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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルコンテンツの管理を提供する方法であって、
　コンピュータシステムにより、ユーザ生成コンテンツを受け取るステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記コンピュータシステムの記憶装置に記憶された
リファレンスコンテンツを示す情報を参照して、前記ユーザ生成コンテンツにマッチする
リファレンスコンテンツを特定するステップであって、
　　前記特定が正確であるという可能性を自動的に判定し、
　　判定された前記可能性がしきい値より低い場合のみ、前記ユーザ生成コンテンツを識
別するためのインディシアを前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供し、
　　前記特定が正確であるという可能性が前記しきい値より低いと判定された該特定が正
確であるとの指示を前記リファレンスコンテンツのオーナーから受け取り、
　　前記リファレンスコンテンツの前記オーナーから受け取った前記指示に応じて前記特
定が正確であると決定する、前記ステップと、
　判定された前記可能性が前記しきい値以上であること、及び前記特定が正確であるとの
前記決定、のいずれかに応じて、前記コンピュータシステムにより、前記コンピュータシ
ステムの記憶装置において各リファレンスコンテンツに関連付けて記憶された使用ポリシ
ーを検索することにより、前記特定されたリファレンスコンテンツに関連した使用ポリシ
ーを特定するステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記使用ポリシーを前記ユーザ生成コンテンツに適
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用するステップと、
を具備した方法。
【請求項２】
　前記ユーザ生成コンテンツを受け取るステップが、該ユーザ生成コンテンツに関連した
メタデータを受け取ることをさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ生成コンテンツに関連したメタデータが、前記ユーザ生成コンテンツを説明
する記述を含む請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ生成コンテンツに関連したメタデータが、前記ユーザ生成コンテンツのタイ
トルを含む請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ生成コンテンツに関連したメタデータが、少なくとも1つのキーワードを含
む請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ生成コンテンツは、オーディオコンテンツを含む請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザ生成コンテンツは、ビデオコンテンツを含む請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ生成コンテンツは、オーディオコンテンツおよびビデオコンテンツを含む請
求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ生成コンテンツは、静止画像を含む請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リファレンスコンテンツを特定するステップが、前記ユーザ生成コンテンツの指紋
を前記リファレンスコンテンツの指紋と比較することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リファレンスコンテンツを特定するステップが、前記ユーザ生成コンテンツに埋め
込まれた電子透かしをリファレンスコンテンツについて指定された認識済みの電子透かし
と比較することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リファレンスコンテンツを特定するステップが、前記ユーザ生成コンテンツの暗号
ハッシュ関数を前記リファレンスコンテンツのハッシュと比較することを含む請求項1に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記ハッシュ関数がMD5ハッシュである請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記受け取られるユーザ生成コンテンツがアップロードされたコンテンツである請求項
1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リファレンスコンテンツを特定するステップは、既にアップロードされている前記
ユーザ生成コンテンツにマッチする前記リファレンスコンテンツを特定する請求項1に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記ユーザ生成コンテンツを第1のファイルタイプから第2のファイルタイプに変換する
ステップをさらに具備した請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記リファレンスコンテンツが、該リファレンスコンテンツのオーナーによって提供さ
れる請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
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　前記ユーザ生成コンテンツを受け取るステップが、前記ユーザ生成コンテンツのプロバ
イダが該ユーザ生成コンテンツのオーナーによって該ユーザ生成コンテンツを提供するこ
とが許可されている旨の証明を受け取ることをさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１９】
　前記リファレンスコンテンツが、該リファレンスコンテンツのオーナー以外のエンティ
ティによって提供される請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　前記使用ポリシーは、前記ユーザ生成コンテンツが視聴されてよいことを明示するもの
である請求項1に記載の方法。
【請求項２１】
　前記使用ポリシーは、前記ユーザ生成コンテンツの視聴が追跡されるべきことを明示す
るものである請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記使用ポリシーは、前記ユーザ生成コンテンツが視聴されてはならないことを明示す
るものである請求項1に記載の方法。
【請求項２３】
　前記使用ポリシーは、前記ユーザ生成コンテンツが除去されるべきことを明示するもの
である請求項1に記載の方法。
【請求項２４】
　前記使用ポリシーは、前記ユーザ生成コンテンツが収益と交換に視聴されるべきことを
明示するものである請求項1に記載の方法。
【請求項２５】
　前記収益の一部は、前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供される請求項24に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記収益の一部は、前記ユーザ生成コンテンツのプロバイダに提供される請求項24に記
載の方法。
【請求項２７】
　前記収益の一部は、前記ユーザ生成コンテンツが視聴のために掲載されるホスティング
サイトに提供される請求項24に記載の方法。
【請求項２８】
　前記指示は、前記特定が正確であることを示し、前記使用ポリシーを前記ユーザ生成コ
ンテンツに適用するステップが、前記特定されたリファレンスコンテンツに関連した使用
ポリシーを適用することを含む請求項1に記載の方法。
【請求項２９】
　前記特定を示す報告を前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供するステップをさ
らに具備した請求項1に記載の方法。
【請求項３０】
　ディジタルコンテンツの管理を提供するためのコンテンツ管理システムであって、
　ユーザ生成コンテンツを受け取るよう構成されたアップロードサーバと、
　リファレンスコンテンツを示す情報を記憶し、かつ、各リファレンスコンテンツに関連
付けて使用ポリシーを記憶した記憶装置と、
　前記アップロードサーバに接続されていて、前記記憶装置に記憶された前記リファレン
スコンテンツを示す情報を参照して、前記ユーザ生成コンテンツにマッチするリファレン
スコンテンツを特定するよう構成された同定モジュールであって、
　　前記特定が正確であるという可能性を自動的に判定し、
　　判定された前記可能性がしきい値より低い場合のみ、前記ユーザ生成コンテンツを識
別するためのインディシアを前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供し、
　　前記可能性が前記しきい値より低いと判定された前記特定が正確であるとの指示を前
記リファレンスコンテンツのオーナーから受け取り、
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　　前記リファレンスコンテンツの前記オーナーから受け取った前記指示に応じて前記特
定が正確であると決定する、
よう構成された前記同定モジュールと、
　前記同定モジュールに接続されていて、判定された前記可能性が前記しきい値以上であ
ること、及び前記特定が正確であるとの前記決定、のいずれかに応じて、前記特定された
リファレンスコンテンツに関連付けられた前記使用ポリシーを前記記憶装置から検索する
ことにより、前記特定されたリファレンスコンテンツに関連した使用ポリシーを特定する
よう構成されたポリシーエンジンと、
　前記ポリシーエンジンに接続されていて、前記使用ポリシーを前記ユーザ生成コンテン
ツに適用するよう構成されたパブリシャと、
を具備したシステム。
【請求項３１】
　前記ユーザ生成コンテンツを第1のファイルタイプから第2のファイルタイプに変換する
トランスコーダモジュールをさらに具備した請求項30に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記記憶装置は、前記同定モジュールに接続されていて、リファレンスコンテンツを格
納するよう構成されたリファレンスコンテンツデータベースを含む請求項30に記載のシス
テム。
【請求項３３】
　前記同定モジュールに接続されていて、リファレンスコンテンツを受け取るよう構成さ
れたコンテンツオーナーインターフェースを更に具備する請求項30に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記同定モジュールに接続されていて、コンテンツオーナーによるユーザ生成コンテン
ツに対する請求に関連した、前記コンテンツオーナから受け取った指示を格納するよう構
成された請求データベースを更に具備する請求項30に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記パブリシャに接続されていて、前記ユーザ生成コンテンツを複数のユーザに提供す
るよう構成されたウェブサーバを更に具備する請求項30に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記同定モジュールに接続されていて、前記ユーザ生成コンテンツに対する使用ポリシ
ーの適用を示す報告を編集するレポートエンジンをさらに具備した請求項30に記載のシス
テム。
【請求項３７】
　前記ユーザ生成コンテンツを受け取るステップは、前記コンピュータシステムによりホ
ストサイトにおいてプロバイダからユーザ生成コンテンツを受け取るステップを含み、
　更に、
　前記ユーザ生成コンテンツと共に広告コンテンツを提供するステップであって、前記広
告コンテンツを提供することが収益の受け取りをもたらすものと、
　前記収益の第1の部分を前記プロバイダに、前記収益の第2の部分を前記ホストサイトに
分配するステップと、
を具備した請求項24に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ユーザ生成コンテンツを受け取るステップは、送り元からユーザ生成コンテンツを
識別するためのインディシアを受け取るステップを含み、
　前記ユーザ生成コンテンツにマッチするリファレンスコンテンツを特定するステップは
、受け取った前記インディシアが示す前記ユーザ生成コンテンツにマッチする前記リファ
レンスコンテンツを特定し、
　更に、
　前記使用ポリシーを特定するステップで特定された前記使用ポリシーを前記送り元に提
供するステップ
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を具備したことを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項３９】
　前記使用ポリシーは、前記リファレンスコンテンツの販売促進を明示するものである請
求項1に記載の方法。
【請求項４０】
　前記リファレンスコンテンツの販売促進とは、ホストサイトで表示される前記ユーザ生
成コンテンツの隣に前記リファレンスコンテンツのオーナーが選択した広告を表示するこ
とである請求項39に記載の方法。
【請求項４１】
　前記リファレンスコンテンツの販売促進とは、ホストサイトで表示される前記ユーザ生
成コンテンツにおける所望の配置を指示して前記リファレンスコンテンツの販売促進のた
めの広告又はコンテンツを表示することである請求項39に記載の方法。
【請求項４２】
　第三者サイトのディジタルコンテンツの管理を提供するためのコンテンツ管理システム
であって、
　第三者サイトからユーザ生成コンテンツの識別情報を受け取るよう構成された第三者入
力サーバと、
　リファレンスコンテンツを示す情報を記憶した第１データベースと、
　各リファレンスコンテンツに関連付けて使用ポリシーを記憶した第２データベースと、
　前記第三者入力サーバ及び前記第１データベースに接続されていて、前記第１データベ
ースに記憶された前記リファレンスコンテンツを示す情報を参照して、前記ユーザ生成コ
ンテンツにマッチするリファレンスコンテンツを特定するよう構成された同定モジュール
であって、
　　前記特定が正確であるという可能性を自動的に判定し、
　　判定された前記可能性がしきい値より低い場合のみ、前記ユーザ生成コンテンツを識
別するためのインディシアを前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供し、
　　前記可能性が前記しきい値より低いと判定された前記特定が正確であるとの指示を前
記リファレンスコンテンツのオーナーから受け取り、
　　前記リファレンスコンテンツの前記オーナーから受け取った前記指示に応じて前記特
定が正確であると決定する、
よう構成された前記同定モジュールと、
　前記同定モジュール及び前記第２データベースに接続されていて、判定された前記可能
性が前記しきい値以上であること、及び前記特定が正確であるとの前記決定、のいずれか
に応じて、前記特定されたリファレンスコンテンツに関連付けられた前記使用ポリシーを
前記第２データベースから検索することにより、前記特定されたリファレンスコンテンツ
に関連した使用ポリシーを特定するよう構成されたポリシーエンジンと、
　前記ポリシーエンジンに接続されていて、前記使用ポリシーを前記第三者ウエブサイト
に送るよう構成されたパブリシャと、
を具備したシステム。
【請求項４３】
　前記パブリシャが、さらに、前記ユーザ生成コンテンツの識別情報を前記第三者ウエブ
サイトに送るよう構成された請求項42に記載のシステム。
【請求項４４】
　ユーザ生成コンテンツの管理を提供するために１以上のコンピュータシステムによって
実行される方法であって、
　メディアホストから提供された１つのユーザ生成コンテンツについての第1のディジタ
ル指紋を、該メディアホストから受信するステップと、
　前記提供された１つのユーザ生成コンテンツについての前記第1のディジタル指紋を、
前記コンピュータシステムの記憶装置に記憶されたリファレンスコンテンツについての第
２のディジタル指紋と比較し、前記第1のディジタル指紋と前記第２のディジタル指紋と
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がマッチするかを判定するステップであって、ここで、前記第２のディジタル指紋は、前
記リファレンスコンテンツのコンテンツ所有者によって提供されたものであり、
　　前記特定が正確であるという可能性を自動的に判定し、
　　判定された前記可能性がしきい値より低い場合のみ、前記ユーザ生成コンテンツを識
別するためのインディシアを前記リファレンスコンテンツのオーナーに提供し、
　　前記可能性が前記しきい値より低いと判定された前記特定が正確であるとの指示を前
記リファレンスコンテンツのオーナーから受け取り、
　　前記リファレンスコンテンツの前記オーナーから受け取った前記指示に応じて前記特
定が正確であると決定する、前記ステップと、
　判定された前記可能性が前記しきい値以上であること、及び前記特定が正確であるとの
前記決定、のいずれかに応じて、前記コンピュータシステムの記憶装置において各リファ
レンスコンテンツに関連付けて記憶された使用ポリシーを検索することにより、前記第1
のディジタル指紋がマッチすると判定された前記第２のディジタル指紋のリファレンスコ
ンテンツに関連した使用ポリシーを、前記提供された１つのユーザ生成コンテンツに適用
する使用ポリシーとして決定するステップと、ここで、前記使用ポリシーは前記提供され
た１つのユーザ生成コンテンツの使用条件を含んでおり、
　前記使用ポリシーを前記メディアホストに提供するステップと、
を具備した方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の説明
　本出願は、2007年9月25日に出願された米国特許仮出願No.60/975,158および2006年11月
3日に出願された米国特許仮出願No.60/856,501(これらは、その出典を記載することによ
って本明細書の一部とする)の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明の実施の形態は、オンラインコンテンツの管理に関し、特に、アップロードされ
たディジタルコンテンツをリファレンス(基準)コンテンツにマッチングさせ、コンテンツ
オーナー(所有者)のポリシー(方針)に従って該アップロードされたコンテンツを他人によ
って利用可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ユーザが多数の人によって視聴されるようにマルチメディアコンテンツをアップロード
することを可能にするウェブサイトの拡散は、他の実体(エンティティ)が権利を有するア
ップロードされたコンテンツを検出して処理することをはじめとする多くの課題をもたら
す。
【０００４】
　米国および多数の他の国の著作権法の下では、1つの作品でも多数の著作権所有者(オー
ナー)がいることがあり、様々なエンティティがそのコンテンツに関して他の権利を有し
ていることがある。例えば、様々なエンティティが歌についての権利を有することがある
。著作者、発行者および音楽会社は、様々異なる権利を有している可能性がある多くの様
々異なるエンティティの単なる一例にすぎず、各前記エンティティは、特定の国で、それ
らの作品の使用を管理し、および/または、効力のある様々なロイヤルティ方式の下でロ
イヤルティの支払いを受ける権利を有するかもしれない。ビデオは、例えば、該ビデオと
共に演奏される音楽に対する映像録音権を含む追加的な複雑な権利の層を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　米国作曲家作詞家出版者協会(ADCAP)のような著作権管理団体(PRO: Performing Rights
 Organizations)は、作品がラジオまたはテレビで放送されたとき、様々な著作権オーナ
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ーの代わりに、公演ロイヤルティを集金するために存在しているが、この種の集金機構は
オンライン環境では利用できず、また、演奏権も十分ではない。上述の如く、録音権、マ
スターユース権、映像録音権およびその他の権利も考慮されなければならない。
【０００６】
　さらに、権利者について適当な行動が取られることが可能になる前に、コンテンツが正
しく同定される必要がある。ユーザ生成コンテンツ(UGC)、すなわち、ユーザからウェブ
サイトに提供されたコンテンツの性格を考えると、他人の権利下にあるコンテンツを検出
するのは大変難しいということが分かっている。例えば、ユーザが、著作権の制限下にあ
る市販の歌を選択し、該ユーザ自身が著作権を有するホームメイドビデオと組み合わせる
ことがある。例えば著作権付のビデオを含むUGCは、トリミングまたは編集によって基準
となるリファレンスビデオとは若干異なるものとなることによって、検出を免れることが
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、コンテンツの権利者が、リファレンスコンテンツとして、ディジタルコンテ
ンツまたはディジタルコンテンツの指紋のような特徴的な表示(インディシア)をホスティ
ングサイトに提供することを可能にする。コンテンツオーナーまたは権利者(以下簡略化
のために“コンテンツオーナー”という)は、さらに、各ディジタルコンテンツ毎に、該
コンテンツと前記コンテンツオーナー以外の者によってアップロードされたコンテンツと
の間にマッチが見つかったときに、該ディジタルコンテンツについてのポリシーを指定す
る。
【０００８】
　前記ホスティングサイトは、ユーザによってアップロードサーバにアップロードされた
ユーザ生成コンテンツ(UGC)を受け取るよう構成されている。一実施の形態において、ユ
ーザは、前記アップロードされたコンテンツについてのタイトル、コンテクスト、検索キ
ーワードおよび記述等の情報、ならびに、一実施の形態においては、前記ユーザが前記デ
ィジタルコンテンツを使用する適当な許可を有していることを証明する情報を追加的に提
供する。一実施の形態においては、ユーザは、前記サイトの口座を有し、ディジタルコン
テンツをアップロードする前にログインすることが要求される。
【０００９】
　一実施の形態において、アップロードされたUGCは、アップロード時に、様々なフォー
マットから1つの共通ファイルタイプにトランスコード(変換)される。次に、同定モジュ
ールは、前記アップロードされたUGCをリファレンスデータベースに格納されたデータと
比較する。前記リファレンスデータベースに格納されたデータは、コンテンツオーナーか
ら提供されたかもしれないし、ホストサイトによって収集されたものもしくは他の者から
得られたもの、または、これらの方法もしくは他の方法の組合せによって得られたものか
もしれない。前記アップロードされたUGCをリファレンスデータベースに格納されたコン
テンツとマッチしない場合、該アップロードされたUGCは、前記ホスティングサイトによ
って課されたすべての他のルールに従うことを条件に、前記サイトの他のユーザによるダ
ウンロードまたはストリーミングに利用可能にされる。しかし、前記アップロードされた
UGCと前記リファレンスデータベースに格納されたコンテンツとの間にマッチがある場合
、前記リファレンスコンテンツについて指定されたポリシーがポリシーエンジンによって
取り出され、前記アップロードされたUGCがどのように取り扱われるべきかが判定される
。一実施の形態において、前記コンテンツオーナーから提供されるポリシーオプションは
、該コンテンツがどのように視聴されるのかを調べるための追跡(トラッキング)を行うこ
と、前記コンテンツが前記サイト上で配布されるのを阻止すること、および、前記コンテ
ンツが収益分配環境において表示されるのを可能にすることを含む。一実施の形態におい
て、前記同定モジュールが前記UGCをリファレンスコンテンツとマッチングさせ、その結
果としてのマッチが十分に高い信頼性レベルを有さない場合、ここで示唆されたマッチは
、前記コンテンツオーナーによる検査のためのキュー(待ち行列)に入れられる。
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【００１０】
　コンテンツオーナーは、前記ホスティングサイトにアクセスし、かれらのコンテンツに
関する活動を見る。上述の如く、一実施の形態において、前記同定エンジンによって部分
的マッチまたは低い信頼性のマッチが認められた場合、前記コンテンツオーナーは、該UG
Cをマニュアルで検査し、該UGCが本当にマッチであるか否かを判定することができる。さ
らに、前記コンテンツオーナーは、リファレンスコンテンツに自動的にマッチングされ指
定されたポリシーが適用されたコンテンツを検査できる。コンテンツオーナーは、さらに
、個々のリファレンスコンテンツまたはリファレンスコンテンツグループについてのポリ
シーを編集できる。
【００１１】
　一実施の形態において、前記ホストサイトは指紋採取ソフトウエアプログラムまたはイ
ンターフェースをコンテンツオーナーに提供し、該コンテンツオーナーは、前記ソフトウ
エアプログラムまたはインターフェースを使用して彼らのコンテンツのディジタル指紋を
作成して、該ディジタル指紋をホストサイトに返す。そして、前記ホストサイト上の同定
モジュールは、前記UGCの指紋を前記該コンテンツオーナーによって提供された指紋と比
較し、両者間にマッチがあるか否かを判定する。この実施の形態において、前記コンテン
ツオーナーは、そのオリジナルリファレンスコンテンツのコピーを前記ホストサイトに配
布する必要がない。
【００１２】
　一実施の形態において、複数の異なるポリシーが、当該リファレンスコンテンツをダウ
ンロードするコンピュータの地理的な位置に応じて、1つのリファレンスコンテンツに関
連付けられてよい。同様に、複数の異なるポリシーが、例えば、視聴者またはアップロー
ダの身元、視聴またはアップロードプラットフォーム、または、当該コンテンツがアップ
ロードまたは視聴されるサイトのドメインに応じて、1つのリファレンスコンテンツに関
連付けられてよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコンテンツ権利管理を提供するためのシステムを示
す。
【００１４】
【図２】本発明の一実施の形態に係るコンテンツ権利管理を提供するため方法を示すフロ
ーチャート。
【００１５】
【図３】本発明の一実施の形態に係るコンテンツ権利管理システムにリファレンスコンテ
ンツを提供するためのユーザインターフェースページ示す。
【００１６】
【図４】本発明の一実施の形態に係るレベニュー・シェアリング(収益分配)の使用を示す
ブロック図。
【００１７】
【図５】本発明の一実施の形態に係るコンテンツオーナーによるコンテンツ検索を実行す
るためユーザインターフェースの画面を示す図。
【００１８】
【図６】本発明の一実施の形態に係る、第三者のためのコンテンツ権利管理および同定サ
ービスを提供するためのシステムを示す図。
【００１９】
【図７】コンテンツを検査し該コンテンツに対する請求を行うためにコンテンツオーナー
によって使用されるユーザインターフェースの例を示す図。
【図８】コンテンツを検査し該コンテンツに対する請求を行うためにコンテンツオーナー
によって使用されるユーザインターフェースの別の例を示す図。
【図９】コンテンツを検査し該コンテンツに対する請求を行うためにコンテンツオーナー
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によって使用されるユーザインターフェースの別の例を示す図。
【図１０】コンテンツを検査し該コンテンツに対する請求を行うためにコンテンツオーナ
ーによって使用されるユーザインターフェースの別の例を示す図。
【００２０】
　図は、例示目的でのみ本発明の実施の形態を図示するものである。当業者に容易に理解
されるように、以下の説明から、ここに例示する構成および方法の他の実施の形態が本発
明の原理を逸脱することなく使用可能である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図1は、本発明の一実施の形態に係るコンテンツ権利管理を提供するためのシステムを
示す。システム100は、アップロードサーバ104と、アップロードデータベース130と、ト
ランスコーダ106と、同定モジュール116と、ポリシーエンジン118と、パブリッシャ120と
、ウェブサーバ122と、コンテンツオーナーインターフェース126と、リファレンス(基準)
データベース112と、請求データベース128と、ポリシーデータベース114と、レポートエ
ンジン132と、レポートデータベース134とを備えている。図1には、さらに、ユーザコン
ピュータ102、視聴者コンピュータ124、およびコンテンツオーナーコンピュータ108が示
されている。各前記構成要素について以下に説明する。
【００２２】
　明確さのためにただ1つのアップロードサーバ104およびウェブサーバ122が図1に示され
ているが、これらは多数のサーバとして提供されてもよい。その他のサーバは、ここで説
明されていないホストサイトの他の特徴的な処理を行う。また、ここで説明するコンテン
ツのアップロードおよびダウンロードは、インターネットまたはHTTPプロトコルを介して
アップロードまたはダウンロードされるコンテンツに制限されるものではない。さらに、
一般的に、一実施の形態においてサーバ側で実行されるものとして説明される機能は、適
当な場合、他の実施の形態においてはクライアント側で実行されてもよい。ユーザコンピ
ュータ102、コンテンツオーナー108および視聴者124は、ラップトツプ、デスクトップ、
携帯電話、手持ち式の装置、薄いまたは厚いクライアント装置、ビデオ機器、および、そ
の他の任意のコンピューティングプラットフォームの組合せであってよい。
【００２３】
　コンテンツオーナー108は、特定の著作物に対する権利のうちの少なくともいくつかを
所有または管理する実体(エンティティ)である。前記コンテンツオーナーは、個人、個人
のグループ、または、音楽もしくはビデオ製作会社もしくはスタジオ、アーティストグル
ープ、ロイヤルティ集金機関等であってよい。
【００２４】
　上述の如く、UGCビデオは、オーディオ、ビデオ、オーディオおよびビデオの組合せ、
または静止画像を含んでいてよい。説明を容易にするために、以下に示す例は、前記UGC
がビデオであると想定している。当業者に理解されるように、オーディオ、ビデオと組み
合わされるオーディオ、および、静止画像は、ここで説明される方法と同様に、受信され
、識別され、処理されることができる。さらに、ビュアー124としてシステム100からUGC
を受信するユーザコンピュータについても説明する。様々な実施の形態において、ビュア
ー124は、ストリーミングにより、または、ネットワークを介して媒体コンテンツを取り
出すその他の方法によって、ファイルのダウンロードによってUGCコンテンツを購入する
ことができる。
【００２５】
　コンテンツオーナーインターフェース126は、コンテンツオーナー108が前記システムに
リファレンスコンテンツおよびポリシー情報を含むコンテンツを提供することを可能にし
、また、該コンテンツオーナー108が前記コンテンツを検査して、該コンテンツに対する
請求を行うことを可能にする。また、コンテンツオーナーインターフェース126を介して
、前記システム100は、前記システムからリファレンスコンテンツおよびポリシー情報を
受信し、該受信したリファレンスコンテンツおよびポリシー情報をリファレンスデータベ
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ース112およびポリシーデータベース114に格納する。一実施の形態において、各リファレ
ンスコンテンツには識別子が割り当てられ、該識別子は、ポリシー情報と共に前記ポリシ
ーデータベース114に付加的に格納される。一実施の形態における前記コンテンツオーナ
ーインターフェース126は、ユーザインターフェース、ならびに、コンテンツファイルお
よびポリシー情報の授受のためのFTP(ファイル転送プロトコル)のようなバルク処理を含
む。
【００２６】
　本発明の一実施の形態は、ビデオのアップロード時にコンテンツマッチングを実行する
ことに加えて、当該システム100に既にアップロードされている“レガシー(旧作)”ビデ
オに関するコンテンツマッチングを可能にする。このようなレガシービデオは、前記シス
テムが所定位置に配置される前にアップロードされているかもしれず、または、アップロ
ード時にマッチングされていないかもしれないが、後に追加的なリファレンス材料が追加
される際マッチングされる。このようなレガシービデオのマッチングは、例えば、すべて
のアップロードされたビデオをリファレンスデータベースに対して定期的にチェックし直
すことによって行い得る。一実施の形態において、このようなチェックは、ユーザがビデ
オを見るまたはダウンロードことを要求する際に行われる。
【００２７】
　システム100のユーザは、ユーザコンピュータ102を使用して、ユーザ生成コンテンツ(U
GC)をシステム100のアップロードサーバ104に提供する。一実施の形態において、ユーザ
コンピュータ102は、Microsoft Internet ExplorerまたはMozilla Firefoxのようなウエ
ブブラウザを使用して、アップロードサーバ104で動作しているウエブサーバにアクセス
する。図2において、アップロードサーバ104は、ユーザコンピュータ102からUGCを受け取
り(ステップ202)、一実施の形態ではアップロードデータベース130に該UGCを格納する。
【００２８】
　トランスコーダ106は、コンテンツを視聴者124に対する再生用に標準化するために、前
記UGCを1つのファイルタイプから他のファイルタイプにトランスコード(変換)する(ステ
ップ204)。これにより、アップロードサーバ104は、様々異なるフォーマットで提供され
るUGCを受け取ることができ、また、標準化された出力を視聴者124に提供することができ
る。一実施の形態において、トランスコーダ106は、アップロードされたビデオコンテン
ツをAdobe(.flv)フラッシュファイルフォーマットに変換(トランスコード)する。
【００２９】
　同定モジュール116は、前記アップロードされて変換されたUGCを分析し、該UGCがリフ
ァレンスデータベース112に格納されたリファレンスコンテンツにマッチ(一致)するか否
かを判定する。マッチが見つかると(ステップ208)、ポリシーエンジン118は、特定された
リファレンスコンテンツについてのポリシーを検索し(ステップ210)、後でコンテンツオ
ーナーによる検討検査が可能なように前記マッチを請求データベース128に追加的に記録
する。一実施の形態において、指紋法を使用して、前記UGCをリファレンスコンテンツと
比較する。他の実施の形態において、電子透かし、MD5エンコーディング、顔認識、ロゴ
認識および人による目視検査のような追加的な技術が使用されてよい。アップロードされ
たコンテンツをリファレンスコンテンツに対してマッチングさせるためのシステムおよび
方法は、米国特許出願No.11/765,292、No.11/746,339、No.60/957,446およびNo. 60/957,
445 (これらは、その出典を記載することによって本明細書の一部とする)に記載されてい
る。一実施の形態において、UGCは、トランスコードされる前に、そのアップロードされ
たフォーマットで分析される。
【００３０】
　ステップ212において前記指定されたポリシーが前記コンテンツが当該サイトから削除
すなわち除去すべきものである旨示している場合、前記システム100は前記UGCを前記サイ
トから除去する(ステップ214)。前記ポリシーが削除ポリシーを指定していない場合、前
記ユーザのコンテクストが同定される(ステップ216)。前記ユーザのコンテクストは、例
えば、ユーザの地域、ドメイン、ユーザが使用している装置の種類等を含んでいてよい。
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従って、各異なるユーザコンテクストに適用すべき、異なるポリシーがコンテンツオーナ
ーによって使用されてよい。例えば、特定のUGCについて、そのポリシーは、米国におけ
るレベニュー・シェアリング(収益分配)を指定する一方で、英国における該コンテンツの
視聴阻止(ブロック)を指定していることが考えられる。当該ユーザのコンテクストが特定
されると、ポリシーエンジン118は適当なポリシーを適用する(ステップ218)。
【００３１】
　最後に、同定モジュール116が、前記UGCを1つのリファレンスコンテンツにマッチさせ
る(しかし、指定されたしきい値より低い信頼性レベルで)と、該UGCおよび提案されたマ
ツチしているリファレンスコンテンツが、コンテンツオーナー108によるマニュアルでの
検査が可能なようにキュー(待ち行列)に入れる。コンテンツオーナー108が前記コンテン
ツを該オーナー自身のものであるとして請求した場合、該コンテンツは、上述の如く適当
なポリシーに従って処理される(ステップ210)。一方、コンテンツオーナー108が前記コン
テンツを該オーナー自身のものであるとして請求しなかった場合、該コンテンツは、上述
のポリシーを実行することなく、視聴者124による視聴が可能なように公開される (ステ
ップ228)。いずれの場合も、一実施の形態においては、将来のコンテンツ特定の精度を上
げるために、前記UGCまたはその特徴的な表示(インディシア)がリファレンスデータベー
ス112に追加される。
【００３２】
　図7は、コンテンツを検査し請求するためにコンテンツオーナー108によって使用される
ユーザインターフェース700の一例を示す。コンテンツオーナー108は、潜在的なマッチを
検査し、その請求を解除、省略または維持することができる。そして、コンテンツオーナ
ー108は、同様な処理を行うための次の潜在的な請求を視聴することができる。図におい
て、請求は、例えば30日のような所定日数後に満了する。他の実施の形態では、請求は満
了しない。ここで、前記コンテンツオーナーは、マッチしたコンテンツついて“ブロック
”という一般的なポリシーを有する。一実施の形態において、ユーザによってアップロー
ドされたコンテンツのみが表示され、リファレンスコンテンツは表示されない。
【００３３】
　図3は、コンテンツオーナー108がリファレンスコンテンツをリファレンスデータベース
112にアップロードできるようにするコンテンツオーナーインターフェース126のユーザイ
ンターフェースページ300の一例を示す。図示例において、1つの領域302は、コンテンツ
オーナー108がタイトルを指定するための入力、リファレンス作品に関連した記述および
タグを提供する。領域304において、コンテンツオーナー108は、アップロードされたビデ
オがリファレンスビデオであるのか、または、リファレンスデータベース112に既に格納
されているビデオに対するテスト対象となるテストビデオであるのかを明示できる。コン
テンツオーナー108が前記アップロードされたビデオがリファレンスビデオであると明示
した場合、該コンテンツオーナー108は、さらに、追跡、ブロックまたはレベニュー・シ
ェアリング(収益分配)のようなポリシーを指定してよい。最後に、例えばコンテンツオー
ナーのローカルコンピュータにおける位置がボックス306において指定され、その後、該
リファレンスビデオがシステム100にアップロードされる。一実施の形態において、コン
テンツオーナーは、各リファレンスビデオを個々にアップロードする代わりに、バッチモ
ードでリファレンスビデオをアップロードできる。一実施の形態において、コンテンツオ
ーナーは、各ビデオ指紋を個々にアップロードする代わりに、バッチモードでビデオ指紋
をアップロードできる。
【００３４】
　図4は、本発明の一実施の形態に係るレベニュー・シェアリングを実現する方法を示す
。例えば、レベニュー・シェアリングが適用されるUGCを含むページ上で、広告印象、ク
リック・スルー、販売等のレベニュー・シェアリングイベント(すなわち、特定のビデオ
に関連した収益発生イベント)が発生する度に、該イベントの記録がレポートデータベー
ス134に追加される。レポートエンジン132は、前記レポートデータベース134におけるイ
ベントを分析して、各イベント毎に、収益のどの程度の金額(もし、収益があればである



(12) JP 5546246 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

が)がどのコンテンツオーナーに割り当てられるべきなのかを判定する。レポートエンジ
ン132はシステム100のオペレータ、コンテンツオーナー108等の当事者に対してレポート
を提供し、それに従って収益が分配される。
【００３５】
　一実施の形態において、ウエブサーバ122は、さらに、視聴カウント、再生長さ等を含
む(しかし、これらに限定されない)データを発生する。この情報は、当事者間の契約がそ
のように明示している場合、収益を割り当てるためにもレポートエンジン132によって使
用され得る。
【００３６】
　例えば、ユーザ102が該コンテンツオーナー108に属するコンテンツをアップロードし、
該コンテンツオーナー108が該コンテンツについてレベニュー・シェアリングのポリシー
を有する場合、前記コンテンツオーナー108およびユーザ102は、販売活動からの収益を分
配することができる。このようなレベニュー・シェアリングは、コンテンツオーナーによ
る指定または当事者による取り決めに従って、歩合(パーセンテージ)によるもの、定額支
払いによるもの、視聴毎の支払いによるもの等の任意の適当な方法で実行可能である。多
数のコンテンツオーナーが存在する場合、かれらは、取り決められた収益を分配すること
ができる。これは、特に、極めて断片化した権利保持者が存在する音楽の場合特にそうで
ある。
【００３７】
　他の例として、ユーザ102が該コンテンツオーナー108に属するコンテンツをアップロー
ドし、該コンテンツオーナー108が該コンテンツについてレベニュー・シェアリングのポ
リシーを有する場合、前記コンテンツオーナー108および該コンテンツが視聴可能なウエ
ブサイトを管理しているエンティティは、販売活動からの収益を分配することができる。
この分配は、コンテンツオーナーによる指定または当事者による取り決めに従って、歩合
(パーセンテージ)によるもの、定額支払いによるもの、視聴毎の支払いによるもの等の任
意の適当な方法で実行可能である。多数のコンテンツオーナーが存在する場合、かれらは
、取り決められた収益を分配することができる。これは、例えば、極めて断片化した権利
保持者が存在する音楽の場合特にそうである。このような状況において、上記の構成は、
ビデオをアップロードしたユーザが該ビデオから発生した収益を分配することになる可能
性を排除することができる。
【００３８】
　他の例として、コンテンツオーナーは、収益ストリームの一部または全部を受け取る代
わりに該オーナーのコンテンツの“販売促進”を希望する旨示すポリシーを持つかもしれ
ない。該販売促進としては、例えば、ウエブサイト上に載せること、前記コンテンツに平
行して追加的な広告またはコンテンツを表示することを含むことができる。例えば、この
ように販売促進されるビデオは、前記コンテンツオーナーが直接に収益を受け取る代わり
に、前記コンテンツの隣に表示される該コンテンツオーナーの他の特性についての特別な
広告を受けてもよい。
【００３９】
　図5は、本発明の一実施の形態に係るサーチ機能ユーザインターフェース500の画面を示
す。コンテンツオーナー108またはその代理人は、ユーザインターフェース500を使用して
ホストサイト上におけるそのコンテンツの例を識別することができる。なお、前記サイト
上には特定のコンテンツの2つ以上の例が存在することがある。例えば、音楽ビデオは、
純粋なオーディオ、純粋なビテオ、該音楽ビデオを含むマッシュアップ等に加えて、その
複数のカットシーンが掲載されることがある。
【００４０】
　前記例において、前記ユーザインターフェースは、検索エリア510および検索結果エリ
ア520を含む。検索エリア510は、検索語(例えば、図示例における“flaming lips”)を入
力するためのエリアを含む。一実施の形態によると、ユーザは、あるフィールドまたはメ
タフィールド内を検索することができる。コンテンツオーナーが検索語を入力すると、該
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コンテンツオーナーは、選択ボタン513によって検索を開始する。
【００４１】
　ユーザは、データ範囲および最少視聴回数を含む(しかし、これらに限定されない)高度
検索オプション514を設定することもできる。該ユーザは、さらに、検索結果を関連性、
データまたは視聴回数によって順序付ける(昇順および降順のいずれであってもよい)こと
もでき、該検索をさらに特定のカテゴリーに絞り込むことができる。
【００４２】
　一実施の形態において、ユーザは、請求ステータスに応じて、検索結果からすべてのそ
れまでマークされたコンテンツを除去するよう、または、逆に、特にそれまでマークされ
たコンテンツを見るようフィルタリングする。その他のフィルタは、コンテンツオーナー
108が、それまで検査され当該ユーザのコンテンツとしてマークされていないコンテンツ
を除去することができる。さらに、コンテンツオーナー108は、そのIDをテキストボック
ス515に入力することによって特定のビデオを検索することもできる。
【００４３】
　この例において、エリア516は、検索をセーブするための2つのオプション、すなわち、
将来において検索がユーザ指定された時間または状況において(または、他の実施の形態
では所定の時間または状況において)実行されることを意味する自動検索(オートサーチ)
、および/または、インクリメンタル検索として、すなわち、特定の検索および検索語の
結果の記録としてのセーブオプションを含む。一実施の形態において、自動検索は、コン
テンツオーナーに対して、定義された検索がどのように実行されているのかについての項
目を含む毎日のイーメールを送る。インクリメンタル検索は、最近24時間内の結果のみを
示すために、これらの毎日のイーメールをフィルタする。
【００４４】
　エリア530は、ユーザがセーブされた検索を選択するのを可能にする。XMLオプションは
、コンテンツオーナーが、UI(ユーザインターフェース)に見られるような、全ての検索パ
ラメータを彼らのサーバ上のXMLファイルに定義することを可能にする。ブラウズ機能は
、コンテンツオーナーが、この目的のために、彼らのローカルマシーン上でXMLファイル
を見つけることを可能にする。これにより、コンテンツオーナーは、そのコンテンツデー
タベースを使用して検索リストを構築するのを可能にする。
【００４５】
　エリア520は、コンテンツ検索の検索結果の例を示す。該例において、検索結果として
のコンテンツは、名前560と、継続時間561と、タグ562と、追加の日付563と、カテゴリ56
4と、ソース566と、視聴回数568と、ビデオID570と、該ビデオが埋め込み可能か否かの表
示572とを有する。エリア520には、さらに、該特定されたビデオの複数の異なる部分を示
す3つのサムネイル画像574が示されている。他の実施の形態においては、該コンテンツに
ついて他の種類のデータまたはメタデータが含まれていてよい。
【００４６】
　各コンテンツ毎に、前記コンテンツオーナー108は、領域576において、該オーナーが前
記コンテンツについて請求したい旨、該オーナーが前記コンテンツを検査したが請求しな
い旨、または、該オーナーが前記コンテンツを未だ検査していない旨示す。前記コンテン
ツオーナー108が前記コンテンツについて請求する場合、該オーナー108は、領域578にお
いて、ポリシーオプション(ここでは収益分配、ブロックまたは追跡のみ)を選択する。領
域580において、前記コンテンツオーナー108は、該オーナー108の請求がコンテンツ項目
のオーディオ、ビデオまたはこれらの両方に適用されるのかを示す。チェックボックス58
2により、前記コンテンツオーナー108は、オーディオに対する請求が、該オーディオと対
をなすビデオコンテンツに関わらず、UGCにおける該オーディオのどの例にも適用される
べき旨明示することができる。
【００４７】
　前記コンテンツオーナー108自身が当該ローカルコンテンツのソースである場合、該オ
ーナー108は、領域584において、当該コンテンツ項目についてのメタデータを追加的に提
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供しながら当該ローカルコンテンツのソースである旨示すことができる。
【００４８】
　最後に、前記コンテンツオーナー108は、異なる地域または国について異なるパラメー
タセットを指定するためにリンク586を選択することができる。
【００４９】
　前記コンテンツオーナー108によって新たに請求されたコンテンツまたはコンテンツの
インディシアは、一実施の形態において、該コンテンツが同定モジュール116によって次
回見られる際に該コンテンツの自動的な同定が可能なよう、リファレンスデータベース11
2に格納される。
【００５０】
　あるコンテンツオーナー108は、彼らのコンテンツのリファレンスコピーを彼らの管理
の外にあるドメインに配布することを渋るかもしれない。一実施の形態において、このよ
うな懸念は、コンテンツオーナー108がリファレンスコンテンツ自体の代わりに該リファ
レンスコンテンツのインディシアをシステム100に提供することを可能にすることによっ
て対処される。典型的には、リファレンスコンテンツのインディシアは、該リファレンス
コンテンツから導出されるが、効果的にオリジナルのリファレンスコンテンツに変換し直
すことができないディジタル指紋である。この実施の形態において、同定モジュール116
は、指紋採取アルゴリズムを使用してアップロードされたUGCから指紋を取得し、該取得
した指紋をリファレンスデータベース112に格納された指紋と比較する。コンテンツオー
ナー108は上述の如くポリシー情報をシステム100に与えるが、ここでは、該ポリシー情報
は、オリジナルのリファレンスコンテンツではなく指紋IDにマッピングされる。
【００５１】
　一実施の形態において、コンテンツオーナー108は、それ自身のポリシーデータベース1
14を維持する。これにより、コンテンツオーナー108は、コンテンツオーナーインターフ
ェース126を使用する必要なしに、または、システム100に接続する必要なしにポリシーデ
ータをアップデートすることができる。コンテンツオーナー108によってローカルにポリ
シー変更がなされるようになっており、システム100によってマッチが検出されると、ポ
リシーエンジン118は、ポリシーデータベースからシステム100にではなく、コンテンツオ
ーナー108からリアルタイムに適当なポリシーを取り出す。
【００５２】
　一実施の形態において、コンテンツオーナー108は、コンテンツデータのリファレンス
指紋を、それに関連するURLと共に、システム100に提供する。UGC指紋がリファレンス指
紋に一致すると、該UGCおよびURLは、検査のために前記コンテンツオーナー108に送られ
る。このように提供されるURLは、前記コンテンツオーナー108に利用可能なURLであるが
システム100には利用可能ではないものであり、前記指紋によって特定されるリファレン
スコンテンツを参照する。このようにして、前記コンテンツオーナー108は、リファレン
スコンテンツを前記システム100に利用可能にする必要なしに、前記UGCが前記リファレン
スコンテンツを含むか否かを判定するための比較を行うことができる。他の実施の形態に
おいては、自動識別が信頼性のしきい値レベルに足りない場合のみに、マニュアル識別処
理が行われる。
【００５３】
　一実施の形態において、アップロードされたUGCを同定して該アップロードされたUGCが
リファレンスコンテンツにマツチしているか否かを判定するには、かなりの時間がかかる
ことがあり、この時間は、アップロードされているコンテンツの速度および量、ならびに
、利用可能な処理能力に左右される。従って、前記UGCは、ウェブサーバ122上での公開の
ためにパブリッシャ120に送られると共に、同定エンジン116に送られる。前記同定エンジ
ン116がマッチング処理を完了すると、公開された前記コンテンツは、マッチが見つから
なかった場合には同一位置に留まることが可能であり、マッチが見つかった場合には適当
なポリシーが前記コンテンツに適用される。他の実施の形態において、前記コンテンツは
、そのステータスが判定されるまで当該サイトに掲載されない。
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【００５４】
　国際的な視点から権利を考慮する場合、付加的な特徴が追加される。特定の作品につい
て、1つの国における権利者は、他の国における権利者とは完全に異なるエンティティで
ある場合がある。これは、例えば、米国における権利者が収益分配というポリシーを設定
し、一方、カナダの権利者が削除というポリシーを設定している場合、争いをもたらす可
能性がある。このような場合、前記システムは、当該UGCを公開し、該コンテンツが米国
における口座保有者に供給された場合における収益分配を可能にし、一方、カナダにおけ
る口座を有するユーザが該コンテンツを視聴しようとした場合該コンテンツがブロックさ
れる。
【００５５】
　一実施の形態において、前記システム100のオペレータは、コンテンツオーナー108によ
って設定されたポリシーに加えてまたは該設定されたポリシーの代わりに、該オペレータ
自身のポリシーを同定されたUGCに適用することができる。例えば、前記システム100のオ
ペレータは、特定のビデオがタイにおいてブロックされるべき旨判定することができ、該
ポリシーを特定のUGC、または1組のUGCまたはすべてのコンテンツに適用することができ
る。
【００５６】
　一実施の形態において、前記システム100は、UGCを同定し、第三者に対するサービスと
して該コンテンツを適当なポリシーと照合する。例えば、図6に示すように、ホストサイ
ト604は、そのユーザ602のうちの1つのユーザからUGCを受け取る。ホストサイト604は、
そうすることが当該コンテンツの真のオーナによって許可される場合に限り、前記UGCを
前記ユーザのうちの他のユーザに提供することを希望する。第三者ホスティングサイト60
4は、コンテンツオーナーを同定するリソースを有していないかもしれず、または、それ
自身の理由により他のソースから同定を取得することを希望するかもしれない。従って、
前記第三者ホスティングサイト604は、該UGCまたは該UGCの指紋のようなインディシアを
前記システム100の第三者インターフェース606に提供する。同定モジュールは、前記UGC
または指紋を前記リファレンスデータベース112に格納されたリファレンスコンテンツと
比較する。マッチが無い場合、第三者インターフェース606は、前記第三者ホスティング
サイト604に対して、前記UGCが前記システム100に既知のいずれのコンテンツにマッチし
ない旨報告する。また、前記リファレンスデータベース112にマッチが見つかった場合、
前記UGCは、コンテンツオーナー108によって提供され前記ポリシーデータベース114に格
納されたポリシーに制約されるか、または、該UGCは、それまでに送られているが請求対
象ではないUGCである。前者の場合、ポリシーエンジンが同定されたコンテンツのための
適当なポリシーを探し、第三者インターフェース606が該ポリシー情報を第三者ホスティ
ングサイト604に返し、該第三者インターフェース606は、当該コンテンツの正規名のよう
な付加的なメタ情報、著作権情報等を返す。後者の場合、前記第三者インターフェース60
6は、第三者ホスティングサイト604に対して、前記コンテンツがシステム100によってそ
れまでに送られているが、いずれのコンテンツオーナー108によっても該コンテンツに対
して請求がなされていない旨知らせる。
【００５７】
　一実施の形態において、前記システム100は、第三者ホスティングサイト604の代わりに
コンテンツ同定を実行するための料金を請求する。
【００５８】
　一実施の形態において、前記システム100は、第三者ホスティングサイト604の代わりに
コンテンツ同定機能を実行するが、付随するポリシー情報を提供しない。他の実施の形態
において、前記システム100は、特定のコンテンツ識別子についてのポリシー情報を提供
するが、コンテンツ同定を実行しない。
【００５９】
　従って、本発明の実施の形態は、コンテンツオーナーのために、かれらの作品に対して
向上した管理を確保するのに役立つ。さらに、本発明は、コンテンツオーナーに対して、
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誰が彼らの作品を利用できるのかを規制するための新たなオプションのみならず、UGC投
稿者との収益分配のような付加的な方法でかれらの作品から収益を得る能力についてのオ
プションを与える。コンテンツオーナーは、さらに、広範囲のコンテンツ管理ツールにア
クセスでき、コンテンツ権利の管理を活用するためにオリジナルのリファレンスコンテン
ツを開示するよう強制されない。
【００６０】
　以上、本発明は、制限された数の実施の形態について特に詳細に説明された。当業者に
理解されるように、本発明は、他の実施の形態で実行されてもよい。
【００６１】
　この明細書における説明において、上記構成要素の特定の命名、用語の大文字化、属性
、データ構造またはその他のプログラミングもしくは構造的な特徴は必須または重要では
なく、本発明またはその特徴を実現するメカニズムは、上記とは異なる名前、フォーマッ
トまたはプロトコルを有するものであってよい。さらに、上記システムは、上述のような
ハードウエアおよびソフトウエアの組合わせ、または、ハードウエア要素だけで実現され
てよい。さらに、上述したさまざまなシステム構成要素間の特定の機能区分は単に一例で
あって必須ではなく、1つのシステム要素によって実行されるものとして説明された機能
は多数のシステム要素によって実行されてよく、また、多数のシステム要素によって実行
されるものとして説明された機能は1つのシステム要素によって実行されてよい。例えば
、前記マッチモジュール116、ポリシーモジュール118等の特定の機能は、多くのまたは1
つのモジュールに設けられていてよい。
【００６２】
　以下の詳細な説明のいくつかの部分は、本発明の特徴を情報についての処理のアルゴリ
ズムおよび記号表現について説明している。これらのアルゴリズムおよび記号表現は、当
業者がかれらの作業内容を他の当業者に最も効果的に伝えるために使用される手段である
。上記の処理は、ここでは機能的または論理的に説明されているが、コンピュータによっ
て実現されてよい。これらの処理の構成を、普遍性を喪失することなく、モジュールまた
はコード装置として言及することは、折にふれて便利であることが知られている。
【００６３】
　しかしながら、これらの用語およびこれらに類似した用語のすべては、適当な物理的数
量に対応付けられるものであり、これらの数量に適用される単に便利なラベルである。特
にそうでないと明記する場合を除き、本発明の説明全体を通じて、“選択”、“計算”、
“判定”等の用語の使用は、コンピュータシステムのメモリまたはレジスタ、または、そ
の他の情報記憶装置、伝送もしくは表示装置内において物理的(電子的)数量として表現さ
れているデータを操作して変換するコンピュータシステムまたはこれと同様な電子計算装
置の動作および処理を意味する。
【００６４】
　本発明のある特徴は、ここでアルゴリズムの形態で説明された処理ステップおよび命令
を含むものである。なお、本発明の上記処理ステップおよび命令は、ソフトウエア、ファ
ームウエアまたはハードウエアで実施可能であり、ソフトウエアで実施される場合、リア
ルタイムネットワークオペレーティングによって使用される、異なるプラットフォームに
存在するようダウンロードされ、且つ、該異なるプラットフォームから操作可能である。
【００６５】
　本発明は、さらに、上記処理を実行する装置に関する。この発明は前記要求される目的
に特化して構成されてもよく、または、コンピュータに記憶されたコンピュータプログラ
ムによって選択的に作動または再構成される汎用コンピュータからなっていてよい。この
ようなコンピュータプログラムは、各々がコンピュータシステムバスに接続された、フロ
ッピー(登録商標)ディスク、光ディスク、CD-ROM、光磁気ディスク、リードオンリーメモ
リ(ROM)、ランダムメモリ(RAM)、EPROM、EEPROM、磁気または光カード、特定用途向け集
積回路(ASIC)または電子命令を記憶するのに適した任意タイプの媒体のような(しかし、
これに限らない)コンピュータによって読取り可能な記憶媒体に記憶されてよい。さらに
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または、向上した計算能力を実現するためのマルチプロセッサ設計を使用するアーキテク
チャであってもよい。
【００６６】
　ここに説明したアルゴリズムおよび表示は、本質的に特定のコンピュータまたはその他
の装置に関連するものではない。ここでの教示内容に従うプログラムと共に様々な汎用シ
ステムが使用されてもよく、必要な方法ステップを実行するためにより特化された装置を
構成することが便利であることが分かるであろう。これらの様々なシステムに必要な構成
は、上記説明から明確であろう。さらに、本発明は、特定のプログラミング言語に関して
説明されたものではない。なお、ここでの教示内容を実施するために様々なプログラミン
グ言語が使用されてよく、また、本発明の実施可能性および最良の実施態様について任意
の特定言語に対する言及がなされてよい。
【００６７】
　最後に、この明細書に使用された言語が主に読み易さおよび教育目的で選択されたもの
であり、本発明の主題を限定し、その境界を規定するために選択されたものではない。従
って、ここでの本発明の開示は、以下の特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を例示的
に説明するものであって限定的なものではない。
【符号の説明】
【００６８】
　　100　　システム
　　104　　アップロードサーバ
　　112　　リファレンスデータベース
　　108　　コンテンツオーナー
　　114　　ポリシーデータベース
　　116　　同定モジュール
　　118　　ポリシーエンジン
　　126　　コンテンツオーナーデータベース
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