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(57)【要約】
　潜在的な消費者からデータを収集することなく、１つ
のメディアコンテンツの商業的な効果を予測するコンピ
ュータ実装式の方法。方法は、このメディアコンテンツ
から情報の豊富なコンテンツベースのパラメータを抽出
することを含む。このパラメータは、パフォーマンスデ
ータ予測エンジンにおける入力として設計された、所定
の、例えば固定された次元数を有するベクトルであって
よい。異なるタイプ及び異なる持続時間のメディアコン
テンツから同じタイプのパラメータを抽出することを可
能にすることによって、提案される技術は、パフォーマ
ンスデータが既に集められたメディアコンテンツを使用
して、新たなメディアコンテンツに関するパフォーマン
スデータを予測することを可能にする。この予測は、メ
ディアコンテンツから抽出したコンテンツベースのパラ
メータの比較に基づいて行うことができる。あるいは、
マシンラーニング技術を利用して、既知のパフォーマン
スデータを利用してモデルを生成する場合もあり、これ
によりこのモデルが、新たなメディアコンテンツからの
コンテンツベースのパラメータを利用してパフォーマン
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを予測するコンピュータによって実
装される方法であって、
　メディアコンテンツを第１の分類子に入力することと、
　前記第１の分類子によって、コンテンツ識別子ストリームを生成することと、
　マッピングモジュールによって前記コンテンツ識別子ストリームを所定の次元数を有す
る特徴ベクトルにマッピングすることと、
　前記特徴ベクトルを予測エンジンに入力することと、
　前記予測エンジンによって、前記メディアコンテンツに関して予測されるパフォーマン
スデータを生成することとを含み、
　前記予測エンジンが、前記特徴ベクトルと、他のメディアコンテンツに関する既知のパ
フォーマンスデータとの関係を求めるように構成され、かつ
　前記予測されるパフォーマンスデータが、前記特徴ベクトルと、前記他のメディアコン
テンツに関する前記既知のパフォーマンスデータとの前記関係に基づいている、前記コン
ピュータによって実装される方法。
【請求項２】
　前記予測エンジンは、前記他のメディアコンテンツに関する前記既知のパフォーマンス
データを利用して教育されたモデルを有し、これは前記特徴ベクトルを入力として受信し
、前記予測されるパフォーマンスデータを出力として提供するように構成される、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モデルは、前記他のメディアコンテンツに関する複数の既知の特徴ベクトルに基づ
いており、前記複数の既知の特徴ベクトルの各々が、前記特徴ベクトルと同一の所定の次
元数を有する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記予測エンジンは、前記特徴ベクトルを他のメディアコンテンツに関する複数の既知
の特徴ベクトルと比較するように構成され、前記既知の特徴ベクトルは各々同一の所定の
次元数を有しており、前記予測されるパフォーマンスデータは、前記比較の結果に基づい
ている、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記予測されるパフォーマンスデータを出力することを含む、先行請求項のいずれかに
記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンツ識別子ストリームは、前記メディアコンテンツ内の主題の数値的な表現
を含んでおり、前記マッピングモジュールは、前記コンテンツ識別子ストリームの前記数
値的な表現を前記特徴ベクトルに対してマップする、先行請求項のいずれかに記載の方法
。
【請求項７】
　前記コンテンツ識別子ストリームを第２の分類子に入力することと、
　前記第２の分類子によって、前記コンテンツ識別子ストリームの数値的な表現を生成す
ることとを含み、
　前記マッピングモジュールが、前記コンテンツ識別子ストリームの前記数値的な表現を
前記特徴ベクトルに対してマップする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の分類子は、人間が読み取ることが可能なデータを機械可読フォーマットにエ
ンコードするように構成される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記機械可読フォーマットは、複数の数値的な成分を有するベクトルで構成される、請
求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　既知の特徴ベクトルのパターンライブラリから前記複数の既知の特徴ベクトルを選択す
ることを含む、請求項３または４に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メディアコンテンツに関連する外的基準を入力することを含み、前記複数の既知の
特徴ベクトルを選択するステップは、前記入力された外的基準に基づいている、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディアコンテンツは広告であり、前記外的基準は、前記広告の対象となる客層の
識別、及び前記広告に関するマーケットの識別のうちの任意の１つまたは複数を含む、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特徴ベクトルを複数の既知の特徴ベクトルと比較するステップは、前記特徴ベクト
ルと、前記複数の既知のベクトルとの相関関係を計算することを含む、請求項４に記載の
方法。
【請求項１４】
　距離行列を利用して、前記特徴ベクトルと前記複数の既知の特徴ベクトルとの相関係数
を計算する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記特徴ベクトルに最も密接に相関する前記複数の既知の特徴ベクトルのサブセットを
選択することを含み、前記予測されるパフォーマンスデータを生成するステップにおいて
使用される前記既知のパフォーマンスデータは、前記複数の既知の特徴ベクトルの前記サ
ブセットに対応付けられている、請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の既知の特徴ベクトルの前記サブセットが、１０個またはそれ以上の既知の特
徴ベクトルを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　マッピングのステップは、前記コンテンツ識別子ストリームを減少された次元数の特徴
スペースに投入することを含む、先行請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記投入することは、数値的な表現の教育セットにマシンラーニング技術を適用するこ
とによって取得された次元数減少モデルに基づいている、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　マッピングのステップは、前記特徴ベクトルに関して減少された次元数を選択すること
と、前記コンテンツ識別子ストリームを、前記選択された減少された次元数を有する減少
された次元数の特徴スペースに投入することとを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンテンツ識別子ストリームは、人間が読み取ることが可能なフォーマットまたは
機械可読フォーマットである、先行請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記コンテンツ識別子ストリームは、複数の単語を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記メディアコンテンツは複数の画像フレーム含んでおり、前記第１の分類子は、画像
フレーム毎に所定の数の単語を出力するように構成される、請求項２０または２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記既知のパフォーマンスデータは、前記予測されるパフォーマンスデータと同一のタ
イプである、先行請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　前記予測されるパフォーマンスデータは、感情の状態の情報、ソーシャルメディア反応
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データ、受賞する確率、アンケート用紙の回答データ及び売り上げ高情報のうちのいずれ
か１つである、先行請求項のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記予測されるパフォーマンスデータは、前記メディアコンテンツに反応する概念的な
ユーザの１つまたは複数の感情の反応を示す感情の状態のデータである、請求項２４に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記既知のパフォーマンスデータは、複数の異なる概念的なユーザタイプに関して集め
られた感情の反応データを含んでおり、各々の概念的なユーザタイプ、前記方法はさらに
、予測されるパフォーマンスデータが望まれるユーザタイプを前記予測エンジンに入力す
ることを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　記憶されたコンピュータプログラムコードを有するコンピュータ可読記憶媒体を備え、
コンピューティングデバイスによって実行される際、前記コンピューティングデバイスに
先行請求項のいずれかに記載されるメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを
予測する方法を実行させるコンピュータプログラム製品。
【請求項２８】
　メディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを予測するためのシステムであって
、
　メディアコンテンツプロバイダから分析するためにメディアコンテンツを受信するよう
に構成された予測サーバであって、
　　前記受信したメディアコンテンツからコンテンツ識別子ストリームを生成するための
第１の分類子と、
　　前記コンテンツ識別子ストリームを所定の次元数を有する特徴ベクトルにマッピング
するためのマッピングモジュールと、
　　前記特徴ベクトルを用いて予測されるパフォーマンスデータを生成するための予測エ
ンジンとを備える、前記予測サーバと、
　前記予測サーバに通信可能に結合され、複数の他のメディアコンテンツに関するパフォ
ーマンスデータエントリを格納するパターンライブラリとを備え、
　前記予測エンジンは、
　　前記特徴ベクトルと、他のメディアコンテンツに関する既知のパフォーマンスデータ
との関係を求め、かつ
　　前記特徴ベクトルと、前記他のメディアコンテンツに関する前記既知のパフォーマン
スデータとの前記関係に基づいて前記予測されるパフォーマンスデータを生成するように
構成される、前記システム。
【請求項２９】
　各々のパフォーマンスデータエントリは、特徴ベクトルと、前記他のメディアコンテン
ツに関するパフォーマンスデータとを含んでおり、各々の特徴ベクトルは所定の次元数を
有しており、前記予測エンジンは、
　前記特徴ベクトルを前記他のメディアコンテンツに関する特徴ベクトルと比較し、
　前記比較の結果と、前記他のメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータとに基
づいて前記予測されるパフォーマンスデータを生成するように構成される、請求項２８に
記載のシステム。
【請求項３０】
　前記予測サーバは、前記コンテンツ識別子ストリームの数値的な表現を生成するために
第２の分類子を含んでおり、前記マッピングモジュールは、前記コンテンツ識別子ストリ
ームの前記数値的な表現を前記特徴ベクトルに対してマップするように構成される、請求
項２８または２９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、エンドユーザに対するその影響を判定するためのメディアコンテンツの分析
及び処理作業に関する。例えば、本発明の実施形態は、例えばメディアコンテンツに曝さ
れる間、そのメディアコンテンツがユーザに対して与える効果を、例えば他のメディアコ
ンテンツと比較して評価するためのコンピュータユーザの行動に関する情報の予測に関す
る。本発明の実施形態は、例えば売り上げ高（例えばメディアコンテンツが広告である場
合）、ソーシャルメディア反応（例えば拡散する確率)または受賞する確率 (例えば広告
に関するカンヌライオンズ賞）などの他の関連するパフォーマンスデータの予測に関する
場合もある。パフォーマンスデータは、様々なタイプのユーザに関して異なる効果を反映
することができる。
【背景技術】
【０００２】
　商業的観点から、例えば広告（「ａｄ」）、ゲーム、音楽ビデオ、テレビショウなどの
オンラインで提供されるコンテンツのパフォーマンスを評価することができることは重要
なことである。この点において、例えば好適な格付けの値（例えば星の数）を選択するこ
とによってコンテンツを手入力で格付けすることによってフィードバックを提供するため
に、コンピュータユーザのためにシステムを提供することが一般的である。広告の効果を
追跡する方式の一部としてアンケート調査やインタビューを行うことも同様に一般的であ
る。
【０００３】
　より近年は、例えば顔の特徴の追跡などによるコンピュータユーザの感情を測るための
技術がビデオコンテンツのパフォーマンスを評価する方法に組み込まれている。例えばウ
ェブカメラなどの撮像装置を利用して、コンピュータユーザがビデオコンテンツを見てい
るときの彼らの顔の特徴を含む画像を取り込むことができる。取り込まれた画像を処理す
ることで、ビデオ内の特定の時点におけるコンピュータユーザの感情に関する情報をもた
らすことができ、このことはビデオのパフォーマンスに関する価値のあるフィードバック
を提供する。
【０００４】
　ビデオ及び取り込まれた画像は、インターネットを介して伝達することができるため、
複数の離れたコンピュータユーザから自動的にフィードバックを集めることができる。例
えばＵＳ２０１２/０２２２０５７は、ウェブ対応のインターフェースにビデオが嵌め込
まれ、嵌め込まれたビデオを見ているコンピュータユーザに関する精神状態のデータを収
集するように構成されたシステムを考察している。ウェブ対応のインターフェース自体は
、例えば適切なＵＲＬを複数の見込みのある閲覧者に送ることによって配信することがで
きる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　最も一般的な場合において、本発明は、１つのメディアコンテンツのパフォーマンスを
潜在的な消費者から全くデータを収集することなく予測することができる技術を提案して
いる。本質的に、この技術は、パフォーマンスデータを予測することができる任意の１つ
のメディアコンテンツから情報の豊富なコンテンツベースのパラメータを抽出する方法を
提供する。一実施形態において、このパラメータは、パフォーマンスデータ予測エンジン
における入力として設計された、所定の、例えば固定された次元数を有するベクトルであ
る。異なるタイプ及び異なる持続時間のメディアコンテンツから同じタイプのパラメータ
を抽出することを可能にすることによって、本明細書で提案される技術は、パフォーマン
スデータが既に集められたメディアコンテンツを使用して、これまでは不可能だった方法
で新たなメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを予測することを可能にする
。予測は、メディアコンテンツから抽出したコンテンツベースのパラメータの比較に基づ
いて行うことができる。あるいは、マシンラーニング技術を利用して、既に集められたパ



(6) JP 2018-534700 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

フォーマンスデータからモデルを生成し、これによりこのモデルが、新たなメディアコン
テンツからのコンテンツベースのパラメータを利用してそのメディアコンテンツに関する
パフォーマンスデータを予測することができる。
【０００６】
　本発明の一態様によって、メディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを予測す
るコンピュータによって実装される方法が提供されており、この方法は、メディアコンテ
ンツを第１の分類子に入力することと、第１の分類子によってコンテンツ識別子ストリー
ムを生成することと、マッピングモジュールによってコンテンツ識別子ストリームを所定
の次元数を有する特徴ベクトルにマッピングすることと、特徴ベクトルを予測エンジンに
入力することと、予測エンジンによってメディアコンテンツに関して予測されるパフォー
マンスデータを生成することとを含み、該予測エンジンは、特徴ベクトルと、他のメディ
アコンテンツに関する既知のパフォーマンスデータとの関係を判定するように構成されて
おり、また予測されるパフォーマンスデータは、特徴ベクトルと、他のメディアコンテン
ツに関する既知のパフォーマンスデータとの関係に基づいている。方法はこれにより、予
測されるパフォーマンスデータを生成するのに適した既知の減少された次元数を有する特
徴ベクトルを生成するために、コンテンツ識別子ストリームの任意の次元数を減少させる
ための技術を提供する。方法は、メディアコンテンツに関する特徴ベクトルの生成と、こ
れに続いて、その特徴ベクトルを利用することによって予測されるパフォーマンスデータ
を生成することの２つの段階を有する。
【０００７】
　特徴ベクトルの生成は、メディアコンテンツの次元数を減少させるが、その一方でなお
も有効な比較を可能にする情報コンテンツは維持するためのツールとして分類子を利用す
る。コンテンツ識別子ストリームはよって、メディアコンテンツの減少された次元数の表
現として解釈されてよい。実際には、メディアコンテンツは、コンテンツ識別子ストリー
ムを生成するために、例えば順番にまたは並列して複数の分類子に入力されてよい。当然
のことながら、異なる次元数を有する複数の特徴ベクトルが同一のメディアコンテンツに
関して生み出される場合もある。予測エンジンは、予測されるべきパフォーマンスデータ
のタイプによって異なる次元数の特徴ベクトルを必要とする場合もある。
【０００８】
　一例において、第１の分類子によって生成されたコンテンツ識別子ストリームは、メデ
ィアコンテンツ内の主題の数値的な表現を含んでおり、この場合マッピングモジュールが
、コンテンツ識別子ストリームの数値的な表現を特徴ベクトルに対してマップする。しか
しながら第１の分類子は、メディアコンテンツの主題のみを分析するのではない場合があ
り、但し即時出力を実現することが可能であるという点において有益である。他の例では
、第１の分類子は、メディアコンテンツから得た、またはそれ以外の方法でそれに関連付
けられた情報を分析することができる。例えば分類子は、そのメディアコンテンツに関し
て入手可能な行動データ（例えば感情の状態のデータ）を分析する場合がある。
【０００９】
　あるいは、方法は、第１の分類子からのコンテンツ識別子ストリームを第２の分類子に
入力することと、第２の分類子によって、コンテンツ識別子ストリームの数値的な表現を
生成することとを含む場合もある。この場合、マッピングモジュールが、コンテンツ識別
子ストリームの数値的な表現を特徴ベクトルに対してマップしてよい。本発明は、メディ
アコンテンツを特徴ベクトルにマッピングするのに適した表現に変換するために、上記に
記載したものと同様の任意の数の次元減少ステップを含んでよい。
【００１０】
　分類子は、入力情報を様々なフォーマットにエンコードするように構成されてよい。例
えば第１の分類子は、画像データを人間が読み取ることが可能なまたは機械可読のフォー
マットにエンコードしてよい。第２の分類子は、人間が読み取ることが可能なデータを機
械可読フォーマットにエンコードするように構成されてよい。機械可読フォーマットは、
複数の数値的な成分を有するベクトルで構成されてよい。
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【００１１】
　特徴ベクトルと、既知のパフォーマンスデータとの関係は任意の好適な形態を採ること
ができる。例えば予測エンジンは、他のメディアコンテンツに関する既知のパフォーマン
スデータを利用して教育されたモデルを有することができ、これは特徴ベクトルを入力と
して受信し、予測されるパフォーマンスデータを出力として提供するように構成される。
一実施形態において、このモデルは、他のメディアコンテンツに関する複数の既知の特徴
ベクトルに基づくことができ、（すなわちこれを利用して教育される）、複数の既知の特
徴ベクトルは各々が、特徴ベクトルと同一の所定の次元数を有する。よって特徴ベクトル
の次元数は、そのモデルに関する入力として適切であるように選択される。
【００１２】
　モデルは、パフォーマンスデータが既に知られている特徴ベクトルのライブラリを利用
して取得されてよい。
【００１３】
　代替としてまたは追加として、予測エンジンは、特徴ベクトルを他のメディアコンテン
ツに関する複数の既知の特徴ベクトルと比較するように構成されてよく、この既知の特徴
ベクトルは各々が同一の所定の次元数を有しており、予測されるパフォーマンスデータは
、この比較の結果に基づいている。よって、新たなメディアコンテンツに関するパフォー
マンスデータの予測は、特徴ベクトルと、既知の特徴ベクトルとの関係に応じて既知のパ
フォーマンスデータから得ることができる。例えば、特徴ベクトルを複数の既知の特徴ベ
クトルと比較するステップは、特徴ベクトルと、複数の既知のベクトルとの相関関係を計
算することを含んでよい。当分野で知られるように、距離行列を利用して、特徴ベクトル
と複数の既知の特徴ベクトルとの相関係数を計算することができる。
【００１４】
　方法は、既知の特徴ベクトルのパターンライブラリから複数の既知の特徴ベクトルを選
択することを含んでよい。一例において、複数の既知の特徴ベクトルは、このパターンラ
イブラリに格納された全ての既知の特徴ベクトルであってよい。しかしながら一実施形態
において、複数の既知の特徴ベクトルは、分析されるべきメディアコンテンツに対して調
整された完璧なパターンライブラリのサブセットである場合もある。例えば方法は、メデ
ィアコンテンツに関連する外的基準を入力することを含む場合があり、この場合、複数の
既知の特徴ベクトルを選択するステップは、この入力された外的基準に基づいている。外
的基準は、メディアコンテンツの任意の属性に関連してよい。一実施形態において、メデ
ィアコンテンツは、広告であってよく、外的基準は、この広告の対象となる客層の識別、
及びこの広告に関するマーケットの識別のうちの任意の１つまたは複数を含むことができ
る。
【００１５】
　パターンライブラリは、所与の１つのこれまで分析されたメディアコンテンツに関して
複数の特徴ベクトルを有する場合がある。例えばメディアコンテンツのパフォーマンスを
テストするのに利用されるユーザを複数のユーザグループに区分することができ、各々の
ユーザグループに対して、１つのメディアコンテンツに関して別々の特徴ベクトルを算出
することができる。換言すると、各々のメディアコンテンツに関して収集されたパフォー
マンスデータをさらに区分することで、多様な特徴ベクトルの計算を可能にすることがで
きる。区分され収集されたパフォーマンスデータに基づいた特徴ベクトルに加えて、その
１つのメディアコンテンツに関して全ての収集されたパフォーマンスデータに基づいたた
だ１つの特徴ベクトルを有することも可能である。このただ１つの特徴ベクトルはよって
、その１つのメディアコンテンツに関して取り込まれるパフォーマンスデータの十分なリ
ッチネスを表現することができる。
【００１６】
　予測されるパフォーマンスデータの生成に関して言えば、方法は、この特徴ベクトルに
最も密接に相関する複数の既知の特徴ベクトルのサブセットを選択することを含むことが
でき、この場合、予測されるパフォーマンスデータを生成するステップにおいて使用され
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る既知のパフォーマンスデータは、複数の既知の特徴ベクトルのサブセットに対応付けら
れている。換言すると、方法は、特徴ベクトルと、複数の既知の特徴ベクトルとの相関関
係に基づいて既知のパフォーマンスデータをフィルタリングすることができる。パターン
ライブラリは、数百または数千の既知の特徴ベクトルを含んでよい。複数の既知の特徴ベ
クトルのサブセットは、２０個未満の特徴ベクトル、例えば１０個の特徴ベクトルを含ん
でよい。
【００１７】
　本明細書で言及されるマッピングステップは、コンテンツ識別子ストリームを減少され
た次元数の特徴スペースに投入するステップとして概して表される場合がある。本明細書
で言及される特徴ベクトルは、そのような減少された次元数の特徴スペースにおけるベク
トルであり得る。
【００１８】
　特徴スペースは、所定の、例えば固定された次元数を有してよい。特徴スペースは、上
記で考察したタイプの数値的な表現の教育セットにマシンラーニング技術を適用すること
によって取得された次元数減少モデルに基づいて生成されてよい。例えば次元数減少モデ
ルは、数値的な表現の教育セットをクラスター化アルゴリズムに適用することによって取
得することができる。他の例では、次元数減少モデルは、手入力で決められたルールを含
む、またはそのようなルールで構成されてよい。数値的な表現の教育セットは、第１の分
類子と、第２の分類子によって他のメディアコンテンツから、すなわちパフォーマンスデ
ータが知られているメディアコンテンツから抽出された数値的な表現であってよい。マッ
ピングのステップは、上記で定義したようにコンテンツ識別子ストリームの数値的な表現
を特徴スペースにマッピングすることを含んでよい。特徴スペースは、大きな数の次元数
、例えば８０，０００までの次元数を有する可能性がある。
【００１９】
　上記で述べたように、異なる次元数を有する特徴ベクトルが、同一のメディアコンテン
ツから取得される場合がある。方法は、その特徴ベクトルに関して減少された次元数を選
択することと、コンテンツ識別子ストリームを、選択された減少された次元数を有する減
少された次元数の特徴スペースに投入することとを含んでよい。予測エンジンによって必
要とされる抽出のレベルに応じて複数のレベルの次元数が存在する可能性がある。一実施
形態において、マッピングステップは、８０，０００または１０，０００または５００ま
たは２０の次元数を有する特徴ベクトルを出力するように構成されてよい。
【００２０】
　一実施形態において、特徴ベクトルの生成は、２段階のプロセスであってよい。まず、
メディアコンテンツの分析（好ましくは自動化された分析）が行われる。次に、コンテン
ツの分析の結果が、特徴ベクトルにマップすることが可能な機械可読フォーマットに変換
される。他の実施形態において、コンテンツの分析が、特徴ベクトルにマップすることが
可能な機械可読出力を直接生み出す場合もある。上記で説明したように、分析ステップは
、複数の分類子を利用してよい。
【００２１】
　第１の段階は、複雑なコンテンツ分析が可能な任意の既知のアルゴリズム、例えばＣｌ
ａｒｉｆｙ，Ｉｎｃ．によって提供されるＣｌａｒｉｆｙ　ＡＰＩ、またはＡｌｃｈｅｍ
ｙＡＰＩ，Ｉｎｃ．からのＩｍａｇｅ　Ｔａｇｇｉｎｇ　ＡＰＩまたはＭｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ’ｓ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｏｘｆｏｒｄからの１つまたは複数
のＡＰＩなどを利用する場合がある。そのようなアルゴリズムまたはＡＰＩは典型的には
、例えば単語などの人間によって理解することが可能な要素だけでなく、例えば明るさの
レベル、シーンの変更、カラースキームなどの他の下位レベルの特徴を示す要素も含む場
合がある出力を生成する。コンテンツ識別子ストリームは、人間が読み取ることが可能な
フォーマットであってよい。例えばコンテンツ識別子ストリームは、複数の単語を含んで
よい。メディアコンテンツが複数の画像フレーム（例えばビデオなど）を含む場合、第１
の分類子を、画像フレーム毎に所定の数の単語を出力するように構成することができる。
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【００２２】
　コンテンツ識別子ストリームを、特徴ベクトルにマッピングするのに適したフォーマッ
トに変換する別のステップを必要とする実施形態では、第２の段階が、人間が読み取るこ
とが可能なデータを機械可読フォーマットにエンコードすることが可能な任意の既知のア
ルゴリズムを利用する場合がある。機械可読フォーマットは、複数の数値的な成分を有す
るベクトルで構成されてよい。このベクトルのサイズは、コンテンツ識別子ストリームの
サイズ及び／または性質に応じて変化し得る。この理由のために、第２の段階の出力は、
入力（すなわちコンテンツ識別子ストリーム）が同一のフォーマットを持たない限り、容
易に比較することができない。本発明は、このような出力を共通のフォーマットにマッピ
ングすることによってこの問題を克服する。
【００２３】
　上記で述べたように、上記で考察した第１の段階と、第２の段階が組み合わされる場合
もあり、すなわち第１の分類子と、第２の分類子が、試験状態にあるメディア内のコンテ
ンツの数値的な表現を出力するように構成された１つの分類子に統合される場合がある。
【００２４】
　既知のパフォーマンスデータは好ましくは、予測されるパフォーマンスデータと同一の
タイプである。予測されるパフォーマンスデータは、任意の好適な技術を用いて既知のパ
フォーマンスデータから判定することができる。
【００２５】
　上記で考察したように、既知のパフォーマンスデータを利用して、その入力として特徴
ベクトルを受信し、予測されるパフォーマンスデータをその出力として生成するモデルを
生成できる。このモデルは、任意の既知のマシンラーニング技術を用いて生成することが
できる。
【００２６】
　代替または追加として、既知のパフォーマンスデータは、従来の統計的な方法を利用し
て組み合わされて、予測されるパフォーマンスデータを生み出す場合もある。例えば、予
測されるパフォーマンスデータは、上記で考察した既知のパフォーマンスデータのサブセ
ットからの既知のパフォーマンスデータの平均値であってよい。この平均値は、特徴ベク
トルと、サブセット内の既知の特徴ベクトルとの相関係数に基づいて重み付けされてよい
。代替または追加として、予測されるパフォーマンスデータは、既知のパフォーマンスデ
ータから抽出されたある範囲の値を有する場合もあり、この範囲は、上限境界（最大値）
と下限境界（最小値）の一方またはその両方を有する。
【００２７】
　パフォーマンスデータは、１つのメディアコンテンツに対応付けられた任意の定量化で
きるパラメータであってよい。例えば予測されるパフォーマンスデータは、消費者に関す
る起こり得る行動データ（とりわけ消費者に関する感情の状態の情報）、ソーシャルメデ
ィア反応データ、受賞する確率、アンケート用紙の回答データ及び売り上げ効果の情報の
うちのいずれか１つである。一実施形態において、予測されるパフォーマンスデータは、
メディアコンテンツに反応する概念的なユーザの１つまたは複数の感情の反応を示す感情
の状態のデータであってよい。１つまたは複数の感情の反応は、役立つ可能性のある何ら
かの感情の状態のパラメータを含むことができる。例えば感情の状態のパラメータは、例
えば喜び、悲しみ、驚き、恐怖、嫌悪及び怒りなどの６つの普遍的な感情の各々に関する
測定基準を含んでよい。分析もまた、感情とは無関係である、またはこれ以外の組み合わ
せの顔のパーツの移動に基づく場合のある１つまたは複数の別の測定基準を生成すること
ができる。例えば別の測定基準は、没頭度、注意力、退屈、混乱、中立、誘発及び喚起を
含んでよい。行動データはまた、皮膚の色のわずかな変化によって視覚的に読み取ること
ができる心拍数などの測定法を含む場合もある。データが収集される感情は、怒り、嫌悪
、中立、悲しみ、恐怖、喜び、驚き及びそれに派生するものを含むことができる。他の行
動情報（例えば頭の向き、または上半身の姿勢などの物理的データ）が収集される場合も
ある。例えば、ユーザの接近または後退（すなわちディスプレイに対して前方にまたは後
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方に傾いている）が収集される場合もある。この情報を他の情報、例えば感情の状態の情
報と組み合わせることで、コンピュータユーザの反応、例えば没頭度などのさらなる指標
を得ることができる。上記で指摘したように、行動データは、コンピュータユーザがメデ
ィアコンテンツを見ているとき、彼らの顔の表情から検出される感情を含むことができる
。加えてまたは代替として、行動データは、これに限定するものではないがメディアコン
テンツと対話するユーザから収集することができる他の情報、例えばジェスチャー、血圧
（例えば皮膚の色またはモニタリング用の付属品に基づいた）、まばたきなどのいずれか
を含む場合もある。
【００２８】
　一実施形態において、予測されるパフォーマンスデータは、メディアコンテンツが対象
とされ得る特定の消費者または消費者のグループを反映するように調整される場合がある
。例えば既知のパフォーマンスデータは、複数の異なる概念的なユーザタイプに関して集
められた感情の反応データを含む場合があり、各々の概念的なユーザタイプは異なる感情
プロファイルを有する。方法は、予測されるパフォーマンスデータが望まれるユーザタイ
プを予測エンジンに入力することを含むことができる。
【００２９】
　方法は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータ可読命令（すなわちプロ
グラムコード）として具現化することができ、これが、コンピューティングデバイスによ
って実行される際、コンピューティングデバイスに上記に記載されるメディアコンテンツ
に関するパフォーマンスデータを予測する方法を実行させる。
【００３０】
　上記の方法は、ネットワークコンピュータシステム上に実装されてよい。例えば分類子
及び予測エンジンは、その素材のパフォーマンスに関する予測を取得することを希望する
リモートカスタマーデバイスから（例えばメディアコンテンツプロバイダから）リクエス
トを受信するようにサーバ内に構成されてよい。本発明の別の態様において、メディアコ
ンテンツに関するパフォーマンスデータを予測するためのシステムが提供されており、こ
のシステムは、メディアコンテンツプロバイダから分析するためにメディアコンテンツを
受信するように構成された予測サーバであって、受信したメディアコンテンツからコンテ
ンツ識別子ストリームを生成するための第１の分類子と、コンテンツ識別子ストリームを
所定の次元数を有する特徴ベクトルにマッピングするためのマッピングモジュールと、こ
の特徴ベクトルを用いて予測されるパフォーマンスデータを生成するための予測エンジン
とを備える予測サーバと、予測サーバに通信可能に結合され、複数の他のメディアコンテ
ンツに関するパフォーマンスデータエントリを格納するパターンライブラリとを備え、こ
の予測エンジンは、特徴ベクトルと、他のメディアコンテンツに関する既知のパフォーマ
ンスデータとの関係を求め、特徴ベクトルと、他のメディアコンテンツに関する既知のパ
フォーマンスデータとの関係に基づいて予測されるパフォーマンスデータを生成するよう
に構成される。
【００３１】
　各々のパフォーマンスデータエントリは、特徴ベクトルと、他のメディアコンテンツに
関するパフォーマンスデータとを含んでよく、各々の特徴ベクトルは所定の次元数を有し
ており、予測エンジンは、特徴ベクトルを他のメディアコンテンツに関する特徴ベクトル
と比較し、この比較の結果と、他のメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータと
に基づいて予測されるパフォーマンスデータを生成するように構成される。
【００３２】
　上記で考察したように、パターンライブラリ内の各々１つのメディアコンテンツに関し
て複数の特徴ベクトルが存在する場合がある。各々の特徴ベクトルは、異なる次元数を有
してよい、及び／またはその１つのメディアコンテンツに関して収集されたパフォーマン
スデータのサブセットに基づいている場合もある。
【００３３】
　システムは、分析するためにメディアコンテンツを入力するために予測サーバに通信可
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能に接続された１つまたは複数のリモートカスタマーデバイス（例えばメディアコンテン
ツプロバイダ）を含んでよい。ここでカスタマデバイスは、メディアコンテンツを予測サ
ーバに入力する、及び／またはそのメディアコンテンツに関する予測されるパフォーマン
スデータを受信するように構成された任意のコンピューティングデバイス、例えばネット
ワーク対応のコンピューティングデバイスを指す場合がある。
【００３４】
　システムはさらに、パターンライブラリ内に格納されるべきパフォーマンスデータを入
力するために１つまたは複数のパフォーマンスデータ収集デバイスを含んでよい。パフォ
ーマンスデータ収集デバイスは、収集されたパフォーマンスデータを予測サーバまたはパ
ターンライブラリに伝達するように構成された任意のコンピューティングデバイス、例え
ばネットワーク対応のコンピューティングデバイスであってよい。一実施形態において、
パフォーマンスデータ収集デバイスは、メディアコンテンツを再生し、そのメディアコン
テンツを消費するユーザに関する行動データを収集するように構成されたユーザデバイス
（例えば、ＰＣ、ラップトップ、スマートフォンなど）を含むことができる。
【００３５】
　本発明の機能は、１つのメディアコンテンツに関してパフォーマンスデータの即時予測
を提供することである。そのような定性比較の利用は、公式リリースより前に消費者から
のフィードバックを獲得する必要がもはやないため、コンテンツの作者、配給業者、ネッ
トワークオペレータ及び同様のエンティティが、メディアコンテンツの送信を制限するこ
とを可能にする。ネットワーク資源及び計算資源をそれ故保護することができる。さらに
、定性比較を実現するのに必要な時間は、リアルなユーザによるテストが必要とされる場
合とは対照的に一瞬である。したがって、他のコンテンツ評価手法で必要とされる人的資
源に対するコストも削減される。
【００３６】
　ここで、用語「行動データ」は、ユーザの活動または状態に関する任意のデータを指す
のに使用されている。それは、感情的な状態のデータを含む、すなわち任意の所与の時間
のユーザの感情を示す情報を含む場合もある。感情の状態のデータは、何らかの方法で、
例えばウェブカメラを介して取得された顔の画像または他の生理学的な指標から取得され
てよい。行動データはまた、ユーザのコンピュータとの対話に関するデータ、例えば音声
データ、クリックデータまたはディスプレイの一部におけるユーザの関与を示す他のデー
タなどを含む場合がある。行動データに加えて、本発明はまた、例えばユーザに関する他
の詳細、例えば性別、年齢、位置などを示す他のユーザデータの収集及び伝達を提供する
場合もある。
【００３７】
　本発明の実施形態を、添付の図面を参照して以下に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態である、メディアコンテンツに関するパフォーマンスデータ
を予測する方法におけるステップを描く概略的なフロー図である。
【図２】本発明において使用することができるパターンライブラリを概略的に表す図であ
る。
【図３】本発明の実施形態においてパフォーマンスデータを予測するのに使用することが
できるベクトル表現の比較におけるステップを描くフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態において使用されるパターンライブラリに関するエントリを生
成する方法におけるステップを描く概略的なフロー図である。
【図５】本発明の実施形態を実装することができるネットワークコンピュータシステムを
示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明は、１つのメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを、そのコンテン
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ツに対する何らかの外部からの測定された反応に基づくのではなく、そのコンテンツ自体
に基づいて予測することを可能にするための技術を提供する。これは、時間を消費し、か
つ場合によっては費用がかかるフィードバックを収集する段階を必要とせずに、それがメ
ディアコンテンツの即時評価を可能にすることができるために有利である。一般に、本発
明の技術は、メディアコンテンツを所定の次元数を有する特徴スペース内のベクトル表現
に変換する２段階のマッピングプロセスに基づいている。全てのタイプ（例えばビデオ、
音響など）の及び継続時間のメディアコンテンツを同一の特徴スペースにマッピングする
ことによって、例えば異なるメディアコンテンツに属するベクトル間の相関関係のレベル
を判定することによって、それらの間で意義深い比較を行うことができる。このプロセス
を支えているのはパターンライブラリであり、これはそれに関するパフォーマンスデータ
（例えば収集された行動データ、売り上げ高データ、ソーシャルメディア反応の統計、受
賞する確立、アンケート用紙の回答データなど）が利用可能であり（例えば既に収集され
ている）、かつ特徴スペースにおけるベクトル表現に対応付けられているメディアコンテ
ンツを利用して構築される。
【００４０】
　図１は、１つのメディアコンテンツに関するパフォーマンスデータを予測する方法１０
０におけるステップを描く概略的なフロー図である。方法１００は、１つのメディアコン
テンツ１０２を受信するステップによって始まる。メディアコンテンツは、ビデオ（例え
ば複数のまたは一連の画像フレーム）であってよい。ビデオは、付随する音声を含んでよ
い。メディアコンテンツは音声のみである場合もある。メディアコンテンツは、メディア
コンテンツを分析し、コンテンツ識別子ストリーム１０６を出力するように構成された第
１の分類子１０４に入力される。一実施形態において、コンテンツ識別子ストリームは、
メディアコンテンツ内で示されるもの、または聞かれるものに関する複数のキーワードま
たはキーフレーズを含む。例えばＣｌａｒｉｆｙ，Ｉｎｃ．によって提供される分類ＡＰ
Ｉを使用して、コンテンツ識別子のストリームを生成することができる。一実施形態では
、コンテンツ識別子は、１つのビデオの各々のフレームに関して、一揃いのキーワード、
例えば２０個のキーワードを含む。このキーワードは、例えば「犬」「追いかける」「猫
」などのビデオ内に示されるオブジェクトまたは行為に関連してよく、または例えば「列
車」「通過する」などの付随する音声で聞かれる音、またはビデオに関連する編集上のも
しくは映写情報、例えば「クローズアップ」「かすんだ背景」、シーンの変化の頻度、動
きの速度、明暗のシーン、色の変化の頻度、色のスペクトラム、特定のオブジェクトの外
見の変化の頻度及びその時間的な特色に関する情報、例えば速度、持続時間などに関連し
てよい。
【００４１】
　コンテンツ識別子ストリーム１０６は、人間が読み取り可能であってよい。使用される
分類子及びメディアコンテンツの持続時間に応じて、コンテンツ識別子ストリームは、様
々なメディアコンテンツに関して様々なサイズを有することになる。
【００４２】
　方法は、コンテンツ識別子ストリームを第２の分類子１０８に入力することによって継
続する。第２の分類子１０８は、コンテンツ識別子ストリームを機械が読み取ることが可
能な形式に変換する、すなわち数値的な表現１１０に変換するように構成される。数値的
な表現１１０は、例えばコンテンツ識別子ストリームを、オープンソースＷｏｒｄ２ｖｅ
ｃコードなどのコンピューティングベクトル表現に関する既知のニューラルネットアルゴ
リズムに適用することによって取得されるベクトルであってよい。
【００４３】
　そこから得られるコンテンツ識別子ストリーム１０６と同様に、数値的な表現１１０も
、コンテンツ識別子ストリームを生成するのに使用されるメディアコンテンツ１０２の持
続時間及び分類子１０４のタイプに応じて異なるサイズを有することになる。このような
理由のために、異なるメディアコンテンツからの数値的な表現を互いに比較することは難
しい。しかしながら本発明は、この数値的な表現を、固定された次元数の特徴スペースに
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おけるベクトル表現１１４にそれをマップするマッピングアルゴリズム１１２に入力する
ことによってこの問題を解決する。特徴スペースの次元は、クラスター化アルゴリズムを
利用して、例えば様々なメディアコンテンツからの複数の数値的な表現に関して決定され
てよい。
【００４４】
　ベクトル表現１１４は、全てのメディアコンテンツに関して同一の次元数を有し、それ
故その間の直接の比較を可能にする。方法は、ベクトル表現を予測分析モジュール１１６
に入力することによって継続する。予測分析モジュール１１６は、入力されたベクトル表
現を、パターンライブラリ１１８内の一揃いの格納されたベクトル表現（ここでは「特徴
ベクトル」とも呼ばれる）と比較することで、メディアコンテンツ１０２に関する予測さ
れるパフォーマンスデータ１２０を出力するように構成される。どのように比較を行うこ
とができるかの一例が、図３を参照して以下で考察される。
【００４５】
　予測されるパフォーマンスデータは、様々な形態の任意の１つを採る可能性がある。一
実施形態において、予測されるパフォーマンスデータは、例えば期待される収益に関する
格付けまたは期待される消費者のフィードバックを示す格付けなどの１つまたは複数の予
測される売り上げ高のパラメータを指す場合がある。別の実施形態において、予測される
パフォーマンスデータは、例えば期待される気に入りに関する格付け、もしくは共有に関
する格付け、または拡散する確率の格付けなどの１つまたは複数のソーシャルメディア反
応パラメータを指す場合がある。別の実施形態において、メディアコンテンツが広告であ
る場合、予測されるパフォーマンスデータは、例えば賞品の「金」「銀」または「銅」を
獲得する予測される確率などのコンペにおける賞に関する確率の格付けを指す場合もある
。
【００４６】
　別の実施形態では、予測されるパフォーマンスデータは、予測される行動反応、例えば
メディアコンテンツを消費するユーザの起こり得る感情の反応を含む場合もある。予測さ
れる行動反応は、例えば全てのユーザの中での平均値など包括的であってよい。あるいは
、それはユーザのタイプによって調整される場合もあり、すなわち予測される行動反応は
、ユーザプロファイルに従って変化する場合がある。このような例では、ユーザプロファ
イルデータベース１２２が１人または複数のユーザに関する行動プロファイルを格納して
よい。予測分析モジュール１１６に、予測が行われるべきユーザ（またはユーザプロファ
イルのタイプ）が知らされてよく、これに従って予測を調整することができる。
【００４７】
　図２は、パターンライブラリ１１８の中身を概略的に表す図である。パターンライブラ
リは、複数のエントリを含んでおり、各エントリは、それに関して特徴ベクトルが取得さ
れているメディアコンテンツと、それに関して任意のパフォーマンスデータが知られてい
るメディアコンテンツ両方のそれぞれ１つずつのためにある。各々のエントリは、それぞ
れの特徴ベクトル１２６に対応付けられて格納された独自のメディアＩＤ値１２４を有し
てよい。このような例では、各々の特徴ベクトル１２６は、カテゴリ「売り上げ高」１３
０、「感情」１３２及び「ソーシャルメディア」１３４のうちのいずれか１つにおけるパ
フォーマンスデータ１２８に対応付けられている。各々のエントリは、各カテゴリ内のパ
フォーマンスデータを有する必要はない。さらに、各カテゴリは、さらに分割される場合
もある。例えば、「感情」カテゴリ１３２は、複数の異なるユーザプロファイルのタイプ
に対して記録された感情の反応データを反映するために、各メディアコンテンツ（例えば
メディアＩＤＹＹＹに対して示されるような）に対して複数のエントリを有することがで
きる。
【００４８】
　より一般的には、上記に記載した技術を利用して、特定の（例えば標的とする）グルー
プの一般大衆に対するメディアコンテンツの影響を評価することができる。本発明は、一
般的な集団に関して予測されるパフォーマンスデータを取得するように限定されない。故
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に、予測される効果を、それが意図されたグループに対して調整することが望ましい。こ
れは、外的基準を入力することで、予測されるパフォーマンスデータの生成元である既知
のパフォーマンスデータを提供するのに使用されるパターンライブラリから複数の既知の
特徴ベクトルをフィルタリングすることによって行うことができる。図１において、予測
分析１１６は、分析が行われるべき既知の特徴ベクトル（及びそれ故既知のパフォーマン
スデータ）を選択するのに使用される外的基準１２１の追加の入力を含んでよい。
【００４９】
　外的基準は、任意の好適な形態を採ることができる。例えば、外的基準は、予測が計算
されるべき人口区分を記述する追加情報を含んでよい。例には、特定の人口統計グループ
、例えば女性に関するパフォーマンスの予測、または特定の地理的な地域、例えば米国も
しくはブラジルなどに関するパフォーマンスの予測が含まれてよい。別の例では、外的基
準は、予測されるパフォーマンスデータが望まれる特定の人口区分または固定されたセッ
トの人口区分（全人口、男性、女性、年齢のグループ、位置）を特定する場合がある。さ
らに別の例では、外的基準は、既知のパフォーマンスデータに関する特定の時間を特定す
る場合もあり、例えば外的基準は、予測に使用される既知の特徴ベクトルが、１ヶ月以下
のものであることを特定する場合、または予測に使用される既知の特徴ベクトルが１０年
経ったものであることを特定する場合もある。
【００５０】
　図３は、出力された予測されるパフォーマンスデータを算出する方法の一例を示すフロ
ーチャートである。方法は、予測分析モジュール１１６において、試験状態にある１つの
メディアに関するコンピュータベクトル表現（すなわち特徴ベクトル）を受信すること１
３６によって始まる。方法は、複数の特徴ベクトルの各々と、受信した特徴ベクトルとの
相関係数を計算することによって、受信した特徴ベクトルをパターンライブラリ１１８か
らの複数の特徴ベクトルと比較するステップ１３８によって継続する。この計算は、距離
行列法を利用して、複数の特徴ベクトルのうちのどれが受信した特徴ベクトルに最も近い
かを判定することによって行われてよい。
【００５１】
　方法は、計算した相関係数に基づいて最も近い近傍の特徴ベクトルのサブセットを決定
するステップ１４０によって継続する。最も近い近傍の特徴ベクトルのサブセットが特定
された後、そのパフォーマンスデータをパターンライブラリから読み取ることができる。
方法は、最も近い近傍の特徴ベクトルのサブセットに関して読み取ったパフォーマンスデ
ータに基づいた予測される効果を出力するステップによって継続する。例えば、予測され
る効果は、最も近い近傍の特徴ベクトルのサブセットからのパフォーマンスデータパラメ
ータの平均値を採ることによって取得されてよい。
【００５２】
　上記に記載した特徴ベクトルの一態様は、それらが、メディアコンテンツの時間的な特
色に関する情報をエンコードすることができることである。例えばコンテンツ識別子スト
リームは、いつオブジェクトを繰り返し見ることができるか、またはいつオブジェクトが
他のアイテムと合わせて示されるかを指示する。適切な場合に、パターンライブラリ内に
格納されたパフォーマンスデータが時間的な特色を示すことは有益であり得る。とりわけ
、感情のデータが記録される場合、そのデータをメディアの特定のセグメントに関連付け
るのが有益な場合がある。
【００５３】
　図４は、メディアコンテンツの時間的な特色に関係付けることができる行動データ（好
ましくは感情の状態）を記録する方法２００を示す概略図である。これは、本発明と共に
使用することができるパフォーマンスデータの１つのタイプの一例である。しかしながら
、本発明は、このタイプのパフォーマンスデータに限定されないことに留意されたい。分
析すべきメディアコンテンツが広告である一実施形態では、予測されるパフォーマンスデ
ータが売り上げ高に対する影響を示すことが望ましい場合があり、これは、それが恐らく
鍵となるパフォーマンスの指標であるためである。このような例では、他のタイプのパフ
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ォーマンスデータを予測することもできるが、それらは予測される売り上げ高を導き出す
プロセスにおける中間位置を表す場合がある。
【００５４】
　例えば、感情の状態のデータのみが入手可能であるビデオに関する売り上げを予測する
必要があるという設定では、本発明は、その感情の状態のデータから特徴ベクトルを算出
するように構成された分類子と、マッピングモジュールとを含むことができる。この特徴
ベクトルをその後使用して、パターンライブラリにおいて同様の特徴ベクトルを見つける
ことができ、そこから既知の売り上げ高データを使用してこのビデオに関する売り上げ高
データを予測することができる。
【００５５】
　別の例では、メディアコンテンツの分析は、特徴ベクトルを構築するのに使用される複
数のシーンのタグを生み出す場合がある。この特徴ベクトルは、それらに対応付けられた
既知の感情の反応を有する（但し売り上げ高データは全く持たない）既知の特徴ベクトル
と比較することで、このメディアコンテンツに関する中間の予測される感情の反応を取得
することができる。この中間の予測される感情の反応を利用して、上記に記載したプロセ
スと一致するように新たな特徴ベクトルを生成することができ、これを利用して、売り上
げ高データが知られている同様の特徴ベクトルを見つけることで、このメディアコンテン
ツに関する売り上げ高を予測することができる。
【００５６】
　方法２００は、ユーザ２０２が、ネットワーク対応のコンピューティングデバイス（図
示せず）に対応付けられたディスプレイ２０４上でメディアコンテンツを見ることによっ
て始まる。ディスプレイ２０４は、任意のネットワーク対応のディスプレイデバイスに対
応付けられてよい。例えば、ディスプレイ２０４は、ネットワーク対応のテレビジョン、
セットトップボックス、ゲーミングコンソール、ＰＣ、ラップトップコンピュータ、タブ
レットコンピュータまたはスマートフォンによって提供される、またはそれらに接続され
てよい。コンピューティングデバイスはよって、例えばインターネット等のネットワーク
を介してデータを送受信することが可能である。メディアは、例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅ　Ｐｌａｙｅｒ、Ａｕｄａｃ
ｉｏｕｓ、Ａｍａｒｏｋ、Ｂａｎｓｈｅｅ、ＭＰｌａｙｅｒ、Ｒｈｙｔｈｍｂｏｘ、ＳＭ
Ｐｌａｙｅｒ、Ｔｏｔｅｍ、ＶＬＣ及びｘｉｎｅなどのウェブブラウザもしくはビデオプ
レイヤ２０８を介して、または例えばＪＷ　Ｐｌａｙｅｒ、Ｆｌｏｗｐｌａｙｅｒ及びＢ
ｒｉｇｈｔｃｏｖｅなどのオンラインビデオプレイヤを介して表示されてよい。
【００５７】
　コンピューティングデバイスまたはディスプレイ２０４は、例えばマイクロフォン、ウ
ェブカメラ２０６などの行動データを記録するための内蔵手段に接続される、またはその
内蔵手段を有する。
【００５８】
　コンピューティングデバイスは、例えばそこにあるメモリに記憶された、またはネット
ワークを介してダウンロード可能なもしくはアクセス可能な、それに対応付けられた行動
データ収集アプリケーションを有する。実際には、ユーザ２０２は、例えばメデイアプレ
イヤ２０８上でメディアコンテンツを見ている間、行動データ収集エクササイズに参加す
るための招待をコンピューティングデバイス上で受け取ることができる。実行すると、行
動データ収集アプリケーションは、ネットワーク２１２を介してリモート分析サーバ２１
４と通信して、行動データ２１０を収集し、これを配信することができる。
【００５９】
　行動データ収集アプリケーションは、ユーザの感情の状態を示す情報を収集するための
感情追跡アプリケーションであってよい。データ収集アプリケーションは、他のタイプの
行動データを収集するように構成される場合もある。収集された行動データは、ユーザが
ビデオプレイヤ２０８上で再生されるメディアと対話する間、ユーザの感情を追跡するこ
とを可能にすることができる。
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【００６０】
　行動データ収集アプリケーションは、分析サーバ２１４と、行動データを記録する手段
（例えばウェブカメラ２０６）の間の通信を設定する初期化プロセスを実行するまたは制
御することで、収集されたデータ２１０（例えばウェブカメラ画像、行動データ、メディ
アの属性など）をそれらの間で伝送することを可能にする。例えば、初期化プロセスは、
ネットワーク２１２にわたる通信を設定する（例えばそれに関する権限を取得する）こと
を含むことができる。収集されたデータ２１０はこれにより、ネットワークを介して分析
サーバ２１４に送信されてよく、そこでユーザの感情に関する情報を抽出し、さらなる処
理のために使用することができる。
【００６１】
　一実施形態では、収集された行動データ２１０は、複数の画像フレームと、音声トラッ
クで構成されたウェブカメラ記録を含む場合がある。収集されたデータはまた、メディア
識別子を含むため、どのメディアコンテンツが収集されたデータに対応付けられるかが分
かる。メディアコンテンツと、ウェブカメラ記録は、既知の技術を利用して同期させるこ
とができる。これによりウェブカメラ記録の各画像フレームをメディアコンテンツの対応
する部分と対応付けることが可能になる。
【００６２】
　分析サーバ２１４は、フレーム毎に画像フレームから感情の状態の情報を抽出するよう
に構成される。これは任意の既知の方法で行われてよい。例えば、分析は、画像フレーム
における顔の有無を検出する、鍵となる顔の特徴（例えば目の端、口の位置など）を特定
する、及びメディアコンテンツの持続時間を通して鍵となる顔のパーツの相対的な位置を
モニターすることを含んでよい。
【００６３】
　方法は、分析サーバ２１４から感情の可能性のベクトルストリーム２１６を出力するス
テップによって継続する。感情の可能性のベクトルストリーム２１６は、ウェブカメラ記
録における複数の（またはその全ての）画像フレームに相当する一揃いのベクトルである
。各々のベクトルは、複数の成分で構成されており、その各々が、そのそれぞれの画像フ
レームが所与の感情を表す顔を含む可能性を表している。この可能性は、従来式の方法で
分析サーバ２１４によって計算される。
【００６４】
　一部の例では、感情の可能性のベクトルストリーム２１６を直接使用して、例えばメデ
ィアコンテンツの持続時間の中で感情がどのように変化するかを示すためのディスプレイ
を生成する場合がある。しかしながらこのような例では、感情の可能性のベクトルストリ
ームは、感情の状態のデータによってより深いパターンを定めるように構成されたパター
ン分析モジュール２１８に入力される。詳細には、パターン分析モジュールは、感情の可
能性のベクトルストリームの時間的な特色に注目することができる。時間的な特色は、事
前に決定されてよい。例えば、「驚く直前の喜び」、「メディアコンテンツの最初の３秒
間における笑顔」または「商標を見た後の驚き」などが生じることは、異なる感情同士の
、または検出された感情と、メディアコンテンツの段階との時間的関係に応じた感情の状
態のデータの特色を表している。別の例では、メディアコンテンツは、セグメント（例え
ば持続時間のうちの１／４、または「最初の１０秒」もしくは「最後の５秒」など）に分
割されてよい。事前決定された感情同士の時間的な関係は、各々のセグメントに関して判
定されてよい。
【００６５】
　事前決定された時間的特色は、１つのメディアコンテンツに関する望ましい特徴または
望ましくない特色に対応するように選択されてよい。一部の実施形態では、時間的な特色
は、マシンラーニング技術によって判定されてよい。
【００６６】
　方法は、パターンライブラリにおけるメディアコンテンツに対応付けて格納することが
できる感情のパフォーマンスデータ２２０をパターン分析モジュール２１８から出力する
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ステップによって継続する。メディアコンテンツは、図１に関して上記で考察したプロセ
スに従って評価され得るため、パターンライブラリもまた、このメディアコンテンツに関
する特徴ベクトルを含んでいる。
【００６７】
　感情のパフォーマンスデータ２２０は、ユーザの感情プロファイルなどのユーザに関す
る追加情報を含んでよい。これは、パターンライブラリ１１８内に保持される感情のパフ
ォーマンスデータに対してより細分性を与えることができる。
【００６８】
　上記で考察したように、パターンライブラリは、１つのメディアコンテンツに対応付け
られた他の外部のパフォーマンスデータ２２２を含む場合もある。外部のパフォーマンス
データ２２２は、上記に記載したように、売り上げ高、ソーシャルメディア反応、コンペ
の成功などに関する情報であってよい。
【００６９】
　図４に関する考察は、単一の１つのメディアコンテンツを一度見ることに関連するが、
パターンライブラリにおける感情のパフォーマンスデータは、より多数のメディアコンテ
ンツに基づくように意図されており、その各々が、多数のユーザから記録された感情のパ
フォーマンスデータを有することを理解されたい。パターンライブラリ１１８における各
々１つのメディアコンテンツに関する感情のパフォーマンスデータ２２０は故に、多数の
ユーザに関して集計したパフォーマンスデータに相当すると理解することができる。
【００７０】
　図５は、本発明を実装するのに使用することができるシステム３００の概略図である。
このシステムの中核は予測サーバ３１８である。予測サーバ３１８は、メディアコンテン
ツプロバイダ３２４（例えば広告主、フィルムメーカーなど）からリクエストを受信して
、新たなメディアコンテンツ３２６に関するパフォーマンスデータの予測３２８を提供す
ることができる。このリクエストは、ネットワーク３１２（またはインターネット）を介
して、または任意の他の好適な方法で配信されてよい。例えばリクエストは、配信ウェブ
サイトまたは配信ポータル３２１を介してよく、そこでは顧客が１つのメディアコンテン
ツをアップロードして即時予測の結果を取得することができる。
【００７１】
　このような例では、予測サーバ３１８は、（例えば図１を参照して上記に記載したプロ
セスを実行するように構成された）反応予測エンジン３２２と、（上記で考察したパター
ンライブラリと同じ機能を果たす）パターンライブラリ３２０とを含む。しかしながらい
くつかの実施形態では、パターンライブラリは、予測サーバ３１８から離れて位置する場
合もある。
【００７２】
　システムはまた、パフォーマンスデータ抽出及び収集サーバ３１４を含む。このような
例では、これは、予測サーバ３１８とは異なるデバイスとして示されるが、これは必須で
はない（すなわちそれらは組み合わされる場合もある）。パフォーマンスデータ抽出及び
収集サーバ３１４は、例えばウェブポータルなどのユーザインターフェース（図示せず）
を有してよく、これによりメディアコンテンツに関して外部のパフォーマンスデータ（例
えば売り上げ高またはソーシャルメディア反応データ）の手入力が可能になる。パフォー
マンスデータ抽出及び収集サーバ３１４はまた、クライアント（ユーザ）デバイス３０２
からネットワーク３１２を介して行動データ（例えば複数の画像フレーム３１６を有する
生ウェブカメラ記録）を受信するように構成される。クライアントデバイスは、行動デー
タ収集アプリケーション３０４を稼働するための任意の好適なネットワーク対応デバイス
であってよい。クライアントデバイス３０２及びパフォーマンスデータ抽出及び収集サー
バ３１４は、パターンライブラリ３２０にデータを読み込むために、組み合わさって、図
４に関して上記で考察したプロセスを行う。図４と共通の特徴は、同一の参照番号を与え
られており、ここではさらに説明しない。
【００７３】



(18) JP 2018-534700 A 2018.11.22

　図５は、１つのメディアコンテンツプロバイダ３２４と、１つのクライアントデバイス
３０２のみを示しているが、パフォーマンスデータ抽出及び収集サーバ３１４及び予測サ
ーバ３１８は、複数のクライアントデバイス及びメディアコンテンツプロバイダのそれぞ
れと動作するようにされることを理解されたい。

【図１】 【図２】

【図３】
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【要約の続き】
スデータを予測することができる。
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