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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つまたは複数のプロセッサを有するセカンダリビデオコンテンツサーバによって、ク
ライアントデバイスから、前記クライアントデバイスで再生されるストリーミングビデオ
を中断するために挿入されるべきビデオコンテンツに対する要求を受信することであって
、前記要求は、前記クライアントデバイスで前記ストリーミングビデオの再生を開始する
ことに続いて前記ストリーミングビデオ内に前記要求を生成するための埋込コードを実行
することに応答して、クライアントデバイスによって送信され、前記ストリーミングビデ
オは、プライマリビデオコンテンツサーバによって、前記クライアントデバイスに提供さ
れる、受信することと、
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前記セカンダリビデオコンテンツサーバによって、前記要求を受信することに応答して
、前記クライアントデバイス上で実行されるメディアプレイヤーにおける再生のためのビ
デオコンテンツアイテムを提供することであって、前記メディアプレイヤーは、動作可能
オブジェクトと、アプリケーションプログラミングインタフェースとを含み、前記動作可
能オブジェクトのトリガは、前記メディアプレイヤーが前記クライアントデバイスで前記
ビデオコンテンツアイテムの前記再生をスキップすることを引き起こすように構成され、
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、前記動作可能オブジェクトの前
記トリガを監視するために、前記セカンダリビデオコンテンツサーバにアクセス可能であ
る、提供することと、
前記セカンダリビデオコンテンツサーバによって、前記メディアプレイヤーの前記アプ
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リケーションプログラミングインタフェースを介して、前記メディアプレイヤーが前記ビ
デオコンテンツアイテムの再生をスキップすることを引き起こすために、前記動作可能オ
ブジェクトの前記トリガを検出することと、
前記セカンダリビデオコンテンツサーバによって、前記メディアプレイヤーの前記アプ
リケーションプログラミングインタフェースを介して前記動作可能オブジェクトの前記ト
リガを検出することに応答して、前記ビデオコンテンツアイテムが前記クライアントデバ
イスで再生される前記ストリーミングビデオを中断する第１の時間と、前記メディアプレ
イヤーが前記ビデオコンテンツアイテムをスキップすることを前記動作可能オブジェクト
のトリガが引き起こす第２の時間との間における時間の量に対応する時間期間を識別する
ことと、
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前記セカンダリビデオコンテンツサーバによって、前記クライアントデバイスにおける
前記ビデオコンテンツアイテムの配信および再生を確認するために、前記時間期間が所定
の時間しきい値よりも大きいということを判断することと、
前記セカンダリビデオコンテンツサーバによって、前記時間期間が前記所定の時間しき
い値よりも大きいということを判断することに応答して、前記ビデオコンテンツアイテム
に対するカウンタを更新することと
を含む、コンピュータにより実現される方法。
【請求項２】
表示のために前記ビデオコンテンツアイテムを提供することは、ビデオコンテンツを含
むビデオドキュメントのコンテンツスロット内に前記ビデオコンテンツアイテムを提供す
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ることを含む、請求項１のコンピュータにより実現される方法。
【請求項３】
前記ビデオコンテンツアイテムは、インターネットプロトコルを使用して、１つまたは
複数の通信ネットワークを介して、前記クライアントデバイスに送信される、請求項１の
コンピュータにより実現される方法。
【請求項４】
前記時間期間が所定の時間期間より少なくないということを判断することに応答して、
前記ビデオコンテンツアイテムが有効なインプレッションを受信したということを判断す
ることを更に含む、請求項１のコンピュータにより実現される方法。
【請求項５】
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ビデオコンテンツアイテムが前記有効なインプレッションを受信したということを判断
することに応答して、前記カウンタをインクリメントすることを更に含む、請求項４のコ
ンピュータにより実現される方法。
【請求項６】
前記サーバによって、前記メディアプレイヤーを提供することことであって、前記メデ
ィアプレイヤーは、前記ビデオコンテンツアイテムをリプレイするように構成される第２
動作可能オブジェクトを含む、提供することと、
前記サーバによって、前記第２の動作可能オブジェクト上で取得された動作を検出する
ことと、
前記サーバによって、再生のために、前記ビデオコンテンツアイテムを提供することと
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、
前記第２の動作可能オブジェクト上で取得された前記動作を判断することに応答して、
前記サーバによって、再生のために前記ビデオコンテンツアイテムを提供するために、前
記ビデオコンテンツアイテムが有効なインプレッションを受信しなかったということを判
断することと
を更に含む、請求項１のコンピュータにより実現される方法。
【請求項７】
プロセッサ実行可能命令を記憶するメモリを具備するセカンダリビデオコンテンツサー
バと、
前記メモリに結合されたプロセッサとを含み、前記プロセッサは、
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クライアントデバイスから、前記クライアントデバイスで再生されるストリーミング
ビデオを中断するために挿入されるべきビデオコンテンツに対する要求を受信することで
あって、前記要求は、前記クライアントデバイスで前記ストリーミングビデオの再生を開
始することに続いて前記ストリーミングビデオ内に前記要求を生成するための埋込コード
を実行することに応答して、クライアントデバイスによって送信され、前記ストリーミン
グビデオは、プライマリビデオコンテンツサーバによって、前記クライアントデバイスに
提供される、受信することと、
前記要求を受信することに応答して、前記クライアントデバイス上で実行されるメデ
ィアプレイヤーにおける再生のためのビデオコンテンツアイテムを提供することであって
、前記メディアプレイヤーは、動作可能オブジェクトと、アプリケーションプログラミン
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グインタフェースとを含み、前記動作可能オブジェクトのトリガは、前記メディアプレイ
ヤーが前記クライアントデバイスで前記ビデオコンテンツアイテムの前記再生をスキップ
することを引き起こすように構成され、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、前記動作可能オブジェクトの前記トリガを監視するために、前記セカンダリビデ
オコンテンツサーバにアクセス可能である、提供することと、
前記メディアプレイヤーの前記アプリケーションプログラミングインタフェースを介
して、前記メディアプレイヤーが前記ビデオコンテンツアイテムの再生をスキップするこ
とを引き起こすために、前記動作可能オブジェクトの前記トリガを検出することと、
前記メディアプレイヤーの前記アプリケーションプログラミングインタフェースを介
して前記動作可能オブジェクトの前記トリガを検出することに応答して、前記ビデオコン
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テンツアイテムが前記クライアントデバイスで再生される前記ストリーミングビデオを中
断する第１の時間と、前記メディアプレイヤーが前記ビデオコンテンツアイテムをスキッ
プすることを前記動作可能オブジェクトのトリガが引き起こす第２の時間との間における
時間の量に対応する時間期間を識別することと、
前記クライアントデバイスにおける前記ビデオコンテンツアイテムの配信および再生
を確認するために、前記時間期間が所定の時間しきい値よりも大きいということを判断す
ることと、
前記時間期間が前記所定の時間しきい値よりも大きいということを判断することに応
答して、前記ビデオコンテンツアイテムに対するカウンタを更新することと
を行うように構成された、システム。
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【請求項８】
前記サーバは、ビデオコンテンツを含むビデオドキュメントのコンテンツスロット内に
前記ビデオコンテンツアイテムを提供するように更に構成される、請求項７のシステム。
【請求項９】
前記サーバは、前記ビデオコンテンツアイテムを、インターネットプロトコルを使用し
て、１つまたは複数の通信ネットワークを介して、前記クライアントデバイスに送信する
、請求項７のシステム。
【請求項１０】
前記サーバは、前記時間期間が前記所定の時間しきい値より少なくないということを判
断することに応答して、前記ビデオコンテンツアイテムが有効なインプレッションを受信
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するということを判断するように更に構成される、請求項７のシステム。
【請求項１１】
前記サーバは、前記有効なインプレッションを受信する前記ビデオコンテンツアイテム
に応答して、前記カウンタをインクリメントするように更に構成される、請求項１０のシ
ステム。
【請求項１２】
前記サーバは、
再生のために、前記メディアプレイヤーを提供することことであって、前記メディアプ
レイヤーは、前記メディアプレイヤーが前記ビデオコンテンツアイテムをリプレイするこ
とを引き起こすように構成された第２の動作可能オブジェクトを含むように構成される、
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提供することと、
前記第２の動作可能オブジェクト上で取得された動作を検出することと、
再生のために、前記ビデオコンテンツアイテムを提供することと、
前記第２の動作可能オブジェクト上で取得された前記動作を判断することに応答して、
再生のために前記ビデオコンテンツアイテムを提供するために、前記ビデオコンテンツア
イテムが有効なインプレッションを受信しなかったということを判断することと
を行うように更に構成される、請求項７のシステム。
【請求項１３】
コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ読取可能記憶媒体であって
、前記コンピュータ実行可能命令は、コンピュータによって実行されると、前記コンピュ
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ータに、
クライアントデバイスから、前記クライアントデバイスで再生されるストリーミングビ
デオを中断するために挿入されるべきビデオコンテンツに対する要求を受信することであ
って、前記要求は、前記クライアントデバイスで前記ストリーミングビデオの再生を開始
することに続いて前記ストリーミングビデオ内に前記要求を生成するための埋込コードを
実行することに応答して、クライアントデバイスによって送信され、前記ストリーミング
ビデオは、プライマリビデオコンテンツサーバによって、前記クライアントデバイスに提
供される、受信することと、
前記要求を受信することに応答して、前記クライアントデバイス上で実行されるメディ
アプレイヤーにおける再生のためのビデオコンテンツアイテムを提供することであって、
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前記メディアプレイヤーは、動作可能オブジェクトと、アプリケーションプログラミング
インタフェースとを含み、前記動作可能オブジェクトのトリガは、前記メディアプレイヤ
ーが前記クライアントデバイスでの前記ビデオコンテンツアイテムの前記再生をスキップ
することを引き起こすように構成され、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、前記動作可能オブジェクトの前記トリガを監視するために、前記セカンダリビデ
オコンテンツサーバにアクセス可能である、提供することと、
前記メディアプレイヤーの前記アプリケーションプログラミングインタフェースを介し
て、前記メディアプレイヤーが前記ビデオコンテンツアイテムの再生をスキップすること
を引き起こすために、前記動作可能オブジェクトの前記トリガを検出することと、
前記メディアプレイヤーの前記アプリケーションプログラミングインタフェースを介し
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て前記動作可能オブジェクトの前記トリガを検出することに応答して、前記ビデオコンテ
ンツアイテムが前記クライアントデバイスで再生される前記ストリーミングビデオを中断
する第１の時間と、前記メディアプレイヤーが前記ビデオコンテンツアイテムをスキップ
することを前記動作可能オブジェクトのトリガが引き起こす第２の時間との間における時
間の量に対応する時間期間を識別することと、
前記クライアントデバイスにおける前記ビデオコンテンツアイテムの配信および再生を
確認するために、前記時間期間が所定の時間しきい値よりも大きいということを判断する
ことと、
前記時間期間が前記所定の時間しきい値よりも大きいということを判断することに応答
して、前記ビデオコンテンツアイテムに対するカウンタを更新することと
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を行わせる、非一時的コンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１４】
前記命令は、前記時間期間が所定の時間期間より少なくないということを判断すること
に応答して、前記ビデオコンテンツアイテムが有効なインプレッションを受信するという
ことを判断することを更に含む、請求項１３の非一時的コンピュータ読取可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば、オンライン広告のような広告に関連する。さらに詳細には、本発明
は、例えば、インプレッション毎の費用広告のような広告のエンドユーザに対する有用性
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（utility）を改善することに関連する。
【背景技術】
【０００２】
テレビジョン、ラジオ、新聞、および雑誌のような、従来のメディアを使用した広告が
よく知られている。残念なことに、さまざまなメディア手段の典型的聴衆についての人口
統計学研究および完全に適正な仮定で準備しているときでさえも、広告主は彼らの広告予
算の多くが単に無駄になっていることを認識している。さらに、このような無駄を識別す
ることや、なくすことは非常に困難である。
【０００３】
近年、よりインタラクティブなメディアを通しての広告が人気となってきた。例えば、
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インターネットを使用する人の数が爆発的に増加したので、インターネットを通して提供
されるメディアとサービスは、潜在的に強力な広告方法であるとして、広告主は理解する
ようになってきた。
【０００４】
インタラクティブ広告は、受け取る聴衆に対して広告主の広告をターゲット付けする機
会を広告主に提供する。すなわち、広告は、何らかのユーザ動作から推論されるニーズに
関連性がある（例えば、検索エンジンに対するユーザの検索クエリに関連性のある、ユー
ザにより要求されたドキュメント中のコンテンツに関連性のある等）かもしれないので、
エンドユーザにとって、ターゲット付けされた広告は、より有用であることが多い。クエ
リキーワードターゲット付けは、関連性のある広告を配信するために検索エンジンによっ
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て使用されてきた。例えば、カリフォルニア州、マウンテンビューのグーグル社（登録商
標）（

グーグル

と呼ぶ）による、ＡｄＷｏｒｄｓ（登録商標）広告システムは、検索

クエリからのキーワードに対してターゲット付けされた広告を配信する。同様に、コンテ
ンツターゲット付けされた広告配信システムが提案されてきた。例えば、
広告を供給する方法および装置

関連性のある

と題され、２００２年１２月６日に出願され、Jeffrey

A. Dean氏、 Georges R. Harik氏、および Paul Buchheit氏を発明者として記載する、（
ここに参照によりその全体が組み込まれ、
願シリアル番号第10/314,427号と；

４２７出願

として呼ばれる）米国特許出

コンテンツに基づいた広告供給

と題され、２００

３年２月２６日に出願され、Darrell Anderson氏、 Paul Buchheit氏、 Alex Carobus氏
、 Claire Cui氏、 Jeffrey A. Dean氏、 Georges R. Harik氏、 Deepak Jindal氏、およ
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び Narayanan Shivakumar氏を発明者として記載する、（ここに参照によりその全体が組
み込まれ、

９００出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第10/375,900号

は、例えば、ウェブページのようなドキュメントのコンテンツに関連性のある広告を提供
する方法および装置を説明している。例えば、グーグルによるＡｄＳｅｎｓｅ（登録商標
）広告システムのような、コンテンツターゲット付けされた広告配信システムが、ウェブ
ページ上で広告を供給するのに使用されてきた。
【０００５】
上記のことから理解できるように、テキストドキュメント中のテキスト概念に関連性の
ある広告を供給することと、検索クエリ中のキーワードに関連性のある広告を供給するこ
ととは有用であり、これは、おそらく、このような広告が現在のユーザの関心に関わって
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いるためである。結果として、このようなオンライン広告は、ますます人気になってきた
。さらに、他のターゲット付け技術を使用する広告や、ターゲット付けされていないオン
ライン広告さえも、ますます人気になってきた。
【０００６】
現在、例えば、テレビジョンブロードキャストのようなビデオコンテンツとともに配信
される広告は、典型的に

予約

モデルに基づいている。すなわち、広告主は、テレビで

放送されたブロードキャスト中のスポットを、固定料金に対して予約する。しかしながら
、残念なことに、予約モデルは、ビデオコンテンツ発行者に対する収益を必ずしも最大化
させない。これは、このような広告スポットに対する契約を交渉するためのリソースを持
っていない多くの広告主は、このような広告スポットに対して競合しないためである。さ

50

(6)

JP 6262795 B2 2018.1.17

らに、エンドユーザ（すなわち、オーディオコンテンツの配信を受け取る人）の観点から
すると、この広告は、まったく不適切であるかもしれず、または、この広告が有用になる
ことが可能なほどには有用でないかもしれない。
ビデオコンテンツ（

ビデオドキュメント

）中に広告を挿入するシステムのような、

既存の広告システムを改善できる。例えば、ビデオドキュメントとともにどのように広告
が供給されるか（および／または、どのようにビデオ広告が任意の文書上で供給されるか
）を改善することが有用であろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００３−２４２３７２号公報
【特許文献２】特開２００２−２５９７９０号公報
【発明の概要】
【０００８】
本発明と一貫した実施形態を使用して、ビデオドキュメントとともに（例えば、ビデオ
ドキュメント上に）広告を供給することを改善するかもしれない。例えば、本発明と一貫
した少なくともいくつかの実施形態は、ａ）広告トリガに応答して、候補ビデオ広告を識
別し、ｂ）候補ビデオ広告のビデオ関連の特徴に関連する１組の少なくとも１つのキーを
識別し、ｃ）少なくとも１つのキーに関連している履歴データを使用して、候補広告性能
を推定する。ビデオドキュメントの例は、インターネット上で発行されたビデオファイル

20

、テレビジョン番組、ライブのまたは記録されたトークショー、ビデオ−ボイスメール、
ビデオ会話のセグメント等を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、ビデオコンテンツを配信し、受信することができるさまざまな方法を図
示する図である。
【図２】図２は、広告システムと対話することができる関係者またはエンティティを示す
図である。
【図３】図３は、本発明と一貫した実施形態がその中で動作してよい、または本発明と一
貫した実施形態がそれを用いて動作してもよい環境を図示する図である。
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【図４】図４は、本発明と一貫した方法で実行してもよい、例示的な動作と、このような
動作により使用してもよい、および／または発生させてもよい情報とのデータフロー図で
ある。
【図５】図５は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント関連性情報を記憶するた
めの例示的なデータ構造を図示する。
【図６】図６は、本発明と一貫した方法で、広告スポット情報を記憶するための例示的な
データ構造を図示する。
【図７】図７は、本発明と一貫した方法で、広告情報を記憶するための例示的なデータ構
造を図示する。
【図８】図８は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメントに対する関連性情報を抽
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出および／または決定するための例示的な方法のフロー図である。
【図９】図９は、本発明と一貫した方法で、広告スポットを決定するための例示的な方法
のフロー図である。
【図１０】図１０は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント中の広告スポットに
関連する広告を決定するための例示的な方法のフロー図である。
【図１１】図１１は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント広告スポットに対し
て競合する関連広告をアービトレートするための例示的な方法のフロー図である。
【図１２】図１２は、本発明と一貫した方法で、少なくともいくつかの動作を実行し、少
なくともいくつかの情報を記憶するのに使用してもよい装置のブロック図である。
【図１３】図１３は、本発明と一貫した、ビデオドキュメントとともにビデオ広告が供給
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される、例示的な環境１３００を図示する。
【図１４】図１４は、本発明と一貫した方法で、ビデオコンテンツオーナ／作成者フロン
トエンドを提供するための例示的な方法１４００のフロー図である。
【図１５】図１５は、図１４に関して説明した１４００のようなフロントエンド方法を通
して、一度ビデオコンテンツオーナ／作成者が必要な情報を入力すると、一緒に記録とし
て、または、ビデオ識別子に関係してのいずれかで記憶されてもよい、例示的な１組の情
報１５００である。
【図１６】図１６は、本発明と一貫した方法で、ビデオ広告主フロントエンドを提供する
ための例示的な方法１６００のフロー図である。
【図１７】図１７は、本発明と一貫した方法で、ビデオコンテンツとともにビデオ広告を
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供給するための例示的な方法１７００のフロー図である。
【図１８】図１８は、本発明と一貫した方法で、ビデオコンテンツとともにビデオ広告を
供給することを図示するメッセージング図である。
【図１９】図１９は、本発明と一貫した方法で、ビデオおよびビデオ広告を再生するのに
使用してもよいビデオプレーヤを含む、例示的なホスト管理されたウェブページを図示す
る。
【図２０】図２０は、本発明と一貫した方法で、（ビデオドキュメントとともに供給され
てもよい）広告に関するユーザアクションレートを推定するための例示的な方法のフロー
チャートである。
【図２１】図２１は、本発明と一貫した方法で、広告のユーザアクションレートを推定す
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るための例示的な方法のフローチャートである。
【図２２】図２２は、本発明と一貫した方法で、モデルパラメータを発生させるための例
示的な方法のフローチャートである。
【図２３】図２３は、本発明と一貫した、広告選択システムの例示的な実施形態を図示す
るブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明は、例えば、ビデオコンテンツを含むドキュメントのような、ドキュメントに伴
うビデオ広告の供給を改善するための、新規な方法、装置、メッセージフォーマット、お
よび／またはデータ構造に関する。以下の説明は、当業者が本発明を実施および使用でき
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るように提示し、特定の応用と特定の応用の要求の状況で提供する。したがって、本発明
と一貫した実施形態の以下の説明は、図示および説明を提供するが、網羅的なものである
ことを意図するものではなく、または、開示する正確な形態に本発明を制限することを意
図するものではない。開示する実施形態に対するさまざまな修正が当業者に明らかになり
、以下に述べる一般的原則は、他の実施形態および応用に適用されてもよい。例えば、フ
ロー図を参照して一連の動作を説明するが、１つの動作の実行が他の動作の完了に依拠し
ていないときは、他の実施では動作の順序が異なっていてもよい。さらに、従属していな
い動作は並列に実行されてもよい。また、ここで使用するように、冠詞

ａ

は１つ以上

のアイテムを含むことを意図している。１つだけのアイテムを意図するところでは、用語
１つの（ｏｎｅ）

または類似の言葉を使用する。以下では、

情報

は、実際の情報
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、あるいは、このような情報に対するポインタ、このような情報の識別子、または、この
ような情報のロケーションを指してもよい。詳細な説明中で使用されるどのエレメント、
動作、または命令も、そうであるとして明示的に示さない限り、本発明に対して重大また
は不可欠であるとして解釈すべきでない。したがって、本発明は示している実施形態に制
限されることを意図しておらず、発明者は、何らかの特許可能な記述された主題を含むも
のとして本発明を考えている。
【００１１】
以下において、明細書で使用する用語の定義をセクション４．１において提供する。次
に、本発明がその中で動作してよい、または本発明がそれを用いて動作してよい環境をセ
クション４．２において説明する。本発明の例示的な実施形態をセクション４．３におい
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て説明する。その後、本発明の例示的な実施形態の有用性を図示する特定の例をセクショ
ン４．４において提供する。最後に、本発明に関するいくつかの結論をセクション４．５
において述べる。
【００１２】
セクション４．１

定義

以下に図２および３に関して説明する例示的なシステムで、または、他の任意のシステ
ムで使用されるもののような、オンライン広告はさまざまな固有の特徴を持つことがある
。このような特徴は、アプリケーションおよび／または広告主によって指定されてもよい
。これらの特徴は、以下で

広告特徴

として呼ぶ。例えば、テキスト広告のケースでは

、広告特徴はタイトルライン、広告テキスト、および埋め込みリンクを含んでいてもよい
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。画像広告のケースでは、広告特徴は、画像、実行可能コード、および埋め込みリンクを
含んでいてもよい。ビデオ広告のケースでは、広告特徴は、ビデオコンテンツと、おそら
くオーディオコンテンツとを含んでいてもよい。広告特徴はまた、（例えば、トーン、ピ
クセル等としてエンコードされる、ビデオストリームの非ビデオパケット中で提供される
等の）実行可能コードを含んでもよい。オンライン広告のタイプに依拠して、広告特徴は
テキスト、リンク、オーディオファイル、ビデオファイル、画像ファイル、実行可能コー
ド、埋め込み情報等のうちの１つ以上を含んでいてもよい。１つより多いタイプのメディ
アをレンダリングできるデバイス（異なる出力を持つデバイス）において、いくつかの広
告特徴は、１つの出力を通してユーザに対してレンダリングされる１つのタイプのメディ
アに属していてもよい一方、他の広告特徴は、別の出力を通してユーザに対してレンダリ
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ングされる別のタイプのメディアに属していてもよい。例えば、移動体電話機がスピーカ
、ディスプレイ、およびテレフォニー手段を備える場合、このような電話機上にレンダリ
ングされることになるビデオ広告は、オーディオ−ビデオコンポーネント、および、エン
コードされた電話番号にダイアルするための実行可能コードのうちの１つ以上を持つこと
ができる。他のタイプの広告特徴が可能であるのは当然である。
【００１３】
オンライン広告が供給されるとき、１つ以上のパラメータを使用して、広告がどのよう
に、いつ、および／またはどこで供給されたのかを記述してもよい。これらのパラメータ
を、以下では

供給パラメータ

と呼ぶ。供給パラメータは、例えば、以下のうちの１つ

以上を含んでよい。すなわち、その上に、または、それとともに、広告が供給されている
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ドキュメント（その上の情報を含む）の特徴；広告の供給に関係付けられた検索クエリ、
または検索結果；ユーザ特性（例えば、ユーザの地理的ロケーション、ユーザによって使
用される言語、使用されるブラウザのタイプ、過去のページビュー、過去の挙動、ユーザ
アカウント、システムにより使用される任意のウェブクッキー、ユーザデバイス特性等）
；要求を開始したホストまたはアフェリエイト（例えば、アメリカオンライン(登録商標)
、グーグル、ヤフー(登録商標)）のサイト；広告が供給されたページ上の広告の絶対的な
位置；広告が供給された広告スポット（例えば、供給された他の広告を基準にした広告の
（空間的または時間的）位置）；広告の絶対的なサイズ；他の広告を基準にした広告のサ
イズ；広告の絶対的／相対的な解像度；広告の絶対的／相対的なビデオフレームレート；
広告の絶対的な音量；他の広告を基準にした広告の音量；広告の絶対的な時間長；広告の
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相対的な時間長；広告の色；他の供給された広告数；他の供給された広告のタイプ；供給
時刻；供給曜日；供給時期等。本発明の状況で使用してもよい、他の供給パラメータがあ
るのは当然である。
【００１４】
供給パラメータは、広告特徴にとっては付帯的であってよいが、これらは供給条件また
は制約として、広告に関係付けられてよい。供給条件または制約として使用されるとき、
このような供給パラメータを、単に

供給制約

（または

ターゲット基準

）として呼

ぶ。例えば、いくつかのシステムにおいては、広告主は、その広告が平日にのみ、一定の
位置より高く、一定のロケーションのユーザにのみ等、供給されなければならないと指定
することで、その広告を供給することをターゲット付けすることができる。他の例として
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は、いくつかのシステムにおいて、広告主は、ページまたは検索クエリが一定のキーワー
ドまたはフレーズを含む場合にだけ、その広告が供給されなければならないと指定しても
よい。さらに別の例としては、その上に、または、それとともに、供給されているドキュ
メントが一定のトピックまたは概念を含む場合、または、特定のクラスタ、もしくは他の
何らかの分類（例えば、垂直型）に該当する場合にのみ、その広告が供給されなければな
らないと広告主が指定できるシステムもある。いくつかのシステムにおいて、広告主は、
特定の特性を持つユーザデバイスのみに対して、その広告が供給されること（または供給
されないこと）を特定してもよい。最後に、いくつかのシステムにおいて、特定のロケー
ションから発信される要求に応答して、または、特定のロケーションに関する要求に応答
10

して、広告が供給されるように広告をターゲット付けしてもよい。
【００１５】
広告情報

は、広告特徴、広告供給制約、（

広告導出情報

として呼ばれる）広告

特徴もしくは広告供給制約から導出可能な情報、および／または、（

広告関連情報

と

して呼ばれる）広告に関連した情報、とともにこのような情報の拡張（例えば、広告関連
情報から導出される情報）を含んでいてもよい。
【００１６】
広告のインプレッション数（すなわち、広告がレンダリングされる回数）に対する、広
告を選択する数（例えば、クリックスルー、ダイアルスルー等）の比は、広告の
ート

（すなわち

クリックスルーレート

または

ＣＴＲ

選択レ

）として定義される。
20

【００１７】
コンバージョン

は、ユーザが以前に供給された広告に関連するトランザクションを

完了させるときに発生すると言われている。コンバージョンを構成する内容はケースによ
って異なり、さまざまな方法で決定できる。例えば、ユーザが広告をクリックし、広告主
のウェブページに導かれ、そのウェブページを離れる前にそこで購入を完了するときに、
コンバージョンが発生するというケースがある。代わりに、コンバージョンは、ユーザが
広告を見て、予め定められた時間（例えば７日間）内に広告主のウェブページで購入する
こととして定義されてよい。さらに別の代替案では、コンバージョンは、例えば、白書を
ダウンロードする、ウェブサイトの少なくとも所定の深さまでナビゲーションする、少な
くとも一定数のウェブページを見る、少なくとも予め定められた時間量をウェブサイトま
たはウェブページで費やす、ウェブサイトに登録する、電話番号にダイアルする、製品も
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しくはサービスの問い合わせを送る等の、任意の測定可能／観察可能なユーザアクション
であるとして、広告主によって定義してもよい。コンバージョンを構成するユーザアクシ
ョンはこれらに制限されないが、ユーザアクションが購入の完了を示さない場合であって
も、これらはセールスリードを示すことが多い。実際に、何がコンバージョンを構成する
かについて他の多くの定義が考えられる。
【００１８】
広告のインプレッション数（すなわち、広告がレンダリングされる回数）に対するコン
バージョン数の比と、選択の数（または、他の何らかの以前のイベントの数）に対するコ
ンバージョン数の比との両方が、

コンバージョンレート

または

ＣＲ

と呼ばれる。

コンバージョンレートのタイプは、それが使用される状況から明らかになるだろう。広告
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の供給から予め定められた時間内に発生し得ることとコンバージョンが定義される場合、
コンバージョンレートの１つの考えられる定義は、過去に、予め定められた時間より長く
供給されていた広告だけを考慮するかもしれない。
【００１９】
プロパティ

は、その上に広告を提示することができる何らかのものである。プロパ

ティはオンラインコンテンツ（例えば、ウェブサイト、ビデオ番組、ウェブキャスト、ポ
ッドキャスト、オンラインゲーム等）、オフラインコンテンツ（例えば、新聞、雑誌、劇
プロダクション、コンサート、スポーツイベント、テレビジョンブロードキャスト等）、
ならびに／あるいは、オフライン物体（例えば、電光掲示板、スタジアムスコアボード、
外野壁、トラックトレーラーの側面等）を含む。コンテンツ（例えば、雑誌、新聞、ウェ
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ブサイト、ｅ−メールメッセージ、テレビジョン番組等）を伴うプロパティを、
アプロパティ

メディ

として呼んでもよい。プロパティそれら自体は、オフラインであってもよ

いが、プロパティについての関係情報（例えば、属性、トピック、概念、カテゴリ、キー
ワード、関連性情報、サポートされる広告のタイプ等）は、オンラインで利用可能であっ
てもよい。例えば、野外ジャズ音楽フェスティバルでは、トピック
ズ

音楽

および

ジャ

、コンサートのロケーション、コンサートの時刻、フェスティバルに出演予定のアー

ティスト、ならびに、利用可能な広告スポットのタイプ（例えば、印刷されたプログラム
、ステージ上のスポット、座席背面のスポット、スポンサーのオーディオアナウンス、オ
ンサイトビデオディスプレイ等）が入力されてもよい。

ビデオプロパティ

は、見るこ

とができるプロパティである。ビデオプロパティは、他のコンポーネント（例えば、オー

10

ディオ）を含んでいてもよいが、必ずしも含むわけではない。
【００２０】
ドキュメント

は、何らかの機械読取可能および機械記憶可能な作業生産物を含むも

のとして幅広く解釈すべきである。ドキュメントは、ファイル、ファイルの組み合わせ、
他のファイルへのリンクが埋め込まれた１つ以上のファイル等であってもよい。ファイル
は、テキスト、オーディオ、画像、ビデオ等の任意のタイプのものであってもよい。エン
ドユーザにレンダリングされるドキュメントの一部は、ドキュメントの

コンテンツ

と

見なすことができる。ドキュメントは、コンテンツ（言葉、絵、音、会話等）とそのコン
テンツの意味の何らかの表示（例えば、ｅ−メールフィールドと関連データ、ＨＴＭＬタ
グと関連データ、埋め込まれた番組のタイトルと関連情報等）との両方を含む
れたデータ

構造化さ

20

を含んでいてもよい。ドキュメント中の広告スポットは、埋め込まれた情報

または命令で定義されてもよい。インターネットの状況において、普通のドキュメントは
ウェブページである。ウェブページはコンテンツを含むことが多く、（メタ情報、ハイパ
ーリンク等のような）埋め込まれた情報、および／または（Ｊａｖａ(登録商標)スクリプ
ト等のような）埋め込まれた命令を含んでいてもよい。多くのケースでは、ドキュメント
はアドレス指定可能な記憶ロケーションを有し、したがってこのアドレス指定可能なロケ
ーションによって一意的に特定できる。ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）は、イ
ンターネット上の情報にアクセスするために使用されるアドレスである。
【００２１】
ウェブドキュメント

はウェブ上で発行される任意のドキュメントを含む。ウェブド

30

キュメントの例は、例えば、ウェブサイト、ウェブページ、ウェブキャスト等を含む。
【００２２】
ビデオドキュメント
ュメントである。

は、再生またはデコードされたときに、見ることができるドキ

ビデオドキュメント

は、そのコンテンツが有体的メディア上に最終

的に記憶されているか否かに関わらず、ビデオコンテンツを含んでもよい。ビデオドキュ
メントは、例えば、ライブのまたは記録されたテレビジョン番組、ライブのまたは記録さ
れた芝居または演劇作品、音楽ビデオ、テレビで放送されたイベント（例えば、スポーツ
イベント、政治的イベント、ニュースイベント等）、ビデオ−ボイスメール等を含んでも
よい。同じビデオコンテンツの異なる形態またはフォーマット（例えば、オリジナルの、
圧縮された、パケット化された、ストリームされた等）のそれぞれを、ビデオドキュメン

40

ト（例えば、同じビデオドキュメント、または異なるビデオドキュメント）であるとみな
してもよい。本発明と一貫した実施形態は、例えば、以下のうちの１つ以上のような、さ
まざまなビデオおよび

コンテナ

ファイルフォーマットとともに動作してもよい。すな

わち、マクロメディア(登録商標)のフラッシュビデオ（ＦＬＶ）、マイクロソフト(登録
商標)のアドバンストストリーミングフォーマット（ＡＳＦ）、ウィンドウズ(登録商標)
メディアオーディオ（ＷＭＡ）、ウィンドウズ（登録商標）メディアファイルオーディオ
／ビデオ（

ＷＭＶ

）、オーディオ・ビデオ・インターリーブ（ＡＶＩ）、ＤｉｖＸ(

登録商標)、インテル(登録商標)ビデオテクノロジー（ＩＶＦ）、クイックタイムムービ
ーファイル拡張（ＭＯＶ）、ＭＰＥＧ、Ｒｅａｌ Ｍｅｄｉａ、Ｒｅａｌ Ａｕｄｉｏ、Ｒ
ｅａｌ Ｐｌａｙｅｒ、Ｒｅａｌ Ｖｉｄｅｏ、Ｖｉｖｏ Ｖｉｄｅｏ（ＶＩＶ）、ＯＧＧ
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、Ｍａｔｒｏｓｋａ、３ｇｐ、ＮＵＴ、ＭＸＦ、ｒａｔＤＶＤ、ｓｖｉ等である。本発明
と一貫した実施形態は、他のビデオファイルフォーマットとともに動作してもよい。
【００２３】
ドキュメント情報
情報

は、ドキュメントに含まれる任意の情報、（

ドキュメント導出

と呼ばれる）ドキュメント中に含まれる情報から導出することができる情報、およ

び／または（

ドキュメント関連情報

と呼ばれる）ドキュメントに関連する情報、とと

もに、このような情報の拡張（例えば、関連情報から導出される情報）も含んでいてもよ
い。ドキュメント導出情報の例は、ドキュメントのテキスト書き起こしのまたはオーディ
オ／ビデオのコンテンツに基づいた分類である。ドキュメント関連情報の例は、当該ドキ
ュメントにリンクする、他のドキュメントからのドキュメント情報、とともに、当該ドキ

10

ュメントがリンクする、他のドキュメントからのドキュメント情報も含む。
【００２４】
ドキュメントからのコンテンツは、
デバイス

コンテンツレンダリングアプリケーションまたは

上でレンダリングされてよい。コンテンツレンダリングアプリケーションの例

は、インターネットブラウザ（例えば、エクスプローラ（登録商標）またはネットスケー
プ、オペラ（登録商標）、ファイアフォックス等）、メディアプレーヤ（例えば、ＭＰ３
プレーヤ、ワシントン州、レッドモンドのマイクロソフトコーポレーションによるストリ
ーミングメディアファイルプレーヤ、または、ワシントン州、シアトルのＲｅａｌ Ｎｅ
ｔｗｏｒｋｓ，Ｉｎｃ．による、カリフォルニア州、キューパーティーノのアップルコン
ピュータ社による、カリフォルニア州、サンフランシスコのマクロメディア社によるスト

20

リーミングメディアファイルプレーヤ等）、ビューワ（例えば、アドビアクロバット（登
録商標）ｐｄｆリーダ）等を含む。コンテンツレンダリングデバイスの例は、ビデオゲー
ム（例えば、ソニー(登録商標)プレイステーションＩＩ(登録商標)およびＰＳＰ(登録商
標)、マイクロソフトＸ−Ｂｏｘ(登録商標)、任天堂(登録商標)ゲームキューブ(登録商標
)等）、移動体電話機、テレビジョン、ラジオ、セットトップボックス（ＳＴＢ）等を含
む。
【００２５】
コンテンツオーナ

は、メディアプロパティ（例えば、ドキュメント）のコンテンツ

に何らかの財産権を有する人物またはエンティティである。コンテンツオーナはコンテン
ツの著者であってよい。加えて、または代わりに、コンテンツオーナはコンテンツを再生

30

する権利、コンテンツの派生作品を作成する権利、コンテンツを公表するもしくは公演す
る権利、および／またはコンテンツにおける他の禁止された権利を持っていてもよい。コ
ンテンツサーバは、それが供給するドキュメントのコンテンツ中のコンテンツオーナであ
る可能性があるが、これは必須ではない。

ウェブ発行者

は、コンテンツオーナの一例

である。
【００２６】
ユーザ情報

はユーザ挙動情報、および／またはユーザプロファイル情報を含んでい

てもよい。
【００２７】
ｅ−メール情報

は、（

内部ｅ−メール情報

とも呼ばれる）ｅ−メールに含まれ

40

る情報や、ｅ−メールに含まれる情報から導出することのできる情報、および／またはｅ
−メールに関連する情報、とともに、このような情報の拡張（例えば、関連情報から導出
される情報）も含んでいてもよい。ｅ−メール情報から導出される情報の例は、ｅ−メー
ルの件名から抽出された用語で構成された検索クエリに応答して戻された検索結果から抽
出されまたはそうでなければ導出された情報である。ｅ−メール情報に関連する情報の例
は、所定のｅ−メールと同じ送信者によって送信される１つ以上の他のｅ−メールについ
てのｅ−メール情報、またはｅ−メール受取人についてのユーザ情報を含む。ｅ−メール
情報から導出される、またはｅ−メール情報に関連する情報を

外部ｅ−メール情報

と

呼ぶことがある。
【００２８】
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その中で本発明と一貫した実施形態が動作し得る、あるいはそ

れを用いて本発明と一貫した実施形態が動作し得る例示的環境
図１はビデオコンテンツを配信し、受信することができるさまざまな方法を図示する図
である。さまざまなクライアントロケーションにおいて、例えば、（コンピュータ、ビデ
オプレーヤ、テレビジョン等を含んでもよい、家庭住居、または企業のような）顧客の建
物１１１、ビデオ機能を備える移動体電話機１１２、オーディオプレーヤ１１３、ラップ
トップコンピュータ１１４、カービデオプレーヤ１１５等のような、さまざまなデバイス
１１０を使用して、ビデオコンテンツを消費することができる。例えば、衛星１４２を通
して、地上波テレビジョン、（またはデータ）送信局１２０、ケーブルテレビジョン（ま
たはデータ）送信局１３０、衛星テレビジョン（またはデータ）送信局１４０から；例え

10

ば、インターネットのようなネットワーク１６０を通して、ビデオコンテンツサーバ（例
えば、ウェブキャスティングサーバ、ポッドキャスティングサーバ、ビデオストリーミン
グサーバ、ビデオダウンロードウェブサイト等）１５０から；例えば、公衆電話交換ネッ
トワーク（

ＰＳＴＮ

）、およびインターネットのようなネットワーク１６０を通して

、テレビ電話サービスプロバイダ１７０から；のようにさまざまな情報源からビデオコン
テンツを送信してもよい。すべての接続を示しているわけではないが、１つ以上の送信局
１２０、１３０、および１４０が、ネットワーク１６０に結合されていてもよい。
【００２９】
図２は広告環境の図である。環境は、（単に広告サーバとして呼ぶ）広告エントリ、メ
ンテナンス、および配信システム２２０を含む。広告主２１０は、システム２２０におい

20

て、直接的にまたは間接的に広告情報を入力し、維持し、および追跡する。広告はいわゆ
るバナー広告のようなグラフィック広告、テキストのみの広告、画像広告、オーディオ広
告、ビデオ広告、このような任意のコンポーネントの１つ以上の組み合わせの広告等の形
態であってもよい。広告はまた、リンク、電話番号、ｅ−メールアドレスのような埋め込
み情報、および／または、機械実行可能命令を含んでいてもよい。広告消費者２３０は、
システム２２０に広告に対する要求を出してもよく、広告消費者２３０の要求に応答した
広告をシステム２２０から受け入れてもよく、システム２２０に対して利用情報を提供し
てもよい。広告消費者２３０以外のエンティティが広告に対する要求を開始してもよい。
示していないが、他のエンティティが、利用情報（例えば、広告に関連するコンバージョ
ンまたは選択が発生したか否か）をシステム２２０に対して提供してもよい。この利用情

30

報は、供給された広告に関連して、測定または観察されたユーザの挙動を含んでいてもよ
い。
【００３０】
広告サーバ２２０は、

９００出願で説明したものと類似していてもよく、

９００出

願で説明したものと類似した特徴を持っていてもよい。広告プログラムは、アカウント、
キャンペーン、クリエイティブ、ターゲット等に関する情報を含んでいてもよい。用語
アカウント

は、所定の広告主に対する情報（例えば、一意的なｅ−メールアドレス、パ

スワード、請求書発行情報等）に関連する。

キャンペーン

または

広告キャンペーン

は、１つ以上の広告の１つ以上のグループを指し、開始日、終了日、予算情報、地理的
ターゲット情報、企業組合情報等を含んでいてもよい。例えば、ホンダ（登録商標）は、

40

その自動車ラインに対して１つの広告キャンペーンを、そして、そのオートバイラインに
対して別の広告キャンペーンを持っていてもよい。その自動車ラインに対する広告キャン
ペーンは、それぞれが１つ以上の広告を含む、１つ以上の広告グループを持っていてもよ
い。それぞれの広告グループは、（例えば、１組のキーワード、１つ以上のトピックの組
等の）ターゲット情報、および価格情報（例えば、（インプレッション毎、選択毎、コン
バージョン毎の費用等の）費用、平均費用、または最大費用）を含んでいてもよい。した
がって、単一費用、単一の最大費用、および／または単一の平均費用が、１つ以上のキー
ワードおよび／またはトピックに関係付けられてもよい。上に述べたように、それぞれの
広告グループは１つ以上の広告または

クリエイティブ

（すなわち、エンドユーザに対

して最終的にレンダリングされる広告コンテンツ）を持っていてもよい。それぞれの広告
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は、（例えば、広告主のホームページのようなランディングウェブページ、または、特定
の製品もしくはサーバに関係付けられたウェブページ等の）ＵＲＬに対するリンクを含ん
でいてもよい。代わりに、または、加えて、それぞれの広告は、（例えば、製品またはサ
ービス情報を提供するのを容易にするために、または注文を完了するのを容易にするため
に）電話通話を開始するための埋め込まれた情報を含んでもよい。代わりに、または、加
えて、それぞれの広告は、（例えば、製品またはサービス情報を提供するのを容易にする
ために、または注文を完了するのを容易にするために）メッセージを開始するための情報
を含んでもよい。広告情報は、より多くのまたはより少ない情報を含んでいてもよく、さ
まざまな異なる方法で組織化されてもよいのは当然である。
10

【００３１】
図３は、その中で本発明を使用してもよい環境３００を図示する。（
または

クライアントデバイス

クライアント

としても呼んでもよい）ユーザデバイス３５０は、メデ

ィアプレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ、ストリーミングオーディオプレーヤ、ストリー
ミングビデオプレーヤ、テレビジョン、コンピュータ、移動体デバイス等）；（マイクロ
ソフトによるエクスプローラブラウザ、ノルウェイのオペラソフトウェア(登録商標)によ
るオペラウェブブラウザ、またはＡＯＬ／タイムワーナー(登録商標)によるナビゲータブ
ラウザ、モジラ(登録商標)からのファイアフォックスブラウザ等のような）ブラウザ機構
；ｅ−メール機構（例えば、マイクロソフトによるアウトルック（登録商標））；テレフ
ォニー手段等を含んでいてもよい。検索エンジン３２０は、ユーザデバイス３５０がドキ
ュメントの収集物（例えば、ウェブページ）を検索できるようにしてもよい。コンテンツ

20

サーバ３３０は、ユーザデバイス３５０が、例えば、（グーグルビデオ（登録商標)にお
いてホスト管理され、利用可能なビデオのような）ビデオドキュメントのようなドキュメ
ントにアクセスするのを許容してもよい。（グーグルからのＧＭａｉｌ(登録商標)、マイ
クロソフトネットワークからのホットメール(登録商標)、ヤフーメール等のような）ｅ−
メールサーバ３４０を使用して、ユーザデバイス３５０に対してｅ−メール機能を提供し
てもよい。ｅ−メールはビデオ添付物および／またはビデオメッセージを含んでもよい。
広告サーバ３１０を使用して、ユーザデバイス３５０に広告を供給してもよい。検索エン
ジン３２０により提供される検索結果に関係して、広告を供給してもよい。しかしながら
、コンテンツ関連広告は、コンテンツサーバ３３０により提供されるコンテンツ；ｅ−メ
ールサーバ３４０、および／または、ユーザデバイスのｅ−メール機構によりサポートさ

30

れるｅ−メール（もしくは、ボイスメールサーバによりサポートされるボイスメール）；
ビデオサーバ３６０により供給され、および／またはユーザデバイスビデオプレーヤ機構
により再生されるビデオコンテンツ；に関係して供給されてもよい。テレビ電話サービス
プロバイダ機構３７０を使用して、ネットワーク３６０を通して、テレビ電話またはビデ
オウォーキートーキーサービスを提供してもよい。例えば、ボイスオーバーインターネッ
トプロトコル（

ＶｏＩＰ

）サービスを提供する会社もある。

【００３２】
９００出願で説明したように、広告はコンテンツサーバにより供給されるドキュメン
トにターゲット付けされていてもよい。したがって、広告消費者２３０の一例は、（例え
ば、記事、議論スレッド、音楽、オーディオ、ビデオ（例えば、テレビジョン番組、音楽

40

ビデオ、ビデオメール、ストリームされたビデオファイル等）、グラフィック、検索結果
、ウェブページリスト等の）ドキュメントに対する要求を受信し、要求に応答して要求さ
れたドキュメントを取得し、そうでなければ要求に対してサービスする、一般的なコンテ
ンツサーバ３３０である。コンテンツサーバは（例えば、要求に必ずしも対応せずに）コ
ンテンツをブロードキャストしてもよい。コンテンツサーバは広告サーバ２２０／３１０
に向けて広告に対する要求を出す。このような広告要求は、広告スポット情報（例えば、
所望される広告数、継続時間、適格性のある広告のタイプ等）を含んでいてもよい。広告
要求はドキュメント要求情報も含んでいてもよい。この情報は、ドキュメント自体（例え
ば、ページ、ビデオファイル、ビデオストリームのセグメント等）、ドキュメントのコン
テンツまたはドキュメント要求に対応しているカテゴリまたはトピック（例えば、芸術、

50

(14)

JP 6262795 B2 2018.1.17

ビジネス、コンピュータ、芸術−映画、芸術−音楽等）、ドキュメント要求の一部または
全部、コンテンツ経年数、コンテンツタイプ（例えば、テキスト、グラフィック、ビデオ
、オーディオ、混合メディア等）、地理的ロケーション情報、ドキュメント情報等を含ん
でいてもよい。
【００３３】
コンテンツサーバ３３０は、（例えば、要求された）ドキュメントを、広告サーバ２２
０／３１０により提供される１つ以上の広告と結合してもよい。ドキュメントコンテンツ
と広告とを含んでいるこの結合された情報は、次に、ユーザに対して提示するために、ド
キュメントを要求した、または、ドキュメントを受信するようにエンドユーザデバイス自
体が構成されている、エンドユーザデバイス３５０に向けて転送される。最後に、コンテ

10

ンツサーバ３３０は、広告についての情報と、広告がどのように、いつ、および／または
どこでレンダリングされたのかについての（例えば、広告スポット、位置、選択が発生し
たか否か、インプレッション時間、インプレッション日付、サイズ、時間長、量、コンバ
ージョンが発生したか否か等の）情報とを広告サーバ２２０／３１０に返信してもよい。
代わりに、または、加えて、他の任意の手段でこのような情報を広告サーバ２２０／３１
０に戻してもよい。
【００３４】
オフラインコンテンツプロバイダ３３２は、これから出てくる発行物における広告スポ
ットについての情報、および、おそらくは発行物についての情報（例えば、コンテンツ、
または、コンテンツのトピックもしくは概念）を広告サーバ３１０に対して提供してもよ

20

い。応答して、広告サーバ３１０は、少なくともいくつかの広告スポットに対して、発行
物のコンテンツに関連性のある１組の広告を提供してもよい。オフラインコンテンツプロ
バイダ３３２の例は、例えば、雑誌発行者、新聞発行者、書籍発行者、オフラインブロー
ドキャスト、オフライン音楽発行者、オフラインビデオゲーム発行者、劇プロダクション
、コンサート、スポーツイベント等を含む。
【００３５】
オフライン広告スポットプロパティ３３４のオーナは、彼らのオフラインプロパティに
おける広告スポット（例えば、テキサス州、サンアントニオにおけるＮＢＡゲームのため
のJumboTron(登録商標)、ProStar(登録商標)、DiamondVision(登録商標)、AstroVision(
登録商標)、SmartVision(登録商標)ビデオ広告）についての情報を提供してもよい。応答

30

して、広告サーバは、少なくともいくつかの広告スポットに対するプロパティに関連性の
ある１組の広告を提供してもよい。オフラインプロパティ３３４の例は、例えば、電光掲
示板、スタジアムスコアボード、および外野壁、トラックトレーラーの側面等を含む。
【００３６】
広告消費者２３０の別の例は、検索エンジン３２０である。検索エンジン３２０は、検
索結果のためのクエリを受け取ってもよい。応答して、検索エンジンは（例えば、ウェブ
ページのインデックスから）関連性のある検索結果を取得してもよい。例示的な検索エン
ジンは、S.Brin氏およびL.Page氏により、オーストラリア、ブリズベン、第７回国際ワー
ルドワイドウェブ会議において発表された論文
に関する解剖

大規模ハイパーテキストの検索エンジン

、および、米国特許第6,285,999号（これらの両方はここで参照によって

40

その全体が組み込まれている）に説明されている。このような検索結果は、例えば、ウェ
ブページタイトルのリスト、これらのウェブページから抽出されたテキストの一部分、お
よび、これらのウェブページに対するハイパーテキストリンクを含んでいてもよく、予め
定められた数（例えば、１０）の検索結果へとグループ化されてもよい。
【００３７】
検索エンジン３２０は広告サーバ２２０／３１０に要求を出してもよい。要求は、所望
される広告数を含んでいてもよい。この数は、検索結果、検索結果により占められる画面
の分量またはページ空間、広告のサイズおよび形状等に依拠していてもよい。１つの実施
形態では、所望される広告数は１から１０、好ましくは３から５であるだろう。広告に対
する要求は、（入力され、または構文解析された）クエリ、（地理的ロケーション情報、
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アフェリエイトからクエリが来たか否か、およびこのようなアフェリエイトの識別子のよ
うな）クエリに基づいた情報、検索結果に関係した情報、または検索結果に基づいた情報
を含んでいてもよい。このような情報は、例えば、検索結果に関連した識別子（例えば、
ドキュメント識別子すなわち

ｄｏｃＩＤ

）、検索結果に関連したスコア（例えば、ク

エリおよびドキュメントに対応した特徴ベクトルの内積のような情報検索（

ＩＲ

）ス

コア、ページランクスコア、および／または、ＩＲスコアとページランクスコアの組み合
わせ等）、識別されたドキュメント（例えば、ウェブページ）から抽出されたテキストの
一部分、識別されたドキュメントの全文テキスト、識別されたドキュメントのトピック、
識別されたドキュメントの特徴ベクトル等を含んでいてもよい。
【００３８】

10

検索エンジン３２０は、検索結果を、広告サーバ２２０／３１０により提供される１つ
以上の広告と結合してもよい。検索結果と広告とを含んでいるこの結合された情報は、次
に、ユーザに対して提示するために、検索を行ったユーザに向けて転送される。有料の広
告と、おそらくは中立的な検索結果との間でユーザが混乱することのないように、好まし
くは、広告とは別個のものとして検索結果が維持される。
【００３９】
最後に、検索エンジン３２０は、広告についての情報と、広告がいつ、どこで、および
／またはどのようにレンダリングされたのかについての（例えば、位置、選択が発生した
か否か、インプレッション時間、インプレッション曜日、サイズ、コンバージョンが発生
したのか否か等の）情報とを広告サーバ２２０／３１０に返信してもよい。代わりに、ま
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たは、加えて、他の任意の手段でこのような情報を広告サーバ２２０／３１０に提供し戻
してもよい。
【００４０】
ｅ−メールサーバ３４０は、一般的に、ドキュメントが供給されるコンテンツサーバと
して考えられてもよいが、その場合、供給されるコンテンツは単にｅ−メールであっても
よい。さらに、ｅ−メールを送受信するために、（例えば、マイクロソフトのアウトルッ
クのような）ｅ−メールアプリケーションを使用してもよい。したがって、ｅ−メールサ
ーバ３４０、またはアプリケーションは、広告消費者２３０として考えられてもよい。し
たがって、ｅ−メールはドキュメントであるとして考えてもよく、ターゲット付けされた
広告がこのようなドキュメントに関係して供給されてもよい。例えば、１つ以上の広告が

30

ｅ−メール中で、ｅ−メール上で、そうでなければｅ−メールに関係して供給されてもよ
い。示していないが、一般的に、ビデオ−ボイスメールサーバはコンテンツサーバとして
考えられてもよい。
【００４１】
一般的に、ビデオサーバ３６０はコンテンツサーバとして考えられてもよく、ここで供
給されるドキュメントは、単に、例えば、ビデオストリームまたはビデオファイルのよう
なビデオドキュメントである。さらに、（ＲｅａｌＮｅｔｗｏｒｋのリアルメディアプレ
ーヤ、マイクロソフトのメディアプレーヤ、アップルのクイックタイムプレーヤ、マクロ
メディアのフラッシュプレーヤ等のような）ビデオプレーヤアプリケーションを使用して
、ビデオファイルをレンダリングしてもよい。したがって、ビデオサーバ３６０またはア

40

プリケーションは、広告消費者２３０として考えられてもよい。したがって、ビデオドキ
ュメントに関係して、広告を供給してもよい。例えば、音楽ビデオ、番組、番組セグメン
トの前に、音楽ビデオ、番組、番組セグメントの間に、または音楽ビデオ、番組、番組セ
グメントの後等に、１つ以上の広告を供給してもよい。代わりに、音楽ビデオ、番組、番
組セグメント等に関係して、１つ以上の広告を供給してもよい。
【００４２】
最後に、テレビ電話サービスプロバイダ機構３７０もまた、テレビ電話の会話のトピッ
クに関連する広告のような広告を消費してもよい。
【００４３】
上記の説明は、（ｉ）広告を要求し、（ｉｉ）広告をコンテンツと結合する、としてサ
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ーバを説明したが、これらの動作のうちの１つまたは両方が、（例えばエンドユーザのコ
ンピュータのような）クライアントデバイスによって実行されてもよい。
【００４４】
セクション４．３

例示的な実施形態

図４は、本発明と一貫した方法で実行してもよい、例示的な動作と、このような動作に
より使用してもよい、および／または発生させてもよい情報とのデータフロー図である。
動作は、例えば、関連性情報の決定および／または抽出動作４１０、広告スポット決定動
作４２０、関連広告決定動作４４０、広告主課金／請求書発行動作４５０、広告情報のエ
ントリおよび管理動作４５５、広告ユーザフィードバック追跡動作４６０、広告アービト
レーション動作４７０、ならびに、広告配信（例えば、挿入）動作４８０のうちの１つ以

10

上を含む。情報は、ビデオドキュメント関連性情報４１５、広告スポット情報４３０、お
よび広告情報４４５を含んでもよい。
【００４５】
関連性情報の決定および／または抽出動作４１０は、ビデオコンテンツ（および、おそ
らくは、ビデオドキュメント識別子）４０５を受け入れてもよく、そして、ビデオドキュ
メント関連性情報４１５を発生させる。このような関連性情報の決定および／または抽出
動作４１０を実行するための例示的な方法を、以下で図８を参照して説明する。このよう
なビデオドキュメント関連性情報４１５を記憶するための例示的なデータ構造を、以下で
図５を参照して説明する。
20

【００４６】
広告スポット決定動作４２０は、ビデオコンテンツ４０５および／またはビデオ発行者
提供された広告スポット情報４２５を受け入れてもよく、広告スポット情報４３０を発生
させてもよい。このような広告スポット決定動作４２０を実行するための例示的な方法を
、以下で図９を参照して説明する。このような広告スポット情報４３０を記憶するための
例示的なデータ構造を、以下で図６を参照して説明する。
【００４７】
関連広告決定動作４４０は、ビデオドキュメント関連性情報４１５、広告スポット情報
４３０、および広告情報４４５（および、おそらくは他の関連性情報）を使用して、１つ
以上の関連広告４６５を発生させてもよい。関連広告決定動作４４０を実行するための例
示的な方法を、以下で図１０を参照して説明する。広告情報を記憶するための例示的なデ
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ータ構造を、以下で図７を参照して説明する。
【００４８】
広告アービトレーション動作４７０は、広告情報４４５を使用して、関連広告４６５を
スコア付けし、関連広告の広告スポットに対する関連付け４７５を発生させてもよい。広
告アービトレーション動作４７０を実行するための例示的な方法を、以下で図１１を参照
して説明する。
【００４９】
広告配信動作４８０は、広告、広告スポット関連付け４７５を受け入れてもよく、ビデ
オコンテンツ４０５に関連して（例えば、広告をビデオコンテンツ中に挿入して）広告を
供給する。例えば、ミキサーを使用して、ビデオ広告を、ビデオドキュメントの適切な部

40

分（例えば、広告スポット）に結合させてもよい。このような挿入は、例えば、ビデオコ
ンテンツサーバにおいて、および／または、クライアントデバイスにおいて発生してもよ
い。
【００５０】
広告主課金／請求書発行動作４５０、広告情報のエントリおよび管理動作４５５、なら
びに、広告ユーザフィードバック追跡動作４６０は、

４２７出願および

９００出願に

おいて説明した技術を使用して実行されてもよく、ならびに／あるいは、当業者に周知の
技術を使用してもよい。
【００５１】
セクション４．３．１

例示的な方法とデータ構造
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図８は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント（または、そのセグメント）に
対する関連性情報を抽出および／または決定するための例示的な方法８００のフロー図で
ある。ビデオドキュメントからのビデオおよび／またはオーディオコンテンツを解析して
、テキストの情報を導出する（ブロック８１０）。次に、テキストの情報を解析して、関
連性情報を発生させ（ブロック８２０）、この後に、方法８００は終了する（ノード８３
０）。
【００５２】
戻って、ブロック８１０を参照すると、さまざまなオーディオ提供物上でスピーチ認識
を実行すること、信頼度スコアで注釈が付けられた仮定の単語を生成すること、または、
多くの仮定を含む格子を生成する（したがって、キーワードを取りそこなう可能性が低く

10

なる）ことによって、オーディオ−ビデオドキュメント中のオーディオ情報からテキスト
情報を導出する。周知の自動スピーチ認識技術によって、オーディオをテキストに変換す
ることが達成できる。（例えば、ここで参照としてその全体が組み込まれる、Kai‑Fu Lee
氏による

自動スピーチ認識−−ＳＰＨＩＮＸシステムの開発

、クルワーアカデミック

出版、マサチューセッツ州、ノーウェル、１９８９年を参照のこと。）
一度（例えば、大まかな）書き起こしが利用可能になると、関連性情報（例えば、用語
、重み付けされた用語、概念、重み付けされた概念、カテゴリ（例えば、垂直型カテゴリ
）、重み付けされたカテゴリ等）が、書き起こしから導出されてもよく、そして、関連広
告を選択するのに使用されてもよい。現在のスピーチ認識技術は、あるエンドユーザアプ
リケーションに対しては十分に正確ではないが、現在のスピーチ認識技術は、大まかな書

20

き起こしを提供するためには十分であり、大まかな書き起こしから、オーディオドキュメ
ントの要旨（すなわち、トピック）を決定することができる。
【００５３】
代わりに、または、加えて、コンテンツオーナがそのビデオコンテンツについてのメタ
データを提供してもよい。このようなメタデータは、例えば、タイトル、記述、書き起こ
し、トリビューンメタデータ、推奨される閲覧人口統計等を含んでもよい。
【００５４】
ブロック８２０を参照すると、

４２７および

９００出願において説明したもののよ

うな、ならびに、以下の特許出願等において説明したもののようなさまざまな技術を使用
して、テキストの情報を解析して、関連性情報を発生させてもよい。２００５年４月２２
日に出願され、

30

カテゴリ化から導出した、タクソノミーおよびデータ構造に関して、ド

キュメントおよび／またはクラスタのようなオブジェクトをカテゴリ化すること

と題さ

れ、David Gehrking 氏、Ching Law 氏、およびAndrew Maxwell氏を発明者として記載す
る、（ここに参照によりその全体が組み込まれ、

７１６出願

として呼ばれる）、米

国特許出願シリアル番号第11/112,716号。関連性情報は、例えば、１つ以上の用語ベクト
ル、重み付けされた用語ベクトル、クラスタ、重み付けされたクラスタ、カテゴリ（例え
ば、垂直型カテゴリ）、重み付けされたカテゴリ等を含んでもよい。クラスタは、２００
２年１０月３日に出願され、
れ、（

１４４仮

確率論的階層推論学習者のための方法および装置

と題さ

として呼ばれ、ここに参照によりその全体が組み込まれる）、米

国仮特許出願シリアル番号第60/416,144号；ならびに、２００３年９月３０日に出願され
、

クラスタ関連単語に基づいて、ドキュメントを特徴付けするための方法および装置

と題され、Georges Herik 氏、およびNoam Shazeer氏を発明者として記載する、（
７１出願

５

として呼ばれ、ここに参照によりその全体が組み込まれる）米国特許出願シリ

アル番号第10/676,571号；に説明したもののような、確率論的階層推論学習者（
Ｌ

40

として呼ぶ）クラスタであってもよい。例えば、

１４４仮および

ＰＨＩ

５７１出願にお

いて説明した技術を使用して、このようなＰＨＩＬクラスタを発生させてもよい。テキス
トの情報の情報源は、ブロック８１０中でのように、オーディオコンテンツの解析から導
出されたものであってもよく、および／または、コンテンツオーナによって提供されたメ
タデータであってもよい。
【００５５】
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代わりに、または、加えて、ビデオ発行者（または他の何らかのエンティティ）は、テ
キストの情報でビデオドキュメントに注釈を付けてもよく、または、ビデオコンテンツ（
例えば、パケット、パケットの一部、ストリームの一部、ヘッダ、フッタ等）中にテキス
トの情報をエンコードしてもよい。例えば、ビデオ放送者は、彼らのブロードキャスト中
で、局識別子、番組識別子、ロケーション情報等を提供してもよい。このケースでは、ジ
ャンルおよびロケーション情報は、ビデオブロードキャストから導出されるかもしれない
。このような関連性情報を使用して、関連広告をターゲット付けしてもよい。別の例とし
て、ビデオディスクは、映画についての情報、例えば、タイトル、俳優および女優、ディ
レクター、シーン等をエンコードしてもよい。このような情報を使用して、映画のテキス
トの書き起こしをルックアップしてもよい。さらに別の例として、ビデオに対する要求が

10

、関係するＩＰアドレスを有していてもよく、このＩＰアドレスからロケーション情報を
導出できる。さらに別の例として、番組は、キーワード、トピック等で注釈を付けてもよ
い。このような関連性情報を使用して、関連広告をターゲット付けしてもよい。
【００５６】
代わりに、または、加えて、オーディオ−ビデオドキュメント中のオーディオ情報を解
析して、他のタイプの関連性情報を発生させてもよい。例えば、オーディオ解析から、発
話者の属性を決定してもよい（例えば、M.A.Siegler氏、U.Jain氏、B.Raj氏、およびR.M.
Stern氏による、

ブロードキャストニュースオーディオの自動的セグメント化、分類、

およびクラスタリング

第９回口語システム技術ワークショップのプロシーディング、ニ

ューヨーク州、ハーリマン、１９９６年；ならびに、Greg Sanders氏による
メタデータ抽出５

耳のための
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、リッチ書き起こしワークショップ、バージニア州、ヴィエナ、２０

０２年；を参照のこと（これらの両方はここで参照によりその全体が組み込まれている）
。）。
【００５７】
図５は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント関連性情報を記憶するための例
示的なデータ構造５００を図示する。示したように、データ構造５００は、複数の行に対
応する複数のエントリを含んでもよい。各エントリは、ビデオドキュメント識別子５１０
と、関連性情報５２０とを含んでいてもよい。関連性情報は、用語、重み付けされた用語
、概念、重み付けされた概念、クラスタ、重み付けされたクラスタ、垂直型カテゴリ、重
み付けされた垂直型カテゴリ、ロケーション情報、ユーザ情報等のうちの１つ以上を含ん
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でもよい。
【００５８】
図９は、本発明と一貫した方法で、広告スポットを決定するための例示的な方法９００
のフロー図である。ビデオドキュメント発行者が、広告スポット情報を提供したか否かを
決定してもよい（決定ブロック９１０）。すなわち、広告スポット情報は、ドキュメント
に関係付けられていてもよいが、ドキュメントとは別々に（すなわち、ドキュメント中に
含まれずに）提供されてもよい。そうである場合、提供された広告スポット情報を使用し
てもよく、および／または後で使用するために保存してもよく（ブロック９２０）、その
後、方法９００は終了する（ノード９５０）。戻って、決定ブロック９１０を参照すると
、発行者、または他の何らかのエンティティが、広告スポット情報を提供しなかった場合
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、ビデオドキュメントを解析して、広告スポット情報を決定してもよい（ブロック９３０
）。次に、決定された広告スポット情報を使用してもよく、および／または後で使用する
ために保存してもよく（ブロック９４０）、その後、方法９００は終了する（ノード９５
０）。
【００５９】
戻って、ブロック９２０を参照すると、ビデオ発行者、または、他の何らかのエンティ
ティは、広告スポットが開始するときの絶対的または相対的時間を提供してもよい。発行
者または他の何らかのエンティティは、継続時間または広告スポットが終了するときの時
間をさらに提供してもよい。例えば、ビデオ発行者は、第１の広告スポットが東部標準時
の午前８：２０に開始して、２分間続くことと；第２の広告スポットが東部標準時の午前
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８：４０に開始して、４分間続くことと；第３の広告スポットが８：５２に開始して、６
分間続くこととを指定してもよい。別の例として、ビデオ発行者は、東部標準時の午前８
：００に開始して、３０分毎に３分間の広告スポットが発生することを指定してもよい。
さらに別の例として、ビデオ発行者は、ビデオ番組の開始後１５分毎に２分間の広告スポ
ットが発生することと、ビデオ番組中の５０分毎に４分間の広告スポットが発生すること
とを指定してもよい。
【００６０】
戻ってブロック９３０を参照すると、ビデオドキュメント自体を解析して、広告スポッ
ト情報を決定してもよい。すなわち、広告スポット情報は、ビデオドキュメント自体の中
で搬送されてもよい。例えば、オーディオ−ビデオ番組内に埋め込まれたマーカー（例え

10

ば、オーディオトーン）は、Ｘ秒の広告スポットが、Ｙ秒に開始することをエンコードし
てもよい。別の例として、ビデオストリームのパケットまたはコンテナファイル中で搬送
されるデータが、広告スポット情報を指定してもよい。
【００６１】
図６は、本発明と一貫した方法で、広告スポット情報を記憶するための例示的なデータ
構造６００を図示する。示したように、データ構造６００は、複数の行に対応した複数の
エントリを含んでもよい。各エントリは、広告スポット識別子６１０と、広告スポット情
報６２０とを含んでもよい。広告スポット識別子６１０は、広告スポットが所属するビデ
オドキュメント識別子を含んでもよい。広告スポット情報６２０は、いつ広告スポットを
発生させるかに関連する情報（例えば、開始日付、時間、および継続時間；開始日付・時
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間および終了日付・時間；基準時間からの、開始時間および継続時間；基準時間からの、
開始時間および終了時間；等）を含んでいてもよい。さらに、広告スポット情報は、フィ
ルタのようなポリシー情報を含んでもよい。１つのクラスのフィルタは、広告のコンテン
ツに基づいて、広告をフィルタするものを含んでいてもよい。例えば、健康的な生活に関
するビデオ番組は、タバコのための広告をフィルタ除外するかもしれない。別の例として
、子供用ビデオ番組は、わいせつな、または、きわどい言語を含む広告をフィルタ除外す
るかもしれない。さらに別の例として、ギャンブル依存症を取り扱うビデオ番組は、カジ
ノのための広告をフィルタ除外してもよい。別のクラスのフィルタは、広告の情報源に基
づいて、フィルタするものを含んでもよい。例えば、インターネットラジオ局は、競合す
るインターネットテレビジョン局の番組のための広告をブロックするかもしれない。例え
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ば、以下の特許出願において説明したもののような、広告ポリシーを実現するための、他
の技術を使用してもよい。２００３年９月５日に出願され、
告のような広告を識別および／またはブロックすること

ドキュメント特有の競合広

と題され、Brian Axe氏、Rama

Ranganath氏、およびNarayanan Shivakumar氏を発明者として記載する、（ここに参照に
よりその全体が組み込まれ、

９１７出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番

号第10/656,917号。
【００６２】
広告スポット情報６２０はまた、例えば、広告スポットを含むビデオ番組の情報源ロケ
ーション、広告スポットを含むビデオ番組を受信しているクライアントデバイスのロケー
ション、広告スポットを含むビデオ番組を受信しているクライアントデバイスタイプ、の

40

うちの１つ以上のような情報も含んでもよい。
【００６３】
上で説明した、いくつかの例示的な広告スポットは、明確な長さを持っていたが、広告
は、固定または定められた長さを必ずしも持つ必要はない。例えば、ディスプレイ画面を
有するメディアプレーヤの状況では、ビデオ番組を中断することなく（例えば、広告主に
よって規定された時間期間に対して、ビデオ発行者によって規定された時間の期間に対し
て、次の広告スポットまで等に）テキスト広告を表示してもよい。
【００６４】
図１０は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント中の広告スポットに関連する
広告を決定するための例示的な方法１０００のフロー図である。示したように、例えば、
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図５のデータ構造５００中に記憶されたもののような、ビデオドキュメント関連性情報を
受け入れてもよい（ブロック１０１０）。代わりに、または、加えて、ビデオドキュメン
ト情報源ロケーション、クライアントデバイスロケーション、クライアントデバイスタイ
プ、時間、日付等のような広告スポット情報を受け入れてもよい（ブロック１０２０）。
代わりに、または、加えて、例えば、１つ以上のエンドユーザ情報（例えば、過去の挙動
、人口統計等）、情報源情報（例えば、スポーツ局、クラシック音楽局、ニュース局等）
等のような、他の関連性情報を受け入れてもよい（ブロック１０３０）。次に、広告情報
を解析して、ビデオドキュメント、広告スポット、および／または、他の関連性情報に関
連する候補広告を決定してもよい（ブロック１０４０）。例えば、

４２７および

９０

０特許出願において説明したもののような技術を使用してもよい。次に、方法１００は終

10

了する（ノード１０５０）。
【００６５】
戻って、ブロック１０４０を参照すると、広告情報は、広告主により提供されたターゲ
ット情報を含んでもよい。代わりに、または、加えて、広告情報は、広告クリエイティブ
から導出されたターゲット情報、および／または、広告ランディングページのような、広
告に関係付けられた情報を含んでもよい。このようなターゲット情報は、キーワード、垂
直型カテゴリ、ジャンル、概念、ビデオ番組識別子、ビデオサーバ識別子、ユーザ識別子
、言語、局、ビデオサーバ、ユーザタイプ、ロケーション、時間、日付、クライアントデ
バイス、他の供給制約等のうちの１つ以上を含んでもよい。
20

【００６６】
図１１は、本発明と一貫した方法で、ビデオドキュメント中の広告スポットに対して、
競合する関連広告をアービトレートするための例示的な方法１１００のフロー図である。
候補広告を受け入れる（ブロック１１１０）。各候補広告に対して、価格情報、および／
または、性能情報を受け入れ（ブロック１１２０）、価格情報、および／または、性能情
報を使用して、候補広告のそれぞれをスコア付けしてもよい（ブロック１１３０）。代わ
りに、または、加えて、スコアは、ビデオドキュメント（またはそのセグメント）に対す
る、広告の関連性の度合いを考慮してもよい。最後に、利用可能な広告スポットを満たす
ために、最高スコアリングの候補広告を選択して（ブロック１０４０）、その後で、方法
１１００は終了する（ノード１１５０）。
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【００６７】
戻って、ブロック１１２０を参照すると、価格情報は、例えば、インプレッション毎の
価格、インプレッション毎の最大価格、選択毎の価格、選択毎の最大価格、コンバージョ
ン毎の価格、コンバージョン毎の最大価格等であってもよい。性能情報は、例えば、選択
レート、コンバージョンレート、エンドユーザレーティング等であってもよい。
【００６８】
戻って、ブロック１１３０を参照すると、例えば、以下の特許出願において説明した技
術を使用して候補広告をスコア付けしてもよい。２００２年３月２９日に出願され、
能情報に基づいた広告順序付けのための方法および装置

性

と題され、Georges R. Harik氏

、Lawrence E. Page氏、Jane Manning氏、およびSalar Arta Kamangar氏を発明者として
記載する、（ここに参照により組み込まれ、

６５６出願

として呼ばれる）米国特許

出願シリアル番号第10/112,656号；２００２年３月２９日に出願され、
価格情報に基づいた広告順序付けのための方法および装置
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性能情報および

と題され、Salar Arta Kaman

gar氏、Ross Koningstein氏、およびEric Veach氏を発明者として記載する、（ここに参
照によりその全体が組み込まれ、

６５４出願

として呼ばれる）米国特許出願シリア

ル番号第10/112,654号；２００３年６月２日に出願され、
情報を使用した広告供給

ユーザ要求情報およびユーザ

と題され、Krishna Bharat氏、Stephan Lawrence氏、Mehran S

ahami氏、およびAmit Singhal氏を発明者として記載する、（ここに参照によりその全体
が組み込まれ、

７９１出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第10/452,7

91号；２００３年６月３０日に出願され、

ユーザトピック関心情報を使用して、１つ以

上のトピックを持つドキュメントとともに広告をレンダリングすること

と題され、Kris
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hna Bharat氏を発明者として記載する、（ここに参照によりその全体が組み込まれ、
３２２出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第10/610,322号；２００５年６

月２８日に出願され、

広告供給決定における構成のユーティリティの使用

と題され、

Amit Patel氏、およびHal Varian氏を発明者として記載する、（ここに参照によりその全
体が組み込まれ、

３２３出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第11/169

,323号；２００４年１２月３０日に出願され、

通話機能性を備えたデバイスに対する広

告のような、ローカルエリア広告の発生および／または供給

と題され、Shume

et Baluja氏、およびHenry A. Rowley氏を発明者として記載する、（ここに参照によりそ
の全体が組み込まれ、

５０７出願

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第11

/026,507号；２００５年６月１８日に出願され、
たはスコアリングすること

コンテンツ関連広告を選択および／ま

10

と題され、Darrell Anderson氏、Alexander Paul Carobus氏

、Giao Nguyen氏、およびNarayanan Shivakumar氏を発明者として記載する、（ここに参
照によりその全体が組み込まれ、

０５３出願

として呼ばれる）米国特許出願シリア

ル番号第11/184,053号；２００５年９月１６日に出願され、

異なる価値提示を有する広

告主がこのような価値提示を広告システムに対して表現することを可能にする柔軟性のあ
る広告システム

と題され、Sumit Agarwal氏、Gregory Joseph Badros氏、およびJohn F

u氏を発明者として記載する、（ここに参照によりその全体が組み込まれ、
願

５８３出

として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第11/228,583号。

【００６９】
図７は、本発明と一貫した方法で、広告情報を記憶するための例示的なデータ構造７０
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０を図示する。示したように、データ構造７００は、複数の行に対応した複数のエントリ
を含んでもよい。各エントリは、広告識別子７１０、広告クリエイティブ７２０、ターゲ
ット情報７３０、価格情報７４０、および／または性能情報７５０を含んでもよい。ター
ゲット情報７３０は、例えば、キーワード、垂直型カテゴリ、ジャンル、概念、ビデオ番
組識別子、ビデオサーバ識別子、ユーザ識別子、ユーザタイプ、言語、局、ロケーション
、時間、日付、クライアントデバイス、他の供給制約等のうちの１つ以上を含んでいても
よい。ターゲット情報７３０は、広告主によって提供されてもよい。代わりに、または、
加えて、ターゲット情報７３０は、広告クリエイティブ、および／または広告ランディン
グページのような、広告に関係付けられた情報から導出されてもよい。価格情報７４０は
、例えば、インプレッション毎の価格、インプレッション毎の最大価格、選択毎の価格、
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選択毎の最大価格、コンバージョン毎の価格、コンバージョン毎の最大価格等であっても
よい。性能情報７５０は、例えば、選択レート、コールスルーレート、メッセージスルー
レート、コンバージョンレート、エンドユーザレーティング等であってもよい。
【００７０】
セクション４．３．２

例示的な装置

図１２は、本発明と一貫した方法で、少なくともいくつかの動作を実行し、少なくとも
いくつかの情報を記憶するのに使用してもよい装置１２００のブロック図である。装置１
２００は、基本的に１つ以上のプロセッサ１２１０、１つ以上の入力／出力インターフェ
イスユニット１２３０、１つ以上の記憶デバイス１２２０、ならびに、結合されたエレメ
ント間での情報の通信を容易にするための１つ以上のシステムバスおよび／またはネット
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ワーク１２４０を含む。１つ以上の入力デバイス１２３２および１つ以上の出力デバイス
１２３４が、１つ以上の入力／出力インターフェイス１２３０と結合されていてもよい。
【００７１】
１つ以上のプロセッサ１２１０は、本発明の１つ以上の観点を実行するために機械実行
可能命令（例えば、カリフォルニア州、パロアルトのサンマイクロシステムズ社から入手
できるソラリスオペレーティングシステム上で、または、ノースカロライナ州、ダーハム
のレッドハット社のような多くのベンダから幅広く入手できるリナックス (登録商標)オ
ペレーティングシステム上で実行するＣまたはＣ＋＋）を実行してもよい。少なくとも一
部の機械実行可能命令を、１つ以上の記憶デバイス１２２０に（一時的に、もしくは、よ
り恒久的に）記憶してもよく、および／または、１つ以上の入力インターフェイスユニッ
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ト１２３０により外部情報源から受け取ってもよい。
【００７２】
１つの実施形態では、機械１２００は１つ以上の従来のパーソナルコンピュータであっ
てもよい。このケースでは、処理ユニット１２１０は１つ以上のマイクロプロセッサであ
ってもよい。バス１２４０はシステムバスを含んでいてもよい。記憶デバイス１２２０は
、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）および／またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の
ようなシステムメモリを含んでいてもよい。記憶デバイス１２２０は、ハードディスクか
ら読み取るための、またはハードディスクに書き込むためのハードディスクドライブや、
（例えば、リムーバブル）磁気ディスクから読み取るための、または（例えば、リムーバ
ブル）磁気ディスクに書き込むための磁気ディスクドライブ、および、コンパクトディス

10

クもしくは他の（磁気）光学メディアのようなリムーバブル（磁気）光ディスクから読み
取るための、またはコンパクトディスクもしくは他の（磁気）光学メディアのようなリム
ーバブル（磁気）光ディスクに書き込むための光ディスクドライブも含んでいてもよい。
【００７３】
ユーザは、例えばキーボードおよびポインティングデバイス（例えば、マウス）のよう
な入力デバイス１２３２を通して、パーソナルコンピュータにコマンドと情報を入力して
よい。これには、マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、パラボラアンテナ、スキャ
ナ、またはこれらの均等物のような他の入力デバイスも（または、代わりに）含まれてよ
い。これらの、および他の入力デバイスは、システムバス１２４０に結合される適切なイ
ンターフェイス１２３０を通して処理ユニット１２１０に接続されることが多い。出力デ
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バイス１２３４は、モニタ、または、適切なインターフェイスによりシステムバス１２４
０に接続され得る他のタイプの表示デバイスを含んでよい。モニタに加えて（または、代
わりに）、パーソナルコンピュータは、例えばスピーカとプリンタのような、他の（示し
ていない）（周辺）出力デバイスを含んでよい。
【００７４】
戻って、図３を参照して、１つ以上の機械１２００は、エンドユーザクライアントデバ
イス３５０、コンテンツサーバ３３０、オーディオコンテンツサーバ３６０、電話サービ
スプロバイダ機構３７０、検索エンジン３２０、ｅ−メール（もしくはｖ−メール）サー
バ３４０、および／または、広告サーバ３１０として使用されてもよい。
30

【００７５】
セクション４．３．３

改良および代替物

戻って、図４の動作４１０を参照すると、ビデオドキュメントが供給（例えば、ブロー
ドキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト、転送等）される前に、ビデオ発行者によっ
て、関連性情報を提供してもよい。ビデオドキュメントが予め保存されている（例えば、
予め記録されている）場合、ビデオドキュメントを供給する前に、ビデオドキュメントを
解析してもよく、（および、おそらく、供給および／または再生の間に再解析してもよい
）。ビデオドキュメントがライブで供給されている場合、ビデオドキュメントが供給され
ているときに（おそらく、クライアントデバイスにおいてビデオドキュメントがデコード
され、再生される少し前に）ビデオドキュメントを解析してもよい。
【００７６】

40

戻って、図４の動作４２０を参照すると、ビデオドキュメントが供給される前に、ビデ
オ発行者によって、ビデオドキュメントとは別々に、広告スポットを提供してもよい。代
わりに、または、加えて、（例えば、広告スポットの発生のかなり前に、または、広告ス
ポットの直前に）ビデオドキュメント中にエンコードされた情報に基づいて、広告スポッ
トを決定してもよい。したがって、例えば、ビデオドキュメントは、前もって、２０分、
４０分、および５５分において、３つの２分間広告スポットがあるという事実をドキュメ
ント中にエンコードしてもよい。別の例として、ビデオドキュメントは、１０分、１９分
、および、５０分において、２分間広告スポットがあるという事実をドキュメント中にエ
ンコードしてもよい。このようなエンコーディングは、マーカー、ビデオパケットまたは
ビデオストリームパケット中のテキスト情報、広告サーバを呼び出すための実行可能コー

50

(23)

JP 6262795 B2 2018.1.17

ド（例えば、Java（登録商標）スクリプト）等の形態であってもよい。
【００７７】
いくつかのケースでは、ビデオドキュメントをオンデマンドでダウンロードすることが
できるので、より多くのまたはより少ない広告スポットを収容するように、ビデオドキュ
メントの長さを変化させてもよいということに留意すべきである。例えば、とても関連す
る広告がたくさんある場合、および／または、広告主がインプレッションに対して多く支
出したがっている場合、より多くの広告スポット時間が提供されてもよい。したがって、
（Ａ）広告関連性の度合い、（Ｂ）より多くの広告スポットを持つことの収益的利点、（
Ｃ）より多くの広告スポットを持つことにおけるユーザ有用性の減少（例えば、ユーザの
いらだち）、（Ｄ）コンテンツに対するユーザ需要のレベル、（Ｅ）コンテンツのエンド

10

ユーザ資金供給の範囲、等のうちの１つ以上に依拠して、ビデオコンテンツ時間−対−広
告時間の比を減少させてもよく、または、増加させてもよい。このようにして、エンドユ
ーザ有用性と広告収益とのバランスをとってもよい。
【００７８】
ビデオドキュメントが予め保存されている（例えば、予め記録されている）場合、ビデ
オドキュメントが供給（例えば、ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト、転
送等）される前に、さまざまな広告スポット中に供給すべき広告を決定するためのアービ
トレーションが発生してもよい。ビデオドキュメントがライブで供給されている場合、ビ
デオドキュメントが供給されているときに（おそらく、クライアントデバイスにおいてビ
デオドキュメントがデコードされ、再生される少し前に）アービトレーションが起っても

20

よい。ビデオドキュメントが（例えば、ＦＴＰのような何らかの転送プロトコルを使用し
て）ダウンロードされる場合、ドキュメントは、ビデオドキュメントが再生されるときに
（例えば、再生が開始されるときに）、広告アービトレーションを開始するための実行可
能コードを含んでいてもよい。いずれのケースにおいても、アービトレーションの後に、
ビデオドキュメント（例えば、ビデオコンテンツを搬送するストリーム）とともに、広告
を提供（例えば、ビデオドキュメント中に挿入）してもよい。ビデオドキュメントが予め
保存されている場合、そのビデオドキュメント中のすべての広告スポットが、一時でアー
ビトレートされてもよい。このようにして、より高い需要のビデオドキュメント部分にお
ける広告スポット（例えば、ビデオドキュメントの開始）を、より高いスコアリングの広
告で満たしてもよい。
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【００７９】
ビデオドキュメントを、それぞれが広告スポットを含むセグメントに分割してもよい。
このような実施形態では、それぞれのセグメントを、ビデオドキュメント自体であるとみ
なしてもよい。特定のビデオセグメントのベースで、または、（例えば、より多く重み付
けされた）特定のビデオセグメントと、（例えば、より少なく重み付けされた）全体とし
てのビデオドキュメントとの両方のベースで、関連広告を決定してもよい。同様に、セグ
メント内またはビデオドキュメント内の書き起こしのタイミングに基づいて、関連性情報
を重み付けしてもよい。例えば、広告スポットに対して一時的により近いトピックを、広
告スポットから一時的により遠い（おそらく、同じセグメント中の）トピックよりも、よ
り多く重み付けしてもよい。

40

【００８０】
広告情報は、広告主が、所定のビデオドキュメント（インスタンス）中で、広告主の広
告を１回以上供給することを望むか否か、または１回以上供給することに同意するか否か
を含んでいてもよい。例えば、広告主は、ビデオキュメントのインスタンス（例えば、ユ
ニキャストビデオストリーム）とともに、広告主の広告をＮ回だけしか供給しないことを
指定するかもしれない。代わりに、または、加えて、広告ネットワーク、および／または
、ビデオドキュメント発行者は、ビデオドキュメントのインスタンスとともに、所定の広
告を供給することができる回数を制限するポリシーを実現してもよい。
【００８１】
多くの例を、インプレッション毎の申出（または、最大申出）の状況で説明したが、本
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発明と一貫した実施形態は、ユーザ選択（または通話、または、メッセージング等）毎の
申出（または、最大申出）、コンバージョン（例えば、電話通話、アイテム購入、アイテ
ム注文等）毎の申出（または、最大申出）のような他の申出を考慮してもよい。同様に、
スコアリングは、１つ以上の申出の関数であってもよく、おそらく、１つ以上のユーザア
クションの尤度であってもよい。広告スコアリングは、インプレッション毎の予期される
費用（例えば、インプレッション毎の入札、選択＊選択レートまたは確率毎の入札、コン
バージョン＊コンバージョンレートまたは確率毎の入札等）を反映させてもよく、広告を
スコアリングするための他の技術を使用してもよい。このような技術は広告のエンドユー
ザ有用性（例えば、関連性、いらだち要因等）を考慮してもよい。
【００８２】

10

ビデオドキュメント内にビデオ広告を挿入するとして、本発明に一貫した実施形態のい
くつかのものを説明したが、広告は、他のフォーマットであってもよく、ビデオドキュメ
ントとともに供給されてもよい。例えば、テキスト広告、画像広告、オーディオのみの広
告等がビデオドキュメントとともに再生されるかもしれない。したがって、広告のフォー
マットは、それとともに広告が供給されるビデオドキュメントのフォーマットに一致して
いてもよいが、広告のフォーマットは、必ずしもビデオドキュメントのフォーマットに一
致していなくてもよい。広告は、ビデオコンテンツと同じスクリーン位置において、また
は、異なるスクリーン位置において（例えば、ビデオコンテンツに隣接して）、レンダリ
ングされてもよい。ビデオ広告は、ビデオコンポーネントとともに、追加的コンポーネン
トを含んでもよい。このような追加的コンポーネントは、ビデオコンポーネントと同じデ
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ィスプレイ上で、および／または、クライアントデバイスの、他の何らかの出力手段上で
、レンダリングされてもよい。同様に、ビデオ広告は、本発明と一貫した方法で、（例え
ば、ウェブページのＩフレーム中で）非ビデオドキュメントとともに再生されてもよい。
【００８３】
図４および１０は、所定のビデオドキュメントに対して関連広告を決定するとして説明
したが、本発明に一貫した実施形態を使用して、所定の広告に関連するビデオドキュメン
ト（またはその広告スポット）を決定してもよい。例えば、広告主には、その広告に関連
すると考えられるビデオドキュメントが提示されてもよい。ドキュメントは、このような
関連性を使用して順序付けされてもよい。広告主は、ビデオドキュメントとともに（また
は、その広告スポットとともに）、広告主の広告を供給させようとすることを選択しても
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よい。広告主は、このような選択を、ドキュメントとともに広告主の広告を供給させる申
出として、表現してもよい。他の広告主が同様なことを行ってもよい。ビデオドキュメン
トが供給されるとき、ビデオドキュメントとともに供給されるのに適格性のある広告の間
での競争が、（例えば、オークションを使用して）アービトレートされてもよい。
【００８４】
広告供給ネットワークとビデオ発行者との間で、広告ベースの収益を分配してもよい。
ビデオ発行者は、購読ベースで、ダウンロード毎ベースで、および／または、レンダリン
グ毎ベースで、エンドユーザから金銭を収集してもよい。ビデオ発行者と分配した広告収
益を使用して、ユーザ費用を補助してもよい（例えば、費用を減少させてもよく、または
無くしてもよい）。実際、広告収益（例えば、広告ネットワークの分配、および／または
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オーディオ発行者の分配）を使用して、広告を含むビデオドキュメントをダウンロードま
たはレンダリングさせるために、ユーザに支払いを行ってもよい。例えば、ユーザが、音
楽ビデオをダウンロードするために、通常は＄1.00を支払う場合、１つ以上の広告を有す
る音楽ビデオをダウンロードするために、より少なくチャージされるかもしれない（また
は、まったくチャージされず、または、実際に支払うかもしれない）。広告収益を使用し
て、ビデオボイスメール、ビデオライブチャット、音楽ビデオ、音楽ビデオ再生、ビデオ
番組（例えば、テレビジョンショーエピソード、テレビジョンショーシーズン、映画等）
ダウンロード、ビデオ番組再生、テレビ電話サービス等のような他のコンテンツおよび／
またはサービスを補助してもよい。
【００８５】
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本発明に一貫した実施形態におけるアービトレーションは、ブロードキャスト毎（また
は、マルチキャスト毎）のベースで、あるいは、供給毎、またはダウンロード毎のベース
で実行されてもよい。供給毎、またはダウンロード毎のベースでアービトレーションを実
行することは、より多くの収益を発生させる可能性を持つ。例えば、100,000個の広告ス
ポットを有するビデオドキュメント上で、ブロードキャスト毎の契約の下で、広告主Ａが
＄50,000.00の予算制限とともに、＄5.00／インプレッションを支払うことを望み、広告
主Ｂが＄60,000.00の予算制限とともに、＄2.00／インプレッションを支払うことを望み
、広告主Ｃが＄100,000.00の予算制限とともに、＄1.00／インプレッションを支払うこと
を望む場合、広告Ｃが100,000回供給され、＄100,000.00の純益を上げるだろう。他方、
広告スポット毎のアービトレーションの下では、広告Ａが10,000回供給され、広告Ｂが30

10

,000回供給され、広告Ｃが60,000回供給され、＄170,000.00（＄50,000.00＋＄60,000.00
＋＄60,000.00）の純益を上げるだろう。
【００８６】
それとともに、広告が供給されてもよいビデオドキュメントの数多くの情報源があって
もよいことに留意すべきである。第１の例として、広告ネットワーク自体が、ビデオサー
バをホスト管理してもよい。第２の例として、ビデオコンテンツを提供する、大規模およ
び小規模ウェブサイトが、広告ネットワークとパートナーになってもよい。第３の例とし
て、ドキュメントの、他のプロバイダ（例えば、ウェブページ、ｅメール等）が、広告ネ
ットワークとパートナーになって、ビデオ広告を示してもよい。これらのさまざまな状況
で使用される例示的なビジネス方法を以下で説明する。
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【００８７】
広告ネットワーク自体が、第三者のビデオをホスト管理するビデオサーバ（例えば、グ
ーグルビデオ）を提供してもよい。広告ネットワークホスト管理されたウェブサイト上の
コンテンツプロバイダと、広告ネットワーク自体との両方が、広告収益分配を通して利益
を得るだろう。別の例として、広告ネットワークが、広告収益のすべてを受け取ってもよ
く、コンテンツプロバイダが、無料で、または、補助もしくは減少された費用で、コンテ
ンツプロバイダのビデオをホスト管理してもらうという利益を受け取る。
【００８８】
ビデオコンテンツを提供する、大規模ウェブサイトが、広告ネットワークとパートナー
になってもよい。例えば、ＡＢＣニュース．ｃｏｍ（登録商標）は、近年、頻度が増加し
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つつあるハリケーンに関連するニュースクリップを再生するかもしれない。ウェブサイト
が広告ネットワークのパートナーであるとして仮定すると、広告ネットワークはニュース
クリップに対して関連性のある広告を供給するだろう。例えば、ＲｅｄＣｒｏｓｓ（登録
商標）の広告は、ロケーションに基づいて、閲覧者にターゲット付けされてもよく、最も
近いＲｅｄＣｒｏｓｓのオフィスの電話番号を含んでいてもよい。このことは、ＲｅｄＣ
ｒｏｓｓが、彼らのローカルケーブルテレビジョン広告を、ウェブ上でも使用することを
許容する。このケースでは、ＡＢＣニュース．ｃｏｍは、彼ら自身のビデオコンテンツを
ホスト管理してもよいが、広告ネットワークの広告サーバに対するサーバ呼出があること
になり、この広告サーバからビデオ広告が取得され、ＡＢＣニュース．ｃｏｍのビデオス
トリームに挿入されるだろう。より大規模ウェブサイトと、広告ネットワーク自体との両
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方が、広告収益分配を通して利益を得てもよい。
【００８９】
ビデオコンテンツを提供する、小規模ウェブサイトが、広告ネットワークとパートナー
になってもよい。小規模ウェブサイトは、彼ら所有のビデオをホスト管理するという面倒
を経験したがらないかもしれない。広告ネットワークは、（おそらく、ビデオがさまざま
な使用条件を満たすならば）小規模ウェブサイト上のビデオをホスト管理することができ
、次に、小規模ウェブサイト上のＩフレーム中に、広告とともにビデオを表示させること
ができる。小規模ウェブサイトと、広告ネットワーク自体との両方が、広告収益分配を通
して利益を得るだろう。別の例として、広告ネットワークが、広告収益のすべてを受け取
ってもよく、小規模ウェブサイトが、無料で、または、補助もしくは減少された費用で、

50

(26)

JP 6262795 B2 2018.1.17

小規模ウェブサイトのビデオをホスト管理してもらうという利益を受け取る。
【００９０】
本発明と一貫した実施形態は、ビデオコンテンツ以外のコンテンツとともに使用されて
もよい。このケースでは、非ビデオコンテンツを使用して、ビデオ広告をターゲット付け
してもよい。例えば、車レビュー（例えば、Ｆｏｒｂｅｓ年間高級車レビュー）を取り扱
うウェブページが、ＧＭ（登録商標）からの最新のキャデラック（登録商標）モデルのた
めのフラッシュビデオをホスト管理してもよい。
【００９１】
少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ広告は、
時停止

再生

、

停止

、および

一

の機能を持つ（例えば、フラッシュ）プレーヤ中で再生されてもよい。広告主に

10

よって支払われることになる額は、さまざまなユーザ−ビデオの広告対話の際に条件付け
られてもよい。例えば、ビデオ広告が最初のＮ（例えば、Ｎ＝５）秒内に停止された場合
、これは、広告主がそうでなければこれに対してチャージされることになる、インプレッ
ションであるとしては考えられないかもしれない。
【００９２】
２００５年３月３０日に出願され、

広告オーサリングおよび／または広告キャンペー

ン管理のために広告主およびエージェントをネットワークすること
ingstein氏、およびSumit Agarwal氏を発明者として記載する、（

と題され、Ross Kon
４２２出願

とし

て呼ばれ、ここに参照によりその全体が組み込まれる）米国特許出願シリアル番号第11/0
93,422号に説明されたような技術を使用して、小規模で、それ程先進的でない広告主がビ

20

デオ広告を生成するのを支援してもよい。例えば、イタリア料理クッキングショーの状況
で、ローカル的にターゲット付けされたそのビデオ広告を示すことを望む、ローカルイタ
リアンレストランについて考える。残念なことに、このレストランは小規模操業であり、
テレビジョン広告を作った経験を持っていない。このレストランがビデオ広告に対して契
約しに行くとき、広告ネットワークは、例えばローカルファームのようなファームとレス
トランとの関係を容易にしてもよく、この会社は、供給するために広告ネットワークに対
してアップロードすることができるビデオクリエイティブを作るのを支援することができ
る。
【００９３】
本発明と一貫した、少なくともいくつかの実施形態では、アップロードされたビデオフ

30

ァイル、および／またはビデオ広告は、自動的なスピーチ認識、トランスコーディング、
サムネイル発生、認可、および／またはインデックスへの追加を受けてもよい。
【００９４】
セクション４．３．３．１
（以下で説明する）さまざまな

ビデオ広告性能推定の発生と、このような推定の使用
キー

を使用して、広告の予測クリックスルーレート

（または、他の何らかの予測ユーザアクションレート）を決定してもよい。それに対して
、ビデオ広告が再生されることになるドキュメント（例えば、ビデオ、ウェブページ等）
の文脈の（contextual）エレメントを使用することに加えて、または、代わりに、ビデオ
広告供給により詳細に関係する、他の１つ以上のパラメータ（例えば、供給パラメータ）
、および／または、供給されたビデオ広告に関係するパラメータを使用して、予測ユーザ

40

アクション（レート）を決定してもよい。他のこのようなパラメータは、ビデオ広告選択
レート、ビデオ広告ＣＰＭ、ビデオ広告再生レート、一部または全部のビデオ広告再生、
再生されたビデオの継続時間の割合、ビデオ再生の時間、使用されたビデオプレーヤアプ
リケーション、ビデオの長さ、最初のビデオフレームの寸法（例えば、矩形ピクセルサイ
ズ）、寸法が拡大されたか否か、寸法拡大レート、寸法が減少されたか否か、寸法減少レ
ート、寸法の拡大または減少のサイズ、他のリサイズ動作（例えば、フルスクリーン化、
最小化等）、ウィンドウ寸法に対する寸法、利用可能なスクリーンサイズに対する寸法、
音声がミュートされたか否か、音量低減、音量増大、音量変更、リプレイされたか否か、
リプレイレート、一時停止されたか否か、一時停止レート、時間スライドされたか否か、
順方向時間スライド、逆方向時間スライド、それとともに広告が供給されたビデオのユー
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ザレビュー、それとともに広告が供給されたビデオが友人にメールされたか否か、ユーザ
がビデオに関連するメーリングリストに登録したか否か等のうちの１つ以上を含んでいる
かもしれない。これらのパラメータは平均であってもよく、または、平均を含んでもよい
。これらのパラメータの値は、質的（はい、または、いいえ）、あるいは、量的（量）で
あってもよい。
【００９５】
予測ユーザアクション推定を決定するために、パラメータを重み付けし、結合してもよ
い。（例えば、機械学習システムを使用して、）重みを調整してもよい。
【００９６】
候補ビデオ広告がユーザに対して示されることになるか否か、および／または、どのよ

10

うに（例えば、どの順序で）候補ビデオ広告が示されることになるかを決定するときに、
推定された予測ユーザアクションレート（例えば、推定された予測ＣＴＲ）を考慮しても
よい。
【００９７】
ユーザアクションレートを予測するための

キー

は、広告の供給をトリガする広告属

性（例えば、検索クエリ、ウェブページ等）から独立した、１つ以上の（以下で説明する
）

タグ

をまた含んでもよいことに留意すべきである。他のこのようなエレメントは、

時刻、言語、国、（パーソナライズ化のケースでは）個人プロファイル等を含んでもよい
。他のこれらのエレメントは、例えば、データマイニングを通して学習されることができ
20

る。
【００９８】
推定ユーザアクションは、

５８１出願で説明したもののような、さまざまな方法を使

用して予測されてもよい。以下に説明する図２０−２３は、

５８１出願の図５−８に対

応する。例えば、上で列挙したもののようなビデオ広告パラメータを、以下で説明するよ
うに

キー

として使用してもよい。

【００９９】
図２０は、本発明と一貫した方法で、（ビデオドキュメントとともに供給されるかもし
れない）広告に関するユーザアクションレートを推定するための例示的な方法のフローチ
ャートである。方法は、受け取られたユーザクエリに応答して、広告を識別し、ランク付
けし、表示するように動作してもよい。最初に、リアルタイムでクエリを受け取る際に、

30

または、過去のクエリの履歴ログから抽出されたクエリを受け取る際に、方法は（新しい
クエリのケースでは）１組の候補広告、または、（過去のクエリのケースでは）１組の供
給された広告のいずれかを識別する（ブロック２０００）。例えば、キーワードターゲッ
ト付け、文脈の解析等を使用して、関連性のある広告を決定してもよい。一度、１組の候
補広告が識別されると、広告の特性に関連する１組のキー、クエリ、または、両方の組み
合わせを識別してもよい。
【０１００】
受け取られたクエリに応答して、候補広告を供給してもよいが、その上に、または、そ
れとともに広告が表示されることになる（例えば、ウェブページ中の）ウェブドキュメン
トまたは他のドキュメントのコンテンツのような、非クエリ情報を使用して、候補広告を

40

決定してもよいことを理解すべきである。このような非クエリ実現では、識別されたキー
は、候補広告の特徴や、その上に広告が表示されることになるドキュメント（例えば、ウ
ェブページ）の特徴や、および／または、ビデオ広告の供給に関係する、他の属性に関連
していてもよい。集合的に、広告と受け取られたクエリとを表示するウェブドキュメント
を、

広告トリガ

として呼んでもよく、それぞれの広告トリガは、ここで説明する広告

性能推定プロセスを開始させる。
【０１０１】
ここで規定するように、

キー

は、受け取られたクエリや、供給のために識別された

広告や、および／または、広告の供給に関係する属性もしくは特徴に関係付けられた、任
意の識別可能な特徴、または特徴の組み合わせに関連する任意の情報のストリングであっ
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は、ユーザによる検索用語入力を超えた、追加的情報を含んでいて

もよいことをさらに理解すべきである。例えば、それぞれの受信クエリはまた、クエリに
関係付けられた、より広いカテゴリまたはトピックに関連する情報や、クエリを開始した
ユーザの地理的ロケーションや、ユーザによって使用される検索の基本設定（preference
）や、検索を開始するのに使用されたウェブブラウザまたは他のアプリケーションのタイ
プや、ユーザの言語基本設定や、ユーザのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスや
、ユーザおよび／またはユーザのＩＰアドレスに関係付けられた広告クリックまたはユー
ザアクション履歴や、ユーザの検索履歴や、クエリが受け取られた日付および時間や、あ
るいは、他の広告供給パラメータを含んでいてもよい。
10

【０１０２】
クエリ関連の特徴に加えて、各キーは、加えて、または、代わりに、識別された広告に
関連する特徴も含む。広告関連の特徴は、広告主名称、広告のキーワードターゲット、広
告のテキストまたはコンテンツ、広告の目的ＵＲＬ（ユニフォームリソースロケータ）、
広告の地理的ロケーション、広告の言語等を含んでもよい。
【０１０３】
次に、１組のタグ−値の対としてキーを表わしてもよく、ここで、タグは、特定の特徴
タイプ（例えば、供給パラメータ）を識別し、値は、対応する特徴の値を識別する。例え
ば、表記

ユーザ＿国：カナダ

は、ユーザの居住する国はカナダであることを示すタグ

−値の対を表す。いくつかのタグ−値の対を含む（例えば、いくつかのタグ−値の対から
なる）キーは、括弧で囲まれたリストとして記述されてもよい。例えば、（ユーザ＿国：
カナダ

、クエリ＿テスト：

キャンピングギア

20

）は、２つのタグ−値の対からなる

キーを示してもよく、選択されることになる所定のキーに対する順序で、これらの両方が
満たされなければならない。
【０１０４】
適切なキーの第１の例は、ユーザの検索クエリが単語
クエリ＿単語：

フリー

フリー

を含むことを示す、（

）であってもよい。第２の例は、クエリを提出したユーザがＵ

ＳＡに位置し、ユーザのブラウザが英語に対して設定されていることを示す、（ユーザ国
＝ＵＳＡ；ユーザ言語：
ジが、フレーズ

英語

）であってもよい。第３の例は、広告リンクの目的ペー

スイミングプール

を含み、ユーザの検索が単語

プール

を含み、ユ

ーザがサファリブラウザを使用していることを示す、（目的＿ページ＿テキスト：
ミングプール

、クエリ＿単語：

プール

、ブラウザ：

サファリ

スイ

30

）であってもよい

。他の数々の例が可能である。
【０１０５】
この追加的な情報を使用することにより、広告選択システムは、受け取られたクエリに
応答して、識別された広告に対するユーザアクションレート（ＵＡＲ）の改善された推定
を発生させてもよい。
【０１０６】
本発明の原則と一貫した１つの実現では、キーの組は、広範囲の広告および／またはク
エリの特徴もしくは特性を含んでもよい。代わりに、キーの組は、予め定められたもしく
は指定された、クエリの組み合わせおよび／または広告の特徴もしくは特性を含んでもよ

40

い。１つの実現では、広告トリガとの予め定められた関係付けに基づいて、キーが選択さ
れてもよい。例えば、広告トリガが検索クエリである場合、ユーザの検索クエリ中の隣接
する単語の対のそれぞれに対して、キーが選択されるだろうということを、ルールが指定
してもよい。このルールにしたがって、検索クエリ
キー（クエリ＿フレーズ：

記念日

花

記念日

花

；クエリ＿フレーズ：

シアトル
花

は、２つの

シアトル

）を発

生させるだろう。広告のトリガに、広告自体に、および／または、他の供給パラメータに
関係付けられた、他のルールによって、追加的キーが発生されてもよい。この技術は、た
くさんのキーが識別されることに帰結するかもしれないが、この技術を使用して、有用で
あると考えられる情報のタイプ、したがって、トリガ／広告の対に対するキーの組の中に
含めるのに適切な情報のタイプを示してもよい。以下の追加的な詳細で説明することにな
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るように、ＵＡＲ推定プロセス内に、不適切な、または重複したキーが含まれる尤度を減
少させるために、適用可能な、または関連性のあるキーの選択は、最初の組よりも、さら
に正確にされてもよい。
【０１０７】
最初のキー選択に続いて、広告選択システムに関係付けられた記憶デバイスのような記
憶から、各キーに関する履歴データが取得される（ブロック２００４）。本発明の原則と
一貫した１つの実現では、履歴データは、キーに関係付けられたインプレッションの数、
キーに関係付けられたユーザアクション（例えば、クリック、注文等）の数等に関連する
情報または統計を含んでもよい。上で説明したように、用語

インプレッション

のキー特徴に関連して、広告が表示された回数に関連する。さらに、用語
ョン

は、他

ユーザアクシ

10

は、広告に関係付けられた特定のユーザアクションが発生した回数に関連する。例

えば、（ユーザ＿国：

ＵＳＡ

、広告主＿国：

カナダ

）のようなキーに対して、一

致する広告が１０００回表示され、３０回において動作されたことが決定されてもよく、
これは、３．３３の履歴ユーザアクションレートを表わしている。１つの実施形態では、
クエリログおよびユーザアクションログのような、サーバによって維持されたさまざまな
ログから、このような履歴情報を取得してもよい。
【０１０８】
ブロック２００２で識別された各キーに対する履歴情報は、（例えば、実質上リアルタ
イムで）コンパイルしてもよい。次に、これに対して、予測モデルを適用して、クエリ／
広告の対のそれぞれに対して、推定ユーザアクションレート（ＵＡＲ）、またはユーザア

20

クション確率を発生させてもよい（ブロック２００６）。次に、推定ＵＡＲを使用して、
受け取られたクエリに応答して、ユーザに対する潜在的なレンダリングのための広告を選
択し、ランク付けし、または、そうでなければ分類してもよい（ブロック２００８）。
【０１０９】
本発明と一貫した予測モデルは、以下のような構造を持っていてもよい。所定のトリガ
／広告の対に対して、所定のユーザアクションが発生することになる推定尤度は、アクシ
ョンが発生することになる事前の尤度と、所定のトリガ／広告の対に対して選択されたキ
ーに関係付けられた１つ以上のモデルパラメータとの関数であるかもしれない。次に、訓
練のために使用された実際の履歴データに対して、最も適した予測ユーザアクション確率
を生成するパラメータ値を解決しようとする反復プロセスを使用して、モデルパラメータ

30

を計算してもよい。ユーザアクションの事前の尤度は、予め定められた定数に設定されて
もよく、または、ＩＲ（情報取得）スコア、表示された広告の位置とサイズ等のような、
トリガ／広告の対に関係付けられたさまざまな特徴のうちの１つ以上に依拠してもよい。
例えば、検索結果ページの最上位に現れる広告は、検索結果ページの最下位に現れる同様
の広告よりも、発生しているユーザアクションのより高い事前の尤度を割り当てられても
よい。
【０１１０】
各キーに関係付けられたモデルパラメータは、発生している望ましいユーザアクション
の確率または見込への乗数のような、単一のパラメータを含んでもよい（例えば、単一の
パラメータからなってもよい）。代わりに、各キーは、キーに関係付けられたいくつかの

40

モデルパラメータを持っていてもよく、モデルパラメータは、より複雑な方法でユーザア
クションの予測確率に影響を及ぼしてもよい。
【０１１１】
以下の説明において、さまざまな見込と確率を使用する。発生しているイベントの見込
と、発生しているイベントの確率とは、表現：確率＝見込／（見込＋１）によって関連す
る。例えば、発生しているイベントの見込が１／２（すなわち、見込は

１：２

である

と書かれることが多い）である場合、対応する発生しているイベントの確率は、１／３で
ある。この規則にしたがって、見込と確率は、交換可能であるとして考えてもよい。見込
は、任意の負でない値を取ってもよいが、他方、確率は０および１の間に位置しなければ
ならないので、確率ではなく見込に関して、計算を表現することが便利である。しかしな
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がら、もっぱら確率だけを使用して、または、ｌｏｇ（見込）のような、他のいくつかの
同様の表現を使用して、以下の説明に対する最小限の変更だけを伴って、以下の実現を実
行してもよいことを理解すべきである。
【０１１２】
図２１は、本発明と一貫した方法で、トリガ／広告の対のそれぞれに対する推定ＵＡＲ
を発生させる例示的な方法のフローチャートである。最終のＵＡＲは発生しているユーザ
アクションの確率に関して規定されるかもしれないが、所定のトリガ／広告の対に対する
推定ＵＡＲは、上で説明したようにユーザアクション見込（１）として同様に表わされる
かもしれない。本発明と一貫した１つの実施形態にしたがうと、事前のユーザアクション
見込（ｑ０）を、選択されたキー（ｋｉ）のそれぞれに関係付けられたモデルパラメータ

10

（ｍｉ）で乗算することにより、ユーザアクション見込を計算してもよく、今後、見込乗
数として呼ぶ。このようなソリューションを以下のように表現してもよい。
ｑ＝ｑ０．ｍ１．ｍ２．ｍ３．．．．ｍｍ。
各キーに対する見込乗数は、ユーザアクションが発生したか否かを決定する際の、この
キーの予測累乗（power）の統計的表現であってもよい。本発明と一貫した１つの実施形
態では、各キーに対する見込乗数は、このキーを選択するトリガ／広告の対に対して、（
履歴データにわたって集約された）観察されたユーザアクションレート中の変更を表わし
てもよく、これは、他のキーの任意のものを使用して、モデル化または

説明

されるこ

とはできない。
【０１１３】
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本発明と一貫した１つの実施形態では、上で説明したモデルパラメータを継続的に修正
して、所定のトリガ／広告の対のそれぞれに対する推定ＵＡＲへの、各キーの相対的影響
を反映させてもよい。所定のキーにかかわらず、ユーザアクションが発生することになる
予測確率と、測定された履歴ユーザアクションレートとを比較することによって、このよ
うな修正を実行してもよい。このような方法で、解析されたキーの相対的値が識別され、
さらに正確にされる。
【０１１４】
図２１に戻って、詳細には、選択されたキー（ｋｉ）のそれぞれに対して、平均自己除
外（self‑excluding）確率（Ｐｉ）を、最初に計算し、または、識別してもよい（ブロッ
ク２１００）。本発明と一貫した１つの実施形態では、自己除外確率（Ｐｉ）は、選択さ
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れたキーの関連性を表現する値であり、選択されたキーのモデルパラメータ（ｍｉ）が推
定ＵＡＲ計算から除去されるとき、トリガ／広告の対の結果としてのユーザアクションレ
ートを測定してもよい。例えば、キー３に対して、以下のようにこのことを表現してもよ
い。
Ｐ３ｎ＋（（ｑ０．ｍ１．ｍ２．ｍ３．．．．ｍｎ／ｍ３／（（（ｑ０．ｍ１．ｍ２．ｍ
３．．．．ｍｎ）／ｍ３＋１）。

【０１１５】
本発明と一貫した１つの実施形態では、それぞれのキーに対する自己除外確率は、移動
平均として維持されてもよい。このようにすることは、識別された自己除外確率が、以下
の、選択されたキーのそれぞれに対するモデルパラメータの識別を、より素早く収束させ
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ることを確実にするだろう。このような移動平均は、以下のように表現してもよい。
Ｐｉｎ（ａｖｇ）＝αＰｉ（ｎ−１）（ａｖｇ）＋（１−α）Ｐｉｎ
ここで、αは、移動平均のハーフライフを制御するのに使用される、統計的に規定された
、１に非常に近い変数（例えば、0.999）である。上記の表現において示したように、現
在のインプレッションの数（ｎ）に対するＰｉの値は、前のインプレッション（例えば、
ｎ−１）において決定されたＰｉの値によって、重み付けられ、平均されている。
【０１１６】
次に、平均自己除外確率（Ｐｉ（ａｖｇ））を、観察されたインプレッションの数と、
観察されたインプレッションに対して観察されたユーザアクションの数とに関連している
履歴情報に比較してもよい（ブロック２１０２）。次に、選択されたキーに関係付けられ
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たモデルパラメータは、ブロック２１０２の比較に基づいて、発生または修正されてもよ
い（ブロック２１０４）。
【０１１７】
図２２は、本発明と一貫した方法で、モデルパラメータを発生させるための例示的な方
法のフローチャートである。この方法を使用して、図２１のブロック２１０２−２１０４
の処理を実現してもよい。最初に、ユーザアクションの見込に関連する信頼区間を決定し
てもよい（ブロック２２００）。信頼区間技術を使用することは、より少ない量の履歴デ
ータを持っているキーが使用されるときに、推定の正確性と安定性を改良する。本発明と
一貫した１つの例示的な実施形態では、信頼区間は、下位値Ｌｉと上位値Ｕｉを含み、選
択されたキーに対して観察された、インプレッション（ｎｉ）とユーザアクション（ｊｉ

10

）の数に基づいている。例えば、信頼区間は、観察されたインプレッションとユーザアク
ションの数に基づいて、従来の方法で計算された、８０％信頼区間［Ｌｉ，Ｕｉ］であっ
てもよい。
【０１１８】
下記の信頼区間計算で、平均自己除外確率（Ｐｉ（ａｖｇ））が区間内であるか否かを
決定してもよい（ブロック２２０２）。そうである場合、選択されたキー（ｋｉ）がクリ
ックスルーレートへの何の影響も持っていないことを決定してもよく、そのモデルパラメ
ータ（ｍｉ）を１に設定してもよく、推定ＵＡＲ計算から、そのキーを効率的に除去する
（ブロック２２０４）。しかしながら、Ｐｉ（ａｖｇ）が信頼区間の外側にあることが決
定された場合、選択されたキーに対するモデルパラメータ（ｍｉ）は、平均自己除外確率
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（Ｐｉ（ａｖｇ））を信頼区間に入れるのに必要な最小調整に設定されてもよい（ブロッ
ク２２０６）。数学的に、この計算を以下のように表現してもよい。
ｍｉ＝［Ｌｉ（１−Ｐｉ（ａｖｇ））］／［Ｐｉ（ａｖｇ）（１−Ｌｉ）］。
【０１１９】
以下の例を考える。ユーザが米国におり、クエリが中古車に関連するという事実を表す
キー（ｋｉ）に対して、200ユーザアクション（ｊｉ）と、10,000インプレッション（ｎ
ｉ）とが観察されたとして仮定する。さらに、（このキーの影響を含まない）これらのイ

ンプレッションに対する、平均予測ユーザアクション確率（Ｐｉ（ａｖｇ））は、0.015
であったとして仮定する。10,000インプレッションの中からの200ユーザアクションに対
する８０％信頼区間は、［0.0182，0.0219］であり、このため、ｍｉは、0.015を0.0182
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に変換するのに要求されるモデルパラメータに設定されるだろう。上記の表現において使
用したときの、この値は1.217である。言い換えると、このキーの存在は、キーの条件が
満たされるときに、ユーザは測定されるアクションを、約２０％より多く実行する可能性
があることを意味すると解釈される。
【０１２０】
ここで、図２１に戻って、一度、選択されたキーに対するモデルパラメータが計算され
ると、処理するための追加的キーが残っているか否か（すなわち、ｋｉ＜ｋｍであるか否
か）を決定してもよい（ブロック２１０６）。処理するための追加的キーが残っている場
合、カウンタ変数ｉをインクリメントし（ブロック２１０８）、処理はブロック２１００
に戻って、次のキーを処理してもよい。一度、すべてのキーに対するモデルパラメータが
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計算または修正されると、数式ｑ＝ｑ０．ｍ１．ｍ２．ｍ３．．．．ｍｍを使用してユー
ザアクションの推定見込を計算してもよい（ブロック２１１０）。次に、上で説明した変
換規則を使用して、見込を推定ユーザアクション確率またはユーザアクションレートに変
換してもよい（ブロック２１１２）。
【０１２１】
本発明と一貫した１つの実施形態では、ログデータが到着するときにログデータを処理
し、上で述べた統計（例えば、インプレッション、ユーザアクション、自己除外確率等）
を蓄積することによって、ＵＡＲ予測モデルを訓練してもよい。追加的インプレッション
が発生するとき、各キーに関係付けられた信頼区間は短縮されてもよく、パラメータ推定
はより正確にされてもよい。追加的な実現において、古いログデータを再処理することに
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よって、訓練を加速させてもよい。ログデータを再処理するとき、最近のパラメータまた
は見込の乗数値を使用して、推定クリック確率を再計算してもよい。このことは、予測モ
デルがより素早く収束できるようにする。
【０１２２】
本発明と一貫した代わりの実施形態では、ベイズの推定を使用して、各キーに対するモ
デルパラメータを計算してもよい。ベイズの実現では、所定のキーがモデルパラメータｍ
を有することの事前確率を、ｇ（ｌｏｇ

ｍ）が表すように、モデルパラメータの事前分

布（ｇ）を最初に決定してもよい。次に、積を最大化させるｍの値になるように所定のモ
デルパラメータ（ｍｉ）を設定してもよい：
ｆ（ｌｏｇ

ｍ）＝ｇ（ｌｏｇ

ここで、ｈ（ｌｏｇ

ｍ）ｈ（ｌｏｇ

ｍ）

10

ｍ）は、所定の値ｍを使用した、ｎｉインプレッションのうちでｋ

ｉユーザアクションを観察する確率に対する比例（proportional）であり：

ｈ（ｌｏｇ

ｍ）＝ｐｏｗ（ｐ，ｋｉ）ｐｏｗ（１−ｐ，ｎｉ−ｋｉ）

ここで、ｐ＝（ｍ・ｐｉ）／（１−ｐｉ＋ｍ・ｐｉ）であり、ｐｏｗ（ｘ，ｙ）は、ｘを
ｙの累乗に上げることを表す。分布をより対称的にするために、上記の表現は、ｍではな
くｌｏｇ（ｍ）を使用することに留意すべきである。
【０１２３】
図２３は、本発明と一貫した方法で、ユーザから受信されたクエリに応答して、広告を
選択および表示するための、例示的な広告選択システム１２５を図示するブロック図であ
る。例示的な広告選択システムは、データ処理エンジン２３０２と、データ収集エンジン
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２３０４と、データ記憶装置２３０６と、広告選択サーバ２３０８と、広告サーバ２３１
０とを含んでもよい。別個のシステムコンポーネントの別の数を識別したが、システムは
、より多くの、より少ない、または異なる配置のコンポーネントを含んでもよいことを理
解すべきである。
【０１２４】
動作において、データ処理エンジン２３０２は、データ収集エンジン２３０４から、デ
ータのストリームを受け取ってもよく、ここで、それぞれの更新は、少なくともキーと、
キーに関係付けられた値とを含む。一度受け取られると、データ処理エンジン２３０２は
、同じキーに対する複数の値をどのように結合するかに関して、データにルールを適用し
てもよい。例えば、受け取られた値は、インプレッションの数と、観察されたユーザアク
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ションの数と、自己除外確率とを含んでもよい。次に、ルールを使用して、同じキーに対
する複数の値を結合してもよい。例えば、インプレッションに対する値を追加してもよく
、観察されたユーザアクションに対する値を追加してもよく、予め定められた方法にした
がって、自己除外確率を更新してもよい。
【０１２５】
データ収集エンジン２３０４は、データ記憶装置２３０６から、クエリと広告情報を収
集し、データ処理エンジン２３０２に送られる更新ストリームを発生させるように動作し
てもよい。本発明の原則と一貫した１つの実現では、クエリと広告情報は、クエリログ、
クリックログ等のような、ログファイルを含んでもよい。データ収集エンジン２３０４は
、データ処理エンジン２３０２からルックアップを実行して、キーに関係付けられた事前
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の累積のデータを取得してもよい。次に、このデータを使用して、上で説明した方法で識
別されたキーに対する、更新モデルパラメータを計算してもよい。次に、識別されたキー
に対する更新を、データ処理エンジン２３０２に送る。
【０１２６】
広告選択サーバ２３０８を動作させて、広告サーバ２３１０から、クエリに関係付けら
れた１組の候補広告を取得してもよい。上で説明した予測モデルを使用して、広告選択サ
ーバ２３０８は、クエリ／広告の組合せのそれぞれに対するＵＡＲを推定するのに使用さ
れる１組のキーを最初に識別してもよい。次に、広告選択サーバ２３０８は、データ処理
エンジン２３０２から、キーに関係付けられたデータを取得する。一度、キーデータが取
得されると、広告選択サーバ２３０８は、上で説明した方法で、それぞれの候補広告に対
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する推定ＵＡＲを計算してもよい。次に、これらの推定ＵＡＲを、広告サーバ２３１０に
送って、どの広告をユーザに対して表示するかを決定する際に使用してもよい。
【０１２７】
広告サーバ２３１０は、推定ＵＡＲに関係付けられたランキングに基づいて、クエリに
関連している検索結果と組み合わせて、選択された広告のグルーピングを供給してもよい
。広告供給に応答して、1つ以上の広告に関係付けられたユーザアクションが観察される
かもしれない。クエリの受け取りと、広告供給と、観察されたユーザアクションとのそれ
ぞれに続いて、広告サーバ２３１０は、データ記憶装置２３０６中で維持されるデータを
発生させてもよく、または更新してもよい。
10

【０１２８】
本発明と一貫した１つの例示的な実施形態では、予め定められた時間期間内にアクセス
されなかったキーデータは、もはや使用されていないとして考えられ、供給可能なデータ
から除去される。古いデータの例は、旧式の広告に対する識別子等を含んでもよい。別の
実現では、キーインプレッションの総数が、予め定められた時間期間（例えば、１年）内
で追跡されてもよい。時間期間の間に観察されたキーインプレッションの総数が、予め定
められたしきい値よりも少ない場合、データは、統計的に、不適切であるとして考えられ
、供給可能なマップファイルから除去される。使用されるデータを、ＵＡＲ予測モデルに
よってフィルタすることにより、モデルの性能および正確性を増加させてもよい。
【０１２９】
セクション４．４

動作の例

20

本発明と一貫した例示的な実施形態における動作の例を、図１３−１９に関して説明す
る。図１３は、本発明と一貫した例示的な環境１３００を図示し、ここで、ビデオ広告が
ビデオドキュメントとともに供給される。環境１３００は、ビデオサーバ１３１０と、ビ
デオ発行者フロントエンド１３２０と、ビデオ広告サーバ１３３０と、広告主フロントエ
ンド１３４０と、クライアントデバイス１３６０とを含み、これらのすべては、例えば、
インターネットのような１つ以上のネットワーク１３５０を通して、互いに通信してもよ
い。ビデオコンテンツオーナ／作成者は、ビデオ発行者フロントエンド１３２０を使用し
て、ビデオサーバ１３１０上にビデオ情報１３１５を記憶させてもよい。広告主は、広告
主フロントエンド１３４０を使用して、ビデオ広告サーバ１３３０上にビデオ広告情報１
３３５を記憶させてもよい。クライアントデバイス１３６０が、ビデオ広告ネットワーク
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中に参加しているビデオドキュメントを（例えば、ビデオサーバ１３１０から）ロードま
たは再生するとき、ビデオ広告サーバ１３３０は、ビデオドキュメントとともに供給され
ることになる、１つ以上のビデオ広告を決定してもよい。
【０１３０】
図１４は、本発明と一貫した方法で、ビデオコンテンツオーナ／作成者フロントエンド
を提供するための例示的な方法１４００のフロー図である。イベントブロック１４１０に
よって示したように、方法１４００のさまざまな分岐は、さまざまなイベントに応答して
実行されてもよい。例えば、コンテンツオーナがそのビデオファイルをビデオサーバにア
ップロードさせることを要求する場合、コンテンツオーナによって規定されたロケーショ
ンからビデオファイルをアップロードしてもよい（ブロック１４２０）。戻ってイベント
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ブロック１４１０を参照して、コンテンツオーナがビデオ広告を示すことを選ぶ（または
、選ばない）場合、ビデオに関係して、広告を供給してもよい（または、供給しない）こ
との表示を記憶させる（ブロック１４３０）。戻ってイベントブロック１４１０を参照し
て、コンテンツオーナが１つ以上の広告スポットを選択または規定する場合、コンテンツ
オーナによって選択および／または規定された広告スポットを、ビデオに関係して記憶さ
せる（ブロック１４４０）。戻ってイベントブロック１４１０を参照して、コンテンツオ
ーナがメタデータを入力する場合、ビデオに関係してメタデータを記憶させる（ブロック
１４５０）。
【０１３１】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態を、ホスト管理されたビデオを検索で
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きるようにするサーバの状況で使用してもよい。このような実施形態は、１つ以上の下記
の特徴を含んでもよい。ユーザは、アップロードされたビデオに関係付けられたウェブサ
イトに対して、クリックスルーすることができてもよい。例えば、コンテンツオーナは、
そのアカウント中のコンテンツオーナのビデオステータスページによって、アップロード
されたビデオに対して、ＵＲＬと他の情報を追加することができる。一度、ホスト管理さ
れたウェブサイト上でビデオが利用可能になると、ユーザは、提供されたＵＲＬをクリッ
クして、ウェブサイトを訪問することができるだろう。
【０１３２】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、例えば、ビデオステータスページ
を訪問して、

書き起こし追加

ボタンをクリックすることによって、ビデオコンテンツ
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オーナが、書き起こしと追加的ビデオ情報とを追加できるようにしてもよい。アップロー
ドされたビデオが検索可能である場合、アップロードされたビデオファイルのそれぞれに
書き起こしが追加されている場合、ユーザは、より容易にビデオを見つけることができる
だろう。書き起こしのフォーマットが時間コード化され、テキストファイルとして保存さ
れていると好ましいかもしれない。時間コード化された書き起こしは、ビデオのスクリプ
トをセグメントに分割する。各セグメントは、ビデオ中でスクリプト中の単語が話された
時間と、この時間に続くスクリプトの実際の単語とを含む。例えば、各セグメントの時間
は、以下のフォーマットで列挙されてもよい：ＨＨ：ＭＭ：ＳＳ．ｍｍｍ。
ＨＨ：00において開始する時間、
ＭＭ：00において開始する分、
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ＳＳ：00において開始する秒、
ｍｍｍ：000において開始するミリ秒。
【０１３３】
時間コード化された書き起こしがどのように出現すべきかの例を以下で提供する：
9：54：50：000
9：54：50：000と、9：54：53：000との間で話された単語
9：54：53：000
9：54：53：000と、その次のセグメントとの間で話された単語
9：54：54：000
9：54：54：000において、話された単語。

30

【０１３４】
各タイムスタンプは、関係するビデオファイルの開始に関連する。さまざまな書き起こ
し会社がこれをサポートしている。このような会社は、例えば、Automatic Sync Technol
ogiesと、Talking Type Captionsと、Rhino Moon Captioningとを含む。
【０１３５】
ビデオフォーマットは、例えば、ＭＰ３オーディオを有するＭＰＥＧ４フォーマット、
または、ＭＰ３と、クイックタイムと、ウィンドウズ（登録商標）メディアと、Ｒｅａｌ
Ｖｉｄｅｏとを有するＭＰＥＧ２中の各ファイルを含んでもよい。例えば、以下のよう
な好ましいビデオ標準規格および／または要求があってもよい：
ＮＴＳＣ（４：３）サイズおよびフレームレート、デインターレースされた、ビデオコー

40

デック：ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ４（ＭＰＥＧ４が好ましい）、
ビデオビットレート：少なくとも２６０Ｋｂｐｓ（７５０Ｋｂｐｓが好ましい）、
オーディオコーデック：ＭＰ３ｖｂｒ、
オーディオビットレート：少なくとも７０Ｋｂｐｓ（１２８Ｋｂｐｓが好ましい）、
ビデオは、認識可能なビデオコンテンツを含まなければならない（ビデオを含まないビデ
オコンテナファイルは受け入れられないだろう）、
フレームレートは、１２フレーム毎秒以上であるべきである、
ビデオメタデータは正確で、アップロードされたコンテンツに関連性のあるものでなけれ
ばならない（スパム禁止）、
ビデオは少なくとも１０秒の長さでなければならない、等。
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【０１３６】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ発行者フロントエンドは
、ビデオがアップロードされた後で、そのビデオをビデオ発行者が除去できるようにして
もよい。
【０１３７】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ発行者フロントエンドは
、ビデオ発行者がそのビデオに対する任意の価格を指定できるようにしてもよい。ユーザ
が無料でビデオにアクセスし、再生できるように、価格をゼロに設定してもよい。
【０１３８】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、（ビデオ発行者がそのビデオに

10

対する価格としてゼロを指定した場合、）ビデオホスト管理サーバが、ユーザに手数料を
課金してもよく、または、（ビデオ発行者がそのビデオに対してゼロより多い価格を設定
した場合、）ビデオホスト管理サーバが、価格のより多くの収益分配を取ってもよい。例
えば、ビデオ発行者が、５００ＭＢの高精細度ファイルをアップロードし、極めて人気に
なった場合、ビデオホスト管理サーバは、ユーザにファイルを無料で供与する代わりに、
ユーザに手数料を課金してもよく、または、ビデオ価格からのより高い割合の収益を、ビ
デオ発行者に求めてもよい。価格が追加される前に、またはより高い収益分配がビデオに
対して課金される前に、ビデオ発行者に通知することが好ましいだろう。
【０１３９】
図１５は、図１４に関して説明した１４００のようなフロントエンド方法を通して、一

20

度ビデオコンテンツオーナ／作成者が必要な情報を入力すると、ビデオ識別子とともに記
録として、または、ビデオ識別子に関係してのいずれかで記憶されてもよい、例示的な１
組の情報１５００である。１組の情報１５００は、ビデオ識別子を記憶するためのフィー
ルド１５１０と、ビデオとともに広告を供給してもよいか否かの表示を記憶するためのフ
ィールド１５２０と、１つ以上の広告スポットについての情報（例えば、絶対的または相
対的時間、開始および停止時間、開始時間および継続時間等）を記憶するためのフィール
ド１５３０と、メタデータ１５４０を記憶するためのフィールド１５４０とを含んでもよ
い。より少ない、またはより多くの情報を記憶してもよく、他のデータ構造を使用しても
よいのは当然である。
【０１４０】

30

図１４の方法１４００を使用して、全体のビデオのそれぞれは、コンテンツをアップロ
ードした当事者（例えば、コンテンツオーナ）によって規定されたさまざまなブレークポ
イントにおいて、ビデオ中に広告を挿入させるオプションを持っていてもよい。コンテン
ツオーナは、ファイルアップロードの時間において、広告を示すことを選ぶことができ、
また、後の時間において、コンテンツオーナフロントエンドインターフェースから、広告
をイネーブルすることができる。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、
コンテンツオーナは、コンテンツの一部分に対して広告をディセーブルすることができる
。
【０１４１】
戻って、図１４のブロック１４５０と、図１５のフィールド１５４０との両方を参照す

40

ると、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、コンテンツオーナは、彼ら
がアップロードしたコンテンツに対して、以下の情報のうちのいくつかまたはすべてを提
供するように求められてもよい：すなわち、タイトル；記述；書き起こし；（利用可能な
場合）トリビューンメタデータ；推奨される閲覧人口統計。コンテンツオーナがまた、ビ
デオを供給している（例えば、テレビジョン放送者である）場合、彼らは、例えば、１つ
以上のカバーされるブロードキャストロケーション、時刻、曜日、時期、人口統計のよう
な聴衆情報等のような追加的情報を提供してもよい。
【０１４２】
戻って、図１４２０を参照すると、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態で
は、サービスの条件（例えば、ポルノグラフィー禁止、アルコール禁止等）の遵守に対し
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て、アップロードされたビデオをチェックしてもよい。
【０１４３】
図１６は、本発明と一貫した方法で、ビデオ広告主フロントエンドを提供するための例
示的な方法１６００のフロー図である。ビデオ広告として使用されることになるクリエイ
ティブを広告主によって識別する（ブロック１６１０）。次に、広告主の機械（例えば、
パーソナルコンピュータ）からビデオ広告サーバに、識別されたビデオを転送する（例え
ば、アップロードする）（ブロック１６２０）。広告主から供給制約および価格情報を受
け入れる（ブロック１６３０）。必要な場合、ビデオ広告を、ビデオ広告サーバに対して
適切なフォーマットに変換する（ブロック１６４０）。最終的に、広告情報（例えば、供
給制約および価格情報）に関係して、ビデオ広告ファイルを記憶させ（ブロック１６５０

10

）、その後、方法１６００が終了する（ノード１６６０）。
【０１４４】
戻ってブロック１６３０を参照すると、供給制約は、以下のうちの１つ以上であっても
よい：すなわち、（所定のビデオドキュメントのメタデータに一致する）キーワード；広
告を配置させるための（そして、インプレッション毎費用のべースで広告主を課金するた
めの）広告主からのウェブサイトターゲット付け；地理的ロケーションターゲット付け（
例えば、国、地域、都市、ＺＩＰコード）；人口統計；垂直型カテゴリ等。
【０１４５】
戻って、ブロック１６４０を参照すると、１つのフォーマット（例えば、ＭＰＥＧ）に
おけるビデオ広告を別のフォーマット（例えば、フラッシュ）に変換してもよい。例えば

20

、ゼネラルモーターズ（ＧＭ）は、ＧＭのポンティアック車の新しいラインに対して新し
い広告をアップロードすることを望むかもしれず、（１）ウェブ上のＮＡＳＣＡＲクリッ
プの次のビデオストリームと、（２）ＧＭの車の新しいラインのレビューを投稿するウェ
ブサイトとの両方に、広告を表示させることを望むかもしれない。ＧＭは、ビデオ広告の
ＭＰＥＧバージョンをアップロードしてもよく、そして、広告ネットワークが、ＭＰＥＧ
ビデオをフラッシュビデオに自動的に変換してもよい。次に、ＧＭウェブサイトターゲッ
ト付けと、ビデオに対するキーワード一致とに適した、ウェブ全体にわたってのビデオス
トリーム中に、ビデオ広告のＭＰＥＧバージョンを挿入してもよい。加えて、ビデオスト
リームでないコンテンツを有するウェブページ（例えば、静的なウェブサイト）に対して
、同様の状況でフラッシュビデオ広告を使用してもよい。本発明と一貫した少なくともい
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くつかの実施形態では、ビデオ広告は、オーディオ音量標準化、自動的なスピーチ認識、
トランスコーディング、サムネイル発生、レビュー認可、インデックスへの追加等のうち
の１つ以上を受けてもよい。
【０１４６】
２００５年４月２２日に出願され、

例えば、ウェブサイトおよび／またはウェブサイ

トのカテゴリのような、広告に対するターゲット付け情報を提案すること

と題され、Su

mit Agarwal氏、Brian Axe氏、David Gehrking 氏、Ching Law 氏、Andrew Maxwell氏、G
okul Rajaram氏、およびLeora Wiseman氏を発明者として記載する、（

７３２特許

として呼ばれ、ここに参照によりその全体が組み込まれる）米国特許出願シリアル番号第
11/112,732号に説明したもののような技術を使用して、ウェブサイトを提案してもよい。

40

本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ツール中のすべてのウェブサイト
は、ビデオ広告供給システムと互換性のあるビデオコンテンツを持っていなければならな
い。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、広告主がキーワード、概念、
および／または、垂直型カテゴリ等を入力した後で、発生されたウェブサイトのリストか
ら広告主が選んでもよい。これらのキーワードは、ビデオコンテンツに対するメタデータ
に一致するだろう。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、広告グループ
に適したビデオコンテンツを有する新しいウェブサイトがあるときはいつでも、広告主の
ｅ−メールボックス中にメッセージが出現するだろう。
【０１４７】
戻って、ブロック１６５０と図７を参照すると、ビデオ広告と、ビデオ広告情報とを、
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さまざまな方法で記憶させてもよい。例えば、本発明と一貫した少なくともいくつかの実
施形態では、複数のビデオ広告ファイルを、より大きいビデオファイルサーバ（ＶＦＳ）
パック

中に、一緒に連結させて、ＶＦＳ性能を支援してもよい。より詳細には、小さ

いビデオファイルの潜在的な急増を取り扱うために、複数のビデオファイルを、
ル

または

パック

バンド

と呼ばれる単一のＶＦＳファイル中に記憶させることができる。Ａ

ＶＩインデクサが、個々のビデオファイルをＶＦＳ中に記憶する場合、ＡＶＩインデクサ
は、ＶＦＳバンドル中に挿入し、バンドル内にビデオオフセットを記録する追加的能力を
備えているべきである。（

パッカーインデクサ

として呼ばれる）コマンドラインツー

ルで、これを実現してもよい。このツールは、複数のビデオ広告ファイルをＶＦＳパック
中に詰め込み、また、インデックス中にファイル供給情報を入力する。これは、（ｉ）フ

10

ァイルをパック中にコピーすることと、（ｉｉ）パック内にファイルオフセットを注釈す
ることと、（ｉｉｉ）供給情報とともにインデックスを更新することとによって、行われ
てもよい。インデックスキーは、（コンテンツｉｄ、フォーマット）であってもよく、こ
こで、

フォーマット

は、ビデオファイル（例えば、ＡＶＩ−３２０）を見ることから

導出されてもよい。インデックスは、ＶＦＳバンドルファイル名を含んでもよい。チャン
クオフセットは、パック内の絶対的シーク位置を表してもよい。本発明と一貫した少なく
とも１つの実施形態では、１組のＭパックが維持されてもよい。このような実施形態では
、ビデオコンテンツｉｄモジュロＭをハッシュすることによって、パック名を決定しても
よい。
【０１４８】

20

本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ広告は、他のタイプの広
告（例えば、テキストのみの広告）として、同じデータ構造またはデータベース中に記憶
されてもよい。このような実施形態では、クリエイティブフォーマット（テキスト、画像
、ビデオ、フラッシュビデオ等）を列挙する列は、ビデオクリエイティブフォーマットに
対応する値を含んでいてもよい。
【０１４９】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、広告の時間期間は、アービトレ
ーションの間に考えられてもよい。フィールド（ビデオ＿期間＿ｍｓ）を使用して、ビデ
オ広告に対する呼出が、戻されるビデオ広告の時間期間を制限するのを許容してもよい。
アービトレーションは、広告スポット期間制約（および、おそらくは他の制約）が与えら

30

れると、値（例えば、広告スポット毎の、またはビデオドキュメント広告スポット毎の、
推定収益）を最適化（例えば、最大化）してもよい。
【０１５０】
一度、ビデオドキュメントが供給されるのに利用可能になり、広告主がビデオ広告を入
力すると、図１３の環境１３００は、ビデオドキュメントとともにビデオ広告を供給して
もよい。図１７は、本発明と一貫した方法で、（例えば、ホスト管理された）ビデオコン
テンツとともにビデオ広告を供給するための例示的な方法１７００のフロー図である。図
１８のメッセージング図に関連付けて、図１７の動作を説明する。クライアントデバイス
からドキュメントサーバにビデオドキュメントに対する要求を送信する（ブロック１７１
０およびメッセージ１８５０）。応答して、ビデオドキュメントサーバは、１つ以上の広
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告スポットを含むビデオドキュメントを、要求しているクライアントデバイスに供給する
（ブロック１７２０およびメッセージ１８６０）。ビデオドキュメントをクライアントデ
バイス上にロードする（ブロック１７３０）。ビデオドキュメント中に挿入されたコード
を、クライアントデバイス（例えば、ブラウザまたはビデオプレーヤ）により実行して、
広告要求を発生させる（ブロック１７４０）。広告要求は、（ｉ）ビデオドキュメント識
別子、（ｉｉ）ビデオドキュメントについてのメタデータ、（ｉｉｉ）クライアントデバ
イスについてのロケーション情報（例えば、インターネットプロトコルアドレス、言語選
択）、（ｉｖ）ユーザ情報、（ｖ）所望される広告の数、（ｖｉ）いつ広告が所望される
か（ｖｉｉ）所望される広告の継続時間、（ｖｉｉｉ）ビデオオーナーブロッキング情報
、（ｉｘ）ビデオオーナー識別子、（ｘ）前述の任意のものをルックアップするのに使用
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されてもよい情報等、のうちの1つ以上のものを含んでもよい。ビデオ広告サーバに広告
要求を送信する（ブロック１７５０およびメッセージ１８７０）。ビデオ広告サーバは、
要求に対して、１組の１つ以上の関連性のある広告を決定する（ブロック１７６０）。次
に、ビデオ広告サーバは、決定された１組の広告を、レンダリングするためにクライアン
トデバイスに送信してもよい（ブロック１７７０およびメッセージ１８８０）。インプレ
ッションおよび／またはユーザ広告アクション（例えば、選択、コンバージョン等）を追
跡してもよい（ブロック１７８０）。
【０１５１】
戻って、ブロック１７６０を参照すると、ビデオドキュメントメタデータ（例えば、タ
イトル、記述、書き起こし、トリビューンメタデータ、ビデオについての人口統計データ

10

、時間／日付情報、聴衆ロケーション情報、聴衆人口統計情報等）と、さまざまな広告に
関係付けられた供給制約および／または関連性情報（例えば、用語、概念、クラスタ、垂
直型カテゴリ等）とを比較することによって、関連性のある広告を決定してもよい。広告
スポットの数に対して、あまりにも多くの関連性のある広告がある場合、（例えば、価格
、関連性、および／または、性能等の関数として）広告をスコア付けして、ビデオドキュ
メントとともに供給されることになる最終の１組の広告を決定してもよい。広告サーバが
関連性のある広告を決定できるように、ビデオドキュメントの再生の間に、メタデータの
いくつかまたはすべてのものをビデオ広告サーバに提供してもよいことを想起せよ。その
上に、ビデオドキュメントがリンクされることになるウェブページを（インライン、ＸＭ
Ｌ提供物（feed）、または、他の何らかのデータ交換メカニズムのいずれか）で注釈する

20

ことによって、これを行ってもよい。
【０１５２】
依然としてブロック１７６０を参照して、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施
形態では、一度広告がシステム中に入ると、

９００出願において説明したようなコンテ

ンツ広告が供給される方法と同様に、広告が供給されるだろう。しかしながら、広告に対
するクライアントは、フラッシュクライアント、またはケーブルヘッドエンドにおけるビ
デオオンデマンドサーバのいずれかであることが予期される。クライアントは、ビデオコ
ンテンツについての情報をルックアップするのに使用されてもよい、ビデオコンテンツ識
別子を送ってもよい。代わりに、または、加えて、クライアントは、ビデオコンテンツに
ついての情報を送ってもよい。例えば、何のコンテンツ識別子もクライアントにとって利

30

用可能でないケース（例えば、シンジケーションのケース）を可能にするために、代わり
に、コンテンツおよび／または他のドキュメント情報（例えば、ビデオの書き起こし、タ
イトルのような埋め込まれた構造化データ、記述、ジャンル等）を、ビデオ広告サーバに
送ってもよい。いずれのケースでも、ビデオコンテンツについての情報を使用して、ビデ
オ広告をターゲット付けしてもよい。
【０１５３】
依然としてブロック１７６０を参照して、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施
形態では、アップロードされたビデオ広告がトランスコード化され、および／または認可
されるまで、アップロードされたビデオ広告を無視してもよい（または、アービトレーシ
ョンに参加するのに適格性がないとしてみなしてもよい）。

40

【０１５４】
図１９は、本発明と一貫した実施形態において使用されてもよい、例示的なビデオプレ
ーヤウェブページ１９００を図示する。ページは、ビデオプレーヤ制御部（例えば、再生
、一時停止、スキップ、音量変更、スクリーンサイズ変更等）１９２０を備える、ビデオ
コンテンツ部分１９１０を含んでもよい。ページ１９００はまた、タイトルライン１９５
０、関連する情報（例えば、長さ、アップロードまたはファイル作成の時間、ＵＲＬリン
ク）１９６０、ビデオストリームから抽出されたさまざまなフレーム１９７０、および、
記述テキスト１９８０を含んでもよい。ビデオ検索ボックス１９３０と検索ボタン１９４
０も示した。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ広告は、ビデ
オコンテンツと同じ部分１９１０中で再生されてもよい。代わりに、または、加えて、（
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例えば、ビデオ）広告を、別々の部分において示すことができる。広告がオーディオまた
はビデオ広告である場合、ビデオコンテンツが再生される前、再生されている間、または
、再生された後に、広告を自動的に再生してもよく、あるいは、ユーザ選択の際のみに、
広告自体のプレーヤで提供されてもよい。ビデオコンテンツとともに、広告とビデオ広告
を提示する、他の方法が可能であるのは当然である。
【０１５５】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオサーバから供給されたＦ
ＬＶファイル中に埋め込まれたアクションスクリプト中で、広告供給および選択論理が発
生してもよい。例えば、サーバは、（ｉ）広告が挿入されるべき場所を指図するＦＬＶ中
の情報と、（ｉｉ）ビデオコンテンツｉｄとを埋め込ませてもよい。このような実施形態

10

では、ＦＬＶはまた、実際の広告ファイルのために、ビデオサーバに対する別々の呼出を
使用して、広告ＵＲＬをフェッチし、そして、次に広告ビデオを再生させることによって
、この情報を解釈するアクションスクリプトコードを含んでもよい。
【０１５６】
本発明と一貫した代替の実施形態では、ビデオサーバは広告をビデオストリーム中に直
接埋め込ませてもよい。しかしながら、このような実施形態では、サーバが、実行中のフ
レームレートを一致させること（アップロードされたビデオのフレームレートに、広告を
一致させること）を実行する必要があるかもしれない。このことはまた、（例えば、ユー
ザがコンテンツを自身のローカルハードドライブにダウンロードする場合）コンテンツの
一部分が再生されるたびに、異なる広告を示すことを難しくする（または、妨げさえする

20

）かもしれない。このシナリオでは、サーバは、再生されることになる個々の広告に、メ
タデータを提供してもよく、広告がいつ再生されることになるかを、プレーヤに提供して
もよい。このようにして、プレーヤは、広告が再生されているときに、ビデオを異なるよ
うに取り扱うことができ、ビデオが複数回再生されるときに、広告アービトレーションを
再実行することができる。
【０１５７】
広告は、特定のウェブサイトに対してターゲット付けすることができることを想起せよ
。広告とビデオコンテンツの一部分との間に、サイトターゲット付け一致がある場合、次
に、ビデオストリーム内の予め定められた点（例えば、開始、中央、終了−図１５の１５
３０を想起せよ）において、ビデオ中へと、その広告が挿入されてもよい。
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【０１５８】
ブロック１７８０から、ユーザ広告アクションを追跡してもよいことを想起せよ。本発
明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザが個々の広告をスキップするオ
プションを持つように、ビデオプレーヤ（例えば、マクロメディアフラッシュプレーヤ）
が対応しているかもしれない。広告の開始から、協定できる時間期間（例えば、５秒）内
に広告がスキップされなかった場合、次に、広告に対するインプレションは、有効なイン
プレッションであるとして考えられてもよい。そうでなければ、インプレッションは、無
効であると考えられ、発生しなかったと仮定されるかもしれない。本発明と一貫した少な
くともいくつかの実施形態では、ユーザが広告を一時停止できるように、ビデオプレーヤ
が対応していてもよい。このユーザ広告アクションを追跡してもよい。最後に、本発明と

40

一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザが前の広告に戻ることができるよう
に、ビデオプレーヤが対応していてもよい。このユーザ広告アクションを追跡してもよい
。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザが前の広告に逆戻りする
とき、第１のインプレッションだけがカウントされる。
【０１５９】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、デフォルトでビデオ広告を再生
するだろう。このような実施形態では、ビデオプレーヤは、広告をミュートおよび／また
は停止するためのユーザ制御を含んでいるかもしれず、または、含んでいないかもしれな
い。本発明と一貫した、他の実施形態では、ビデオ広告は、デフォルトで再生されるので
はなく、エンドユーザが再生コマンドを入力した場合にのみ再生されるだろう。このよう
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な実施形態では、広告に関係付けられたサムネイルおよび／またはテキストが提供されて
もよく、あるいは、エンドユーザが再生コマンドを入力することなく、ビデオ広告の一部
だけが再生されてもよい。
【０１６０】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、レポーティングインターフェー
スを広告主に提供してもよい。広告主に対して利用可能なレポートは、供給されるインプ
レッションの数、選択の数、コンバージョンの数等、および／または、他の任意の追跡さ
れた情報を含んでもよい。
【０１６１】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ビデオ広告を供給するエンティ

10

ティは、（ｉ）インプレッション；（ｉｉ）選択（例えば、ビデオが再生されている間に
ビデオ内のエレメント上でユーザがクリックした場合）；（ｉｉｉ）コンバージョン；（
ｉｖ）定期的購読等のうちの１つ以上のベースで広告主に課金してもよい。ビデオ広告が
供給されるときに、インプレッションをカウントしてもよい。代わりに、クライアントデ
バイス上のプレーヤを使用して、インプレッションを追跡してもよい。プレーヤだけが広
告が確かに再生されているか否かを決定することができるので、例えば、クライアント（
またはプレーヤ）から広告供給システムに戻って、ＡＰＩが提供されてもよい。したがっ
て、エンドユーザが広告を閲覧した（および、おそらくは、広告をスキップする機会を断
った）ことをビデオプレーヤが決定した、

有効な

インプレッションに基づいて広告主

を課金することができる。また、ビデオ広告のどのくらいの量が再生されたかの関数（例

20

えば、線形関数、多項関数、または、指数関数）として、広告主を課金することができる
。
【０１６２】
図１３の環境１３００は、ビデオサーバ１３１０上に記憶されたビデオ情報１３１５が
、ビデオ発行者フロントエンド１３２０を通して、ビデオコンテンツオーナによって入力
されたことを仮定する。しかしながら、本発明と一貫した実施形態は、ビデオコンテンツ
の他の情報源とともに（例えば、ビデオ）広告を供給するのに使用されてもよい。ビデオ
コンテンツの、他の情報源の例は、ビデオ広告供給システムの（ある程度技術的に先進的
であるとして仮定される）大規模パートナーを含んでもよく、および、ビデオ供給システ
ムの（それ程先進的でないとして仮定される）小規模パートナーを含んでもよい。それぞ
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れに対する、例示的なフロントエンドユーザインターフェイスを以下で説明する。いずれ
のケースでも、パートナーは、ビデオ広告を再生することから発生された売り上げの収益
分配を得てもよい。
【０１６３】
大規模パートナーサイトフロントエンド
パートナー自身のウェブサイト上でビデオをホスト管理するパートナーに対して、ビデ
オ広告供給システムは、このようなパートナーに以下のことを要求してもよい。すなわち
、（ｉ）さまざまな使用条件を遵守すること、および、（ｉｉ）パートナーが、ビデオ用
広告（ＡＦＶ）を使用することを望む、ビデオコンテンツの各部分に対するインライン注
釈、または、広告供給システムによってスキャンされることができ、以下のメタデータ（

40

タイトル、記述、書き起こし、トリビューンメタデータ、ビデオについての人口統計デー
タ）からのいくつかの情報を含むことができるＸＭＬ提供物のいずれかを含むことである
。既に上で説明したように、メタデータを使用して、（ｉ）ビデオ広告サーバから適切な
ビデオ広告を取得してもよく、（ｉｉ）パートナーのウェブサイト上のビデオ提供物中に
ビデオ広告を挿入してもよい。
【０１６４】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、競合フィルタ、および／または
文脈フィルタをパートナーに提供してもよい。本発明と一貫した少なくともいくつかの実
施形態では、適切なビデオ広告（例えば、パートナーの供給制約のベースで、ビデオドキ
ュメントに関連性があるとみなされる広告）がないというイベントにおいて、デフォルト
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広告を実行するオプションを、パートナーに提供してもよい。
【０１６５】
小規模パートナーサイトフロントエンド
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、パートナー自身のウェブサイト
上でビデオをホスト管理しないが、代わりに第三者ビデオサーバ（例えば、ビデオ広告供
給システムと提携した、またはビデオ広告供給システムによって制御されているビデオサ
ーバ）を使用するパートナーは、Ｉフレーム内でパートナー自身のウェブサイト上でスト
リーミングビデオを示すことができる。ウェブページ上のインライン注釈を再区分するの
ではなく、ホスト管理されたビデオドキュメントに関係付けられたメタデータおよび／ま
たはウェブページコンテンツの関連性情報（例えば、メタデータ、用語、概念、クラスタ

10

、垂直型カテゴリ等）を使用して、関連性のある広告を決定してもよい。本発明と一貫し
た少なくともいくつかの実施形態では、第三者ビデオサーバにアップロードされたすべて
のビデオクリエイティブは、サービス条件の遵守（すなわち、ポルノグラフィー禁止、ア
ルコール禁止等）に対してチェックされてもよい。
【０１６６】
大規模パートナーウェブサイトフロントエンドでのケースでのように、本発明と一貫し
た少なくともいくつかの実施形態では、競合フィルタ、および／または文脈フィルタを、
パートナーに提供してもよい。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、適
切なビデオ広告（例えば、パートナーの供給制約のベースで、ビデオドキュメントに関連
性があるとみなされる広告）がないというイベントにおいて、デフォルト広告を実行する
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ためのオプションを、パートナーに提供してもよい。
【０１６７】
テキストドキュメントに対するフラッシュビデオ広告の配信（例えば、テキストを含
むウェブページ）
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、テキストドキュメントのコンテ
ンツオーナ（例えば、テキストを含むウェブページの発行者）は、自身のドキュメント上
で、ターゲット付けされたビデオ広告を再生させることを選択してもよい。例えば、ドキ
ュメントのドキュメント情報（例えば、メタデータ概念、クラスタ、用語、キーワード、
垂直型カテゴリ等）を使用して、ドキュメントの指定されたエリア中に示されることにな
る１つ以上のフラッシュビデオ広告をターゲット付けしてもよい。
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【０１６８】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、フラッシュビデオ広告を、ドキ
ュメントのコンテンツ（例えば、ウェブページまたはウェブサイト）に一致させてもよく
、ドキュメントの指定されたエリア中に、フラッシュビデオプレーヤとともにフラッシュ
ビデオを示すだろう。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、フラッシュ
ビデオ広告プレーヤは、以下のような機能のうちの１つ以上のものを持っていてもよい。
すなわち、再生ボタン、一時停止ボタン、ユーザがフラッシュビデオ広告内でナビゲート
することを可能にするシークバー、音量制御、製品またはサービスについてのより多くの
情報に導かれるために、ユーザがクリックしてもよい、オーバーレイボタンである。本発
明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、フラッシュビデオ広告プレーヤは、例

40

えば、広告主によって提供された、および／または、広告ランディングページから抽出さ
れたテキスト情報のような、追加的広告情報を再生してもよい。
【０１６９】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、エンドユーザは、フラッシュビ
デオ広告が再生を開始するために再生ボタンを選択（例えば、ボタン上でクリック）しな
ければならないだろう。再生ボタン上でのクリックを、（レポーティング、性能追跡、お
よび／または、課金の目的で）インプレッションの証拠として使用してもよい。より多く
の情報ボタン上でのクリック、または、フラッシュビデオ自体上でのクリックを、（レポ
ーティング、性能追跡、および／または、課金の目的で）選択（例えば、クリックスルー
）の証拠として使用してもよい。
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【０１７０】
本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、（例えば、広告主によって指定
された、および／または、ビデオ広告から自動的に抽出された）最初および／または最後
のサムネイル画像を、フラッシュビデオ広告に関係付けてもよい。ビデオが再生されてい
ないとき（例えば、再生の前、または、全体の広告が再生された後）に、このようなサム
ネイル画像を表示させることができる。
【０１７１】
セクション４．５

結論

上記のことから理解できるように、本発明と一貫した実施形態を使用して、例えば、テ
レビジョン、ビデオ−ボイスメール、ウェブキャスト、オンラインボイスビデオ−チャッ

10

ト、テレビ電話の会話等のような、ビデオメディアに対して、関連広告を配信することが
できる。本発明と一貫した実施形態は、ビデオドキュメント上の広告スポットに対して、
より多くの広告主が競合できるようにするアービトレーションをサポートする。この増加
された競合は、オーディオドキュメント発行者に対する広告収益を増加させるだろう。
【符号の説明】
【０１７２】
２１０……広告主
２２０……広告エントリ、メンテナンス、および配信システム
２３０……広告消費者
３１０……広告サーバ
３２０……検索エンジン
３３０……コンテンツサーバ
３３２……オフラインコンテンツプロバイダ
３３４……オフライン広告スポットプロパティ
３４０……Ｅ−メールサーバ
３５０……ユーザデバイス
３６０……ビデオサーバ
３７０……テレビ電話サービスプロバイダ機構
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