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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラムを実装したハードウェアコンピュータシステムを用いて実行する方法であっ
て、
　（ａ）前記コンピュータシステムを用いて、（ｉ）第１の選択した時間枠の間に、第１
の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、各々までネットワークトラフィックがルーテ
ィングされた、複数の認識された第１のオンラインデバイスと、（ｉｉ）認識されたオン
ラインデバイスではない付加的な装置と、を含む装置の組の中で、関連付けを決定する関
連付け工程と、
　（ｂ）その後の第２の時間枠の間に、関連付けされた装置の組の中の、複数の前記第１
のオンラインデバイスのうち、選択した最小数のデバイスまで、前記第１の共有ＩＰアド
レス又はその一部と異なる、第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワー
クトラフィックがルーティングされていることを、前記コンピュータシステムを用いて判
断する判断工程と、
　（ｃ）前記第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワークトラフィック
がルーティングされた、第２のオンラインデバイスに関連するプロファイル情報の、少な
くとも一部に基づいて、前記付加的な装置へ送信するための広告を選択する選択工程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第２のオンラインデバイスが、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの１台
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であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のオンラインデバイスが、前記第１の時間枠の間に関連付けされた組を構成し
ていない、追加されたオンラインデバイスであることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の時間枠は、継続時間を選択できることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の時間枠は、１番目のネットワークトラフィックが、前記第１の共有ＩＰアド
レス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの１台までルー
ティングされた時点で始まり、同じ共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、複数の前記
第１のオンラインデバイスのうちの前記１台以外の、複数の前記第１のオンラインデバイ
スの各々まで、他のネットワークトラフィックがルーティングされた後に、２番目のネッ
トワークトラフィックが、同じ共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、複数の前記第１
のオンラインデバイスのうちの前記１台までルーティングされるまで、少なくとも継続す
ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　複数の前記第１のオンラインデバイスの各々を、対応するクッキー、タグ、又は、装置
のフィンガープリントにより識別することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　更に、前記選択工程（ｃ）における、前記付加的な装置へ送信するための広告の選択を
、前記コンピュータシステムを用いて行うことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置へ送信するための広告の選択を、前記
第２のオンラインデバイスのユーザに関するプロファイル情報の、少なくとも一部に基づ
いて行うことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置へ送信するための広告の選択を、前記
第２のオンラインデバイスで行われたオンライン行動から取得したプロファイル情報の、
少なくとも一部に基づいて行うことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項記載の方法を実行するように、インターネットへ接続及び
プログラムされたことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項１１】
　コンピュータシステムに適用されたときに、請求項１～９のいずれか１項記載の方法を
実行するように、前記コンピュータシステムに対して命令をする、コンピュータプログラ
ムを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　この出願は、参照することにより全体が記載されているかのように本明細書に組み込ま
れる、２０１１年８月３日出願の仮出願番号第６１／５１４，８４０号の利点を主張する
ものである。
【０００２】
　本発明の分野は、オンラインデバイス（デスクトップコンピュータ、ポータブルコンピ
ュータ、タブレット、携帯電話、或いは、スマートフォン等；以下、「ＯＤｓ」と示す）
とセットトップボックス（以下、「ＳＴＢｓ」と示す）とに関する、相互の又は対象を定
めた行動（action）や活動（activity）である。特に、複数のオンラインデバイス（この
うちの１つだけはセットトップボックスと直接関連付けされている必要がある）から生じ
るユーザプロファイル情報に基づいて、特定のセットトップボックスへ配信するテレビ広
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告の対象を定めることができる方法を開示する。
【背景技術】
【０００３】
　本明細書に開示するシステムや方法は、下記明細書で開示されている内容に関連させる
ことができる。
　・２０００年６月１４日出願の米国非仮出願番号第０９／５９３，９９３号（現米国特
許第６，９２５，４４０号）
　・２００５年４月６日出願の米国非仮出願番号第１１／０９９，８６１号（現米国特許
第７，４２８，４９３号）
　・２００７年４月１７日出願の米国非仮出願番号第１１／７３６，５４４号（現米国特
許第７，８６１ ，２６０号）
　・２００７年１２月３１日出願の米国非仮出願番号第１１／９６８，１１７号（米国特
許公開第２００９／０１７２７２８　Ａ１号）
　・２００８年６月２日出願の米国非仮出願番号第１２／１３１ ，７９８号（米国特許
公開第２００９／０３００６７５　Ａ１号）
　・２００８年６月２日出願の米国非仮出願番号第１２／１３１ ，８２４号（米国特許
公開第２００９／０２９９８４３　Ａ１号）
　・２００８年８月６日出願の米国非仮出願番号第１２／１８６，９１８号（米国特許公
開第２００８／０３１３１９４　Ａ１号）
　・２００８年１０月２３日出願の米国非仮出願番号第１２／２５７，３８６号（米国特
許公開第２００９／００４９４６８　Ａ１号）
　・２０１０年１月１５日出願の米国非仮出願番号第１２／６８８，７３１号（現米国特
許第７，８９０，６０９号）
　・２０１０年８月２０日出願の米国非仮出願番号第１２／８６０，６６６号（米国特許
公開第２０１０／０３２５６５９　Ａ１号）
　・２０１０年１０月１５日出願の米国非仮出願番号第１２／９０６，００７号（公開前
）
　・２０１０年１０月１５日出願の米国仮出願番号第６１／３９３，８３４号
　・２０１０年１２月３０日出願の米国非仮出願番号第１２／９８１ ，９２５号（米国
特許公開第２０１１／００９９５７６　Ａ１号）
【０００４】
　上に列挙した出願及び公開明細書の各々は、参照により本明細書に組み込まれる。列挙
した出願明細書は同様の専門用語を用いているが、それらの出願明細書で用いられている
専門用語と、本明細書で用いている専門用語とに、多少の違いがある。一致しない場合は
、本明細書で開示する定義又は説明を適用することとする。
【０００５】
　本明細書で用いるいくつかの用語について、以下のように定義する。
【０００６】
　「テレビジョンプロバイダ（ＴＶＰ）」：任意の適切な伝送媒体を介して、契約者やユ
ーザにテレビサービスを提供する事業者をいう。この伝送媒体には、同軸ケーブル、光フ
ァイバーケーブル、ネットワークケーブル、電話線、衛星通信、無線通信、３Ｇ通信、４
Ｇ通信、ＷｉＭａｘ通信、ＷｉＦｉ通信、その他のＩＥＥＥ　８０２準拠通信、ＶＨＦ通
信、又は、ＵＨＦ通信が含まれるが、これらに限定されるものではない。当技術では一般
的なように、いくつかの文脈において、ＴＶＰの引用は、事業者自体ではなく、事業者に
よって制御されるコンピュータシステムや他の装置を示すこともある。
【０００７】
　「インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）」、又は、同等の意味で使用される「
オンラインアクセスプロバイダ」：任意の適切な伝送媒体を介して、契約者又はユーザに
オンラインアクセスを提供する事業者をいう。この伝送媒体には、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、ネットワークケーブル、電話線、衛星通信、無線通信（例えば、３Ｇ、
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４Ｇ、ＷｉＭａｘ、ＷｉＦｉ、その他のＩＥＥＥ　８０２無線プロトコル等）、ＶＨＦ通
信、又は、ＵＨＦ通信が含まれるが、これらに限定されるものではない。契約者は、オン
ラインアクセスによって、インターネット及びその無数のオンラインサイトへのアクセス
、又は、インターネットの後継となる将来のネットワークへのアクセスが可能になる。当
技術では一般的なように、いくつかの文脈において、ＩＳＰの引用は、事業者自体ではな
く、事業者によって制御されるコンピュータシステムや他の装置を示すこともある。
【０００８】
　「ＩＳＰ／ＴＶＰ」：場合によっては、単独の事業者が、１人以上の契約者やユーザに
、テレビサービスとオンラインアクセスとの双方を提供することもある。本明細書では、
このような事業者を「ＩＳＰ／ＴＶＰ」という。ＩＳＰとＴＶＰとは、図面の中で個別の
ラベルが付けられた箱によって概略的に表わされているかもしれないが、図面は、共同の
ＩＳＰ／ＴＶＰが両方のサービスを提供する他の場合と同様に、ＩＳＰとＴＶＰとが独立
した事業者である場合も包含するように意図されている。
【０００９】
　「セットトップボックス（ＳＴＢ）」：テレビと信号源とを接続する装置である。当業
者には認識されているように、「テレビ」は、視聴者やユーザにテレビコンテンツを提供
することが可能な、当技術の中で周知又は今後開発される任意の装置であり、例えば、Ｃ
ＲＴや平面パネルテレビセット、ホームシアターシステム、コンピュータ用モニタ、タブ
レット型コンピュータ装置、或いは、携帯電話やその他の携帯装置である。ＳＴＢｓのい
くつかを例示すると、ケーブルボックス（大抵はパーソナルビデオレコーダを兼備する）
、オンライン接続のゲーム機器、コンピュータ用モニタを駆動できるように適切に構成さ
れたコンピュータシステム、コンテンツを提供可能な携帯電話システムのモジュール等が
含まれる。ＳＴＢは、入力信号を受信し、受信信号からコンテンツを抽出し、抽出したコ
ンテンツをテレビに伝送して、このコンテンツが視聴者に表示される。
【００１０】
　信号源は、コンピュータネットワークケーブル（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔやその他の
伝送速度のケーブル）、衛星放送受信アンテナ、ケーブルテレビシステムに接続された同
軸ケーブル、電話線又はデジタル加入者線（ＤＳＬ）、無線ネットワーク接続（例えば、
移動電話網、ＷｉＦｉ、他の無線接続等による）、アンテナ（ＶＨＦ、ＵＨＦ、デジタル
、その他）、或いは、他の適切な信号源のうちの、１つ以上とすることができる。コンテ
ンツには、動画（大抵は音声も含んでいる）、音声、インターネットウェブページ、双方
向型ゲーム、或いは、その他のコンテンツが含まれるが、これらに限定されるものではな
い。
【００１１】
　その名称にかかわらず、ＳＴＢは、文字通りテレビセットの上に物理的に配置される必
要はない。又、現在の技術では、ＳＴＢは、テレビセット付近（例えば、メディア用キャ
ビネット等の中）に物理的に配置されることが多いが、このようにテレビセットに近接し
て配置する必要もない。更に、ＳＴＢは、文字通り「箱」である必要もない。むしろ、Ｓ
ＴＢは、例えば、回路板、集積回路、複数の集積回路一式、テレビのような別の「箱」に
組み込まれたソフトウェア、ケーブルや他の接続部材、コンピュータ、携帯電話、建築設
備や配線接続箱として実装されていてもよい。すなわち、ＳＴＢは、他の機能を有してい
てもよく、或いは、何ら「箱」内に収容されていなくてもよい。
【００１２】
　「オンライン・ユーザインタフェースデバイス」、又は、同等の意味で使用される「オ
ンラインデバイス」や「ＯＤ」：インターネットのようなリモートネットワークに、少な
くとも断続的にアクセスするために使用される、コンピュータ化された任意の装置であり
、スマートフォンや移動端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ゲーム装置、ネットワークに接
続されたコンピュータ（デスクトップ、ワークステーション、ノートブック、ラップトッ
プ等）が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１３】
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　「オンラインアクセスデバイス」：オンライン・ユーザインタフェースデバイスを、イ
ンターネットのようなリモートネットワークに接続するために使用される、任意の装置で
あり、モデム、有線又は無線ルータ、無線アクセスポイント、有線ネットワークアダプタ
（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔアダプタ）、無線ネットワークアダプタ（例えば、ＷｉＦｉ
、ＩＥＥＥ　８０２．１１準拠の他のもの、ＷｉＭａｘ、ＥＤ－ＶＯ、ＥＤＧＥ、ＨＳＰ
Ａ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ等）、或いは、光ファイバー用ネットワークアダプタ（例えば、ネ
ットワークインタフェースユニットや光ネットワーク終端装置）が含まれるが、これらに
限定されるものではない。相異なる種類のオンラインアクセスデバイスを、単一の装置（
例えば、ＬＡＮ用のルータとしても機能するモデム）に統合することも可能であり、この
ようにする場合もある。オンライン・ユーザインタフェースデバイスとオンラインアクセ
スデバイスとを、単一の装置（例えば、Ｅｔｈｒｅｎｅｔアダプタ、無線アダプタ、又は
モデムが組み込まれたコンピュータ、或いは、オンラインアクセスに使用可能な携帯電話
）に統合することも可能であり、このようにする場合もある。
【００１４】
　一般的に、各オンラインアクセスデバイスは、インターネット上でインターネットプロ
トコルアドレス（すなわち、ＩＰアドレスである。現在、ＩＰｖ４の下で、ＩＰアドレス
は、各々が０～２５５に及ぶ４つの数字シーケンス、つまり３２ビットのアドレスで構成
される。ＩＰｖ６の下で、ＩＰアドレスは、１２８ビットのアドレスで構成される。他に
、将来開発されるＩＰアドレスプロトコルが、本明細書や添付のクレームの範囲内にある
ものとする。）により識別される。インターネット上のデータのあらゆる送信は、意図し
た送信先に送信データを届けることができるように、送信先ＩＰアドレスを含んでいる。
ある事例では、オンラインアクセスデバイスが静的なＩＰアドレスを有しており、その一
方で、より一般的な事例では、オンラインアクセスデバイスが動的で都度変更されるＩＰ
アドレスを有している。ＩＰアドレスは、インターネットを通じて送信したデータを、そ
の意図した送信先に届けることが可能になる点について、本明細書に引用されているが、
この用語は、インターネット或いは将来の任意の後継ネットワークを通じて、そのような
送信データを意図した送信先へ送るために使用される、どんな機能的に等価なオンライン
アクセスデバイス識別子も包含するように意図されている。
【００１５】
　「装置識別子（例えば、オンラインデバイス識別子やセットトップボックス識別子）」
：一般的に、オンラインデバイスやセットトップボックスは、１つ以上の装置識別子で表
されている。このような識別子には、適切な任意の種類があり、例えば、適切な任意のＩ
Ｐアドレスプロトコルに適合するように割り当てられたＩＰアドレス、装置に実装又は認
識されるタグやクッキー、装置を介してプロバイダ業者により、或いは、装置の全体又は
一部の製造業者により割り当てられる識別子が含まれる。後の例には、例えば、ＴＶＰに
より割り当てられるＳＴＢ識別子、ＩＳＰにより割り当てられるモデムやルータの識別子
、装置の製造業者により割り当てられるＭＡＣアドレスやシリアルナンバー、或いは、携
帯電話の番号（ＭＳＩＳＤＮ）、サービス契約者のキー（ＩＭＳＩやＳＩＭ識別子）、電
子シリアルナンバー（ＥＳＮ）、装置識別番号（ＭＥＩＤ）、国際移動体装置識別番号（
ＩＭＥＩ）といったスマートフォンの識別子が含まれる。ある事例において、装置識別子
は、装置に割り当てられ、実際の装置識別子の代わりとして使用される別称（pseudonym
）であってもよい。装置識別子は、装置に局所的に格納してもよく、関係事業者のサーバ
に遠隔的に格納してもよく、或いは、局所的及び遠隔的に双方に格納してもよい。同一装
置の異なる識別子は、一般的には遠隔サーバ上のデータベースや、装置が実装するクッキ
ー又はタグに関連している。
【００１６】
　「装置のフィンガープリント」：ある事例において、オンラインデバイスやセットトッ
プボックスは、装置や装置にインストールされたソフトウェアを表すパラメータの組み合
わせによって、単一的に識別することができる。このようなパラメータの組み合わせは、
装置の「フィンガープリント」として参照可能であり、装置の識別子として利用できる。
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装置のフィンガープリントに用いられる典型的なパラメータの例には、ＩＰアドレス、装
置の構成やハードウェア、装置ディスプレイの種類や解像度、オペレーティングシステム
のソフトウェア、ブラウザのソフトウェア、ブラウザのプラグインやアドオンのソフトウ
ェア、他のインストールされたソフトウェア、ユーザが選択した（複数の）フォント、ユ
ーザが選択した（複数の）言語、タイムゾーン、或いは、地理的位置情報の、１つ以上が
含まれる。任意のオペレーティングシステムやソフトウェアを、プログラムのバージョン
情報と同様に、プログラム認証（program identity）によっても特定することができる。
【００１７】
　「ルータ」：ネットワーク間やネットワーク中でデータをバッファリング又は転送する
ための、複数のネットワーク間の接続点として機能する任意の装置である。例えば、ルー
タは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）をインターネットに接続するために使用す
ることができ、これにより、ＬＡＮに接続された複数のオンライン・ユーザインタフェー
スデバイスが、ルータを介してインターネットへの接続を共有できる。ルータは、ＬＡＮ
上の装置からデータを受信して、受信したデータを、様々な送信先に向けてインターネッ
トへ転送し、又、インターネットからデータを受信して、受信したデータを、ＬＡＮ上の
対応する装置に送信する。
【００１８】
　「モデム」：オンラインアクセスプロバイダのネットワーク伝送システムと、ユーザの
コンピュータ又は他のオンライン・ユーザインタフェースデバイスとの間の、インタフェ
ースとして機能することによって、ユーザのオンラインアクセスを可能にする装置である
。モデムには、プロバイダのネットワーク伝送システムの種類に応じて、様々なものがあ
る。モデムの種類を特に明示しない限り、「モデム」という用語は、電話回線用モデム、
ケーブルモデム、ＤＳＬモデム、無線モデム、衛星モデム、又は、任意の他の適切なネッ
トワーク伝送システムへのオンラインアクセスを提供するモデムを含むものとする。
【００１９】
　「ユーザ」、又は、同等の意味で使用される「契約者」、「視聴者」：「ユーザ」とい
う用語は、配信の末端（典型的には、家庭、オフィス、店舗（business）、或いは、オン
ラインアクセスプロバイダやＴＶＰが提供する他のサイトや開設物（establishment）に
配置される）において、オンラインアクセス或いはテレビサービスを受ける個人を想到す
るものとして、解釈されることとする。１つの家庭、オフィス、店舗、その他の場所には
、大抵複数のユーザがいる。ある事例において、複数の物理的な区画を有する店舗は、オ
ンラインサービスやテレビサービスを分けて受けることもあるが、別の事例において、店
舗は、提供されたサービスを複数の物理的区画まで拡張する、内部ＬＡＮやＷＡＮを有す
ることもある。更に、オンライン・ユーザインタフェースデバイス及びテレビには、携帯
可能なものもあり、遠隔位置からサービスにアクセス可能である。従って、「ユーザ」と
いう用語は、そのような事例における固定や単一の位置を要するものではない。いくつか
の文脈における「ユーザ」という参照は、事実上、「ユーザ」と呼ばれる個々の人物によ
り操作されると考えられる装置（例えば、テレビ、電話、ラップトップ、又は、位置固定
のコンピュータ）に関して行われた、コンピュータ制御の機能（モニタリング、広告配信
等）を示している。しかしながら、特定の装置は、家庭や店舗の異なる一員といった複数
の人物により、異なる時間に操作される可能性があると考えられる。従って、当技術では
通例のように、いくつかの文脈では、「ユーザ」という参照は、人間ではなく、コンピュ
ータ、装置、或いは、他の設備を指し得るものである。
【００２０】
　「行動ターゲティング」：ユーザに対して特定の広告を配信することであり、この広告
は、これらに限定されるものではないが、オンラインやテレビをベースにユーザが行った
検索、オンラインやテレビ上でユーザが閲覧又は他の方法でアクセスしたコンテンツ、ユ
ーザが閲覧、クリック、相互通信、又は他の方法でアクセスしたオンライン広告やテレビ
広告、オンラインやテレビを介してユーザが行った買い物や購入、及び、その他の任意の
形での、オンラインやテレビでの契約者の以前の行動を含む、ユーザの行動（通常は、最



(7) JP 6189487 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

近の行動）に基づいて選択されるものである。
【００２１】
　「中央広告サーバ（ＣＡＳ）」：（テレビ又はオンライン）広告の配信を管理するコン
ピュータサーバ（装置）である。ローカル広告サーバは、通常、単一のオンラインサイト
運営者によって運営され、運営者の、１つ以上のウェブサイトの訪問者や、テレビ番組の
視聴者に対して広告を配信するか、或いは、単一の広告主によって運営され、広告主が様
々なウェブサイトやテレビ番組上に獲得した広告スペースに広告を配信する。サードパー
ティの広告サーバやリモート広告サーバは、通常、遠隔地に配置され、複数の運営者の、
ウェブサイトの訪問者や番組の視聴者に対して、様々な広告主の広告を配信する。リモー
ト広告サーバは、広告配信のための中央ルートとして機能するものであり、広告主及び運
営者が、彼らのオンライン広告又はテレビ広告の配信を追跡し、又、インターネットやテ
レビシステムにわたる彼らの広告の切替及び配信を、一箇所から管理することを可能にす
るものである。ローカル広告サーバ又はリモート広告サーバの何れか一方は、ＣＡＳとみ
なすことができる。広告は、後の配信のためにＣＡＳ上に保存してもよく、ＣＡＳに送信
した後に広告の要求を受けてＣＡＳから配信してもよく、又は、ＣＡＳが受信及びルーテ
ィングした広告の要求に応答して別の配信源から配信してもよい。サードパーティの広告
サーバの例には、ダブルクリック（ＤｏｕｂｌｅＣｌｉｃｋ）社の「ＤＡＲＴ　ｆｏｒ　
Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ」中央広告サーバ（ＤＦＰとして知られる）、及び、ダブルクリッ
ク社の「ＤＡＲＴ　ｆｏｒ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｒｓ」中央広告サーバ（ＤＦＡとして知
られる）が含まれる。いくつかのケースにおいて、ＣＡＳは、ＴＶＰ、ＩＳＰ、ＳＴＢプ
ロバイダやモデムプロバイダ、オンラインコンテンツのプロバイダ、プロファイルの集約
業者（aggregator）、プロファイルの配布業者（distributor）、広告ブローカ、広告ネ
ットワーク業者、広告取引業者、広告代理店、オンライン広告の業者、テレビ広告の業者
、テレビの広告スペースの所有者、テレビコンテンツのプロバイダ、それらのあらゆる事
業者の代表的な業者や代理業者、或いは、他の業者により、所有又は使用される。ある事
例では、ＣＡＳがＩＳＰやＴＶＰと無関係に動作する。
【００２２】
　「プロファイルプロバイダ（ＰＰ）」：ターゲット広告に利用されるプロファイル情報
を所有又は収集する事業者をいう。本明細書の文脈において、プロファイルプロバイダは
、ＣＡＳを制御する又はＣＡＳと連携しており、ＣＡＳは、テレビ広告やオンライン広告
の対象者の特定に利用するために、プロファイルプロバイダからプロファイル情報の全体
又は一部を受け渡される。オンラインやテレビでの行動から得られるユーザプロファイル
情報には、例えば、インターネットにアクセスしたユーザの観察されたオンライン行動（
例えば、オンラインコンテンツの閲覧やアクセス、オンライン検索の実行、オンライン購
入の実行、又はそれらが行われた日時）、テレビ視聴者の観察された視聴や相互通信（in
teraction）の行動（例えば、テレビ番組やテレビ広告の視聴、相互通信の番組や広告へ
の応答、又はそれらが行われた日時）、或いは、インターネットユーザやテレビ視聴者か
ら収集される人口統計学的情報が含まれる。
【００２３】
　プロファイルプロバイダの例には、（１）訪問されたインターネットサイトのサーバ、
（２）コンテンツ、画像、音声、動画、テキスト、或いは、オンラインアクセスデバイス
（モデムやルータ等）を介して、直接的又は間接的の何れか（例えばリダイレクトにより
）にオンライン・ユーザインタフェースデバイス（コンピュータ又は他のオンラインイン
タフェースデバイス等）に送信される任意の組合せ、を配信するサーバ、（３）コンテン
ツ、画像、音声、動画、テキスト、或いは、ＳＴＢ（ＴＶＰにより間接的に、又は、その
ＩＰアドレスがＳＴＢに対応していることを認識する必要はなく、ＳＴＢのＩＰアドレス
により直接的に）を介してテレビに送信される任意の組合せ、を配信するサーバ、（４）
広告主又は広告ネットワークのために、オンラインアクセスデバイスを介してオンライン
・ユーザインタフェースデバイスに広告を配信するサーバ、（５）広告主又は広告ネット
ワークのために、ＳＴＢ（ＴＶＰにより間接的に、又は、そのＩＰアドレスがＳＴＢに対
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応していることを認識する必要はなく、ＳＴＢのＩＰアドレスにより直接的に）を介して
テレビにテレビ広告を配信するサーバ、（６）広告又は広告へのリンクのクリック、広告
の閲覧、特定コンテンツへのリンクのクリック、検索、商品情報の要求、特定コンテンツ
の受信、商品の購入、電話発信、或いは、他の任意の選択され定義可能なユーザの行動と
いった、オンライン・ユーザインタフェースデバイスを通じて実行される行動を記録する
サーバ、或いは、（７）インスタントメッセージ、又は、ユーザの行動における任意の他
の種類の通信手段を使用可能にするサーバを、所有、管理、又は使用する事業者が含まれ
るが、これに限定されるものではない。
【００２４】
　プロファイルプロバイダの別の例は、（８）ブラウザのツールバーやデスクトップ検索
ソフトウェアのような、ユーザのコンピュータ又は他のオンライン・ユーザインタフェー
スデバイス上に存在して、（ユーザの許可の下に）ユーザのオンライン行動が観察できる
ソフトウェアプログラムに対して出資し、かつそのプログラムへのアクセス権を有する会
社である。又、プロファイルプロバイダは、広義には、（９）事業者がプロファイル情報
を、ユーザのコンピュータへの接触を介して直接的に、或いは、この定義で列挙したよう
な他の事業者から間接的に収集したか否かに関わらず、典型的には、プロファイル情報が
観察又は収集された際に利用される装置識別子（例えば、オンライン・ユーザインタフェ
ースデバイスの識別子）と、プロファイル情報が観察又は収集された日時とを含む、行動
プロファイル（例えば、観察されたオンライン行動）や、（ユーザから提供される）人口
統計学的プロファイルを収集できる、任意の事業者ということもできる。あるケースでは
、ユーザのオンライン行動は、オンライン・ユーザインタフェースデバイス（オンライン
アクセスデバイスを介して）と、プロファイルプロバイダとの間の、直接的な交信を生じ
ることとなり、例えば、プロファイルプロバイダがオンラインコマースである場合、ユー
ザがそのサイトで購入すると、オンラインコマースサイトがそのユーザについてのプロフ
ァイルを発行する。別の事例では、プロファイルプロバイダとユーザとの間に直接的な交
信がない場合もあり、例えば、ユーザがオンラインコマースサイトで購入すると、逐次、
ユーザに関する情報がプロファイルプロバイダへ報告される。更に、ある状況では、プロ
ファイルプロバイダは、ＣＡＳを所有してもよく、或いは、所有していなくとも制御して
よく、この場合に、ＣＡＳは、事業者間のデータ伝送を要することなく、直ちにユーザプ
ロファイルを利用することが可能となる。
【００２５】
　プロファイルプロバイダによってＣＡＳに提供されるプロファイル又は部分プロファイ
ルには、任意の量のプロファイル情報、一例として、適正なオンラインアクセスＩＰアド
レス、ＳＴＢのＩＰアドレス（このように識別される必要はない）、ＳＴＢの識別子、或
いは、装置の別称（pseudonym）を含めることができる。プロファイルには、例えば、プ
ロファイル識別子やプロファイル名、ユーザの名称、ログインＩＤ、又は他のオンライン
・ユーザインタフェースデバイス識別子を含めることができ、プロファイルは、ユーザの
オンライン・ユーザインタフェースデバイス上に格納されるクッキーやタグにより参照し
てもよく、又はそれらに含ませてもよい。ＩＰアドレスは、プロファイルプロバイダ自身
が提供するものであってもよく、或いは、ユーザが、何らかのオンライン行動を行うか又
は人口統計学的情報の１つを提供して、プロファイルプロバイダによりＣＡＳにリダイレ
クトされた時に、ＣＡＳにより獲得されるものであってもよい。別の例では、プロファイ
ルは、より広範囲にわたるものであってもよく、広範な閲覧履歴、買い物や購入の履歴、
オンラインで閲覧されたコンテンツや番組、及び、ユーザの特徴やユーザの行動に関連す
る他の情報といった、人口統計学的情報又はオンライン行動情報を含めてもよい。プロフ
ァイルがＰＩＩ（一般的にはユーザにより提供される）を含む場合もあり、含まない場合
もある。
【００２６】
　プロファイルは、１つの場所に格納される必要はない。単一のユーザプロファイルを一
纏めにして示すプロファイル情報は、１台以上のサーバ上の１つ以上のデータベース、１
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台以上のユーザインタフェースデバイス上に保存されるタグやクッキー、或いは、それら
の場所を組み合わせて格納することができる。上記の複数の段落で言及したプロファイル
プロバイダは、事業者を指すものではあるが、プロファイルプロバイダに帰する多くの又
は大部分の動作は、実際には、コンピュータ、サーバ、これらのコンピュータやサーバ上
で実行されるソフトウェア、ネットワーク接続用のハードウェアやソフトウェア、或いは
、その他の設備といった、プロファイルプロバイダの管理制御下にある設備によって実行
されるものである。それでも、このような動作を、その実行が自動的、半自動的、又は、
手動の何れであるかに関わらず、「プロファイルプロバイダによって」実行されるとみな
す場合もある。従って、当技術では一般的なように、いくつかの文脈において、プロファ
イルプロバイダへの言及は、事業者自体ではなく、事業者により制御される複数のコンピ
ュータや他の設備を示す場合もある。
【００２７】
　「個人識別情報（ＰＩＩ）」：特定の個人を識別するために使用可能な情報であり、名
前、社会保障番号（ＳＳＮ）、誕生日、住所、電子メールアドレス、静的ＩＰアドレス（
存在する場合）、電話番号（家庭、職場、無線）、金融口座番号（銀行口座、クレジット
口座、または任意の他の金融データ）、運転免許証番号、車両登録番号、車両許可番号、
顔写真、指紋、筆跡又は署名、或いは、特定の個人の識別に役立つ任意の他の情報が含ま
れるが、これらに限定されるものではない。
【００２８】
　「非個人識別情報（ｎｏｎ－ＰＩＩ）」：その使用によって通常は特定の個人を識別で
きない個人情報であり、居住する都市、州、又は国、年齢、性別、人種、民族、学校又は
職場（それらが十分に大きい場合）、給与又は収入、趣味、動的に割り当てられたＩＰア
ドレス、訪問したオンラインサイト、実行したオンライン検索、或いは、人物を知るため
には役立つが、それだけでは特定の個人を識別する情報を得ることができない他の情報が
含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００２９】
　「クッキー」：ブラウザソフトウェアを利用してユーザのコンピュータへ任意の種類の
コンテンツを配信する、任意のサーバによって、ユーザのコンピュータ上に保存されるテ
キストファイルである。このコンテンツには、例えば、ウェブページ全体、ウェブページ
の一部のみ、１つ以上の画像、或いは、１つのピクセルでさえも含めることができる。ユ
ーザは、そのようなコンテンツを配信する何れのサーバをも把握する必要はなく、把握し
ていない場合が多い（例えば、サーバが１つのピクセル画像のみを配信する場合）。クッ
キーは、通常、そのクッキーを最初に保存したサーバと同じインターネットドメインの下
で動作するサーバのみによって、読み取りまたは上書き可能なものである。クッキーファ
イルは、同じドメインと既に交信したことのあるコンピュータを識別するために使用する
ことができ（例えば、オンライン・ユーザインタフェースデバイスの識別子の役目をする
）、又、そのコンピュータのユーザに関する個人識別情報（ＰＩＩ）や非個人識別情報（
ｎｏｎ－ＰＩＩ）を保存するために使用することもできる。一例では、クッキーには、コ
ンピュータのユーザが、そのサイトで以前に実行した検索や、そのサイトで閲覧又は訪問
したページといった、ｎｏｎ－ＰＩＩを保存することができる。別の例では、サイトにア
クセスするためにユーザが使用したユーザ名、ユーザのカスタム設定、又は、ＰＩＩの様
々な構成要素を保存するために、クッキーを使用することができる。更に、クッキーファ
イルは、ユーザのコンピュータ上のソフトウェアによって作成、変更、又は削除すること
も可能である。
【００３０】
　「テレビ広告（ＴＶ　ａｄ）」：全画面動画広告、部分画面動画広告、バナー広告、テ
キスト広告、音声広告、或いは、（テレビコンテンツを配信するための任意の装置を含む
）テレビへの配信及びテレビによる視覚的又は聴覚的な提示のために好適な、任意の他の
形式の広告をいう（上記で定義したような）。テレビ広告は、テレビ番組と空間的に並べ
るか、又はテレビ番組上に重ねることができ（例えばバナー広告）、或いは、テレビ番組
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に一時的に割り込ませることができる（例えば、従来の１５、３０、６０秒のスポット広
告）。
【００３１】
　「リダイレクト」又は「ＵＲＬリダイレクト」又は「ＵＲＬ転送」：コンピュータ上で
実行されたブラウザやアプリケーションに命じて、異なる位置から要求された特定の情報
（例えば、ウェブページ全体又は一部）を取得するための、サーバのプロセスであり、（
１）主要サーバがブラウザやアプリケーションにＵＲＬを提供し、（２）コンピュータが
受け渡されたＵＲＬを利用してそのＵＲＬアドレスに電子的に通信することによって実行
する。多くの方法、例えば、ＨＴＭＬページやコンテンツへのピクセル（１×１のイメー
ジタグ）の埋め込み、インラインフレームや他のフレームのリダイレクト、Ｊａｖａスク
リプト、コンピュータから主要サーバが受けた要求に応じた３０２　ＨＴＴＰステータス
コード（ＨＴＴＰプロトコル内の、又は他の３ｘｘステータスコード）、リダイレクトサ
ービス、或いは、電子メールによって、ＵＲＬをコンピュータに渡すことができる。一例
では、コンピュータが任意の方法で主要サーバと交信状態になった後、例えば、コンピュ
ータが主要サーバにアクセスしてコンテンツを受け取った後に、ＵＲＬをコンピュータに
送信することができる。別の例では、ＨＴＭＬ形式の電子メールによって、主要サーバか
らコンピュータへ、ＵＲＬを渡すことができる（この例では、コンピュータが主要サーバ
と交信状態になることなく、ＵＲＬが送信される）。
【００３２】
　現在、ユーザ／視聴者／顧客の行動に基づいたターゲティング広告のための、様々なシ
ステムや方法が使用されている。これらのいくつかは、ＰＩＩの収集に基づくことにより
、ある行動を示した個人と、その個人を対象者とする広告との関係付けを可能とするもの
であり、他方では、ＰＩＩを収集することなく、広告の対象を設定できる。後者の例は、
大抵は、行動の媒体と広告の媒体とが同一であるケースである。例えば、多くの食料雑貨
品店では、ＰＩＩと関連付ける必要がない所謂「会員カード」を配布している。買い物客
は、様々な割引サービスを受けるためにレジにてこのカードを提示し、それによって、店
側は、購入品目のリストとカードとを関連付けることができる。そして、システムが買い
物客の購入嗜好を「学習」すると、このシステムは、買い物客の以前の購入や過去の購入
に基づいてシステムが予測した、買い物客が望むであろう購入に合わせて、クーポン券の
発行を開始する。
【００３３】
　別の例では、オンライン広告は、インターネットユーザのオンライン行動に基づいて、
ＰＩＩを使用することなく、対象者を容易に定めることができる。広告サーバは、クッキ
ーを使用することによって、その広告サーバから以前に広告が配信された、或いは、その
広告サーバにリンクされたサイトで検索やコンテンツへのアクセスを行った、インターネ
ットサイトの訪問者を識別することができ、このような機能を可能にするために、クッキ
ーがＰＩＩを含んでいる必要がない。広告サーバは、以前の行動に基づいて、サイト訪問
者に対して将来配信する広告を特定することができる。例えば、オンライン旅行サイトで
南カリフォルニアへの航空券を検索したユーザの場合、後に、恐らくは他のいくつかのサ
イトを訪問している間に、オンライン旅行サイトからユーザの検索情報を収集した広告サ
ーバから、ユーザのコンピュータに対して配信された、ディズニーランドのターゲットオ
ンライン広告を受信することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　ＰＩＩが利用されるか否かに関わらず、別の媒体での行動に基づく、ある媒体でのター
ゲット広告の配信や、別の型の装置での行動に基づく、ある型の装置での広告配信は、問
題になる虞がある。現在、例えば、視聴者のオンライン行動に基づいてテレビ広告の対象
者を定めるために、ＰＩＩを使用する様々なスキームが、実施され、開発中であり、検討
されている。それらのスキームのうちのいくつかは、ＴＶＰｓ、オンラインアクセスプロ
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バイダ、オンライン検索ポータル、又は、オンラインサイト間での、協定や提携を含んで
いる。通常は各々へのアクセスに異なる装置が用いられるため、異なる媒体間の接続を確
立するためには、通常、ＰＩＩが必要となる。
【００３５】
　様々な法律、条例、又はオンライン環境中のユーザプライバシーに関連するポリシーを
満たすためには、ユーザのオンライン行動のプロファイル情報（例えば、サイトの訪問、
コンテンツの閲覧、検索要求、又は購入製品）から、そのユーザのＰＩＩ（異なる媒体の
装置間の連携を確立するために使用される又は使用されない）を分けておくことが主要な
目的である。更に、プライバシーの観点から、（ｉ）ユーザのオンラインプロファイル情
報と、（ｉｉ）特定のテレビ視聴行動や特定のＳＴＢにリンクしたプロファイルの、情報
やデータ（この視聴データはＰＩＩを構成しないかもしれないが）とを、同様に分けてお
くことが望ましいと考えられている。
【００３６】
　（例えば、上記で列挙した１つ以上の用途で明らかにしたような）いくつかの提案され
たスキームは、上記のＰＩＩの分離が維持されている間や、ＰＩＩを全く使用しない場合
に、観察されたオンライン行動に基づいて、テレビ広告の対象者を定めることができる。
ＰＩＩが使用されるか否か、そしてその使用方法に関わらず、例えばオンラインアクセス
を可能にするために、広く行われている動的な装置アドレスの使用は、広告のクロスメデ
ィア・ターゲティングにとっての、著しい技術的な障害を引き起こすものである。
【００３７】
　プライバシーの理由により、特定のＳＴＢを用いて何れのテレビ番組やテレビチャンネ
ルが視聴されたのかを、報告しないようにすることが望ましい。他方では、対象とされた
視聴者に対して配信された広告の正確な数と、結果として広告主が支払う総額とを、広告
主へ報告するために、かつ、広告の配信に使用された商品の量と、結果として支払われる
総額とを、テレビ広告スペースの販売業者へ報告するために、何れの選択された又はその
ままのテレビ広告が、そのテレビ番組内やそのテレビチャンネル上に配信されたのか、と
いうＳＴＢの初期レポートを、作成（又は保存）することが望ましい。明らかに矛盾する
これらの目的は、クロスメディアの柔軟な広告配信システムに対し、技術的な障害を引き
起こすものである。
【００３８】
　別の媒体において観察された行動を受けて、ある媒体におけるユーザの行動を記録や追
跡することも、望ましい目的である。このようなスキルにより、広告主は、特別な広告や
広告キャンペーンの有効性を評価するために、或いは、他の目的のために、将来の広告の
対象者をより正確に定めることが可能となる。しかしながら、クロスメディア・ターゲテ
ィングのために処理しなければならないのと同じ問題（例えば、ＰＩＩの使用の有無、オ
ンライン行動プロファイル情報からのＰＩＩの分離、又は動的な装置アドレスの使用）を
、クロスメディアの追跡や関連付けのために、同様に処理しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００３９】
　本方法は、インターネットに接続され、１台以上のサーバを含むコンピュータシステム
を用いて、プロファイルプロバイダ（ＰＰ）事業者により実行されるものであり、以下の
ように要約できる。第１に、第１のオンラインデバイス（ＯＤ１）を、セットトップボッ
クス（ＳＴＢ）と関連付ける（任意の適切な方法で）。第２に、ある時点（例えば、ＳＴ
Ｂとの関連付けを確立する前、確立と同時、又は、確立した後）でのＯＤ１の位置が、Ｓ
ＴＢの「近く」であるかを推定する。ＳＴＢの「近く」であるかを推定した時点のＯＤ１
の位置は、後のステップにおいて、ＳＴＢの位置の代用として利用する。第３に、１台以
上の第２のオンラインデバイス（ＯＤ２ｓ）が、ＳＴＢの代用位置（すなわち、ＳＴＢの
「近く」であるかを推定した時のＯＤ１の位置）に「近い」位置であるかを観察し、これ
に伴い、ＯＤ２ｓをＳＴＢと関連付ける。第４に、システムにより、ＳＴＢに送信するこ
ととなるテレビ広告の選択を指示し、この際、関連付けされたＯＤ２ｓの１つにリンクし
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たプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて選択する。以下のセクションでは、こ
れらの作業の各々を、変更及び選択を含み更に詳細に説明している。開示した方法は、任
意の適切な接続を有する、任意の適切なＳＴＢへ用いることができる。しかしながら、開
示した方法は、ＳＴＢが何れのコンピュータネットワークにも接続されていない状況、Ｓ
ＴＢがＯＤ１やＯＤ２と同じローカルエリアネットワークに常に接続されていない状況、
或いは、テレビサービス（ＳＴＢで利用される）とオンラインアクセス（ＯＤ１及びＯＤ
２ｓで利用される）とが異なるサービスプロバイダにより提供されている状況で、特に有
益になり得るものである。
【００４０】
　以下の発明の態様は、本発明の構成を例示するものであり、本発明の多様な構成の理解
を容易にするために、項別けして説明するものである。
　（１）プログラムを実装したハードウェアコンピュータシステムを用いて実行する方法
であって、（ａ）前記コンピュータシステムを用いて、セットトップボックスに送信する
テレビ広告を選択し、この際、ユーザ自身に関する、又は、前記セットトップボックスと
関連付けされた第２のオンラインデバイスを用いて行われたオンライン行動に関する、プ
ロファイル情報の少なくとも一部に基づいて、前記テレビ広告を選択することと、（ｂ）
前記第２のオンラインデバイスと前記セットトップボックスとの関連付けを、（ｉ）第１
のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあったと推
定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位置である、前記セットトップボック
スの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが
、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前記代用位置にあったと推定されるこ
とを示す、保存された電子情報と、により示すことと、を含む方法。
【００４１】
　（２）上記（１）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンラインデバイスを、前記
第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの代用位置に係る前
記電子情報を保存することを含む方法。
　（３）上記（１）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていたと推定される、１
台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボックスと、認識し
た１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関連付けに係る前記
電子情報を保存することを含む方法。
【００４２】
　（４）上記（３）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスのうちの、少なく
とも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間内に、前記セット
トップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１台との間の、通信
の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視することを含む方法。
　（５）上記（１）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセスしな
い方法。
　（６）上記（１）項において、前記セットトップボックスを、前記第２のオンラインデ
バイスへ無線接続しない方法。
【００４３】
　（７）上記（１）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、保存
された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと
共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスまでの
ネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも一部
を示すデータを含む方法。
　（８）上記（１）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、保存
された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと
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共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの推定
された地理的位置の近傍を示すデータを含む方法。
　（９）上記（１）項において、前記プロファイル情報が、前記第２のオンラインデバイ
スにより行われたオンライン行動の履歴を含む方法。
【００４４】
　（１０）上記（１）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、前記第２
のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にあると推定される間
の、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セットトップボッ
クスへ送信することを含む方法。
　（１１）上記（１０）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定する方法。
【００４５】
　（１２）上記（１）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、（ｉ）選
択した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ番組又はチャン
ネルと、（ｉｉ）前記プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察された相関性に
基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セッ
トトップボックスへ送信することを含む方法。
　（１３）上記（１）項において、更に、前記コンピュータシステムを用いて、（ｉ）選
択した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの
前記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察された相関性に基づ
いて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セットト
ップボックスへ送信することを含む方法。
【００４６】
　（１４）セットトップボックス及び第２のオンラインデバイスを所有するユーザのオン
ライン行動を取り扱う、コンピュータで実行する方法であって、（ａ）コンピュータで通
知を受信し、該通知は、（ｉ）セットトップボックスの識別子を含む又は参照するもので
あり、かつ、（ｉｉ）前記セットトップボックスの識別子に対応する前記セットトップボ
ックスを用いて提示されているテレビ広告に由来し、該テレビ広告を示すものである、受
信工程と、（ｂ）前記第２のオンラインデバイスを介したオンライン行動に対して実行す
る、前記テレビ広告を提示した後の動作を、前記通知に基づいて、前記コンピュータで自
動的に行い、この際の第２のオンラインデバイスは、前記動作の時点で、第２のオンライ
ンデバイスの識別子に対応するものである動作実行工程と、（ｃ）該第２のオンラインデ
バイスの識別子を、前記セットトップボックスの識別子と関連付けし、該関連付けは、（
ｉ）第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと共有する地位的位置にあ
ったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位置である、前記セットトッ
プボックスの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデ
バイスが、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前記代用位置にあったと推定
されることを示す、保存された電子情報と、により示される関連付け工程と、を含む方法
。
【００４７】
　（１５）上記（１４）項において、更に、（ｉ）前記動作実行工程（ｂ）における動作
と、（ｉｉ）提示された前記テレビ広告と、を示す電子情報を、データベースにおいてリ
ンクさせることを含む方法。
　（１６）上記（１４）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、選択したオンライン広
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告を、前記第２のオンラインデバイスへ送信することを含む方法。
　（１７）上記（１４）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、テレビ広告の提示の後
に実行する、選択したオンライン行動の記録を含み、この際のオンライン行動を、前記第
２のオンラインデバイスから追跡する方法。
【００４８】
　（１８）上記（１４）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンラインデバイスを、前記
第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの代用位置に係る前
記電子情報を保存することを含む方法。
　（１９）上記（１４）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていたと推定される、１
台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボックスと、認識し
た１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関連付けに係る前記
電子情報を保存することを含む方法。
【００４９】
　（２０）上記（１９）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、前記セット
トップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスのうちの、少なく
とも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間内に、前記セット
トップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１台との間の、通信
の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視することを含む方法。
　（２１）上記（１４）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセス
しない方法。
　（２２）上記（１４）項において、前記セットトップボックスを、前記第２のオンライ
ンデバイスへ無線接続しない方法。
【００５０】
　（２３）上記（１４）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスま
でのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも
一部を示すデータを含む方法。
　（２４）上記（１４）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの
推定された地理的位置を示すデータを含む方法。
【００５１】
　（２５）上記（１４）項において、プロファイル情報が、前記第２のオンラインデバイ
スにより行われたオンライン行動の履歴を含む方法。
　（２６）上記（１４）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、前記第２の
オンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にあると推定される間の
、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セットトップボック
スへ送信することを含む方法。
　（２７）上記（２６）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定する方法。
【００５２】
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　（２８）上記（１４）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、（ｉ）選択
した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ番組又はチャンネ
ルと、（ｉｉ）プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察された相関性に基づい
て選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セットトッ
プボックスへ送信することを含む方法。
　（２９）上記（１４）項において、更に、コンピュータシステムを用いて、（ｉ）選択
した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前
記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察された相関性に基づい
て選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セットトッ
プボックスへ送信することを含む方法。
【００５３】
　（３０）装置を構成するハ－ドウェアコンピュータシステムであって、（ａ）セットト
ップボックスに送信するテレビ広告を選択し、この際、ユーザ自身に関する、又は、前記
セットトップボックスと関連付けされた第２のオンラインデバイスを用いて行われたオン
ライン行動に関する、プロファイル情報の少なくとも一部に基づいて、前記テレビ広告を
選択することと、（ｂ）前記第２のオンラインデバイスと前記セットトップボックスとの
関連付けを、（ｉ）第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと共有する
地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位置である、
前記セットトップボックスの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ）前記第２
のオンラインデバイスが、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前記代用位置
にあったと推定されることを示す、保存された電子情報と、により示すことと、を含む方
法を実行するように、接続及びプログラムされたシステム。
【００５４】
　（３１）上記（３０）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンライン
デバイスを、前記第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの
代用位置に係る前記電子情報を保存することを含むシステム。
　（３２）上記（３０）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていた
と推定される、１台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボ
ックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関
連付けに係る前記電子情報を保存すること含むシステム。
【００５５】
　（３３）上記（３２）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイス
のうちの、少なくとも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間
内に、前記セットトップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１
台との間の、通信の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視することを含むシステ
ム。
　（３４）上記（３０）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセス
しないシステム。
　（３５）上記（３０）項において、前記セットトップボックスが、前記第２のオンライ
ンデバイスへ無線接続しないものであるシステム。
【００５６】
　（３６）上記（３０）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスま
でのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも
一部を示すデータを含むシステム。
　（３７）上記（３０）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
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保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの
推定された地理的位置の近傍を示すデータを含むシステム。
　（３８）上記（３０）項において、前記プロファイル情報が、前記第２のオンラインデ
バイスにより行われたオンライン行動の履歴を含むシステム。
【００５７】
　（３９）上記（３０）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にある
と推定される間の、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セ
ットトップボックスへ送信することを含むシステム。
　（４０）上記（３９）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定するシステム。
【００５８】
　（４１）上記（３０）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ
番組又はチャンネルと、（ｉｉ）前記プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察
された相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ
広告を前記セットトップボックスへ送信することを含むシステム。
　（４２）上記（３０）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットト
ップボックスの前記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含むシステム。
【００５９】
　（４３）コンピュータシステムに適用されたときに、（ａ）セットトップボックスに送
信するテレビ広告を選択し、この際、ユーザ自身に関する、又は、前記セットトップボッ
クスと関連付けされた第２のオンラインデバイスを用いて行われたオンライン行動に関す
る、プロファイル情報の少なくとも一部に基づいて、前記テレビ広告を選択することと、
（ｂ）前記第２のオンラインデバイスと前記セットトップボックスとの関連付けを、（ｉ
）第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあっ
たと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位置である、前記セットトップ
ボックスの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバ
イスが、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前記代用位置にあったと推定さ
れることを示す、保存された電子情報と、により示すことと、を含む方法を実行するよう
に、前記コンピュータシステムに対して命令をする、コンピュータ読み取り可能にコード
化された指示を含む、有形の媒体を含むことを特徴とする物品。
【００６０】
　（４４）上記（４３）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンライン
デバイスを、前記第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの
代用位置に係る前記電子情報を保存することを含む物品。
　（４５）上記（４３）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていた
と推定される、１台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボ



(17) JP 6189487 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

ックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関
連付けに係る前記電子情報を保存すること含む物品。
【００６１】
　（４６）上記（４５）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイス
のうちの、少なくとも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間
内に、前記セットトップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１
台との間の、通信の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視すること含む物品。
　（４７）上記（４３）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセス
しない物品。
　（４８）上記（４３）項において、前記セットトップボックスが、前記第２のオンライ
ンデバイスへ無線接続しないものである物品。
【００６２】
　（４９）上記（４３）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスま
でのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも
一部を示すデータを含む物品。
　（５０）上記（４３）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの
推定された地理的位置の近傍を示すデータを含む物品。
　（５１）上記（４３）項において、前記プロファイル情報が、前記第２のオンラインデ
バイスにより行われたオンライン行動の履歴を含む物品。
【００６３】
　（５２）上記（４３）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にある
と推定される間の、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セ
ットトップボックスへ送信することを含む物品。
　（５３）上記（５２）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定する物品。
【００６４】
　（５４）上記（４３）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ
番組又はチャンネルと、（ｉｉ）前記プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察
された相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ
広告を前記セットトップボックスへ送信することを含む物品。
　（５５）上記（４３）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットト
ップボックスの前記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含む物品。
【００６５】
　（５６）装置を構成するハ－ドウェアコンピュータシステムであって、セットトップボ
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ックスと第２のオンラインデバイスとを所有するユーザの、オンライン行動を取り扱う方
法を実行するように接続及びプログラムされ、前記方法は、（ａ）当該コンピュータシス
テムで通知を受信し、該通知は、（ｉ）セットトップボックスの識別子を含む又は参照す
るものであり、かつ、（ｉｉ）前記セットトップボックスの識別子に対応する前記セット
トップボックスを用いて提示されているテレビ広告に由来し、該テレビ広告を示すもので
ある、受信工程と、（ｂ）前記第２のオンラインデバイスを介したオンライン行動に対し
て実行する、前記テレビ広告を提示した後の動作を、前記通知に基づいて、当該コンピュ
ータシステムで自動的に行い、この際の第２のオンラインデバイスは、前記動作の時点で
、第２のオンラインデバイスの識別子に対応するものである動作実行工程と、（ｃ）該第
２のオンラインデバイスの識別子を、前記セットトップボックスの識別子と関連付けし、
該関連付けは、（ｉ）第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックスと共有す
る地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位置である
、前記セットトップボックスの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ）前記第
２のオンラインデバイスが、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前記代用位
置にあったと推定されることを示す、保存された電子情報と、により示される関連付け工
程と、を含むシステム。
【００６６】
　（５７）上記（５６）項において、更に、前記方法は、（ｉ）前記動作実行工程（ｂ）
における動作と、（ｉｉ）提示された前記テレビ広告と、を示す電子情報を、データベー
スにおいてリンクさせることを含むシステム。
　（５８）上記（５６）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、選択したオンライン広
告を、前記第２のオンラインデバイスへ送信することを含むシステム。
　（５９）上記（５６）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、テレビ広告の提示の後
に実行する、選択したオンライン行動の記録を含み、この際のオンライン行動を、前記第
２のオンラインデバイスから追跡するシステム。
【００６７】
　（６０）上記（５６）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンライン
デバイスを、前記第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの
代用位置に係る前記電子情報を保存することを含むシステム。
　（６１）上記（５６）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていた
と推定される、１台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボ
ックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関
連付けに係る前記電子情報を保存することを含むシステム。
【００６８】
　（６２）上記（６１）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイス
のうちの、少なくとも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間
内に、前記セットトップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１
台との間の、通信の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視することを含むシステ
ム。
　（６３）上記（５６）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセス
しないシステム。
　（６４）上記（５６）項において、前記セットトップボックスを、前記第２のオンライ
ンデバイスへ無線接続しないシステム。
【００６９】
　（６５）上記（５６）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスま
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でのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも
一部を示すデータを含むシステム。
　（６６）上記（５６）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの
推定された地理的位置を示すデータを含むシステム。
　（６７）上記（５６）項において、プロファイル情報が、前記第２のオンラインデバイ
スにより行われたオンライン行動の履歴を含むシステム。
【００７０】
　（６８）上記（５６）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にある
と推定される間の、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セ
ットトップボックスへ送信することを含むシステム。
　（６９）上記（６８）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定するシステム。
【００７１】
　（７０）上記（５６）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ
番組又はチャンネルと、（ｉｉ）プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含むシステム。
　（７１）上記（５６）項において、更に、前記方法は、当該コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットト
ップボックスの前記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含むシステム。
【００７２】
　（７２）コンピュータシステムに適用されたときに、セットトップボックスと第２のオ
ンラインデバイスとを所有するユーザの、オンライン行動を取り扱う方法を実行するよう
に、前記コンピュータシステムに対して命令をする、コンピュータ読み取り可能にコード
化された指示を含む、有形の媒体を含む物品であって、前記方法は、（ａ）前記コンピュ
ータシステムで通知を受信し、該通知は、（ｉ）セットトップボックスの識別子を含む又
は参照するものであり、かつ、（ｉｉ）前記セットトップボックスの識別子に対応する前
記セットトップボックスを用いて提示されているテレビ広告に由来し、該テレビ広告を示
すものである、受信工程と、（ｂ）前記第２のオンラインデバイスを介したオンライン行
動に対して実行する、前記テレビ広告を提示した後の動作を、前記通知に基づいて、前記
コンピュータシステムで自動的に行い、この際の第２のオンラインデバイスは、前記動作
の時点で、第２のオンラインデバイスの識別子に対応するものである動作実行工程と、（
ｃ）該第２のオンラインデバイスの識別子を、前記セットトップボックスの識別子と関連
付けし、該関連付けは、（ｉ）第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボックス
と共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの位
置である、前記セットトップボックスの代用位置に係る、保存された電子情報と、（ｉｉ
）前記第２のオンラインデバイスが、少なくとも一時的に前記セットトップボックスの前
記代用位置にあったと推定されることを示す、保存された電子情報と、により示される関
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連付け工程と、を含む物品。
【００７３】
　（７３）上記（７２）項において、更に、前記方法は、（ｉ）前記動作実行工程（ｂ）
における動作と、（ｉｉ）提示された前記テレビ広告と、を示す電子情報を、データベー
スにおいてリンクさせることを含む物品。
　（７４）上記（７２）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、選択したオンライン広
告を、前記第２のオンラインデバイスへ送信することを含む物品。
　（７５）上記（７２）項において、前記動作実行工程（ｂ）は、テレビ広告の提示の後
に実行する、選択したオンライン行動の記録を含み、この際のオンライン行動を、前記第
２のオンラインデバイスから追跡する物品。
【００７４】
　（７６）上記（７２）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定されるオンライン
デバイスを、前記第１のオンラインデバイスとして認識し、前記セットトップボックスの
代用位置に係る前記電子情報を保存することを含む物品。
　（７７）上記（７２）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスの前記代用位置に、少なくとも一時的に配置されていた
と推定される、１台以上の前記第２のオンラインデバイスを認識し、前記セットトップボ
ックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイスの各々との間の、通信の関
連付けに係る前記電子情報を保存することを含む物品。
【００７５】
　（７８）上記（７７）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記セットトップボックスと、認識した１台以上の前記第２のオンラインデバイス
のうちの、少なくとも一時的に前記代用位置に配置されていたと推定された後の所定時間
内に、前記セットトップボックスの前記代用位置に配置されていたと推定されなかった１
台との間の、通信の関連付けに係る前記電子情報を、削除又は無視することを含む物品。
　（７９）上記（７２）項において、前記セットトップボックスが、オンラインアクセス
しない物品。
　（８０）上記（７２）項において、前記セットトップボックスを、前記第２のオンライ
ンデバイスへ無線接続しない物品。
【００７６】
　（８１）上記（７２）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスま
でのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレスの、少なくとも
一部を示すデータを含む物品。
　（８２）上記（７２）項において、前記セットトップボックスの前記代用位置に係る、
保存された前記電子情報は、前記第１のオンラインデバイスが、前記セットトップボック
スと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラインデバイスの
推定された地理的位置を示すデータを含む物品。
　（８３）上記（７２）項において、プロファイル情報が、前記第２のオンラインデバイ
スにより行われたオンライン行動の履歴を含む物品。
【００７７】
　（８４）上記（７２）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、前記第２のオンラインデバイスが前記セットトップボックスの前記代用位置にある
と推定される間の、時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告を前記セ
ットトップボックスへ送信することを含む物品。
　（８５）上記（８４）項において、（ｉ）前記第１のオンラインデバイスが、前記セッ
トトップボックスと共有する地理的位置にあったと推定される時点の、前記第１のオンラ
インデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられるＩＰアドレス
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の少なくとも一部により、前記セットトップボックスの前記代用位置を示し、（ｉｉ）前
記第２のオンラインデバイスまでのネットワークトラフィックのルーティングに用いられ
、前記セットトップボックスの前記代用位置を示す前記ＩＰアドレスの少なくとも一部と
一致するＩＰアドレスの、少なくとも一部に基づいて、前記第２のオンラインデバイスが
前記代用位置にあることを推定する物品。
【００７８】
　（８６）上記（７２）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠の間に前記セットトップボックスを介して表示されるテレビ
番組又はチャンネルと、（ｉｉ）プロファイル情報の少なくとも一部との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含む物品。
　（８７）上記（７２）項において、更に、前記方法は、前記コンピュータシステムを用
いて、（ｉ）選択した時間枠と、（ｉｉ）前記第２のオンラインデバイスが前記セットト
ップボックスの前記代用位置にあったと推定される間の以前の時間枠との間の、観察され
た相関性に基づいて選択した時間枠にわたって提示するために、選択した前記テレビ広告
を前記セットトップボックスへ送信することを含む物品。
【００７９】
　（８８）プログラムを実装したハードウェアコンピュータシステムを用いて実行する方
法であって、（ａ）前記コンピュータシステムを用いて、（ｉ）第１の選択した時間枠の
間に、第１の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、各々までネットワークトラフィッ
クがルーティングされた、複数の認識された第１のオンラインデバイスと、（ｉｉ）認識
されたオンラインデバイスではない付加的な装置と、を含む装置の組の中で、関連付けを
決定する関連付け工程と、（ｂ）その後の第２の時間枠の間に、関連付けされた装置の組
の中の、複数の前記第１のオンラインデバイスのうち、選択した最小数のデバイスまで、
前記第１の共有ＩＰアドレス又はその一部と異なる、第２の共有ＩＰアドレス又はその一
部を用いて、ネットワークトラフィックがルーティングされていることを、前記コンピュ
ータシステムを用いて判断する判断工程と、（ｃ）前記第２の共有ＩＰアドレス又はその
一部を用いて、ネットワークトラフィックがルーティングされた、第２のオンラインデバ
イスに関連するプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて、前記付加的な装置へ送
信するための広告を選択する選択工程と、を含む方法。
【００８０】
　（８９）上記（８８）項において、前記第２のオンラインデバイスが、複数の前記第１
のオンラインデバイスのうちの１台である方法。
　（９０）上記（８８）項において、前記第２のオンラインデバイスが、前記第１の時間
枠の間に関連付けされた組を構成していない、追加されたオンラインデバイスである方法
。
　（９１）上記（８８）項において、前記第１の時間枠は、継続時間を選択できる方法。
【００８１】
　（９２）上記（８８）項において、前記第１の時間枠は、１番目のネットワークトラフ
ィックが、前記第１の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラ
インデバイスのうちの１台までルーティングされた時点で始まり、同じ共有ＩＰアドレス
又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台以外の、
複数の前記第１のオンラインデバイスの各々まで、他のネットワークトラフィックがルー
ティングされた後に、２番目のネットワークトラフィックが、同じ共有ＩＰアドレス又は
その一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台までルーティ
ングされるまで、少なくとも継続する方法。
　（９３）上記（８８）項において、複数の前記第１のオンラインデバイスの各々を、対
応するクッキー、タグ、又は、装置のフィンガープリントにより識別する方法。
【００８２】
　（９４）上記（８８）項において、更に、前記選択工程（ｃ）における、前記付加的な
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装置へ送信するための広告の選択を、前記コンピュータシステムを用いて行う方法。
　（９５）上記（８８）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置へ
送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスのユーザに関するプロファ
イル情報の、少なくとも一部に基づいて行う方法。
　（９６）上記（８８）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置へ
送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスで行われたオンライン行動
から取得したプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて行う方法。
【００８３】
　（９７）装置を構成するハ－ドウェアコンピュータシステムであって、セットトップボ
ックスと第２のオンラインデバイスとを所有するユーザの、オンライン行動を取り扱う方
法を実行するように接続及びプログラムされ、前記方法は、（ａ）当該コンピュータシス
テムを用いて、（ｉ）第１の選択した時間枠の間に、第１の共有ＩＰアドレス又はその一
部を用いて、各々までネットワークトラフィックがルーティングされた、複数の認識され
た第１のオンラインデバイスと、（ｉｉ）認識されたオンラインデバイスではない付加的
な装置と、を含む装置の組の中で、関連付けを決定する関連付け工程と、（ｂ）その後の
第２の時間枠の間に、関連付けされた装置の組の中の、複数の前記第１のオンラインデバ
イスのうち、選択した最小数のデバイスまで、前記第１の共有ＩＰアドレス又はその一部
と異なる、第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワークトラフィックが
ルーティングされていることを、当該コンピュータシステムを用いて判断する判断工程と
、（ｃ）前記第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワークトラフィック
がルーティングされた、第２のオンラインデバイスに関連するプロファイル情報の、少な
くとも一部に基づいて、前記付加的な装置へ送信するための広告を選択する選択工程と、
を含むシステム。
【００８４】
　（９８）上記（９７）項において、前記第２のオンラインデバイスが、複数の前記第１
のオンラインデバイスのうちの１台であるシステム。
　（９９）上記（９７）項において、前記第２のオンラインデバイスが、前記第１の時間
枠の間に関連付けされた組を構成していない、追加されたオンラインデバイスであるシス
テム。
　（１００）上記（９７）項において、前記第１の時間枠は、継続時間を選択できるシス
テム。
【００８５】
　（１０１）上記（９７）項において、前記第１の時間枠は、１番目のネットワークトラ
フィックが、前記第１の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオン
ラインデバイスのうちの１台までルーティングされた時点で始まり、同じ共有ＩＰアドレ
ス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台以外の
、複数の前記第１のオンラインデバイスの各々まで、他のネットワークトラフィックがル
ーティングされた後に、２番目のネットワークトラフィックが、同じ共有ＩＰアドレス又
はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台までルーテ
ィングされるまで、少なくとも継続するシステム。
　（１０２）上記（９７）項において、複数の前記第１のオンラインデバイスの各々を、
対応するクッキー、タグ、又は、装置のフィンガープリントにより識別するシステム。
【００８６】
　（１０３）上記（９７）項において、更に、前記選択工程（ｃ）における、前記付加的
な装置へ送信するための広告の選択を、当該コンピュータシステムを用いて行うシステム
。
　（１０４）上記（９７）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置
へ送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスのユーザに関するプロフ
ァイル情報の、少なくとも一部に基づいて行うシステム。
　（１０５）上記（９７）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装置
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へ送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスで行われたオンライン行
動から取得したプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて行うシステム。
【００８７】
　（１０６）コンピュータシステムに適用されたときに、セットトップボックスと第２の
オンラインデバイスとを所有するユーザの、オンライン行動を取り扱う方法を実行するよ
うに、前記コンピュータシステムに対して命令をする、コンピュータ読み取り可能にコー
ド化された指示を含む、有形の媒体を含む物品であって、前記方法は、（ａ）前記コンピ
ュータシステムを用いて、（ｉ）第１の選択した時間枠の間に、第１の共有ＩＰアドレス
又はその一部を用いて、各々までネットワークトラフィックがルーティングされた、複数
の認識された第１のオンラインデバイスと、（ｉｉ）認識されたオンラインデバイスでは
ない付加的な装置と、を含む装置の組の中で、関連付けを決定する関連付け工程と、（ｂ
）その後の第２の時間枠の間に、関連付けされた装置の組の中の、複数の前記第１のオン
ラインデバイスのうち、選択した最小数のデバイスまで、前記第１の共有ＩＰアドレス又
はその一部と異なる、第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワークトラ
フィックがルーティングされていることを、前記コンピュータシステムを用いて判断する
判断工程と、（ｃ）前記第２の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、ネットワークト
ラフィックがルーティングされた、第２のオンラインデバイスに関連するプロファイル情
報の、少なくとも一部に基づいて、前記付加的な装置へ送信するための広告を選択する選
択工程と、を含む物品。
【００８８】
　（１０７）上記（１０６）項において、前記第２のオンラインデバイスが、複数の前記
第１のオンラインデバイスのうちの１台である物品。
　（１０８）上記（１０６）項において、前記第２のオンラインデバイスが、前記第１の
時間枠の間に関連付けされた組を構成していない、追加されたオンラインデバイスである
物品。
　（１０９）上記（１０６）項において、前記第１の時間枠は、継続時間を選択できる物
品。
【００８９】
　（１１０）上記（１０６）項において、前記第１の時間枠は、１番目のネットワークト
ラフィックが、前記第１の共有ＩＰアドレス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオ
ンラインデバイスのうちの１台までルーティングされた時点で始まり、同じ共有ＩＰアド
レス又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台以外
の、複数の前記第１のオンラインデバイスの各々まで、他のネットワークトラフィックが
ルーティングされた後に、２番目のネットワークトラフィックが、同じ共有ＩＰアドレス
又はその一部を用いて、複数の前記第１のオンラインデバイスのうちの前記１台までルー
ティングされるまで、少なくとも継続する物品。
　（１１１）上記（１０６）項において、複数の前記第１のオンラインデバイスの各々を
、対応するクッキー、タグ、又は、装置のフィンガープリントにより識別する物品。
【００９０】
　（１１２）上記（１０６）項において、更に、前記選択工程（ｃ）における、前記付加
的な装置へ送信するための広告の選択を、前記コンピュータシステムを用いて行う物品。
　（１１３）上記（１０６）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装
置へ送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスのユーザに関するプロ
ファイル情報の、少なくとも一部に基づいて行う物品。
　（１１４）上記（１０６）項において、前記選択工程（ｃ）において、前記付加的な装
置へ送信するための広告の選択を、前記第２のオンラインデバイスで行われたオンライン
行動から取得したプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて行う物品。
【発明を実施するための形態】
【００９１】
第１のオンラインデバイス（ＯＤ１）とセットトップボックス（ＳＴＢ）との関連付け



(24) JP 6189487 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

【００９２】
　第１のオンラインデバイス（ＯＤ１）を、セットトップボックス（ＳＴＢ）に（任意の
適切な方法で）直接的に関連付けする。「直接的」は、ＳＴＢとＯＤ１との間の関連付け
が明確に確立できることを、単に示している。このような明確な関連付けを確立又は認知
するための、様々な適切な方法は、上記で引用した特許査定された出願或いは係争中の出
願に開示されている。それらの例のいくつかにおいて、ＴＶＰ／ＩＳＰは、通常は既知の
単一場所（例えば住宅や店舗）の契約者に対して、オンラインアクセスとテレビサービス
との双方を提供する。そのサービス位置で（ＴＶＰ／ＩＳＰにより）オンラインアクセス
を提供されたオンラインデバイスは、ＯＤ１としてＳＴＢと関連付けされる。別の例では
、契約者のＯＤ１とＳＴＢとを、双方が共有のＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）に
接続されていることに基づいて関連付けすることができる。この共有接続は、インターネ
ットトラフィックが、共通のＩＰアドレスやその一部を介して、ＯＤ１とＳＴＢとの双方
にルーティングされたことの検出、或いは、ＯＤ１とＳＴＢとの双方が同じルータに接続
されていることの検出といった、様々な方法で検出可能である。
【００９３】
　引用した特許や出願の文献に開示されていない別の例において、ＴＶＰは、契約者に対
して、契約者や契約者のＳＴＢを識別する電子認証（electronic indicia）を含む電子メ
ールを送信することができる。このような識別には、任意のデータを表す別称も利用する
ことができる。認証は、例えば、１×１ピクセルのリダイレクトとしてＨＴＭＬ形式の電
子メール内へ、又は、任意の別の適切な方法で組み込むことができる。契約者がＴＶＰの
電子メールを開く際、電子メールの開封に利用されるオンラインデバイスは、ＳＴＢの識
別子や契約者の識別子（又は別称）と共に、ＴＶＰのサーバやＴＶＰのコンピュータシス
テムへリダイレクトされる。これに代えて、又はこれに加えて、ＴＶＰのサーバやコンピ
ュータシステムは、契約者のオンラインデバイスと、契約者がＴＶＰのウェブサイトやア
プリケーション（例えば、携帯装置やタブレットがＳＴＢに対する遠隔制御装置の役目を
することを可能にするアプリケーションソフトウェア）にログインした際の、或いは、契
約者のＰＩＩと共にオンラインデバイスをＴＶＰのサーバへダイレクト処理又はリダイレ
クトする、サードパーティのウェブサイトやアプリケーションに契約者がログインした際
の、彼／彼女のログインデータとへの、アクセス権を得ることができる。電子メールの開
封やログインの際に契約者により用いられるオンラインデバイス（以後、「起動オンライ
ンデバイス」という）は、後述するように、ＯＤ１として契約者のＳＴＢと関連付けても
よく、又は関連付けなくてもよい。リダイレクトやログインを受けて、起動オンラインデ
バイスにアクセスするＴＶＰのサーバやコンピュータシステムは、このようにすることを
選択した場合に、起動オンラインデバイスにより提供されるＰＩＩを利用して契約者のＳ
ＴＢ識別子を引用する、或いは、起動オンラインデバイスにより提供されるＳＴＢの識別
別称を利用して、ＴＶＰシステムが起動オンラインデバイスとＳＴＢとを関連付けること
を可能にする。ＴＶＰシステムは、起動オンラインデバイスのオンラインデバイス識別子
と、契約者のＳＴＢの識別子やＳＴＢの別称とを関連付けることができる。
【００９４】
　他の例では、ＴＶＰがテレビ画面上に個人専用のバーコードを表示する。このバーコー
ドは、契約者のＳＴＢを識別する認証と共に、テレビ画面上のバーコードの写真を撮るカ
メラを備えた携帯装置をオンラインサーバへリダイレクトする指示を、コード化するとい
う点で個別化される。携帯装置は、ＰＰのサーバ、或いは、ＴＶＰや次にＰＰのサーバに
リダイレクトする他のサーバ（直接的に又は１つ以上の中継サーバを介して）へリダイレ
クトすることができる。その後、ＰＰは、ＳＴＢの識別子や別称と、携帯装置の識別子と
を、関連付けすることができる。又、例えばＳＴＢの地理的な位置といった契約者やＳＴ
Ｂに関連する追加情報を、個人専用のバーコードへコード化することができる。一例とし
て、２次元ＱＲ（「ｑｕｉｃｋ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」）コード等のバーコードがテレビ画
面上に表示され、ユーザに対して彼／彼女のスマートフォンでバーコードを撮影すること
が求められる（例えば、テレビ番組のウェブサイトを訪問した場合）。スマートフォンの
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バーコードリーダのソフトウェアは、スマートフォンのブラウザソフトウェアによって利
用可能な統一資源位置指定子（ＵＲＬ）をコード化したバーコードを解読する。このＵＲ
Ｌは、オンラインサイトを指し示しており、更に、テレビサービス契約者のＳＴＢについ
ての識別子や別称を含んでいる。コード化されたＵＲＬにより示されたオンラインサイト
をスマートフォンで訪問すると、オンラインサイトのサーバは、ＳＴＢの識別子や別称を
見つけ出し、それをＰＰのサーバへのリダイレクト中に含めることができる。ＰＰは、ユ
ーザのＳＴＢの識別子や別称を含めるか又は参照するために、それ自体のクッキーやユー
ザのスマートフォン上の他の識別子を、採用、修正、或いは承認し、これによって、スマ
ートフォン（起動オンラインデバイス）とＳＴＢとの間の電子的な関連付けを確立する。
この例では、夫々のＳＴＢを識別する個別専用の異なるバーコードを、異なるテレビサー
ビス契約者のもとへ送ることができる。
【００９５】
　第１のオンラインデバイスＯＤ１として機能するように、起動オンラインデバイスは、
（ｉ）ＳＴＢの位置にある固定のオンラインデバイス（例えば、デスクトップコンピュー
タやワークステーション）、或いは、（ｉｉ）少なくとも一時的にＳＴＢの位置に配置さ
れる移動オンラインデバイス（例えば、ラップトップコンピュータ、タブレット、又はス
マートフォン）でなければならない。既定の起動オンラインデバイスが、第１のオンライ
ンデバイスＯＤ１として適切に機能可能か否かの判断について、以下に説明する。ＴＶＰ
は、通常、契約者のＳＴＢの位置を把握しており、その情報の全てや一部を使用又は提供
して、後のステップを実行又は補助することができる。
【００９６】
　上述した後半の例（例えば、ＴＶＰの電子メール、ＴＶＰのサイトやアプリケーション
へのログイン、又はバーコードの利用）において、ＴＶＰは、通常、起動オンラインデバ
イスと契約者のＳＴＢとに関連する情報を、プロファイルプロバイダ事業者（ＰＰ）に伝
えるか、若しくはＰＰに伝わるようにする。このようなＰＰ事業者の例は、上記の通りで
ある。上記の例のいくつかにおいて、起動オンラインデバイスは、例えば、ＴＶＰの電子
メールからＴＶＰのサーバや次にＰＰのサーバへリダイレクトする別のサーバへＵＲＬを
リダイレクトした後に、或いは、ＴＶＰのサーバや次にＰＰのサーバへリダイレクトする
別のサーバへ初期バーコード（barcode-initiated）を送信した後に、ＴＶＰサイトを提
供している、又はソフトウェアアプリケーションと通信しているサーバから、ＰＰのサー
バやコンピュータシステム（直接的に又は１つ以上の中継サーバを介して）へリダイレク
トされる。このようなＵＲＬのリダイレクトは、通常、契約者のＳＴＢの識別子や別称、
及び、契約者に関連する付加的な追加情報についての電子認証を通過するＵＲＬアドレス
（又は他のデータ通過技術）を含んでいる。
【００９７】
　或いは、電子メールやバーコードの例では、例えば、電子メールのリダイレクトの場合
に、又は、オンラインデバイスがＰＰのサーバに接触して契約者のＳＴＢの識別子をＰＰ
のサーバへ伝える指示を、バーコードが含む場合に、起動オンラインデバイスを、ＴＶＰ
のサーバやコンピュータシステムと接触させることなく、ＰＰのサーバやコンピュータシ
ステムへダイレクト処理又はリダイレクト（直接的に又は１つ以上の中継サーバを介して
）することができる。この種の例では、ＴＶＰが契約者に電子メールやバーコードを送信
した後、契約者のＳＴＢの識別子や別称と、起動オンラインデバイスの識別子との関連付
けを、ＴＶＰの更なる関与なしで確立することができる。上述した異なる何れのリダイレ
クトの結果としても、ＰＰのサーバは、起動オンラインデバイス上のクッキーを、採用、
修正、或いは承認することができ、このクッキーはオンラインデバイスの識別子として機
能することが可能である。ＰＰは、ＳＴＢの識別子や別称の認証を含む受信した情報を、
クッキー内や、クッキーを記録ロケータとして利用する中央データベース内に、保存する
ことができる。
【００９８】
　これに加えて、又はこれに代えて、ＴＶＰは、起動オンラインデバイス上にある自体の
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クッキーを、採用、修正、又は承認することができ、クッキーのログやデータベース、或
いは、オンラインデバイスの他の識別子（オンラインデバイスのフィンガープリント等）
と、多数の契約者について関連付けされたＳＴＢの識別子とを保持する。このようなログ
やデータベースは、周期的に、断続的に、或いは継続中の形態で、直接ＰＰに送信するこ
とができる。ＰＰは、受信したログを使用して、又は他のあらゆる適切な方法で、それ自
体のデータベースを更新することができる。一例では、ＰＰは、受信した装置のフィンガ
ープリントを利用して、（ｉ）そのオンラインデバイスに後に接する場合及び時に、起動
オンラインデバイスを認識する、或いは、（ｉｉ）以前に収集した、既定のオンラインデ
バイスについての位置情報やプロファイル情報を引き出す。別の例では、ＰＰ及びＴＶＰ
は、クッキーシンクを利用して、クッキーを同期させる。ＰＰは、ＴＶＰのログファイル
を受信した際に、ＴＶＰのクッキーＩＤを利用して、関連付けされたＰＰのクッキーＩＤ
を探し出し、ＳＴＢの認証をＰＰのデータベース内の関連するＰＰのクッキーＩＤに関連
付け、更にＳＴＢの認証をＰＰのクッキー内へ保存する場合もある。クッキーシンクにつ
いての一例では、ＴＶＰは、契約者のオンラインデバイスを、対応するＴＶＰのクッキー
識別子と共に、ＰＰのサーバへリダイレクトする。又、ＰＰのサーバは、ＴＶＰのクッキ
ー識別子と、対応するＰＰのクッキー識別子とを関連付ける。その後、ＴＶＰは、ＴＶＰ
のクッキー識別子と関連するプロファイル情報（ＳＴＢの認証や地理的位置等）とを含む
ファイルを、ＰＰに対して提供できる。又、ＰＰは、ＴＶＰのクッキー識別子を利用して
、（要求されたような中央データベース内又はクッキー内の）受信したプロファイル情報
を、何れのＰＰのクッキー識別子に加えるのかを、決定することができる。
【００９９】
　どんな方法でＰＰに情報が伝えられても、その情報により、ＰＰは、起動オンラインデ
バイスを介して実行されたオンライン行動に関するオンラインプロファイル情報を、従来
のように、契約者のＳＴＢの識別子に関連付けすることできる。
【０１００】
起動オンラインデバイス又は第１のオンラインデバイスがＳＴＢの「近く」にあることの
推定
【０１０１】
　オンラインデバイスを介して行われたオンライン行動の過程では、時折、オンラインデ
バイスがＰＰのサーバと電子的に接触する場合がある。このような各接触の間、ＰＰのサ
ーバは、そのオンラインデバイスの位置を推定して、その位置情報を保存（例えば、ログ
、履歴、データベース内、又は、起動オンラインデバイス上のクッキー内へ）することが
できる。ＰＰのコンピュータシステムが、起動オンラインデバイスの識別子と契約者のＳ
ＴＢの識別子との電子認証を受信すると、ＰＰのサーバは、（ｉ）過去のいつかの時点で
、起動オンラインデバイスが契約者のＳＴＢの「近く」にあったか否かの推定（例えば、
起動オンラインデバイスについての過去のあらゆる位置データをＰＰが所有している場合
）、（ｉｉ）現在、起動オンラインデバイスが契約者のＳＴＢの「近く」にあるか否かの
推定（例えば、起動オンラインデバイスのリダイレクトによりＰＰが電子認証を受信して
いた場合）を実行することができる。或いは、ＰＰのサーバは、（ｉｉｉ）連続的ではな
くても、起動オンラインデバイスの位置を監視し、後に、起動オンラインデバイスが契約
者のＳＴＢの「近く」にあったか否かを「把握（notice）」（推定）してもよい（例えば
、後に、起動オンラインデバイスとＰＰのサーバとの間で電子的な接触が行われた際に、
起動オンラインデバイスの位置をチェックすることにより）。
【０１０２】
　「近く」は様々な方法で定義可能であり、推定は様々な方法で実行できる。推定の信頼
度（すなわち、ＯＤ１と契約者のＳＴＢとの間に不適当な関連付けが確立される公算）は
、「近く」がどのように定義及び推定されるかに依存して、本質的に変わる場合がある。
上述したバーコードの例では、テレビ画面上のバーコード画像を保存するスマートフォン
が、画像を保存する際にＳＴＢの位置にあると考えることができるため、ＯＤ１として機
能することを正確に推定することができる。
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【０１０３】
　初めの例では、ＴＶＰによってＰＰへ伝えられる（例えば、直接的な送信やリダイレク
トを介することにより）情報が、契約者のＳＴＢの位置を示している。プライバシーの制
限は、そのような情報の精度を制限する（例えば、都市、郵便番号、近隣、或いは、通り
に制限される）場合があるが、許可されれば、全アドレスや正確な地理座標を提供するこ
とができる。起動オンラインデバイスに接する際、ＰＰは、その位置を推定し、それをＳ
ＴＢの位置と比較することができる。ＰＰは、例えば、ＩＰアドレスの逆のルックアップ
（例えば、ＩＰアドレス及び地理的位置を含むデータベースにおいて、このようなデータ
ベースの精度は、大都市圏から正確な通りの住所まで、或いは、任意の中間レベルの精度
へと、変化させることができる）、装置のＧＰＳ座標や座標範囲、或いは、装置により検
出された近くのＷｉＦｉトランスミッタや携帯電話基地局の相対的な信号強度を利用する
ことにより、起動オンラインデバイスの位置を推定できる。利用可能な位置データ（典型
的には、しかし常ではなく、ＳＴＢの位置よりオンラインデバイスの位置の方がより正確
）の精度に依存して、起動オンラインデバイスと契約者のＳＴＢとが、互いに「近く」に
あるか否かの推定についての、適切な基準（１つの要素やいくつかの要素の組み合わせを
利用する）を確立してもよい。この基準は、ＯＤ１と契約者のＳＴＢとの間の関連付けが
正確に確立されたという確実性が所望のレベルになるように、選択することができる。こ
の基準を満たし、起動オンラインデバイスが第１のオンラインデバイスＯＤ１とみなされ
る場合は、契約者のＳＴＢの「近く」にあるときのその位置を、続く処理においてＳＴＢ
の位置の代わりに利用することができる。
【０１０４】
　別の例では、位置又は距離の何れかの基準や閾値をチェックすることなく、オンライン
デバイスとＳＴＢとが、互いに「近く」にあることを必然的に推定できる。例えば、起動
オンラインデバイス上のソフトウェアアプリケーションを利用してＳＴＢを制御する場合
に、起動オンラインデバイスは、位置又は距離の何れかの基準をチェックすることなく、
ＳＴＢの「近く」であると必然的に仮定することができる。他の例では、起動オンライン
デバイスを利用して深夜にＴＶＰからの電子メールを開く場合、及び、関連付けされたＳ
ＴＢが住宅のＳＴＢであることを把握している場合（例えば、住宅のＳＴＢに関係する情
報のみを、ＴＶＰがＰＰへ提供しているという理由により）に、ＳＴＢやオンラインデバ
イスについての何らかの位置情報無しで、起動オンラインデバイスがＳＴＢの「近く」で
あると必然的に仮定してもよい（契約者が深夜には彼／彼女の家にいるという仮定に基づ
いて）。別の例では、ＳＴＢが住宅にあることを把握している場合（例えば、住宅のＳＴ
Ｂに関係する情報のみを、ＴＶＰがＰＰへ提供しているという理由により）、及び、起動
オンラインデバイスの位置が住宅にあることをＰＰが確認している場合（例えば、サード
パーティのデータベースから返された起動オンラインデバイスのＩＰアドレスのルックア
ップが、ＩＰアドレスが住宅のＩＰアドレスであることを同定しているという理由により
）に、ＰＰは、ＳＴＢやオンラインデバイスについての何らかの位置情報無しで、起動オ
ンラインデバイスが住宅のＳＴＢの位置にあると必然的に仮定してもよい。変化した例で
は、ＰＰは、その位置にある起動オンラインデバイスに一定期間中に接した回数に基づい
て、起動オンラインデバイスの位置を契約者のＳＴＢがある住宅位置と認めてもよく、或
いは、ＳＴＢがある住宅位置の以前の認識を取り消してもよい（例えば、友人の住宅のＩ
Ｐアドレスで契約者のオンラインデバイスを検出することで、契約者のオンラインデバイ
スと友人の住宅のＳＴＢとを誤って関連付ける可能性を減少するために）。
【０１０５】
　他の例において、ＳＴＢが住宅位置（住宅の実際の住所（actual address）は既知又は
未知）に配置されているが、ＩＰアドレスが店舗に割り当てられたか、或いは、住宅に割
り当てられたかを、識別するデータベースが存在しない場合では、起動オンラインデバイ
スが２つの異なるＩＰアドレスで使用されることを観察してもよく、そして、ＩＰアドレ
スの一方が契約者の仕事場に該当し、他方が契約者の住宅に該当しそうである、と仮定し
てもよい。仕事場と住宅との位置を、それらの位置で共有のＬＡＮに接続されているオン
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ラインデバイスの数に基づいて区別してもよい。例えば、ＩＰｖ４の構成において、ＩＰ
アドレスの１つが異なる１０台のオンラインデバイスに共有され、別のＩＰアドレスが異
なる３台のオンラインデバイスのみに共有されている場合は、住宅よりも仕事場の方に多
くのオンラインデバイスがあると考えることが合理的であるため、恐らくは１つ目のＩＰ
アドレスが仕事場のアドレスであり、２つ目のＩＰアドレスが住宅のアドレスである。同
様に、ＩＰｖ６の構成におけるいくつかの例では、あるＩＰアドレスのプレフィックスが
、別の９台のオンラインデバイスのＩＰアドレスのプレフィックスと同一である場合、及
び、別のＩＰアドレスのプレフィックスが、別の２台のオンラインデバイスのみのＩＰア
ドレスのプレフィックスと同一である場合は、恐らくは１つ目のＩＰアドレスが仕事場に
該当し、２つ目のＩＰアドレスが住宅に該当する。より典型的には、あるオンラインデバ
イスと共に、共有のＬＡＮに接続されている他のオンラインデバイスの数が、そのオンラ
インデバイスの位置が住宅であるか仕事場であるかを示唆している場合がある。
【０１０６】
　更に、別の例において、テレビ契約者が同じプロバイダ（ＴＶＰ／ＩＳＰ）からテレビ
サービスとオンラインアクセスサービスとの双方を受ける場合に、ＰＰは、起動オンライ
ンデバイスにより使用されるＩＰアドレスの所有権を判断して、起動オンラインデバイス
がＳＴＢの位置（契約者がテレビサービスを受ける位置）にあるかどうかを判断すること
ができる。このような例では、テレビ契約者が、仕事場や他の場所（コーヒーショップや
友人の家等）における契約者のオンラインアクセスのプロバイダとは異なるプロバイダか
ら、家でのオンラインアクセスサービスを受けることが考えられ、他には、契約者のＳＴ
Ｂが仕事場に位置していると誤って推測される虞がある。このような誤りの可能性は、起
動オンラインデバイスがＰＰと通信したときの時刻及び曜日を更に考慮することで、減少
させることができる。週末には、その時刻に関わらず、ＩＰアドレスが契約者のＴＶＰ／
ＩＳＰにより所有されている場合は、契約者が家にいることが多い。平日（月曜日～金曜
日）で勤務時間の間は、契約者が仕事場にいることが多く、勤務日の早朝、夜、深夜には
、契約者が家にいることが多い。同様に、独立的に時刻を利用することも可能である（Ｉ
ＳＰの同一性に関わらず）。夜遅い場合に、ＰＰは、起動オンラインデバイスが家にある
と高い確率で仮定することもある。
【０１０７】
　より一般的には、起動オンラインデバイスの位置をＳＴＢの位置として認識する際の、
誤りを低減する典型的な解決法は、特定の位置でオンラインアクセスのために共通のＩＰ
アドレスを共有している（すなわち、同じＬＡＮを共有している）、オンライン・ユーザ
インタフェースデバイスの数をチェックすることである。例えば、この数が１０以上であ
る場合は、起動オンラインデバイスが、仕事場、或いは、コーヒーショップや空港といっ
た公共の場所で利用されている可能性が高く、住宅で利用されている可能性は低い（時刻
に関わらず）。このような状況の下では、その位置がＳＴＢの位置であると推測すべきで
はなく、或いは、後のステップでそういうものを使用すべきではない。
【０１０８】
　更に、別の例では、テレビ契約者とそのＴＶＰとのデータベースを有するサードパーテ
ィから、ＰＰがＳＴＢの地理的位置を受信することができる。ある代替例では、テレビ契
約者の個人識別情報（ＰＩＩ）を有するそのようなサードパーティが、例えば契約者がサ
ードパーティのサーバにログインした後に、契約者のオンラインデバイスを、ＰＰにより
制御されるサーバやコンピュータシステムへリダイレクトしてもよい。このリダイレクト
は、契約者のＳＴＢの地理的位置を伝達できる（必要や要求に応じて、ＰＩＩと共に又は
ＰＩＩ無しで）。別の代替例では、起動オンラインデバイスを住宅や店舗の住所（許可さ
れれば正確な住宅の住所、又は、プライバシポリシーやプライバシー規定が要求された場
合には郵便番号といった精度が低い住所の情報）と共にＰＰのサーバへリダイレクト可能
な、サードパーティのデータプロバイダから、ＰＰが、起動オンラインデバイスがある住
宅や店舗の住所を受信してもよい。このようなリダイレクトは、ＰＩＩ（住所の情報以外
）を含まない場合が多い。
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【０１０９】
　別の例では、住宅の中でＳＴＢが使用されていることをＰＰが把握する（ＴＶＰによっ
て通知されるので明示的に、或いは、住宅にある契約者のオンラインデバイスのみをＴＶ
Ｐがリダイレクトするので暗示的に）と、契約者の住宅の住所（サードパーティから得た
）が契約者のＳＴＢの位置であると、ＰＰが仮定してもよい。別の代替例では、ＰＰのサ
ーバが起動オンラインデバイスと通信した際に、装置のＩＰアドレスの逆ルックアップを
行い、その地理的位置を見つけてもよい。
【０１１０】
　ＰＰがオンラインデバイスの地理的位置及びＳＴＢの地理的位置へのアクセス権を得る
方法に関わらず、それらの位置は比較可能である。それらが一致、又は十分に近接してい
る場合には、起動オンラインデバイスがＳＴＢの位置にあると推定できる。
【０１１１】
　いくつかの例（上述した例のいくつかを含む）では、ＴＶＰによりＰＰへ伝えられる（
例えば直接的な送信やリダイレクトを介して）情報が、契約者のＳＴＢについて、住宅用
の位置又は業務用の位置の何れか一方を示している。携帯される起動オンラインデバイス
は、時間経過と共に、異なる位置で観察される。それらの位置が業務用又は住宅用の何れ
であるかを、時刻（例えば、昼間の位置は業務用と推測し、夜／深夜／早朝の位置は住宅
用と推測する）やＩＰアドレスの種類（例えば、静的なＩＰアドレスは業務用と推測し、
動的なＩＰアドレスは住宅用と推測する）に基づいて推測してもよい。起動オンラインデ
バイスは、第１のオンラインデバイスＯＤ１として適切に関連していると推測され、そし
て、ＯＤ１が接触された時刻に、或いは、契約者のＳＴＢ位置の種類と矛盾しないＩＰア
ドレスから推定された、ＯＤ１の位置を、ＳＴＢの代用位置にすることができる。いくつ
かのケース（上述した例のいくつかを含む）では、ＴＶＰがＰＰに対して住宅のＳＴＢに
ついての情報のみを提供してもよい。特定のＳＴＢの位置や位置の種類に関する情報をＴ
ＶＰから受信しないにも関わらず（恐らくは、特定のＳＴＢの識別子認証のみを受信する
）、ＰＰは、いくつかの事例において、上記の方法（例えば時刻や位置の種類）を利用し
て、いつＯＤ１が住宅位置（そして今後はＳＴＢの位置）に配置されたのかを把握するこ
とができる。
【０１１２】
　起動オンラインデバイスが、いつ契約者のＳＴＢの「近く」にあるのかを、決して検出
できない事例があり得ることに注意されたい。この状況は、例えば、起動オンラインデバ
イスが固定装置であり、契約者のＳＴＢから離れた位置に存在する場合や、起動オンライ
ンデバイスが携帯装置であり、契約者のＳＴＢの「近く」に決して配置されない（又は配
置されたことに気付かない）場合に起こり得る。契約者のＳＴＢの「近く」にならない起
動オンラインデバイスは、通常、第１のオンラインデバイスＯＤ１とみなされることはな
く、又、その位置は、ＳＴＢの代用位置として使用されず、更に、後のステップが、その
起動オンラインデバイスの位置に基づいて実行されることはない。
【０１１３】
　しかしながら、いくつかの例では、契約者のＳＴＢの「近く」にならない起動オンライ
ンデバイスに基づいて、所謂「２段階（two-step）」の関連付けを確立することができる
。携帯オンラインデバイスが、様々な時間に一時的に起動オンラインデバイスの「近く」
にあることが観察され（若しくは、携帯オンラインデバイスと起動オンラインデバイスと
の双方が、同一の証明書を使用した、同一のウェブサイトやアプリケーションへのログイ
ンに利用された場合）、更に、別の時間に一時的に契約者のＳＴＢの「近く」にあること
が観察された場合に、その携帯オンラインデバイスは、第１のオンラインデバイスＯＤ１
として機能することが可能であり、その位置（ＳＴＢに「近い」と観察されたときの）は
、ＳＴＢの代用位置として利用可能である。ＳＴＢへのこのような２段階の関連付けの利
用により認定されたＯＤ１は、関連付けの確立において誤る確率が高いため、より直接的
な上記の関連付けよりも、望ましくない場合がある。
【０１１４】
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（複数の）第２のオンラインデバイス（ＯＤ２ｓ）がＳＴＢの代用位置の「近く」にある
ことの観察
【０１１５】
　時間の経過と共に、１台以上の第２のオンラインデバイス（ＯＤ２ｓ）が、ＳＴＢの代
用位置（すなわち、契約者のＳＴＢに「近い」と推定されたときのＯＤ１の位置）の「近
く」に配置されていることが観察される。結果として、１台以上のＯＤ２ｓは、契約者の
ＳＴＢへ間接的に関連付けされる。「間接的」とは、更に後に説明するように、ＳＴＢと
ＯＤ２ｓとの間の関連付けが、ＯＤ１を利用して定めたＳＴＢの代用位置を用いて確立さ
れることを、単に示しているに過ぎない。
【０１１６】
　本明細書は、既知の従来技術にわたる意義のある長所を申し出るものであり、既知の従
来技術では、ＯＤ２ｓとＳＴＢとの間の接続が確立できていないため、例えば、契約者の
ＳＴＢがコンピュータネットワークに接続されておらず、ＴＶＰが契約者にオンラインア
クセスを提供しないケースにおいて、ＯＤ１により確立されたＳＴＢの代用位置は、ＯＤ
２ｓと契約者のＳＴＢとの間のあらゆる接続を確立する唯一の方法かもしれない。例えば
、ＯＤ１を使用する家族のオンラインプロファイルに基づいたターゲットテレビ広告に加
えて、他の家族が使用するオンラインデバイス（ＯＤ２ｓ）のオンラインプロファイルに
基づいて、ＳＴＢへターゲットテレビ広告を配信することは、可能であれば有益である。
【０１１７】
　１台以上のオンラインデバイス（ＯＤ１やＯＤ２ｓ）は携帯可能であるため、それらの
位置は時間と共に変化する。ＯＤ２とＳＴＢとの間の関連付けは、ＯＤ１とＳＴＢとの関
連付けが確立されてＳＴＢの代用位置が推定される（例えば、ログ、履歴、データベース
内で探索される、又はＯＤ２上のクッキー内に記録される）前の時点で、或いは、ＯＤ１
とＳＴＢとの関連付けが確立されてＳＴＢの代用位置が推定された（例えば、ＰＰのサー
バとの、後の通信の結果として）後の時点で、ＳＴＢの代用位置の「近く」にあるＯＤ２
に基づいて確立することができる。
【０１１８】
　ある例では、ＯＤ２がＳＴＢの代用位置の「近く」に配置されていることを、ＯＤ１及
びＯＤ２が共用している共有のＬＡＮ（少なくとも一時的に）によって推定することがで
きる。この例の１つのケースでは、関連付けされた住宅のＳＴＢに、ＯＤ１が「近い」こ
とが推定され（上述したあらゆる方法で）、推定の時点でＯＤ１により使用されるＩＰア
ドレス（又は、ＩＰアドレスのプレフィックスといったＩＰアドレスの一部）が、ＳＴＢ
の位置の代用として利用される。一致又は部分的に一致するＩＰアドレスを介して、イン
ターネットトラフィックがルーティングされた他のオンラインデバイス（ＯＤ２ｓ）は、
ＯＤ１と同一のＬＡＮに接続されていること、同じ位置にあること（それらはＬＡＮに接
続されているため）、更に、ＳＴＢと同じ位置にあることが推定される。従って、ＯＤ２
ｓは、ＳＴＢに関連付けられていると認定される。ＯＤ２がＳＴＢの位置又はその近くに
あるという推定は、ＯＤ１がＳＴＢの位置又はその近くにある間に行う必要はない。他の
例では、ＯＤ２のＧＰＳ座標を、ＯＤ１がＳＴＢの「近く」にあると推定されたときの、
ＯＤ１の位置と比較することができる。ＯＤ２のＧＰＳ座標が十分に近い（任意の適切な
基準に基づいて）場合に、ＯＤ２がＳＴＢに関連付けされる。更に、ＯＤ２がＳＴＢの位
置に十分に近いことの推定は、ＯＤ１がＳＴＢの位置に近い間に行う必要はない。
【０１１９】
　いくつかの例において、ＳＴＢとオンラインデバイスＯＤ２との間の関連付けは、信頼
できる環境下のＰＰのサーバにより取り消すことができる。ＳＴＢに関連付けされている
ＯＤ１と共有のＬＡＮを共用している故に、ＳＴＢに関連付けされたＯＤ２が、１週間以
上（又は他の適切な期間）にわたって、共有のＬＡＮをＯＤ１と再び共用しないことを、
ＰＰが把握した場合は、ＳＴＢとＯＤ２との関連付けが正しくなかったと推測することが
できる（例えば、ＳＴＢの位置への稀な訪問者がＯＤ２を所有していたと考えられる）。
【０１２０】
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ＯＤ２のプロファイルに基づくテレビ広告の選択／提示
【０１２１】
　オンラインデバイスＯＤ２が、１つ以上のＯＤ２ｓの組の１つとして、ＳＴＢに関連付
けされた後に、ＯＤ２に関するプロファイル情報、例えば、（ｉ）ＯＤ２のユーザの履歴
の閲覧や検索といったオンライン行動のプロファイル情報、（ｉｉ）ＯＤ２のユーザに関
する人口統計学的情報、（ｉｉｉ）ＯＤ１のユーザやＯＤ２のユーザに関連し、ＴＶＰの
助力により取得した、オフラインプロファイル情報、或いは、（ｉｖ）ＯＤ２のユーザに
関連し、例えば、上記で引用した米国特許第７，８９０，６０９号の教示に従って獲得し
た、オフラインプロファイル情報の、少なくとも一部に基づいて、ターゲットテレビ広告
を選択できる。このように選択したテレビ広告は、提示のためにＳＴＢへ送信することが
できる。
【０１２２】
　テレビ広告を提示する時間や方法は、様々な方法で決定することができる。開示された
いくつかの典型的な方法では、ＯＤ２のユーザが、特定のテレビ番組／チャンネルを視聴
する、或いは、特定の時間／日付にテレビを見る可能性に基づいて、ターゲットテレビ広
告を選択又は提示してもよく、このような可能性は、（ｉ）ＯＤ２のユーザのプロファイ
ル情報と特定の番組／チャンネルとの相関関係（引用したいくつかの参考文献で説明され
ているように）と、（ｉｉ）ＯＤ２がＳＴＢに近いという推定との、一方又は双方に基づ
くものであり、そして、特定の時間／日付にＯＤ２がＳＴＢに近いという推定に基づく（
上述したように）、又は、特定の時間／日付におけるＯＤ２の位置履歴に基づく（後述す
るように）、ＯＤ２のユーザが提示されてテレビを見るという推定によるものである。
【０１２３】
　開示されたいくつかの典型的な方法では、ＯＤ１や１台以上のＯＤ２ｓに関連するプロ
ファイル情報に基づいて、ターゲットテレビ広告を選択してもよい。こうして選択した広
告は、格納して（例えばＤＶＲの中へ）後に提示するために、予めＳＴＢへ送信してもよ
く、或いは、必要であればリアルタイムや「オンデマンド」で送信してもよい。選択した
広告は、例えば、上記で参照した米国特許公開第２００９／０３００６７５号、米国特許
公開第２００９／０２９９８４３号、又は、出願番号第６１／３９３，８４３号の教示に
従い、特定のテレビ番組／チャンネル内や、特定の時間／日付に提示してもよい。テレビ
広告は、ＯＤ２のユーザが、それら特定のテレビ番組／チャンネルを、それら特定の時間
／日付（それらの時間／日付に、ＯＤ２がＳＴＢの「近く」にあると推定されるか否かに
関わらず）に視聴するであろうという予想に基づいて、選択／提示してもよい。
【０１２４】
　ＯＤ２に関するプロファイル情報（オンライン又はオフラインのプロファイル情報）に
基づいて、テレビ広告が選択され（ＰＰの方針により又はＰＰの方針で）、上述したよう
にＯＤ２に関連付けされたＳＴＢへ送信される。広告を選択する際に、ＳＴＢでどのテレ
ビ番組やチャンネルが視聴されるか、又は視聴される傾向にあるか、そして上述したよう
な、ＯＤ２のユーザがそのテレビ番組／チャンネルを視聴している可能性（例えば、米国
特許公開第２００９／０３００６７５号、米国特許公開第２００９／０２９９８４３号、
又は、出願番号第６１／３９３，８４３号で開示されているような、ＯＤ２のユーザのプ
ロファイル情報とテレビ番組／チャンネルとの相関関係に基づいて）といった、付加的な
パラメータを考慮してもよい。
【０１２５】
　他のいくつかの典型的な方法では、選択したテレビ広告が、ＯＤ２がＳＴＢに「近い」
と推定されたときのみに提示される。ＯＤ２ｓの１つがＳＴＢの代用位置の「近く」に配
置されていると推定された（任意の適切な方法で）、特定の時点でのみ、ＳＴＢに対する
ターゲットテレビ広告の表示に係る、システム処理が開始され、そのターゲット広告は、
その近くのＯＤ２に関するプロファイル情報に基づいて選択される。換言すれば、特定の
時点でＯＤ２がＳＴＢに「近い」という推定は、ＯＤ２のユーザがその時間にテレビを見
ていること、そしてＯＤ２のユーザを対象としたテレビ広告を表示すべきであることの、
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推測に用いられる。ＯＤ２がＳＴＢの代用位置に「近い」か否かは、ＯＤ２とＳＴＢとの
関連付けの確立について先に説明した、あらゆる様々な方法で推定してもよく、或いは、
過去にＯＤ２がＳＴＢの「近く」にあった履歴やログに基づいて推定してもよい（更に後
に説明する）。テレビ広告は、上述した如何なる方法及び如何なる時間に、選択及びＳＴ
Ｂに配信することができる（例えば、選択及びＳＴＢへの配信を前もって行う、選択や配
信をリアルタイム又はオンデマンドで行う、或いは、これらの方法を変化させて行う）。
【０１２６】
　どのテレビ広告が選択されるか、或いは、選択された広告の配信がどの番組／チャンネ
ルや時間／日付に決定されるかに関わらず、任意の適切な方法で、広告を配信又は提示す
ることができる。いくつかの例では、ＳＴＢの識別子や別称（すなわち、ＯＤ１と関連付
けされ、ＳＴＢの位置にあると推定されたＯＤ２に、後に関連付けされるものとして、Ｔ
ＶＰから受信したＳＴＢの識別子や別称）、又、広告が提示されるときや提示されている
間の、番組、チャンネル、時間、又は日付を示すものと共に、選択したテレビ広告（又は
その識別子）が、ＰＰによりＴＶＰへ送信される。ＴＶＰは、その情報を利用して、適切
な時点でＳＴＢへテレビ広告が提示されるように、準備することができる。ＰＰは、通常
、選択したテレビ広告又はその識別子を、契約者のＳＴＢの識別子と共に、ＴＶＰにより
制御されるＣＡＳへ送信することができる。ＯＤ２に関するプロファイル情報（オンライ
ン又はオフライン）を、ＴＶＰに伝える必要はない。いくつかの例において、ＰＰは、Ｏ
Ｄ２において観察されたオンライン行動と、ＯＤ２に関連付けされたＳＴＢへ配信又は配
信されると推定される、選択したターゲットテレビ広告とを、関連させることができ、オ
ンライン行動については、選択したターゲットテレビ広告のＳＴＢへの提示が予想又は報
告された後に、ＯＤ２で行われるものである（例えば、上で参照した米国特許公開第２０
０９／０１７２７２８号や出願番号第１２／９０６，００７号で開示されているように）
。
【０１２７】
　いくつかの例では、テレビ広告は、広告サーバや他のサーバ、又は別の装置において、
ＳＴＢと関連付けされた１台以上のＯＤ２ｓに関するプロファイルに基づいて選択可能で
あり、その後ＳＴＢに格納するために送信される。保存されたテレビ広告は、電子的な命
令に従い、適切な時点でのみ提示される。いくつかのケースでは、保存されたテレビ広告
が、適切なチャンネルが視聴されているときや、適切なテレビ番組である間にのみ表示さ
れる。他のケースでは、ＯＤ２ｓの１つがＳＴＢに「近い」と推定された場合（ＳＴＢ、
ＰＰ、ＴＶＰ、又はサードパーティによって）に限り、対応する格納されたテレビ広告が
提示される。いくつかのケースでは、ＳＴＢに格納した命令により、ＳＴＢに対して、Ｏ
Ｄ２に「近い」ことをＳＴＢが検出した場合に、格納した広告を提示させ、或いは、その
ＯＤ２の位置履歴に基づいてＳＴＢがＯＤ２に「近い」と推測された場合に、格納した広
告を提示させ、或いは、ＰＰ、ＴＶＰ、又はサードパーティによりＯＤ２に「近い」と検
出された後に、格納した広告を提示させる。別のケースでは、広告サーバに格納された、
又は広告サーバが受信した、広告サーバに格納された広告を提示するという命令に従い、
選択したテレビ広告を提示してもよい。異なる時間に異なるＯＤ２ｓがＳＴＢの代用位置
の近くに配置されているという推定を当てにして、それらの異なる時間に異なるテレビ広
告を提示してもよい。
【０１２８】
追加の特徴又は実施例
【０１２９】
　オンラインデバイスの配置を、関連付けされたＳＴＢの「近く」にそのオンラインデバ
イスがあったという履歴やログに基づいて推測する事例において、そのような履歴やログ
は、オンラインデバイスがＳＴＢの位置に現れる先の時間（従って、オンラインデバイス
のユーザが現れてテレビを見ると推測される時間）を予測するために解析される。例えば
、過去３週にわたって毎週火曜日の夜７時以降に、同じＩＰアドレスでオンラインデバイ
スがインターネットに接続された場合は、そのオンラインデバイスがその同じＩＰアドレ
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スで、次の火曜日の夜７時以降にインターネットに接続されるであろうと推定してもよい
。そのオンラインデバイスが（前記のＩＰアドレスでインターネットにアクセスしている
ときに）特定のＳＴＢに関連付けされた場合は、オンラインデバイスに関するプロファイ
ル情報に基づいて対象を定めたテレビ広告を、次の火曜日の夜７時以降に提示するために
、ＳＴＢに送信してもよい。ＳＴＢの近くにオンラインデバイスが現れるという、先の推
定のためのこのような技術を、上述した方法の文脈にあるＯＤ２に関するプロファイル情
報に基づいて対象を定めた、テレビ広告を提示する（すなわち、ＯＤ２がＳＴＢに近いと
予測される先の時間に、ＯＤ２に関連付けされるＳＴＢを介して、ＯＤ２を対象とした広
告を提示する）時間の選択に用いてもよい。更に、この技術を、ＯＤ１に関するプロファ
イル情報に基づいて対象を定めた、テレビ広告を提示する（すなわち、ＯＤ１がＳＴＢに
近いと予測される先の時間に、ＯＤ１に関連付けされるＳＴＢを介して、ＯＤ１を対象と
した広告を提示する）時間の選択に用いてもよい。
【０１３０】
　上述した特定の時間のパターン（火曜日の夜７時以降）は、単に典型的なものに過ぎず
、関連付けされたＳＴＢに「近い」と推定されたオンラインデバイスの、認識される如何
なる時間のパターンも、関連付けされたオンラインデバイス及びＳＴＢの、先の接近を予
測する根拠として利用することができる。更に、上述した「近さ」についての特定の基準
（特定のＩＰアドレスの使用）も、単に典型的なものに過ぎない。ＯＤ１とＳＴＢとの間
、又はＯＤ２とＳＴＢとの間の関連付けの確立について、既に上記で説明したことを含み
、近さについての如何なる適切な基準も、関連付けされたＳＴＢに近いことのオンランデ
バイスの履歴をロギングや記録するための、及び、関連付けされたオンラインデバイス及
びＳＴＢの、先の接近を予測するための、根拠として利用することができる。同様に、関
連付けされたＳＴＢにオンラインデバイスが将来接近することの予測を、オンラインデバ
イスの過去の位置に係る、地理的座標、通りの住所、又は他の任意の適切な指標に基づい
て行ってもよい。
【０１３１】
　多くのケースにおいてオンラインデバイスがオンラインアクセスのために利用するＩＰ
アドレスは、静的ではなく動的である。これは、ＩＰアドレス（又は、ＬＡＮのルータに
より共用されるＩＰアドレスのプレフィックスといった、その一部）がＳＴＢの代用位置
として利用された場合に、問題を生じる虞がある。前記の例のオンラインデバイス（例え
ばＯＤ２）は、そのＩＰアドレスが、ある火曜日の夜から次に変わる場合であっても、関
連付けされたＳＴＢに近いと推定される虞がある。同じグループのＯＤ２ｓ（例えば、固
有のクッキー、タグ、或いは装置のフィンガープリントにより、各々が認識されている）
が、毎週火曜日の夜７時以降に共有のＬＡＮに接続されたことが検出された場合は、イン
ターネットトラフィックを受信するためのＩＰアドレスが、日毎に又は週毎に変わる場合
でさえ、それらのＯＤ２ｓが毎週火曜日の夜７時以降に同じ位置に配置されていると推定
される虞がある。一時的なそれらのＩＰアドレスの１つが、特定のＳＴＢに「近い」と推
定されていた場合、或いは、ＬＡＮに接続されたグループ中の１つのオンラインデバイス
が、そのオンラインデバイスがＬＡＮに接続されていたときに、特定のＳＴＢと関連付け
されていた場合に、ＯＤ２ｓのグループ全体が、ＳＴＢと関連付けされることがある。こ
のＯＤ２ｓのグループが将来接続されるＬＡＮは、同様に、ＳＴＢの位置を示すと推測さ
れることがある。オンラインデバイスがインターネットトラフィックを受信するためのＩ
Ｐアドレスが変化しているにも関わらず、ＯＤ２ｓの１つが、先の火曜日の夜に、そのＳ
ＴＢの位置になるであろうと予測される虞がある。換言すれば、共有のＬＡＮに接続され
た複数のオンラインデバイスの、認識可能な組み合わせ（combination）の検出は、関連
付けされたＳＴＢの位置の代用を務める場合がある。更に、グループの他のオンラインデ
バイスと同じＬＡＮに接続されている、と認識された任意のオンラインデバイスが、同一
のＳＴＢに関連付けされる場合がある。
【０１３２】
　装置のグループ（例えば、共有のＬＡＮに接続された、複数のオンラインデバイスかつ
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／又はＳＴＢ）によるＬＡＮの共用は、別の技術を用いて見分けることができる。一例と
して、ＩＰｖ４の構成のＬＡＮを共用している複数のオンラインデバイスは、同一のＩＰ
アドレス（すなわち、ＬＡＮをインターネットへ接続しているモデムのＩＰアドレス）を
有する複数のオンラインデバイスと通信しているウェブサーバにより見分けることができ
る。ウェブサーバは、この共有のＩＰアドレスに基づいて、複数のオンラインデバイスが
ＬＡＮを共用していることを推測することができる。別の例では、ＩＰｖ６の構成のＬＡ
Ｎを共用している複数のオンラインデバイスを、部分的に一致するＩＰアドレス（例えば
、複数のオンラインデバイスがサブネット（ＬＡＮ）を共用していることで、それらのＩ
Ｐアドレスのプレフィックスが等しくなっている）を有する複数のオンラインデバイスと
通信しているウェブサーバにより見分けることができる。ＩＰアドレスの一部を共用して
いることを踏まえて、ウェブサーバは、複数のオンラインデバイスがＬＡＮを共用してい
ることを推測できる。更に別の例では、ＬＡＮ（例えば、ＩＰｖ６の構成）を共用してい
る複数のオンラインデバイスを、下記の方法を利用して、複数のオンラインデバイスのＩ
Ｐアドレスへのアクセス権を有するウェブサーバにより見分けてもよい。サーバは、例え
ば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムの「ｔｒａｃｅｒｔ」といっ
たコマンドを使用して、サーバ（起点）から各オンラインデバイス（終点）までの、イン
ターネットを通るルートを追跡可能である。サーバは、各オンラインデバイスでルートが
終了する１「ホップ」手前にあるルータが、グループの全てのオンラインデバイスのルー
タと同一であると、認識することができる。結果として、サーバは、そのルータを介して
インターネットトラフィックを受信している複数のオンラインデバイスが、共有のＬＡＮ
に接続されていると推測することができる。（サーバは、ＩＰアドレスによってルータを
認識することができ、任意で、サードパーティのデータベースを利用して、ルータのＩＰ
アドレスが、住宅用のＩＰアドレスか業務用のＩＰアドレスかを判定することができる。
）更に一般的に言及すると、ＬＡＮがＳＴＢの代用位置を務めることができる。ＬＡＮは
、種々の方法で識別可能である。これらの方法には、（ａ）ＩＰｖ４の構成で、ＬＡＮを
インターネットへ接続しているモデムのＩＰアドレス、（ｂ）ＬＡＮに接続された装置や
ＬＡＮのルータの、ＩＰｖ６アドレスのプレフィックス、或いは、（ｃ）ＬＡＮのルータ
のＩＰアドレスが含まれが、これらに限定されるものではない。
【０１３３】
　複数のオンラインデバイスが共有している位置を推定するために、任意の適切な基準が
利用可能である。例えば、５台のオンラインデバイスで成るグループの３台以上が、共有
のＬＡＮへ接続されることが度々検出される（上述した方法を含む任意の適切な方法で）
場合に、共有のＬＡＮに接続され、異なるＩＰアドレス（又はその一部）により特徴付け
られた、それら５台のオンラインデバイスのうちの３台の、２時間又は他の適切な時間を
おいて後に行う検出は、異なるＩＰアドレス（又はその一部）が、関連付けされたＳＴＢ
の位置に対応することを推定するための、適切な基準になることがある。いくつかの例で
は、同じＬＡＮに接続された複数のオンラインデバイスのうち、２台以上を検出すれば十
分かもしれず、一方、他の例では、同じＬＡＮに接続された４台以上のオンラインデバイ
スを検出することが、複数のオンラインデバイスがそれらに関連付けされたＳＴＢに接近
しているという、確かな推定のために必要かもしれない。
【０１３４】
　ＳＴＢに「近い」ＯＤ２の位置を判定する方法の追加の例には、関連付けされたＳＴＢ
を制御するための、ＯＤ２上のソフトウェアアプリケーションの利用、後にその動画がＳ
ＴＢから引き出されて視聴されることとなる動画を、インスタントキューに追加する（所
定の時間内に）ためのＯＤ２の利用、ＳＴＢに接続されたテレビ画面上の個人専用のバー
コードの、ＯＤ２を利用した写真撮影（例えば、家の電話への入電を受けることを意図し
て、テレビ上に広告された製品について学ぶため、或いは、広告された製品のウェブサイ
トをスマートフォンの画面上で視聴可能にするため）を、認識することが含まれる。更に
、このような方法は、起動オンラインデバイスがＳＴＢの「近く」にあり、ＯＤ１として
機能することが正確に推定可能であるか、という推定に利用することができる。
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【０１３５】
　別の例では、携帯電話の位置といった携帯装置の位置を、ユーザの位置の指標として利
用してもよい。例えば、ユーザのラップトップ（ＯＤ２）がユーザの携帯電話（別のＯＤ
２）に関連付けされ、携帯電話のユーザは携帯電話と共に家にいて、ラップトップは職場
に置いてある場合に、ラップトップが家になくても、携帯電話が家にあることが認識され
れば、ラップトップでのオンライン行動に基づいて、家のＳＴＢを広告の対象にすること
ができる。
【０１３６】
　他の変化例では、ＳＴＢを広告の対象に定める前の所定時間（例えば３０分）内に、オ
ンラインデバイスの位置が記録され、その記録された位置がＳＴＢの「近く」か「近く」
でないか判定されると、オンラインデバイスがＳＴＢの「近く」か、或いは、ＳＴＢに「
近く」ないかが検討される。
【０１３７】
　ＰＰは、独立したサードパーティであってもよいが、あるケースでは、テレビプロバイ
ダや、ＳＴＢへの広告の送信に関与する別の事業者により、所有されるものであってもよ
い。ある状況では、ＰＰが、別の事業者により制御されるＣＡＳを用いて作業するもので
あってもよい。他のケースでは、ＣＡＳがＰＰにより所有又は制御されてもよい。更に、
他の組み合わせも可能である。
【０１３８】
　別の例では、ＳＴＢの位置情報を、ＴＶＰが全く共用しない。ＰＰは、デバイスを同定
する異なる位置に、起動オンラインデバイスを関連させる（「位置」は、上述した様々な
方法の何れの中でも定義されている）。このような関連位置の各々について、更にＰＰは
、その位置を訪問した際に、起動オンラインデバイスを、ＰＰにより同定される他の装置
に関連させる。更に、各装置が位置で同定された日時を記録してもよい。ＰＰは、起動オ
ンラインデバイスにより訪問される異なる位置に関連させた、異なるオンラインデバイス
に関するプロファイル情報に基づいて対象を定めた、異なるテレビ広告を選択する。ＰＰ
は、異なるオンラインデバイスを対象とするテレビ広告を、それらの各位置の指標と共に
（可能であれば、その位置でそれらが識別された日時も）、ＴＶＰに提供する。ＳＴＢの
位置情報へのアクセス権を有するが、その情報を共用しないＴＶＰは、その異なる位置を
ＳＴＢの位置と比較し、それらのオンラインデバイスのうちＳＴＢの位置に検出されたも
ののみについての、ＳＴＢに対して、ＯＤ２のプロファイルに基づいて選択した広告を配
信する。
【０１３９】
　所定のＯＤ２に関連し、ＯＤ２のユーザを対象とするテレビ広告の選択に利用されるプ
ロファイル情報は、様々な情報源から作ることができる。一例として、上記で参照した米
国特許第６，９２５，４４０号、米国特許第７，４２８，４９３号、又は米国特許公開第
２００８／０３１３１９４号に開示されているように、例えば、ＰＰにより、ＯＤ２のユ
ーザのオンライン行動に基づいて、人口統計学や行動についてのプロファイル情報を収集
してもよい。他の例として、例えば、上記で参照した米国特許第７，８９０，６０９号に
開示されているように、ＯＤ２のユーザに対してオンラインアクセスを提供するＩＳＰの
契約者である、ＯＤ２のユーザに関するオフラインプロファイルデータを、ＰＰにより取
得してもよい。別の例では、ＯＤ１のユーザ（すなわち、ＴＶＰのテレビ契約者）に関す
るオフラインプロファイルデータを、ＰＰにより取得してもよい。このオフラインデータ
は、ＴＶＰから、或いは、このようなオフラインデータのサードパーティのプロバイダか
ら取得可能である（通常はＴＶＰにより便宜が図られる）オフラインデータは、通常、Ｏ
Ｄ１のユーザについてのプロファイルに追加される。しかしながら、そのようなオフライ
ンプロファイル情報のプロバイダ（例えば、興信所やダイレクトメールのマーケティング
会社）は、通常、家庭を経由して莫大な情報とリンクしている。例えば、同一の住所に住
む夫と妻とについての、そのようなオフラインデータは、通常、互いにリンクしている。
従って、ＯＤ２に関するプロファイル（ＯＤ１のユーザについて取得したオフラインデー
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タ）へ更にリンクしていることは、ＰＰにとって好ましいことである。ＯＤ１及びＯＤ２
のユーザが同じ家族の一員である場合は、ＯＤ１のユーザについて取得したオフラインデ
ータの大部分が、ＯＤ２のユーザに関連するものとなる。ＯＤ１に関するそのオフライン
データ（ＴＶＰにより便宜が図られる）は、ＯＤ２がＳＴＢの位置の「近く」にあること
が一時的であったとしても、ＯＤ２に関連させることができる。従って、ＯＤ２に関する
オフラインデータは、関連付けされたＳＴＢへ、ＯＤ２のユーザに対して配信することと
なる、テレビ広告の選択に利用することができ、更に、このオフラインデータは、ＯＤ２
に配信することとなるオンライン広告の選択にも利用可能である。
【０１４０】
　ＴＶＰは、任意の適切な方法で、ＰＰに対するオフラインプロファイル情報の送信、或
いは、サードパーティプロバイダからの、ＰＰに対するそのような情報の送信の補助を行
うことができる。例えば、第１のオンラインデバイスＯＤ１とＳＴＢとを関連付けするた
めに、ＴＶＰにより利用されるいくつかの方法（例えば、ＴＶＰの電子メール、ＴＶＰの
サイトやアプリケーションへのログイン、又は個人専用のバーコードが用いられる）では
、ＴＶＰが、ＰＰに対して、テレビ契約者（すなわち、ＯＤ１のユーザ）に関するオフラ
インプロファイルデータを送信することができる。このオフラインデータは、ＴＶＰ自体
が収集した情報を含んでいてもよく、或いは、ＴＶＰがサードパーティプロバイダから収
集した情報を含んでいてもよい。このオフラインデータは、ＳＴＢの識別子や別称をＰＰ
へ伝達することについて説明した上記の方法を含み、任意の適切な方法で送信することが
できる。ＳＴＢの識別子や別称とオフラインデータとは、共にＴＶＰによりＰＰへ送信し
てもよく、或いは、ＰＰがオフラインデータを、ＳＴＢ又はＳＴＢに関連付けされた任意
のＯＤ１やＯＤ２へリンクできるように、オフラインデータを後に送信して、ＳＴＢの識
別子や別称にラベル付けしてもよい。他の例では、ＴＶＰが、サードパーティであるオフ
ラインデータのプロバイダに対して、テレビ契約者の名前（これはＯＤ１のユーザの名前
でもある）と、対応するＳＴＢの識別子や別称（この識別子や別称は、ＳＴＢ及びＯＤ１
と関連させるためにＰＰに対しても送信される）とを送信してもよい。サードパーティの
データプロバイダは、関連するオフラインデータを順次検索し、それをＳＴＢの識別子や
別称と共にＰＰへ送信することができ、これにより、ＰＰは、送信されたオフラインデー
タを、ＯＤ１のプロファイルへ、更に、必要であれば任意の関連するＯＤ２のプロファイ
ルへも、リンクすることが可能となる。この例では、ＴＶＰにより利用されるＳＴＢの実
際の識別子を把握することとなる、事業者の数を制限するために、ＳＴＢの別称を利用し
た方が好ましいかもしれない。上述した如何なる例に関わる契約者のプライバシーに対処
するために、ＰＰへ送信するオフラインデータには、ＰＩＩを含めない（又は制限したＰ
ＰＩのみを含める）方が好ましいかもしれない。
【０１４１】
　契約者のＰＩＩとオンライン行動の情報とを分離しておくことが、望ましい、求められ
る、或いは、必要であるかもしれない。上述した方法では、ＯＤ１やＯＤ２を介して行わ
れたオンライン行動に関する、如何なるオンラインプロファイル情報も、ＰＰがＴＶＰに
対して伝達する必要がない。逆に言えば、ＴＶＰ（又はサードパーティのオフラインデー
タプロバイダ）は、ＰＰに対して、可能であれば契約者のＳＴＢについての位置情報を除
き、契約者のＰＩＩを伝える必要がない。この位置情報は、契約者のプライバシーの保守
と、必要な又は好ましい正確度を有する、ＳＴＢ／ＯＤ１／ＯＤ２の関連付けの確立との
間の、好ましいバランスを維持するように、必要や要求に応じて、精密に又は非精密に作
成してよいものである。
【０１４２】
　開示した何れの方法も、ＰＰに対する契約者のＰＩＩの送信を必ず要求するものではな
く、ＰＩＩとオンラインプロファイル情報との、そのような併合を不可能にする必要があ
るものでもない。ＰＩＩとオンライン行動のプロファイル情報との併合には、消費者に対
して、オプトインとデータの併合への同意とを要求することが必要となる。オンライン行
動の情報からＰＩＩを分けることは、オプトアウトを基本とする（opt-out-based）もの
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となり、消費者へ同意を要求する必要がなくなり、又、選択すればオプトアウトが可能に
なる。オプトインを基本とする（opt-in-based）解決策は、通常、規模が限定された展開
となるが、オプトアウトを基本とする解決策は、大規模な展開を可能にするため、多くの
例において、本明細書で開示したオプトアウト形態（契約者のＰＩＩを彼／彼女のオンラ
イン行動のプロファイル情報から分けておく）の方法を実行することが好ましい。
【０１４３】
　ＰＰのコンピュータシステムの１台以上のサーバは、複数のオンラインデバイスとの各
通信についての、ログ、履歴、タグやデータベースの時間、日付、そして位置データを記
録するように、プログラム及び接続される。位置データには、装置のＧＰＳ座標、サラウ
ンディングＷｉＦｉネットワークや携帯電話基地局の識別子及び装置に記録されたそれら
の相対的な信号強度、ＩＰアドレス、ＬＡＮのプロキシ（例えば、ＬＡＮをインターネッ
トへ接続しているモデムのＩＰアドレスや、ＬＡＮのルータのＩＰアドレス又はＩＰアド
レスのプレフィックス）、実アドレス、或いは、コンピュータシステムによるオンライン
デバイスの位置の判定、推定、又は推測を、直接的又は間接的に可能にする他のデータを
含めることができる。更に、ＴＶＰの契約者により使用される起動オンラインデバイスに
関するデータと、その契約者のＳＴＢの識別子とを受信し、それらのデータをログ、履歴
、タグ、又はデータベースに格納するように、１台以上のＰＰのサーバをプログラム及び
接続してもよい。更に、ＳＴＢの位置の「近く」や別のオンラインデバイスの位置の「近
く」にあり得るオンラインデバイスの位置を探すために、検索、バッチ、オンデマンド、
或いは、そのようなログ、履歴、又はデータベースに基づいて実行中の処理を実行するよ
うに、１台以上のＰＰのサーバをプログラム及び接続してもよい。上述した方法の種々の
ステップを、そのような一対の近接した装置の位置を検索する際の、応答として実行して
もよい。又、上述した方法の種々のステップを、データの新たな部位を収集する際（例え
ば、オンラインデバイスとの接触の際、ＴＶＰのサーバから又は他のＰＰのサーバからの
ＵＲＬリダイレクトの後、１日のうちの特定の時間、或いは、特定の位置や位置の種類か
ら等）の、応答として実行してもよい。
【０１４４】
　ターゲットオンライン広告やターゲットテレビ広告の配信を含むあらゆる例では、広く
多様な発信源や事業者により広告を提供することができ、更に、広く多様な方法で収益を
創出及び配分することができる。上記で参照した１つ以上の出願文書において、そのよう
な例が開示されている。いくつかの例では、オンライン広告の対象を定める（テレビ広告
の実際の視聴や推定に基づいて）だけではなく、テレビ広告の対象を定める（オンライン
プロファイル情報に基づいて）ことができるように、ＰＰを補うことが可能である。別の
例では、テレビ広告の効果を評価する際に利用する情報を提供することについて、ＰＰを
補うことが可能である。
【０１４５】
　例えば、ＳＴＢにおける日産ムラーノ（登録商標）（ＳＵＶ）のテレビ広告の視聴を推
定した後に、関連付けされたオンライン・ユーザインタフェースデバイスが、ｃａｒｓ．
ｃｏｍ（車のレビューサイト）での日産ムラーノの調査に利用され、ｃａｒｓ．ｃｏｍ上
で日産ムラーノのレビューを見た全ての訪問者のコンピュータを、ｃａｒｓ．ｃｏｍがＣ
ＡＳへリダイレクトした場合に、リダイレクトに続く処理として、ＣＡＳは、日産ムラー
ノのテレビ広告の視聴が推定されたＳＴＢに関連付けされた、オンラインインタフェース
デバイスからの訪問を認識することができる。このような情報は、広告主にとって大変価
値があるものである。広告主や代理の広告主（広告代理店等）、或いは、オンライン行動
の追跡の結果として広告主のテレビ広告の効果を評価するサービスを広告主に提供する事
業者は、ｃａｒｓ．ｃｏｍの日産ムラーノのレビュー欄を訪問したそれらのコンピュータ
を、ｃａｒｓ．ｃｏｍがＣＡＳへリダイレクトすることを、補うことができる。
【０１４６】
　別の例では、ＯＤ２をオンライン広告の対象とする際の、オフラインデータの利用につ
いて、或いは、ＯＤ２のユーザを、ＯＤ２に関連付けされたＳＴＢ上でのテレビ広告の対
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象とする際の、オフラインデータの利用について、ＰＰが補われる（ここで、双方のケー
スでは、ＴＶＰによる便宜の後に、オフラインデータがＰＰにより受信される）。
【０１４７】
　ＰＰの要求でＳＴＢｓへ送信されるテレビ広告は、様々な発信源から送ることが可能で
ある。同様に、オンライン・ユーザインタフェースデバイスへ送信されるオンライン広告
は、様々な発信源から送ることができる。一例として、所定のＰＰは、ＰＰ自体（例えば
、ＰＰが広告主サイトであり、そのオンラインサイトを訪れた人々に対するテレビ広告の
配信に関与する場合）から（又はＰＰの代わりに）、或いは、広告主に広告スペースを販
売する別の事業者（このうちのいくつかは、ＰＰのサイトの推定された閲覧者に対して広
告を表示することを望むかもしれない）から、ユーザのＳＴＢやオンライン・ユーザイン
タフェースデバイスへ広告を送信するように、ＣＡＳに要求してもよい。この例では、タ
ーゲット広告の配信の中継役としての、ＣＡＳの所有者が、ＰＰから報酬を受けることが
できる。ＣＡＳの所有者は、委託として収益の割り当てを維持することができ、ＴＶＰに
広告スペースに対する支払いを行う（ＣＡＳの所有者が広告スペースを所有している場合
を除く）。配信されたテレビ広告内のテレビ広告スペースをＴＶＰが所有する場合に、Ｃ
ＡＳの所有者による支払い額の全額をＴＶＰが保有してもよく、或いは、ＴＶＰが広告ス
ペースを所有しない場合に、テレビ放送局といった別の事業者に対するＣＡＳの所有者に
よる支払い額の、一部又は全額をＴＶＰが支払ってもよい。
【０１４８】
　他の例では、オンライン・ユーザインタフェースデバイスとＳＴＢとの電子的な関連付
けについての支払いをＴＶＰに対して、テレビ広告スペースについての支払いをテレビ広
告スペースの販売業者に対して、更に、テレビ広告の対象を定める際に使用したそのプロ
ファイルデータについての支払いをオンラインサイト（又はプロファイルの集約業者）に
対して、ＣＡＳが行ってもよい（但し、オンラインサイトがテレビ広告を販売した場合や
その配信を依頼した場合を除く）。
【０１４９】
　又、別の例では、どの事業者が何の支払いついての権利を有するかをＣＡＳが記録し、
このＣＡＳの記録に基づいて、テレビ広告スペースの販売業者やテレビ広告主から、権利
を有する個々の事業者に対し、直接支払いを行ってもよい。
【０１５０】
　又、ＴＶＰ以外のサードパーティ（Ｔｉｖｏのようなサービスプロバイダ）によりＳＴ
Ｂが提供されている例において、ＳＴＢプロバイダは、ターゲットテレビ広告が許可され
た場合に、サービスプロバイダのＳＴＢｓが放送されるテレビ広告をターゲットテレビ広
告に置き換えるように、コンテンツの所有者（テレビ放送局等）と協定してもよく、更に
、サービスプロバイダとテレビ放送局とは、上述したようなＣＡＳの所有者と収益を分配
してもよい。あるケースでは、ＴＶＰ、ＩＳＰ、ＳＴＢプロバイダ、オンラインサイト、
広告主、広告代理店、代理の広告主、オンライン広告スペースの販売業者、テレビ広告ス
ペースの所有者、或いは、テレビコンテンツのプロバイダにより、ＣＡＳが所有されても
よく、この場合には、夫々の役目に従って支払額が分けられることとなる。一般的には、
テレビ広告主からの支払額は、テレビ広告スペースの所有者とターゲットテレビ広告の配
信を便宜する事業者とに対する支払いに使用される。
【０１５１】
　別の例において、オンラインサイトや他のＰＰは、オンラインサイト自体がテレビ広告
スペースを販売する相手として選択する別の広告主から、テレビ広告がユーザのＳＴＢに
送信されること、或いは、ＰＰ自体がオンライン広告スペースを販売する相手として選択
する別の広告主から、オンライン広告がユーザのオンライン・ユーザインタフェースデバ
イスに送信されることを要求してもよい。この例において、ＰＰやオンラインサイトは、
サイトに選択された広告主により提供される（複数の）広告の、配信の便宜を図る助けの
見返りとして、ＣＡＳ、ＩＳＰ、ＴＶＰ、ＩＳＰ／ＴＶＰ、又は（複数の）広告スペース
の所有者に対して支払いをすると共に、サイトに選択された広告主から収益を集めること
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ができる。
【０１５２】
　別の例では、（１）提供されたプロファイル（行動又は人口統計学のデータを含む或い
は含まない）をテレビ広告の配信に利用する際は常に、（２）提供されたプロファイルを
利用して配信されたテレビ広告が収益を生み出す場合に、（３）提供されたプロファイル
（行動又は人口統計学のデータを含む或いは含まない）をオンライン広告の配信に利用す
る際は常に、（４）提供されたプロファイルを利用して配信されたオンライン広告が収益
を生み出す場合に、或いは、（５）どの程度の頻度で、又はどの程度効果的に利用される
か否かに関わらず、単にプロファイルの配信の課金として、行われる支払いと引き換えに
、ＰＰプロバイダがＣＡＳに対してプロファイルを提供する。
【０１５３】
　ＣＡＳ、ＩＳＰ、ＴＶＰ、ＩＳＰ／ＴＶＰ、ＳＴＢプロバイダ、テレビ広告スペースの
所有者、或いは、広告スペースの所有者やＰＰｓを代理して広告主へ販売を行う、再販業
者や会社（firm）といった任意のサードパーティが、テレビ広告又はオンライン広告自体
を販売してもよい。この例において、ＰＰは、ＰＰにより提供されたプロファイルに基づ
いてテレビ広告又はオンライン広告を配信し、それによって利益を得るあらゆる事業者（
広告スペースの所有者、ＳＴＢプロバイダ、ＣＡＳ、ＩＳＰ、ＴＶＰ、ＩＳＰ／ＴＶＰ、
或いは、ターゲット広告のスペースを販売するサードパーティを含む）から、収益を集め
ることができる。更に、ＰＰ、再販業者、又は他の広告主は、ＳＴＢへ広告を送信する見
返りとして、ＣＡＳ、ＩＳＰ、ＴＶＰ、又はＩＳＰ／ＴＶＰに対して、収益を支払っても
よい。
【０１５４】
　一例において、ＴＶＰの便宜を補助するオフラインデータをＰＰへ提供する、サードパ
ーティのオフラインデータプロバイダは、ＰＰから、或いは、ＯＤ２のユーザを広告（こ
れらの広告はＯＤ２へのオンライン広告か、又は、ＯＤ２に関連付けされたＳＴＢへのテ
レビ広告）の対象者とする際にオフラインデータを利用することにより利益を得る任意の
別の事業者から、支払いを受けてもよい。別の例では、オフラインデータをデバイスＯＤ
２に関連させることに対して、オフラインデータプロバイダがＰＰに支払いを行い、これ
により、ＯＤ２をオンライン広告の対象とする際に、或いは、ＯＤ２のユーザをＯＤ２に
関連付けされたＳＴＢ上へのテレビ広告の対象とする際に、オフラインデータを利用する
ことが可能となる。サードパーティのオフラインデータプロバイダは、データがターゲッ
ト広告に利用される際に、データを使用して対象とされた広告が、任意の応答（販売を含
む）、それらの支払い方法の任意の組み合わせ、或いは、任意の他の代償方法を来す場合
に、上記の関連させることについてＰＰに支払いをしてもよい。
【０１５５】
　本明細書に開示されているシステムや方法は、本明細書に与えられた例に限定されるこ
となく、本明細書や添付のクレームの範囲内に含まれる、様々な方法で様々な関係事業者
に利益を生み出すように利用可能である。「支払い（pay）」、「収集（collect）」、「
受ける（receive）」、及びその他の、収益に言及する際の用語は、資金の実際のやり取
りを意味していてもよく、或いは、コンピュータ追跡とコンピュータアクセス可能な１つ
以上のデータベースへの情報の格納とにより実行される自動支払いを含むかもしれない、
クレジットやデビットの電子会計を意味していてもよいものである。これらの用語は、支
払いが、報酬、ロイヤルティ、紹介料、支払保留、上乗せ手数料、買取再販、或いは、最
終的に広告収入を分割する上述したような任意の他の対価協定とみなされた場合でも、適
用することができるものである。支払いは、手動又は自動で、少額決済の振替を経由する
等して即時に、或いは、日毎、週毎、月毎、又は総計が許容額を越えた複数の取引からの
、支払いの累積により定期的に、発生するものであってよい。本明細書に開示されている
システムや方法は、資金のそのような支払いや受領を追跡するための、任意の適切な会計
モジュールやサブシステムを用いて行うことができる。
【０１５６】
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　本明細書において特定の事業者により実行されるとものとされた様々な行動や方法のス
テップは、通常は、それらの事業者の管理下にあり、又、所有物又はレンタル物であり、
更に、事業者の施設か遠隔地にある、１台以上のコンピュータやコンピュータシステムに
より自動的に実行される。本明細書に開示されている方法は、通常、これらの１台以上が
インターネットに接続された１台以上のコンピュータ上で実行される、任意の適切な種類
のソフトウェアを用いて実行される。このソフトウェアは、単一のコンピュータが実装し
ているものでもよく、複数のコンピュータにある複製したものであってもよく、或いは、
異なるコンピュータ上の異なる部位やモジュールに分散されたものであってもよい。又、
このソフトウェアは、１台以上のサーバで実行するものであってもよく、或いは、このソ
フトウェア（又はその一部）が、電子訪問者（electronic visitor）により使用されるオ
ンライン・ユーザインタフェースデバイス（例えば、デスクトップや移動コンピュータ、
無線端末や「スマートフォン」や他の無線装置、携帯情報端末（ＰＤＡ）や他の携帯装置
、テレビやＳＴＢ）によって実行されるものであってもよい。訪問者のオンライン・ユー
ザインタフェースデバイス上で実行されるソフトウェアは、Ｊａｖａ（商標登録）のクラ
イアントソフトウェアや、アドウェアと呼ばれるものを含んでいてよい。いくつかの方法
は、電子訪問者のオンライン・ユーザインタフェースデバイスに対する、そのようなソフ
トウェアのダウンロードを含み、そこで本明細書に開示されている１つ以上の方法を実行
するものであってもよい。
【０１５７】
　説明したプロファイル情報は、訪問者の装置上に保存されるタグやクッキーの一部とし
て含まれていてもよく、或いは、別の場所（例えば、プロファイルの所有者のサーバ、プ
ロファイルの提供者のサーバ、又はメディア所有者のサーバの、データベース内）に保存
される訪問者のプロファイルに関連する識別子を、タグやクッキーが単に含んでいてもよ
い。このプロファイル情報は、単一の場所に保存する必要や、単一の事業者の管理下にあ
る必要がなく、又、プロファイル情報の制御や使用を、単一の場所や単一の事業者の管理
下で行う必要もない。
【０１５８】
　本明細書に開示されているシステムや方法は、汎用又は専用の、コンピュータ、サーバ
、又はソフトウェアを介してプログラムされるプログラム可能な他のハードウェア装置と
して、或いは、固定配線（hard wiring）を介して「プログラム」されたハードウェアや
装置として、又は２つを組み合わせて、実行されるものであってよい。「コンピュータ」
（例えば、「サーバ」やオンライン・ユーザインタフェースデバイス）は、単一の機器や
演算装置を含んでいてもよく、相互に作用する複数の機器や演算装置（単一の位置又は互
いに離れた複数の位置に配置される）を含んでいてもよい。１台以上のコンピュータによ
りそのプログラムを実行することで、１台以上のコンピュータが本明細書に開示された１
つ以上の方法を実行できるように、コンピュータで読み取り可能な媒体をコンピュータプ
ログラムでコード化してもよい。適切な媒体には、ネットワークベースやインターネット
ベースや他のものをベースに分散され、共に動作するソフトウェアモジュールの記憶装置
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＤ　ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ　ＲＯＭ、ＤＶＤ±
Ｒ、ＤＶＤ±Ｒ／Ｗ、ハードドライブ、サムドライブ、フラッシュメモリ、光学式媒体、
磁気媒体、半導体媒体、或いは、代替となる任意の将来の記憶装置といった、一時的な又
は常設の記憶装置や置き換え可能な媒体を含むことができる。このような媒体は、上述し
たように情報を記録するデータベースにも利用可能なものである。
【０１５９】
　開示した典型的な実施例と方法とに同等なものが、本明細書や添付のクレームの範囲内
に含まれるべきであることを意図している。又、開示した典型的な実施例及び方法と、更
にそれらに同等なものとが、本明細書や添付のクレームの範囲から逸脱することなく、変
更可能であることを意図している。
【０１６０】
　上述した詳細な説明では、開示内容を合理化する目的で、様々な特徴をいくつかの典型
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した単一の典型的な実施形態の全ての特徴より少ないことがある。特徴を、その効果への
明確な関連性が欠けた「不可欠な」又は「必要な」ものと考えるべきではない。更に、本
明細書は、本明細書で言及した組み合わせでは明確に開示していない場合がある特徴や実
施例の組み合わせを含む、本明細書に記載された、開示された特徴や実施例の任意の適切
な組み合わせ（すなわち、不適合又は互いに排他的なものではない、特徴や実施例の組み
合わせ）を有する、任意の実施形態を暗に開示していると解釈されるべきである。
【０１６１】
　本明細書における意図として、「又は」「或いは」「～や」（or）という接続詞は、包
括的な意味（例えば、「犬又は（或いは、や）猫」は、「犬、猫、又は両方」を意味する
こととなり、例えば、「犬、猫、又は（或いは）鼠」は、「犬、猫、鼠、任意の２匹、又
は３匹全て」を意味することとなる）に解釈されるものであり、例外は、（ｉ）例えば、
「～又は（或いは、や）～の何れか一方（either ... or）」、「～のうちの１つだけ（o
nly one of）」、又は類似した文法といった、明確に異なる方法で記載されているもの、
或いは、（ｉｉ）特定の文脈において、選択肢のうちの２つ以上が互いに排他的であり、
この場合の「又は（或いは、や）」が、互いに排他的でない選択肢を含む組み合わせのみ
を包含するものである。又、本明細書における意図として、「含む（comprising）」、「
含む(including)」、「有する（having）」、及びこれらの用語から派生する用語は、こ
れらが記載された何れの場合においても、非限定的な用語として解釈されるべきものであ
り、これらの各用語の後に「少なくとも（at least）」という表現を付加した場合と同じ
意味を有するものである。
【０１６２】
　本明細書に係る任意の装置クレームにおいて、米国特許法第１１２条第６段落の規定を
呼び出すことが求められた場合は、その装置クレームに、「手段（means）」という用語
が記載されることとなる。方法クレームにおいてこれらの規定を呼び出すことが求められ
た場合は、その方法クレームに、「～のためのステップ（a step for）」という用語が記
載されることとなる。逆に言えば、「手段（means）」や「～のためのステップ（a step 
for）」という用語がクレーム内に記載されていない場合は、そのクレームに対して米国
特許法第１１２条第６段落の規定を呼び出すことを意図していない。
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