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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディア・オブジェクト配信サーバと通信するメディア・プレーヤ上でメディア・プロ
モーションを広告する方法であって、
　前記方法は、
　メディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信するステップと、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットを決定するステップと、
　入札データベースに格納された情報に基づいて、前記広告スロットに関連付けられたス
ポンサーのランク付きリストを用いて、前記広告スロットに対するスポンサーを決定する
ステップであって、前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　　（ａ）前記スポンサーのランク付きリストの最上位の位置から候補スポンサーを選択
することと、
　　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告
スロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定する
ことと、
　　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーである
と決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候
補スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　　を含む、ステップと、
　複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサーによってそれぞれ提供され、かつ
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、メディア・プロモーション・データベースを含むメモリに格納された複数のメディア・
プロモーションのうちの１つのメディア・プロモーションを選択するステップであって、
前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の
重み値は、前記入札データベースを含むメモリに格納された前記対応する複数のスポンサ
ーの過去のビジネスレベルに基づいている、ステップと、
　前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信するステッ
プであって、前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信
することが、前記スポンサーにより以前に提供された格納済みメディア・プロモーション
のコピーを送信することを含む、ステップと、
　前記メディア・プロモーションの送信に応答して、前記製造業者に関連付けられ、かつ
、会計データベースを含むメモリに格納されたアカウントのアカウント値を更新するステ
ップと
　を前記サーバが実行することを含む、方法。
【請求項２】
　前記サーバが、前記メディア・プレーヤのモデルの種類を示す情報を受信することと、
　前記サーバが、前記メディア・プロモーションを送信する前に、前記受信された情報を
用いて、送信されるメディア・プロモーションを決定することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サーバが、前記メディア・プレーヤの地理的位置を示す情報を受信することと、
　前記サーバが、前記メディア・プロモーションを送信する前に、前記受信された情報を
用いて、送信されるメディア・プロモーションを決定することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サーバが、前記メディア・プレーヤのユーザーを示す情報を受信することと、
　前記サーバが、前記メディア・プロモーションを送信する前に、前記受信された情報を
用いて、送信されるメディア・プロモーションを決定することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた前記広告スロットを決定することが、
　前記メディア・プレーヤのモデルの種類を示す情報を受信することと、
　前記受信された情報を用いて、前記広告スロットを決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた前記広告スロットを決定することが、
　前記メディア・プレーヤの地理的位置を示す情報を受信することと、
　前記受信された情報を用いて、前記広告スロットを決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた前記広告スロットを決定することが、
　前記メディア・プレーヤのユーザーを示す情報を受信することと、
　前記受信された情報を用いて、前記広告スロットを決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記メディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤへ送信することが、インター
ネットを介して前記メディア・プロモーションを送信することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記メディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤへ送信することが、ブロード
キャスト・チャネルを介して前記メディア・プロモーションを送信することを含む、請求
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項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メディア・プレーヤが光学式メディア・プレーヤである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メディア・プレーヤがビデオゲーム機である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディア・プレーヤが携帯情報端末である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メディア・プレーヤが移動通信装置である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記メディア・プロモーションが映画を広告する音声／ビデオクリップである、請求項
１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記メディア・プロモーションがビデオゲームを広告する音声／ビデオクリップである
、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記メディア・プロモーションがグラフィック・メディア・オブジェクトである、請求
項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メディア・プロモーションが音声メディア・オブジェクトである、請求項１に記載
の方法。
【請求項１８】
　プログラムが記録されているコンピュータ読み取り可能な格納媒体を備えているメディ
ア・オブジェクト配信サーバであって、前記サーバは、メディア・プロモーション・デー
タベース、入札データベースおよび会計データベースを含む少なくとも１つのメモリと通
信し、
　前記プログラムは、
　前記サーバと通信するメディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信すること
と、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットを決定することと、
　前記入札データベースに格納された情報に基づいて、前記広告スロットに関連付けられ
たスポンサーのランク付きリストを用いて、前記広告スロットに対するスポンサーを決定
することであって、前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　　（ａ）前記スポンサーのランク付きリストの最上位の位置から候補スポンサーを選択
することと、
　　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告
スロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定する
ことと、
　　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーである
と決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候
補スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　　を含む、ことと、
　複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサーによってそれぞれ提供され、かつ
、前記メディア・プロモーション・データベースに格納された複数のメディア・プロモー
ションのうちの１つのメディア・プロモーションを選択することであって、前記複数の重
み値は、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、前
記入札データベースに格納された前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベル
に基づいている、ことと、
　前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信することで
あって、前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信する
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ことが、前記スポンサーにより以前に提供された格納済みメディア・プロモーションのコ
ピーを送信することを含む、ことと、
　前記メディア・プロモーションの送信に応答して、前記製造業者に関連付けられ、かつ
、前記会計データベースに格納されたアカウントのアカウント値を更新することと
　を前記サーバに行わせる、サーバ。
【請求項１９】
　メディア・プレーヤ上でメディア・プロモーションを広告する方法であって、
　前記メディア・プレーヤは、プログラムコードが記録されたメモリを備え、
　前記プログラムコードは、
　起動イベントの際に、メディア・オブジェクト配信サーバに接続することと、
　前記メディア・プレーヤの製造業者を示す情報を、前記メディア・オブジェクト配信サ
ーバに提供することと、
　前記メディア・プレーヤのユーザーに表示するためのメディア・プロモーションを前記
メディア・オブジェクト配信サーバから受信することと
　を含む方法を実行することを前記メディア・プレーヤに行わせ、
　前記メディア・プロモーションは、複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサ
ーによってそれぞれ以前に提供され、かつ、メディア・プロモーション・データベースを
含むメモリに格納された複数のメディア・プロモーションから前記メディア・オブジェク
ト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサー
のそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、入札データベースを含むメモリに格納された
前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記スポンサーのランク付きリストの最上位の位置から候補スポンサーを選択す
ることと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、方法。
【請求項２０】
　前記起動イベントが前記メディア・プレーヤのスタートアップである、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記起動イベントが前記メディア・プレーヤへのメディアの挿入である、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記起動イベントが、指定された期間にわたる前記メディア・プレーヤの停止である、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記起動イベントが、前記メディア・プレーヤに関連付けられたスケジューリングされ
たバックグラウンド動作の発生である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記起動イベントが、前記メディア・プレーヤのユーザーにより開始されたメディア・
プロモーション要求である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メディア・オブジェクト配信サーバに対するＵＲＬを前記メディア・プレーヤの前



(5) JP 5216588 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

記メモリに格納することにより、前記メディア・プレーヤが前記格納されたＵＲＬを用い
て、インターネットを介して前記メディア・オブジェクト配信サーバに接続できるように
することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２６】
　専用ブロードキャスト・チャネル番号を前記メディア・プレーヤの前記メモリに格納す
ることにより、前記メディア・プレーヤが、前記格納された専用ブロードキャスト・チャ
ネル番号を用いて、専用のブロードキャスト・チャネルを介して前記メディア・オブジェ
クト配信サーバに接続できるようにすることを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　前記メディア・オブジェクト配信サーバに対するＵＲＬが前記プログラムコードに埋め
込まれていることにより、前記メディア・プレーヤが、前記格納されたＵＲＬを用いて、
インターネットを介して前記メディア・オブジェクト配信サーバに接続できる、請求項１
９に記載の方法。
【請求項２８】
　専用ブロードキャスト・チャネル番号が前記プログラムコードに埋め込まれていること
により、前記メディア・プレーヤが、前記格納された専用ブロードキャスト・チャネル番
号を用いて、専用ブロードキャスト・チャネルを介して前記メディア・オブジェクト配信
サーバに接続できる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　プロセッサとメモリとを含むメディア・プレーヤであって、
　前記メモリがプログラムコードを含み、
　前記プログラムコードは、
　起動イベントの際に、メディア・オブジェクト配信サーバに接続要求を送信することで
あって、前記接続要求は、前記メディア・プレーヤの製造業者を示す情報を含む、ことと
、
　前記サーバが前記接続要求を受信することに応答して、前記メディア・オブジェクト配
信サーバから送信された、前記メディア・プレーヤのユーザーに表示するためのメディア
・プロモーションを受信することと
　を前記メディア・プレーヤに行わせ、
　前記メディア・プロモーションは、複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサ
ーによってそれぞれ以前に提供され、かつ、メディア・プロモーション・データベースを
含むメモリに格納された複数のメディア・プロモーションから前記メディア・オブジェク
ト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサー
のそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、入札データベースを含むメモリに格納された
前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記スポンサーのランク付きリストの最上位の位置から候補スポンサーを選択す
ることと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、メディア・プレーヤ。
【請求項３０】
　入札に基づいて広告プロモーションをメディア・プレーヤへ配信するシステムであって
、前記システムは、
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　複数のメディア・プレーヤの製造業者にそれぞれ対応する複数の製造業者アカウントと
、対応する複数の広告主によりそれぞれ以前に提供された複数のメディア・オブジェクト
とを格納する１個以上のメモリ装置と、
　メディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信することと、前記１個以上のメ
モリ装置に格納された前記複数のメディア・オブジェクトのうちの１つのメディア・オブ
ジェクトを前記メディア・プレーヤへ送信することと、前記メディア・オブジェクトの送
信に応答して、前記識別された製造業者に対応する、前記１個以上のメモリ装置に格納さ
れた前記複数の製造業者アカウントのうちの１つの製造業者アカウントのアカウント値を
更新することとを行うように構成されたメディア・オブジェクト配信サーバと
　を含み、
　前記メディア・オブジェクトは、複数の重み値に基づいて、複数のメディア・オブジェ
クトから前記メディア・オブジェクト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は
、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、前記１個
以上のメモリ装置に格納された前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに
基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記スポンサーのランク付きリストの最上位の位置から候補スポンサーを選択す
ることと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、システム。
【請求項３１】
　前記１個以上のメモリ装置が、前記複数のメディア・オブジェクトを提供した複数の広
告主にそれぞれ対応する複数の広告主アカウントを更に格納し、前記メディア・オブジェ
クト配信サーバが、前記メディア・オブジェクトの送信に対して、前記対応する広告主に
請求できるように、前記送信されたメディア・オブジェクトに対応する前記複数の広告主
アカウントのうちの１つの広告主アカウントのアカウント値を更新するように更に構成さ
れている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記メディア・オブジェクト配信サーバが、前記複数のメディア・オブジェクトを提供
した前記複数の広告主により操作される複数の入札端末から、複数の広告スロットに対す
る入札を受信することと、前記複数のメディア・オブジェクトのどのメディア・オブジェ
クトが、前記複数の広告スロットのそれぞれへ送信されるかを決定するために、前記複数
の広告スロットのそれぞれについてランク付きリストを生成することとを行うように更に
構成されている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記広告スロットが、少なくとも部分的にメディア・プレーヤ属性に基づいている、請
求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記広告スロットが、少なくとも部分的に消費者属性に基づいている、請求項３２に記
載のシステム。
【請求項３５】
　前記広告スロットが、少なくとも部分的にコンテキスト属性に基づいている、請求項３
２に記載のシステム。
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【請求項３６】
　メディア・オブジェクト配信サーバと通信するメディア・プレーヤ上でメディア・プロ
モーションを広告する方法であって、
　前記方法は、
　メディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信するステップと、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットを決定するステップと、
　入札データベースに格納された情報に基づいて、前記広告スロットに関連付けられたス
ポンサーのランク付きリストを用いて、前記広告スロットに対するスポンサーを決定する
ステップであって、前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　　（ａ）前記ランク付きリストにおける複数のスポンサーの位置にそれぞれ対応する重
み値から決定された確率を用いて、前記スポンサーのランク付きリストから候補スポンサ
ーをランダムに選択することと、
　　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告
スロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定する
ことと、
　　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーである
と決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候
補スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　　を含む、ステップと、
　複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサーによってそれぞれ提供され、かつ
、メディア・プロモーション・データベースを含むメモリに格納された複数のメディア・
プロモーションのうちの１つのメディア・プロモーションを選択するステップであって、
前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の
重み値は、前記入札データベースを含むメモリに格納された前記対応する複数のスポンサ
ーの過去のビジネスレベルに基づいている、ステップと、
　前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信するステッ
プであって、前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信
することが、前記スポンサーにより以前に提供された格納済みメディア・プロモーション
のコピーを送信することを含む、ステップと、
　前記メディア・プロモーションの送信に応答して、前記製造業者に関連付けられ、かつ
、会計データベースを含むメモリに格納されたアカウントのアカウント値を更新するステ
ップと
　を前記サーバが実行することを含む、方法。
【請求項３７】
　プログラムが記録されているコンピュータ読み取り可能な格納媒体を備えているメディ
ア・オブジェクト配信サーバであって、前記サーバは、メディア・プロモーション・デー
タベース、入札データベースおよび会計データベースを含む少なくとも１つのメモリと通
信し、
　前記プログラムは、
　前記サーバと通信するメディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信すること
と、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットを決定することと、
　前記入札データベースに格納された情報に基づいて、前記広告スロットに関連付けられ
たスポンサーのランク付きリストを用いて、前記広告スロットに対するスポンサーを決定
することであって、前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　　（ａ）前記ランク付きリストにおける複数のスポンサーの位置にそれぞれ対応する重
み値から決定された確率を用いて、前記スポンサーのランク付きリストから候補スポンサ
ーをランダムに選択することと、
　　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告
スロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定する
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ことと、
　　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーである
と決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候
補スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　　を含む、ことと、
　複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサーによってそれぞれ提供され、かつ
、前記メディア・プロモーション・データベースに格納された複数のメディア・プロモー
ションのうちの１つのメディア・プロモーションを選択することであって、前記複数の重
み値は、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、前
記入札データベースに格納された前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベル
に基づいている、ことと、
　前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信することで
あって、前記選択されたメディア・プロモーションを前記メディア・プレーヤに送信する
ことが、前記スポンサーにより以前に提供された格納済みメディア・プロモーションのコ
ピーを送信することを含む、ことと、
　前記メディア・プロモーションの送信に応答して、前記製造業者に関連付けられ、かつ
、前記会計データベースに格納されたアカウントのアカウント値を更新することと
　を前記サーバに行わせる、サーバ。
【請求項３８】
　メディア・プレーヤ上でメディア・プロモーションを広告する方法であって、
　前記メディア・プレーヤは、プログラムコードが記録されたメモリを備え、
　前記プログラムコードは、
　起動イベントの際に、メディア・オブジェクト配信サーバに接続することと、
　前記メディア・プレーヤの製造業者を示す情報を、前記メディア・オブジェクト配信サ
ーバに提供することと、
　前記メディア・プレーヤのユーザーに表示するためのメディア・プロモーションを前記
メディア・オブジェクト配信サーバから受信することと
　を含む方法を実行することを前記メディア・プレーヤに行わせ、
　前記メディア・プロモーションは、複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサ
ーによってそれぞれ以前に提供され、かつ、メディア・プロモーション・データベースを
含むメモリに格納された複数のメディア・プロモーションから前記メディア・オブジェク
ト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサー
のそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、入札データベースを含むメモリに格納された
前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記ランク付きリストにおける複数のスポンサーの位置にそれぞれ対応する重み
値から決定された確率を用いて、前記スポンサーのランク付きリストから候補スポンサー
をランダムに選択することと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、方法。
【請求項３９】
　プロセッサとメモリとを含むメディア・プレーヤであって、
　前記メモリがプログラムコードを含み、
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　前記プログラムコードは、
　起動イベントの際に、メディア・オブジェクト配信サーバに接続要求を送信することで
あって、前記接続要求は、前記メディア・プレーヤの製造業者を示す情報を含む、ことと
、
　前記サーバが前記接続要求を受信することに応答して、前記メディア・オブジェクト配
信サーバから送信された、前記メディア・プレーヤのユーザーに表示するためのメディア
・プロモーションを受信することと
　を前記メディア・プレーヤに行わせ、
　前記メディア・プロモーションは、複数の重み値に基づいて、対応する複数のスポンサ
ーによってそれぞれ以前に提供され、かつ、メディア・プロモーション・データベースを
含むメモリに格納された複数のメディア・プロモーションから前記メディア・オブジェク
ト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は、それぞれ、前記複数のスポンサー
のそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、入札データベースを含むメモリに格納された
前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記ランク付きリストにおける複数のスポンサーの位置にそれぞれ対応する重み
値から決定された確率を用いて、前記スポンサーのランク付きリストから候補スポンサー
をランダムに選択することと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、メディア・プレーヤ。
【請求項４０】
　入札に基づいて広告プロモーションをメディア・プレーヤへ配信するシステムであって
、前記システムは、
　複数のメディア・プレーヤの製造業者にそれぞれ対応する複数の製造業者アカウントと
、対応する複数の広告主によりそれぞれ以前に提供された複数のメディア・オブジェクト
とを格納する１個以上のメモリ装置と、
　メディア・プレーヤの製造業者の識別を示す情報を受信することと、前記１個以上のメ
モリ装置に格納された前記複数のメディア・オブジェクトのうちの１つのメディア・オブ
ジェクトを前記メディア・プレーヤへ送信することと、前記メディア・オブジェクトの送
信に応答して、前記識別された製造業者に対応する、前記１個以上のメモリ装置に格納さ
れた前記複数の製造業者アカウントのうちの１つの製造業者アカウントのアカウント値を
更新することとを行うように構成されたメディア・オブジェクト配信サーバと
　を含み、
　前記メディア・オブジェクトは、複数の重み値に基づいて、複数のメディア・オブジェ
クトから前記メディア・オブジェクト配信サーバによって選択され、前記複数の重み値は
、それぞれ、前記複数のスポンサーのそれぞれに対応し、前記複数の重み値は、前記１個
以上のメモリ装置に格納された前記対応する複数のスポンサーの過去のビジネスレベルに
基づいており、
　前記メディア・プレーヤに関連付けられた広告スロットに対するスポンサーは、前記広
告スロットに関連付けられたスポンサーのランク付きリストを用いて決定され、
　前記広告スロットに対するスポンサーを決定することが、
　（ａ）前記ランク付きリストにおける複数のスポンサーの位置にそれぞれ対応する重み
値から決定された確率を用いて、前記スポンサーのランク付きリストから候補スポンサー
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をランダムに選択することと、
　（ｂ）前記候補スポンサーが前記スポンサーであると決定された場合には、前記広告ス
ロットに対する前記候補スポンサーに関連付けられた予算を超過するか否かを決定するこ
とと、
　（ｃ）前記予算を超過しない場合には、前記候補スポンサーが前記スポンサーであると
決定し、前記予算を超過する場合には、前記スポンサーのランク付きリストから前記候補
スポンサーを削除して、（ａ）～（ｃ）を繰り返すことと
　を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照によって本明細書に援用される２００５年８月１２日出願の米国仮特許
出願第６０／７０７，７２８号明細書に対し優先権を主張するものである。
【０００２】
発明の分野
　本発明は一般に、インターネット広告に関し、特にインターネット接続されたメディア
・プレーヤ上での入札に基づく広告プロモーションの配信に関する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　インターネットが次第に消費者にとっての情報源および娯楽となるにつれて、広告用途
としても重要度を増している。既に、毎年数十億ドルがインターネット広告に投入されて
おり、インターネット広告は新聞、テレビ、ラジオ等の従来のチャネルを用いる広告と比
較して劇的に増加するものと思われる。
【０００４】
　利用者が増大していることに加え、インターネットは広告チャネルとしてもその著しい
成長を促進させる特別な性格を有している。例えば、広告主は広告費のアカウンタビリテ
ィを求めており、インターネットは、広告の成功度合について従来の広告チャネルよりも
確実に優れた定量的測定を可能にする。消費者が広告主のウェブサイトへの（インターネ
ット広告に埋め込まれた）ハイパーリンクをクリックして物品を購入した際に、販売プロ
モーションにおけるハイパーリンクの成功が容易に測定される。対照的に、従来チャネル
を用いた場合の広告の効果はそれほど容易には判断できず、広告の前後における消費者調
査または販売活動レベルの測定等、はるかに信頼性が低い技術に頼らざるを得ないであろ
う。
【０００５】
　特に顕著になっているインターネット広告の一形式に、バナー広告およびポップアップ
広告が含まれる。これらの広告は、広告されている製品に何らかの方法で全般的に関係す
るウェブ・ページに現れるため、ある程度的を絞ったマーケティングを確実に提供する。
バナー広告はしかし、受け手から無視され易く、ポップアップ広告は、ポップアップ遮断
機能が一般的になったほど、消費者からは許容限度を超えて不快に思われている。
【０００６】
　金銭的に特に成功したインターネット広告の別の形式として、検索エンジン広告がある
。Ｙａｈｏｏ！（登録商標）やＧｏｏｇｌｅ（商標）によりインターネット上で利用可能
になった検索エンジンは、通常、検索クエリーにおいて検索エンジン・ユーザーにより指
定されたものに合致するキーワードにより識別されるか、またはこれらに関連付けられる
ワールドワイドウェブ上のドキュメントまたはウェブ・ページを検索する。次いで検索結
果は通常、識別されたドキュメントまたはウェブ・ページへのハイパーリンクを含むリス
トの形式でユーザーに提供される。
【０００７】
　ユーザーが検索エンジンを用いて特定の製品または製品の種類に関する情報を検索する
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場合、消費者は追加的な情報を求めて検索結果リストにおけるランク順（すなわちリスト
の上から下に）に従ってハイパーリンクをクリックする傾向があるため、そのような製品
の提供者にとって自身のウェブ・ページが検索結果リストの最上位または少なくとも最上
位の近くで識別される方が有利である。バナーやポップアップ広告に比べて検索エンジン
広告の一つの注目すべき利点は、この場合消費者が提供者の製品に関する情報を実際に探
しており、従って検索エンジン広告がバナーやポップアップ広告よりも確実に効果的とな
る（すなわち、より的を絞ったものになる）点である。
【０００８】
　検索エンジンを用いて広告ビジネスを行なう方法として、カリフォルニア州パサデナ（
Ｐａｓａｄｅｎａ）のＧｏＴｏ．ｃｏｍによる米国特許第６，２６９，３６１号明細書「
コンピュータ・ネットワーク検索エンジンにより生成された検索結果リストにおける位置
に影響を及ぼすシステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉ
ｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇ　ａ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｎ　ａ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｓｕｌｔ
　Ｌｉｓｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ　ｂｙ　ａ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅ
ａｒｃｈ　Ｅｎｇｉｎｅ）」に記載されたように、検索結果リストにおける製品提供者の
位置に影響を及ぼす入札システムを実装することができる。このような入札システムにお
いて、最高額の入札者が自身のウェブ・ページへのハイパーリンクが検索結果リストにお
いて高くランク付けされた位置にあるように優先的に扱われる。当然ながら、無償ハイパ
ーリンクも下位ではあるが、検索エンジン・ユーザーのニーズおよび期待に応えるべくリ
スト表示される。
【０００９】
　カリフォルニア州ハリウッドのゲムスター開発社（Ｇｅｍｓｔａｒ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍ
ｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）による米国特許第６，７５６，９９７号明細書「テレ
ビ番組、ビデオ、広告情報、およびプログラム・スケジューリング情報との制御インター
フェースを表示および記録するシステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　ａｎｄ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｓ，Ｖｉｄｅ
ｏ，Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｃ
ｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）」に、テレビ画面に表示可能且つ特別に構
成されたリモート・コントローラを用いてナビゲート可能な電子プログラミングガイド（
ＥＰＧ）が記載されている。
【００１０】
　ＥＰＧの主要な機能はテレビ番組のスケジューリングを表示することであるが、これは
また、将来予定されているテレビ番組を広告し、テキストまたはビデオクリップを通じて
追加的な情報を得ることができる仮想チャネル広告スロットまたは広告ウインドウディス
プレイを視聴者が選択する機会を提供する。視聴者が仮想チャネル広告スロットまたは広
告ウインドウを強調表示したならば、ＥＰＧは、視聴者をインターネット上の特定のウェ
ブサイト等、外部の情報データベースに接続することができる。ユーザーがガイドの同一
ページ／セクションに入る都度異なる広告が現れるように広告は回転可能である。広告に
はまた、そのような回転における自身の位置に影響する優先順位の割り当て、および／ま
たは、閲覧されているガイドのセクション（例：映画、スポーツ、児童プログラム等）に
応じて、またはビューアプロファイル（Ｖｉｅｗｅｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）に基づいて、絞
り込まれる。
【００１１】
　パーソナルコンピュータやテレビに加え、ＤＶＤプレーヤやビデオゲーム機等のデジタ
ルメディア・プレーヤもまたインターネットに接続可能である。現在、これらの装置の電
源を入れたならば、通常は空白画面、画面メニュー、または装置の製造業者の会社ロゴが
消費者に提示される。しかし、メディア・プレーヤに適していて、金銭的に説明可能およ
び／または予算的に制御可能な（in a financially accountable and/or budget control
lable fashion）方法で関連製品の的を絞ったマーケティングを容易にするようなインタ
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ーネット広告ビジネスの方法およびシステムを開発することが有用であろう。また、以前
のようなインターネット広告とは異なり、上述のメディア・プレーヤの製造業者に対して
、このようなインターネット広告の方法およびシステムに対応すべく自社製品を構成する
ことへの合理的な金銭的インセンティブを提供することにも利点があろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
発明の目的および概要
　従って、本発明の一つ以上の態様の目的の一つは、これらの装置のユーザーに的を絞っ
たマーケティングを容易にする方法でメディア・プレーヤ上にインターネット広告を提供
するビジネス方法およびシステムである。
【００１３】
　本発明の一つ以上の態様の別の目的は、金銭的に説明可能な方法でメディア・プレーヤ
上にインターネット広告を提供するビジネス方法およびシステムである。
【００１４】
　本発明の一つ以上の態様の別の目的は、予算的に制御可能な方法でメディア・プレーヤ
上にインターネット広告を提供するビジネス方法およびシステムである。
【００１５】
　本発明の一つ以上の態様の更に別の目的は、上述のメディア・プレーヤの製造業者に対
し、自社製品をそのような方法およびシステムに対応することへの合理的な金銭的インセ
ンティブを提供する方法でメディア・プレーヤ上にインターネット広告を提供するビジネ
ス方法およびシステムである。
【００１６】
　本発明の一つ以上の態様のまた更に別の目的は、そのような方法およびシステムにおけ
る広告スロット（ad slot）へのオンライン入札を容易にする方法でメディア・プレーヤ
上にインターネット広告を提供するビジネス方法およびシステムである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　これらおよび更なる目的は、本発明の各種の態様により達成される。簡潔に述べるなら
ば、一態様は、メディア・プレーヤ上でメディア・プロモーションを広告する（advertis
ing media promotions on media players）方法であって、メディア・プレーヤの製造業
者の識別情報（information indicative of an identity of a manufacturer）を受信す
るステップと、メディア・プレーヤにメディア・プロモーションを送信するステップと、
メディア・プロモーションの送信に対して製造業者が報酬を得られるように（the manufa
cturer may be compensated）製造業者に関連付けられたアカウントを更新するステップ
とを含んでいる。
【００１８】
　別の態様は、メディア・プレーヤの製造業者の識別情報を受信し、メディア・プレーヤ
にメディア・プロモーションを送信し、メディア・プロモーションの送信に対して製造業
者が報酬を得られるように製造業者に関連付けられたアカウントを更新するよう構成され
たコンピュータを含むメディア・オブジェクト配信サーバである。
【００１９】
　 別の態様は、メディア・プレーヤ上に媒体プロモーションを広告する方法であって、
メディア・プロモーション要求に適用可能な広告スロットを決定するステップと、複数の
候補メディア・プロモーションから、メディア・プロモーション要求に応答して、複数の
候補メディア・プロモーションのスポンサーが使える予算に少なくとも部分的に基づいて
、提供するメディア・プロモーションを決定するステップとを含む。
【００２０】
　別の態様は、メディア・プロモーション要求に適用可能な広告スロットを決定し、複数
の候補メディア・プロモーションから、メディア・プロモーション要求に応答して、複数
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の候補メディア・プロモーションのスポンサーが使える予算に少なくとも部分的に基づい
て、提供するメディア・プロモーションを決定するよう構成されたコンピュータを含むメ
ディア・オブジェクト配信サーバである。
【００２１】
　別の態様は、メディア・プレーヤ上でメディア・プロモーションを広告する方法であっ
て、メディア・プレーヤに、起動イベントを契機としてメディア・オブジェクト配信サー
バと接続させ、メディア・プレーヤの製造業者を表わす情報をメディア・オブジェクト配
信サーバに提供させ、メディア・オブジェクト配信サーバから、メディア・プレーヤのユ
ーザーに対し表示するためのメディア・プロモーションを受信させるプログラムコードを
メディア・プレーヤにインストールするステップを含んでいる。
【００２２】
　別の態様は、プロセッサおよびメモリを含むメディア・プレーヤであって、メモリは、
メディア・プレーヤに、起動イベントを契機としてメディア・オブジェクト配信サーバに
接続させ、メディア・プレーヤの製造業者を表わす情報をメディア・オブジェクト配信サ
ーバに提供させ、メディア・オブジェクト配信サーバから、メディア・プレーヤのユーザ
ーに対し表示するためのメディア・プロモーションを受信させるプログラムコードを含ん
でいる。
【００２３】
　更に別の態様は、入札に基づいて広告プロモーションをメディア・プレーヤへ配信する
システムであって、メディア・プレーヤの製造業者に各々対応する複数の製造業者アカウ
ントを保存する１個以上のメモリ装置と、対応する広告主により各々提供される複数のメ
ディア・オブジェクトと、メディア・プレーヤの製造業者の識別情報を受信し、前記複数
のメディア・オブジェクトのうちの１つをメディア・プレーヤへ送信して、前記メディア
・オブジェクトの送信に対して前記識別された製造業者が報酬を得られるように、前記識
別された製造業者に対応する、複数の製造業者アカウントのうちの１個を更新するよう構
成されたメディア・オブジェクト配信サーバとを含んでいる。
【００２４】
　本発明の各種の態様の更なる目的、特徴および利点は、その好適な実施形態に関する以
下の説明から明らかになり、説明は添付の図面と合わせて理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
好ましい実施形態の詳細な説明
　図１に、ＤＶＤプレーヤやビデオゲーム機等のインターネット接続されたメディア・プ
レーヤにおける映画の予告編やゲーム・プレビュー等のメディア・プロモーションの、入
札に基づく配信システム１００のブロック図を示す。本システムにおいて、映画スタジオ
、ゲーム出版者、およびその他の関係者または広告主が、デジタルメディア・プレーヤ１
２０－１～１２０－Ｎ等のメディア・プレーヤのスタートアップ（または他の起動イベン
ト）時に、メディア・オブジェクトの形式で自らのメディア・プロモーションを消費者に
配信する権利を巡って、入札端末１１０－１～１１０－Ｋ等のセルフサービスコンソール
に競争入札を入力する。参加しているメディア・プレーヤの製造業者は、自社製品を組み
立てまたは設定して、これらの装置がスタートアップ（または他の起動イベント）時に、
メディア・オブジェクト配信サーバ１０１から、広告主による広告スロットへの入札に基
づいて、一つ以上の予め確立された形式に従った広告主のプロモーション用のメディア・
オブジェクト（the promotional media objects）を自動的に取得して、メディア・プレ
ーヤに関連付けられたディスプレイ上にメディア・オブジェクトをレンダリングして、ユ
ーザーがこれらを閲覧できるようにする。
【００２６】
　好適には、プロモーション用のメディア・オブジェクトの取得には、参加しているメデ
ィア・プレーヤが、拠点間のデータグラム・ネットワーク経由でメディア・オブジェクト
配信サーバ１０１にインターネットを介してメディア・オブジェクトを要求すること、お
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よび、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１が、拠点間のデータグラム・ネットワー
ク経由で要求元メディア・プレーヤへインターネットを介してメディア・オブジェクトを
返送することが含まれている。あるいは、ブロードキャスト・ネットワーク（ケーブルま
たは衛星アンテナ等）をインターネットの代わりに通信媒体として用いてもよい。この場
合、参加メディア・プレーヤは、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１のＵＲＬ（ま
たはウェブ・アドレス）の代わりに、スタートアップ（または他の起動イベント）に際し
て専用ブロードキャスト・チャネルに自動的に切り替える。この代替的な実装に対応すべ
く、本明細書におけるインターネット接続されたメディア・プレーヤに関する全ての説明
が、ブロードキャスト・ネットワーク接続されたメディア・プレーヤにも該当するものと
理解されたい。
【００２７】
　本明細書ではメディア・オブジェクトの送信について記載しており、この場合、ユーザ
ーとの対話なしにメディア・プレーヤ上で再生されるため、送信されたアイテムが「静的
」と言われているが、これとは代替的にまたは同様に、ハイパーリンク可能なドキュメン
トを送信することができ、この場合、ユーザーがメディア・プレーヤ上の指定されたキー
またはメディア・プレーヤに関連付けられたコントロールを押してハイパーリンクされた
別のメディア・オブジェクトを取得することができるため「対話的」と言われることを理
解されたい。
【００２８】
　広告スロットへの入札は、任意のハードカレンシー（hard currency）において、イン
プレッション当たりコストまたは対話当たりコスト（a cost-per-imression or cost-per
-interaction）、あるいは適宜その両方で解決することができる。本明細書で用いる「広
告スロット」の意味は以下の例により理解されよう。
【００２９】
　あらゆるプロモーション表示機会の集団はオプションとして、以下の指標の任意の組合
せに沿って、有限個数のセグメント（本明細書で「広告スロット」と呼ぶ）に分割するこ
とができる。
　・メディア・プレーヤ属性（例：種類、製造（make）、モデル、特徴、接続速度、再生
可能フォーマット、フルスクリーン対ピクチャーインピクチャー表示）
　・消費者属性（例：地域、行動、および人口統計）
　・コンテキスト属性（例：時刻、曜日）
【００３０】
　結果的に生じる各広告スロットは、見込み広告主（prospective advertisers）により
別々に入札される。例えば、各々２個のレベルを有する３個の属性により集団が区分化さ
れている場合、本システムは２×２×２＝８件の同時入札オークションを管理する。
【００３１】
　メディア・オブジェクトのフェッチおよびレンダリングは、以下のような任意の「起動
イベント」により生起させることができる。
　・メディア・プレーヤのスタートアップまたは電源停止
　・メディア・プレーヤへのメディア挿入
　・メディア・プレーヤの停止または休止
　・スケジューリングされたバックグラウンド活動（例：ファームウェア更新）
　・指定されたユーザー操作（例：リモートコントロールキープレス）
　・メディア・オブジェクトに対する意図的なユーザー要求（例：小売映画ＤＶＤ、小売
音楽ＣＤ、小売ビデオゲームタイトル、劇場映画公開、ライブ音楽コンサート等のスケジ
ューリングされた公開予定についての、画面上のメニューを介したユーザ要求）。
【００３２】
　好適には、メディア・プレーヤは、内蔵型ディスプレイまたは映像出力接続を含む、専
用の、インターネット接続された、消費者向け電子装置である。このクラスのメディア・
プレーヤは一般に、例えば、インターネット接続された光メディア・プレーヤ（例：ＤＶ
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Ｄ、ＨＤ－ＤＶＤ、ブルーレイ）、ビデオゲーム機（例：Ｎｉｎｔｅｎｄｏ６４、Ｘｂｏ
ｘ、プレイステーション）、携帯メディア・プレーヤ（例：アップルｉＰｏｄ、Ａｒｃｈ
ｏｓオーディオ／ビデオジュークボックス）、携帯情報端末（例：ＰａｌｍＶ、Ｈａｎｄ
ｓｐｒｉｎｇ　Ｖｉｓｏｒ）、移動／無線通信機器（例：ノキア６１００、モトローラＲ
ａｚｒ）、およびその他のメディア再生ハードウェアを含んでいる。
【００３３】
　一方、プロモーションは好適には、現在または将来利用可能な映画やゲームを紹介する
ビデオまたはグラフィック・メディア・オブジェクトである。そのようなプロモーション
には一般に、例えば、映画の予告編、映画の写真集／ポスター、主演俳優へのインタビュ
ー、「制作現場」の裏話、ビデオゲームの予告編、および評論が含まれる。
【００３４】
　ビジネス的観点から、参加メディア・プレーヤの製造業者および／または流通業者は、
メディア・オブジェクト配信サーバ１０１からプロモーションを取得して表示するように
自社製品を構成している。プロモーション用のメディア・オブジェクトがメディア・プレ
ーヤでレンダリングされる都度、メディア・オブジェクト配信サーバに通知される。この
通知は明示的（例：メディア・プレーヤからサーバへ送られた電子メッセージ）であって
も、または暗示的（例：メディア・プレーヤがサーバにメディア・オブジェクトを要求し
たことを考えれば推測可能）であってもよい。好適には、通信はメディア・オブジェクト
配信サーバ１０１のＵＲＬ（または数値アドレス）を用いてインターネットを介して実行
される。あるいは、ブロードキャスト・ネットワーク経由で専用ブロードキャスト・チャ
ネルを用いてもよく、その場合、メディア・プレーヤはインターネットに加えてブロード
キャスト・ネットワークにも接続されている必要がある。
【００３５】
　製造業者および／または流通業者は、自社製品をこれらの機能を実行すべく構成する代
わりに、プロモーションの広告主から受け取った収益の取り分、または他の交渉された報
酬を受け取る。メディア・プレーヤの製造業者へ支払う報酬およびメディア・プロモーシ
ョンの広告主から支払われる報酬の会計記録が会計データベース１０４に保存される。
【００３６】
　本発明の入札管理システムは、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１、最新入札情
報のデータベース１０２、参加メディア・プレーヤへプロモーションとして提供されるメ
ディア・オブジェクトのライブラリ１０３、および図２～１１に関して以下に述べる方法
を実行する多くのアプリケーション・プログラムを含んでいる。
【００３７】
　入札管理システムのオペレータは、参加メディア・プレーヤの製造業者および／または
流通業者を許諾および認証し、見込み広告主からの入札の要求（soliciting）および処理
を含む入札管理システムを管理して、広告主から広告料金を徴収し、収益（または他の報
酬）の合意された取り分をメディア・プレーヤの製造業者および／または流通業者に支払
う。
【００３８】
　図２に、入札端末１１０－１～１１０－Ｋを用いて広告スロットの見込み広告主（本明
細書において「顧客」とも呼ぶ）から受信した入札を処理するために、例えばメディア・
オブジェクト配信サーバ１０１により実行される方法のフロー図を示す。入札可能な広告
スロットは入札端末１１０－１～１１０－Ｋに表示され、顧客により入札される。入札は
通常、各々のインプレッション（すなわち、メディア・プレーヤ・ディスプレイへの広告
主のメディア・オブジェクトの表示であって、ユーザー操作により開始されるもの、およ
び起動イベントを契機として自動的に表示されるものを含む）に対する入札価格、または
各々の対話（すなわち、広告主のメディア・オブジェクトをメディア・プレーヤ・ディス
プレイ上で閲覧したいとのユーザーの要求）に対する入札価格の形式である。入札期間は
、翌週または翌月までであってよい。また、１日のように短期間、または１年、更には無
期限（予め設定した予算が使い果たされるまで）のように長期間であってもよい。
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【００３９】
　入札端末から入札を受理するのに先立って、端末のユーザーはメディア・オブジェクト
配信サーバ１０１に登録する必要がある。これは通常、ユーザーが請求処理目的で広告主
アカウントを設定し、システム１００を用いてプロモーションされる全てのメディア・オ
ブジェクトのコピーを提供することを必要とする。新規メディア・オブジェクトの追加お
よび旧メディア・オブジェクトの削除はユーザーにより、従来の編集アカウント機能（ed
it account functionality）を用いて随時実行することができる。
【００４０】
　２０１において、入札は、広告スロットに対して、全ての入札顧客から自身の入札端末
を介して受信される。上述のように、入札価格に加え、予算（すなわち、入札期間中、あ
るいは入札期間の一時期に費やされる最大額）を含む追加的な入札情報がこの時点で提供
される。２０２において、入札および追加的な入札情報は次いで、最新入札データベース
１０２に保存される。
【００４１】
　２０３において、広告スロットの各々について、それらのスロットに入札している見込
み広告主を彼らの入札に応じて最高価格入札がリストの最初または最上位に置かれるよう
にランク付けすることにより、ランク付きリストが生成される。結果は秘密（すなわち、
入札者に非開示）にされても、あるいは結果を各々の入札者に公開してもよい。入札は、
只１回の入札（一期間につき一回の入札）で終えても、あるいは入札は、ある広告スロッ
トに対して最高入札が変わらないか、当該広告スロットに対する全ての入札が変わらない
ようになるまで、オークションのような方法で２０１～２０３を繰り返しながら継続され
てもよい。オークション方式では、各期間にオークションを開催して当該期間中は結果を
固定しておいても、あるいは、期限を定めずにオークションを連続的に開催して結果が常
時動的に変化するようにもできる。
【００４２】
　２０４において、ランク付きリストにおける各々のランク付き入札者について、広告頻
度を示す重み値をオプションとして生成することができる。重み値は、単により高い値を
付けた入札者のメディア・オブジェクトがより多く送信（すなわち、プロモート）される
ように入札額を考慮する、あるいはより洗練された方法で見込み広告主の予算、広告主と
の過去または現在のビジネスレベル、および／または他の要素をも考慮するアルゴリズム
またはルールから決定することができる。
【００４３】
　図３に、メディア・オブジェクトをメディア・プレーヤへ送信するために、例えばメデ
ィア・オブジェクト配信サーバ１０１により実行される方法のフロー図を示す。３０１に
おいて、メディア・プレーヤからの接続要求が受信される。上述のように、インターネッ
トベースのシステムでは、接続要求はインターネットを介して、メディア・オブジェクト
配信サーバ１０１のＵＲＬに届き、ブロードキャストベースのシステムでは、接続するメ
ディア・プレーヤが、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１からメディア・オブジェ
クトを受信するための専用のブロードキャスト・チャネルを選択する。
【００４４】
　３０２において、適用可能なメディア・プレーヤ装置の種類、製造業者の識別、並びに
消費者およびコンテキスト属性が決定されて、メディア・プレーヤに適用可能な広告スロ
ットが決定できるようになる。一部の属性情報、例えば装置属性やインストール時にメデ
ィア・プレーヤに保存された消費者属性等はメディア・プレーヤから直接提供される。他
の属性情報、例えば大まかな地理的位置等は、メディア・プレーヤのＩＰアドレスから推
定することができる。時刻や接続日付等のコンテキスト属性は一般に、独立に決定するこ
とができる。
【００４５】
　３０３において、送信すべきメディア・オブジェクトが識別される。これを行なうには
、図２の２０３で生成されたランク付きリストを用いて、メディア・オブジェクトが送信
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される予定の広告主を最初に識別する。これを行なう一つの方法が図４に記載されており
、それは、ランク付きリストだけを用いる方法である。これを行なう別の方法が図５に記
載されており、図２の２０４で生成された重み値を追加的に用いる方法である。３０４に
おいて、識別されたメディア・オブジェクトのコピーが次いでメディア・プレーヤへ送信
され、そのメディア・オブジェクトが送信された広告主へ適切に請求がなされ、そのメデ
ィア・オブジェクトが送信された宛先であるメディア・プレーヤの製造業者へ適切に入金
されるよう、会計記録（accounting records）が更新される。
【００４６】
　図４に、図３の３０３を実行するために、例えばメディア・オブジェクト配信サーバ１
０１により実行される好適な方法のフロー図を示す。４０１において、受信されたかまた
は図３の３０２で決定された情報を用いて、どの広告スロットに適用するかに関する判定
がなされる。４０２において、適用可能な広告スロットのためのランク付きリストが特定
され、４０３において、リスト内で最高ランクの入札者がスポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）
として初期設定される。
【００４７】
　４０４において、スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）が宣言していた予算を超過したか否か
に関する判定がなされる。上述のように、予算はアカウント設定またはアカウント編集の
いずれかで顧客により提供された。スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）の予算が超過したか否
か決定すべく、広告スロットに対してスポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）が以前に行なった支
出は顧客会計ファイル（the customer accounting file）内に記録されている。次いで、
スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）の予算額を広告スロット用の自身の顧客会計ファイルにお
けるその差引残高（balance）と比較することにより、スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）が
予算を超過したか否かに関する決定を単純に行なうことができる。
【００４８】
　４０４の判定がＹＥＳならば、４０５において、スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）はラン
ク付きリストから削除され、本方法は４０３へ戻って、更新されたランク付きリストに残
っている最高ランクの入札者が新たにスポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）に指定される。本方
法は次いで４０４へ進み、スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）が予算を超過したか否かを判定
し、スポンサー（ＳＰＯＮＳＯＲ）が未だ予算を超過していないことが確認されるまで４
０３～４０５の処理ループを繰り返す。
【００４９】
　４０４における判定がＮＯならば、メディア・オブジェクトのコピーが接続メディア・
プレーヤへ送信されて、図３の３０４に関して説明されているように、適切な会計記録が
更新される。
【００５０】
　図５に、図３の３０３を実行するために、例えば、メディア・オブジェクト配信サーバ
１０１により実行される代替方法のフロー図を示す。本方法において、５０１～５０２お
よび５０４～５０５は、図４の４０１～４０２および４０４～４０５に関して説明したも
のと同一の機能であり、従ってこれらの説明を繰り返さない。
【００５１】
　５０３において、図２の２０４で生成された重み値から決定された確率を用いて、ラン
ク付きリスト内で識別されるランク付き入札者からの候補スポンサーのランダムな選択が
実行される。例えば、ランク付きリストのランク付き入札者の各々についての確率は、例
えば最初にランク付きリスト内の全てのランク付き入札者について全ての重み値を合計し
、次いで各入札者の重み値を合計で除算することにより、決定することができる。
【００５２】
　図６に、インターネット接続動作モードに関して本システムと互換性を持たせるべく、
メディア・プレーヤの製造業者または流通業者により実行される方法のフロー図の一例を
示す。６０１において、製造業者または流通業者の識別コードおよびメディア・オブジェ
クト配信センター１０１のＵＲＬ（またはウェブ・アドレス）が、メディア・プレーヤ内
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の不揮発性メモリに保存され（または代替的に回路内でハード・ワイヤードされ）ており
、６０２において、メディア・プレーヤのスタートアップ、メディア・プレーヤのリブー
ト、またはメディア・プレーヤへのメディア挿入等の起動イベントに際して自動的に実行
されるプログラムコードが、メディア・プレーヤのコーディングに挿入される（inserted
 in the coding of the media player）、。また、プログラムコードは、保証およびソフ
トウェア更新目的で製品のオンライン登録を行なう際に提供されるようなユーザー情報を
保存し、その後起動イベントに続いて接続された際にメディア配信サーバ１０１にユーザ
ー情報を提供するよう構成されてもよい。
【００５３】
　図７は、図６の６０２において、メディア・プレーヤのコーディングに挿入されたプロ
グラムコードにより実行される方法のフロー図の一例を示す。７０１において、起動イベ
ントが検出されたならば、プログラムコードの実行が開始される。７０２において、プロ
グラムコードは、図６の６０１で保存された不揮発性メモリ（または代替的にハード・ワ
イヤードされた回路）から、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１のＵＲＬ（または
数値アドレス）を読み出す。７０３において、プログラムコードは、メディア・プレーヤ
を、インターネットを介してＵＲＬ（または数値アドレス）に接続させ、製造業者、メデ
ィア・プレーヤ、および消費者の情報（メディア・オブジェクト配信サーバ１０１により
受信される情報であって、図３の３０２に関して説明されているような情報）を送信させ
て、正しいメディア・オブジェクトが決定されて適切な広告主および製造業者の会計記録
が更新できるようにする（これらの動作は、メディア・オブジェクト配信サーバ１０１に
より実行される動作であって、図３の３０３～３０４に関して説明されている）。７０４
において、プログラムコードは更に、上述の接続に応答して、レンダリングされるおよび
／またはメディア・プレーヤのディスプレイ上で参照されるメディア・オブジェクトを受
信するよう構成されている。
【００５４】
　これまでの説明の大部分は単一のメディア・オブジェクトが送信されている前提で記載
しているが、メディア・プレーヤが複数のメディア・オブジェクトをフェッチして一斉に
レンダリング（例：単一の画面上での複数プロモーション等）することも、あるいはメデ
ィア・オブジェクトへの参照だけを別々にフェッチして、要求元装置により表示すること
もできる点を理解されたい。
【００５５】
　７０５において、プログラムコードは次いで、メディア・プレーヤに、受信されたメデ
ィア・オブジェクトをメディア・プレーヤに関連付けられたディスプレイに表示すること
を実行させる。７０６において、７０５で表示されたメディア・オブジェクトが、ハイパ
ーリンクされたオブジェクトまたはドキュメントのメニューである場合、プログラムコー
ドは更に、メディア・プレーヤに、メニューからユーザーにより要求された任意のハイパ
ーリンクされたオブジェクトまたはドキュメントを取得して、取得されたメディア・オブ
ジェクトまたはドキュメントをメディア・プレーヤ上に表示することを実行させるよう構
成されている。
【００５６】
　図８に、システム１００と互換性を持たせるべくメディア・プレーヤの製造業者または
流通業者により実行される（図６に関して説明しているものの）代替方法のフロー図の一
例を示す。８０１において、起動イベントに際して自動的に実行されるプログラムコード
がメディア・プレーヤのコーディングに挿入され、メディア・オブジェクト配信センター
１０１のＵＲＬ（または数値アドレス）がプログラムコードに埋め込まれている。この場
合、ＵＲＬが変更されたならば、プログラムコードの修正バージョンをメディア・プレー
ヤにインストールする必要があるが、図６に関して説明している場合、新たなＵＲＬは単
に不揮発性メモリの指定された位置に保存されるだけであってもよい。任意の広告収益共
有受取者（すなわち製造業者または流通業者）を識別するコード番号もまた、ＵＲＬと共
にコーディングに埋め込まれていても、あるいは図６の６０１に関して述べたように別々
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にメモリに保存されていてもよい。
【００５７】
　図９に、図８の８０１においてメディア・プレーヤのコーディングに挿入されたプログ
ラムコードにより実行される方法のフロー図の一例を示す。本方法では、９０１および９
０３～９０６は概して、図７の７０１および７０３～７０６に関して説明しているものと
同様の方法で実行され、従ってここで繰り返す必要はない。
【００５８】
　しかし、プログラムコードは９０２において、メディア・オブジェクト配信サーバ１０
１のＵＲＬを、図７の７０２に関して述べたような予め指定された不揮発性メモリ位置か
らではなく、自身のコードから読み出す。
【００５９】
　図７および９に関して述べた方法は、ブロードキャスト・ネットワーク・アプリケーシ
ョン用に容易に変更可能である。その場合、指定されたブロードキャスト・チャネル番号
がメモリに保存されているか、またはプログラムコード内に埋め込まれていることにより
、メディア・プレーヤのスタートアップ、メディア・プレーヤのブートアップ、またはメ
ディア・プレーヤへのメディア挿入等の起動イベントに際して、メディア・プレーヤが自
動的に当該チャネルへ切り替え可能になっている。指定されたチャネルへ切り替わること
により、当該チャネルを閲覧している全てのメディア・プレーヤについて同一の、ブロー
ドキャストされたプロモーション用のメディア・オブジェクトおよび／またはＨＴＭＬド
キュメントを受信することができる。あるいは、技術的に可能且つ商業的に引き合う場合
、図４または５に関して述べたように、その識別が決定された選択されたメディア・オブ
ジェクトを送信することができる（a selected media object whose identification is 
determined as described in reference to FIG.4 or 5 may be transmitted）。
【００６０】
　顧客（すなわち、広告主）へフィードバックを提供するには、各々の顧客がメディア配
信サーバ１０１、またはメディア・オブジェクト配信ビジネスで用いる他の専用サーバに
ログインして、実行されたプロモーション活動の個別化された概要レポートを代表的に受
信することができる。この場合のログイン手順は従来のユーザー識別およびパスワード手
順であってよい。
【００６１】
　図１０に、顧客向けの概要レポートの例を示す。この場合のログインユーザーは、本人
の電子メール・アドレス（ｃｈｒｉｓ．ｏｋｕｍｏｔｏ＠ｓｕｎｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ
．ｃｏｍ）により識別される。従来方式のＨＥＬＰおよび終了（SIGN OUT）オプションが
提供される。
【００６２】
　評価用に３枚のタブ付きページがユーザーにより選択可能である。キャンペーン（ＣＡ
ＭＰＡＩＧＮＳ）と表題が付けられた最上位のページが図示されている。他のページは、
データおよび支出、変換、人口統計その他を要約した解析結果を含むレポート（ＲＥＰＯ
ＲＴＳ）、およびユーザー・パスワード、プレファレンスその他の事項の変更等、アカウ
ント属性の管理に用いられるアカウント（ＡＣＣＯＵＮＴ）である。
【００６３】
　キャンペーン（ＣＡＭＰＡＩＧＮＳ）ページは、顧客向けに実行されているプロモーシ
ョン活動の概要を提供する。例えば、プロモートされているメディア（例：映画、音楽ア
ルバム、ビデオゲーム等）のタイトルを、左端の列に示すように提供することができる。
実行（ＥＸＥＣＵＴＩＯＮＳ）と表題を付けられた列は、タイトルされたメディアに対し
てシステムにより配信されているプロモーション用のメディア・オブジェクトを示す。メ
ディア「アニーが大学へ行く」には２個のプロモーション用メディア・オブジェクトがあ
る点に注意されたい。一つは「ルームメートに会う」、もう一つは「講堂」と表題が付け
られていて、どちらかまたは両方とも映画の予告編またはポスターであってよい。示され
ているように、下線が引かれた実行（ＥＸＥＣＵＴＩＯＮＳ）は新たなキャンペーンを強
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調表示している。
【００６４】
　予算（ＢＵＤＧＥＴ）と表題を付けられた列は、各々のプロモーション用のメディア・
オブジェクトの予算を示す。このケースでは、予算が１日単位で指定されているため、図
４、５で用いるランク付きリストを１日単位でリフレッシュする必要がある点に注意され
たい。インプレッション数（ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮＳ）と表題が付けられた列は、キャン
ペーンの開始以来メディア・オブジェクトのコピーが本システムによりメディア・プレー
ヤへ送られた回数を示し、変換率（ＣＯＭＶＥＲＳＩＯＮ　ＲＡＴＥ）と表題を付けられ
た列は、プロモーションと対話した（例：内部へナビゲートされた）人数を、プロモーシ
ョン用のメディア・オブジェクトまたはＨＴＭＬドキュメントを閲覧した人数で除算した
ものを示す。
【００６５】
　図１１に、近々公開予定の芝居および店頭ＤＶＤに関するプロモーション（すなわち有
用な詳細情報）を見ることをユーザーが意図的に要求できるようにする画面上のメニュー
を示す。任意のメニュー項目が選択されたならば、メディア・プレーヤは、メディア・オ
ブジェクト配信センターに、対応するメディア・オブジェクトを要求し、これにより、的
を絞った（targeted）画面上のプロモーションを表示したことに対して装置製造業者にコ
ミッションまたは金銭的報酬を与える。近々予定されている店頭ビデオゲームＣＤ／ＤＶ
Ｄ発売または近々予定されている音楽コンサートおよび店頭音楽ＣＤの発売をナビゲート
するための他のメニューも同様に生成および利用される。
【００６６】
　本発明の各種の態様について好適な実施形態に関して説明してきたが、本発明が添付の
特許請求の範囲の完全な範囲内で完全に権利保護されている点を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の態様を利用した、インターネット接続されたメディア・プレーヤに入札
に基づくメディア・プロモーション配信するためのシステムのブロック図を示す。
【図２】本発明の態様を利用した、広告スロットに入札する広告主のためのオンライン入
札方法のフロー図を示す。
【図３】本発明の態様を利用した、インターネット接続されたメディア・プレーヤへメデ
ィア・オブジェクトを配信するための方法のフロー図を示す。
【図４】本発明の態様を利用した、インターネット接続されたメディア・プレーヤへ配信
されるメディア・オブジェクトを識別するためのランク順序付け方法（ranked order met
hod）のフロー図を示す。
【図５】本発明の態様を利用した、インターネット接続されたメディア・プレーヤへ配信
されるメディア・オブジェクトを識別するための重み付き選択方法のフロー図を示す。
【図６】本発明の態様を利用した、プロモーション用のメディア・オブジェクトを配信す
べくメディア・オブジェクト・サーバと対話するようにメディア・プレーヤを構成するた
めの、メモリ保存アドレス方法（memory stored address method）のフロー図を示す。
【図７】本発明の態様を利用した、プロモーション用のメディア・オブジェクトを受信す
べくメディア・プレーヤにより実行される、メモリ保存アドレス方法のフロー図を示す。
【図８】本発明の態様を利用した、プロモーション用のメディア・オブジェクトを配信す
べくメディア・オブジェクト・サーバと対話するようにメディア・プレーヤを構成するた
めの、プログラム埋め込みアドレス方法（program embedded address method）のフロー
図を示す。
【図９】本発明の態様を利用した、プロモーション用のメディア・オブジェクトを受信す
べくメディア・プレーヤにより実行される、プログラム埋め込みアドレス方法のフロー図
を示す。
【図１０】本発明の態様を利用した、図１のシステムにおいて広告主の入札端末に表示さ
れた広告主サマリ報告を示す。
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【図１１】本発明の態様を利用した、図１のシステムにおいてメディア・プレーヤに表示
されたダウンロード可能メディア・プロモーションメニューを示す。

【図１】 【図２】
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