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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーケティングキャンペーンを行なうためのハードウェアを含むトランザクション処理
サーバーであって、
　前記サーバーは、ソーシャルネットワークチャネルとデータ通信し、
　前記サーバーは、前記ソーシャルネットワークチャネルを介して、当該ソーシャルネッ
トワークチャネルに関連付けられたソーシャルネットワークのユーザーのフォロワーに、
案内を配信する、サーバーと、
　前記サーバーとデータ通信するハードウェアを含むサイトレットチャネルであって、
　前記サイトレットチャネルは動的なウェブサイトを含み、
　前記サーバーは、前記フォロワーを含む前記ユーザーのフォロワーのリストを取得し、
　前記サーバーは、前記フォロワーに関連する個人情報を取得し、前記サーバーは、前記
個人情報に基づいて前記フォロワーに対して個別のＵＲＬを生成し、
　前記サーバーは、前記フォロワーが、前記個別のＵＲＬを用いることによって、前記案
内に応答した後、前記個別のＵＲＬを介してアクセス可能な動的なウェブサイトを生成し
、
　前記動的なウェブサイトは、前記フォロワーの好み及び地理的位置のうち少なくとも１
つを含む前記個人情報に基づいて、前記フォロワーにパーソナライズされ、
　前記サーバーは、前記個別のＵＲＬを前記案内に組み込み、
　前記案内は、前記関連付けられたソーシャルネットワークの前記ユーザーのフォロワー
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を、前記動的なウェブサイトに誘導する、サイトレットチャネルと
を含むことを特徴とするマーケティングシステム。
【請求項２】
　前記マーケティングキャンペーンを設定するために、前記サーバーとデータ通信するユ
ーザーインタフェースを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載のマーケティングシステム。
【請求項３】
　前記サーバーと前記ソーシャルネットワークチャネル間のデータ通信を容易に行なうた
めに、アプリケーションプログラミングインタフェースを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載のマーケティングシステム。
【請求項４】
　前記アプリケーションプログラミングインタフェースは、前記ソーシャルネットワーク
チャネルと関連付けられた前記ソーシャルネットワークの前記ユーザーから特定のユーザ
ーに、新しいダイレクトメッセージを送信するためのダイレクトメッセージ／ニュー（di
rect_messages/new）機能を含むこと
を特徴する請求項３に記載のマーケティングシステム。
【請求項５】
　前記個別のＵＲＬは、前記サイトレットチャネルの前記動的なウェブサイトを識別する
こと
を特徴とする請求項１に記載のマーケティングシステム。
【請求項６】
　前記動的なウェブサイトは、前記関連付けられたソーシャルネットワークの前記フォロ
ワーに関して、カスタマイズされた情報を含むこと
を特徴とする請求項１に記載のマーケティングシステム。
【請求項７】
　パーソナライズされたマーケティングサイトに、ソーシャルネットワークのフォロワー
に導くための方法であって、該方法は、マーケティングキャンペーンを行うためのハード
ウェアを含むトランザクション処理サーバーを含むマーケティングシステムによって実行
され、
　前記サーバーは、ソーシャルネットワークチャネルとデータ通信し、
　前記サーバーは、前記ソーシャルネットワークチャネル及び前記サーバーとデータ通信
するハードウェアを含むサイトレットチャネルを介して、前記ソーシャルネットワークチ
ャネルのユーザーのフォロワーに、案内を配信するように構成され、
　前記サイトレットチャネルは、動的なウェブサイトを含み、
　前記方法は、
　前記サーバーが前記ソーシャルネットワークの前記ユーザーのユーザーアカウントに関
連付けられたフォロワーのリストを取得するステップであって、前記フォロワーのリスト
は、該フォロワーのリストの各メンバーに関連する個人情報を含む、ステップと、
　前記サーバーが前記フォロワーのリストの少なくとも１人のメンバーに関連する個人情
報に基づいて、前記少なくとも１人のメンバーに対する個別のＵＲＬを生成するステップ
と、
　前記サーバーは、前記フォロワーが、前記個別のＵＲＬを用いることによって、前記案
内に応答した後、前記個別のＵＲＬを介してアクセス可能な前記動的なウェブサイトを生
成するステップであって、前記動的なウェブサイトは、前記フォロワーのリストの少なく
とも１人のメンバーの好み及び地理的位置のうち少なくとも１つを含む前記個人情報に基
づいて、前記少なくとも１人のメンバーにパーソナライズされている、ステップと、
　前記サーバーが前記フォロワーのリストの前記少なくとも１人のメンバーに前記案内を
送るステップであって、前記案内には、前記フォロワーのリストの前記少なくとも１人の
メンバーを前記動的なウェブサイトに導くための前記個別のＵＲＬが組み込まれている、
ステップと
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を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記動的なウェブサイトは、前記フォロワーのリストの前記少なくとも１人のメンバー
に関連するカスタマイズされた情報を含むこと
を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記サーバーが前記個別のＵＲＬを、ユーザーと関連付けられたハイパーリンクとして
、前記案内に組み込むステップを含むこと
を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記動的なウェブサイトは、前記個別のＵＲＬを辿ることに応じて、自動的に生成され
ること
を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　辿られる前記個別のＵＲＬに関連付けられた前記フォロワーのリストの前記少なくとも
１人のメンバーに関連するカスタマイズされた情報を、前記動的なウェブサイトに含める
ことをさらに特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サーバーが前記ソーシャルネットワークの前記ユーザーアカウントに関連付けられ
た前記フォロワーのリストを取得するステップよりも前に、前記サーバーが前記ソーシャ
ルネットワークのユーザーアカウントを認証するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　パーソナライズされたマーケティングサイトに、ソーシャルネットワークのフォロワー
を導くための方法であって、該方法は、キャンペーンメッセージングのカスタマイゼーシ
ョン、ローカライゼーションおよびパーソナライゼーションのために、複数の予め定義さ
れたフィールドを有するキャンペーンテンプレートを含むマーケティングキャンペーンを
行なうためのハードウェアを含むトランザクション処理サーバーによって実行され、
　ａ．前記サーバーは、ソーシャルネットワークのユーザーアカウントに関連付けられた
、前記フォロワーを含むフォロワーのリストを取得し、前記フォロワーのリストは、それ
ぞれのフォロワーに関連付けられた個人情報を含むものであり、
　ｂ．前記サーバーは、前記フォロワーに関連付けられた前記個人情報に基づいて、前記
フォロワーのリストから、前記フォロワーに対する個別のＵＲＬを生成し、
　ｃ．前記サーバーは、パーソナライズされた案内を前記フォロワーに送り、前記案内に
は、前記フォロワーに対する個別のＵＲＬが組み込まれ、
　ｄ．前記サーバーは、前記フォロワーが、前記個別のＵＲＬを用いることによって、前
記案内に応答した後、前記個別のＵＲＬを介してアクセス可能な動的なウェブサイトを生
成し、
　前記動的なウェブサイトは、前記フォロワーの好み及び地理的位置のうち少なくとも１
つを含む前記個人情報に基づいて、前記フォロワーにパーソナライズされていること
を特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記動的なウェブサイトは前記フォロワーに関連するカスタマイズされた情報を含むこ
こと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個別のＵＲＬは、ユーザーと関連付けられたハイパーリンクとして、前記案内に組
み込まれること
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記動的なウェブサイトは、前記個別のＵＲＬを辿ることに応じて、自動的に生成され
ること
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記動的なウェブサイトは、辿られる前記個別のＵＲＬに関連付けられた前記フォロワ
ーに関連するカスタマイズされた情報を含むこと
を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記サーバーが前記ソーシャルネットワークの前記ユーザーアカウントに関連付けられ
たフォロワーのリストを取得するステップの前に、前記サーバーが前記ソーシャルネット
ワークの前記ユーザーアカウントを認証するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本件出願は、米国仮特許出願第６１／２６３１４８号（２００９年１１月２０日出願）
の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般的にマーケティングネットワーク（販売網）に関するものである。特に
、本発明は、マルチフルフィルメントチャネルを有する個人向けマーケティングシステム
およびソーシャルネットワークのメンバーに対するパーソナライズされた案内（個別の案
内）を出すための方法を対象にする。
【背景技術】
【０００３】
　広告計画は、典型的に、製品および／またはサービスを、ある地方で、全国であるいは
その両方で宣伝広告することを望むクライアントの代理として広告代理店によって創られ
る。広告代理店は、“アセット”（利用される広告材料）と、メディアを用いたプレイス
メントを制御する。典型的に、広告代理店は、クライアントの製品および／またはサービ
スを、例えば、活字メディアや放送メディアなどの複数のチャネルを通じて宣伝する。し
かしながら、ソーシャルメディアネットワークは、マーケティングキャンペーンの適用範
囲について新たな方法を可能にする新たに出現した情報源ともいえる。例えば、ツイッタ
ー（Twitter（Ｒ））　ソーシャルメディアネットワークのツイッターは、現在、１億５
００万人以上の登録ユーザーを有し、毎日、３０万人の新たなユーザーがサインアップす
る（http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?newsid=3220448 および http://www.r
euters.com/article/idUSTRE63D46P20100415）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】"Twitter users now exceed 100 million", [平成24年5月30日検索], 
インターネット<URL http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?newsid=3220448>
【非特許文献２】"Twitter snags over 100 million users, eyes money-making", [平成
24年5月30日検索], インターネット<http://www.reuters.com/article/idUSTRE63D46P201
00415>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ソーシャルネットワークチャネルを含むマルチフルフィルメントチャネルを有するマー
ケティングシステム、および、マーケティングサイトにソーシャルネットワークユーザー
のフォロワーに案内を送るための方法を、開発することが望ましい。当該マーケティング
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システム及び方法は、マーケティングキャンペーンのメディアの報道量を最大にするため
に、マーケティングシステムにおけるフルフィルメントチャネルとして、ツイッターなど
のようなソーシャルネットワークを含む。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明と一致および適合する、ソーシャルネットワークチャネルを含むマルチフルフィ
ルメントチャネルを有するマーケティングシステム、および、マーケティングサイトにソ
ーシャルネットワークユーザーのフォロワーを案内するための方法（ただし、当該マーケ
ティングシステムおよび方法は、マーケティングキャンペーンのメディアの報道量を最大
にするために、マーケティングシステムにおけるフルフィルメントチャネルとして、ツイ
ッターなどのようなソーシャルネットワークを含む。）は、驚いたことは見出されている
。
【０００７】
　本発明のマーケティングシステムおよび方法は、パーソナライズされた手法でソーシャ
ルネットワークの個々のメンバーに届けるための効率的な一対多の招待案内手段を提供す
る。それによって、パーソナライズされた一対一ダイアログ（パーソナライズされたマー
ケティングウェブサイトまたはサイトレット（sitelet））で、各応答者の取り決めを有
効にする。
【０００８】
　１つの実施形態では、マーケティングシステムは、マーケティングキャンペーンを行な
う（主催する）ためのサーバーと、前記サーバーとデータ通信するソーシャルネットワー
クチャネルとを含み、前記サーバーは、案内を、前記ソーシャルネットワークチャネルを
介して、関連付けられたソーシャルネットワークのユーザーのフォロワーに配信し、前記
マーケティングシステムは、前記サーバーとデータ通信するサイトレットチャネルを含み
、前記サイトレットチャネルは動的なウェブサイトを含み、前記案内は、前記関連付けら
れたソーシャルネットワークの前記ユーザーの前記フォロワーを、前記動的なウェブサイ
トに誘導する。
【０００９】
　また、本発明は、ソーシャルネットワークユーザーフォロワーを、パーソナライズされ
たマーケティングサイトに誘導するための方法も提供する。
【００１０】
　１つの方法は、ソーシャルネットワークのユーザーアカウントに関連付けられたフォロ
ワーのリストを取得するステップであって、前記前記フォロワーのリストは、該フォロワ
ーのリストの各メンバーに関連する個人情報を含む、ステップと、前記フォロワーのリス
トの少なくとも１人のメンバーに関連する個人情報に基づいて、個別の（パーソナライズ
された）ＵＲＬを生成するステップと、前記個別のＵＲＬを介してアクセス可能な動的な
ウェブサイトを生成するステップと、前記フォロワーのリストの前記少なくとも１人に案
内を送るステップとを含み、前記案内は、前記フォロワーのリストの前記少なくとも１人
のメンバーを、前記動的なウェブサイトに導くために前記個別のＵＲＬが組み込まれる。
【００１１】
　別の方法は、
　ａ．キャンペーンメッセージングのカスタマイゼーション、ローカライゼーションおよ
びパーソナライゼーションのために、複数の予め定義されたフィールドを有するキャンペ
ーンテンプレートを含むマーケティングキャンペーンを行なうためのサーバーを提供する
ステップを含み、
　ｂ．前記サーバーは、ユーザーアカウントに関連付けられたフォロワーのリストを取得
し、前記フォロワーのリストは、それぞれのフォロワーに関連付けられた個人情報を含む
ものであり、
　ｃ．前記サーバーは、前記フォロワーのそれぞれに関連付けられた前記個人情報に基づ
いて、前記フォロワーのリストの各メンバーに対して、個別のＵＲＬを生成し、
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　ｄ．前記サーバーは、パーソナライズされた案内を前記フォロワーのリストの各メンバ
ーに送り、前記案内のそれぞれは、前記フォロワーのリストの各メンバーに対する個別の
ＵＲＬが組み込まれ、
　ｅ．前記サーバーは、前記個別のＵＲＬを介してアクセス可能な動的なウェブサイトを
生成する。
【００１２】
　上記およびその他の本発明の利点は、添付の図面を考慮し、好ましい実施形態の詳細な
説明から、当該分野に属する当業者にとって容易に明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態によるマーケティングシステムの略図のブロック図で
ある。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、パーソナライズされたマーケティングサイト
に、ソーシャルネットワークのフォロワーを誘導するための方法の略図のフロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の詳細な説明および添付の図面は、本発明の様々な実施形態を説明および図示する
。当該説明および図面は、当業者が本発明の製造および使用等を可能にするためのもので
あり、いかなる方法によっても、本発明の範囲を制限することを意図していない。開示さ
れた本方法に関して、示された複数のステップは、本質的には模範的なものであり、それ
らステップの順序は、必須または重要なものではない。
【００１５】
　図１を参照すると、本発明の実施形態によるマーケティングシステム１０が図示される
。図のように、マーケティングシステム１０は、行なわれたマーケティングキャンペーン
に対して、様々なメディアアウトレットを提供するために、複数のフルフィルメントチャ
ネル１４とデータ通信するトランザクション処理サーバー（ＴＯＳ）１２を含む。ＴＯＳ
１２は、任意のプラットフォームを使用した任意のサーバーであり、Ad Giants有限責任
会社（LLC）によって提供され、ウェブサイト　http://www.adgiants.com　に記載された
 ONE System（Ｒ） または MODsocket（Ｒ） も含み得る。さらに、いくつかのフルフィ
ルチャネル１４は、例えば、活字チャネル１６、Ｅメールチャネル１８および放送チャネ
ル２０を含むことができる。従って、マーケティングキャンペーンは、例えば、活字メデ
ィア、Ｅメールおよびテレビ／ラジオ放送を含む様々なキャンペーン戦略を含むことがで
きる。マーケティングキャンペーンを実現するために、その他のメディアおよび手段も用
いることができる。ある実施形態では、ユーザーインタフェース２１は、マーケティング
キャンペーンを設定するために、ＴＯＳ１２とデータ通信する。
【００１６】
　図示されている実施形態において、フルフィルメントチャネル１４は、ソーシャルネッ
トワークチャネル２２（例えば、ツイッターフルフィルメントチャネル）およびサイトレ
ットチャネル２４を含む。非限定的な例ではあるが、以下の説明は、Twitter（Ｒ） ソー
シャルネットワークに限定している。しかしながら、その他のソーシャルネットワークも
、同様にマーケティングシステム１０に含まれ得る。
【００１７】
　ソーシャルネットワークチャネル２２は、ＴＯＳ１２またはその他のデータ管理サーバ
ーとデータ通信する。特に、ＴＯＳ１２または適切なソフトウェアは、Twitter（Ｒ） ソ
ーシャルメディアネットワークなどのソーシャルネットワークと関連するユーザーネーム
およびパスワードフィールドを含む。非限定的な例として、ユーザーネームおよびパスワ
ードフィールドは、データベース（図示せず）に保存されたユーザープロフィールに対応
させることができる。さらに、非限定的な例として、ユーザーネームおよびパスワードフ
ィールドは、関連しているマーケティングキャンペーンを策定するのに用いられる予め定
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義されたデータテンプレートの必須フィールドとして含まれ得る。従って、ＴＯＳ１２は
、図示および以下に詳細に説明されるワークフローに対応するために、キャンペーンビジ
ネスロジックを含む。
【００１８】
　非限定的な例として、ＴＯＳ１２とソーシャルネットワークチャネル２２との間のデー
タ通信は、関連しているソーシャルネットワーク（例えば、Twitter（Ｒ） ソーシャルメ
ディアネットワーク）に対する、複数のアプリケーションプログラミングインタフェース
（ＡＰＩ）機能２５（例えば、コマンド、クエリなど）を含む。非限定的な例として、Ａ
ＰＩ機能２５は、次のものを含む：
　１）ステータス／フォロワー（statuses/followers）：認証ユーザーに関連付けられた
フォロワーのリストを返す。該リストは、それぞれのフォロワーに関連付けられた現在の
ステータス情報を含む；
　２）ユーザー／ショー（users/show）：必須の識別パラメータに従って、識別フィール
ドまたはスクリーンネームによって特定される、所与のユーザーの拡張された情報（例え
ば、ユーザーネーム、名、姓、位置、あるいは、その他の識別パラメータ）を返す；
　３）ダイレクトメッセージ／ニュー(direct_messages/new)：認証ユーザーから特定さ
れたユーザーに新たなダイレクトメッセージを送信する。
【００１９】
　しかしながら、その他のソーシャルネットワークや次のバージョンのツイッターＡＰＩ
とインタラクションするための同等の機能は、当業者にとって明らかなように、利用する
ことができる。
【００２０】
　サイトレットチャネル２４は、（サイトレットと呼ばれる）複数の動的なウェブサイト
２６を含む。動的なウェブサイト２６（すなわち、サイトレット）は、対象とする閲覧者
に関連する情報に基づいて、動的にカスタマイズまたはパーソナライズされる。それぞれ
の動的なウェブサイト２６には、個別のＵＲＬ２８（すなわち、ＰＵＲＬまたはＴｗＵＲ
Ｌ）に従ってアクセスすることができ、当該個別のＵＲＬ２８は、対象となる閲覧者に関
連する情報に基づいて生成される。非限定的な例として、ジョン・ドウ（John Doe）が動
的なウェブサイト２６の対象とする閲覧者である場合、ＴＯＳ１２から抽出された（また
は、関連するデータベースに格納された）、ジョン・ドウに関連する情報が用いられ、ジ
ョン・ドウにパーソナライズされたＵＲＬ（例えば、http://www.marketingcampaign.com
/John-Doe）を有するパーソナライズされたウェブサイトが動的に生成される。さらに、
非限定的な例として、動的なウェブサイト２６は、好み、地理的位置、背景情報、人口統
計などを含む、対象となるユーザーに関連する任意の情報を用いてパーソナライズされ得
る。しかしながら、その他の任意の情報も、動的なウェブサイト２６をパーソナライズす
るために用いられ得る。
【００２１】
　図２は、ソーシャルネットワークのフォロワーをマーケティングサイトに誘導するため
の方法１００（すなわち、ワークフロー）を図示する。本方法は、任意のソーシャルネッ
トワーク（例えば、Twitter（Ｒ） ソーシャルネットワークなど）に適用することができ
る。
【００２２】
　ステップ１０２では、ユーザーが、既存の“キャンペーンテンプレート”または“ネッ
トワークテンプレート”を用いて、“ソーシャルネットワークキャンペーン”（例えば、
Twitter（Ｒ） ソーシャルネットワークキャンペーン）を選択、カスタマイズおよび命令
する。当該テンプレートは、キャンペーンメッセージングのカスタマイゼーション、ロー
カリゼーションおよびパーソナライゼーションのための複数の予め定義されたフィールド
を有する。その他の任意のフィールドを有する任意のテンプレートも、マーケティングキ
ャンペーン、ユーザーおよびユーザーのフォロワーに関連する任意の情報を定義するため
に用いられ得る。さらに、マーケティングキャンペーン、ユーザーおよびユーザーのフォ



(8) JP 5800337 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

ロワーに関連する情報を収集および配信する、その他の手段が利用され得ることは言うま
でもない。
【００２３】
　ステップ１０４では、ＴＯＳ１２が、ソーシャルネットワーク（例えば、Twitter（Ｒ
） ソーシャルネットワーク）に関連付けられたユーザーアカウントを認証する。非限定
的な例として、シンプルなＡＰＩクエリ（例えば、ユーザー／ショー（users/show）クエ
リ）が、ユーザーアカウントを認証するために利用され得る。
【００２４】
　ステップ１０６では、ＴＯＳ１２が、ユーザーアカウントに関連付けられたフォロワー
のリストを取得する。非限定的な例として、ＡＰＩクエリ（例えば、ステータス／フォロ
ワー（statuses/followers）クエリ）が、フォロワーのリストを取得するために用いられ
得る。さらに、非限定的な例として、ソーシャルネットワークのユーザーアカウントに関
連付けられたユーザーネームとパスワードが認証された場合のみ、ＴＯＳ１２がフォロワ
ーのリストを取得する。
【００２５】
　ステップ１０８では、ＴＯＳ１２が、ソーシャルネットワークキャンペーンのための“
ターゲットリスト”として、取得したフォロワーのリストまたは配列を利用する。非限定
的な例として、ＴＯＳ１２は、フォロワーのリストの各メンバーに関連する、拡張された
ユーザー情報（例えば、名、姓）を取得するために、ユーザー／ショー（users/show）Ａ
ＰＩクエリを実行する。さらに、非限定的な例として、ＴＯＳ１２は、フォロワーのリス
トの各メンバーに対する個別のＵＲＬ（すなわち、ＰＵＲＬまたはＴｗＵＲＬ）を生成す
るために、フォロワーのリストの各メンバーに関連する拡張された情報を利用することが
できる。
【００２６】
　ステップ１１０では、ＴＯＳ１２が、個々のパーソナライズされた案内を、フォロワー
のリスト（すなわち、ターゲットリスト）の各メンバーに送信することによって、ソーシ
ャルネットワークキャンペーンを開始する。それぞれの案内は、案内の対象となった受取
人（すなわち、フォロワーリストのメンバー）に対して、パーソナライズされた個別のＵ
ＲＬ２８が組み込まれている。非限定的な例として、案内はダイレクトメッセージ／ニュ
ー（direct_messages/new）ＡＰＩコマンドを用いて配信され得る。さらに、非限定的な
例として、個別のＵＲＬ２８は、ユーザーと関連付けられたハイパーリンクとして、それ
ぞれの案内に組み込まれる。案内を配信するその他の手段も利用できることは言うまでも
ない。さらに、個別のＵＲＬ２８のうちどれかを辿るその他の手段も利用され得る。
【００２７】
　ステップ１１２では、ＴＯＳ１２が、パーソナライズされた動的なウェブサイト２６（
すなわち、サイトレット）を生成する。非限定的な例として、パーソナライズされた動的
なウェブサイト２６は、個別のＵＲＬ２８のうち関連する１つのものを介してアクセス可
能である。さらに、非限定的な例として、それぞれのパーソナライズされた動的なウェブ
サイト２６は、フォロワーのリストの各メンバー向けに、カスタマイズ、ローカライズお
よびパーソナライズされる。ある実施形態では、ＴＯＳ１２によって生成された、パーソ
ナライズされた動的ウェブサイト２６のそれぞれは、キャンペーンテンプレートに基づい
てカスタマイズされた情報を含む。ある実施形態では、それぞれの動的ウェブサイト２６
は、個別のＵＲＬ２８のうち１つを辿ることに応じて、自動的に生成される。例えば、“
“http://www.marketingcampaign.com/John-Doe”を辿ると、１つの動的なウェブサイト
２８が生成され、ジョン・ドウ（John Doe）に関連する情報を用いてカスタマイズされる
。しかしながら、個別のＵＲＬ２８のうちどれかが、動的なウェブサイト２６のいずれか
にリンクされ得ることは言うまでもない。さらに、当然のことながら、動的なウェブサイ
ト２６は、（カスタマイズされた、または、標準的な）任意の情報を含むことができる。
【００２８】
　使用中、ソーシャルネットワークコンポーネント（例えば、Twitter（Ｒ） システムお
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）を配信および表示する、それらそれぞれの機能を実行し続ける。ソーシャルネットワー
クキャンペーンに端を発するユーザー（すなわち、ユーザーアカウント）のフォロワーは
、上述のように、ソーシャルネットワークキャンペーンに端を発するユーザーから、ウェ
ブハイパーリンク（例えば、個別のＵＲＬ２８）を含む標準的なダイレクト（個人的な）
メッセージ（すなわち、案内招待）を受信する。個別のＵＲＬ２８に従って応答すること
を選択するフォロワーは、動的なウェブサイト２６（すなわち、サイトレット）に導かれ
る。
【００２９】
　ソーシャルネットワークのフォロワーをマーケティングサイトレットに導くためのマー
ケティングシステム１０および方法１００は、パーソナライズされた環境において、ソー
シャルネットワークユーザーおよびフォロワーを結びつけるための手段を広告主に提供す
る。マーケティングシステム１０のユーザーは、該ユーザーのソーシャルネットワークに
おいて、対象となる受取人（フォロワー）に送信される（すなわち、一対多の配信）前に
、ＴＯＳ１２によってパーソナライズされた１つだけの案内を生成することができる。フ
ォロワーの１人が案内に応答した時点で、当該フォロワーを唯一のパーソナライズされた
マーケティング環境に没頭させるために、パーソナライズされたマーケティングサイトレ
ットが動的に生成される。
【００３０】
　上述の説明から、当業者であれば本発明の本質的特徴を容易に見極めることができ、そ
の精神と本質的特徴から逸脱することなく、本発明を様々な用途や条件に適応させるため
に、本発明にさまざまな変更および改良を施すことができる。

【図１】 【図２】
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