケ
ーブル・システムに転送するようにできる。このようなものの１例としては、時分割多重
方式（「ＴＤＭ」）がある。
【０１９３】
　アナログまたはデジタル／インターリーブまたは非インターリーブ・コンテンツがＲＦ
テレビ信号内に形成される場合、コンバイナ２９１２は、ＲＦテレビ信号をコンバイナ／
ダイプレクサ２９１９に転送し、これにより、ＲＦテレビ信号を複数のＲＦテレビ信号に
分割し（例えば、典型的には、それぞれ同じ情報を伝達する）、１つまたは複数のケーブ
ル設備２９１８に転送する。例えば、ネットワークは、ケーブル設備２９１８などの複数
のケーブル設備とインターフェイスし、ＲＦテレビ信号を複数の関連地域（例えば、地域
社会）に配信する。コンバイナ／ダイプレクサ２９１９は、ネットワークとインターフェ
イスするケーブル設備の数に対応するように受信されるテレビ信号を分割する。それぞれ
のケーブル設備２９１８は、次いで、ＲＦテレビ信号をＣＰＥ　２８１０１．．．Ｎに転
送し、これにより、それぞれのＣＰＥが閲覧（例えば、視聴および／または聴取）のため
ＲＦテレビ信号からチャンネルを選択する。
【０１９４】
　同期群モードまたはインターリーブ・モード動作の場合に、どの広告が放送コンテンツ
と同期するかを判定するのを補助するために、システム２８００は、図２８に説明されて
いるようにコンテンツ選択プロセッサ２８０５を備える。コンテンツ選択プロセッサ２８
０５は、オペレーション・センターおよび中継局コントローラ２９１４を含み、コンテン
ツ選択プロセッサ２８０５の動作を指令する。例えば、オペレーション・センター２９１
４は、オプションのルーター２９０９とインターフェイスし、広告と放送コンテンツとの
同期を取るようにコンテンツ同期装置２８０４に指令する。例えば、ルーター２９０９は
、コンテンツ選択プロセッサ２８０５による他の中継局システムへのアクセスを制限する
ために用意される。一般に、オペレーション・センター２９１４は、放送コンテンツ・プ
ロバイダ２９０４からネットワーク・スケジュールを、さらにトラフィック／課金２９０
８から広告契約情報を必要とする。これらのネットワーク・スケジュールは、トラフィッ
ク／課金２９０８または広告サーバー２９０１のいずれかからファイル転送プロトコル（
「ＦＴＰ」）により転送される。この転送は、ネットワーク・スケジュールがトラフィッ
ク／課金２９０８から配信されるのと同時に生じるように自動化される。
【０１９５】
　さらに、コンテンツ選択プロセッサ２８０５は、ＣＰＥから投票を、ＣＰＥから広告配
信レポートを受信し、および／またはＣＰＥが広告を挿入できるようにＣＰＥに情報を伝
達するためにＣＰＥ　２８１０とインターフェイスされる。例えば、ＣＰＥ　２８１０は
、それぞれのユーザのチャンネル選択、ボリューム・コントロール入力、および他のクリ
ック・ストリーム情報に基づいて投票を生成する。これらの投票結果は、コンテンツ選択
プロセッサ２８０５に転送される。上記のように、関与するＣＰＥ（または少なくともそ
の標本抽出）は、さらに、少なくとも特定のブレークについて選択された広告または広告
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チャンネルを識別するレポート情報を出力する。次いで、コンテンツ選択プロセッサ２８
０５は、レポート情報を集約し、この情報をトラフィック／課金２９０８に供給し、例え
ば、ターゲット・インプレッションの配信を広告主に対し証明したり、または考慮対象の
広告キャンペーンと関連してターゲット母集団を推定する際に使用される。ＣＰＥ挿入の
場合、コンテンツ選択プロセッサ２８０５は、さらに、ＣＰＥがそれぞれのユーザに表示
する広告を選択できるように広告をＣＰＥに転送する。
【０１９６】
　そのため、ＣＰＥ　２８１０とオペレーション・センター２９１４との間の通信は、さ
まざまな目的のために使用され、上記のように、このような通信は、ケーブル・テレビ網
を介して（帯域内および帯域外経路を含む）または他の手段を介して行われる。例示する
ため、いくつかのケーブル・テレビ網経路について以下で説明する。上流通信に関して、
ＣＰＥ　２８１０は、メッセージをその関連するケーブル設備２９１８に転送することが
可能である。ケーブル設備２９１８では、メッセージをネットワーク・インターフェイス
２８０６に個別ＲＦ信号として転送する。ＲＦ信号は、コンバイナ／ダイプレクサ２９１
９を介してネットワーク・インターフェイス２８０６により受信され、さらに、上流のコ
ンテンツ選択プロセッサ２８０５に転送される。この点に関して、ネットワーク・インタ
ーフェイス２８０６は、上流の帯域外復調装置２９２６を介してＲＦ信号を処理可能なデ
ータに変換する。例えば、上流の帯域外復調装置２９２６は、変調されたＲＦ信号を受信
し、その信号を復調して、そこからデータ（例えば、投票またはレポート情報）を抽出す
る。次いで、データは、共通データ転送技術を使用して、ネットワーク・コントローラ２
９２３に転送される。オペレーション・センター２９１４では、格納されている投票結果
、レポート、および他のＣＰＥ情報に「必要に応じて」アクセスし、例えば、配信される
適切な広告を決定したり、またはレポート情報をトラフィック／課金２９０８に供給する
。
【０１９７】
　一般に、「帯域外」とは、一次通信（例えば、ＲＦテレビ信号）により使用される典型
的な経路の外で送信されるデータを指す。そのようなものとして、「帯域内」は、一般に
、ＲＦテレビ信号などの一次通信により使用される経路を指す。この点に関して、帯域内
経路は、一般に、下流のメッセージにのみ使用されるが、帯域外経路は、双方向に使用さ
れる。いくつかのネットワーク、例えば、衛星テレビ網では、帯域内経路のみが、利用可
能であり、上流通信は、別の通信ネットワークを使用する必要がある場合がある。しかし
、上流通信は、適宜、例示されているケーブル・テレビ網内の帯域外経路を使用する。上
流帯域外復調装置２９２６の１例としては、Ｍｏｔｏｒｏｌａ，Ｉｎｃ．社のＲＰＤ　２
０００がある。この点に関して、ネットワーク・インターフェイス２８０６は、上流およ
び下流の帯域外信号伝達を介してＣＰＥ　２８１０と通信する、その間、ＣＰＥ　２８１
０は、別の帯域内経路上の放送コンテンツを含むＲＦテレビ信号を受信している。例えば
、ＣＰＥ　２８１０は、帯域外信号伝達を使用して、固定無線周波で別にデータを伝達す
る。しかし、本発明は、帯域内または帯域外のいずれかの通信を単純に実行するコンポー
ネントに制限されることを意図されていない。例えば、このような機能は、Ｃｉｓｃｏ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．社のＤＶＢ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄ
ａｐｔｅｒ　ＩＮＡ２３２０などの単一コンポーネントが組み合わせられる。一実施形態
では、帯域外通信は、インターネット・プロトコル（「ＩＰ」）および／またはＤａｔａ
　Ｏｖｅｒ　Ｃａｂｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ（ＤＯＣＳＩＳ）を使用して実行される。
【０１９８】
　上記のように、ＣＰＥ　２８１０は、広告を配信するために広告チャンネルに切り替え
られる。ＣＰＥ　２８１０がチャンネル変更を実行するのを補助するために、オペレーシ
ョン・センター２９１４は、１つまたは複数の次回のブレークに対する広告オプション・
リストをターゲット設定情報とともに送信し、その後、広告オプション・リストおよび他
のメッセージをネットワーク・コントローラ２９２３に転送する。例えば、オペレーショ
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ン・センター２９１４では、カルーセル・システム２９２２から投票情報にアクセスし、
ＣＰＥ　２８１０に配信される広告を選択する。オペレーション・センター２９１４は、
次いで、ＣＰＥ　２８１０に広告配信を通知するようにネットワーク・コントローラ２９
２３に指令する。この点に関して、ネットワーク・コントローラ２９２３は、広告の配信
情報を含むメッセージをフォーマットする。すなわち、メッセージは、個別のＣＰＥ　２
８１０による配信について選択可能な広告のチャンネル位置を含む。制御情報が（例えば
、マーケティング・ラベルまたは場所情報を送信するか、または中継局からＣＰＥ挿入を
制御する）特定のＣＰＥに送られるいくつかの実装では、メッセージは、さらに、個々の
ＣＰＥ　２８１０に関連する情報（例えば、シリアル番号、ＳＴＢカード番号、および／
または他の識別子）を含む。
【０１９９】
　フォーマットされたメッセージは、ネットワーク・インターフェイス２８０６を介して
ＣＰＥ　２８１０に転送される。ネットワーク・インターフェイス２８０６は、下流の帯
域外変調装置２９２５を介してメッセージを受信し、それらのメッセージをフォーマット
し、ＣＰＥ　２８１０で使用できるようにＲＦ信号として転送する。この点に関して、帯
域外変調装置２９２５は、メッセージ（すなわち、そのデータ）をＲＦ信号上に変調する
。帯域外変調装置２９２５の１例としては、Ｍｏｔｏｒｏｌａ，Ｉｎｃ．社のＯＭ－１０
００　ＭＰＥＧ２／Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｏｕｔ－Ｏｆ－Ｂａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒがあ
る。
【０２００】
　帯域外情報を伝達する変調されたＲＦ信号は、次いで、コンバイナ／ダイプレクサ２９
１９に転送され、そこで、ＲＦ信号は、コンバイナ２９１２からＲＦテレビ信号とともに
転送する（すなわち、帯域内情報を伝達する）。これらの信号は、次に、システム２８０
０に関連付けられているケーブル設備２９１８の数に基づいてコンバイナ／ダイプレクサ
２９１９により分割する。それぞれのケーブル設備２９１８は、次いで、そのＲＦ信号を
ＣＰＥ　２８１０に転送する。ＲＦ信号に含まれる帯域外情報に基づいて、ＣＰＥ　２８
１０は、広告チャンネルに切り替わるか、または広告を放送コンテンツに挿入する（すな
わち、ＣＰＥにより投票された通りの広告）。
【０２０１】
　本明細書に示され説明されているさまざまな種類の信号伝達（例えば、帯域内信号伝達
および帯域外信号伝達）は、制限することを意図されていない。多くの場合、このような
信号伝達技術は、さまざまな方法で実装できる。さらに、本発明は、他の形態の通信を広
告配信に使用することが可能なのでＲＦケーブル通信に制限されるべきではない。例えば
、システム２８００は、広告および／または放送コンテンツがＲＦと光デジタル・データ
技術の組み合わせで配信されるハイブリッド・ファイバ／ケーブル・ネットワークにより
実装される。それにもかかわらず、他の実施形態は、広告挿入が地上波および／または衛
星ラジオなどの、主にＲＦネットワークを通じて実行されることを含む。ＣＰＥ挿入モー
ド動作の場合、広告は、帯域外経路を介して個別のＣＰＥ　２８１０にダウンロードされ
る。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、デジタル・映像・レコーダ（「ＤＶＲ」）内のハード
・ディスク・ドライブなどの記憶装置ユニットを備える。これらの記憶装置ユニットを使
用すると、広告を記憶しておき後から視聴できる。そのようなものとして、ＲＦ信号で転
送される帯域外情報を使用することで、視聴者に表示する放送コンテンツの所定の間隔で
いくつかの広告を取り出すように個々のＣＰＥ　２８１０に指令される。例えば、放送コ
ンテンツ内のブレークにおいて、帯域外情報で、個別のＣＰＥ　２８１０が記憶装置ユニ
ットから広告主配信制約条件を満たす広告を取り出し、ユーザのテレビにその広告を表示
するように要求する。中継局は、特定の広告の選択を指令するか、またはＣＰＥが、例え
ば、現在のユーザの視聴者分類パラメータを広告のターゲット設定制約条件と照合するこ
とにより広告を選択する。このような場合、投票は、採用することはできないが、投票は
それでも、ＣＰＥに送信される広告を選択するために使用される。同様に、群モード動作
におけるいくつかの背景状況では（例えば、広告主がスポットをもたらすが、スポットに
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対し複数の広告オプションを設けるスポット最適化実装）、投票は不要であると思われる
が、投票は、オプションの帯域幅が限られている場合に広告オプションを選択するため使
用される。
【０２０２】
　コンテンツ選択プロセッサ２８０５の他のコンポーネントは、トラフィック／課金２９
０８およびデータ・センター２９２０を含む。トラフィック／課金２９０８は、ターゲッ
ト設定制約条件を含む広告契約情報を受け取り、ＣＰＥ　２８１０により配信された広告
に関する情報を収集するように構成される。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、広告配信に関
するレポートを提供する。これらのレポートが回収されるときに、トラフィック／課金２
９０８では、これらの広告のターゲット・インプレッション、すなわち実際の配信のカウ
ントを累算するので、これにより、個別のインプレッションの正確な数に基づいて、その
ような広告のプロバイダに課金する。この情報は、さらに、ネットワーク測定（格付けに
似たデータ）だけでなく、開発中の広告キャンペーンに関するターゲット母集団を推定す
るためにも使用する。この点に関して、トラフィック／課金２９０８をコンテンツ・サー
バー２９０７に通信可能なように結合し、広告サーバー２９０１から広告の挿入に関する
情報を集めることが可能である。オペレーション・センター２９１４では、運用プロトコ
ルに違反しないようにトラフィック／課金２９０８の動作を制御する（例えば、トラフィ
ックおよび課金が、不正に操作されることのないようにし、および／またはトラフィック
／課金２９０８を通じて入力された情報が損なわれないようにする）。トラフィックおよ
び課金のインターフェイス機能の例は、図３６Ａ、３６Ｂ、および３７に示され以下で説
明されている。
【０２０３】
　データ・センター２９２０は、ＣＰＥ　２８１０に関係するデータを収集するように構
成し、これは、例えばマーケティング・ラベルを含む、いくつかの実装では望ましいと思
われる。データ・センター２９２０は、ＣＰＥ　２８１０のユーザに関する情報を格納す
るシステム２８００の選択可能な機能である。例えば、ＣＰＥ　２８１０がいくつかの広
告に投票すると、オペレーション・センター２９１４では、ユーザのさまざまな推定属性
または視聴者会員ユーザの集約グループ（例えば、年齢、所得水準など）が判別される。
これらの属性は、データ・センター２９２０とともに格納し、システム２８００の副産物
として使用される。すなわち、システム２８００は、放送コンテンツとともに広告を選択
的に配信し、またはＣＰＥ挿入を制御または影響を及ぼすように構成される。ＣＰＥ　２
８１０のユーザに関して導出された情報は、都合のよいことに、配信コンテンツの視聴者
に関する情報を広告主および／または放送コンテンツ・プロバイダに提供される。一実施
形態では、データ・センター２９２０は、個別のユーザの属性を格納する。
【０２０４】
　データ・センター２９２０に加えて、システム２８００は、適宜、人口統計データベー
ス２９２１を備える。人口統計データベース２９２１は、システム２８００の外部にある
ソースから人口統計情報を受信するように構成される。例えば、サーベイ・テーカーは、
特定の領域内の人々の人口統計情報を収集する。また、人口調査情報、金融情報、雑誌購
読、および他の情報も、さまざまなソースから入手可能である。この収集された人口統計
情報は、人口統計データベース２９２１に転送され、そこで、ＣＰＥ　２８１０による投
票の代わりに、またはＣＰＥ　２８１０の投票と連携して、ＣＰＥ　２８１０のユーザへ
の広告の配信を要求する。
【０２０５】
　本明細書では一実施形態が示され、説明されているが、当業者であれば、本発明が例示
されているコンポーネントに限定されることを意図されていないことを容易に理解するで
あろう。むしろ、いくつかのコンポーネントは、本明細書で説明されているさらに大きな
システム２８００と本質的に同じ機能を持つように修正され、および／または組み合わさ
れることが可能である。このような実施形態の１例は、図２９Ｂに示され以下で説明され
ている。
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【０２０６】
　図２９Ｂは、放送網のコンテンツをターゲットとする図２８のシステム２８００の例示
的な他のコンポーネント・レベルのブロック図である。この実施形態では、コンテンツ選
択プロセッサ２８０５は、インターネット・プロトコル（ＩＰ）分散通信を行うように構
成される。例えば、帯域外信号伝達を介して送信されるトリガは、カルーセル・サーバー
２９５３を通してＩＰ通信を介して転送されるが、それは、とりわけ、いくつかのＣＰＥ
　２８１０がトリガを処理するように構成されていないからである。このようなＣＰＥ　
２８１０の１例には、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　Ｉｎｃ．社のＤＣＴ－２０００がある。オペレ
ーション・センターおよび中継局コントローラ２９１４は、カルーセル形式により帯域外
トリガをもたらし、これは、その後、カルーセル・サーバー２９５３に送信され、配信さ
れる。
【０２０７】
　またこの実施形態には、Ｍｏｔｏｒｏｌａ，Ｉｎｃ．社のモデルＤＡＣ－６０００など
のデジタル・アドレス指定可能コントローラが含まれる。ＤＡＣ　２９５１は、柔軟なデ
ジタル・システムのセキュリティおよび制御を行うコンポーネントを備える。さらに、Ｄ
ＡＣ　２９５１は、インターネット・ペイ・パー・ビュー（「ＩＰＰＶ」）、コールアヘ
ッドＰＰＶ、加入および対話型アプリケーションを含むアドレス指定可能制御機能をサポ
ートする。ＤＡＣ　２９５１は、さらに、トラフィック／課金２９０８とやり取りして、
システム管理を円滑にする際に使用されるレポートを生成する。システム２８００は、さ
らに、ＮＣ　１５００などのネットワーク・コントローラ２９５４も備える。コントロー
ラ２９５４は、ＤＣＴ２０００端末とともに対話型アプリケーションを使用可能にする光
同軸ハイブリッド（ＨＦＣ）ネットワーク・コントローラとして機能する。コントローラ
２９５４では、帯域外データ・チャンネルを通してデータ・パケットを配信するためにＩ
Ｐを変換することによりアプリケーション・サーバーとＤＣＴ２０００との間の対話型セ
ッションを行う。リターン・パスは、上流データ経路として使用され、コントローラ２９
５４は、復調されたデータ・バーストを集約し、データを適切なサーバーに導く。そのよ
うなものとして、ＮＣ　１５００２９５４は、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　Ｉｎｃ．のモデルＲＰ
Ｄ－２０００　２９５７などのリターン・パス復調装置２９５７に通信可能なように結合
される。
【０２０８】
　ＲＰＤ－２０００　２９５７は、ＤＣＴ　２０００端末などのＣＰＥ　２８１０と通信
するための上流リンクを備える。典型的には、このような端末は、ＰＰＶ購入データ、オ
ンデマンド映像（「ＶＯＤ」）購入データ、およびステータス監視データなどのデータを
提供する。ＲＰＤ　２９５７は、構成されたバースト復調装置モジュールを使用してデー
タを受信する。ＲＰＤ　２９５７は、復調を行い、前進型誤信号訂正を行い、データを単
一データ・パケットに多重化し、これを、Ｅｔｈｅｒｎｅｔを介してオペレーション・セ
ンター２９１４に転送する。下流データに関して、システム２８００は、Ｍｏｔｏｒｏｌ
ａ　Ｃｏｒｐ．社のモデルＯＭ－１０００　２９５６などの帯域外マルチプレクサ／変調
装置２９５６が使用される。ＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６は、帯域外データ・ストリームを
ＣＰＥ　２８１０に供給する。このデータ・ストリームは、主に、信号伝達チャンネルと
して使用されるが、さらに、番組ガイド情報、コード・ダウンロード、赤外線コード、ア
プリケーション情報、および／または広告の送信も行われる。さらに、ＯＯＢ　ＭＵＸ　
２９５６は、対話型システムにおける下流経路としても使用される。
【０２０９】
　ＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６への入力は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔおよび／またはシリアル入力
により構成される。ＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６は、１．５　ＭＨｚ幅のキャリア波でデー
タを変調する四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）変調装置を備え、ＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６は
、７１～１２９ＭＨｚ周波数帯域内で動作する。送信データ・パケットは、典型的には、
ＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６内で、または外部で多重化されるデータからなる。ＲＰＤ　２
９５７およびＯＯＢ　ＭＵＸ　２９５６は、ＤＡＣ　２９５１に通信可能なように結合さ
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れる。
【０２１０】
　そのため、図２９Ａおよび２９Ｂは、群モードまたはインターリーブ・モード動作に対
し適合されたシステムを示していた。いずれかの場合に、挿入は、中継局側で実行される
。上記のように、挿入は、ＣＰＥ　２８１０側でも実行可能である。図３０は、ＣＰＥ　
２８１０がブロードキャストまたは他のコンテンツに（例えば、ＣＰＥ　２８１０で放送
コンテンツ・プロバイダ２８０２から）挿入する広告を（例えば、広告ソース・システム
２８０１から）選択するシステム３０００のブロック図である。ＣＰＥ　２８１０は、コ
ンテンツを搬送する複数のケーブル・チャンネルを受け取るように構成される。コンテン
ツは、コンテンツ・ソース２８０１から中継局３００４に転送され、ＣＰＥ　２８１０に
配信される。コンテンツは、広告を挿入できる間隔を有する。この実施形態では、システ
ム３０００は、ＣＰＥ　２８１０側で、コンテンツ選択プロセッサ２８０５およびコンテ
ンツ同期装置２８０４によりそれぞれ実行されるような、コンテンツ選択処理およびコン
テンツ同期処理の機能を組み込んでいる。そのようなものとして、ＣＰＥ　２８１０は、
コンテンツ内のブレークにおいて、広告をコンテンツ内に挿入される。
【０２１１】
　より具体的には、ＣＰＥ　２８１０は、受信されたコンテンツ内にどの広告を挿入すべ
きか決定するためにコンテンツ選択プロセッサ３００２とともに構成される。例えば、Ｃ
ＰＥ　２８１０は、上記のように広告の投票を行う。すなわち、ＣＰＥは、例えば、最適
な形でユーザをターゲットとしつつ送信される広告の数を減らすために、中継局３００４
からどのような広告を送信すべきかについて投票する。投票に基づいてＣＰＥ　２８１０
に送信する広告を選択する代わりに、中継局は単純に、送信する広告の利用可能なインベ
ントリを循環するが、ただし、広告が送信される速さは、利用可能な帯域幅または他の制
約条件の関数となっている。投票を行わないこのような実装は、いくつかの衛星テレビ実
装などの上流の帯域外経路のないシステムに特に適していることは理解されるであろう。
それとは別に、ユーザの視聴者分類情報は、投票に使用される代わりに、記憶しておく広
告を選択し、挿入する広告を選択するために使用される。すなわち、調査分類情報は、潜
在的関心を集める広告のみが記憶装置要素３００１に格納されるようにターゲット設定制
約条件と比較される。次いで、現在の視聴者分類情報を広告配信制約条件とともに使用し
、挿入機会に挿入する広告を選択する。広告が取り出されると、コンテンツ同期装置３０
０３は、それらのセグメントをいくつかの間隔（例えば、コマーシャル・ブレーク）で放
送コンテンツ内に挿入する。例えば、コンテンツ同期装置３００３は、放送コンテンツを
ネットワーク３００４から受信するために、ネットワーク・インターフェイス３００６に
通信可能なように結合される。コンテンツ同期装置３００３は、放送コンテンツ間隔をコ
ンテンツ選択プロセッサ３００２により取り出された広告に同期させること。コンテンツ
選択プロセッサ３００２および／またはコンテンツ同期装置３００３の機能を実行するよ
うに構成されるデバイスの１例には、Ｂｒｏａｄｃｏｍ　Ｃｏｒｐ．社のＢＣＭ　３５６
０デジタルテレビ・システムオンチップがある。このような機能を実行することに加えて
、ＢＣＭ－３５２０は、帯域外信号伝達を実行する。
【０２１２】
　広告は、ＣＰＥ　２８１０に配信され、上記のように帯域外信号伝達技術を使用して記
憶装置要素３００１に格納される。それに加えて、広告コンテンツは、広告チャンネル、
番組チャンネル、または日和見的に利用可能なＶＯＤチャンネル、または早めの他の帯域
幅を介して中継局３００４から送信される。例えば、広告ソース２９０１などの広告サー
バーは、広告主からの広告を格納する。これらの広告は、例えば上記のような帯域内帯域
幅または図２９Ａの帯域外データ・ネットワーク２９２４および下流の帯域外変調装置２
９２５などの、帯域外データ・ネットワークおよび下流の帯域外変調装置を使用して、ネ
ットワーク・インターフェイス３００６を介して、ＣＰＥ　２８１０に転送し、記憶装置
要素３００１に格納される。次いで、ＣＰＥ　２８１０で、広告を放送コンテンツと組み
合わせる（例えば、インターリーブする）。コンテンツ選択プロセッサ３００２は、こう
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して送信されたコンテンツから広告を抽出し、それらの広告を記憶装置要素３００１に格
納しておき、後から、コンテンツ選択プロセッサ３００２により決定されている通りに視
聴させる。しかし、本発明は、上記のような広告配信のための帯域外信号伝達または帯域
内信号伝達に限定されること意図されていない。例えば、他の形態の広告配信は、複数の
チューナー（例えば、第１のチューナーは放送コンテンツを受信し、第２のチューナーは
広告コンテンツを受信する）を含む。
【０２１３】
　また、この実施形態に示されているのは、中継局３００４上に構成されたコンテンツ・
プロセッサ３００５である。コンテンツ・プロセッサ３００５は、デジタル・スプライシ
ングなどの、通信ネットワークのさまざまな機能を実現する放送コンテンツ・プロバイダ
２８０２から放送コンテンツを受信するように構成される。このような機能を備えるコン
ポーネントの例は、図に示されており、それぞれ図２９Ａの中継局サーバー２９０７、広
告つなぎ合わせ装置２９１５で説明されている。処理が済むと、コンテンツ・プロセッサ
３００５は、放送コンテンツをネットワーク・インターフェイス３００６に転送し、コン
テンツをＣＰＥ　２８１０に配信できるようにする。
【０２１４】
　図に示され、単一の放送コンテンツ・ソース２８０２に関して説明されているが、当業
者であれば、放送コンテンツ・ソース２８０２は、アナログおよび／またはデジタル・コ
ンテンツをネットワーク３００４に転送する、図２９Ａに示されているような多数の放送
コンテンツ・ソースを表すことができることは容易に理解するであろう。同様に、広告ソ
ース・システム２８０１は、図２９Ａの広告ソース２９０１などの広告ソースに対し多数
の広告主により提供される広告（例えば、アナログおよび／またはデジタル・セグメント
）を表す。
【０２１５】
　それとは別に、システム３０００は、単一のＣＰＥ　２８１０を記述している。しかし
、本発明は、単一のＣＰＥに限定されることを意図されていない。むしろ、ネットワーク
・インターフェイス３００６は、図２９Ａのケーブル設備２９１８などの、１つまたは複
数のケーブル設備に通信可能なように結合される。それぞれのケーブル設備は、次いで、
特定の地域内の複数のＣＰＥ　２８１０に通信可能なように結合される。そのようなもの
として、ネットワーク・インターフェイス３００６は、放送コンテンツおよび広告を多数
の（例えば、数１０万個の）ＣＰＥに配信され、これらのＣＰＥは、異なる能力を有する
さまざまなメーカーの多くの異なるモデルを含む。
【０２１６】
　一実施形態では、視聴者集約およびスポット最適化は、個別のＣＰＥ　２８１０が構成
されている記憶装置要素３００１から広告を取り出すことができる場合でも実行される。
スポット最適化に関しては、同じ番組コンテンツを配信する異なるＣＰＥは、上記のよう
にコンテンツ選択プロセッサ３００２の動作に基づいて所与のブレークに異なる広告を挿
入することが可能であることは理解されるであろう。同様にして視聴者集約に関しては、
異なる番組コンテンツを配信する異なるＣＰＥは、配信時間枠内で同じ１つまたは複数の
広告を配信する。さらに、コンテンツ選択プロセッサ３００２は、他のＣＰＥのコンテン
ツ選択プロセッサと適宜通信する。ＣＰＥは、ユーザによる指令に従って互いに情報を自
発的に共有するように構成される。そのようなものとして、ＣＰＥは、コンテンツ・セグ
メント選択および／または放送コンテンツ選択の好ましい情報に関する情報を互いに転送
し合う。この情報は、上記のように帯域外信号伝達技術を介してネットワーク３００４に
伝達され、好ましいコンテンツがそれらのＣＰＥに配信される。
【０２１７】
　ＣＰＥ挿入は、広告をリアルタイムの通常の番組送信に挿入することに限定されない。
この点に関しては、ＣＰＥ挿入は、広告をＶＯＤコンテンツ、ポッドキャスト、映像録画
番組、または他の番組送信内に挿入するために使用される。ＶＯＤコンテンツまたはポッ
ドキャストの場合、例えば、番組サーバー・プラットフォームは、番組コンテンツととも



(67) JP 5769357 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

に、または番組コンテンツの前に、ターゲット設定制約条件（ターゲット視聴者分類情報
およびその他の制約条件を含む）を含む広告メタデータを転送する動作を実行する。次い
で、このメタデータは、上記のように、コンテンツ選択プロセッサ３００２により使用さ
れる。
【０２１８】
　映像録画コンテンツの場合、ブロードキャストまたは他のコンテンツは、中継局３００
４から受信され、ＣＰＥ　２８１０に格納され（例えば、ＤＶＲを備える）、後で再生さ
れる。例えば、ゴールデンアワーの放送番組は、ユーザが望む場合に翌朝、視聴できる。
視聴時刻に、コンテンツ選択プロセッサ３００２が、ターゲット設定制約条件と現在の視
聴者分類パラメータとの一致だけでなく、ターゲット設定制約条件と現在時刻との一致を
含む、ターゲット設定制約条件に基づいて広告を挿入するように動作する。そのため、例
えば、朝にゴールデンアワーの番組を視聴するユーザは、朝食を対象とするコマーシャル
を受け取るが、そのコマーシャルは、たぶん、ゴールデンアワーのときにはＣＰＥによっ
て選択されていないはずである。このような場合、ネットワーク事業者とコンテンツ・プ
ロバイダとの間でのそのような広告配信に対する収益の割り当ては、交渉することが可能
である。
【０２１９】
　一方の図２９Ａおよび２９Ｂのネットワーク構成、および他方の図３０の構成は、排他
的ではないことに留意されたい。そのため、上記のように、特定のＣＰＥを含むネットワ
ークは、異なる場合に群挿入、中継局インターリーブ、およびＣＰＥ挿入のどれかを実行
する。例えば、リアルタイムの番組を配信している間、群挿入および／または中継局イン
ターリーブを利用して、所与のブレークにおいて広告を配信する。それ以降、ＶＯＤまた
は映像録画コンテンツ配信中に、ＣＰＥ挿入を使用して、同じＣＰＥで広告を配信する。
例えば、これらの配信モード間の選択は、例えば、コンテンツのソース（例えば、リアル
タイムの中継局フィードまたはＤＶＲ記憶装置から）または中継局／ＣＰＥメッセージン
グに基づいて中継局またはＣＰＥで行われる。
【０２２０】
　図３１は、さまざまな広告配信モードに適用可能な例示的なターゲット・コンテンツの
処理方法３１００の流れ図である。方法３１００は、放送コンテンツが、図２８のＣＰＥ
　２８１０などの、ＣＰＥに配信されたときに始まる。例えば、ＣＰＥとインターフェイ
スしている放送網（例えば、ケーブル・テレビ、衛星テレビ、および／または衛星ラジオ
）は、ＣＰＥにプローブ・コンテンツを配信する。ＣＰＥが、放送コンテンツを受信する
と、放送コンテンツの選択に関する情報を集めはじめる。これらの選択に基づき、ＣＰＥ
は、（複数の）現在のユーザに対する視聴者分類情報を推定する。中継局から受信された
広告リストに応じて、この分類情報をターゲット設定情報と比較し、広告に対する投票を
生成する（３１０１）。これらの投票は、ＣＰＥから放送網に転送（３１０２）される。
それとは別に、ＣＰＥ挿入の背景状況において、視聴者分類情報は、格納する広告を選択
し、配信のためそこに格納されている広告を取り出すために、ＣＰＥにより内部的に使用
される。
【０２２１】
　視聴者分類情報または投票に関係する他の情報を使用して、配信する広告を選択する（
３１０３）。例えば、投票情報は、いくつかの広告または当てはめスコアを受信する適切
さのレベルに関する情報を含む。当てはめスコアの高い広告は、ＣＰＥによって配信され
る。放送コンテンツは、組み合わせコンテンツを生成する（３１０４）ために広告と同期
させる。例えば、放送コンテンツは、広告を挿入できる間隔を含む。これらの時間に、投
票に基づき、放送網は、広告を放送コンテンツ内にインターリーブし、組み合わせコンテ
ンツとしてＣＰＥに発信する。それとは別に、広告は、広告チャンネル内に挿入するか、
または上記のようにＣＰＥによって挿入することができる。
【０２２２】
　群モード動作の場合、広告の群に対する群情報は、上で説明されているように、（例え
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ば、帯域外信号伝達、帯域内信号伝達、複数のチューナーなどを介して）ＣＰＥに転送さ
れる。このような群情報は、個別の広告の群および場所（例えば、チャンネル）の構造が
記述されている。群情報は、チャンネルを広告チャンネルに切り替えて、放送コンテンツ
の時間間隔内で適当な広告を伝達するために、ＣＰＥによって使用される。ＣＰＥ挿入の
場合、広告は、ＣＰＥに転送され、そこに格納され、それらの間隔で配信される。例えば
、放送コンテンツの所定の間隔内で、ＣＰＥは、格納されている広告を取り出して、それ
らのセグメントを放送コンテンツの間隔内に挿入する。中継局インターリーブの場合、広
告は、中継局側で番組チャンネル内に挿入される（例えば、ＣＰＥからの処理済み投票に
より決定される）。これらの実施形態のそれぞれにおいて、組み合わせコンテンツは、放
送網からＣＰＥのユーザに配信される（３１０５）。すなわち、ＣＰＥは、最終的に、組
み合わせ情報をユーザに配信する。
【０２２３】
　広告が適切かどうかを判定することに加えて、例示されている方法３１００は、配信さ
れた広告に対するコスト配分の判定も含む。例えば、中継局は、広告の配信を示すレポー
トをＣＰＥから受信する（３１０６）。これらのレポートから、広告を受信する多数の放
送網ユーザを決定する（３１０７）。広告がターゲットとなっているため、それらの広告
は、ターゲット設定情報の視聴者分類パラメータに一致するユーザに配信されたと仮定（
または、公開モード・レポートに基づいて、検証）してよい。それとは別に、これらのレ
ポート（利用可能な場合）からの適合度情報を使用して、実際の視聴者がターゲット視聴
者にどれだけ一致していたかを推定する。次いで、配信された広告の価値が、レポートに
基づいて計算されうる（３１０８）。例えば、それぞれの広告は、単一の配信に関連付け
られているすべての値を有する。ターゲット配信の数に特定の広告に関連付けられている
値を掛けることにより、その広告に対する全体的な価値が計算される。
【０２２４】
　図３２は、例示的な視聴者グループ化システム３２００のブロック図である。すなわち
、この図は、上記のようにシステムの動作の結果として視聴者グループ化がどのようにな
るかを例示している。この実施形態では、コンテンツ選択プロセッサ３２０２は、Ｎを１
よりも大きい整数として、広告３２０１－１．．．Ｎの集まりから適当な広告を示す投票
をＣＰＥ　２８１０から受信する。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、放送コンテンツを受信
するために、ケーブル・テレビ網などの放送網に通信可能なように結合される。ＣＰＥ　
２８１０のユーザは、広告の投票をし、次いで、配信に適した広告の投票をする。その結
果、ＣＰＥのグループは、所与のブレークにおいて、または時間枠（視聴者集約）内の異
なるブレーク（例えば、異なる番組チャンネルの）において同じ広告を表示することがで
きる。
【０２２５】
　システム３２００は、これによりＣＰＥ　２８１０ユーザがどのようにグループ化され
るかを例示している。例えば、ＣＰＥ　２８１０－１は、推定された視聴者分類パラメー
タに基づいて、広告３２０３－１を配信することを決定する。同様に、ＣＰＥ　２８１０
－２は、広告３２０３－２を配信し、というように続けて行く。したがって、ＣＰＥは、
広告選択に関してグループ化される。このようにして、視聴者セグメントは、従来のパラ
ダイムのように現在の番組選択に基づくのではなく、視聴者分類などに基づいてグループ
化される。
【０２２６】
　それとは別に、コンテンツ選択プロセッサ３２０２は、ＣＰＥ　２８１０上に常駐して
おり、これにより、視聴者分類を内部的に使用して、広告を格納し、格納されている広告
を配信する。そのようなものとして、コンテンツ選択プロセッサ３２０２は、広告をＣＰ
Ｅ　２８１０のコンテンツ同期装置に転送し、それらの広告を放送コンテンツと同期させ
る。すなわち、広告は、放送コンテンツがＣＰＥ　２８１０に転送されている最中にいく
つかの間隔で挿入されうるということである。この場合、ＣＰＥによる独立した配信選択
からグループ化が行われる。他の一実施形態では、グループ化は、上記のように、他のＣ
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ＰＥと通信しているＣＰＥ　２８１０により実行される。
【０２２７】
　本明細書では対応する番号有する広告３２０３およびコンテンツ選択３２０１が示され
ているが、当業者であれば、本発明が例示されている実施形態に限定されることを意図さ
れていないことを容易に理解するであろう。むしろ、コンテンツ選択は、番組、タグ、ま
たは他のコンテンツを含む可能性があり、それらすべては、本発明のシステムによるター
ゲットとなる。
【０２２８】
　図３３は、例示的な視聴者グループ化方法３３００の流れ図である。方法３３００の最
初の特徴は、方法３１００の特徴に類似していると考えられる。例えば、方法３３００は
、放送コンテンツが、図２８のＣＰＥ　２８１０などの、ＣＰＥに配信されたときにも始
まる。そのようなものとして、ＣＰＥは、広告に対する投票を生成する（３３０１）。次
いで、これらの投票は、ＣＰＥから放送網に転送（３３０２）される。再び、ＣＰＥ挿入
の場合において、視聴者分類情報は、本明細書で説明されているようにＣＰＥにより内部
的に使用される。
【０２２９】
　これらの投票は、複数の放送網ユーザをグループ化する（３３０３）ために使用される
。例えば、多数のＣＰＥユーザが、類似の視聴者分類パラメータを有する。ＣＰＥは、放
送コンテンツの選択、ボリューム選択、および他のクリック・ストリーム情報に基づいて
これらの属性を暗黙のうちに決定される。これらの分類パラメータの例としては、年齢、
性別、民族、所得水準、および他の人口統計情報がある。この点に関して、ＣＰＥは、特
定の（複数の）属性に従って現在のユーザに適しているとみなされる広告についての投票
を生成する。次いで、投票は、転送され、図２８の中継局２８０３などの放送網プラット
フォームによりその後処理される。中継局は、これにより、送信される１組の広告オプシ
ョンを決定する。ＣＰＥは、分類情報に基づいてこれらのオプションのうちから選択し、
選択されたアセットを配信する（３３０４）。
【０２３０】
　群モード、中継局インターリーブ・モード、およびＣＰＥ挿入モードでは、広告は定め
られたブレークにおいて番組に組み入れられ、組み合わせコンテンツを形成する（３３０
５）。例えば、図３２のコンテンツ選択プロセッサ３２０２などのコンテンツ選択プロセ
ッサは、広告（または少なくとも広告のスケジュール）を取り出して、それらの広告を、
図２８のコンテンツ同期装置２８０４または図３０のコンテンツ同期装置３００３などの
コンテンツ同期装置に渡す。次いで、コンテンツ同期装置は、選択された広告を挿入する
か、または情報が提供され、ＣＰＥはこれを使用してチャンネルを広告チャンネルに切り
替えるか、またはＣＰＥは、選択された広告を挿入するように動作させる。いずれにせよ
、広告は、放送コンテンツ内の所定の間隔（例えば、キュー・トーンにより示される）と
同期し、上記のように、放送コンテンツと広告との組み合わせを生成する。組み合わせコ
ンテンツは、モードに応じてさまざまな方法により配信される（３３０６）。例えば、広
告は、放送コンテンツがＣＰＥに配信されているときに挿入するか、またはＣＰＥは、広
告を受信する間隔で広告を含むチャンネルに切り替える。
【０２３１】
　非常に稀なことだが、消費者のグループが、同じ組み合わせ番組および広告コンテンツ
を少なくとも短時間のうちに受信する可能性がある（時間の経過とともに、ユーザは、一
般に、一連の広告配信決定に応じてコンテンツの一意的な組み合わせを受信する）。さら
に、同じ番組チャンネル上の異なるユーザが、異なる組み合わせコンテンツを受信する。
異なる番組チャンネル上のユーザは、広告配信期間に同じ広告を受信しうる。図３４は、
この点に関して、例示的なチャンネル・スケジューリング図３４００である。チャンネル
・スケジューリング図３４００は、広告（例えば、広告３４０３）と番組コンテンツ（例
えば、番組ネットワーク・コンテンツ１．．．Ｍ、ただし、Ｍも１よりも大きい整数）と
の組み合わせを介して組み合わせコンテンツ３４０２（例えば、組み合わせコンテンツ１
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．．．Ｎ、ただし、Ｎはここでも１よりも大きい整数）を生成することを例示している。
例えば、ネットワーク・インターリーブを使用する場合、放送コンテンツ３４０１２は、
図２８のコンテンツ同期装置２８０４などのコンテンツ同期装置に配信され、そこで、放
送コンテンツ３４０１が広告とインターリーブされる。群モード動作またはＣＰＥ挿入の
場合、放送コンテンツ３４０１は、セグメントを放送コンテンツ内の所定の時間間隔内に
挿入することにより、または所定の時間間隔でチャンネル切り替えをすることにより広告
と組み合わせられる。
【０２３２】
　中継局インターリーブに関しては、広告の挿入は、図２９Ａに示され説明されているよ
うに複数の放送コンテンツ・ソースから（デジタルおよび／またはアナログ通信を介して
）受信することを必要とする。コンテンツ同期装置は、（複数の）広告が番組チャンネル
内に挿入可能な放送コンテンツにおける期間を決定する。次いで、コンテンツ同期装置は
、放送コンテンツ・ブレーク（例えば、コマーシャル・ブレーク）において広告を挿入す
る。（複数の）広告が挿入されると（例えば、広告３４０３）、組み合わせた放送コンテ
ンツおよび（複数の）広告が、連続ストリームで、何人かのユーザ３４１０のＣＰＥに送
信される。ＣＰＥ挿入の場合、広告３４０３は、ＣＰＥ側で番組コンテンツ３４０１と組
み合わせること。例えば、広告３４０３は、ＣＰＥで構成されているコンテンツ同期装置
が所定の間隔で広告を挿入できるように挿入前にＣＰＥにダウンロードする。このような
１例は、上で説明されており図３０に示されている。
【０２３３】
　群モード動作に関しては、このような動作は、さらに、放送コンテンツ・プロバイダか
ら放送コンテンツを受信することを含む。コンテンツ同期装置は、ここでも、放送コンテ
ンツ内のブレークを識別する。コンテンツ同期装置は、番組ストリーム内で広告をインタ
ーリーブするのではなく、広告チャンネル内に広告を挿入し、ＣＰＥに、チャンネルを（
複数の）広告を伝達するチャンネルに切り替えるＣＰＥを補助する群情報を送信する。（
複数の）広告を伝達する（複数の）チャンネルを番組チャンネル内のブレークと同期させ
、ＣＰＥが広告チャンネルに切り替えたときに、広告が放送コンテンツ内に実質的に継ぎ
目なく表示される。（複数の）広告の終わりに、コンテンツ同期装置は、実質的に継ぎ目
なく、番組チャンネルに戻ることができる。
【０２３４】
　図３５は、群モード動作の背景状況における例示的なスポット最適化方法３５００の流
れ図である。この実装では、選択された広告は、広告主が広告を入れられるように最適化
した同期配信をネットワーク・ユーザに対して行うようにスケジュールされる。例えば、
スポット最適化は、単一の広告主が単一の時間帯に対し多数の広告を提供することを含む
。それとは別に、スポット最適化では、多数の広告主がさまざまな視聴者分類に基づいて
単一の時間帯のシェアを求めて競合する１つまたは複数の広告をそれぞれ有する。
【０２３５】
　例示されている方法３５００は、広告主が放送コンテンツ内での広告の所望の配信に関
する情報を提供することから開始する。例えば、広告のプロバイダは、そのコンテンツを
放送コンテンツに挿入することを望んでいる場合がある（例えば、通常スケジューリング
されたテレビ番組）。そのようなものとして、広告主は、広告とともに、金銭的予算、視
聴者会員の所望の数、および／またはターゲット視聴者プロファイルに関係する情報を提
供する。広告主は、その広告の配置に関して従来の時間帯パラダイムを使用し、そのよう
なものとして、特定の番組、日付、時刻、および／またはネットワークを指定する。
【０２３６】
　この群構造が形成された後、放送網チャンネルを監視することができる（３５０３）。
例えば、広告キャンペーンが開始すると、図２８の中継局２８０３などのプラットフォー
ムは、放送コンテンツ・プロバイダのチャンネルの監視を開始する。これらの監視されて
いる放送コンテンツから、広告を送信するタイミングに関して決定される（３５０４）。
例えば、放送コンテンツは、所定の間隔（例えば、コマーシャル・ブレーク）を有し、こ
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れに関して、広告を送信する。これらの時間間隔は、利用時間枠とそれらの時間枠内のキ
ュー・トーンにより定められる。放送コンテンツのチャンネルを監視することで、このよ
うな間隔に関する情報が得られる。したがって、キュー・トーンまたは信号に応じて、群
広告コンテンツを利用する広告チャンネル、およびおそらく、番組チャンネル内に挿入す
る（３５０５）。次いで、ＣＰＥは、配信するために群から適切な広告を選択し、これは
、ブレークに対する単一の広告チャンネル、またはブレークにおけるチャンネル・ホッピ
ングを選択することを含む。このようにして、ＣＰＥは、スポット最適化を実行するため
に単一スポットに対する利用可能なオプションの中からオプションを選択する。
【０２３７】
　図３６Ａは、例示的なターゲット・コンテンツ・インターフェイス構成３６００のブロ
ック図である。ターゲット・コンテンツ・インターフェイス構成３６００は、図２８の広
告主２８０１などの、広告主とのインターフェイスに使用される。ターゲット・コンテン
ツ・インターフェイス構成３６００は、図２８のシステム２８００などの、放送網のコン
テンツをターゲットとするシステムと広告主とのインターフェイスとなっている。この点
に関して、広告主インターフェイス３６０１は、広告主に対するグラフィカル・ユーザ・
インターフェイス（「ＧＵＩ」）３６０４を実現するプロセッサ３６０２を備える。例え
ば、プロセッサ３６０２は、ＧＵＩ　３６０４を表示するモニタを備えるように構成され
た汎用コンピュータであってよい。ＧＵＩ　３６０４は、広告キャンペーンを生成するこ
とに関する情報を広告主に与える（例えば、テレビ・コマーシャル・キャンペーン）。こ
のような情報の例としては、人口統計、金銭的予算、所望の時刻、および／または放送番
組がある。さらに、ＧＵＩ　３６０４は、所望の／選択された広告キャンペーンに関係す
る情報を広告主から受信する。例えば、情報コンテンツ・プロバイダは、所定の時刻に特
定の視聴者にいくつかの広告を表示することを選択できる。広告主は、さらに、最大の予
算および／または１広告インプレッション当たりのコストを入力したい場合もある（すな
わち、配信された広告、ただし、コスト・パー・サウザンド、すなわち「ＣＰＭ」で典型
的には測定される）。一般に、広告に関連するコストは、交渉の後、または過去データに
基づいて、ネットワーク事業者側で設定することが可能である。広告主は、この情報をＧ
ＵＩ　３６０４に入力し、これによりプロセッサ３６０２が、とりわけ、インターフェイ
ス３６０３を介してトラフィック／課金システム３６１０に情報を転送される。
【０２３８】
　インターフェイス３６０３は、広告主インターフェイス３６０１とトラフィック／課金
システム３６１０との間の通信を行うように構成される。例えば、インターフェイス３６
０３は、通信リンク３６１５を介してトラフィック／課金システム３６１０のインターフ
ェイス３６１１に通信可能なように結合されり。通信リンク３６１５は、インターネット
・プロトコル（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ）を介して通信を行うために使用されるようなイン
ターネット・リンクである。そのようなものとして、ＧＵＩ　３６０４は、Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔのＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒなどの、Ｗｅｂブラウザ内で動作するアプ
レットとして構成される。このような一実施形態では、ＧＵＩ　３６０４は、広告主が広
告キャンペーンを管理できるようにするトラフィック／課金システム３６１０から情報を
ダウンロードすることができる。しかし、本発明は、広告主とトラフィック／課金システ
ム３６１０との間の特定の種類の通信に限定されることを意図されていない。例えば、通
信リンク３６１５は、サーバー接続および／または仮想プライベート・ネットワーク接続
としてよい。このような一実施形態では、ＧＵＩ　３６０４は、広告主とトラフィック／
課金システム３６１０との間の通信を可能にするカスタマイズされたソフトウェア・アプ
リケーションである。ソフトウェア・アプリケーションは、トラフィック／課金システム
３６１０の記憶装置要素３６１３で格納されている命令３６１４により制限される。例え
ば、命令３６１４により、ＧＵＩ　３６０４が表示されるように広告主インターフェイス
３６０１にアプリケーションを配信することをプロセッサ３６１２に行わせる。広告キャ
ンペーン情報も、手作業で、ネットワーク事業者の職員、またはその代理店が入力するこ
とができる。すなわち、例えば、広告主は、セールスマンに単に話すだけで（例えば、電
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話で）、セールスマンは、本明細書で説明されているようにシステムを使用して情報を入
力することができる。
【０２３９】
　プロセッサ３６１２は、さらに、広告契約情報をターゲット広告システムに供給し、広
告キャンペーン作成に関連してターゲット母集団を推定し、ネットワーク事業者に対する
課金動作を制御するように構成される。例えば、プロセッサ３６１２は、図２９Ａのオペ
レーション・センターなどのオペレーション・センターと通信し、広告コンテンツ情報を
提供し、視聴者推定および課金に関するレポート情報を取得する。オペレーション・セン
ターでは、広告主がトラフィック／課金システム３６１０で（すなわち、ＧＵＩ　３６０
４を介して）入力した特定のキャンペーンの配信済み広告に関係する情報を伝達する。こ
のような情報は、ＣＰＥからの配信レポートに基づく。この情報に基づき、プロセッサ３
６１２は、配信された広告に関連する課金価値（例えば、ターゲット・インプレッション
）が生成される。そのようなものとして、従来の郵送、電子メール、および／または預金
口座からの引き落としなど、通信リンク３６１５または他の手段を介して、広告主に対し
て請求書が生成され、広告主に配信される。しかし、ネットワーク事業者は、請求書を直
接扱う方を好む場合がある。その点に関しては、プロセッサ３６１２は、請求書がその広
告主に対して生成されるようにネットワーク事業者に情報を送る。
【０２４０】
　図３６Ｂは、図３６Ａのターゲット・コンテンツ・インターフェイス構成３６００の例
示的なＧＵＩ　３６０４である。この実施形態では、ＧＵＩ　３６０４は、広告主が広告
キャンペーンを開始できるようにする資源を備えている。例えば、広告主は、放送コンテ
ンツ内のコマーシャル・ブレーク（例えば、テレビ・コマーシャル・ブレーク）に対する
広告キャンペーンを生成したい場合がある。ＧＵＩ　３６０４を使用することで、広告主
は、いくつかのキャンペーン・パラメータ（例えば、コスト・パー・インプレッション３
６３６、課金情報３６３７、最大コスト・パー・インプレッション３６３９、キャンペー
ン日付３６４２、および／またはさまざまな人口統計情報３６３１）を入力することによ
り広告に対する広告キャンペーンが生成される。それぞれの広告に関連するコストは、広
告キャンペーンに先立ってＭＳＯと交渉することが可能である。
【０２４１】
　広告主は、上で説明したＣＰＥ　２８１０などのいくつかのＣＰＥに広告のターゲット
を、設定するシステムに広告を送ることができる。例えば、広告主は、図２９Ａの広告サ
ーバー２９０１などの、広告サーバーに広告を送る。次いで、広告主は、ＧＵＩ　３６０
４を介して広告を配信するために所望の配信属性（例えば、年齢、性別、所得、および／
または時刻などの人口統計情報３６３１）を設定する。すなわち、広告主は、ＣＰＥユー
ザのさまざまな属性を広告に関連付けて、それに応じて広告が配信されるようにすること
が可能である（例えば、上で説明されているようにＣＰＥによる投票結果に基づいて）。
さらに、広告主は、最大コスト・パー・インプレッション（例えば、配信された１広告当
たりの最大コスト）および／または広告キャンペーンの継続期間に関する情報を含める。
ＧＵＩ　３６０４は、例えば、サーバー・ベース・システム（例えば、トラフィック／課
金システム３６１０）により広告主に配信されるインターフェイス・アプリケーションと
して実装される。それとは別に、ＧＵＩ　３６０４は、例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　ＥｘｐｌｏｒｅｒなどのＷｅｂブラウザを通じて広告主がインターフェ
イスするＷｅｂサイトとして実装される。いずれにせよ、ＧＵＩ　３６０４は、特定のキ
ャンペーン情報に関する情報（例えば、人口統計、課金情報など）をトラフィック／課金
システム３６１０に供給する。同様に、ＧＵＩ　３６０４は、広告キャンペーンに関連付
けられたコストに関する情報を広告主に送る。例えば、ＧＵＩ　３６０４は、インプレッ
ションの数（例えば、個々のＣＰＥへの広告の配信数）、およびそれらのインプレッショ
ンに関連付けられているコストに関する情報をトラフィック／課金システム３６１０から
受信することができる。
【０２４２】
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　本明細書では一実施形態が示され、説明されているが、当業者であれば、本発明が例示
されている実施形態に限定されることを意図されていないことを容易に理解するであろう
。例えば、ＧＵＩ　３６０４は、本発明の範囲および精神から外れることのない他の方法
で実装することが可能である。当業者は、さまざまな方法でこのようなインターフェイス
を実装することについて熟知している。例えば、広告主に対し、広告配信をオークション
に掛けることができる。そこで、スポット、スポット内の視聴者セグメント、またはスポ
ットに関係しないあるレベルの広告（例えば、５００，０００件のインプレッションが１
８～３４歳の男性をターゲットとする）を、最高入札者に売ることができる。さらに、広
告は、番組に関連付けられているテキスト内容（例えば、タイトル、番組説明、または字
幕）を対象とする検索に基づいてターゲットにすることができる。この点に関して、例え
ば、広告主は、ＮＡＳＣＡＲという単語を含む番組に広告を入れることを選択することが
できる。
【０２４３】
　図３６Ｃは、ＧＵＩ　３６０４への代替え実施形態におけるＧＵＩ　３６４５を例示し
ている。この実施形態では、ＧＵＩ　３６４５は、視聴者推定情報を組み込んでいる。例
えば、図２８のシステム２８００などの、広告のターゲットをＣＰＥに設定するために使
用されるシステムは、特定の配信制約条件を持つ広告の配信に関するレポート情報を供給
する。この履歴情報および／または人口調査データなどの他の情報の分析結果に基づき、
関連するターゲット設定制約条件に基づいて考慮したうえで、推定視聴者規模を推定する
。この視聴者推定をＧＵＩ　３６４５に組み込むことで、広告主は、広告をどこに配信す
べきかということ、さらに配信される広告の予算も指定することができる。
【０２４４】
　ＧＵＩ　３６４５により、広告主は、視聴者会員に対応するさまざまな機能を選択する
ことができる。例えば、広告主は、性別３６５０、所得水準３６５１、年齢３６５２、地
理的領域３６５３（例えば、郵便番号、市、郊外、近所、個人住居、州など）、さらに、
他のパラメータ（例えば、チャンネル包含３６５６、チャンネル例外３６５７、番組例外
３６５５など）に基づく特定の視聴者プロファイルを入力し、特定の広告の配信を指定す
る。これらのパラメータに基づき、システムは、「視聴者母集団」（例えば、そのプロフ
ァイルに当てはまる視聴者会員の数）を推定し、広告に対するコストを配分する。視聴者
推定は、図３８Ａから３８Ｃに示されており、以下で説明する。
【０２４５】
　直観的には、広告主は、年齢３６５２、所得水準３６５１、性別３６５０などのさまざ
まな視聴者パラメータに応じて特定の視聴者プロファイルを入力する。番組例外３６５５
のパラメータを使用すると、広告主は、さまざまな番組、または放送コンテンツが除外さ
れる。例えば、特定の放送コンテンツ番組タイトルを入力することにより、広告主は、そ
の放送コンテンツ番組から広告の挿入の選択を解除する。
【０２４６】
　同様に、特定のチャンネル情報を指定フィールド内に入力することにより、個々のネッ
トワーク・チャンネルを含めたり（すなわち、チャンネル包含３６５６）、または除外し
たり（すなわち、チャンネル例外３６５７）することが可能である。これにより、広告主
は、どのチャンネルで広告を受け取るのかを指定することができる。例えば、ランジェリ
ーに関係する広告を配信したい広告主は、子供番組チャンネルの視聴者にこのような広告
を配信することを望まない。そのようなものとして、広告主は、ＧＵＩ　３６４５を使用
して、そのチャンネルの視聴者からランジェリーの広告を除外する。同様にして、広告主
は、特定の広告キャンペーンについて優先される特定の他のチャンネルを含むようにした
い場合がある。例えば、広告プロバイダは、スポーツ・ネットワークの視聴者に男性向け
シェービング製品（例えば、シェービング・クリーム、カミソリなど）に関係する広告を
配信したい場合がある。
【０２４７】
　前述の視聴者選択パラメータに加えて、ＧＵＩ　３６４５は、広告のキャンペーンを生
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成するために広告主が使用する他のパラメータを含んでいてもよい。例えば、広告主は、
指定された視聴者プロファイルに対し広告が配信される曜日３６６０および週数３６６１
を選択することが可能である。この点に関して、広告主は、さらに、開始日と終了日３６
６２、および選択された日にちの開始時刻と終了時刻３６６３を選択することもできる。
さらに、広告主は、指定された視聴者プロファイルに対し広告が配信されるこのキャンペ
ーンにおける頻度３６５９を選択することが可能である。上記のように、システムは、こ
の点に関してかなりの柔軟性をもたらす。例えば、広告主は、特定の時間枠において特定
の所得水準を有する２４～３４歳の１００，０００人の男性に到達するようにしたいが、
１０回以上この広告をすでに受信している個人を除外したいことを示し、このような制約
条件はすべて、関連する適切なＧＵＩ要素を有する。
【０２４８】
　オプションの機能として、広告が配信されるいくつかの回数を「スキップ」する機能が
ある。例えば、広告主は、キャンペーン開始日と終了日の範囲内で他の週をスキップしな
がら特定の週に広告の配信を行いたい場合がある。広告主は、したがって、週スキップ・
フィールド３６６４内にスキップすべき週を入力することができる。
【０２４９】
　また、システムは、視聴者母集団を推定するためにこれらの選択されたキャンペーン・
パラメータを使用することもできる。例えば、システムは、入力されたキャンペーン・パ
ラメータに対応する履歴情報を取り出すことが可能である。すなわち、システムは、キャ
ンペーン・パラメータに対応する回数だけＣＰＥを使用することで視聴者会員の数を取り
出すことができる。これは、類似のキャンペーン、人口調査データ、および／または他の
情報からのレポート情報に基づく。この情報は、視聴者母集団推定３６５８において表示
される。さらに、ＧＵＩ　３６４５は、システムが広告主に対し請求書を生成することが
できるコスト配分パラメータを含む。例えば、所与のキャンペーン内のそれぞれの広告は
、「コスト・パー・インプレッション」３６６５を付けることができる。そのようなもの
として、システムは、視聴者母集団推定３６５８を使用し、個々の広告のコスト・パー・
インプレッションを掛けて、さらに、個々の広告の頻度を掛けて、所与の広告キャンペー
ンに対する総コストを推定することが可能である。課金は、レポートから決定された価格
推定または実際の配信に基づいて行われる。
【０２５０】
　ＧＵＩ　３６４５に対する他の情報には、クライアント識別３６６７およびクライアン
トに対する特定の市場３６６８などの項目を入れることができる。例えば、Ｉｎｔｅｌ　
Ｃｏｒｐ．などの会社は、２８歳から４２歳までの範囲の大卒ユーザなどの特定の消費者
グループに広告を表示することを望んでいるハイテク企業として識別される。Ｉｎｔｅｌ
の代表者は、ＧＵＩ　３６４５を使用して、そのような広告を所望の視聴者に配信する能
力を高めるＩｎｔｅｌプロセッサに関係する広告を配信する広告キャンペーンを手直しす
ることが可能である。システムは、したがって、所望の視聴者集団に似た視聴率を持つ特
定の放送網チャンネルについて「フィルタ」として市場情報を使用することが可能である
。この点に関して、ＣＰＥユーザの集約を行うことができる。マーケティング・ラベルも
、この点に関しては上記のように使用できる。
【０２５１】
　図３７は、例示的なターゲット・コンテンツ・インターフェイスの処理方法３７００の
流れ図である。この実施形態では、広告主が使用するインターフェイスが備えられる（３
７０１）。例えば、図２８のシステム２８００などの、広告のターゲットをＣＰＥに設定
するために使用されるシステムは、図３６ＢのＧＵＩ　３６０４などのユーザ・インター
フェイスを広告主向けに用意される。ユーザ・インターフェイスを使用することで、広告
主は、選択された広告に対するキャンペーンに関係する情報を伝達することができる。す
なわち、広告主は、広告に関連付けられるターゲット設定制約条件を示すことが可能であ
る。プロバイダも、キャンペーンに関連付けられているコストを示すことができるように
会計／課金情報を提供することができる。
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【０２５２】
　システムは、インターフェイスから広告に関する情報を受け取る（３７０２）。次いで
、システムは、広告情報を広告主の広告に関連付ける（３７０３）。例えば、広告情報は
、所望のターゲットの人口統計属性（例えば、年齢、性別、所得水準など）とともに、配
信タイミング、頻度などが含まれる。そのようなものとして、システムは、情報および人
口統計情報に基づき広告の配信のターゲットを設定する（３７０４）。すなわち、システ
ムは、上で説明されているように放送コンテンツと組み合わせて広告を出すことが可能で
ある（例えば、群モード、中継局インターリーブ、ＣＰＥ挿入など）。
【０２５３】
　システムは、広告をＣＰＥに配信することができる。この点に関しては、特定のＣＰＥ
ユーザが、第１の広告と組み合わせた放送コンテンツを受信し、その一方で、他のＣＰＥ
ユーザは、第２の広告（例えば、第１の広告とは異なるもの）と組み合わせた放送コンテ
ンツを受信する。とにかく、ＣＰＥユーザに配信されるそれぞれの広告は、ターゲット・
インプレッションとみなされる。ＣＰＥは、広告を受信すると、セグメントが配信された
というレポートをシステムに送り返すことができる。そのようなものとして、システムは
、ＣＰＥで配信されるインプレッションの数を決定する（３７０５）ことができる。
【０２５４】
　インプレッションの数に基づいて、システムは、課金値を広告配信に関連付ける（３７
０６）。例えば、それぞれの広告は、セグメントに関連付けられている所定のコスト・パ
ー・インプレッションを持有する。広告配信の総コストは、したがって、インプレッショ
ンの数に関連するコスト・パー・インプレッションを掛けた値である。この情報は、次い
で、支払いが行えるように広告主に伝えられる。
【０２５５】
　視聴者推定または測定は、人口調査データに関する配信レポートに関係して上で説明さ
れているが、視聴者は、さらに、投票に基づいて推定される。図３８Ａは、例示的な投票
ベースの視聴者推定システムを示すブロック図である。例示されている中継局３８００は
、複数のＣＰＥ　２８１０から投票を受信するコンテンツ選択プロセッサ３８０１ととも
に構成される。これらの投票に基づいて、コンテンツ選択プロセッサ３８０１は、推定に
よりＣＰＥユーザを人口統計グループにまとめ、それにより、視聴者の断面を推定するこ
とが可能である。すなわち、投票は、ＣＰＥユーザに対する好適な広告に関係する情報を
含むことができる。したがって、広告に対し高い当てはめスコアを持つ投票は、ターゲッ
ト視聴者と一致するユーザに関連付けられると推論してよい。
【０２５６】
　中継局３８００は、図２９Ａに示され、説明されているシステム２８００の簡易バージ
ョンを表しているとしてよい。コンテンツ選択プロセッサ３８０１は、ＣＰＥ　２８１０
から投票を受信することができる。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、上で説明されているよ
うに、それぞれのＣＰＥユーザのチャンネル選択および他のクリック・ストリーム入力を
監視するように構成することが可能である。それらの入力に基づいて、ＣＰＥ　２８１０
は、年齢、性別、所得水準などのそれぞれのユーザの視聴者分類パラメータを推論するこ
とができる。ＣＰＥ　２８１０は、さらに、ＣＰＥ　２８１０が動作している限り、コン
テンツ選択プロセッサ３８０１に投票を転送するように構成すされる。例えば、ユーザが
ＣＰＥ　２８１０を操作して、放送コンテンツ（例えば、テレビ番組）を閲覧している限
り、ＣＰＥは、ユーザのチャンネル選択を監視し、視聴者分類パラメータが決定される。
次いで、ＣＰＥ　２８１０は、一般的に分類パラメータを反映する投票を生成し、それら
の投票を中継局３８００に転送する。中継局３８００は、次いで、それらの投票を処理し
、ＣＰＥユーザの上記の分類パラメータを決定する。それぞれの関与するＣＰＥ　２８１
０、または少なくともその標本抽出は、中継局３８００に投票を転送するので、中継局３
８００は、ネットワークだけでなく、その視聴者の断面も使用して、視聴者の規模を推定
する。すなわち、それぞれのＣＰＥ　２８１０が投票を中継局３８００に転送すると、そ
れぞれのＣＰＥからの投票が処理され、これにより、ネットワーク３８００および視聴者
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の構成を使用して視聴者会員の数が決定される。例えば、グループ３８０２のＣＰＥ　２
８１０は、チャンネル選択を監視し、グループ３８０２が、２２歳から３２歳までの範囲
の男性をターゲットとする広告についてＣＰＥが投票したユーザを含むと決定される。そ
のようなものとして、中継局３８００は、グループ３８０２の視聴者が関連する視聴者分
類と一致する投票により示されているような規模を有すると判定される。しかし、グルー
プ３８０３は、４人家族と一致する広告についてＣＰＥが投票したユーザを含む可能性が
ある。したがって、中継局３８００は、グループ３８０３内のＣＰＥ　２８１０の数およ
びそれらのＣＰＥを見ている家族構成員の推定数に基づいてグループ３８０３の視聴者規
模を決定する。したがって、視聴者規模全体を決定することは、単に、さまざまなグルー
プについてＣＰＥユーザの数を加算し（例えば、グループ３８０２およびグループ３８０
３）、サンプリング係数とともに加入ユーザとユーザ母集団との比を考慮する問題である
といえる。
【０２５７】
　しかし、本発明は、例示されている視聴者推定計算に限定されることを意図されている
わけではない。例えば、視聴者推定は、視聴者会員が個人情報をネットワーク３８００に
故意に「公開」するとすれば、より明白になると思われる。このような視聴者推定の他の
１例は、図３８Ｂに示され以下で説明されている。したがって、他の形態の視聴者推定は
、本発明の範囲および精神から外れることはない。
【０２５８】
　図３８Ｂは、他の例示的な投票ベースの視聴者推定システムを、この場合、ＣＰＥ挿入
の背景状況において、示すブロック図である。上記のように、ＣＰＥ挿入は、広告送信の
投票で適宜実行する。この実施形態では、コンテンツ選択プロセッサ３８２０は、個々の
ＣＰＥ　２８１０とともに、投票を中継局３８００に転送するように構成されており、こ
れによりネットワークでは、視聴者分類パラメータ（例えば、人口統計）に従ってＣＰＥ
　２８１０をいくつかのグループに分類される。例えば、ＣＰＥ　２８１０のコンテンツ
選択プロセッサは、ＣＰＥユーザのチャンネル選択を監視する。これらの監視されている
チャンネル選択に基づいて、コンテンツ選択プロセッサ３８２０は、中継局３８００およ
び／またはＣＰＥ　２８１０により使用される投票を行って、放送コンテンツの送信につ
いて所望の広告を選択し、その後挿入がＣＰＥ側で実行される。
【０２５９】
　中継局３８００は、投票に基づいてＣＰＥユーザを分類する。例えば、グループ３８２
２のＣＰＥユーザは、グループ３８２３への帰属関係を示すチャンネル選択習慣または他
のクリック・ストリーム入力を有する。コンテンツ選択プロセッサ３８２０は、これらの
入力を処理し、対応するターゲット視聴者に関連付けられている特定の広告の配信に対し
適しているかどうかを示す投票を行う。中継局３８００は、ターゲット視聴者および投票
に基づいて視聴者セグメントの規模を決定する。その後、中継局３８００は、広告をネッ
トワークで放送コンテンツにインターリーブすることを介して、または挿入情報とともに
広告をＣＰＥに別々に送信することにより、広告をＣＰＥ　２８１０に配信する。それと
は別に、またはそれに加えて、中継局３８００は、ＣＰＥ　２８１０が備えるように構成
されている記憶装置から広告セグメントを取り出すことを要求することにより広告を配信
する。これらのＣＰＥ動作の例は、図２９および３０に関して示され、上で説明されてい
る。中継局３８００は、さらに、投票を処理して、図３８Ａに例示されている視聴者推定
と例示の方法で視聴者の規模を決定する。
【０２６０】
　直前の節では、投票に基づく視聴者推定を取りあげた。すでに述べたように、レポート
情報は広告の配信を積極的に示しているので、レポートに基づいて視聴者推定を実施する
ことは好ましいと考えられる。図３８Ｃは、この点に関して例示的な方法３８６０を示し
ている。方法３８６０は、関与し、レポートするＣＰＥからレポートを取得する（３８６
２）ことから始まる。上記のように、いくつかのＣＰＥは、セット・トップ・ボックスを
含むことができず、または他の何らかの形で、ターゲット広告システムまたはそのレポー
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ト機能に関わることを選択しなくてもよい。したがって、ＣＰＥから得られるレポートは
、一般的に、レポートの配信先となった視聴者全体の一部を表すにすぎない。
【０２６１】
　推定方法３８６０は、さらに、広告毎に、試料グループからの関連するユーザの未処理
の数を決定すること（３８６４）を含む。この点に関して、視聴者全体の規模および／ま
たは広告に対するターゲット視聴者分類と一致する視聴者セグメント（または他の何らか
のセグメント）の規模を測定することが望ましいと思われる。本発明のターゲット広告シ
ステムでは、多くの場合において、これらは、レポートユーザに関して同じであると想定
できる。すなわち、広告に対する最大の視聴者と一致する視聴者分類パラメータを有する
ユーザにのみ広告が配信されることが予想される。しかし、広告オプションを提供するた
め帯域幅が制限されているため、また群構成および他のファクタに関係するさまざまな考
慮事項があるため、広告は、ターゲット視聴者と完全には一致しないユーザに配信される
ことがときどきある。このことは、レポートに関して適宜与えることができる適合度スコ
アに反映される。また、正確な視聴者分類情報は、公開モード・ユーザについて利用可能
である。そのため、レポートは、潜在的に一致する多くのユーザまたは他の視聴者分類セ
グメントからのユーザを識別するように処理することが可能である。
【０２６２】
　いずれにせよ、ユーザの未処理の数と予想視聴者規模との相関を求めることが可能であ
る（視聴者全体の規模および／または視聴者分類グループによりセグメント分割された視
聴者規模）。これは、とりわけ、１）レポートＣＰＥの統計的標本グループを視聴者集団
中の推定される関与ＣＰＥの全数に外挿すること、２）視聴者集団中の関与ユーザの全数
を視聴者集団に加わる資格のあるＣＰＥの全数に外挿すること、および３）視聴者集団に
加わる資格のあるＣＰＥの全数を絶対的視聴者規模に外挿することを含む。例えば、アナ
ログ・ユーザに配信するために広告が番組チャンネル・コンテンツ・ストリーム内にイン
ターリーブされる場合に、アナログ・ユーザなどのセット・トップ・ボックスのないＣＰ
Ｅを含めることである。標本グループの規模から、関与グループの規模に外挿するのは、
レポートのため標本グループを選択するアルゴリズムによって決まる。関与および非関与
ユーザの相対数は、一般に、選択する／手を引く方法に基づいて知られる。関与ユーザは
、関与する資格のあるすべてのユーザのグループを代表する場合もしない場合もある。し
たがって、この外挿は、予測目的に役立つと思われる関与ユーザと非関与ユーザとの知ら
れている、または想定される統計的な差異を反映する補正を含むこ。さらに、関与する資
格のあるユーザの総数は、例えば、他の広告オプションに関して問題の広告に対する視聴
者の相対的規模、関連する人口調査データ、または人口統計データ、および統計的に関連
性のある情報に基づいて、絶対的な関連する視聴者規模に外挿する。ここでもまた、関与
する資格のあるユーザのグループは、視聴者の母集団全体を表す場合も表さない場合もあ
り、統計ベースの補正が必要になることがあることは理解されるであろう。いずれにせよ
、この視聴者推定情報は一部または全部を、広告主、ネットワーク事業者、および他の利
害関係者にレポートすることができる（３８６８）。
【０２６３】
　図３９Ａは、ＶＯＤコンテンツに関してコンテンツのターゲット設定を行うシステムの
ブロック図である。例えば、中継局３９００は、上記の通常の番組広告に関する投票に基
づき、おそらく必ずしもそうではないが、広告を選択するコンテンツ選択プロセッサ３９
０１およびＶＯＤサーバー３９０２とともに、ＣＰＥ　２８１０からＶＯＤ要求および／
または実際のチャンネル選択を受信するように構成される。上記のように、コンテンツ選
択プロセッサ３８０１は、ＣＰＥ　２８１０に配信する広告を選択する。これらの広告は
、ＣＰＥに転送され、ＣＰＥは、現在のユーザの視聴者分類に一致する広告を格納する。
別に、ＣＰＥユーザは、ＶＯＤコンテンツを要求し、ＶＯＤ要求をＶＯＤサーバー２９０
２に転送する。サーバー２９０２は、この要求を処理し、ＶＯＤコンテンツを転送するこ
とが可能であり、これは、広告挿入をトリガするトーンまたはメッセージを含む（適宜、
広告例外などの配信制約条件）。
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【０２６４】
　典型的には、ＣＰＥ　２８１０は、ＣＰＥが独立に選択している複数のチャンネルのう
ちの１つまたは複数でＶＯＤコンテンツを受信する。例えば、ネットワーク３９００は、
それぞれの複数のＲＦテレビ・チャンネル上で（例えば、ケーブルを介して）複数のコン
テンツを同時に伝達する。個々のＣＰＥ　２８１０は、チューニング（例えば、デジタル
・チューニングまたはアナログ・チューニングのいずれか）をして、チャンネルからコン
テンツを選択することが可能である。ＣＰＥ　２８１０のユーザは、こうして、ＣＰＥ　
２８１０を特定のＶＯＤチャンネルに向けることによりＶＯＤコンテンツを取得する。そ
こから、ユーザは、ユーザに提示されているオプションのメニューから能動的に選択する
ことにより、（例えば、所望のＶＯＤコンテンツ、支払いオプションなど）ＶＯＤコンテ
ンツを選択することが可能である。そのようなものとして、ＶＯＤ選択は、ペイ・パー・
ビュー・イベントの注文に類似していると思われ、ＶＯＤ選択の可能な例外は実質的に瞬
間的である（すなわち、「オンデマンド」）。ターゲット広告は、さらに、中継局インタ
ーリーブを使用することによりＶＯＤコンテンツに関連して提供する。例えば、いくつか
の実装では、広告は、投票（通常の番組ブレークに関する）または他の情報から作成され
たユーザ・プロファイルからの決定に従ってユーザ別に選択する。このユーザ・プロファ
イルは、ユーザに配信されるＶＯＤコンテンツ中に広告をインターリーブするために使用
される。それとは別に、このような情報は、ＶＯＤ契約を注文した複数のユーザについて
集約され、ＶＯＤコンテンツ内に最良適合広告をインターリーブする。ユーザに対し、広
告あり、またはなしのＶＯＤコンテンツを選択するオプションを提供することができ、そ
の際に適切な価格決定は、選択されたオプションに基づいて行われる。中継局インターリ
ーブの場合、コンテンツ選択プロセッサ３９０１は、視聴者分類パラメータに基づき、図
２９Ａの広告サーバー２９０１などの広告サーバーから広告を取り出すことができる。コ
ンテンツ選択プロセッサ３９０１は、さらに、図２９Ａのコンテンツ同期装置２８０４な
どの、コンテンツ同期装置と通信することができる。すなわち、コンテンツ選択プロセッ
サ３９０１は、取り出された広告をコンテンツ同期装置に転送し、広告とＶＯＤコンテン
ツとの同期を取る。
【０２６５】
　特定のＣＰＥ挿入および中継局インターリーブ実装に関して示され説明されているが、
当業者であれば、本発明がこれらの実装に限定されることを意図されていないことを容易
に理解するであろう。例えば、コンテンツ選択プロセッサ３９０１は、また、ユーザ入力
情報に基づいて広告を選択するように構成される。すなわち、ＣＰＥ　２８１０は、実際
のユーザ入力情報をコンテンツ選択プロセッサ３９０１に転送し、これにより、コンテン
ツ選択プロセッサは、視聴者分類および適切な広告配信を決定する。
【０２６６】
　図３９Ｂは、ＣＰＥ挿入の背景状況における、例示的なＶＯＤターゲット・コンテンツ
の処理方法３９５０の流れ図である。この実施形態では、方法３９５０は、上で説明され
ているＣＰＥ　２８１０などの、ＣＰＥからＶＯＤコンテンツ選択および／またはチャン
ネル選択を受信する（３９５１）ことから始まる。例えば、ＣＰＥ　２８１０は、図３９
Ａの中継局３９００などの、ネットワーク・プラットフォームから配信された１つまたは
複数のチャンネルからＶＯＤコンテンツを選択するために使用される。次いで、コンテン
ツ選択情報および／またはチャンネル選択情報は、ＶＯＤサーバーに転送され、そこで、
ＶＯＤ要求の処理を行う。ＶＯＤコンテンツ選択に基づき、サーバーは、それぞれのＣＰ
Ｅに配信するためＶＯＤ選択を取得する（３９５２）。
【０２６７】
　広告の配信を決定するために使用されるＶＯＤ選択に関して示され説明されているが、
本発明は、このような広告配信に限定されることを意図されていない。例えば、個々のＶ
ＯＤ顧客の人口統計情報は、外部ソースから得られる金融または他の情報の形態で利用可
能なものである。この点に関しては、広告は、図２９Ａの人口統計データベース２９２１
などの、データベースに格納されている人口統計情報に基づいて中継局挿入に対し選択さ
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れる。ＶＯＤコンテンツ内の他の形態の広告配信も、本発明の範囲および精神から外れる
ことはない。また、この機能は、ポッドキャストなどの他の背景状況においても応用する
ことが可能である。
【０２６８】
　図４０Ａは、複数の広告を使用してターゲット・コンテンツを実装するように構成され
たシステム４０００のブロック図である（例えば、広告４０１０１．．．Ｍおよび４０１
１１．．．Ｎ、ここでも、ＭおよびＮは両方とも１よりも大きい整数である）。例えば、
広告主４００１は、放送コンテンツ・ユーザに複数の関係する広告を提供したい場合があ
る（例えば、中継局３９００を介して）。関係する広告は、広告メッセージ全体が放送コ
ンテンツ・ユーザに配信されるように放送コンテンツ内に所定の間隔（例えば、コマーシ
ャル・ブレーク）で提供される。
【０２６９】
　広告４０１０１．．．Ｍおよび４０１１１．．．Ｎの例としては、「ティーザー」広告
、主広告、および要約広告を含む一連の広告があり、この場合、広告主は、シーケンス内
のそれぞれの広告を、次の広告が配信されるまでに選択された回数（１回または複数回）
だけターゲット視聴者会員に配信されるようすることを望んでいる。例えば、広告主４０
０１は、広告４０１０１をＣＰＥ　２８１０ユーザのグループ３９０２に提供し、それら
のユーザについて適していると思われる製品に関する情報を伝達したい場合がある。広告
４０１０１は、ＣＰＥ　２８１０ユーザに、広告のファミリ４０１０からの他の広告（例
えば、広告４０１０２）を見させるために使用される。
【０２７０】
　複数の広告４０１０１．．．Ｍおよび４０１１１．．．Ｎを使用してコンテンツのター
ゲット設定することに関して、システム４０００は、さらに、投票に基づいて広告を提供
するように構成される。例えば、コンテンツ選択プロセッサ３９０１は、ＣＰＥ　２８１
０から投票を受信し、さまざまな広告のあるレベルの適切さが示される。ＣＰＥは、定義
済み広告シーケンスに関するＣＰＥの進捗に応じて、広告について投票を行うことを決定
するか、または広告についての投票に注目し、広告の配信を選択するか、選択しないかを
決める。コンテンツ選択プロセッサ３９０１は、投票を処理して、特定の広告を群の中の
シーケンスに含めるが含めないかを決定する。
【０２７１】
　図４０Ｂは、４０５０のパッケージングされたコンテンツ・ターゲット設定方法の流れ
図である。例示されている方法４０５０は、広告ファミリ制約条件を受信する（４０５１
）ことから始まる。上記のように、広告主は、一連の広告の中のそれぞれの広告が、シー
ケンス内の次の広告が示されるまでに一定回数だけターゲット・ユーザに配信されるよう
に指定する。これらの広告ファミリ制約条件は、個々のＣＰＥに送信する（４０５２）。
次いで、ＣＰＥは、後続のコマーシャル・ブレークについて利用可能な広告を含む広告リ
ストを受信する（４０５３）。次いで、ＣＰＥは、一部は広告ファミリ制約条件に基づき
広告について投票する（４０５４）。すなわち、ＣＰＥは、一般的に、現在のユーザの視
聴者分類がターゲット視聴者と一致し、広告ファミリ制約条件が満たされる、例えば、ユ
ーザが、その広告を広告主により指定された回数だけまだ受け取っておらず、指定された
回数だけ前提条件広告を受け取っているということがない限り、広告に対する投票はしな
い。
【０２７２】
　中継局は、上記のように、投票を受信し、群コンテンツを決定する（４０５５）。その
ため、広告がファミリからの広告は、その広告について投票したユーザが十分な数だけい
ない限り、群内に挿入されない。次いで、この群は、利用可能な広告チャンネル内に挿入
され（４０５６）、おそらく、番組チャンネルにも挿入される。この群を受け取った後、
個別のＣＰＥは、広告ファミリから適切な広告を選択し（４０５７）、挿入する。次いで
、ＣＰＥは、広告ファミリから受け取るべき広告がまだあるかどうかを判定する（４０５
８）。もしあれば、追加の広告リストを受信した後に、この方法を繰り返す。もしなけれ
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ば、広告ファミリは、完了したものとして指定され（４０５９）、これにより、ＣＰＥは
、そのファミリ内の広告には、今後の広告リストに入れられたときにも投票しない。
【０２７３】
　本発明のさまざまな実施形態が詳細に説明されたが、本発明のさらなる修正形態および
適応形態は、当業者であれば思い付くであろう。しかし、そのような修正形態および適応
形態は、本発明の精神および範囲内にあることは明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２７４】
【図１】ケーブル・テレビ網の主要コンポーネントを例示する図。
【図２】ネットワークを介して地理的従属関係に基づき動的に決定される帯域幅使用を例
示する図。
【図３】中継局で実行されるようなアセット挿入を例示する図。
【図４】番組に関連付けられた今後のブレークに対するアセット配信価格を設定するため
に使用できるようなさまざまなネットワークの例示的な視聴率を示す図。
【図５】同じ番組チャンネルを見ている異なるユーザへのアセットの配信を例示する図。
【図６】横に延びている視聴者集約を例示する図。
【図７】視聴者集約の背景状況における仮想チャンネルを例示する図。
【図８】加入者宅内機器（ＣＰＥ）に実装されているターゲット・アセット挿入を例示す
る図。
【図９】別のアセット・チャンネル上で中継局から送信されるアセットの選択肢を示す図
。
【図１０】ＣＰＥ、ネットワーク・プラットフォーム、およびトラフィック課金（Ｔ＆Ｂ
）システムの間のメッセージ送受信順序を示す図。
【図１１Ａ】複数のユーザによって使用されるようなテレビ受像機およびデジタル・セッ
ト・トップ・ボックス（ＤＳＴＢ）を含むＣＰＥの１例を示す図。
【図１１Ｂ】ユーザ分類子を例示する図。
【図１２】時間帯とターゲット・インプレッション購入を実装する方法を例示する流れ図
。
【図１３】ネットワーク・プラットフォームとＣＰＥとの間の通信を例示する図。
【図１４】ＣＰＥからの信号によりサポートされ、ターゲット・アセットをネットワーク
内の１つまたは複数のチャンネルのユーザに提供するアプリケーションを例示する図。
【図１５】番組チャンネル上のブレークに関連する順序例を示す図。
【図１６Ａ】番組チャンネルのブレーク時にアセットを提供するためのアセット・チャン
ネルの使用を例示する図。
【図１６Ｂ】例示的なアセット群を例示する図。
【図１６Ｃ】利用可能な帯域幅の増大を介した改善されたアセットの選択肢を例示する図
。
【図１７Ａ】パー・ブレーク／パー・チャンネル・ベースのアセットの選択肢・リストを
示す図。
【図１７Ｂ】複数のブレークおよびチャンネルの単一アセットの選択肢・リストを示す図
。
【図１８】ＣＰＥが番組チャンネルのアセットの選択肢に関して投票できる方法を例示す
る図。
【図１９】１つまたは複数のアセット・チャンネル内に挿入するアセットを選択する方法
を例示する図。
【図２０】２つまたはそれ以上の番組チャンネルが矛盾するブレークを持つアービトレー
ション方式を示す図。
【図２１】少なくとも１つの第１の番組チャンネルの番組制作期間に対するネットワーク
提供利用時間枠情報を短縮する方法を例示する図。
【図２２】テレビ番組のブレークに関してアセットの動的挿入を対象とする方法を例示す
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る図。
【図２３Ａ】レポート・システムを例示する図。
【図２３Ｂ】レポート・ファイルに収めることができる情報を例示する図。
【図２４】レポート・システムのさまざまなネットワーク・コンポーネントおよびターゲ
ット課金システム全体の他の機能コンポーネントとの接続を例示する図。
【図２５】レポート機能を実装する加入者宅側の方法を例示する図。
【図２６】レポート機能に関連するネットワーク側の方法を例示する図。
【図２７】ターゲット・アセット・システムをＴ＆Ｂシステムとインターフェイスする方
法を例示する図。
【図２８】放送網のコンテンツをターゲットとする例示的なシステムのブロック図。
【図２９Ａ】放送網のコンテンツをターゲットとする図２８のシステムの例示的なコンポ
ーネント・レベルのブロック図。
【図２９Ｂ】放送網のコンテンツをターゲットとする図２８のシステムの例示的な他のコ
ンポーネント・レベルのブロック図。
【図３０】放送網に挿入する情報コンテンツを選択するようにＣＰＥに指令する例示的な
システムのブロック図。
【図３１】例示的なターゲット・コンテンツの処理方法の流れ図。
【図３２】例示的な視聴者集約システムのブロック図。
【図３３】例示的な視聴者集約方法の流れ図。
【図３４】例示的なチャンネル・スケジューリングの図。
【図３５Ａ】例示的なスポット最適化方法の流れ図。
【図３５Ｂ】図３５Ａのスポット最適化方法の例示的な処理要素の流れ図。
【図３６Ａ】例示的なターゲット・コンテンツ・インターフェイス・システムのブロック
図。
【図３６Ｂ】図３６Ａのターゲット・コンテンツ・インターフェイスの例示的なグラフィ
カル・ユーザ・インターフェイス（ＧＵＩ）の図。
【図３７】例示的なターゲット・コンテンツ・インターフェイスの処理方法の流れ図。
【図３８Ａ】例示的な視聴者推定を示すブロック図。
【図３８Ｂ】他の例示的な視聴者推定を示すブロック図。
【図３８Ｃ】例示的な視聴者推定の処理方法の流れ図。
【図３９Ａ】オンデマンド映像（「ＶＯＤ」）ネットワーク内のターゲット・コンテンツ
を例示するブロック図。
【図３９Ｂ】例示的なＶＯＤターゲット・コンテンツの処理方法の流れ図。
【図４０Ａ】複数のコンテンツ・セグメントとともにターゲット・コンテンツを実装する
システムのブロック図。
【図４０Ｂ】パッケージングされたコンテンツ・ターゲット設定方法の流れ図。
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