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(57)【要約】
広告システムは、消費者嗜好識別データを含む複数の消
費者プロファイルを格納する消費者データベースと、ブ
ランド顧客の詳細情報を格納し、各ブランド顧客はブラ
ンディング・パラメータを有する、ブランド・データベ
ースと、コンテンツ・プロバイダによって提供された複
数個のコンテンツを格納し、各個々のコンテンツはコン
テンツ・プロファイル識別子を有する、コンテンツ・デ
ータベースと、ブランド顧客のブランディング・パラメ
ータに合う１個以上のコンテンツを抽出し、ブランディ
ング・パラメータと消費者嗜好識別データの適合性に基
づいて、消費者の要求があった場合、一人以上の消費者
に上記の個々のコンテンツを提供するコンテンツ・マッ
チング・エンジンであり、この際に消費者に費用負担を
かけずに、ブランド顧客に広告料金を課金し、コンテン
ツ・プロバイダにコンテンツ提供料金を支払う、コンテ
ンツ・マッチング・エンジンと、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者嗜好識別データを含む複数の消費者プロファイルを格納する少なくとも一つの消
費者データベースと、ブランド顧客の詳細情報を格納し、各ブランド顧客は一つ以上のブ
ランディング・パラメータを有する、少なくとも一つのブランド・データベースと、少な
くとも一つのコンテンツ・プロバイダによって提供された複数個のコンテンツを格納し、
各個々のコンテンツは一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子を有する、少なくとも
一つのコンテンツ・データベースと、前記ブランド顧客の前記ブランディング・パラメー
タに合う１個以上のコンテンツを抽出し、前記ブランディング・パラメータと前記消費者
嗜好識別データの適合性に基づいて、消費者の要求があった場合、一人以上の消費者に上
記の個々のコンテンツを少なくとも一つのブランド顧客からの対応する広告と併せて提供
するコンテンツ・マッチング・エンジンであり、この際に前記消費者に費用負担をかけず
に、前記ブランド顧客に広告料金を課金し、前記コンテンツ・プロバイダにコンテンツ提
供料金を支払う、コンテンツ・マッチング・エンジンと
　を含む広告システム。
【請求項２】
　一つ以上のプロセッサ、データ記憶手段、及び消費者から着信する要求を受信し、要求
に応えて当該消費者へ電子的形態のコンテンツを配信するための一つ以上の通信経路に接
続された通信システムを含む、少なくとも一つのコンピュータを使用して、コンピュータ
により実現される、請求項１に記載の広告システム。
【請求項３】
　距離的に遠くへ配信する電子的形態のコンテンツだけでなく、娯楽コンテンツがそこに
記憶されている物理的媒体も配布する、請求項１または請求項２に記載の広告システム。
【請求項４】
　前記通信システムは、電話器、携帯型またはデスクトップ型コンピュータ、パーソナル
・データ記憶装置、ＭＰ３及びＭＰ４プレーヤ、オーディオビジュアル記憶及び表示装置
、テレビなどのコンピュータ・プロセッサ及び通信経路接続用構成要素を備えた装置を含
む、請求項２に記載の広告システム。
【請求項５】
　当該システムはコンピュータのネットワークに接続された一般的なインタフェースを通
じてアクセスされ、アクセス及び対応する権利及び資格は、システム管理者、消費者、ブ
ランド顧客及びコンテンツ・プロバイダでは固有のアクセスまたはログイン情報によって
分化されている、請求項１から請求項４のいずれかに記載の広告システム。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの消費者データベース中の各ユーザについての前記消費者嗜好識別
データは、当該消費者によって更新可能である、請求項１から請求項５のいずれかに記載
の広告システム。
【請求項７】
　各消費者プロファイルは、一般的な識別情報と消費者嗜好識別データの基本的な二つの
種類の情報を含む、請求項１から請求項６のいずれかに記載の広告システム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つのブランド・データベースは、ブランド顧客の識別子と前記ブラン
ド顧客がその標的とする購買層へ伝えたいメッセージを定義するブランディング・パラメ
ータを含む、請求項１から請求項７のいずれかに記載の広告システム。
【請求項９】
　各個々のコンテンツは、一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子を付けた電子ファ
イルに記憶される、請求項１から請求項８のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１０】
　各個々のコンテンツは、そのコンテンツのプロファイルを識別するための一つ以上のコ
ンテンツ・プロファイル識別子と、当該コンテンツ・プロバイダに報酬を払うためにその
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コンテンツを所有する人が誰であるかを識別するための所有者情報とを有する、請求項１
から請求項９のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１１】
　個々のコンテンツについての前記コンテンツ・プロファイル識別子は、インターネット
上の電子的検索及び／または結果を監視することによって調整可能である、請求項１から
請求項１０のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１２】
　コンテンツ・プロファイル識別子の適用または調整はリアルタイムに発生する、請求項
１から請求項１１のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１３】
　各個々のコンテンツは、その一個のコンテンツが当該システムへ初めて提供されたとき
にそのコンテンツに適用された一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子をもつ、請求
項１から請求項１２のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１４】
　提出された一個の特定のコンテンツが本システム上に既に存在しているかどうかをチェ
ックするために、その一個のコンテンツが当該システムへ初めて提供されたときの各個々
のコンテンツの分析を含む、請求項１から請求項１３のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１５】
　前記個々のコンテンツについての前記一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子は、
その個々のコンテンツを提供された消費者からのフィードバックに対応して変更される、
請求項１から請求項１４のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１６】
　各個々のコンテンツには異なる重要度レベルで一つ以上のコンテンツ・プロファイル識
別子が与えられ、各レベルでのタグ数が重要度のレベルにより異なる、請求項１から請求
項１５のいずれかに記載の広告システム。
【請求項１７】
　コンテンツ・インタフェースが備えられ、それを通じて、前記コンテンツ・プロバイダ
は、本システムを介して配信したいコンテンツを前記少なくとも一つのコンテンツ・デー
タベース中にアップロードすることができ、前記コンテンツ・インタフェースへのアクセ
スは、一般的なインタフェースへ入力された一意のアクセスまたはログイン情報を介する
、請求項５に記載の広告システム。
【請求項１８】
　ブランド・インタフェースが備えられ、それを通じて、前記ブランド顧客は、消費者の
地理的／人口動態的データと消費者のブランドの好みに従って標的とする消費者を絞り込
んだキャンペーンを定義することができ、前記ブランド・インタフェースへのアクセスは
、一般的なインタフェースへ入力された一意のアクセスまたはログイン情報を介する、請
求項５または請求項１７に記載の広告システム。
【請求項１９】
　ブランド・インタフェースが備えられ、それを通じて、前記ブランド顧客は、ブランド
の特徴とブランド固有の娯楽との結び付きを定義することができ、前記ブランド・インタ
フェースへのアクセスは、一般的なインタフェースへ入力された一意のアクセスまたはロ
グイン情報を介する、請求項５、請求項１７または請求項１８に記載の広告システム。
【請求項２０】
　消費者インタフェースが備えられ、それを通じて、前記消費者はコンテンツを検索する
ことができ、 前記消費者インタフェースへのアクセスは、一般的なインタフェースへ入
力された一意のアクセスまたはログイン情報を介し、前記消費者インタフェースは、適合
するまたは最良適合の結果を提供するための検索エンジンに連携されている、請求項５お
よび請求項１７から請求項１９のいずれかに記載の広告システム。
【請求項２１】
　検索結果は、当該検索に合った数個のマッチを返し、一個の同一のコンテンツが別々の
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ブランド顧客を通じて入手可能であるときにも、各マッチにブランドを関連付けることに
よって前記それぞれのマッチを識別する短いリストの形で提供される、請求項２０に記載
の広告システム。
【請求項２２】
　ブランドに適合したコンテンツを消費者に提供する方法であり、前記方法は、
　ｉ．消費者嗜好識別データを含む複数の消費者プロファイルを格納する少なくとも一つ
の消費者データベースを作成し、維持するステップと、 
　ｉｉ．ブランド顧客の詳細情報を格納し、各ブランド顧客は一つ以上の関連したブラン
ディング・パラメータを有する、少なくとも一つのブランド・データベースを作成し、維
持するステップと、 
　ｉｉｉ．少なくとも一つのコンテンツ・プロバイダによって提供された複数個のコンテ
ンツを格納し、各個々のコンテンツは一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子を有す
る、少なくとも一つのコンテンツ・データベースを作成し、維持するステップと、
　ｉｖ．前記ブランド顧客の前記ブランディング・パラメータの少なくともいくつかに合
う１個以上のコンテンツを抽出するステップと、を含み、
　前記ブランディング・パラメータの少なくともいくつかと前記消費者嗜好識別データの
適合性に基づいて、消費者の要求があった場合、一人以上の消費者に上記の個々のコンテ
ンツを少なくとも一つのブランド顧客からの対応する広告と併せて提供し、この際に消費
者に費用負担をかけずに、前記ブランド顧客に広告料金を課金し、前記コンテンツ・プロ
バイダにコンテンツ提供料金を支払う方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告システム及び広告方法に関係し、特に、消費者に対して適合したコンテ
ンツの提供を可能にする広告システムに関係する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットなどの情報ネットワークの出現は、世界中の市民の間での情報のやりと
りのしかたを変えた。
【０００３】
　一例として、オーストラリアの音楽産業は、一曲の値段が２００５年の８５セントから
２００７年には７１セントへと下落を被った。
【０００４】
　媒体を電子的に複製、共有可能にする容易性は、世界中の娯楽産業の顔色を一変させた
。この問題は、インターネットの成長に起因する最も論議を巻き起こす問題の一つである
。知的財産及び著作権保有者は、販売高の減少とインターネット上の著作権侵害の増加の
両面から失う印税の額が増加していることから、法律制定者、裁判所及び第三者機関に対
して、歯止めがきかないデジタル・コンテンツの共有の慣行を抑制する上で彼らの助けと
なるようなよりよい保護を要求している。
【０００５】
　デジタル著作権管理（ＤＲＭ）や暗号化などの「解決策」を産業ができるだけ早急に決
定しても、革新的なソフトウェア開発者はそれに対抗する解決策を見つけ出す。法律の抜
け穴を通じて、音楽だけを対象にしても違法なダウンロード市場は、年間およそ６０億回
のダウンロード数までに増大した。音楽、テレビ番組、映画及び書物を合わせると、違法
ダウンロードの量は、人気を得て増大しており、果てが見えない。
【０００６】
　一方で、広告市場は著しい成長を見せている。米国の広告業は、主にその成熟ゆえに世
界のほかの国々よりも緩やかに成長すると思われるが、世界的に見た広告への出費は、中
国、インド及びロシアなどの新興市場における上記平均成長に後押しされて６，５３５億
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米ドルに増加すると見込まれる。
【０００７】
　しかし、必要以上の資金を投入するにもかかわらず、広告主は広告費１ドル当りより大
きな業績を求めている。マーケティング業者（販売業者）は、出費を承認するよりも先に
その広告投資の即時のＲＯＩ（投資収益率）を今求めている。さらに、テレビやラジオな
どの従来のメディアでの広告予算は、ＣＰＩと同程度ほどにも増加していないのに、イン
ターネットにかける出費の強い増加は続くと予想される。
【０００８】
　消費者が媒体にアクセスする進化しつつある方式は、消費者の注目と時間を得るために
争う広告産業にとって次第に大きくなる課題を突きつける。広告主はより多くの場所によ
り多くの広告を出すために出費を引き上げるが、こうした猛攻がすべてのマーケティング
・メッセージを単なる雑音に変えてしまうことになる。企業の広告メッセージを出す場所
をその企業の市場に関連した媒体に照準を合わせようとすることによって、マーケティン
グ費を使う別な方法を探っている企業はますます増えている。
【０００９】
　国際レコード産業連盟（ＩＦＰＩ）からの２００６年度の報告は、２００５年中に２０
０億曲が交換またはダウンロードされたことを明らかにした。２００８年には、ＩＦＰＩ
は、違法ダウンロードが販売されたトラック数の２０倍に現在なっていると報告した。オ
ーストラリアの音楽産業における物理的な音楽、デジタル音楽及び盗まれた音楽のそれぞ
れの比率が図１に示される。図２は、オーストラリアの音楽産業における現況を示す数値
並びにＣＤ販売高（物理的音楽）、デジタル販売高（デジタル音楽）、失われた販売高（
盗まれた音楽）および、重視すべき、違法ダウンロードの数値のそれぞれの比率を示すグ
ラフ図である。
【００１０】
　本発明のシステムは、消費者に消費者が望む無料のコンテンツを与える広告主へ消費者
を導き、広告主が無料で与えた個々のコンテンツごとの料金を広告主が著作権保有者に支
払うというものである。
【００１１】
　明確に理解して頂きたいことは、先行技術の公表文献が本文書で参照される場合、その
ような参照は、その文献がオーストラリアまたはその他のいずれかの国における当技術に
おける共通の一般的知識の一部を形成することを認めるものではないということである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上述した不都合な点の少なくとも一つを少なくとも部分的に克服することが
でき、または有益なまたはスポンサー出資の選択物を消費者に提供できる広告システム及
び広告方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記を鑑みて、別の形態での本発明は、広くは、以下を含む広告システムに存在する。
【００１４】
　１．消費者嗜好識別データを含む複数の消費者プロファイルを格納する少なくとも一つ
の消費者データベース、
　２．ブランド顧客の詳細情報を格納し、各ブランド顧客は一つ以上のブランディング・
パラメータを有する、少なくとも一つのブランド・データベース、
　３．少なくとも一つのコンテンツ・プロバイダによって提供された複数個のコンテンツ
を格納し、各個々のコンテンツは一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子を有する、
少なくとも一つのコンテンツ・データベース、及び
　４．ブランド顧客のブランディング・パラメータに合う１個以上のコンテンツを抽出し
、ブランディング・パラメータと消費者嗜好識別データの適合性に基づいて、消費者の要
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求があった場合、一人以上の消費者に上記の個々のコンテンツを提供するコンテンツ・マ
ッチング・エンジンであり、この際に消費者に費用負担をかけずに、ブランド顧客に広告
料金を課金し、コンテンツ・プロバイダにコンテンツ提供料金を支払う、コンテンツ・マ
ッチング・エンジン。
【００１５】
　代替的な形態では、本発明は、ブランドに適合したコンテンツを消費者に提供する方法
に存在し、当該方法は、
　ｉ．消費者嗜好識別データを含む複数の消費者プロファイルを格納する少なくとも一つ
の消費者データベースを作成し、維持するステップ、 
　ｉｉ．ブランド顧客の詳細情報を格納し、各ブランド顧客は一つ以上の関連したブラン
ディング・パラメータを有する、少なくとも一つのブランド・データベースを作成し、維
持するステップ、
　ｉｉｉ．少なくとも一つのコンテンツ・プロバイダによって提供された複数個のコンテ
ンツを格納し、各個々のコンテンツは一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子を有す
る、少なくとも一つのコンテンツ・データベースを作成し、維持するステップ、及び
　ｉｖ．ブランド顧客のブランディング・パラメータの少なくともいくつかに合う１個以
上のコンテンツを抽出するステップ、及び、
　ｖ．ブランディング・パラメータの少なくともいくつかと消費者嗜好識別データの適合
性に基づいて、消費者の要求があった場合、一人以上の消費者に上記の個々のコンテンツ
を提供するステップであり、この際に消費者に費用負担をかけずに、ブランド顧客に広告
料金を課金し、コンテンツ・プロバイダにコンテンツ提供料金を支払うステップを含む。
【００１６】
　本発明のシステムは、デジタル・インタフェース―その例は、ウェブ・インタフェース
、移動通信ネットワーク及びデジタル・テレビジョンを含む―を介して娯楽コンテンツを
売買可能にする取引モデルである。上記の取引モデルは、取引されたコンテンツを追跡し
、コンテンツ所有者への支払いを可能にし、さらに、重視すべきは、消費者ブランド企業
が標的とする消費者を絞ったキャンペーンを打ち立てることを可能にするシステム・デー
タベースに結合される。上記システムは、娯楽コンテンツがそこに記憶されている物理的
媒体並びに電子コンテンツまたは電子的形態で入手できるコンテンツを売買するために利
用され得る。
【００１７】
　広告主が標的とする消費者がダウンロードする各ファイルにつき、広告主が娯楽コンテ
ンツ所有者に１回ごとのダウンロード料金を支払うので、娯楽コンテンツは、特徴的には
、ダウンロードする消費者にとって無料である。広告主が各ファイルのダウンロード対価
を支払う理由は、広告主は、その標的とした消費者と固有の関係を築く機会を得るからで
ある。
【００１８】
　コンテンツ・マッチング・エンジンは、好ましくは、各自の個性に基づいて、一つ以上
のブランドに合うコンテンツを抽出し、ブランド企業がそのコンテンツを通じて消費者と
のつながりを築けるように、消費者に費用負担をかけずに、ブランドに適合したコンテン
ツを消費者に提供する。特徴的には、消費者に提供された時、そのコンテンツは、消費者
の心にそのブランドへの親近感を築くという目的で適合するブランド顧客またはブランド
企業に利するように、消費者に無料で提供されたものに他ならない、またはそうみなされ
る。
【００１９】
　一つの実施形態では、本発明のシステムは広告システムである。本発明のシステムは、
好ましくは、コンピュータにより実現される。したがって、本システムは、一つ以上のプ
ロセッサ、記憶手段を含み、一つ以上の通信経路に接続された少なくとも一つのコンピュ
ータ上で実現される。
【００２０】
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　本発明のシステムは、電話器、携帯型またはデスクトップ型コンピュータ、パーソナル
・データ記憶装置、ＭＰ３及びＭＰ４プレーヤ、オーディオビジュアル記憶及び表示装置
、テレビ等のようなコンピュータ・プロセッサを備えた装置を使用して実現され得る。コ
ンテンツをダウンロードするために通信経路にアクセス可能な装置であれば、その装置は
本発明のシステムに対応して使用可能である。
【００２１】
　特徴的には、本発明のコンテンツ・マッチング・エンジンは、インターネットなどのコ
ンピュータのネットワーク上に置かれる。実際、本発明のシステムは、インターネットま
たは世界的規模のネットワークなどのコンピュータのネットワークを介して普通にアクセ
スされる。
【００２２】
　特徴的には、本発明の広告システムは、コンピュータの世界的規模のネットワーク上に
置かれたウェブページとして提供されたインタフェースを通じてアクセスされる。このよ
うにして、本発明のシステムは、個人レベルで標的を絞った広告を多数のユーザに同時に
提供することができる。
【００２３】
　本発明のシステムは、当該コンテンツに関連付けられたブランド企業からの広告に結び
付けられている消費者が好むコンテンツの提供を通じて、対象に合った広告を提供するよ
うに適合される。
【００２４】
　好ましくは、本発明のシステムは、何らかのネットワークを介して実現され、特徴的に
はネットワークに依存するものであるが、システムへのアクセスを阻止されるネットワー
クや優先的なネットワークなどはない。
【００２５】
　本発明のシステムは、通常、システム管理者をもつ。システム管理者は、特徴的には、
システムのすべての部分へアクセスでき、システムのその他のメンバーと同一のインタフ
ェースを通じて、独立のまたは別個の特別なインタフェースを通じてアクセスすることが
できる。通常、システム管理者が同一のインタフェースを通じてアクセスする際には、シ
ステム管理者のアクセスのレベルは、他のユーザまたはメンバーからシステム管理者を区
別するログイン情報に基づくアクセスによって区別される。
【００２６】
　本発明のシステムは、したがって、システム管理者に加えて、少なくとも以下の大まか
な分類のメンバーをもつ。
【００２７】
　１．消費者、
　２．ブランド顧客、
　３．コンテンツ・プロバイダ。
【００２８】
　本システムは、嗜好データを含む複数のカスタマー・プロファイルを格納する少なくと
も一つの消費者データベースを有する。上記少なくとも一つの消費者データベースは、通
常、システム管理者によって作成、維持され、このデータベース中のデータは、消費者が
システムのメンバーになる際に、主として消費者自身によって更新され、維持される。
【００２９】
　情報を提供するまたは消費者プロファイルを作成する消費者に対応した、システムへの
消費者のメンバー登録は無料である。通常、このメンバー登録により（システム管理者に
よって、通常、システム管理者の自動化システムによって確認された後）、消費者はシス
テムへアクセス可能になる。より多くのまたはより詳細な情報を提供する消費者は、より
少ない情報を提供する消費者よりもより多くの特典が与えられるというような、消費者に
よって提供される情報の量に応じて、消費者のメンバー登録には異なるレベルが存在して
もよい。
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【００３０】
　各消費者は、特徴的には、氏名、住所、連絡先の詳細などの一般的な識別情報と、さら
に、年齢、好き嫌い、音楽の好み、ブランドの好み等の傾向または嗜好データの基本的な
二つの種類の情報を含む消費者プロファイルをもつ。
【００３１】
　特徴的には、嗜好データは、消費者によって直接的に、すなわち、消費者の好みについ
ての直接的な質問への応答として収集または提供され得る。代替的に、嗜好データは、消
費者ごとの消費者嗜好プロファイルを作成するために、例えば、調査、試験またはクイズ
を通じて収集または提供され得る。
【００３２】
　消費者プロファイルは、特徴的には、したがって、ほぼ固定的な、すなわち、一般的な
識別情報である情報のセット（例えば、消費者が移転したり住所を変えたりする場合など
、この情報のセットが変更されることも予想されるが）と、可変的な情報のセット、すな
わち、時の経過とともに変わる可能性がある情報のセットである消費者の嗜好情報を有す
る。
【００３３】
　上述したように、システムへの消費者のメンバー登録は、特徴的には、システム管理者
を通じるが、このプロセスは自動化されてもよく、提供された情報に基づいて消費者のメ
ンバー登録を承認するためのシステムを備えてもよい。そのプロファイルが特定の期間に
わたり更新されず使用されなかった場合に、消費者プロファイルを「非アクティブ」と標
識付ける自動化システムがさらに存在してもよい。これは、好ましくは、アクティブなプ
ロファイルを維持しようとする消費者の意欲を向上させるとともに、消費者の嗜好プロフ
ァイルが最新であることの確認を助ける。
【００３４】
　また上述したように、消費者のメンバー登録は自発的なものであり、消費者はいつでも
加入することができる。消費者は、単一のプロファイルまたは複数のプロファイルをもち
得る。消費者のメンバー登録の申し込みは、システム管理者による審査を受けるようにし
てもよい。消費者のメンバー登録の最も重要な部分は嗜好データの提供であり、これを消
費者のメンバー登録の前提条件としてもよい。
【００３５】
　消費者は、消費者インタフェースを通じて自身の消費者プロファイルへアクセスするこ
とができ、少なくとも一つの消費者データベースへのアクセスは、特徴的には、消費者自
身のプロファイルへの消費者アクセス権を与えるログインまたはアクセス情報に従う。通
常、消費者は一般的なインタフェースにアクセスし、消費者自身のログインまたは識別情
報に基づいてアクセスが許可され、システムの使用はこの情報に従って制限される。
【００３６】
　消費者は、特徴的には、少なくとも一つの消費者データベースへ通常アップロードする
自身の消費者データをいつでも修正可能である。システム管理者を通じた第三者による消
費者プロファイルへのアクセスによってのみ、各消費者は、特徴的には、消費者の嗜好デ
ータによって特定される。
【００３７】
　本システムは、一つ以上のブランディング・パラメータをもつ各ブランド顧客の詳細を
格納する少なくとも一つのブランド・データベースを有する。各ブランド顧客は、第三者
であるメディア・エージェンシーまたは広告エージェンシーを通じて、または直接的にシ
ステムのメンバーであり得る。
【００３８】
　ブランド顧客によるシステムへのメンバー登録は、通常、消費者のメンバー登録と同様
の原則に従って発生するが、ブランド顧客には、特徴的には、異なる資格が与えられる。
通常、システム内でのブランド顧客の資格または権利は、そのブランド顧客がシステムの
メンバーになる際に使用されるそのブランド顧客のログインまたは識別情報によって決定
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される。
【００３９】
　特徴的には、ブランド顧客は、特徴的には消費者へ伝送される特定のコンテンツとの結
びつき、そのブランド顧客の特有のポジショニング戦略を通じて消費者との関係を築くこ
とによって宣伝するために、システムに加入する。
【００４０】
　ブランド顧客は、システムの直接の（つまり、実際のアップロードを行なう）メンバー
でなくてもよく、システムの擬似的メンバーであってもよい。例えば、ブランド顧客が、
 特有のブランド戦略をアドバイスするようなメディア・エージェンシーまたはクリエイ
ティブ・エージェンシーと代行契約を結んでいてもよい。このようなブランド顧客であっ
ても、少なくとも一つのブランド・データベースがそのブランド顧客の情報や識別詳細情
報を格納している限りにおいてはなおもシステムのメンバーであるが、そのブランド顧客
の代わりにシステムとやりとりすることは、そのブランド顧客の代理をするメディア・エ
ージェンシーまたはクリエイティブ・エージェンシーによって引き受けられるということ
があり得る。この場合、メディア／クリエイティブ・エージェンシーがシステム内のブラ
ンディング・パラメータを管理することによってマーケティングまたはブランディング戦
略を策定し、実施し得るとしても、そのブランド顧客は、特徴的には、支払を行なうカス
タマーとしてシステムのメンバーである。
【００４１】
　ブランド顧客（または代理人）は、特徴的には、ブランディング・パラメータを使用し
て、自身のブランドの特徴及び／または特有のポジショニング戦略を定義する。上記特徴
またはポジショニング戦略は、全体としてのそのブランドに関連するもの、または自社ブ
ランド内の特定の製品または商品目に関連するものであり得る。
【００４２】
　ブランド顧客（または代理人）はまた、特徴的には、その標的とする人口動態的または
地理的区域を定義する。 
【００４３】
　上記少なくとも一つのブランド・データベースは、例えば、企業名や問合せ先情報とい
ったブランド顧客の識別子と、ブランドがその標的とする購買層へ伝えたいメッセージを
好ましくは定義するブランディング・パラメータも好ましくは含む。これらのブランディ
ング・パラメータは、「有名ブランドを好む」というような肯定的な内容を表すものであ
っても、または「禁煙」などといった否定的な内容を表すものであってもよい。
【００４４】
　本システムは、個々のコンテンツを格納し、各個々のコンテンツは一つ以上のコンテン
ツ・プロファイル識別子を有する、少なくとも一つのコンテンツ・データベースを有する
。
【００４５】
　上記個々のコンテンツ（単に「コンテンツ」と言うこともある）は、音楽、オーディオ
、ビデオ、本、静止画像、断片、または上記の一部を含むどのような形態のものでもよい
。基本的に、コンテンツは、システムと少なくとも一人の消費者の間及び少なくとも一つ
のコンテンツ・プロバイダとシステムの間でコンテンツが伝送可能なようにコンテンツが
電子化またはデジタル化されているならば、いかなる形態をもとり得る。通常、各個々の
コンテンツは電子ファイルに記憶されていて、この電子ファイルは、特徴的には、伝送、
配信可能であり、または物理的媒体上に複製等が可能である。
【００４６】
　コンテンツは、特徴的には、いかなる供給元からでも提供される。例えば、エンターテ
イメント・スタジオ、ＴＶネットワーク、インターネット・ソーシャル・ネットワーキン
グ・システムまたはレコード・レーベルが、本システムへコンテンツを提供するという選
択をできる。代替的に、小規模な組織または個人がホーム・ムービー、デモ音楽トラック
などのコンテンツを本システムへ直接提供するという選択をできる。
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【００４７】
　コンテンツは、本システムへ直接的にまたは間接的に提供され得る。通常、コンテンツ
・プロバイダは、コンテンツ所有者と合法的な関係を結ばなければならない、または結ぶ
ものとし、コンテンツが所有者の許可なしに提供され得る危険を最小にするために、この
点についてコンテンツを監視するための機構が通常備えられる。
【００４８】
　各個々のコンテンツはまた、特徴的には「タグ」と呼ばれる一つ以上のコンテンツ・プ
ロファイル識別子をもつ。各個々のコンテンツはまた、特徴的には、識別または所有権情
報をもつ。好ましくは、所有権情報は、所有者に報酬を払うためにそのコンテンツを所有
する人が誰であるかを識別し、タグはコンテンツのタイプを識別する。
【００４９】
　各個々のコンテンツは、特徴的には、その「タイプ」に応じてタグ付けされる。各個々
のコンテンツは、好ましくは、ジャンル、ムード、スタイル及びテーマ別にタグ付けされ
る。例えば、ジャンル・タグは、通常、ポップ、クラシック、ロック、リズム＆ブルース
、ハウス／テクノ、フォーク等を含む音楽ジャンルなどの特定の産業において使用されて
いるものである。これらの広いジャンル類別の各々は、一つ以上のサブジャンルを含み得
る。また、ビデオ・ゲーム、テレビ番組、映画、文学等に関連付けられたジャンルが特徴
的にはある。したがって、各個々のコンテンツは、その広いタイプに応じてタグ付けされ
、次にさらにジャンルに応じてタグ付けされる。通常、ジャンルのタグ付けはまた、産業
において一般に認められているジャンルに一致する。
【００５０】
　ムードのタグ付けは、例えば、面白い、陽気、ユーモラス、穏やか、怖い、示唆に富む
、内省的等のコンテンツがもたらす比較的に長く持続する印象的または情緒的状態を好ま
しくは示す。
【００５１】
　スタイルのタグ付けは、好ましくは、構成または様式に関して個々のコンテンツを識別
する。ジャンルが「スタイル」を識別するために使用されてきたが、本発明のシステムは
、特徴的には、コンテンツをもっときめ細かくタグ付けする。例えば、ある曲がロックの
ジャンルの曲であるとして、それを近代のロックまたは現代のロックとしてスタイルのタ
グ付けすることによってさらに分類することができ、このように娯楽コンテンツの基本的
スタイルを示すことができる。
【００５２】
　テーマのタグ付けは、特徴的には、その個別のコンテンツにおいて伝達される広い意図
、メッセージまたは教訓を識別する。例えば、その個別のコンテンツが、安らぎを与えた
り、リラックスさせたり、または示唆的であったりというような色分けができる。
【００５３】
　重要な点は、タグ付けシステムは従来より使用されていたが、このようなタグ付けシス
テムは、コンテンツの提供者と各種の娯楽のタイプに依存して様々である。本発明のシス
テムは、特徴的には、コンテンツのタグ付けの標準を提供する。
【００５４】
　コンテンツのタグ付けはまた、インターネット検索等を監視することによって、例えば
、批評、コメント、リンク及び種類分けを介して調整され得る、または行なえる。本シス
テムは、したがって、消費者は、特徴的には、特定のコンテンツを求めてインターネット
を検索し、このような検索及び／またはその結果をコンテンツのタグ付けの正確さを向上
させるために利用し得るという事実を勘案している。このような具合に、コンテンツのタ
グ付けは反応可能である。特定のコンテンツの人気及び／または消費者の好みは概して時
間を経るうちに変わるから、いずれのコンテンツのタグ付けも、コンテンツのタグ付けの
調整も同じく、特徴的にはリアルタイムで発生する。
【００５５】
　コンテンツのタグ更新は、一定の間隔で、または好ましくは、リアルタイムに行なわれ
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ることが可能である。
【００５６】
　好ましくは、各個々のコンテンツは、アップロード時に、またはその個別のコンテンツ
が本システムへ最初に提供されたとき、初めにタグ付けされる。提出された一個の特定の
コンテンツが本システム上に既に存在していないかどうかをチェックするために、特徴的
には、アップロード時分析プロセスが用意されている。
【００５７】
　個別のコンテンツについてのタグは、その個別のコンテンツを提供された消費者からの
フィードバックに対応して、時の経過とともに変更され得る、または異なり得る。したが
って、その個別のコンテンツが正しくタグ付けされたかどうかの確認及び／またはそのタ
グが最新であることの確認を求めるために、個別のコンテンツを提供された消費者に質問
するためのまたは消費者と連絡をとるためのフィードバック機構が用意され得る。タグ更
新プロセスは、自動化されたプロセスであり得る。
【００５８】
　各個々のコンテンツは複数のタグをもち得るが、好ましくは、タグの数は、５～１０個
の範囲のタグ数を超えないように特徴的には制限される。タグはまた、異なる重要度レベ
ルで与えられることが可能であり、各レベルでのタグ数が重要度のレベルにより異なる。
例えば、一個のコンテンツに付けられた最高レベルの重要度のタグは５～１０個だけであ
り得るが、その同じ一個のコンテンツが１０～１０００個のそれほど有意義ではないまた
はそれほど重要ではないタグをもつこともあり得る。
【００５９】
　システムは、ブランド顧客のブランディング・パラメータに合う１個以上のコンテンツ
を抽出し、ブランディング・パラメータと消費者嗜好データの適合性に基づいて、消費者
の要求があった場合、一人以上の消費者に上記の個々のコンテンツを提供するコンテンツ
・マッチング・エンジンであり、この際に消費者に費用負担をかけずに、ブランド顧客に
広告料金を課金し、コンテンツ・プロバイダにコンテンツ提供料金を支払う、コンテンツ
・マッチング・エンジンを有する。
【００６０】
　上記コンテンツ・マッチング・エンジンは、消費者に無料のコンテンツを提供し、ブラ
ンド顧客が自身の特有のブランド特徴と独自性を消費者に伝えるコンテンツに自らを結び
付け、それによって消費者とのつながりまたは消費者の心につながりを築くことを可能に
する手立てをブランド顧客に与える、自動化された手段を特徴的には提供する。
【００６１】
　上記コンテンツ・マッチング・エンジンは、ブランド顧客が、このようにして消費者を
絞り込みその心を動かし、一方ではコンテンツ所有者を認識し報酬を払うことを可能にす
る手立てを提供する。
【００６２】
　好ましくは、本システムには３つの主要部分があり、その各部分が、上記の機能を提供
するためにコンテンツ・マッチング・エンジンと相互動作をする。
【００６３】
　第１の主要部分は、好ましくは、コンテンツ・インタフェースである。このインタフェ
ースを通じて、コンテンツ・プロバイダは、特徴的には、本システム中で配信したいコン
テンツを少なくとも一つのコンテンツ・データベース中にアップロードすることができる
。コンテンツ・プロバイダとしての本システムへのアクセスは、特徴的には、コンテンツ
・プロバイダ・メンバーとして本システムへ加入するようにコンテンツ・プロバイダに求
める、ログインまたはその他の識別情報を介する。
【００６４】
　特徴的には、コンテンツ・プロバイダは、主要連絡先詳細、報酬支払い用の銀行口座詳
細、オンライン契約等を含むアカウントを設定する。特徴的には、コンテンツ・プロバイ
ダはまた、例えば、娯楽のタイプ（録音された音楽、映画としての娯楽、ゲーム娯楽等）
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、配給業者の識別、連絡先詳細、ライセンス協定、及びホスティング詳細に関する顕著な
情報を提供する。
【００６５】
　コンテンツ・プロバイダは、その後、少なくとも一つのコンテンツ・データベースへ自
己の新しいコンテンツをアップロードできる。コンテンツがアップロードされた時点で、
コンテンツは、特徴的には、システム管理者によってか、または前述したタグ付けシステ
ムを介してかのいずれかによりタグ付けされる。
【００６６】
　本システムの第２の主要部分は、好ましくは、ブランドまたはキャンペーン・インタフ
ェースである。ブランド／キャンペーン・インタフェースは、好ましくは、メディア・エ
ージェンシー、クリエイティブ・エージェンシーによって、またはブランド顧客自身によ
って使用される。小規模のブランド顧客は、クリエイティブ・エージェンシーやメディア
・エージェンシーをもたず、当該機能性はブランド顧客自身によって使用される。ブラン
ド／キャンペーン・インタフェースは、２つの主要な機能をもつ。すなわち、
　１．消費者の地理的／人口動態的データと消費者のブランドの好みに従って標的とする
消費者を絞り込んだキャンペーンを定義すること。ブランド顧客は、好ましくは、ブラン
ド顧客が代価を支払うコンテンツにアクセスするのにふさわしい消費者を定義することが
できる。及び
　２．ブランドの特徴とブランド固有の娯楽との結び付きを定義すること。例えば、コカ
コーラは、そのブランドに結び付くものとして面白さと興奮という特徴を選ぶであろう。
コンテンツ・マッチング・エンジンは、コンテンツに付けられたジャンル／ムード／スタ
イル及びテーマのタグを相関させることによって、ブランドが望むブランドの特徴をコン
テンツと（地理的及び人口動態的因子に基づいた）消費者グループに内部で関連付け、そ
してブランド顧客が指定した地理的及び人口動態的因子に該当する消費者にこのコンテン
ツを消費者に費用負担をかけずに提供するが、このときにコンテンツに結びついたブラン
ドイメージは、消費者がそのコンテンツと共にそのブランドを識別できるようにする。
【００６７】
　ブランド顧客によるブランドまたはキャンペーン・インタフェースの使用のためのプロ
セスは、特徴的には、以下のとおりである。
【００６８】
　１．ブランド・ファイルを作成する。名称、グローバルなブランドの規範、関連したエ
ージェンシー、及び標的の国々。
【００６９】
　２．コンピレーション・ファイルを作成する。各ブランド顧客は、特徴的には、ブラン
ド顧客が描きたい特徴の一つ以上の様相に的を絞った一つまたは多数のコンピレーション
を定義する。ブランド顧客は、その後、コンテンツのタイプ（例えば、音楽、映画）、ジ
ャンル、スタイル及びブランドのトーン、国、地域（郵便番号ベースの）、性別、及び、
例えば、禁煙、暴力、セックスまたはアルコールに関連したコンテンツなどの制限も、好
ましくは指定できる。
【００７０】
　３．キャンペーン・ファイルを作成する。キャンペーン・ファイルは、特徴的には、使
用されるコンピレーション、キャンペーンに関連した数値、例として、キャンペーン中に
ダウンロード可能なコンテンツの最大値、当該キャンペーンの対象の地域または郵便番号
、消費者の年齢幅のターゲット、当該キャンペーンに関連付けられる曲またはその他のコ
ンテンツの数と価格、コンテンツ当り最大単価、消費者一人当りかかる最大費用といった
数値を定義する。
【００７１】
　４．配布チャネルを選択する。ブランド顧客はまた、例えば、ブランドのサイトを介し
たウェブ・チャネル、携帯電話またはその他の表示装置、ＴＩＶＯ（ティーボ）等の好ま
しい一つまたは複数の配布チャネルを選択できる。
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【００７２】
　特定のブランド顧客、通常、小規模なブランド顧客のために、システム管理者は最適化
され簡易化されたキャンペーン・モデルを提供するためのアルゴリズムを設計できる。例
えば、ある郵便番号／地域において、定義された性別／年齢のグループの中で、ジャンル
及びムードに基づいた簡易化したブランド特徴という形で５００人の人々を獲得するため
に５００ドルをかけたキャンペーン。これらのキャンペーン・モデルが提供される場合、
ブランド顧客がその中から適当な予めロードされたキャンペーン・モデルを選択できるリ
ストをブランド顧客に提供するようにでき、またはブランド顧客がカスタムのキャンペー
ン・モデルを設計するようにもできる。
【００７３】
　本システムの第３の主要部分は、特徴的には、消費者インタフェースである。消費者イ
ンタフェースは、特徴的には、それによって前述したように消費者が本システムの登録ユ
ーザになることできる機構を提供する。消費者インタフェースはまた、好ましくは、それ
によって登録消費者がコンテンツを検索できる機構を提供する。通常、単純な検索または
高度な検索を可能にし得る検索機能が備えられる。特徴的には、検索は、特定の登録消費
者ユーザ・プロファイルに照らし合わせて実行でき、ユーザの検索パラメータと自身の消
費者プロファイル・データの両方で適合する結果だけを返すようにできる。
【００７４】
　通常、検索機能は、適合するまたは最良適合の結果を提供する。好ましくは、上記結果
は、検索に合った数個のマッチを返し、各マッチにブランドを関連付けることによってそ
れぞれのマッチを識別する短いリストの形をとる。例えば、一個の特定のコンテンツを検
索したときに、その一個のコンテンツについて５個の結果を返すこともあり得る。これら
の結果の各々は異なるブランドに関連付けられていて、消費者は関連したブランド別のコ
ンテンツを選ぶことができる。
【００７５】
　本システムは、さらに、ブランド顧客が自身のウェブページでブランド固有の娯楽コン
テンツを提供できるようにすることができる。ブランド顧客は、登録システム消費者だけ
にコンテンツを提供でき、登録システム消費者として消費者を識別するためにログインま
たは識別情報を求めることができる。消費者が登録システム消費者ではない場合には、見
込み消費者は、登録ユーザになるために消費者インタフェースへ誘導される。
【００７６】
　代替的に、本システムは、特定の登録ユーザのプロファイルに基づかない検索である一
般検索を可能にし得る。これは、特徴的には、いずれかのブランド固有のコンテンツの結
果を返す。
【００７７】
　コンテンツ・マッチング・エンジンは、特徴的には、コンテンツが消費者の検索の選好
と適合し、かつ消費者がブランド顧客の選好パラメータ内に該当するならば、コンテンツ
を消費者がダウンロードできるようにする取引モデルを提供する。コンテンツ・マッチン
グ・エンジンは、したがって、ダウンロード用にコンテンツをリリースする前に、消費者
プロファイルをチェックし、消費者プロファイルをブランド顧客によって入力されたブラ
ンディング・パラメータと比較する。コンテンツ・マッチング・エンジンはまた、ダウン
ロードされたコンテンツを追跡し、ダウンロードが許可された時点でコンテンツ所有者へ
の支払いを可能にする。
【００７８】
　したがって、検索の形で消費者による要求があり、消費者のプロファイルがブランド顧
客のブランディング・パラメータに適合するならばコンテンツのダウンロードが許可され
、ダウンロードが完了した時点で（またはダウンロードが許可された時点で）、コンテン
ツ・マッチング・エンジンはまた、必要であれば第三者を通じて、コンテンツ所有者への
報酬の支払いを許可する。
【００７９】
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　識別の認証システムが、本発明のシステムと連結して使用され得る。利用可能な認証シ
ステムは多数あり、そのいずれでも、本システムにかかわっている数々のグループのいず
れかのメンバーの識別を認証するために使用可能である。認証システムは、特徴的には、
本取引システム及び消費者要求、コンテンツのアップロード、コンテンツの提供のための
各サブシステムと一体化される。
【００８０】
　本発明の様々な実施形態は、以下の図面を参照して記述される。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】オーストラリアの音楽産業における物理的な音楽、デジタル音楽及び盗まれた音
楽のそれぞれの比率を示すグラフ図
【図２】オーストラリアの音楽産業における現況を示す数値並びにＣＤ販売高（物理的音
楽）、デジタル販売高（デジタル音楽）、失われた販売高（盗まれた音楽）及び違法ダウ
ンロードのそれぞれの比率を示すグラフ図
【図３】本発明の好適な実施形態による広告システムのアーキテクチャの概要図
【図４】図４に示した広告システムの好適な実施形態の動作の概要図
【図５】本発明の好適な実施形態によるコンテンツ・インタフェースの概要図
【図６】本発明の好適な実施形態によるキャンペーン・インタフェースの概要図
【図７】本発明の好適な実施形態による消費者インタフェースの概要図
【図８】本発明の好適な実施形態によるコンテンツ・マッチング・エンジンのアルゴリズ
ムのフローチャート
【図９】ブランド・キャンペーン・マッチング・ステップを含む、本発明の好適な実施形
態によるコンテンツ・マッチング・エンジンのアルゴリズムのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００８２】
　図示した特に好適な実施形態に従って、広告システム及びその使用方法を説明する。
【００８３】
　本システムの構成要素の概要図が、図１に示される。
【００８４】
　中心のコンテンツ・マッチング・エンジンは、消費者インタフェース、ブランド・イン
タフェース、及びコンテンツ・インタフェースの間に図示されている。
【００８５】
　コンテンツ・インタフェース―その好適な形態が図５に例示される―を通じて、コンテ
ンツ・プロバイダは、本システムを通じて配信したいコンテンツをコンテンツ・データベ
ース中へアップロードする。コンテンツ・プロバイダとしての本システムへのアクセスは
、コンテンツ・プロバイダ・メンバーとして本システムへ加入するようにコンテンツ・プ
ロバイダに求める、ログインまたはその他の識別情報を介する。
【００８６】
　コンテンツ・プロバイダは、主要連絡先詳細、報酬支払い用の銀行口座詳細、オンライ
ン契約等を含むアカウントを設定する。コンテンツ・プロバイダはまた、例えば、娯楽の
タイプ（録音された音楽、映画としての娯楽、ゲーム娯楽等）、配給業者の識別、連絡先
詳細、ライセンス協定、及びホスティング詳細に関する顕著な情報を提供する。
【００８７】
　コンテンツ・プロバイダは、その後、コンテンツ・データベースへ自己の新しいコンテ
ンツをアップロードできる。コンテンツがアップロードされた時点で、そのコンテンツに
は一つ以上のコンテンツ・プロファイル識別子がタグ付けされる。各個々のコンテンツは
、所有者に報酬を払うためにそのコンテンツを所有する人が誰であるかを識別するための
識別または所有権情報をもつ。
【００８８】
　各個々のコンテンツは、特徴的には、そのジャンル、ムード、スタイル及びテーマ別に
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タグ付けされる。例えば、ジャンル・タグは、通常、ポップ、クラシック、ロック、リズ
ム＆ブルース、ハウス／テクノ、フォーク等を含む音楽ジャンルなど、特定の産業におい
て使用されているものである。
【００８９】
　ムードのタグ付けは、例えば、面白い、陽気、ユーモラス、穏やか、怖い、示唆に富む
、内省的等のコンテンツがもたらす比較的に長く持続する感情的または情緒的状態を示す
。
【００９０】
　スタイルのタグ付けは、構成または様式に関して個々のコンテンツを識別する。ジャン
ルが「スタイル」を識別するために使用されてきたが、本好適な実施形態のシステムはコ
ンテンツをもっときめ細かくタグ付けする。例えば、ある曲がロックのジャンルの曲であ
るとして、それを近代のロックまたは現代のロックとしてスタイルのタグ付けすることに
よってさらに分類することができる。
【００９１】
　テーマのタグ付けは、その個別のコンテンツにおいて伝達される広い意図、メッセージ
を識別する。例えば、その個別のコンテンツが、安らぎを与えたり、リラックスさせたり
、または示唆的であったりというような色分けができる。
【００９２】
　コンテンツのタグ付けはまた、インターネット検索等を監視することによって、例えば
、批評、コメント、リンク及び種類分けを介して調整される。特定のコンテンツの人気及
び／または消費者の好みは概して時間を経るうちに変わるから、いずれのコンテンツのタ
グ付けも、コンテンツのタグ付けの調整も同じく、リアルタイムで発生する。
【００９３】
　各個々のコンテンツは、その個別のコンテンツのシステムへのアップロード時に、初め
にタグ付けされる。提出された一個の特定のコンテンツが本システム上に既に存在してい
ないかどうかをチェックするために、アップロード時分析プロセスも用意されている。
【００９４】
　ブランド・インタフェース―その好適な形態が図６に例示される―は、メディア・エー
ジェンシーによって、クリエイティブ・エージェンシーによって、またはブランド顧客自
身によって使用される。小規模なブランド顧客は、クリエイティブ・エージェンシーやメ
ディア・エージェンシーをもたず、当該機能性はブランド顧客自身によって使用される。
ブランド・インタフェースは、２つの主要な機能をもつ。すなわち、
　１．消費者の地理的／人口動態的データと消費者のブランドの好みに従って標的とする
消費者を絞り込んだキャンペーンを定義すること。ブランド顧客は、ブランド顧客が代価
を支払うコンテンツにアクセスするのにふさわしい消費者を定義する。及び
　２．ブランドの特徴とブランド固有の娯楽との結び付きを定義すること。例えば、コカ
コーラは、そのブランドに結び付くものとして面白さと興奮という特徴を選ぶであろう。
コンテンツ・マッチング・エンジンは、コンテンツに付けられたジャンル／ムード／スタ
イル及びテーマのタグを相関させることによって、ブランドが望むブランドの特徴をコン
テンツと（地理的及び人口動態的因子に基づいた）消費者グループに内部で関連付け、そ
してブランド顧客が指定した地理的及び人口動態的因子に該当する消費者にこのコンテン
ツを消費者に費用負担をかけずに提供するが、このときにコンテンツに結びついたブラン
ドイメージは、消費者がそのコンテンツと共にそのブランドを識別できるようにする。
【００９５】
　ブランド顧客によるブランド及びキャンペーン・インタフェースの使用のためのプロセ
スは、特徴的には、以下のとおりである。
【００９６】
　１．ブランド・ファイルを作成する。通常、ブランド・インタフェースを通じて、名称
、グローバルなブランドの規範、関連したエージェンシー、及び標的の国々をファイルす
る。
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【００９７】
　２．コンピレーション・ファイルを作成する。各ブランド顧客はまた、ブランド顧客が
描きたい特徴の一つ以上の様相に的を絞った一つまたは多数のコンピレーションを定義で
きる。ブランド顧客は、その後、コンテンツのタイプ（例えば、音楽、映画）、ジャンル
、スタイル及びブランドのトーン、国、地域（郵便番号ベースの）、性別、及び、例えば
、禁煙、暴力、セックスまたはアルコールに関連したコンテンツなどの制限も、好ましく
は指定できる。
【００９８】
　３．キャンペーン・ファイルを作成する。キャンペーン・ファイルは、特徴的には、使
用されるコンピレーション、キャンペーンに関連した数値、例として、キャンペーン中に
ダウンロード可能なコンテンツの最大値、当該キャンペーンの対象の地域または郵便番号
、消費者の年齢幅のターゲット、当該キャンペーンに関連付けられる曲またはその他のコ
ンテンツの数と価格、コンテンツ当り最大単価、消費者一人当りかかる最大費用といった
数値を定義する。
【００９９】
　４．配布チャネルを選択する。ブランド顧客はまた、例えば、ブランドのサイトを介し
たウェブ・チャネル、携帯電話またはその他の表示装置、ＴＩＶＯ（ティーボ）等の好ま
しい一つまたは複数の配布チャネルを選択できる。
【０１００】
　消費者インタフェース―その好適な形態が図７に例示される―は、それによって消費者
が本システムの登録ユーザになることができ、それによってコンテンツをダウンロードす
る資格を得る機構を提供する。 
　消費者プロファイルを作成することによって情報を提供する消費者に対応した、システ
ムへの消費者のメンバー登録は無料である。各消費者は、氏名、住所、連絡先の詳細など
の一般的な識別情報と、さらに、年齢、好き嫌い、音楽の好み、ブランドの好み等の傾向
または嗜好データの基本的な二つの種類の情報を含む消費者プロファイルをもつ。
【０１０１】
　嗜好データは、消費者によって直接的に、すなわち、消費者の好みについての直接的な
質問への応答として収集または提供されても、または消費者ごとの消費者嗜好プロファイ
ルを作成するために、例えば、調査、試験またはクイズを通じて収集または提供されても
よい。
【０１０２】
　上述したように、システムへの消費者のメンバー登録は、特徴的には、システム管理者
を通じるが、このプロセスは自動化されてもよく、提供された情報に基づいて消費者のメ
ンバー登録を承認するためのシステムを備えてもよい。
【０１０３】
　消費者は、消費者インタフェースを通じて自身の消費者プロファイルへアクセスするこ
とができる。消費者データベースへのアクセスは、消費者自身のプロファイルへの消費者
アクセス権を与えるログインまたはアクセス情報に従う。通常、消費者は一般的なインタ
フェースにアクセスし、消費者自身のログインまたは識別情報に基づいてアクセスが許可
され、システムの使用はこの情報に従って制限される。
【０１０４】
　消費者は、消費者データベースへ通常アップロードする自身の消費者データをいつでも
修正可能である。
【０１０５】
　消費者インタフェースはまた、好ましくは、それによって登録消費者がコンテンツを検
索できる機構を提供する。単純な検索または高度な検索を可能にする検索機能が備えられ
る。特徴的には、検索は、特定の登録消費者ユーザ・プロファイルに照らし合わせて実行
され、ユーザの検索パラメータと自身の消費者プロファイル・データの両方に適合する結
果だけを返す。



(17) JP 2012-503807 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

【０１０６】
　通常、検索結果は、検索に合った数個のマッチを返し、各マッチにブランドを関連付け
ることによってマッチを識別する短いリストとして返される。例えば、一個の特定のコン
テンツを検索したときに、その一個のコンテンツについて５個の結果を返すこともあり得
る。これらの結果の各々は異なるブランドに関連付けられていて、消費者は関連したブラ
ンド別のコンテンツを選ぶことができる。
【０１０７】
　本システムはまた、特定の登録ユーザのプロファイルに基づかない検索である一般検索
を可能にし得る。これは、特徴的には、いずれかのブランド固有のコンテンツの結果を返
す。
【０１０８】
　コンテンツ・マッチング・エンジンは、確認トリガを介してコンテンツが消費者の検索
の選好と適合し、かつ消費者がブランド顧客の選好パラメータ内に該当するならば、コン
テンツを消費者がダウンロードできるようにする取引モデルを提供する。コンテンツ・マ
ッチング・エンジンは、したがって、ダウンロード用にコンテンツをリリースする前に、
消費者プロファイルをチェックし、消費者プロファイルをブランド顧客によって入力され
たブランディング・パラメータと比較する。コンテンツ・マッチング・エンジンはまた、
ダウンロードされたコンテンツを追跡し、ダウンロードが許可された時点でコンテンツ所
有者への支払いを可能にする。
【０１０９】
　したがって、検索の形で消費者による要求があり、消費者のプロファイルがブランド顧
客のブランディング・パラメータに適合するならばコンテンツのダウンロードが許可され
、ダウンロードが完了した時点で（またはダウンロードが許可された時点で）、コンテン
ツ・マッチング・エンジンはまた、コンテンツ所有者への報酬の支払いを許可する。
【０１１０】
　例えば、ブランド顧客によって作成されたブランド・キャンペーンの実例は、次のよう
に提示できる。
【０１１１】
　ある郵便番号／地域において、定義された性別／年齢のグループの中で、ジャンル及び
ムードに基づいた簡易化したブランド特徴という形で５００人の人々を獲得するために５
００ドルをかけたキャンペーン。
【０１１２】
　図に例示した実施形態によれば、ダウンロード一回当り＄１．００をブランド顧客に課
金することによって生じる金額の配分は、したがって、次のようになる。
【０１１３】
　１．ネットワーク・プロバイダ１０にはダウンロード一回当り４セント、
　２．メディア・エージェンシー及びクリエイティブ・エージェンシーは、ダウンロード
一回当り８セントを受け取る、
　３．システム管理者及び技術パートナー１１にはダウンロード一回当り４セント、
　４．コンテンツ・プロバイダ１２にはダウンロード一回当り８０セント。
【０１１４】
　これは、コンテンツ・プロバイダは自分が所有するコンテンツの使用から収益を得て、
消費者は無料のコンテンツをなおも入手することを保証する。
【０１１５】
　本明細書及び特許請求の範囲において、「具備する」「有する」を含む「含んでなる」
という言葉及びその派生語は、言及された整数の各々を含むが、一つ以上のさらに追加さ
れる整数を含めることを除外しない。
【０１１６】
　本仕様書中において「一つの実施形態」または「ある実施形態」と言っていることは、
その実施形態に関連して述べた特定の特徴、構成または特性が、本発明の少なくとも一つ
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の実施形態に含まれることを意味する。したがって、「一つの実施形態における」または
「ある実施形態における」という表現が本仕様書中の様々な箇所で出現していても、この
表現が同一の実施形態を必ずしもすべてさすものではない。さらに、特定の特徴、構成ま
たは特性は、一つ以上の組合せで好適であればどのようにも組み合わせることができる。
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