
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ことを特徴とする広告配信
システム。
【請求項２】
　ネットワークに接続されたユーザ端末に接続され、当該ユーザ端末に対する広告の配信
を管理する広告配信管理システムであって、
　広告媒体として利用できるコンテンツの 当該コンテンツの再生に応じ
て広告を配信する広告配信サイト が格納された広告台帳データベースと、
　前記ユーザ端末によってコンテンツが再生された結果としてのコンテンツＩＤを受信す
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コンテンツ毎に識別子を付加してネットワーク上に送出するコンテンツ提供側システム
と、
　前記コンテンツ提供側システムにより送出されたコンテンツを取得し、当該コンテンツ
に付加される前記識別子を認識して当該識別子をネットワーク上に送出するユーザ端末と
、
　前記コンテンツに付加される前記識別子と当該コンテンツに対して配信する広告の提供
者との対応を格納する広告台帳データベースを有し、前記ユーザ端末により送出された前
記識別子に基づき当該広告台帳データベースを検索して得られる提供者の広告が配信され
るように広告配信のトリガーをネットワーク上に送出する代理サーバ側システムと、
　前記代理サーバ側システムにより送付された前記トリガーに応じて、前記ユーザ端末に
対して所定の広告を配信する広告提供側システムと、を備えた

コンテンツＩＤと
との対応情報



る受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記コンテンツＩＤに基づいて、前記広告台帳データベ
ースから所定の広告配信サイトを検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された前記広告配信サイトに対して広告配信要求を通知する通
知手段と、を備えたことを特徴とする広告配信管理システム。
【請求項３】
　前記受信手段は、前記ユーザ端末のアドレス情報を受信し、
　前記通知手段は、前記受信手段により受信した前記アドレス情報を前記広告配信サイト
に対して転送することを特徴とする 記載の広告配信管理システム。
【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

。
【請求項９】
　デジタルコンテンツに対して当該デジタルコンテンツを識別するための識別子が付帯さ
れ、
　前記識別子が付帯された前記デジタルコンテンツの再生に際して当該識別子を検出し、
　検出された前記識別子をユーザ端末の情報と共にネットワーク上に送出し、
　

　
　送出された 、前記ユーザ端末に対して所定の付加情報が配信され
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請求項２

前記ユーザ端末に前記コンテンツを提供するコンテンツ提供者からコンテンツ登録の申
請を受け付けるコンテンツ登録申請受付手段と、
　前記コンテンツ登録申請受付手段により受け付けたコンテンツ登録の申請に基づき、コ
ンテンツに付加されて前記ユーザ端末に提供される前記コンテンツＩＤを設定して前記コ
ンテンツ提供者に提供する識別子提供手段と、
　前記識別子提供手段により前記コンテンツ提供者に提供される前記コンテンツＩＤに関
する情報を格納するコンテンツ台帳データベースと、を更に備えたことを特徴とする請求
項２記載の広告配信管理システム。

前記受信手段により受信された前記コンテンツＩＤに基づいて、前記コンテンツの再生
に関する情報を収集するコンテンツ再生情報収集手段を更に備えたことを特徴とする請求
項２記載の広告配信管理システム。

コンテンツに含まれる識別子と当該コンテンツの再生に応じて配信する広告データの提
供者との対応を格納する広告台帳データベースを有し、当該コンテンツを再生したユーザ
端末から当該コンテンツに付加された識別子を受信し、当該広告台帳データベースを当該
識別子に基づいて検索して得られる提供者の広告データが配信されるように当該ユーザ端
末の宛先情報をネットワーク上に送出する代理サーバ側システムと、
　前記代理サーバ側システムにより送出された前記宛先情報を受信し、当該宛先情報に対
応する前記ユーザ端末に対して、前記コンテンツの再生に際して出力される広告データを
配信する広告提供側システムと、を備えたことを特徴とする広告配信システム。

前記広告提供側システムは、前記代理サーバ側システムに対して広告登録要求を出力し
、
　前記代理サーバ側システムは、前記広告登録要求に係る広告に関する情報を前記広告台
帳データベースに格納することを特徴とする請求項６記載の広告配信システム。

前記広告提供側システムは、前記コンテンツの再生回数に対応した請求書を前記代理サ
ーバ側システムから受け、当該請求書に基づいて、広告費を支払うことを特徴とする請求
項６記載の広告配信システム

前記ネットワーク上の所定のコンピュータが、送出された前記識別子に基づいて、前記
デジタルコンテンツを識別するための識別子と当該デジタルコンテンツの再生に応じて付
加情報を配信する配信元との対応を格納する広告台帳データベースを検索し、

検索によって得られた配信元に対し、前記付加情報の配信のトリガーを送出し、
前記トリガーに応じて



ること、を特徴とする付加情報配信方法。
【請求項１０】
　配信される前記所定の付加情報は、前記デジタルコンテンツに対応した広告であること
を特徴とする 記載の付加情報配信方法。
【請求項１１】
　ネットワーク上に送出された前記識別子をカウントし、前記広告の配信数に応じた課金
が広告配信者に対してなされることを特徴とする 記載の付加情報配信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、付加情報配信方法等に関し、より詳しくは、デジタルコンテンツの無料配信を
利用して広告等の付加情報を配信する付加情報配信方法等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルコンテンツは、保存、複製、伝送の利便性ゆえに、インターネット等のネットワ
ークを介して誰でもが容易にやり取りすることができる対象である。近年、インターネッ
トの普及に伴い、通信回線の高速化も進み、音楽データの他にビデオなどの容量の大きな
データでも手軽に入手することが可能となってきた。また、我が国においても、通信料、
接続料の見直しが急速に進み、常時接続のための基盤が整いつつある。このような環境の
下では、インターネット上で入手できる人気のある無料コンテンツには爆発的な勢いでア
クセスやダウンロードが行われ、あっという間に世界中に広がることがあるのは誰もが知
るところとなっている。
【０００３】
ここで、かかる無料コンテンツに関する配信の仕組みとして、ナップスター (Napster:米
ナップスター社 )やグヌーテラ (Gnutella)が知られている。これらは、中央サーバを使わ
ずにインターネットでファイルの交換や共有を可能とするピア・ツー・ピア (Ｐ２Ｐ )型の
ファイルプログラムであり、無料で世界中からネットに登録されている他人のサイトにあ
る音楽がダウンロードできる仕組みである。
【０００４】
しかし、ナップスターやグヌーテラでは、登録されているコンテンツの著作権や利用権な
どを管理する機構がないので、ＣＤなどの複製禁止のコンテンツがアップロード (Upload)
されていることがある。実際には、ほとんどの利用者は、意識的か無意識かに関わらず、
著作権違反を犯しながらコンテンツを入手することになる。そのために、米国の音楽業界
団体では、このサービスの差止請求のための訴訟を起こし、法廷にて争われている。これ
らの問題を踏まえて、ナップスターの有料化によって、争いを沈静化させる動きも見られ
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
一方、これらの無料コンテンツに関する問題点を踏まえて、無料で音楽が配信されている
アーティスト達に補償を行える技術を提供しようとする動きが存在している。例えば、米
デジタル・ペイローズ社は、コンテンツ所有者がＭＰ３ファイルに音声広告を入れること
を可能にする技術を公表している。ここでは、無料で配信しながらも売上を生み出せる音
楽ファイルを作成し、アーティストや出版社、レコード会社に対する支払いの仕組みを発
展させるものであるとしている。ここで、ＭＰ３は、 MPEG-1 Audio Layer-IIIと呼ばれて
規格化された圧縮方式である。
【０００６】
このように、コンテンツに広告を載せることで、広告によって得られた一定のスポンサー
料を作曲家等の間で配分することが可能である。しかしながら、このアイデアでは、広告
をコンテンツに入れるのは一回きりであり、書き換えを行うことはできず、何年たっても
同じ広告が再生されることになる。また、利用された頻度をトラッキングすることも困難
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請求項９

請求項１０



であり、広告主としては広告の効果の如何に関わらず利用料を支払うこととになる。かか
る場合には、広告料として多くの額を得ることができず、どの程度、コンテンツ提供者に
対して還元されるかは甚だ疑問である。更には、このモデルでは、コンテンツは特定のフ
ォーマットに固定されていることから、一般に市販されているポータブルプレーヤでは再
生することができない。
【０００７】
本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的と
するところは、爆発的に伝播するメディアの性質を積極的に広告ビジネスとして商用利用
する仕組みを提供することにある。
また他の目的は、問題となっている無料のコンテンツ・ダウンロードサービスの違法な利
用を解決し、合法的なシステムの構築を意図することにある。
更に他の目的は、同じコンテンツによって導かれる広告等の付加情報や付加情報の有効期
間を柔軟に設定することにある。
また更に他の目的は、コンテンツの広告媒体としての貢献度に見合った報酬をコンテンツ
提供者に分配可能な仕組みを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
かかる目的のもと、本発明による広告配信システムは、所謂ピア・ツー・ピア型の無料コ
ンテンツ配信の仕組みを利用し、これらの無料コンテンツを利用するユーザに対して広告
を配信するサービスを実現している。即ち、本発明が適用される広告配信システムは、コ
ンテンツ毎に識別子を付加してユーザ端末に対してコンテンツを提供するコンテンツ提供
側システムと、ネットワークを介してコンテンツ提供側システムからコンテンツを取得し
、取得されたコンテンツに付加される識別子を認識してネットワーク上に送出するユーザ
端末と、送出される識別子に基づき、ユーザ端末に対してネットワークを介して所定の広
告を配信する広告提供側システムとを備えている。
【０００９】
ここで、コンテンツに付加される識別子を管理する代理サーバ側システムを更に備え、こ
の代理サーバ側システムは、ユーザ端末にて送出される識別子に基づいて、広告を配信す
る広告提供側システムに対して広告配信のトリガーを送出することを特徴とすれば、柔軟
に、同じコンテンツが導く広告や広告の有効期間を設定することができる点で好ましい。
【００１０】
一方、本発明が適用されるコンテンツ登録管理システムは、コンテンツを提供するコンテ
ンツ提供者からコンテンツ登録の申請を受け付けるコンテンツ登録申請受付手段と、受け
付けたコンテンツ登録の申請に基づき、コンテンツに付加されてユーザ端末に提供される
識別子を設定してコンテンツ提供者に提供する識別子提供手段と、コンテンツ提供者に提
供される識別子に関する情報を格納するコンテンツ台帳データベースとを備えたことを特
徴としている。
【００１１】
ここで、このユーザ端末に対して提供された識別子をユーザ端末から受信する識別子受信
手段と、受信された識別子に基づいて、例えば、識別子が受信された回数をカウントする
カウンタ等のコンテンツの再生に関する情報を収集するコンテンツ再生情報収集手段とを
更に備えたことを特徴とすれば、例えば、コンテンツの広告媒体としての貢献度をカウン
トすることができる点で好ましい。
更に、広告媒体として利用できるコンテンツの一覧を登録する広告台帳データベースと、
受信した識別子に基づき広告台帳データベースを検索し、広告提供者に対して広告配信要
求を通知する通知手段とを更に備えたことを特徴としている。
【００１２】
また、本発明は、ユーザ端末に対する広告の配信を管理する広告配信管理システムであっ
て、広告媒体として利用できるコンテンツの一覧とコンテンツの再生に応じて広告を配信
する広告配信サイトの情報が格納された広告台帳データベースと、ユーザ端末によってコ
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ンテンツが再生された結果としてのコンテンツＩＤを受信する受信手段と、受信されたコ
ンテンツＩＤに基づいて、広告台帳データベースから所定の広告配信サイトを検索する検
索手段と、検索された広告配信サイトに対して広告配信要求を通知する通知手段とを備え
たことを特徴としている。
【００１３】
ここで、この受信手段は、ユーザ端末のアドレス情報を受信し、通知手段は、受信したア
ドレス情報を広告配信サイトに対して転送することを特徴とすれば、広告の配信先が明ら
かになると共に、例えば、ユーザ毎に適した広告を配信すること等、広告の効果を高める
ように構成することもできる。
【００１４】
本発明が適用されるコンテンツ提供側システムは、各コンテンツを識別するためのコンテ
ンツＩＤと共に対応するコンテンツを格納する格納手段と、ユーザ端末からコンテンツの
ダウンロード要求を受信する受信手段と、受信されたダウンロード要求に基づき格納手段
から該当するコンテンツおよびコンテンツＩＤを読み出して、コンテンツとコンテンツＩ
Ｄとをユーザ端末に対して提供するコンテンツ提供手段とを備えたことを特徴としている
。
【００１５】
ここで、この格納手段は、コンテンツＩＤが各コンテンツに埋め込まれたＩＤ付きコンテ
ンツを格納することを特徴とすることができる。また、コンテンツをユーザ端末に提供す
る際に、コンテンツＩＤを付加するように構成することも可能である。即ち、この格納手
段は、コンテンツとコンテンツＩＤとが別々に格納されている態様の他、コンテンツにコ
ンテンツＩＤが埋め込まれた状態にて格納される態様がある。
【００１６】
また、コンテンツＩＤを管理する代理サーバに対して登録要求を出力する登録要求出力手
段と、この代理サーバから登録要求に基づくコンテンツＩＤを受信するコンテンツＩＤ受
信手段とを更に備えたことを特徴とすることができる。この代理サーバからは、コンテン
ツＩＤ埋め込みツールの提供を受けることもでき、また、コンテンツＩＤの埋め込みサー
ビスの提供を受けることも可能である。
【００１７】
一方、本発明が適用されるユーザ端末は、コンテンツＩＤが埋め込まれたコンテンツを再
生するコンテンツ再生手段と、コンテンツを再生するに際して、埋め込まれたコンテンツ
ＩＤを検出する検出手段と、検出されたコンテンツＩＤをネットワークを介して所定のサ
ーバに通知する通知手段と、コンテンツＩＤに対応する広告データをネットワークを介し
て所定の広告配信サイトから受信する広告データ受信手段とを備えたことを特徴としてい
る。また、このコンテンツ再生手段は、コンテンツの再生に際して、受信された広告デー
タを、例えばポップアップ形式で出力することができる。
【００１８】
また、本発明が適用される広告配信側システムは、所定のコンテンツに含まれる識別子を
管理する代理サーバシステムに対して広告登録要求を出力する登録要求出力手段と、代理
サーバシステムから、コンテンツを再生したユーザ端末の宛先情報を受信する宛先情報受
信手段と、ユーザ端末に対してコンテンツの再生に際して出力される広告データを配信す
る広告データ配信手段とを備えたことを特徴としている。
更に、コンテンツの再生回数に対応した請求書を代理サーバシステムから受ける請求書受
領手段と、受領した請求書に基づいて、広告費を支払う広告費支払い手段とを更に備えた
ことを特徴とすれば、広告配信者に対して受益分に応じた従量制課金ができる点で好まし
い。また、これらの構成によって、コンテンツ提供者に対して貢献に見合った報償を分配
することが可能となる。
【００１９】
更に、本発明は、コンテンツＩＤが埋め込まれたコンテンツをコンピュータに再生させる
ためのコンテンツ再生プログラム、または、コンピュータに実行させるプログラムを当該
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コンピュータが読取可能に記憶した記憶媒体として把握することができる。ここでは、コ
ンテンツに埋め込まれたコンテンツＩＤを検出する機能 (処理 )と、検出されたコンテンツ
ＩＤをネットワークを介して送信するための機能 (処理 )と、コンテンツの再生に際し、送
信されたコンテンツＩＤに基づいてネットワークを介して受信された広告データを、例え
ば、コンテンツと連動して広告を表示する等、所定の形式で出力するための機能 (処理 )と
、をコンピュータに実現または実行させることを特徴としている。記憶媒体としては、コ
ンピュータに実行させるプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、メモリ、ハードディスク
等の記憶媒体に、コンピュータが読み取り可能に記憶させる形態が考えられる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
図１は、本実施の形態における広告配信システムの概略構成を説明するための図である。
本実施の形態では、コンテンツと広告とのタイアップに大きな役目を果たす代理サーバ側
システム１０、デジタルコンテンツを提供するコンテンツ提供側システム３０、提供され
るデジタルコンテンツをダウンロードして再生すると共に広告の表示等がなされるユーザ
端末５０、ユーザ端末５０に対して広告を配信する広告主側システム (広告配信 (提供 )側
システム )７０、が設けられ、これらがインターネット等のネットワークを介して接続さ
れている。本実施の形態では、これらの構成によって、音楽やビデオ等のコンテンツの登
録、ユーザ端末５０によるコンテンツのダウンロード、コンテンツの利用と広告の再生、
広告の作成と課金、等の作業が行われる。これらの各構成要素 (各システム )は、各々単独
のコンピュータ装置によって構成することも可能であり、また、複数のコンピュータ装置
によって各々のシステムを形成することが可能である。また、コンテンツ提供側システム
３０、代理サーバ側システム１０、および広告主側システム７０は、それぞれ個別の者で
ある場合の他、これらを２つまたは３つで組み合わせて、同一の者によって構成すること
ができる。
【００２１】
代理サーバ側システム１０は、コンテンツ提供側システム３０にて提供されるデジタルコ
ンテンツに対して、識別子である登録番号 (コンテンツＩＤ )の付加に関わる。また、広告
主側システム７０からの登録要求に対する登録通知や、広告主側システム７０に対して宛
先であるユーザ情報の提供等を行っている。これらの機能を果たすに際して、代理サーバ
側システム１０は、コンテンツの管理台帳を格納するコンテンツ台帳ＤＢ (データベース )
１１と、広告に関する管理台帳を格納する広告台帳ＤＢ１２を備えている。
【００２２】
コンテンツ提供側システム３０は、ユーザ端末５０に対して提供するデジタルコンテンツ
を格納するコンテンツＤＢ３１を備えている。このコンテンツＤＢ３１に格納されるデジ
タルコンテンツには、コンテンツＩＤが付加されて埋め込まれた状態にある。但し、コン
テンツＤＢ３１にコンテンツとコンテンツＩＤとを別々に格納し、ユーザ端末５０に対し
てコンテンツを送信する際にコンテンツにコンテンツＩＤを埋め込むように構成しても構
わない。
一方、広告主側システム７０には、ユーザ端末５０に対して配信される広告情報を格納す
るための広告ＤＢ７１が設けられている。尚、「広告主」の代わりに、「広告提供者」、
「広告配信者」として置き換えても構わない。また、広告主側システム７０では、一般の
広告以外に、コンテンツに対する付加情報を提供する付加情報提供サイトとして構成する
こともできる。ここで提供される付加情報は、コンテンツ提供側システム３０から最初に
提供されたコンテンツに対して、例えば、解像度を上げるためや音質を上げるため等に用
いられる情報を含めることができる。
【００２３】
ここで、理解を容易にするために、本実施の形態における広告配信システムの構成要素間
における処理の流れを、図１を用いて簡単に説明する。まず、代理サーバ側システム１０
からコンテンツ提供側システム３０へは、コンテンツＩＤの埋め込みツールの提供が行わ
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れ、または代理埋め込みサービスが提供される (矢印▲１▼ )。反対に、コンテンツ提供側
システム３０から代理サーバ側システム１０へは、デジタルコンテンツの登録申請がなさ
れる (矢印▲２▼ )。代理サーバ側システム１０から広告主側システム７０へは、広告作成
ツールの提供、または代理作成サービスが提供される (矢印▲３▼ )。広告主側システム７
０から代理サーバ側システム１０へは、広告の要求と共に、広告を配信するサイトの登録
要求がなされる (矢印▲４▼ )。
【００２４】
その後、ユーザ端末５０から代理サーバ側システム１０に対して問い合わせがなされ、好
みのコンテンツが検索される (矢印▲５▼ )。これにより、ユーザ端末５０では、コンテン
ツ提供側システム３０から好みのコンテンツがダウンロードされる (矢印▲６▼ )。また、
ユーザ端末５０にてコンテンツが再生されると、ユーザ端末５０から代理サーバ側システ
ム１０に対してコンテンツＩＤが送信され、代理サーバ側システム１０から広告主側シス
テム７０に対してこのコンテンツＩＤが転送される (矢印▲７▼ )。広告主側システム７０
では、転送されたコンテンツＩＤに基づいて、広告ＤＢ７１にある広告 (広告情報 )をユー
ザ端末５０に対して配信している (矢印▲８▼ )。
【００２５】
次に、個々のシステムの構成を詳述する。
図２は、代理サーバ側システム１０の構成を示したブロック図である。代理サーバ側シス
テム１０は、デジタルコンテンツの所有者であるコンテンツ提供側システム３０からの登
録申請を受けるコンテンツ登録申請受信部２１、コンテンツの登録とコンテンツ台帳を作
成するコンテンツ登録 /台帳作成部１３、登録されたコンテンツの登録番号 (コンテンツＩ
Ｄ )をコンテンツ提供者側システム３０に提供するコンテンツＩＤ送出部２２を備えてい
る。このコンテンツ登録 /台帳作成部１３により生成される情報は、コンテンツ台帳ＤＢ
１１に格納される。また、ユーザ端末５０からの検索要求を受信する検索要求受信部２５
、受信した要求に応じて、コンテンツ台帳ＤＢ１１に格納された情報に基づき、ユーザの
好みのコンテンツを検索するコンテンツ台帳検索部１４、検索された結果をユーザ端末５
０に送信する検索結果送信部２６を備えている。
【００２６】
また、代理サーバ側システム１０は、広告主側システム７０からの登録要求を受ける広告
登録要求受信部２３、広告を配信するサイトの登録を行う広告登録 /台帳作成部１５、登
録された情報を広告主側システム７０に対して通知する登録通知部２４を備えている。こ
の広告登録 /台帳作成部１５では、登録した情報を広告台帳ＤＢ１２に格納している。ま
た、ユーザ端末５０からコンテンツＩＤを受信するコンテンツＩＤ受信部２７、受信した
コンテンツＩＤを参照して広告台帳ＤＢ１２を検索する広告台帳検索部１６を備え、また
、広告主側システム７０に対して配信宛先であるユーザＩＤを通知する広告配信要求処理
部１７を備えている。更に、コンテンツＩＤ受信部２７より得られたコンテンツＩＤをも
とに、広告要求のトリガー数をカウントするコンテンツ再生カウント数集計部１８を備え
、この集計された結果は、再生回数として広告主側システム７０に送出される。また、広
告主から得られる広告費に対して、コンテンツ再生カウント数集計部１８にて得られた結
果をもとに、コンテンツ提供側システム３０に対して広告費を分配する広告収入分配部１
９を備えている。
【００２７】
図３ (ａ ),(ｂ )は、コンテンツ台帳ＤＢ１１および広告台帳ＤＢ１２に格納されるデータ
の例を示した図である。コンテンツ台帳ＤＢ１１には、図３ (ａ )に示すように、コンテン
ツＩＤと共に、アーティスト名、コンテンツ名、コンテンツの種類、サイト情報、回線情
報等が格納されている。即ち、ダウンロード可能なコンテンツの名前と、入手できるサイ
トへのリンクが用意されている。また、広告台帳ＤＢ１２には、図３ (ｂ )に示すように、
コンテンツＩＤと共に、広告主の情報、広告条件、期間などの情報等が格納されている。
即ち、広告媒体として利用できるコンテンツの一覧と、トリガーに応じてそのトリガーを
転送 (re-direct)する広告主のサイトが記されている。ここでは、課金のタイプとして、
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例えば一定期間有効な定額制と、広告要求のトリガーの回数だけの従量制とが示されてい
る。従量制の場合、受益量に応じた納得のいく支払いをすることとなり、コンテンツ再生
カウント数集計部１８の結果として、課金が決定される。但し、青天井の支払いにならな
いように、上限が設けられることが好ましい。例えば、図３ (ｂ )に示すように、例えば、
「２０００回まで」といった条件や、ユーザ情報が得られた場合には、「３０才までのユ
ーザ５０００回まで」等、所定の条件にて、回数に制限を設定することができる。また、
定額制の場合には、一定期間の間、特定のコンテンツからのトリガー情報が広告主側シス
テム７０に送られるように契約することができる。
【００２８】
図４は、コンテンツ提供側システム３０の構成を示したブロック図である。ここでは、コ
ンテンツ登録に関する機能として、代理サーバ側システム１０に対して登録申請を行うコ
ンテンツ登録要求部３２、および、付加された登録番号を代理サーバ側システム１０から
受信するコンテンツＩＤ受信部３３を備えている。また、得られたコンテンツＩＤをデジ
タルコンテンツに埋め込むコンテンツＩＤ埋め込み部３４を備え、コンテンツＩＤが埋め
込まれたデジタルコンテンツは、コンテンツＤＢ３１に格納される。このように、コンテ
ンツ登録要求部３２によって登録申請を受けたコンテンツは、代理サーバ側システム１０
によって登録番号が付加され、同じ登録番号は、例えば電子透かしやコンテンツヘッダに
付加される。コンテンツＩＤの付加は、代理サーバ側システム１０からツールの提供を受
けたコンテンツ提供側システム３０のコンテンツＩＤ埋め込み部３４によって実行される
が、場合によっては、代理サーバ側システム１０によって埋め込み作業が行われるように
構成することも可能である。
【００２９】
また、コンテンツ提供側システム３０は、ユーザ端末５０からのデジタルコンテンツのダ
ウンロード要求を受けるダウンロード要求受信部３５、ダウンロード要求受信部３５にて
受けた要求に基づいてユーザ端末５０に対してＩＤ付きコンテンツを提供するＩＤ付きコ
ンテンツ公開部３６を備えている。このようにして、デジタルコンテンツは、コンテンツ
の提供者が提供するサイトに格納され、一般ユーザからのダウンロード要求を待つ。
【００３０】
図５は、ユーザ端末５０の構成を示したブロック図である。ここでは、コンテンツ検索機
能として、代理サーバ側システム１０に対して好みのコンテンツを検索するための検索要
求を出力するコンテンツ検索要求部５１、検索結果を受信する検索結果受信部５２を備え
ている。コンテンツのダウンロード機能として、コンテンツ提供側システム３０に対して
コンテンツのダウンロード要求を出力するコンテンツダウンロード要求部５３、要求に基
づき、コンテンツ提供側システム３０からコンテンツを受信するコンテンツ受信部５４を
備えている。ユーザ端末５０では、目当てのコンテンツをダウンロードする際には、コン
テンツを保有するサイトであるコンテンツ提供側システム３０から、直接、ダウンロード
する。このファイルの形式は、コンテンツ提供者が任意に選ぶことができるが、コンテン
ツＩＤ埋め込み以降にファイルフォーマットを変更した場合には、ヘッダに格納されたコ
ンテンツＩＤが消滅し、電子透かしによるコンテンツＩＤだけが残る場合がある。
【００３１】
また、ユーザ端末５０は、コンテンツＩＤ検出機能付き再生装置 (再生ソフトウェア )５５
、再生ソフトウェア５５をダウンロードするＩＤ検出対応プレーヤダウンロード部５６、
コンテンツＩＤ通知部５７、ユーザＩＤ通知部５８、および広告主側システム７０から広
告の配信を受ける広告データ受信部５９を備える。コンテンツ受信部５４によりダウンロ
ードされたコンテンツは、再生ソフトウェア５５によって再生される。従来のプレーヤに
よっても本実施の形態におけるデジタルコンテンツを読むことは可能であるが、コンテン
ツＩＤは認識できない。ユーザの利便性を考慮して、ファイルフォーマットには制限を設
けないためである。この再生ソフトウェア５５をダウンロードさせるためには、新しいプ
レーヤをダウンロードすることによる有利な効果 /動機付け (incentive)を与えることが好
ましい。例えば、ダウンロードを実行したユーザに対して、有名なアーティストのコンサ
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ートチケット取得に対する優先権が付与される等は、再生ソフトウェア５５の普及促進に
対する有効な方法である。このようにしてユーザ端末５０に設けられた再生ソフトウェア
５５によって検出されたコンテンツＩＤは、コンテンツＩＤ通知部５７によって代理サー
バ側システム１０に送信される。また、ユーザＩＤ通知部５８は、例えばクッキー等を用
いてユーザＩＤを代理サーバ側システム１０に送信する。このコンテンツＩＤ通知部５７
およびユーザＩＤ通知部５８によって送出された情報に基づき、広告データ受信部５９は
、広告主側システム７０から広告データを受信する。
【００３２】
図６は、コンテンツＩＤ検出機能付き再生装置 (再生ソフトウェア )５５により実行される
処理の流れを示したフローチャートである。再生ソフトウェア５５では、コンテンツ受信
部５４により受信されダウンロードされたコンテンツが再生される (ステップ１０１ )。こ
のとき、ユーザ端末５０がネットワーク接続されているか否かが判断され (ステップ１０
２ )、ネットワーク接続されていない場合には、コンテンツに対する通常再生が行われる (
ステップ１０３ )。ネットワーク接続がなされている場合には、コンテンツに付帯された
コンテンツＩＤの検出がなされる (ステップ１０４ )。そして、検出されたコンテンツＩＤ
は、ネットワーク接続した代理サーバ側システム１０に対してアップロードされる。具体
的には、例えばエージェント (Aglet)などを使用してコンテンツＩＤとユーザのアドレス
を伝播する方法がある。代理サーバ側システム１０では、保有している広告台帳ＤＢ１２
に照らし、広告主側システム７０のサイトへそのトリガーを送る。尚、ユーザがネットワ
ーク接続されていない場合でも、コンテンツの再生が阻止されることはない。その後、広
告データ受信部５９により得られた広告を受信し、コンテンツの再生と共に、例えばポッ
プアップウィンドウの形で受信された広告が再生される (ステップ１０５ )。携帯電話やＰ
ＤＡの場合には、画面に表示される。
【００３３】
本実施の形態では、このように広告とコンテンツがタイアップし、例えば、コンテンツに
関する店頭販売ＣＤの割引クーポンなどを配布することができる。広告に対してこのよう
な美味しい「餌」を付けることによって、ユーザがこのリンクを削除する動機をなくすこ
とができる。また、このリンクからだけ入手することのできる情報を設置するように構成
することもできる。また、配布された当初にはなかった情報が後から追加されるように構
成することもでき、これはこの仕組みのユニークな点と言うことができる。
【００３４】
図７は、広告主側システム７０の構成を示したブロック図である。ここでは、ユーザ端末
５０の画面に表示される広告を作成する広告作成部７２、広告登録処理として、広告の要
求や広告を配信するサイトの登録を代理サーバ側システム１０に要求する登録要求部７３
、および、代理サーバ側システム１０にて登録された旨の情報を受ける登録通知受信部７
４を備えている。広告作成部７２により作成された広告は、登録通知受信部７４より受信
した情報と共に広告ＤＢ７１に格納される。次に、広告配信処理として、ＩＰアドレスや
ユーザＩＤ等の広告配信先アドレスを代理サーバ側システム１０から受信する宛先ユーザ
ＩＤ通知受信部７５、受信した広告配信先アドレスに基づいて、広告ＤＢ７１に格納され
ている広告をユーザ端末５０に対して配信する広告データ配信部７６を備えている。尚、
図示しないが、広告費支払い処理として、代理サーバ側システム１０から再生回数に対応
した請求を受信し、かかる請求に基づいて広告費の支払い処理を行うように構成すること
も可能である。
【００３５】
この広告作成部７２にて作成される広告は、例えば看板型であるバナー広告のように、利
用者であるユーザ端末５０のＰＣ画面や携帯電話、ＰＤＡなどのネット接続端末の画面に
表示される。また、表示に際してはポップアップ画面として表示することもでき、形式と
してはＪａｖａアプレットの形式が考えられる。宛先ユーザＩＤ通知受信部７５により受
信された指定のＩＰアドレスに対してプッシュ (Push)で送信されるが、広告の作成のため
のガイドライン、仕様などは、所定のサービスプロバイダ (図示せず )が指定して公開する
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ようにすることができる。また、作成ツールの提供や代理作成サービスをビジネスとする
ことも考えられる。
【００３６】
このように、本実施の形態は、広告を配信する相手ユーザのアドレスの配信を受けるとい
うモデルであり、いつでも広告の更新や変更が可能である。広告の内容に誤りがあった場
合や、変更があった場合にも更新が可能であり、「チケットの残り枚数」などの即時性を
有する情報を入れることも可能である。これによって、数年前に入れた広告がその後もず
っと再生されるような問題を解決することができる。また、必要であれば、登録情報に基
づいてユーザ毎に異なる広告を配信することも可能である。例えば、ユーザの年齢や好み
に関する情報を、ユーザ自身の登録やユーザが頻繁にアクセスするコンテンツから把握し
、ユーザにとって意味のある可能性の高い広告を区別して配信する等である。一方で、ユ
ーザが配信して欲しくない広告情報を予め把握しておき、ユーザ毎に選別することも可能
である。更には、コンテンツの提供者自身が、自らの曲、自分のアルバムやコンサートな
どの宣伝に利用することもできる。その場合には、広告主としての最低料金や手数料等を
代理サーバ側システム１０に対して支払うことが妥当であろう。
【００３７】
尚、本実施の形態は、マルチメディアコンテンツにメタデータと呼ばれるコンテンツの外
側に存在するデータを対応付ける仕組みを用いることによって、コンテンツに付加価値を
与えるものとすることもできる。例えば、インデックスによるサーチや、特定シーンのク
リッピング、関連情報へのリンク付けである。この関連情報の一種として広告を位置付け
る。これによって、コンテンツのユーザは、自然に広告情報に注意を払うことが可能とな
り、広告に対する煩わしさを軽減することが可能となる。即ち、メタデータによるサービ
スが充実していれば、自然にメタデータへの興味が発生するので、高い確率で広告をユー
ザに見せることができる。
【００３８】
また、本実施の形態によれば、爆発的に伝播するメディアの性質を積極的に広告ビジネス
などの商用に利用することができる。即ち、ダウンロードやコピーによる再配布によって
、広告の潜在的な視聴者を積極的に拡大することができる。末端であるユーザは合法的に
無料コンテンツを楽しむことができ、ビジネスオーナーは広告によって拡販の機会を得る
ことができ、著作権者にとっては、コンテンツの流通料を徴収することができる。これに
よって、健全なビジネスや文化の育成ができ、現状における無秩序な違法コピーや行き過
ぎた保護機構による使いづらい電子配信システムから脱却することが可能となる。このよ
うな本実施の形態における仕組みは、動画コンテンツに対しても適用することができる。
また、ファイルダウンロードに限らず、ストリーミング配信にも適用できる。
【００３９】
尚、本実施の形態における仕組みが広く用いられるか否かは、再生ソフトウェア５５を搭
載した再生プレーヤの普及にも関わっている。前述のように、新しいプレーヤをダウンロ
ードすることによる incentiveを与えることも１つの方法であるが、例えば、最初のコン
テンツに対しては画像や音質の荒いもの、不完全のものを配布し、再生ソフトウェア５５
によりコンテンツＩＤが検索されることで、広告主側システム７０から、広告情報が付加
された状態にて画像や音質の非常に高い完全なものが配布されるように構成することも可
能である。また、最初はサンプルが提供され、再生ソフトウェア５５によりコンテンツＩ
Ｄが検索された後、広告主側システム７０から完全なコンテンツが提供されるようにする
こともできる。例えば、広告と共にコンテンツの差分を送るように構成すれば、再生ソフ
トウェア５５のダウンロードも頻繁に行われ、コンテンツＩＤの再生プレーヤが大きく普
及されると考える。
【００４０】
このように、本実施の形態では、柔軟に同じコンテンツが導く広告や、広告の有効期限を
設定することができる。また、照会することから、コンテンツの広告媒体としての貢献度
をカウントすることもできる。これによって、広告主に対して従量制 (受益分に応じた )課
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金ができると共に、コンテンツ提供者に対して貢献に見合った報償を分配することが可能
となる。更には、電子透かしによるコンテンツＩＤの埋め込みと組み合わせることで、特
定のフォーマットに依存せず、フォーマット変更されたコンテンツに対しても同様なサー
ビスを維持することができる。また更には、広告の配信先のユーザがある程度、特定でき
るので、ユーザ毎に適した広告を配信することができ、広告の効果を上げることが可能と
なる。
【００４１】
尚、本実施の形態では、配信されるものが広告情報として説明したが、一般に言われる広
告情報に限らず、コンテンツＩＤに対応した付加情報をユーザ端末５０に対して提供する
ように構成することも可能である。例えば、コンテンツの情報の一部を意図的に分離して
おいて、コンテンツＩＤに基づいて、所定のサイトから付加情報である残りのコンテンツ
を提供し、ユーザ端末５０にてコンテンツを完成させるという方法である。例えば前述の
ように、付加情報として、画像や音質の非常に高い完全なものが配布されるように構成す
ることもできる。即ち、解像度を上げるためや、音質を上げるための情報である付加情報
を、識別子であるコンテンツＩＤに基づいて、サイトから提供するように構成することも
できる。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、爆発的に伝播するメディアの性質を積極的に広告
ビジネスとして商用利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態における広告配信システムの概略構成を説明するための図である
。
【図２】　代理サーバ側システム１０の構成を示したブロック図である。
【図３】　 (ａ ),(ｂ )は、コンテンツ台帳ＤＢ１１および広告台帳ＤＢ１２に格納される
データの例を示した図である。
【図４】　コンテンツ提供側システム３０の構成を示したブロック図である。
【図５】　ユーザ端末５０の構成を示したブロック図である。
【図６】　コンテンツＩＤ検出機能付き再生装置 (再生ソフトウェア )５５により実行され
る処理の流れを示したフローチャートである。
【図７】　広告主側システム７０の構成を示したブロック図である。
【符号の説明】
１０…代理サーバ側システム、１１…コンテンツ台帳ＤＢ、１２…広告台帳ＤＢ、１３…
コンテンツ登録 /台帳作成部、１４…コンテンツ台帳検索部、１５…広告登録 /台帳作成部
、１６…広告台帳検索部、１７…広告配信要求処理部、１８…コンテンツ再生カウント数
集計部、１９…広告収入分配部、２１…コンテンツ登録申請受信部、２２…コンテンツＩ
Ｄ送出部、２３…広告登録要求受信部、２４…登録通知部、２５…検索要求受信部、２６
…検索結果送信部、２７…コンテンツＩＤ受信部、３０…コンテンツ提供側システム、３
１…コンテンツＤＢ、３２…コンテンツ登録要求部、３３…コンテンツＩＤ受信部、３４
…コンテンツＩＤ埋め込み部、３５…ダウンロード要求受信部、３６…ＩＤ付きコンテン
ツ公開部、５０…ユーザ端末、５１…コンテンツ検索要求部、５２…検索結果受信部、５
３…コンテンツダウンロード要求部、５４…コンテンツ受信部、５５…コンテンツＩＤ検
出機能付き再生装置 (再生ソフトウェア )、５６…ＩＤ検出対応プレーヤダウンロード部、
５７…コンテンツＩＤ通知部、５８…ユーザＩＤ通知部、５９…広告データ受信部、７０
…広告主側システム (広告配信 (提供 )側システム )、７１…広告ＤＢ、７２…広告作成部、
７３…登録要求部、７４…登録通知受信部、７５…宛先ユーザＩＤ通知受信部、７６…広
告データ配信部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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