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(57)【要約】
複数ユーザーへの個人向け抄録文書配送システムが提供
される。本システムにはプロフィールモジュール、コン
テンツ管理モジュール、文書作成モジュールならびにイ
ンターフェースが含まれる。プロフィールモジュールは
ユーザーの配送嗜好を受け付けるとともに、少なくとも
１つのユーザー属性ならびにユーザーのコンテンツ嗜好
を受け付ける。コンテンツ管理モジュールは少なくとも
１つのユーザー属性ならびにコンテンツ嗜好と一致する
コンテンツ項目類の少なくとも１ヵ所の所在を検索する
。文書作成モジュールは一致する少なくとも１つのコン
テンツ項目を受け入れるとともに、一致する少なくとも
１つのコンテンツ項目が含まれるユーザー向けに個人向
け抄録文書を編集する。個人向け抄録文書は印刷準備完
了書式であると同時に、インターフェースが個人向け抄
録文書をユーザーの配送嗜好に従ってユーザーに配送す
る。また複数ユーザーへの個人向け抄録文書配送方法も
提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザーの配送嗜好の受付ならびに少なくとも１つのユーザー属性とユーザーコンテンツ
嗜好の受付用のプロフィールモジュール、少なくとも１つのユーザー属性およびコンテン
ツ嗜好に合致するコンテンツ項目に関する少なくとも１ヵ所の所在検索用のコンテンツ管
理モジュール、少なくとも１つの合致コンテンツ項目の受付用ならびに少なくとも１つの
合致コンテンツ項目が含まれるユーザー個人向け抄録文書の編集用であって、該個人向け
抄録文書が印刷準備完了書式である文書作成モジュール、ならびにユーザー配送嗜好に応
じたユーザー個人向け抄録文書配送用インターフェースが含まれる複数個人ユーザー向け
抄録文書配送システム。
【請求項２】
前記個人向け抄録文書がユーザーにより選定される文書テンプレートに応じて書式化され
る請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
さらに前記インターフェースに連結された顧客モジュールが含まれ、該顧客モジュールに
よりインターフェースから受け取られる前記個人向け抄録文書が自動的に印刷されて、ユ
ーザーに個人向け抄録文書の印刷バージョンが自動的に提出される請求項１に記載のシス
テム。
【請求項４】
前記配送嗜好に前記個人向け抄録文書用の全頁数の印刷が含まれる請求項３に記載のシス
テム。
【請求項５】
さらに少なくとも１つの前記ユーザー特性および前記コンテンツ嗜好に関連する広告コン
テンツ提供用の広告モジュールが含まれる請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記広告モジュールにより前記個人向け抄録文書内で広告コンテンツの場所が選択される
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
少なくとも１つのコンテンツ項目が新しい記事である請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
ユーザーの配送嗜好の受付、少なくとも１つのユーザー属性ならびにユーザーのコンテン
ツ嗜好の受付、少なくとも１つの前記ユーザー属性と前記コンテンツ嗜好に合致するコン
テンツ項目に関する少なくとも１ヵ所の所在検索、合致する少なくとも１つの前記コンテ
ンツ項目の受付、少なくとも１つの合致コンテンツ項目を含む印刷準備完了書式であるユ
ーザー個人向け抄録文書の編集、ユーザーの配送嗜好に応じて前記個人向け抄録文書がユ
ーザーへ配送のステップを含む複数ユーザーに対する個人向け抄録文書配送方法。
【請求項９】
前記編集段階にユーザーによって選択される文書テンプレートにより前記個人向け抄録文
書が構成される請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記配送段階でインターフェースから受付けられる前記個人向け抄録文書の自動印刷が含
まれ、ユーザー個人向け抄録文書の印刷バージョンが自動的に提出される請求項８に記載
の方法。
【請求項１１】
前記配送嗜好に前記個人向け抄録文書用の全頁数の印刷が含まれる請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
さらに少なくとも一つの前記ユーザー属性と前記コンテンツ嗜好に関連する広告コンテン
ツ提供段階が含まれる請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
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広告コンテンツ提供段階に前記広告コンテンツに関する前記個人向け抄録文書内部の場所
の選定が含まれる請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
少なくとも１つのコンテンツ項目が新しい記事である請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
ユーザーの配送嗜好受付、少なくとも１つのユーザー属性とユーザーのコンテンツ嗜好の
受付、少なくとも１つの前記ユーザー属性と前記コンテンツ嗜好に合致するコンテンツ項
目に関する少なくとも１ヵ所の所在の検索、少なくとも１つの合致コンテンツ項目の受付
、少なくとも１つの合致コンテンツ項目が含まれるユーザー個人向け抄録文書の編集の段
階の実行指示が含まれ、該個人向け抄録文書が印刷準備完了書式であると同時に、ユーザ
ーの配送嗜好に応じて個人向け抄録文書がユーザーに配送される、複数ユーザーへの個人
向け抄録文書配送用プログラムでコード化されるコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１６】
前記編集段階で、前記個人向け抄録文書がユーザーによって選択される文書テンプレート
により構成される請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
前記配送段階にインターフェースから受付けられる前記個人向け抄録文書の自動印刷が含
まれ、ユーザーに対し前記個人向け抄録文書の印刷バージョンが自動提出される請求項１
５に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１８】
前記配送嗜好に個人向け抄録文書に関する全頁数の印刷が含まれる請求項１７に記載のコ
ンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１９】
前記プログラムにさらに少なくとも１つの前記ユーザー属性と前記コンテンツ嗜好に関連
した広告コンテンツの提供ならびに広告コンテンツに関する個人向け抄録文書内の位置の
選択段階の実行指示が含まれる請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
少なくとも１つのコンテンツ項目が新しい記事である請求項１５に記載のコンピュータ読
み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は全般的にコンテンツの配送に関すると同時に、さらに特に、複数のコンテンツ発
生源と広告主をもとにカスタマイズされた文書の作成方法とシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、印刷物コンテンツ（例えば、新聞、雑誌、ならびにその他の定期刊行物）提供者と
オンラインコンテンツ（例えば、MSN、YahooおよびAOL）の提供者間の情報の配送にはギ
ャップがある。多くの印刷物コンテンツ提供者は、そのコンテンツの従来のやり方での配
送に加えて、そのコンテンツのインターネットを利用した配送も始めるようになった。彼
らはインターネットによって、電子配送方法、主に、ウェブサイト、ニュースレター、e
メールならびに電子警報の利用が可能となる。しかしながら、この印刷物コンテンツの現
状の電子バージョンはもともとの印刷物コンテンツそのままの再構成バージョンにすぎな
いことが多い。
【０００３】
現状で利用可能な電子バージョンでは、インターネットのカスタマイズ性、電子配送の効
率性、ならびに印刷媒体の読み取り便宜性が１つの媒体に１本化された形で効果的に組み
合わされてはこなかった。その結果、多くのユーザーはコンテンツのスキャンやあるいは
短いストーリーや印刷媒体の読み取りなど未だにコンテンツをただ読み取るだけで、オン
ライン媒体を利用しているだけにすぎない。
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【０００４】
オンラインで入手可能となった印刷物コンテンツの１例は、the Fort Lauderdale Sun Se
ntinel紙のオンラインバージョンであるwww.sun-sentinel.comといったニュース紙によっ
て主催されるウェブサイトである。このニュース紙のオンラインバージョンでは電子的に
フレンドリかつアクセスしやすい媒体での印刷媒体がただ単に表現されているだけである
。しかしながら、コンテンツそのものは各ユーザーに関して大部分は同一であると同時に
、ニュース紙の印刷バージョンのコンテンツをそのまま再構成したバージョンに過ぎない
。コンテンツはナビゲーション向けには最適化される可能性があるが、印刷や読み取り向
けには最適化はされていない。
【０００５】
入手可能なニュースコンテンツのもう１つの例は、the New York Times Digestである。T
he New York Times Digestでは、the New York Times紙 の主なニュースが抄録化されて
いると同時に、ファックス配送向けに一般的にはこれが手紙サイズの紙上に印刷されてい
る。それでも、the New York Times Digestは、カスタマイズ化がされておらず、読者の
すべてに同一編集バージョンが提供される。
【０００６】
さらに、オンライン広告の配送においては相当な進歩があるけれども、印刷媒体に関する
広告分野においては少しも進歩していない。従って、印刷媒体のもつ本来の非効率性はか
なり残されたままである。読者は一般的に刊行物におけるコンテンツのごく限られた部分
だけが自分にとっての関心事であることを知っている。従って、広告主にとっては狙いを
絞った選択が実際の利益となるにもかかわらず、広告主は広く一般読者に対して広告する
ことにより狙いが定まらない。
【発明の開示】
【０００７】
簡単にいうと、本発明のある実施例は複数ユーザーに対する個人向け抄録文書配送システ
ムを公開するものである。本システムにはプロフィールモジュール、コンテンツ管理モジ
ュール、文書作成モジュール、ならびにインターフェースが含まれる。プロフィールモジ
ュールはユーザーの配送嗜好を受付けると同時に、少なくとも１つのユーザー属性ならび
にユーザーのコンテンツ嗜好を受付ける。コンテンツ管理モジュールは少なくとも１つの
ユーザー属性とコンテンツ嗜好に合致するコンテンツ項目に関する少なくとも１ヵ所の所
在を検索する。文書作成モジュールは少なくとも１つの合致コンテンツ項目を受付けると
ともに、少なくとも１つの合致コンテンツ項目が含まれるユーザー向けの個人向け抄録文
書を編集する。個人向け抄録文書は印刷準備完了書式であるとともに、インターフェース
がユーザーの配送嗜好に応じて個人向け抄録文書をユーザーに配送する。
【０００８】
本発明のもう１つの実施例では、複数ユーザーへの個人向け抄録文書の配送方法が提供さ
れる。本方法によると、ユーザーの配送嗜好、ユーザーの少なくとも１つのユーザー属性
とコンテンツ嗜好が受付けられる。少なくとも１つのユーザー属性とコンテンツ嗜好に合
致するコンテンツ項目について少なくとも１ヵ所の所在が検索される。少なくとも１つの
合致コンテンツ項目が受付けられるとともに、ユーザー向けの個人向け抄録文書が編集さ
れる。個人向け抄録文書には印刷準備完了書式である少なくとも１つの合致コンテンツ項
目が含まれる。個人向け抄録文書がユーザーの配送嗜好に応じてユーザーに配送される。
【０００９】
本発明のその他の目的、特色、ならびに利点は以降に続く詳細な説明から明らかになろう
。しかしながら、詳細な説明や特定の例は本発明の好ましい実施例を示すものであるが、
例示のためだけに与えられるものであると同時に、様々な修正が本発明から逸脱せずに実
施可能であることは当然であるものと理解されなくてはならない。
【好ましい実施例の詳細説明】
【００１０】
本発明による好ましい実施例が添付図面を参照して以降に詳細に説明されよう。
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【００１１】
ある好ましい実施例によると本発明では、ユーザー嗜好に合わせて個別にカスタマイズさ
れると同時に、読み取りのために最適化されるコンテンツ抄録作成のための複数情報源を
ユーザーのプロフィールに合致させることによって従来システムの問題が克服される。本
発明に関しては、「コンテンツ」に、全般的に新聞、定期刊行物ニュースで報告されるか
あるいは放送されるニュースに関する題材である最近の出来事の報告あるいは前回には未
知であった情報が含まれる。末端ユーザーにとって、本発明の好ましい実施例により末端
ユーザーに関心のあるコンテンツだけが配送されると同時に、これによって通常の印刷媒
体にどうしてもついてまわる無駄が回避される（読者は印刷物のごく一部分に興味がある
だけであるため）。広告主については、本発明の好ましい実施例により、広告主はユーザ
ープロフィールのデータベースに手を伸ばすことができ、ターゲットが非常に絞られる形
だけでなくコンテンツもターゲットに見合う脈略で投入される形で、販売促進と広告の題
材の構築ならびに配送が行えるようになる。好ましい該実施例では個人向けコンテンツは
自動的に見つけられて、コンテンツが購読者に直接提示されると同時にコンテンツが読み
やすい書式で印刷される。
【００１２】
図１は本発明のある実施例のシステム構造が示された全体区分図である。示される通り、
該システムには「提示コンテンツモジュール102」、「コンテンツ管理モジュール104」、
「ユーザープロフィールモジュール106」、「広告モジュール108」、「文書作成モジュー
ル110」、「取り出しコンテンツモジュール112」、ならびに「デスクトップ顧客モジュー
ル114」が含まれる。これらの各モジュールは、それぞれ別の独立した装置、一群の装置
、複数機能の可能な単一装置（例えば、モジュールである各機能付きの）、一連のコンピ
ュータ指令、あるいはモジュールの機能を実行できる任意のその他ハードウェアおよび/
またはソフトウェアでありうる。
【００１３】
該実施例の「提示コンテンツモジュール102」は「コンテンツ管理モジュール104」に接続
ができると同時に、２つの重要機能、つまりは、(1)システムデータベースとコンテンツ
提供者の情報フィールド間のフィールドのマッピング、そして(2)提供者サーバーに対す
る問い合わせ操作を実行して最新コンテンツによりシステムのコンテンツサーバーを継続
的に更新する。
「提示コンテンツモジュール102」によって検索されるコンテンツは「コンテンツ管理モ
ジュール104」によって管理されるデータベースに追加される。
【００１４】
「コンテンツ管理モジュール104」は各個人の購読者向けのコンテンツ選定に関連したい
くつかの操作を実行する。特に、「コンテンツ管理モジュール104」は「提示コンテンツ
モジュール102」によって検索されるコンテンツを目録化し、索引付けしかつ維持保守す
る。ユーザー作成文書の生成ができるように、コンテンツは「コンテンツ管理モジュール
104」により「文書作成モジュール110」に対し役立てられる。「コンテンツ管理モジュー
ル104」は任意のコンピュータ上にあって良いが、スクリプトが実行されるネットワーク
接続コンピュータシステム上にあるのが好ましい。
【００１５】
「ユーザープロフィールモジュール106」はシステム購読者データベース内のユーザーの
登録、認証および保守機能を実行する。「ユーザープロフィールモジュール106」はまた
各個人の購読者と関連するプロフィールも作成する。ユーザーはアカウントを作成すると
ともに、個人情報、コンテンツ嗜好、配送嗜好、書式嗜好などのようなプロフィール上の
特徴項目を提示する。これらのプロフィール特徴項目により当該単独ユーザーに完全に個
人向けに作成されるニュース抄録配送システムによって採用される判断基準が提供される
。
【００１６】
この実施例では、ユーザープロフィールの個人情報にはユーザー名、年齢、性別、郵便番
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号ならびに時間帯が含まれる。個人プロフィール情報は当該ユーザーに個別にカスタマイ
ズされる情報を手に入れるシステムによって活用される。例えば、ユーザープロフィール
はユーザーが６５歳を越えていることが示される場合には、年長者市民を狙ったニュース
項目（例えば、メディケア改革に関するニュースなど）の方が若い方の購読者を狙った記
事より大きな関心事である可能性が高いことになろう。同様に、特定のニュース項目が発
生した地域あるいはその近辺の住民にとっては地域に特定したニュース記事の方がより大
きな関心事である可能性があろう。
【００１７】
ユーザーのプロフィールには地方自治体、スポーツ、不動産、法律、海外事件、宗教、動
物、天候などのようなコンテンツに関する嗜好も含まれる。これらのコンテンツ嗜好はこ
の本発明の実施例中で活用され、ユーザーのプロフィールと一致するコンテンツが示され
るキーワードが含まれる記事あるいはその他の情報が検索される。例えば、ユーザープロ
フィールがスポーツコンテンツについて関心を示している場合には、スポーツ用語（例え
ば、「タッチダウン」）が含まれるとかあるいはスポーツ関連ウェブページ（例えば、ww
w.ESPN.com、）に現れる記事が検索される。
【００１８】
ユーザーのプロフィールは、設定中あるいは設定後のプロフィール変更のユーザーの選択
ならびに本発明の特別な実施例によって与えられるプロフィール上の特徴に応じて非常に
広範であるかあるいは非常に具体的でありうる。例えば、ある実施例のスポーツに関連し
たコンテンツ嗜好に関して、ユーザーがフットボールといったように１つのタイプのスポ
ーツイベントだけに興味を示している場合には、フットボールだけに関した記事が検索さ
れる。ユーザーはさらに、単独チームあるいは単独の選手だけがユーザーにとっての関心
事であることが示される場合、この点は１つのコンテンツ嗜好として保存されるため、該
チームあるいは該選手のことを知らせるキーワードが含まれる記事だけがシステムによっ
て検索される。
【００１９】
ユーザープロフィールに保存されるユーザーの配送嗜好により、ユーザーの希望する方法
がシステムに対して示されて、検索情報が受取られる。典型的な配送嗜好にはeメール、
通常の郵便、ウェブページ、電子ファイル（PDF書式など）、ファックスその他が含まれ
る。これらの配送嗜好選択は多様な形でユーザーに提供され、その都合に応じてカスタマ
イズされた抄録が受取られると同時に印刷される。例えば、システムにより当該ユーザー
の関心事に特有の新しい記事が含まれるユーザー指定ウェブページの生成によって特定の
ユーザーにコンテンツが配送される場合、該ウェブページはユーザーによって任意のイン
ターネット接続コンピュータに世界中のどこからでもアクセスされると同時に印刷されう
る。PDF書式電子ファイルによる配送の場合には、ユーザーは文書の携帯可能保存媒体に
よる文書の運搬ならびに様々な場所からの印刷が可能である。これにより、またユーザー
が後で読み取りのためにニュース抄録を再び呼び出すかあるいはもう１人へこれを転送す
ることが可能となる。ある実施例では、ニュース抄録はユーザーのプリンターに自動的に
送信されるか、またはユーザーに毎日（またはその他の指定期間毎に）ファクスされ、抄
録は毎日簡単に読むことができ、ユーザー側には何ら特別な努力の必要はない。
【００２０】
ある実施例では、配送方法はニュース抄録の配送書式を指示するもので、この実施例では
、配送書式は変動しても良い。このため、ユーザープロフィールによりユーザーはその書
式嗜好の指定が可能となる。この書式嗜好は、eメールのような電子配送方法にとって特
に有益である。例えば、ニュース抄録はPDF書式添付ファイル、特定の言語処理プログラ
ム書式ファイル、あるいはHTML書式ファイルとしてユーザーのインボックスに配送可能で
ある。書式嗜好によりカラーあるいは白黒、フォント大きさ、画像付きあるいは画像なし
、画像解像度あるいは品質、頁番号などの特性もまた指定される。
【００２１】
本発明のこの実施例では配送嗜好により配送頻度も示される。配送は、週毎、日毎、ある
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いは時間毎といった事実上ユーザーによって指定される任意の時間増分毎でありえる。ま
た、配送頻度は定期的に変えることが可能である。例えば、ユーザーは週間毎時配送、日
毎配送のみあるいは週末は配送なしなどを指定できる。
【００２２】
この実施例ではこのような配送方法書式および頻度が提供されるが、本発明はこれに限定
されるものではない。さらに他の実施例ではユーザーが任意のその他配送書式と頻度の物
理的および/または電子書式のニュース抄録の受け取りが可能な任意のその他配送方法も
利用される。
【００２３】
本発明の好ましい実施例では複数のテンプレートがユーザーに提示されると同時に、ユー
ザーはテンプレートの一つを選択して抄録向けの好ましい提示書式を指示できる。本発明
の好ましい実施例向けの典型的な文書テンプレートが図２、図６ならびに図７に示される
。これらのテンプレートの場合には、すべて、最終文書は「印刷準備完了状態」書式でユ
ーザーに配送される。つまり、配送文書は少なくとも１台の標準プリンターによって標準
サイズの用紙に印刷可能である。図２、図６および図７に見られるように、各テンプレー
ト選択によりユーザーに様々な表現書式が提供される。図示される書式選択により一般に
入手できる様々な通常の新聞に対して共通性が共有される。しかしながら、本発明はこれ
らの書式に限定されないだけでなく任意の書式であっても良い。例えば、その他の書式に
は画像が全く含まれないかあるいは画像だけであるとかあるいはヘッドラインだけが付い
た画像が含まれても良い。
【００２４】
「ユーザープロフィールモジュール106」では同時発生出来事も管理されて各個人購読者
のための文書作成が活性化される。「ユーザープロフィールモジュール106」では、「コ
ンテンツ管理モジュール104」によって提供されるコンテンツに対して各購読者のコンテ
ンツ嗜好をベースにした個人のフィルターが利用される。
【００２５】
この実施例においてサーバーをベースとしたアプリケーションである「文書作成モジュー
ル110」により当該ユーザーの嗜好をベースとした各個人購読者向けの文書が生成される
。この代表的な実施例では、スクリプトが利用されてこの文書が生成される。ユーザーに
よりウェブページの形で配送されるニュースコンテンツが要求された場合、「文書作成モ
ジュール110」により関連情報が含まれるウェブページが作成される。また、ユーザーに
よりウェブページ作成とeメール配送の両方が要求された場合、ユーザーはニュース抄録
の受け取りが予定される都度、「文書作成モジュール110」により関連情報が含まれるウ
ェブページが作成された後、ウェブページを生成させた同じスクリプトジェネレーターが
呼び出され、文書をeメール書式に変換する適当な修正が行われてeメールが生成される。
【００２６】
PDF電子ファイルあるいはもう１つの要求ファイル書式を生成させるため、この実施例の
システムではeメール配送方法同様のアプローチが採用される。このスクリプトにより上
述のようなウェブページが生成された後、サーバー側にあるウェブページがPDF、HTMLあ
るいはその他のファイル書式文書に変換される。「デスクトップクライアント」によりダ
ウンロードならびに印刷ができる電子ファイルがその成果品である。
【００２７】
「文書作成モジュール110」は「ユーザープロフィールモジュール106」とともに、各個人
のプロフィールが設定される。「文書作成モジュール110」は「コンテンツ管理モジュー
ル104」とともに、「コンテンツ管理モジュール104」によって指定される各個別の購読者
に特定されるコンテンツの構成を分析する。「文書作成モジュール110」は「広告モジュ
ール108」とともに、個別のプロフィールおよび/またはコンテンツ用に相応しい広告を検
索すると同時に表示する。「文書作成モジュール110」によって生成された文書は購読者
への個別配布のため「取り出しコンテンツモジュール112」に引き渡される。
【００２８】
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「取り出しコンテンツモジュール112」は末端ユーザーに利用可能な書式での各個別のク
ライアントへの文書の配送を受け持つ。さらに、「取り出しコンテンツモジュール112」
はユーザーの「デスクトップクライアント114」ならびにその他のシステムのセッション
を開くと同時に管理する。
【００２９】
「デスクトップクライアント114」は「取り出しコンテンツモジュール112」から文書を受
け取ると同時に自動印刷機能を管理するアプリケーションまたはソフトウェアモジュール
である。さらに詳しくは、「デスクトップクライアント114」は適当な出力装置（例えば
、プリンター）に対して、ユーザーの嗜好でユーザーにより指定される間隔で「取り出し
コンテンツモジュール112」から受け取るニュース抄録の自動出力（例えば、印刷）を行
わせる。こうして、「デスクトップクライアント114」はユーザーに対して個人向けのニ
ュース抄録の印刷バージョンを自動的に表示する。
【００３０】
「取り出しコンテンツモジュール112」および/または「デスクトップクライアント114」
によって求められるその他配送嗜好には、配送時間、カラーまたは白黒、解像度、ならび
に印刷ページ数が含まれる。例えば、この実施例では、「取り出しコンテンツモジュール
112」はユーザーの配送嗜好で指定される印刷全頁数を越えない、印刷全頁数のニュース
抄録を配送すると同時に、「デスクトップクライアント114」は同様にこれと同一ページ
数でニュース抄録を印刷する。「デスクトップクライアント114」は、本発明の実施例で
は、ユーザーのパソコン（PC）上で稼働するアプリケーションである。しかしながら、さ
らに別の実施例では、「デスクトップクライアント」は、サーバー、PDAあるいはパーム
トップ、あるいは「スマート」プリンターといったその他の任意ハードウェアおよび/ま
たはソフトウェアであっても良い。
【００３１】
「デスクトップクライアント114」はユーザーの嗜好選択も受け付けるとともにこれらを
「ユーザープロフィールモジュール106」に送る。「デスクトップクライアント114」には
、ユーザーとシステム間の通信を提供する画像ユーザーインタフェースが含まれる。また
、「デスクトップクライアント114」は「ユーザープロフィールモジュール106」とともに
ユーザーおよび/またはユーザーコンピュータの認証を受け持ち、適切な文書の管理と配
送が確保される。
【００３２】
この実施例では、「提示コンテンツモジュール102」、「コンテンツ管理モジュール104」
、「ユーザープロフィールモジュール106」および「広告モジュール108」により、現在の
最善あるいは適正なコンテンツが発生ニュース抄録の最初のページあるいは少なくともそ
の抄録範囲内に確実にあるように機能が実行される。本発明のある実施例では、ユーザー
の嗜好により抄録が作成される度に、「提示コンテンツモジュール102」によりごく最近
掲示されたニュース項目あるいは最新のニュース項目の所在が突き止められるとともに、
これらのコンテンツ項目がユーザーに通信すべき抄録に存在していなくてはならないこと
を「文書作成モジュール110」に知らせる。
【００３３】
本発明の実施例類はコンテンツ分析用の任意の既知あるいは将来の開発技術の利用が可能
である。この技術類には現在、キーワード検索、ストリング検索、ファイルヘッダー解釈
、その他が含まれる。これらの検索方法により、本発明のシステムはニュース項目あるい
はユーザーの嗜好と論理的に一致するその他のコンテンツの所在が突き止められる。
【００３４】
上述のように、本発明の実施例類はユーザーにユーザーの嗜好に基づいた当該ユーザーの
関心事の項目だけの所在を突き止め、検索するとともに提示する。これにより広告主には
、読者にとって関心のないつまりは読者に読まれることのない大量のコンテンツが含まれ
やすい従来の新聞と比較して利点がもたらされる。特に、従来の新聞に広告を投入する広
告主は、これらの広告が大勢の読者によってあるいは広告主に最も関心のある読者によっ
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て読まれる場所に位置が自ら決められることを望むことだけはできるようになる。他方、
本発明の好ましい実施例では、広告主はターゲットとされるコンテンツを十分に活用でき
ると同時に、ニュース抄録内に広告をうつことができて広告が当該抄録読者にとっての関
心事であるコンテンツ中にあることが保証される。
【００３５】
図１に示される本発明の典型的実施例では、「広告モジュール108」が「文書作成モジュ
ール110」に連結される。「広告モジュール108」により広告主は当該抄録の読者が広告主
の製品やサービスに関心を有することを知らせるコンテンツ項目が含まれるニュース抄録
内に広告の投入ができるようになる。
【００３６】
「広告モジュール108」によりユーザーの嗜好（場所、性別、年齢、職業、教育、ならび
に関心事などといった）が分析されると同時に、この人々に関心のありそうな広告が人口
統計学的に決められる。「広告モジュール108」は、「文書作成モジュール110」と通信し
て特定の記事あるいはコンテンツ項目が現れる抄録の場所を決めた後、広告とその選択位
置を「広告作成モジュール110」に送って、適切な広告をニュース抄録中に挿入する。
【００３７】
本発明のシステムはユーザーのプロフィールを複数のコンテンツ源と照合して、当該ユー
ザーの嗜好に完全にカスタマイズされたニュース抄録を生成する。このカスタマイゼ―シ
ョンには少なくとも２つの極めて特別でかつ際立った利点がある。まず、末端ユーザーに
とって問題となるコンテンツのみ配送され、末端ユーザーにとって、従来の印刷媒体に典
型的な無駄（読者は印刷されたコンテンツのうちごく限られた部分に興味があるだけであ
るため）が避けられる。ついで、広告主はユーザーのデータベースに手を伸ばすと同時に
、高度に的が絞られた形で販売促進と広告の作成ならびに配送できる能力が与えられる。
この印刷されたニュース抄録における広告の選択と投入のやり方によってインターネット
の力と印刷の便宜さとが新鮮な形で組み合わせられることになる。
【００３８】
図３は上述のモジュールを実行するための典型的なコンピュータシステムの区分概要図で
ある。このコンピュータシステムには、プロセッサ304といった１つ以上のプロセッサが
含まれる。プロセッサ304は通信インフラストラクチャ302（例えば、通信バス、クロスオ
ーバーバーあるいはネットワーク）に接続される。該コンピュータシステムには画像、テ
キスト、ならびにその他データを、表示装置310上の表示用の通信インフラストラクチャ3
02から（または図示されないフレームバッファーから）転送する表示インターフェース30
8も含まれる。
【００３９】
コンピュータシステムには主メモリ306、好ましくはランダムアクセスメモリ（RAM）も含
まれると同時に、第２メモリ312もまた含まれる。この第２メモリ312にはこの例では、ハ
ードディスクドライブ314、および/または、フロッピー（登録商標）ディスクドライブに
相当する取り外し式記憶装置ドライブ316、磁気テープドライブ、光ディスクドライブ等
が含まれる。取り外し式記憶装置ドライブ316は良く知られる方法で取り外し式記憶装置3
18を読み取り、および/または、に書き込みを行う。取り外し式記憶装置318は取り外し式
記憶装置ドライブ316によって読み取られるとともにこれに書き込まれる。取り外し式記
憶装置318にはコンピュータソフトウェアおよび/またはデータが記憶されたコンピュータ
利用可能記憶媒体が含まれる。
【００４０】
代替実施例では、第２メモリ312には、取り外し式記憶装置322およびインターフェース32
0のようなコンピュータプログラムあるいはその他の指示類をコンピュータシステムにロ
ード可能とするその他の類似手段が含まれる。このような例には、プログラムカートリッ
ジおよびカートリッジインターフェース（ビデオゲーム装置にあるような）、取り外し式
メモリチップ（EPROMあるいはPROMといった）ならびに連結ソケット、さらには、ソフト
ウェアとデータを取り外し式記憶装置322からコンピュータシステムまで配送可能にする
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その他の取り外し式記憶装置322ならびにインターフェース320が含まれる。
【００４１】
本コンピュータシステムにはソフトウェアおよびデータがコンピュータシステムと外部装
置との間で転送可能となる通信インターフェース324も含まれる。通信インターフェース3
24の例にはモデム、ネットワークインターフェース（イーサネット（登録商標）カードな
ど）、通信ポートならびにPCMCIAスロットおよびカードが含まれる。通信インターフェー
ス324経由で配送されるソフトウェアおよびデータは電子式、電磁石式、光学式の形態あ
るいは通信インターフェース324によって受信可能なそのもう１つの形態である。これら
の信号は通信パス（すなわち、導管）326を経由して通信インターフェース324にもたらさ
れる。信号を配送するこの導管326はワイヤーあるいはケーブル、光ファイバー、電話線
、セルラー電話連結、ならびにRF連結、および/またはその他の通信ルートを使用して製
作される。
【００４２】
用語「コンピュータプログラム媒体」、「コンピュータ使用可能媒体」、ならびに「コン
ピュータ読み取り可能媒体」とは全般的に主メモリ306ならびに第２メモリ312、取り外し
式記憶装置ドライブ316、ハードディスクドライブ314に設置されるハードディスク、なら
びに信号類といった媒体について触れられたものである。これらのコンピュータプログラ
ム製品類はコンピュータシステムへのソフトウェア提供手段である。コンピュータ読み取
り可能媒体によりコンピュータシステムはデータ、命令類、メッセージ類あるいはメッセ
ージパケット類ならびにその他コンピュータ読み取り可能な情報をコンピュータ読み取り
可能な媒体から読み取ることができる。コンピュータ読み取り可能な媒体には、例えば、
不揮発性メモリ（フロッピー（登録商標）ディスク、ROM、フラッシュメモリー、CD-ROM
、あるいはその他の耐久性記憶装置）が含まれる。これらはコンピュータシステム間のデ
ータおよびコンピュータ命令のような情報の伝達に有用である。また、コンピュータ読み
取り可能媒体にはネットワーク連結、および/または、コンピュータがこの種のコンピュ
ータ読み取り可能な情報の読み取りを可能にする有線ネットワークまたは無線ネットワー
クを含め、ネットワークインターフェースといった一時的な状態の媒体にコンピュータ読
み取り可能な情報が含まれても良い。
【００４３】
コンピュータプログラム（コンピュータ制御論理とも呼ばれる）は主メモリ306および/ま
たは第２メモリ312に記憶される。コンピュータプログラムは通信インターフェース324を
経由して受け取られても良い。この種のコンピュータプログラムにより、実行時に、コン
ピュータシステムの機能実行が可能となると同時にここで論じられる本発明の特徴がもた
らされることとなる。従って、この種のコンピュータプログラムはコンピュータシステム
のコントローラに相当する。
【００４４】
スクリプトは、主メモリ306、第２メモリ312、取り外し式記憶装置ドライブ316、ハード
ディスクドライブ314に設置されるハードディスク、ならびに信号類といったコンピュー
タ読み取り可能媒体上にある１行以上のコンピュータ命令が含まれるコンピュータプログ
ラムのある特別なタイプである。スクリプトはプロセッサ304によって読み取られると同
時にコンピュータに機能を実行させる。例えば、上述の実施例では、スクリプトはコンピ
ュータにユーザープロフィール情報をユーザープロフィール情報が含まれるデータベース
から読み取らせる。スクリプトは当実施例でも使用され、通信インターフェース324を経
由してコンピュータシステムに、ユーザープロフィール嗜好と論理的に一致するニュース
記事に関する複数所在（例えば、遠隔場所）の検索を指令する。可能性のある遠隔検索場
所には、「コンテンツ管理モジュール104」に通信上連結される任意の媒体記憶領域が含
まれ、インターネットあるいは任意のその他ネットワークを経由してアクセス可能な任意
のコンテンツが含まれる。この場合、これらのスクリプトはメモリ内の記憶あるいはユー
ザーへの通信のために合致するコンテンツの検索をコンピュータに指令する。
【００４５】



(11) JP 2009-530722 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

図４は本発明のある実施例による操作を描いたフローチャートならびにニュース抄録作成
処理の制御フローである。処理はステップ402から開始されるとともに、ステップ404に直
接進む。ステップ404では、ユーザーは情報をユーザープロフィールモジュール106に登録
する。その後、ステップ406では、ユーザープロフィール判断基準に従って検索が「提示
コンテンツモジュール102」によって実行される。「提示コンテンツモジュール102」によ
ってコンテンツが見つかると、「コンテンツ管理モジュール104」が突き止められたコン
テンツを受け取ると同時にステップ408では「文書作成モジュール110」に送る。次に、決
定区分410では、最終的な文書に広告が打たれるかどうかの決定が行われる。その決定が
イエスの場合には、ステップ412で、「広告モジュール110」がユーザープロフィールモジ
ュール106からユーザープロフィールを受け取る。ステップ414では、「広告モジュール11
0」がステップ406で「提示コンテンツモジュール102」によって突き止められたコンテン
ツを受け取る。次に、ステップ416では、「広告モジュール」がユーザープロフィールな
らびに所在がはっきりしたコンテンツを分析すると同時に、指定の広告コンテンツの挿入
場所を文書作成者110に送信する。そして、ステップ418では、文書作成者が「広告モジュ
ール108」からコンテンツを受け取ると同時に、抄録文書を編集する。
【００４６】
ステップ410の決定がノーの場合には、次のステップは「文書作成モジュール110」が「コ
ンテンツ管理モジュール104」からコンテンツを受け取ると同時に抄録文書を編集するス
テップ418である。
【００４７】
ステップ418の後、ニュース抄録コンテンツは「文書作成モジュール110」からステップ42
0の「デスクトップクライアント114」に送信される。ステップ422では、「デスクトップ
クライアント114」はステップ402の登録処理中にユーザーによって指定される方法でコン
テンツをユーザーに提示する。それで処理はステップ424にて完了する。
【００４８】
図５は図４の処理の情報の流れを示す。示されるように、提示処理502はコンテンツ提供
者504から連続的あるいは定期的にコンテンツを受け取る。提示処理502は、コンテンツデ
ータベース506に記憶される保存コンテンツに対してコンテンツ提供者504から受け取られ
たコンテンツを比較する。コンテンツがまだコンテンツデータベース506に無い場合には
、提示処理502は新しいコンテンツを記憶させるためコンテンツデータベース506に送る。
【００４９】
ユーザー508はユーザーデータをユーザー処理510に入力する。ユーザーデータはプロフィ
ールデータベース512のユーザープロフィール作成のために使用される。プロフィールデ
ータベース512はすべてのユーザープロフィールを記憶すると同時にプロフィールを文書
作成モジュール514に送信する。文書作成モジュール514はユーザープロフィールに対して
指定されるコンテンツデータベース506からユーザープロフィールを利用してコンテンツ
を検索する。
【００５０】
本発明のこの実施例では、広告主516は広告コンテンツを広告処理518に送る。広告処理51
8は広告主516から受け取られた新しいコンテンツに対してデータベース520に前回記憶さ
れた広告コンテンツを比較して新しい広告コンテンツを広告データベース520に送る。
【００５１】
コンテンツデータベース506内のコンテンツはフィルターがかけられるとともにある特定
のユーザープロフィールと一致するコンテンツだけが文書作成モジュール514によって受
け取られる。同様にして、広告データベース520内の広告コンテンツはフィルターがかけ
られるとともに、ある特定のユーザープロフィールと一致する広告だけが文書作成モジュ
ール514によって受け取られる。文書作成モジュール514はそれからフィルターがかけられ
たコンテンツと広告が含まれる文書を作成する。文書は記憶のため文書データベース520
に送られる。
【００５２】
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ー508に配送する。取り出し処理524は、ユーザープロフィールに指定されるユーザーの嗜
好に応じて文書を取り出す。この実施例の嗜好には配送方法、配送時間、ならびに配送頻
度が含まれる。
【００５３】
従って、本発明の実施例では、革新的な方法論を最新のソフトウェアツールと組み合わせ
て、ユーザーが自分たちの家あるいは事務所にいながらにして「定期的ニュース抄録」（
あるいは「電子配送新聞」）を受け取ることができる。また、各末端ユーザーによってあ
るいは自分たちのために構築されたプロフィールを有力な手段として、本発明はその購読
者に物理的に郵送さえも行える電子配送の完全にカスタマイズされた定期刊行物を生成で
きるものである。
【００５４】
ここで使用される「単数（“ａ”または“ａｎ”）」は１つ以上のものとして定義される
。ここで使用される用語「複数」は２つ以上として定義される。ここで使用される用語「
別の」は少なくとも第２番目以上の番目として定義される。ここで使用される「含まれる
および/または有する」は「からなる」（すなわちオープン言語）として定義される。こ
こで使用される用語「連結された」は、直接的ではないにしても「接続される」もので必
ずしも機械的とは限らないものと定義される。
【００５５】
本発明の好ましい実施例であると現在考えられるものが例示されると同時に説明されてき
たが、本発明の真の範囲から逸脱することなく専門技術者によって様々なその他の修正が
なされうると同時に、同等のものにより置き換え可能であるものと理解されるであろう。
また、ここで述べられた中心となる革新的考えから逸脱することなく本発明の教唆コンテ
ンツを特定の状況に合わせて多くの修正が可能である。また、本発明の実施例には上述の
特色がすべて含まれているとは限らない。従って、本発明は公開された特定の実施例類に
限定されないと同時に本発明には付録の請求項の範囲に入るすべての実施例が含まれるも
のと意図される。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施例によるシステム構造が示された区分図
【図２】本発明の好ましい実施例による文書テンプレートの例示図
【図３】本発明の実施例を実行するのに有用なコンピュータシステムの全体区分図
【図４】本発明のある実施例によるニュース抄録作成処理の操作と制御の流れが示される
フローチャート
【図５】図４のニュース抄録作成処理の情報フローが示された全体図
【図６】本発明の好ましい実施例によるその他の文書テンプレート例示図
【図７】本発明の好ましい実施例によるその他の文書テンプレート例示図
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