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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  オーディオ出力装置が接続される接続部、
  上記オーディオ出力装置が上記接続部に接続されることによって発生する接続信号を感
知する接続信号受信部、及び
  上記接続信号受信部によって上記接続信号が感知されれば、広告を出力する広告出力部
を含み、
上記接続信号受信部によって感知された上記接続信号を受信して、露出する広告の広告露
出条件による結果値を転送する広告制御部、
  上記広告制御部から上記結果値を受信して上記広告出力部に上記結果値による広告出力
命令を転送する広告露出制御部、及び
  複数の広告物を保存する広告物保存部
  をさらに含み、
  上記広告出力部は、
  上記広告露出制御部から上記広告出力命令を受信して、上記広告物保存部に保存されて
いる上記露出する広告に該当する広告物を上記広告露出条件に応じて出力し、
　上記広告制御部は、
  上記接続信号が感知された時点から上記広告の露出が始まる時点までの時間を変更でき
るように、上記広告の露出を制御し、上記広告が出力された後に上記オーディオ出力装置
の接続が切断され、一定時間が経過した後に再連結されて上記接続信号が感知された場合
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、上記広告の出力が終了した時点から上記広告の再出力が始まる時点までの時間と定義さ
れる広告連続出力時間を変更できるように、上記広告の露出を制御することを特徴とする
デジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項２】
  上記広告制御部は、
  上記接続信号を感知した時、上記広告が連続で露出される件数を示す広告連続露出件数
を変更できるように、上記広告の露出を制御することを特徴とする請求項１に記載のデジ
タルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項３】
  上記広告制御部は、
  上記接続信号を感知した時、上記オーディオ出力装置の接続回数または予め設定された
広告露出回数を基準にして上記広告の最大出力回数を制限するが、上記最大出力回数を変
更できるように上記広告の露出を制御することを特徴とする請求項１に記載のデジタルデ
バイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項４】
  上記広告制御部は、
  上記接続信号を感知した時、上記デジタルデバイスでオーディオまたはビデオに関する
特定プログラムが既に実行されている場合、上記広告が露出されないように上記広告の露
出を制御することを特徴とする請求項１に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力装
置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項５】
  上記広告物保存部が上記デジタルデバイスに含まれている場合、
  上記広告物保存部は、
  上記デジタルデバイスの遊休時間に広告サーバーとの無線通信を通じて上記広告サーバ
ーから広告物をダウンロードして保存し、
  上記広告物保存部と上記広告制御部が上記広告サーバーに含まれている場合、
  上記広告出力部は、
  上記広告制御部を通じた上記広告サーバーと上記広告露出制御部との連動を通じて、上
記広告サーバーの広告物保存部に保存されている広告物を直接呼出し、リアルタイムでダ
ウンロードして広告を出力することを特徴とする請求項１に記載のデジタルデバイスでの
オーディオ出力装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項６】
  上記広告出力部は、
  上記広告サーバーから上記広告物をダウンロードする時、ユーザーの登録キャリア、利
用端末、インストールされたアプリのリスト、生年月日、性別の中から少なくとも一つを
含む個人情報に基づいて、上記広告物のターゲティング情報を変更することを特徴とする
請求項５に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告シ
ステム。
【請求項７】
  上記広告出力部により出力された広告に関するレポート情報を生成する広告レポート部
、及び
  上記広告レポート部によって生成された上記レポート情報を保存する広告レポート保存
部
  をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力
装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項８】
  上記広告レポート部によって生成されたレポート情報に基づいて上記広告のプレイ時間
に応じて課金するが、上記広告の全体プレイ時間が予め設定された基準時間未満であれば
、上記広告の全体がプレイされた場合にのみ課金し、上記広告の全体プレイ時間が上記基
準時間以上であれば、上記広告が予め設定された基準時間以上プレイされた場合にのみ課
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金する課金処理部
  をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力
装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項９】
  上記広告レポート部によって生成されたレポート情報に基づいて、上記広告に関する広
告ページ内の広告物リンク領域が選択されて、当該リンク広告が実行された時点に課金す
る課金処理部
  をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力
装置の接続信号を利用した広告システム。
【請求項１０】
  上記接続信号は、
  上記オーディオ出力装置が上記デジタルデバイスに搭載されている上記接続部に物理的
または論理的連結を完了した状態で、上記デジタルデバイスに組み込まれているオーディ
オ装置認識モジュールに接続されてオーディオコンテンツを出力できるようにスタンバイ
（ｓｔａｎｄｂｙ）されている状態を表す電子的連結によって発生することを特徴とする
請求項１に記載のデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートフォン、コンピュータ、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレーヤーなどの
デジタルデバイスにイヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどのオーディオ出力装置を利用
するために接続する時の電子信号（接続信号）を利用して、オーディオ、動画、画像、テ
キスト、メッセージなどの広告をデジタルデバイスに露出する広告システム及びその方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、デジタルデバイスの利用が普遍化されており、移動中、余暇中、勤務中にオーデ
ィオ出力装置を利用した電話、オーディオ、ビデオのコンテンツを利用する場合が多い。
特に、通勤移動中にスマートフォンにイヤホンを接続して電話をするか、音楽を聴くか、
テレビを見ることは非常に頻繁に行われている。ユーザーは、コンテンツを利用するため
にデジタルデバイスにオーディオ出力装置を接続することになるが、接続前、または接続
後に希望するデジタルデバイスに保存されているコンテンツを実行する時までの経路を尋
ねていくための時間や作動前の遊休時間が存在する。その時間を利用してオーディオ広告
をすることができ、デジタルデバイスのディスプレイのタイプにしたがって動画、画像、
テキスト、ＵＲＬ広告も可能である。
【０００３】
　例えば、地下鉄で通勤するユーザーがスマートフォンで音楽を聴くためには、スマート
フォンにイヤホンを差し込んで耳につけた後、スマートフォンの画面を利用して音楽関連
アプリケーションを検索して実行した後、音楽ファイルを選択して音楽を聴くこととなる
。この場合、ユーザーは、スマートフォンにイヤホンを差し込んで音楽ファイルを検索し
て最初に実行する時まで、数十秒から数分の時間がかかる。このような遊休時間を活用し
てオーディオ広告を自動的に露出することができる。勿論、オーディオだけでなく、ビデ
オ、画像、テキスト、ＵＲＬ、メッセージなど、様々なタイプのデジタル広告を露出する
ことができる。
【０００４】
　デジタルデバイスの発達により、斬新かつ多様な形態の広告が登場している。特に、ス
マートフォンでは、電話の受発信中の待ち受け画面広告、待ち受け画面広告、モバイルア
プリバナー広告、ＳＭＳ広告、リワード広告、イベント参加型広告、アンケート調査型広
告など、スマートフォンに特化した広告方法が存在している。
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【０００５】
　一般的に、コンピュータのインターネットや、スマートフォンのウェブブラウザとアプ
リケーションで使われるバナー及びポップアップ広告の問題は、ユーザーが利用するコン
テンツの一部に広告バナーやポップアップバナーを露出させるため、拒否感を引き起こす
ということだ。ユーザーは既に希望するコンテンツを実行していた途中に広告に露出され
るため、拒否感を感じる。
【０００６】
　また、一般的にインターネットを通じて動画コンテンツを利用する際には、動画コンテ
ンツを実行するために実行命令を下したが、当該コンテンツが実行される前に強制的に広
告動画を見るようにする。これも既にユーザーが当該コンテンツを利用しようと決定した
状態で広告に露出されるため、集中力を低下させ、拒否感を引き起こす。一例として、ユ
ーチューブで歌手「ＰＳＹ」の「江南スタイル」というミュージックビデオを再生しよう
とすれば、先に広告動画を強制的に見ることとなる。この時、広告に対する拒否感を感じ
るようになる。
【０００７】
　したがって、デジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用して、ユーザ
ーに拒否感を引き起こさずに、自動的に広告を露出するシステム及びその方法が必要であ
る。よって、本発明の一実施例は、個人別に一日に数回以上オーディオ出力装置を利用す
ることにあたって、デジタルデバイスにオーディオ出力装置が接続されてスタンバイされ
る遊休時間を利用して、集中度の高いデジタル広告を露出するためのシステム及びその方
法を提供する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の一実施例は、スマートフォン、コンピュータ、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレー
ヤーなどのデジタルデバイスにイヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどのオーディオ出力
装置を利用するために接続する時の電子的信号（接続信号）を利用して、ユーザーが希望
するコンテンツを実行する時までの遊休時間を活用して、オーディオ、動画、画像、テキ
スト、ＵＲＬ、メッセージなどの広告をデジタルデバイスに露出することのできる広告シ
ステム及びその方法を提供する。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は上記課題に限定されず、その他の課題は以下の記載に
より当業者が明確に理解することができるはずだ。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用し
た広告システムは、オーディオ出力装置が接続される接続部、上記オーディオ出力装置が
上記接続部に接続されることによって発生する接続信号を感知する接続信号受信部、及び
上記接続信号受信部によって上記接続信号が感知されれば、広告を出力する広告出力部を
含む。
【００１１】
　本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用し
た広告システムは、上記接続信号受信部によって感知された上記接続信号を受信して、露
出する広告の広告露出条件による結果値を転送する広告制御部、上記広告制御部から上記
結果値を受信して上記広告出力部に上記結果値による広告出力命令を転送する広告露出制
御部、及び複数の広告物を保存する広告物保存部をさらに含み、上記広告出力部は、上記
広告露出制御部から上記広告出力命令を受信して、上記広告物保存部に保存されている上
記露出する広告に該当する広告物を上記広告露出条件に応じて出力することができる。
【００１２】
　上記広告制御部は、上記接続信号が感知された時点から上記広告の露出が始まる時点ま
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での時間が変更できるように、上記広告の露出を制御することができる。
【００１３】
　上記広告制御部は、上記接続信号を感知した時、上記広告が連続で露出される件数を示
す広告連続露出件数を変更できるように、上記広告の露出を制御することができる。
【００１４】
　上記広告制御部は、上記広告が出力された後に上記オーディオ出力装置の接続が切断さ
れ、一定時間が経過した後に再接続されて上記接続信号が感知された場合、上記広告の出
力が終了した時点から上記広告の再出力が始まる時点までの時間と定義される広告連続出
力時間を変更できるように、上記広告の露出を制御することができる。
【００１５】
　上記広告制御部は、上記接続信号を感知した時、上記オーディオ出力装置の接続回数ま
たは予め設定された広告露出回数を基準にして上記広告の最大出力回数を制限するが、上
記最大出力回数を変更できるように上記広告の露出を制御することができる。
【００１６】
　上記広告制御部は、上記接続信号を感知した時、上記デジタルデバイスでオーディオま
たはビデオに関する特定プログラムが既に実行されている場合、上記広告が露出されない
ように上記広告の露出を制御することができる。
【００１７】
　上記広告物保存部が上記デジタルデバイスに含まれている場合、上記広告物保存部は、
上記デジタルデバイスの遊休時間に広告サーバーとの無線通信を通じて上記広告サーバー
から広告物をダウンロードして保存し、上記広告物保存部と上記広告制御部が上記広告サ
ーバーに含まれている場合、上記広告出力部は、上記広告制御部を通じた上記広告サーバ
ーと上記広告露出制御部との連動を通じて、上記広告サーバーの広告物保存部に保存され
ている広告物を直接読み取り、リアルタイムでダウンロードして広告を出力することがで
きる。
【００１８】
　上記広告出力部は、上記広告サーバーから上記広告物をダウンロードする時、ユーザー
の登録キャリア、利用端末、インストールされたアプリのリスト、生年月日、性別の中か
ら少なくとも一つを含む個人情報に基づいて、上記広告物のターゲティング情報を変更す
ることができる。
【００１９】
　本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用し
た広告システムは、上記広告出力部により出力された広告に関するレポート情報を生成す
る広告レポート部、及び上記広告レポート部によって生成された上記レポート情報を保存
する広告レポート保存部をさらに含むことができる。
【００２０】
　本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用し
た広告システムは、上記広告レポート部によって生成されたレポート情報に基づいて上記
広告のプレイ時間に応じて課金するが、上記広告の全体プレイ時間が予め設定された基準
時間未満であれば、上記広告の全体がプレイされた場合にのみ課金し、上記広告の全体プ
レイ時間が上記基準時間以上であれば、上記広告が予め設定された時間以上プレイされた
場合にのみ課金する課金処理部をさらに含むことができる。
【００２１】
　本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用し
た広告システムは、上記広告レポート部によって生成されたレポート情報に基づいて、上
記広告に関する広告ページ内の広告物リンク領域が選択されて、当該リンク広告が実行さ
れた時点に課金する課金処理部をされに含むことができる。
【００２２】
　上記接続信号は、上記オーディオ出力装置が上記デジタルデバイスに搭載されている上
記接続部に物理的または論理的接続を完了した状態で、上記デジタルデバイスに組み込ま
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れているオーディオ装置認識モジュールと接続されてオーディオコンテンツを出力するこ
とができるようにスタンバイ（ｓｔａｎｄｂｙ）されている状態を表す電子的接続によっ
て発生することができる。
【００２３】
　その他の実施例の具体的な事項は、詳細な説明及び添付図面に含まれている。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の一実施例によれば、スマートフォン、コンピュータ、タブレットＰＣ、ＭＰ３
プレーヤーなどのデジタルデバイスにイヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどのオーディ
オ出力装置を利用するために接続する電子的信号（接続信号）を利用して、ユーザーが希
望するコンテンツを実行する時までの遊休時間を活用して、オーディオ、動画、画像、テ
キスト、ＵＲＬ、メッセージなどの広告をデジタルデバイスに露出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を
利用した広告システムのネットワーク構成を図示した図面である。
【図２】本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を
利用した広告システムの詳細な構成を図示したブロック図である。
【図３】本発明の他の実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号
を利用した広告システムの詳細な構成を図示したブロック図である。
【図４】発明の他の実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を
利用した広告方法を説明するために図示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の利点及び／または特徴、そしてそれを達成する方法は、添付されている図面と
詳細に後述される実施例を参照すれば明確になるはずだ。しかし本発明は、以下に開示さ
れる実施例に限られず、互いに異なる多様な形で具現されるもので、本実施例は単に本発
明の開示を完全にして、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者に発明の
範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は請求項の範疇によって定義
されるだけである。明細書全体にわたって同じ参照符号は同じ構成要素を指す。
【００２７】
　本発明の一実施例では、個人別に一日に数回以上オーディオ出力装置を利用するにあた
って、デジタルデバイスにオーディオ出力装置が接続されてスタンバイされる遊休時間を
利用して、集中度の高いデジタル広告を露出するためのシステム及びその方法を提供する
。
【００２８】
　上記オーディオ出力装置の接続信号を活用した広告は、ユーザーが当該コンテンツを利
用しようと決定した状態で広告に露出されることによって発生する拒否感を誘発しない。
上記デジタルデバイスに上記オーディオ出力装置を接続するか駆動する信号が確認されれ
ば、決められた時間内にオーディオ、動画、テキスト広告が自動的に実行される。通常、
上記オーディオ出力装置を利用しようとする時、上記オーディオ出力装置を上記デジタル
デバイスに接続して希望するコンテンツを実行するためには、数十秒から数分の準備時間
及び遊休時間が発生する。
【００２９】
　この遊休時間は、ユーザーがコンテンツの実行を決定する過程で発生する。つまり、従
来のモバイル、インターネット広告は、ユーザーがコンテンツの実行を決定して実際に実
行した後に広告が出てくるので拒否感を感じることになるが、本発明はどのコンテンツを
実行するかを決定する前に広告が露出されるため、広告に対する拒否感を最小化すること
ができる。
【００３０】
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　よって、広告に対する集中度が高く、当該広告を確認した直後に当該広告の詳細を確認
するための後続行為を引き起こすことができる。これが可能なのは、ユーザーがまだどの
コンテンツを利用するかを完全に決めていない状態だからである。
【００３１】
　以下では、添付された図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号
を利用した広告システムのネットワーク構成を図示した図面で、図２は、本発明の一実施
例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信号を利用した広告システムの
詳細な構成を図示したブロック図である。特に、図２は、上記デジタルデバイスに広告保
存部が含まれている場合、つまりデータ通信を利用しない場合に対する実施例を図示した
図面である。
【００３３】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ
出力装置の接続信号を利用した広告システム１００は、デジタルデバイス１１０及び広告
サーバー１２０を含む。
【００３４】
　上記デジタルデバイス１１０は、接続部２１０、接続信号受信部２２０、広告制御部２
３０、広告露出制御部２４０、広告物保存部２５０、広告出力部２６０、広告レポート部
２７０、及び課金処理部２８０を含むことができる。上記デジタルデバイス１１０は、ス
マートフォン、フィーチャーフォン、コンピュータ、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレーヤー
などのようにオーディオ出力装置１０１を接続可能な装置を含むことができる。
【００３５】
　上記接続部２１０は、上記オーディオ出力装置１０１が接続される部分であり、上記オ
ーディオ出力装置１０１のジャックを接続する物理的装置を意味する。つまり、上記接続
部２１０は、コンピュータ、スマートフォンなどに、スピーカー、イヤホン、ヘッドホン
ジャックなどを接続するコネクタを意味する。
【００３６】
　また、上記接続部２１０は、上記オーディオ出力装置１０１とブルートゥース（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標））などのような無線通信で接続される装置である可能性もある
。
【００３７】
　ここで、上記オーディオ出力装置１０１は、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどの
ようにオーディオ信号を出力できる装置を含むことができる。
【００３８】
　上記接続信号受信部２２０は、上記オーディオ出力装置１０１が上記接続部２１０に接
続されたことによって発生する接続信号を感知する。つまり、上記接続信号受信部２２０
は、上記デジタルデバイス１１０に上記オーディオ出力装置１０１が物理的、電子的に接
続されれば、上記デジタルデバイス１１０が上記オーディオ出力装置１０１に接続された
との電気信号である接続信号を感知することができる。上記接続信号受信部２２０は、上
記感知された接続信号を上記広告制御部２３０に転送することができる。
【００３９】
　ここで、上記物理的接続とは、物理的に上記オーディオ出力装置１０１のジャックを上
記デジタルデバイス１１０の接続部２１０に差し込む　接続を意味する。また、電子的接
続とは、上記物理的接続が完了した状態で、上記デジタルデバイス１１０に組み込まれて
いるオーディオ装置認識モジュールと接続されてオーディオコンテンツを出力できるよう
にスタンバイ（ｓｔａｎｄｂｙ）されている状態を意味する。
【００４０】
　例えば、スマートフォンに接続されるイヤホンは、ほとんど独自の電源供給装置を持た
ない。この場合は、イヤホンを物理的に接続すれば自動的に電子的接続が行われる。しか
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しコンピュータと接続する別途電源を使うスピーカーの場合は、コンピュータと物理的に
接続されても、電子的接続が自動的に行われない。スピーカーの電源を供給した時に電子
的接続が完了する。
【００４１】
　よって、本発明の一実施例で、上記接続信号は上記物理的接続よりも上記電子的接続が
完了する時点で発生することが望ましく、上記発生した接続信号が感知されれば、上記接
続信号受信部２２０は、その接続信号を上記広告制御部２３０に転送して広告制御が行わ
れるようにすることができる。
【００４２】
　他の実施例として、上記接続信号受信部２２０は、上記デジタルデバイス１１０に上記
オーディオ出力装置１０１が無線通信を通じて論理的、電子的に接続されれば、上記デジ
タルデバイス１１０が上記オーディオ出力装置１０１に接続されたとの電子信号である接
続信号を感知することができる。上記接続信号受信部２２０は、上記感知された接続信号
を上記広告制御部２３０に転送することができる。
【００４３】
　上記広告制御部２３０は、上記接続信号受信部２２０によって感知された上記接続信号
を受信して、露出する広告の広告露出条件による結果値を上記広告露出制御部２４０に転
送することができる。
【００４４】
　ここで、上記広告露出の条件は、広告主、広告時間、広告形態、広告露出回数、広告露
出優先順位、広告ターゲットなどの情報を含むことができる。上記広告制御部２３０は、
このような広告露出条件を考慮して上記露出する広告の広告露出条件による結果値を生成
（または確認／修正）して、上記広告露出制御部２４０に転送することができる。
【００４５】
　一方、上記広告制御部２３０は、上記広告露出条件による結果値を含む制御命令を上記
広告サーバー１２０から受信することができる。上記広告制御部２３０は、上記制御命令
を変更、修正できるだけでなく、新しい制御命令を生成することもできる。
【００４６】
　上記広告露出制御部２４０は、上記広告制御部２３０から上記広告露出条件による結果
値を受信して、上記広告出力部２６０に上記結果値による広告出力命令を転送することが
できる。つまり、上記広告露出制御部２４０は、上記広告制御部２３０によって確認また
は修正または生成された制御命令を受信して、上記受信された制御命令によって広告出力
（露出）を制御することができる広告出力命令を上記広告出力部２６０に転送することが
できる。
【００４７】
　言い換えれば、上記広告露出制御部２４０は、上記受信された制御命令によって上記広
告物保存部２５０に保存されている広告物が上記広告出力部２６０から出力されるように
制御することができる。
【００４８】
　この時、上記広告制御部２３０は、上記接続信号が感知された時点から上記広告の露出
が始まる時点までの時間を変更できるように上記広告の露出を制御することができる。
【００４９】
　つまり、上記広告制御部２３０は、上記接続信号が感知された直ちにまたは直後に上記
広告を露出させるのではなく、一定時間後に上記広告を露出させることができる。
【００５０】
　例えば、イヤホンがスマートフォンに接続されれば、上記広告制御部２３０は、上記接
続時点から３秒後または５秒後に上記広告が露出されるように制御することができる。
【００５１】
　また、上記広告制御部２３０は、上記接続信号を感知した時、上記広告が連続で露出さ
れる件数を示す広告連続露出件数を変更できるように上記広告の露出を制御することがで
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きる。
【００５２】
　つまり、上記広告制御部２３０は、上記オーディオ出力装置１０１が上記デジタルデバ
イス１１０に接続されて上記広告が出力される時、上記広告連続出力件数を変更、制御す
ることができる。
【００５３】
　例えば、スマートフォンにイヤホンが接続されれば、上記広告制御部２３０は、１５秒
前後の広告を１本だけ露出するのではなく、１本、２本、３本など、希望に応じて上記広
告連続出力件数を調整することができる。
【００５４】
　また、上記広告制御部２３０は、上記広告が出力された後に上記オーディオ出力装置１
０１の接続が切断され、一定時間が経過した後に再接続されて上記接続信号が感知された
場合、広告連続出力時間を変更できるように上記広告の露出を制御することができる。
【００５５】
　ここで、上記広告連続出力時間とは、上記広告の出力が終了した時点から上記広告の再
出力が始まる時点までの時間と定義されることができる。
【００５６】
　例えば、ユーザーはスマートフォンにイヤホンを接続して１本の広告を聞いた後、ある
程度の時間間隔をおいて再度イヤホンを差し込むことができる。ところが、上記イヤホン
を差し込むたびに広告が露出されれば、顧客が拒否感を感じる可能性がある。よって、上
記広告連続出力時間が１時間に設定されていれば、上記広告制御部２３０は、１度広告が
露出された後１時間以内には上記イヤホンを差し込んでも上記広告が露出されないように
制御することができる。
【００５７】
　また、上記広告制御部２３０は、上記接続信号を感知した時、上記オーディオ出力装置
１０１の接続回数または予め設定されている広告露出回数を基準にして上記広告の最大出
力回数を制限するが、上記最大出力回数を変更できるように上記広告の露出を制御するこ
とができる。
【００５８】
　つまり、上記広告制御部２３０は、ユーザーの拒否感を軽減するために、一定時間内（
２４時間、１週、１ヶ月など）に広告物を露出できる総件数を制限するができる。例えば
、２４時間に広告を３本だけ露出することができると設定すれば、上記広告制御部２３０
は、イヤホンがスマートフォンに接続されても２４時間に広告が３本以上露出されないよ
うに制御することができる。
【００５９】
　また、上記広告制御部２３０は、上記接続信号を感知した時、上記デジタルデバイス１
１０でオーディオまたはビデオに関する特定プログラムが既に実行されている場合は、上
記広告が露出されないように上記広告の露出を制御することができる。
【００６０】
　つまり、上記広告制御部２３０は、スマートフォンにイヤホンを接続した時、ユーザー
が頻繁に利用するオーディオ、ビデオ及び特定アプリが既に実行されている場合は、上記
広告が露出されないように制御することができる。
【００６１】
　ここで、上記ユーザーが頻繁に利用するオーディオ、ビデオ、特定アプリは、管理者の
入力操作によりバックエンド（ｂａｃｋ－ｅｎｄ）システムに登録されることができ、こ
れと連動して上記広告制御部２３０に保存されることができる。
【００６２】
　上記広告物保存部２５０は、複数の広告物を保存する役割をする。この場合、上記広告
物保存部２５０は、上記デジタルデバイス１１０の遊休時間に上記広告サーバー１２０と
の無線通信を通じて上記広告サーバー１２０から多数の広告物をダウンロードして保存す
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ることができる。
【００６３】
　上記広告物保存部２５０は、上記ダウンロードされている多数の広告物を広告主、時間
、形態、露出回数、露出優先順位などの広告露出条件に基づいて整列し、マッチング（ｍ
ａｔｃｈｉｎｇ）して保存することができる。つまり、上記広告物保存部２５０とは、オ
ーディオ、ビデオ、画像、テキスト、ＵＲＬ、メッセージなどの広告物が露出回数、広告
対象、期間（時間）、優先順位、広告主などの広告物に対する情報と広告コンテンツ自体
を保存しているデータベース（ＤＢ）を意味する。
【００６４】
　上記広告出力部２６０は、上記接続信号受信部２２０によって上記接続信号が感知され
れば広告を出力する役割をする。具体的に、上記広告出力部２６０は、上記広告露出制御
部２４０から上記広告出力命令を受信して上記広告物保存部２５０に保存されている、上
記露出する広告に該当する広告物を上記広告露出条件に応じて出力することができる。
【００６５】
　この時、上記広告出力部２６０は、上記デジタルデバイス１１０で広告（デジタルコン
テンツ）をディスプレイする方法によって、上記オーディオ出力装置１０１だけでなく、
ビデオ出力装置、画像出力装置、テキスト／ＵＲＬ／メッセージ出力装置の中から少なく
とも一つの出力装置で広告を出力することができる。
【００６６】
　上記広告レポート部２７０は、上記広告出力部２６０によって出力された広告に関する
レポート情報（ｒｅｐｏｒｔ　ｄａｔａ）を生成することができる。上記生成されたレポ
ート情報は、上記広告サーバー１２０に転送されて、上記広告サーバー１２０に保存され
ることができる。
【００６７】
　上記広告サーバー１２０は、広告物を保存管理し、広告制御情報を生産してユーザーの
デジタルデバイス１１０に転送する役割を担う。この広告サーバー１２０は、一般的なモ
バイル広告、ウェブバーナー広告の役割と類似している。
【００６８】
　広告物は、オーディオ、ビデオ、画像、テキスト、ＵＲＬ、メッセージの形態で構成さ
れることができ、コンピュータ、携帯電話、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレーヤーに出力さ
れる様々な形態で保管されることができる。また、広告物は、広告主、時間、形態、露出
回数などによって、広告を露出するために必要な優先順位定められることができる。
【００６９】
　上記広告サーバー１２０は、このような情報を上記デジタルデバイス１１０の広告物保
存部２５０と広告制御部２３０に転送することができる。広告が露出された後に上記広告
サーバー１２０は上記広告レポート部２７０を通じて広告の執行結果を受信して、上記広
告に対するレポート情報を保存することができる。
【００７０】
　上記課金処理部２８０は、上記広告レポート部２７０によって生成されたレポート情報
に基づき、上記広告のプレイ時間に応じて課金することができる。
【００７１】
　この時、上記課金処理部２８０は、上記広告の全体プレイ時間が予め設定された基準時
間未満であれば、上記広告全体がプレイされた場合にのみ課金し、上記広告の全体プレイ
時間が上記基準時間以上であれば、上記広告が予め設定された時間以上プレイされた場合
にのみ課金することができる。
【００７２】
　上記課金処理部２８０は、上記広告レポート部２７０によって生成されたレポート情報
に基づいて、上記広告に関する広告ページ内の広告物リンク領域が選択されて、当該リン
ク広告が実行された時点に課金することができる。
【００７３】
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　ここで、上記広告物リンク領域は、イメージ、テキスト、アニメーション、動画広告物
の領域を含むことができる。上記リンク広告は、広告情報を提供するウェブサイトへのア
クセス、アプリケーションの実行、アプリケーション内の特定ページへのアクセス、電話
の連結、アクションスクリプトの実行、テキストの露出、音響の実行、ビデオの実行など
を含むことができる。
【００７４】
　例えば、スマートフォンにイヤホンが接続されれば、オーディオ広告、Ｐｕｓｈ広告な
どの広告が露出されるが、この時、上記広告の長さが１０秒未満の場合、上記課金処理部
２８０は、全体広告がプレイされた場合に課金することができる。また、上記課金処理部
２８０は、上記広告が１０秒未満プレイされても、同時に到着したプッシュメッセージを
見たユーザーが広告ページにアクセス試みて、当該リンクの広告が実行されれば課金する
ことができる。
【００７５】
　図３は、本発明の他の実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信
号を利用した広告システムの詳細な構成を図示したブロック図である。特に、図３は、上
記広告サーバーに広告保存部が含まれている場合、つまり、データ通信を利用する場合に
対する実施例を図示した図面である。
【００７６】
　図３を参照すれば、本発明の他の実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装
置の接続信号を利用した広告システム３００は、広告制御部２３０と広告物保存部２５０
が広告サーバー１２０に含まれている点と、上記広告サーバー１２０に広告レポート保存
部３１０及び課金処理部２８０が追加された点で、図２の広告システム１００と相違する
。以下では、このような相違点を中心に本発明の他の実施例を説明する。
【００７７】
　本発明の他の実施例は、上記デジタルデバイス１１０がリアルタイムのデータ通信が可
能な状態で、広告物を上記広告サーバー１２０から直接読み取り露出することである。
【００７８】
　通常、上記デジタルデバイス１１０はデータ通信が常に連結されているため、この場合
は、広告物を上記デジタルデバイス１１０のローカルデータベースに蓄積することが不要
で、上記広告サーバー１２０から直接呼び出しをすることができる。
【００７９】
　そのため、上記広告サーバー１２０の広告制御部２３０は、上記デジタルデバイス１１
０の接続信号受信部２２０から接続信号を受信する場合、広告の優先順位、広告形態、広
告時間、露出回数、広告ターゲットなどの広告露出条件を確認して制御命令（広告露出条
件による結果値を含む）を上記デジタルデバイス１１０の広告露出制御部２４０に転送し
て広告露出を行うことができる。
【００８０】
　この時、上記デジタルデバイス１１０と上記広告サーバー１２０は、リアルタイムデー
タ通信に接続されているため、上記デジタルデバイス１１０は、上記広告露出制御部２４
０を通じて上記広告サーバー１２０の広告物保存部２５０に保存されている広告物を直接
呼び出すことで、リアルタイムで広告物をダウンロードして、広告を出力することができ
る。
【００８１】
　よって、本発明の他の実施例によると、上記広告サーバー１２０から予め広告物をダウ
ンロードして、上記デジタルデバイス１１０に保存することが不要で、上記広告サーバー
１２０に保存されている広告物を直接呼び出す方法で広告を出力することができる。
【００８２】
　この時、上記デジタルデバイス１１０の広告出力部２６０は、上記広告サーバー１２０
から上記広告物をダウンロードする時、ユーザーの登録キャリア、利用端末、インストー
ルされたアプリのリスト、生年月日、性別などの個人情報に基づいて上記広告物のターゲ
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ティング情報を変更することができる。
【００８３】
　一方、上記デジタルデバイス１１０の広告レポート部２７０によって生成された広告の
レポート情報は、上記広告サーバー１２０に転送され上記広告サーバー１２０の広告レポ
ート保存部３１０に保存されることができる。
【００８４】
　上記広告レポート保存部３１０に保存されたレポート情報は、ユーザーに課金する時の
基礎資料として活用することができる。
【００８５】
　つまり、上記広告サーバー１２０の課金処理部２８０は、上記レポート情報に基づき、
上記広告のプレイ時間に応じて課金することができる。この時、上記課金処理部２８０は
、上記広告の全体プレイ時間が予め設定された基準時間未満であれば、上記広告全体がプ
レイされた場合にのみ課金し、上記広告の全体プレイ時間が上記基準時間以上であれば、
上記広告が予め設定された時間以上プレイされた場合にのみ課金することができる。
【００８６】
　また、上記課金処理部２８０は、上記レポート情報に基づいて、上記広告に関する広告
ページ内の広告物リンク領域が選択されて当該リンク広告が実行された時点に課金するこ
とができる。
【００８７】
　図４は、本発明の他の実施例によるデジタルデバイスでのオーディオ出力装置の接続信
号を利用した広告方法を説明するために図示したフローチャートである。
【００８８】
　図２ないし図４を参照すれば、段階４１０で上記デジタルデバイス１１０の接続部２１
０に上記オーディオ出力装置１０１が接続される。
【００８９】
　続いて、段階４２０で上記デジタルデバイス１１０の接続信号受信部２２０は、上記オ
ーディオ出力装置１０１が上記接続部２１０に接続されたことによって発生する接続信号
を感知する。
【００９０】
　続いて、段階４３０で上記デジタルデバイス１１０の広告制御部２３０は、上記接続信
号受信部２２０によって感知された接続信号を受信して、露出する広告の広告露出条件に
よる結果値を転送する。ここで、上記広告制御部２３０は、広告サーバー１２０に位置す
ることもできる。
【００９１】
　続いて、段階４４０で上記デジタルデバイス１１０の広告露出制御部２４０は、上記広
告制御部２３０から上記結果値を受信して上記広告出力部２６０に上記結果値に応じた広
告出力命令を転送する。
【００９２】
　続いて、段階４５０で上記デジタルデバイス１１０の広告出力部２６０は、上記広告露
出制御部２４０から上記広告出力命令を受信して上記広告物保存部２５０に保存されてい
る、上記露出する広告に該当する広告物を上記広告露出条件に応じて出力する。
【００９３】
　ここで、上記広告物保存部２５０は、上記デジタルデバイス１１０がデータ通信を利用
するか否かによって上記デジタルデバイス１１０または上記広告サーバー１２０のうちい
ずれかに位置することができる。つまり、上記広告物保存部２５０は、上記デジタルデバ
イス１１０がデータ通信を利用しない場合は、上記デジタルデバイス１１０に位置するこ
とができるが、上記デジタルデバイス１１０がデータ通信を利用する場合は、上記広告制
御部２３０とともに上記広告サーバー１２０に位置することができる。
【００９４】
　上記広告物保存部２５０が上記デジタルデバイス１１０に位置する場合、上記広告物保
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存部２５０は上記デジタルデバイス１１０の遊休時間に上記広告サーバー１２０との無線
通信を通じて上記広告サーバー１２０から広告物をダウンロードして保存することができ
る。その結果、上記広告出力部２６０は、上記広告物保存部２５０にダウンロードされて
保存された広告物を利用して広告を出力することができる。
【００９５】
　一方、上記広告物保存部２５０と上記広告制御部２３０が上記広告サーバー１２０に位
置する場合、上記広告出力部２３０は上記広告制御部２３０を通じた上記広告サーバー１
２０と上記広告露出制御部２４０との連動を通じて、上記広告サーバー１２０の広告物保
存部２５０に保存されている広告物を直接呼出して、リアルタイムでダウンロードし、広
告を出力することができる。
【００９６】
　続いて、段階４６０で上記デジタルデバイス１１０の広告レポート部２７０は、上記広
告出力部２６０によって出力された広告に関するレポート情報を生成して保存することが
できる。ここで、上記生成されたレポート情報は上記広告サーバー１２０の広告レポート
保存部３１０に転送されて保存されることができる。
【００９７】
　本発明の実施例は、多様なコンピュータで具現される動作を遂行するためのプログラム
命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を含む。上記コンピュータ読み取り可能媒体は
、プログラム命令、ローカルデータファイル、ローカルデータ構造などを単独または組み
合わせて含むことができる。上記媒体は、本発明のために特別に設計されて構成されたも
の、或はコンピュータソフトウェア当業者に公知されて使用可能になるものでもある。コ
ンピュータ読み取り可能記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光学記憶媒
体、フロプティカルディスクのような磁気光学媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメ
モリーなどのようなプログラム命令を保存して遂行するために特別に構成されたハードウ
ェア装置などがある。プログラム命令の例としては、コンパイラによる機械語コードだけ
でなく、インタプリタなどを使ってコンピュータによって実行される高水準言語コードな
どがある。
【００９８】
　これまで本発明による具体的な実施例に関して説明したが、本発明の範囲から逸脱しな
い範囲内では、様々な変更を加えることができるのは当然である。したがって、本発明の
範囲は、説明された実施例に限られて決定されてはならず、後述する特許請求の範囲及び
その特許請求の範囲と均等なものによって決定されるべきである。
【００９９】
　以上のように、本発明は限られた実施例と図面によって説明されたが、本発明は上記の
実施例に限定されず、本発明が属する分野において通常の知識を有する者であればこのよ
うな記載から多様な修正及び変更を加えることができる。したがって、本発明の思想は、
下記特許請求の範囲のみに基づいて把握されるべきであり、これに対する均等または等価
変更はいずれも本発明思想の範囲に属するというべきである。
【符号の説明】
【０１００】
　１０１：オーディオ出力装置
　１１０：デジタルデバイス
　１２０：広告サーバー
　２１０：接続部
　２２０：接続信号受信部
　２３０：広告制御部
　２４０：広告露出制御部
　２５０：広告物保存部
　２６０：広告出力部
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　２７０：広告レポート部
　２８０：課金処理部
　３１０：広告レポート保存部

【図１】 【図２】
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