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(57)【要約】
　本発明はデジタルコンテンツを含むサービスについて
のグローバル流通方法及びシステムに関するものである
。本発明による地域別に存在するコンテンツをグローバ
ルに共有して取引する方法は、ローカル領域のコンテン
ツ提供者からコンテンツを受信するステップと、前記受
信したコンテンツをグローバル領域に登録するステップ
と、前記受信したコンテンツからメタデータを生成し、
これを公用語に変換してグローバルメタデータを生成す
るステップと、前記生成されたグローバルメタデータを
各種の地域言語に変換してローカルメタデータを生成す
るステップと、前記グローバルメタデータ及びローカル
メタデータを共有するステップと、前記共有されたメタ
データが表すコンテンツに対して取引要求を受信するス
テップと、前記登録されたコンテンツの中から前記取引
要求されたコンテンツを選択して転送するステップとを
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有させる方
法であって、
　少なくとも１つ以上のコンテンツ提供者から地域別オリジナルコンテンツを受信するス
テップと、
　前記受信したオリジナルコンテンツから少なくとも１つの地域言語からなるメタデータ
を生成するステップと、
　前記メタデータを公用語に変換するステップと、
　前記変換されたメタデータ及び前記受信したオリジナルコンテンツの少なくとも一部を
前記グローバルＭＳＰに転送するステップとを含む地域別コンテンツをグローバルに共有
させる方法。
【請求項２】
　前記受信したコンテンツが複数のコンテンツに分類可能な場合には前記受信したコンテ
ンツを複数のコンテンツ別に分類するステップをさらに含む請求項１に記載の地域別コン
テンツをグローバルに共有させる方法。
【請求項３】
　前記複数のコンテンツが相対的に容量が小さい第１コンテンツと、相対的に容量が大き
い第２コンテンツとで構成されるとするとき、前記グローバルＭＳＰに転送されるのは前
記第１コンテンツである請求項２に記載の地域別コンテンツをグローバルに共有させる方
法。
【請求項４】
　前記オリジナルコンテンツは動画コンテンツであり、前記第１コンテンツはオーディオ
及びスクリプトを含み、前記第２コンテンツはビデオコンテンツを含む請求項３に記載の
地域別コンテンツをグローバルに共有させる方法。
【請求項５】
　前記メタデータは前記複数のコンテンツを構成するコンテンツ別に生成される請求項２
に記載の地域別コンテンツをグローバルに共有させる方法。
【請求項６】
　前記メタデータはマークアップ言語で表現される請求項１に記載の地域別コンテンツを
グローバルに共有させる方法。
【請求項７】
　前記グローバルＭＳＰから提供される総合メタデータを受信するステップをさらに含む
が、
　前記総合メタデータは少なくとも１つ以上の他ローカルＭＳＰから提供された公用語か
らなるメタデータ及び前記メタデータから変換された前記第１地域言語で表現されたメタ
データを含む請求項１に記載の地域別コンテンツをグローバルに共有させる方法。
【請求項８】
　グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在するコンテンツをグローバルに取引する方法
であって、
　前記グローバルＭＳＰから提供される総合メタデータを受信するステップと、
　前記総合メタデータが表すコンテンツの中から少なくとも１つを選択するステップと、
　前記グローバルＭＳＰに前記選択されたコンテンツの購入要求をするステップと、
　前記グローバルＭＳＰから前記選択されたコンテンツを受信するステップと、
　前記選択されたコンテンツを前記端末機器に提供するステップとを含む地域別コンテン
ツをグローバルに取引する方法。
【請求項９】
　コンテンツ選択に使用する用途として、前記受信した総合メタデータが表すコンテンツ
を広告／宣伝する電子カタログを生成するステップをさらに含む請求項８に記載の地域別
コンテンツをグローバルに取引する方法。
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【請求項１０】
　前記端末機器のユーザが前記選択されたコンテンツを利用する権限があるか否かを判断
するステップをさらに含む請求項８に記載の地域別コンテンツをグローバルに取引する方
法。
【請求項１１】
　前記選択されたコンテンツは容量が小さい第１コンテンツ及び容量が大きい第２コンテ
ンツを含む複数のコンテンツで構成され、
　前記選択されたコンテンツを受信するステップは、
　前記第１コンテンツはグローバルＭＳＰから受信し、前記第２コンテンツはローカルＭ
ＳＰから受信する請求項８に記載の地域別コンテンツをグローバルに取引する方法。
【請求項１２】
　前記要求されたコンテンツは動画コンテンツであり、前記第１コンテンツはオーディオ
を含み、前記第２コンテンツはビデオを含む請求項１１に記載の地域別コンテンツをグロ
ーバルに取引する方法。
【請求項１３】
　前記選択されたコンテンツを前記端末機器に提供するステップは、前記受信したコンテ
ンツを前記端末機器にストリーミング方式またはダウンロード方式のうち少なくとも１つ
の方式で提供するステップを含む請求項８に記載の地域別コンテンツをグローバルに取引
する方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つ以上のローカルＭＳＰと連動して前記ローカルＭＳＰに地域別に存在す
るコンテンツをグローバルに共有して取引する方法であって、
　前記ローカルＭＳＰから公用語からなるメタデータ及び前記メタデータが表す地域言語
からなるコンテンツの少なくとも一部を受信するステップと、
　前記公用語からなるメタデータを受信するローカルＭＳＰに対応する地域言語からなる
メタデータに変換するステップと、
　前記受信したコンテンツを前記要求するローカルＭＳＰの地域言語からなるコンテンツ
に変換するステップと、
　前記変換されたメタデータを少なくとも含む総合メタデータを前記要求するローカルＭ
ＳＰに提供するステップと、
　前記要求するローカルＭＳＰから前記提供された総合メタデータが表すコンテンツの購
入を要求されるステップと、
　前記要求するローカルＭＳＰに前記要求されたコンテンツを転送するステップとを含む
地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引する方法。
【請求項１５】
　前記要求するローカルＭＳＰが前記要求したコンテンツを利用する権限があるか否かを
判断するステップをさらに含む請求項１４に記載の地域別に存在するコンテンツをグロー
バルに共有して取引する方法。
【請求項１６】
　前記要求されたコンテンツを転送するステップは、
　前記要求されたコンテンツが複数のコンテンツで構成されるとき、前記複数のコンテン
ツの中で容量が大きい第２コンテンツは前記ローカルＭＳＰから直接転送し、容量が小さ
い第１コンテンツは前記第１コンテンツを保有するグローバルＭＳＰに転送させるステッ
プを含む請求項１４に記載の地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引す
る方法。
【請求項１７】
　前記要求されたコンテンツは動画コンテンツであり、前記第１コンテンツはオーディオ
を含み、前記第２コンテンツはビデオを含む請求項１６に記載の地域別に存在するコンテ
ンツをグローバルに共有して取引する方法。
【請求項１８】
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　前記要求されたコンテンツを転送するステップは、
　前記要求されたコンテンツは前記コンテンツが格納された位置に関する情報を識別する
ステップをさらに含み、前記情報は前記総合メタデータに含まれる請求項１６に記載の地
域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引する方法。
【請求項１９】
　ローカル領域のコンテンツ提供者からコンテンツを受信するステップと、
　前記受信したコンテンツをグローバル領域に登録するステップと、
　前記受信したコンテンツからメタデータを生成し、これを公用語に変換してグローバル
メタデータを生成するステップと、
　前記生成されたグローバルメタデータを各種の地域言語に変換してローカルメタデータ
を生成するステップと、
　前記グローバルメタデータ及びローカルメタデータを共有するステップと、
　前記共有されたグローバル及びローカルメタデータが表すコンテンツに対して取引要求
を受信するステップと、
　前記登録されたコンテンツの中から前記取引要求されたコンテンツを選択して転送する
ステップとを含む、地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引する方法。
【請求項２０】
　グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有させるロ
ーカルＭＳＰであって、
　少なくとも１つ以上のコンテンツ提供者から地域別オリジナルコンテンツを受信する手
段と、
　前記受信したオリジナルコンテンツから第１地域言語からなるメタデータを生成する手
段と、
　前記メタデータを公用語に変換する手段と、
　前記変換されたメタデータ及び前記受信したオリジナルコンテンツの全部または一部を
前記グローバルＭＳＰに転送する手段とを含むローカルＭＳＰ。
【請求項２１】
　グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在するコンテンツをグローバルに取引するロー
カルＭＳＰであって、
　前記グローバルＭＳＰから提供される総合メタデータを受信する手段と、
　前記端末機器から前記総合メタデータが表すコンテンツの中から１つを選択する手段と
、
　前記グローバルＭＳＰに前記選択されたコンテンツの購入要求をする手段と、
　前記グローバルＭＳＰから前記要求されたコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツを前記端末機器に提供する手段とを含む地域別コンテンツをグ
ローバルに取引する方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つ以上のローカルＭＳＰと連動して前記ローカルＭＳＰに地域別に存在す
るコンテンツをグローバルに共有して取引するグローバルＭＳＰであって、
　ローカルＭＳＰから公用語からなる公用語メタデータ及び前記公用語メタデータが表す
コンテンツの少なくとも一部を受信する手段と、
　前記公用語メタデータを所定の地域言語からなる地域メタデータに変換する手段と、
　前記受信したコンテンツを前記地域言語からなるコンテンツに変換する手段と、
　前記変換されたメタデータを少なくとも含む総合メタデータを少なくとも１つのローカ
ルＭＳＰに提供する手段と、
　前記少なくとも１つのローカルＭＳＰの中で要求するローカルＭＳＰから前記提供され
た総合メタデータが表すコンテンツの要求を受信する手段と、
　前記要求するローカルＭＳＰに前記要求されたコンテンツを転送する手段とを含むグロ
ーバルＭＳＰ。
【請求項２３】
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　少なくとも１つのＭＳＰから、地域言語からなるローカルメタデータ及び前記ローカル
メタデータが表すコンテンツの少なくとも一部を受信する手段と、
　前記受信したローカルメタデータを前記公用語メタデータに変換する手段とをさらに含
む請求項２２に記載のグローバルＭＳＰ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルコンテンツを含むサービスについてのグローバル流通方法に関し、
より詳細にはデジタルコンテンツ流通のグローバルハブとしてのマスタＭＳＰとソリュー
ション市場で構成されるグローバルＭＳＰに各ローカルＭＳＰが参加して、各ローカルＭ
ＳＰが保有したデジタルコンテンツ及びこれに対するメタデータを標準化した形態で共有
するシステム及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの発展と広帯域通信の普及と拡散によってデジタルコンテンツの流通が
活性化されている。ＰＣや携帯電話、ＰＤＡ、ＴＶ、あるいは冷蔵庫でインターネットに
接続して着信メロディ／音楽などのサウンド、絵、動画、アバター、各種情報などのコン
テンツを購入して使用したり、インターネットバンキング、インターネット予約などのオ
ンラインサービスを利用する傾向が高まっている。そして、制限された範囲内でもインタ
ーネットを利用して海外または他ネットワーク上のコンテンツも購入できるようになって
いる。しかし海外のコンテンツを自由に購入するには検索できるコンテンツの範囲が非常
に制限されているという困難性がある。
【０００３】
　図１に示された従来技術によるデジタルコンテンツの取引システムは、デジタルコンテ
ンツ供給者サーバー１１、デジタルコンテンツを受けて需要者に供給するサービス提供者
サーバー１２、デジタルコンテンツを購入する需要者の端末機器１３、各格納媒体と端末
機器を連結する転送手段を提供する通信事業者サーバー１４を含む。
【０００４】
　デジタルコンテンツ供給者サーバー１１は、アナログコンテンツをデジタル化する手段
、デジタルコンテンツを格納しておく格納手段、インターネットを介する転送を可能にす
る手段（圧縮及び通信手段）、コンテンツを分類、格納、検索、圧縮及び転送などのあら
ゆる活動を包括的に制御する手段などで構成される。デジタルコンテンツの供給者サーバ
ー１１はコンテンツを生成してデジタル化し、需要者にコンテンツを供給するサービス提
供者サーバー１２にコンテンツを提供する役割をする。ただし、コンテンツをデジタル化
する作業はコンテンツ供給者サーバー１１によって行われるが、サービス提供者サーバー
１２によって行われることもあり得る。
【０００５】
　サービス提供者サーバー１２はデジタルコンテンツを調査／収集する検索手段、コンテ
ンツ供給者サーバー１１からコンテンツを受けて格納するコンテンツ格納手段、必要によ
ってコンテンツをデジタル化する手段、コンテンツを分類する手段、コンテンツと需要者
を連結させるネットワークインターフェース、需要者にダウンロードまたはストリーミン
グ機能などを通じてコンテンツを提供する手段を含む。サービス提供者サーバー１２は、
例えばウェブの場合、コンテンツを収集して格納し、需要者がウェブ上でブラウザによっ
てコンテンツを確認してダウンロードできるように表示し、需要者にコンテンツを販売す
る役割をする。
【０００６】
　デジタルコンテンツ需要者の端末機器１３はインターネット使用が可能なＰＣあるいは
携帯電話であって、デジタルコンテンツを検索し、ダウンロードなどの方法で検索したコ
ンテンツを受信する受信手段、サウンドや動画を再生させたり、絵をデスクトップに設定
するなどコンテンツを活性化させる手段を含む。デジタルコンテンツ需要者は端末機器を
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介してコンテンツを検索、選択して購入コマンドを実行する。
【０００７】
　通信事業者サーバー１４はサービス提供者と供給者、需要者の間のコンテンツ転送を可
能にするネットワーク設備を提供する。例えば、有線電話通信サービス事業者、無線電話
通信サービス事業者、有線インターネット通信サービス事業者、無線インターネット通信
サービス事業者などがこのようなサーバー１４を構築し、サービス提供者サーバー１２及
び需要者端末機器１２の間の通信ができるようにサービスを提供する。
【０００８】
　このようなシステム構成概念に基づく従来のデジタルコンテンツ流通は各産業別、地域
別に存在するサービス提供者と供給者、そして多種の端末機器によって個別的に行われて
いる。従来コンテンツ取引過程を具体的に説明すれば、需要者は自分が選択した通信事業
者のネットワークを使用して自分が所望するコンテンツを保有したサービス提供者のウェ
ブサイト（各種のポータル事業者、電子コンテンツオンラインショッピングモール、オン
ライン映画館など）に接続し、所望するコンテンツを選択して購入することができる。サ
ービス提供者は複数コンテンツ供給者との契約関係によってコンテンツを収集して需要者
にサービスする。
【０００９】
　このような従来のデジタルコンテンツの流通方法は、第一に、需要者がコンテンツにア
クセスし難い。需要者があるコンテンツを利用しようとするとき、需要者はウェブのポー
タルサイトで直接サービス事業者を検索し、サービス提供者のウェブサイトを訪問して、
そこで所望するコンテンツを提供しているのか確認しなければならない。したがって、訪
問したウェブサイトで直接コンテンツを提供しない場合、他のウェブサイトを訪問しなけ
ればならないなど、コンテンツについてのアクセス容易性に問題点がある。
【００１０】
　第二に、コンテンツ及びサービスが地理、文化、言語によって別に製作されて提供され
る。需要者が海外のコンテンツを検索する場合、主にＰＣによるインターネット検索方法
を使用しているが、これもまた言語とコンテンツ分類システムの理解問題などで海外コン
テンツの利用には困難性が発生し、実際にコンテンツのグローバル流通は非常に制限され
た範囲でのみ行われている実情である。
【００１１】
　第三に、提供されるサービスの端末機器への依存度が非常に高くて需要者の利用に不便
が伴う。従来流通されるデジタルコンテンツは、ＰＣ、携帯電話、ＴＶなど端末機器によ
って提供されるサービスが独立して存在し、各々ＵＩ、転送チャネル、コンテンツ種類、
及びコンテンツの形式などが異なり、このため、需要者はあるコンテンツを所望する場合
、そのコンテンツを提供するサービスに接続できる特定の機器によってのみそのサービス
に接続してコンテンツを購入することができる。また、同一コンテンツの機器間の共有は
ＰＣと携帯電話間のイメージと音楽転送など制限された場合で行われている実情である。
【００１２】
　第四に、コンテンツ供給者とサービス提供者の立場でも、各端末機器別の仕様に合せて
コンテンツを別に製作したり、個別的にカスタマイズ作業を行うなどの重複要素が発生す
るようになる。従来のコンテンツプラットフォームの場合、コンテンツ供給者の立場でそ
れぞれ異なる機器に同一コンテンツを供給するときにも機器別に仕様が異なるためコンテ
ンツを機器別に個別製作したり、１つの機器に合せて製作したコンテンツを他機器で駆動
し得るようにカスタマイズ作業をしなければならない。このため、重複的な作業過程によ
る非効率が存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は前記問題点を考慮して創案したものであり、地域別に独立して存在するデジタ
ルコンテンツを多数の機器と連動可能なローカルＭＳＰとマスタＭＳＰ、そしてソリュー
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ション市場のメタＤＢシステムによって付加価値を創出するソリューション形態に統合提
供し、地域別に異なるデジタルコンテンツの分類システム及び取引方式、コンテンツの形
式、製作方式、圧縮方式などを標準化して、これを利用してコンテンツをグローバルにリ
アルタイムに共有することを目的とする。
【００１４】
　また本発明は、このようなデジタルコンテンツに対するグローバルリアルタイム共有に
より、デジタルコンテンツ需要者が多様なグローバルコンテンツとサービスにアクセスす
る際、端末機器に対して制限なく便利に多様なサービスを検索したり利用することができ
るようにし、サービス提供者はこのようなコンテンツ提供する際、不要な重複的要素を最
少化できる方法及びシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するために、本発明による、グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在
するコンテンツをグローバルに共有させる方法は、少なくとも１つ以上のコンテンツ提供
者から地域別オリジナルコンテンツを受信するステップと、前記受信したオリジナルコン
テンツから第１地域言語からなるメタデータを生成するステップと、前記メタデータを公
用語に変換するステップと、前記変換されたメタデータ及び前記受信したオリジナルコン
テンツの少なくとも一部を前記グローバルＭＳＰに転送するステップとを含む。
【００１６】
　前記目的を達成するために、本発明による、グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在
するコンテンツをグローバルに取引する方法は、前記グローバルＭＳＰから提供される総
合メタデータを受信するステップと、前記端末機器から前記総合メタデータが表すコンテ
ンツの中から１つが選択されるステップと、前記グローバルＭＳＰに前記選択されたコン
テンツの購入要求をするステップと、前記グローバルＭＳＰから前記要求されたコンテン
ツを受信するステップと、前記受信したコンテンツを前記端末機器に提供するステップと
を含む。
【００１７】
　前記目的を達成するために、本発明による、少なくとも１つ以上のローカルＭＳＰと連
動して前記ローカルＭＳＰに地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引す
る方法は、前記ローカルＭＳＰから公用語からなるメタデータ及び前記メタデータが表す
コンテンツの全部または一部を受信するステップと、前記メタデータを所定の地域言語か
らなるメタデータに変換するステップと、前記受信したコンテンツを前記地域言語からな
るコンテンツに変換するステップと、前記変換されたメタデータを少なくとも含む総合メ
タデータを前記ローカルＭＳＰに提供するステップと、前記ローカルＭＳＰのうち第１ロ
ーカルＭＳＰから前記提供された総合メタデータが表すコンテンツの購入を要求されるス
テップと、前記ローカルＭＳＰに前記要求されたコンテンツを転送するステップとを含む
。
【００１８】
　前記目的を達成するために、本発明による、地域別に存在するコンテンツをグローバル
に共有して取引する方法は、ローカル領域のコンテンツ提供者からコンテンツを受信する
ステップと、前記受信したコンテンツをグローバル領域に登録するステップと、前記受信
したコンテンツからメタデータを生成し、これを公用語に変換してグローバルメタデータ
を生成するステップと、前記生成されたグローバルメタデータを各種の地域言語に変換し
てローカルメタデータを生成するステップと、前記グローバルメタデータ及びローカルメ
タデータを共有するステップと、前記共有されたメタデータが表すコンテンツについて取
引要求を受信するステップと、前記登録されたコンテンツの中から前記取引要求されたコ
ンテンツを選択して転送するステップとを含む。
【００１９】
　前記目的を達成するために、本発明による、グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在
するコンテンツをグローバルに共有させるローカルＭＳＰは、少なくとも１つ以上のコン
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テンツ提供者から地域別オリジナルコンテンツを受信する手段と、前記受信したオリジナ
ルコンテンツから第１地域言語からなるメタデータを生成する手段と、前記メタデータを
公用語に変換する手段と、前記変換されたメタデータ及び前記受信したオリジナルコンテ
ンツの全部または一部を前記グローバルＭＳＰに転送する手段とを含む。
【００２０】
　前記目的を達成するために、本発明による、グローバルＭＳＰと連動して地域別に存在
するコンテンツをグローバルに取引するローカルＭＳＰは、前記グローバルＭＳＰから提
供される総合メタデータを受信する手段と、前記端末機器から前記総合メタデータが表す
コンテンツの中から１つが選択される手段と、前記グローバルＭＳＰに前記選択されたコ
ンテンツの購入要求をする手段と、前記グローバルＭＳＰから前記要求されたコンテンツ
を受信する手段と、前記受信したコンテンツを前記端末機器に提供する手段とを含む。
【００２１】
　前記目的を達成するために、本発明による、少なくとも１つ以上のローカルＭＳＰと連
動して前記ローカルＭＳＰに地域別に存在するコンテンツをグローバルに共有して取引す
るグローバルＭＳＰは、前記ローカルＭＳＰから公用語からなるメタデータ及び前記メタ
データが表すコンテンツの全部または一部を受信する手段と、前記メタデータを所定の地
域言語からなるメタデータに変換する手段と、前記受信したコンテンツを前記地域言語か
らなるコンテンツに変換する手段と、前記変換されたメタデータを少なくとも含む総合メ
タデータを前記ローカルＭＳＰに提供する手段と、前記ローカルＭＳＰのうち第１ローカ
ルＭＳＰから前記提供された総合メタデータが表すコンテンツの購入を要求される手段と
、前記ローカルＭＳＰに前記要求されたコンテンツを転送する手段とを含む。
【００２２】
　以下、添付する図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。本発明の
利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付する図面と共に詳細に後述する実施形
態を参照すれば明確になる。しかし、本発明は以下に開示される実施形態に限定されず、
相異なる多様な形態によって具現でき、単に本実施形態は本発明の開示を完全なものにし
、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に発明の範疇を完全に知らせる
ために提供するものであって、本発明は請求項の範疇によってのみ定義される。明細書全
体にわたって同じ参照符号は同じ構成要素を示す。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の実施形態によれば次のような効果がある。
【００２４】
　第一に、デジタルコンテンツ及びサービスのグローバル流通がより迅速で容易に行われ
る。従来に文化、国家、言語などに分離されて、独立して提供されていたコンテンツ及び
サービスをＭＳＰが統合してグローバル流通を担当することによって、需要者立場では、
従来には受信できなかったグローバルコンテンツ及びサービスをひと目で把握して利用す
ることができるようになり、サービス提供者の立場では、従来には限定された地域にのみ
行われた事業領域をＭＳＰを介して容易に全世界に拡大し得る効果があり、ソリューショ
ンビジネスの地理的領域がＭＳＰを介して一国家に限定されず、デジタルコンテンツとサ
ービスのリアルタイムグローバル流通が可能になることによって、新しいグローバルソリ
ューションビジネスの機会が生まれる。
【００２５】
　第二に、デジタルコンテンツサービスの端末機器への依存度が最少化されて、需要者は
ＭＳＰと互換性がある多数の端末機器の中から１つを選択してＭＳＰに接続し、サービス
を利用することができて便宜性が向上する。例えば、従来には需要者が携帯電話に対する
サービス網に存在するあるコンテンツを使用しようとしたら、携帯電話だけでそのサービ
ス網に接続して使用することができ、他機器ではそのコンテンツの存在さえ知らず、知っ
ていても接続できなかった。しかし、ＭＳＰを利用すればＭＳＰが提供する互換可能条件
を満足するいかなる端末機器とでも連動できるようになり、従来のような端末機器に対す
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る制限が低減する。これと共に、ＭＳＰの需要者がホームネットワーク、オフィスネット
ワークなどのように機器間ネットワーキングが可能な方法を使用していれば、ＭＳＰでダ
ウンロードしたコンテンツを他端末機器でも活性化させることができるように支援する。
【００２６】
　第三に、大容量ファイルのデータ分離転送方法によってグローバルコンテンツ流通方法
の効率性を増大させる。ＭＳＰのコンテンツ転送方法によれば、全てのローカルＭＳＰで
大容量ファイルを全て格納している必要がないため、サービス提供者の立場で過度なサー
バー費用の負担を減らすことができ、遠距離間のローカルＭＳＰで同一コンテンツを２回
以上繰り返して転送する場合、キャッシュサーバーを利用してダウンロードすることがで
き、最終需要者の立場でネットワーク費用を節減することができ、通信事業者の立場では
大容量コンテンツのグローバル転送が活性化されるとき発生し得るネットワークの過負荷
問題を最少化することができる。
【００２７】
　第四に、需要者のデジタルコンテンツサービスに対するアクセス容易性が向上する。従
来のデジタルコンテンツ流通は需要者が直接検索して利用する方法で行なわれた反面、Ｍ
ＳＰはグローバルコンテンツ及びサービスを収集して需要者にまず提供する積極的営業方
法である。例えば、需要者はインターネットに接続して検索サイトでサービス提供者を検
索し、さまざまなサービス提供者のウェブサイトに各々接続してコンテンツを検索し、サ
ービスを比較して購入するという煩わしい方法代わりに、ＤＴＶをつけてＭＳＰに接続さ
えすれば所望するコンテンツが多様でシステム的に分類されていて、ひと目でコンテンツ
を検索して購入することができるようになる。
【００２８】
　第五に、付加価値ソリューションの提供で需要者のサービスについての便宜性及び満足
度を向上させる。ＭＳＰのサービスは単にコンテンツの統合ではなく、付加価値ソリュー
ションの提供を含む幅広い概念であって、一例として個別にサービスされていたＰＣやモ
バイルの決済方法とＴＶのホームショッピングを統合して１つのソリューションで提供す
ることによって、従来にはＴＶのホームショッピングを見ながら電話など他の端末機器で
購入するなど、商品検索と購入行為が別々に行なわれた反面、ＭＳＰを利用すればＤＴＶ
を見ながら商品検索から購入まで１回で済み、需要者の便宜性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明は、デジタルコンテンツ流通のグローバルハブとしてのマスタＭＳＰとソリュー
ション取引サーバーで構成されるグローバルＭＳＰに各ローカルＭＳＰが参加して、各ロ
ーカルＭＳＰが保有したデジタルコンテンツに対するメタデータを標準化した形態で他ロ
ーカルＭＳＰとグローバルに共有する。本発明で「グローバルに共有する」という概念は
主に国際的に共有するという意味として理解しがちであるが、これに限定されず複数のロ
ーカルを含む全体として理解しなければならない。したがって、もしそれぞれの都市がロ
ーカル領域であれば、１つの国家がグローバル領域になり得る。
【００３０】
　そして、個別的に加入者を保有した各国のローカルＭＳＰが各々保有したデジタルコン
テンツを中心に制限された範囲内で海外または他ネットワーク上のコンテンツを加入者に
提供する既存方式と違って、各ローカルＭＳＰが、加入者に自分が保有したデジタルコン
テンツの限界を超えてグローバルＭＳＰシステム内の多様なグローバルコンテンツに効果
的にアクセスできるようにする。また、外部コンテンツ購入時に個別的に行なわれる広告
・宣伝、課金、著作権連係事項などグローバル流通に直接または間接に伴う活動を統合し
て容易に処理し得るように支援するグローバルコンテンツ流通方法及びシステムを提供す
る。
【００３１】
　マルチサービスプラットフォーム（以下、ＭＳＰという）は、デジタル化して提供でき
る全てのサービス（コンテンツを含む）を一箇所で分類、格納、実行及び管理し、ＭＳＰ



(10) JP 2008-523524 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

間の連係によってコンテンツとサービスのグローバル流通を可能にするシステムを意味す
る。ＭＳＰの各細部概念を詳しく説明すれば、「マルチ」とは需要者が必要とする全ての
コンテンツを媒介体の制限なく、すなわちエンドユーザがどのような端末機器を使用する
かにかかわらず、最適のチャネルを介して提供することを目指す意味であり、「サービス
」とはソリューションを含んでいる幅広い概念であって、取引の代価として需要者が要求
したり必要とする満足可能な水準の有形または無形の結果物を意味し、「プラットフォー
ム」とはマルチサービスが需要者に提供される過程で重複／繰り返される不要な要素を除
去し、複雑で多様な需要者のニーズに適時に対応できるように支援するインフラを意味す
る。
【００３２】
　ここで、「ソリューション」とはシステムとサービスが同時に提供されるサービスを意
味し、ホームネットワークソリューションは、例えばＴＶ、冷蔵庫、洗濯機、ロボット掃
除機、玄関ドアのロック装置、ガスバルブ、オーブン、電動カーテン、照明、コーヒーポ
ット、オーディオ、携帯電話など多数の端末機器が相互間ネットワークを介して需要者の
事前設定にしたがって特定条件（例えば、帰宅時）が満足すれば、自動に居間の照明とＴ
Ｖがつき、オーブンと洗濯機が作動するなどさまざまな生活便宜サービスを提供するもの
である。すなわち、ホームネットワークソリューションは端末機器とネットワークという
システムと共にカスタマイズサービスを同時に提供するソリューションである。
【００３３】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態による全体システム１０００は、地域別コンテ
ンツ取引システム１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのハブとしてのローカルＭＳ
Ｐ１００ａないし１００ｄと、ローカルＭＳＰが提供する全てのコンテンツのグローバル
標準を生成、管理するマスタＭＳＰ３００と、これらの間の交易及び協業を支援するソリ
ューション取引サーバー２００からなり得る。ここで、マスタＭＳＰ３００とソリューシ
ョン取引サーバー２００を合せて１つのグローバルＭＳＰ４００を形成する。
【００３４】
　ローカルＭＳＰ１００ａないし１００ｄとマスタＭＳＰ３００の関係は国家などの地域
と文化圏、言語圏などいずれか１つの基準に限定されない相対的な概念であって、地理的
に例えば、一国家内に１つのマスタＭＳＰ３００と多数のローカルＭＳＰ１００ａないし
１００ｄが存在する場合、マスタＭＳＰ３００はグローバル観点では１つのローカルＭＳ
Ｐとして機能するようになり、１つのＭＳＰがマスタＭＳＰであると同時にローカルＭＳ
Ｐとして機能することもできる。すなわち、図２ではマスタＭＳＰ３００を１つとして示
したが、このようなマスタＭＳＰ３００に対して上位マスタＭＳＰ３００も存在し得ると
いうことである。ただし、以下では説明の便宜上１つのマスタＭＳＰ３００が存在する場
合を想定して説明する。
【００３５】
　また、ローカルＭＳＰ１００ａないし１００ｄを通じて共有されて取引されるコンテン
ツやサービスの種類及び範囲には制限がなく、ネットワークを介して取引できる全ての無
体財産を含むことができる。前記コンテンツグローバル標準としてＭＳＰ間にはメタデー
タを使用することを想定する。メタデータとはコンテンツ分類システムの標準に従って分
類されたコンテンツを具体的、客観的に説明するデータをいう。例えばコンテンツのタイ
トル、ファイル形式、サイズ、ジャンル、長さ、使用言語、生成日、所有権者、価格など
の情報がこれに含まれる。メタデータの国際間の共有に基づいてソリューション取引サー
バー２００を介してコンテンツの取引が行なわれ、グローバルコンテンツ流通が可能にな
り、より詳細には、ローカルＭＳＰ１００ａないし１００ｄでコンテンツを生成した所の
現地語からなるメタデータを格納するローカルメタＤＢを備え、グローバル全域で通用で
きる公用語バージョンのメタデータ、すなわちグローバルメタデータを生成する。そして
、ソリューション取引サーバー２００では前記公用語バージョンのメタデータを受信して
グローバルメタＤＢに登録し、このメタデータがマスタＭＳＰ３００にあるグローバルメ
タＤＢに連動され、マスタＭＳＰ３００と連係する全てのローカルＭＳＰ１００ａないし
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１００ｄの現地語に変換されて格納される。そして、変換されたメタデータはまたローカ
ルＭＳＰ１００ａないし１００ｄと共有されることによってコンテンツのグローバル流通
が可能になる。
【００３６】
　図３に示す１つの地域別コンテンツ取引システム１０２は、ビデオ、イメージ、アイコ
ン、音響またはこれらのうち一部または全部の結合によって行われるコンテンツを生成す
る少なくとも１つ以上のコンテンツ供給者サーバー１０１ａないし１０１ｄと、前記コン
テンツ供給者サーバーとインターネットなどネットワークで連結されて前記生成されたコ
ンテンツを受信するローカルＭＳＰ１００と、前記ローカルＭＳＰ１００に所定の費用を
支払って前記生成されたコンテンツのストリーミング、またはダウンロードサービスを通
信事業者サーバー１０４が提供する所定のネットワークを通じて受ける少なくとも１つ以
上の端末機器１０３ａないし１０３ｄ、及び前記通信事業者サーバー１０４を含んで構成
できる。
【００３７】
　ここで、通信事業者サーバー１０４が提供するネットワークは、有／無線インターネッ
ト、有／無線放送ネットワーク、光ネットワーク、有／無線電話ネットワークなど多様な
形態のネットワークを含む。したがって、前記端末機器１０３ａないし１０３ｄは、ＰＣ
、デジタルＴＶ、携帯電話、ＰＤＡ、家電機器など多様な機器を含むことができる。しか
し、当業者であれば、使用可能なコンテンツと互換できるいかなる端末機器でも本発明を
具現するために使用し得ることが理解できる。
【００３８】
　本発明において、コンテンツ供給者サーバー１０１ａないし１０１ｄ、通信事業者サー
バー１０４、及び端末機器１０３ａないし１０３ｄは従来と同じ方法で具現し得るので、
その具体的な構成に関する説明は省略する。
【００３９】
　図４は本発明の一実施形態によるローカルＭＳＰ１００の構成を示すブロック図である
。ローカルＭＳＰ１００は、制御部１１０、メタデータ生成部１２０、ローカルメタＤＢ
１３０、ローカルコンテンツＤＢ１４０、検索提供部１５０、言語変換部１６０、コンテ
ンツ結合部１７０、送受信部１８０、及びユーザ認証部１９０を含んで構成できる。
【００４０】
　制御部１１０は、ローカルＭＳＰ１００に含まれる他の構成要素の動作を制御し、ＣＰ
Ｕ、オペレーティングシステムを含むことができる。
【００４１】
　メタデータ生成部１２０は、コンテンツ提供者から受信したコンテンツからメタデータ
を生成する。メタデータとは、コンテンツ分類システムの標準にしたがって分類されたコ
ンテンツを具体的、客観的に説明するデータをいう。例えばコンテンツのタイトル、ファ
イル形式、容量、再生時間、ビット率、ジャンル、使用言語、生成日、所有権者、価格な
どの情報がこれに含まれる。このようなメタデータはコンテンツのヘッダなどに付加情報
として直接記録されていて、これを読むことによって把握される場合と、コンテンツに直
接記録されていないが、コンテンツをプレビューすることによって把握される場合がある
。例えば、コンテンツのタイトル、ジャンル、使用言語、生成日、所有権者、価格などは
前者の場合に該当し、ファイル形式、容量、ビット率、長さなどは後者の場合に該当する
。だけではなく、メタデータはコンテンツ提供者によって製作されてコンテンツと別に提
供できるが、この場合にはメタデータ生成部１２０は必要でないこともある。
【００４２】
　このように抽出されたメタデータはマークアップ言語のような所定の形式で生成できる
が、このようなマークアップ言語としては、ｈｔｍｌ、ｓｇｍｌ、ＸＭＬなどがある。
【００４３】
　図５はコンテンツ別にメタデータのユーザに表示する例を示す図面である。ここで、コ
ンテンツとして動画、オーディオ、スクリプトなどを挙げた。動画はビデオとオーディオ
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、またはここにスクリプトを合わせたものを意味する。本発明ではビデオと以外のデータ
を分離して格納するので、データ位置カラムを見れば、オーディオとスクリプトはマスタ
ＭＳＰに存在するものと表示されるが、動画（例えば、ビデオ）は韓国ＭＳＰに存在する
ものと表示される。
【００４４】
　図６は図５に示したメタデータをＸＭＬファイルで構成した例を示す図面である。この
ようにメタデータはＸＭＬのように構造化された文書によって効率的に表現でき、他機器
にメタデータを転送するときには前記のような構造化された文書形式で転送するのが好ま
しい。
【００４５】
　再び図４に戻れば、ローカルメタＤＢ１３０は前記生成されたメタデータを格納する。
メタデータ格納形式はＸＭＬのような構造化された文書の形態で格納することができる。
【００４６】
　ローカルコンテンツＤＢ１４０は前記コンテンツ提供者から受信したコンテンツをコン
テンツ別に格納する。ただし、前記格納されたメタデータと連結できるようにしなければ
ならないので、例えば図５での識別番号を格納されるコンテンツのファイル名として選択
することができる。この場合、動画は「２２１－１－５０１．ａｖｉ」というファイル名
を、オーディオは「２２１－１－５０２．ｍｐ３」というファイル名を、スクリプトは「
２２１－１－５０３．ｄｏｃ」というファイル名で格納できる。
【００４７】
　検索提供部１５０は、ソリューション取引サーバー２００から提供されるグローバルメ
タデータ及びローカルメタデータ（以下、「総合メタデータ（ｏｖｅｒａｌｌ　ｍｅｔａ
　ｄａｔａ）」という）をローカルメタＤＢ１３０に格納し、端末機器ユーザ、すなわち
エンドユーザのクエリに応じて検索結果を前記端末機器に転送する。例えば、前記ユーザ
がジャンルをドラマとクエリしたら、前記総合メタデータの中からジャンルがドラマであ
るもののメタデータを前記ユーザに出力する。このような総合メタデータはグローバルメ
タデータと、前記グローバルメタデータからマスタＭＳＰ３００によって変換された各種
の地域のメタデータを含む総括的概念である。
【００４８】
　ソリューション取引サーバー２００に登録されて連結されたローカルＭＳＰ１００が必
要とする言語に変換された、すなわち複数の言語に変換されたメタデータを意味する。し
たがって、同じソースが同一コンテンツであっても複数の言語に変換されたメタデータが
存在し得る。
【００４９】
　言語変換部１６０はソリューション取引サーバー２００にコンテンツを登録するために
前記メタデータ生成部１２０によって生成されたメタデータを公用語に変換する。そして
、ローカルコンテンツＤＢ１４０に格納されたコンテンツのうちビジュアルデータ（ビデ
オ、イメージ、アイコンなど）を除くコンテンツ（オーディオ、スクリプトなど）を公用
語に変換する。このような変換方法としては自動翻訳ソフトウェアを用いる方法、または
外部の翻訳者にオリジナルメタデータを転送し、そこから変換されたメタデータを受信す
る方法などがある。
【００５０】
　前記コンテンツのうちオーディオデータを公用語に変換することは、公用語にダビング
（録音）することを意味するが、これは単にテキストデータを公用語に変換することに比
べて複雑な作業であるため、公用語に変換する過程を省略することもできる。そして、以
後マスタＭＳＰ３００で韓国語からなるオーディオデータを他地域言語に直接ダビングす
ればより効率的である。ただし、本実施形態ではオーディオデータも公用語に変換するも
のとして説明する。
【００５１】
　送受信部１８０はソリューション取引サーバー２００に前記変換されたメタデータと、
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前記コンテンツ提供者から提供されてローカルコンテンツＤＢ１４０に格納されたコンテ
ンツを転送する。そして、ソリューション取引サーバー２００から共有された総合メタデ
ータを受信し、マスタＭＳＰ３００からビデオコンテンツを除くコンテンツ（イメージ、
オーディオ、スクリプトなど）を受信する。また、ソリューション取引サーバー２００の
要求に応じて他のローカルＭＳＰにビデオコンテンツを送信したり、他のローカルＭＳＰ
からビデオコンテンツを受信する。そして、端末機器ユーザの検索クエリを受信し、端末
機器ユーザに特定コンテンツを転送（あるいはダウンロード）したりストリーミングする
。または、送受信部１８０は、ビデオコンテンツを受信し、これを受信した他のコンテン
ツと共に転送することができるが、本実施形態では通常の大容量ビデオの過度な転送及び
格納を減らすために、このようにしないものとする。
【００５２】
　ユーザ認証部１９０は端末機器ユーザが特定コンテンツに関する利用権限があるか否か
を判断し、利用権限があるユーザを認証する。ユーザ認証の方法としては代表的にＩＤ／
パスワード入力方式があるが、これに限定されず、ユーザの同一性を識別し得るいかなる
方法でも使用できる。このような利用権限は単にコンテンツ別決済が行われたか否かによ
って判断することもできるが、これは１つの例に過ぎず、端末機器ユーザとローカルＭＳ
Ｐの契約方式によって後決済方式、期間別精算方式など多様な方法を使用することができ
る。
【００５３】
　コンテンツ結合部１７０は、他のローカルＭＳＰから転送されたビデオコンテンツと、
マスタＭＳＰ３００から提供される変換されたオーディオコンテンツとを組み合わせ、ま
たはソースオーディオコンテンツ及びスクリプトを組み合わせて、地域言語に合わせて設
定された最終コンテンツを生成する。このように、ローカルＭＳＰ１００でビデオ、オー
ディオ、字幕を取り合わせてユーザに転送することもでき、ビデオとオーディオを分離し
て転送し、ユーザの再生装置がビデオとオーディオを同期して再生する方式で利用するこ
ともできる。
【００５４】
　図４のように論理的ブロックで示すローカルＭＳＰ１００は図７のように物理的に具現
できる。ローカルＭＳＰ１００は、ＣＰＵなどの制御部１１０、及びこれとバス７３１を
介して連結されるＲＡＭ７３２、ＲＯＭ７３３、ハードディスクドライブ７３６及びネッ
トワークインターフェース７３７で構成できる。
【００５５】
　この場合、制御部１１０は、ＲＯＭ７３３に予め格納された各種プログラムを判読して
ＲＡＭ７３２上で展開することによって、これら各種プログラムによって図４について説
明したメタデータ生成部１２０、検索提供部１５０、言語変換部１６０、コンテンツ結合
部１７０、及びユーザ認証部１９０のような処理を実行することができる。
【００５６】
　これに係って、ローカルＭＳＰ１００は、ＲＯＭ７３３に予め格納された各種プログラ
ムによって前記各部と同じ処理を実行し、これら各種プログラムが格納されたプログラム
格納媒体をローカルＭＳＰ１００にインストールすることによって、これら各種処理を実
行するようにもできる。このとき、前記各種処理を実行するための各種プログラムをロー
カルＭＳＰ１００にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体と
しては、例えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどのパッケージメディア
だけでなく、各種プログラムが一時的または永続的に格納される半導体メモリや磁器ディ
スクなどによって実現してもよい。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを
格納する手段としては、近距離通信網やインターネット、デジタル衛星放送などの有線及
び無線通信媒体を利用してもよく、ルータやモデムなどの各種通信インターフェースを介
して格納するようにしてもよい。
【００５７】
　送受信部１８０は物理的なネットワークインターフェース７３７を含むが、これと同じ
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意味ではなく、これより上位階層としてソフトウェア的に具現される、例えば、ＴＣＰ／
ＵＤＰ階層、ＩＰ階層などデータの送受信のために必要なハードウェア及びソフトウェア
を含む概念である。そして、ローカルメタＤＢ１３０及びローカルコンテンツＤＢ１４０
は少なくとも１つ以上のハードディスクドライブ７３６の所定の割り当てられた領域を意
味するものとして理解され得る。
【００５８】
　図８は本発明の一実施形態によるソリューション取引サーバー２００の構成を示すブロ
ック図である。ソリューション取引サーバー２００は制御部２１０、転送要求部２２０、
グローバルメタＤＢ２３０、グローバルコンテンツＤＢ２４０、位置確認部２５０、同期
化チェック部２６０、ローカルＭＳＰ認証部２７０、及び送受信部２８０を含んで構成で
きる。
【００５９】
　制御部２１０はソリューション取引サーバー２００に含まれる他の構成要素の動作を制
御し、ＣＰＵ、オペレーティングシステムを含むことができる。
【００６０】
　同期化部２６０はマスタＭＳＰ３００に存在するグローバルメタＤＢ３３０とグローバ
ルメタＤＢ２３０を周期的に同期化する。すなわち、グローバルメタＤＢ２３０にのみ存
在するメタデータ（例えば、ローカルＭＳＰから転送されて格納されたメタデータ）は、
グローバルメタＤＢ３３０に格納されるようにし、同様にグローバルメタＤＢ３３０にの
み存在するメタデータ（例えば、マスタＭＳＰで変換されたメタデータ）はグローバルメ
タＤＢ２３０に格納されるようにする。
【００６１】
　グローバルメタＤＢ２３０は、ローカルＭＳＰ１００から受信した公用語に変換された
メタデータを格納し、同期化部２６０による同期化作業にしたがって、マスタＭＳＰで変
換されて送受信部２８０を介して受信されるメタデータを格納する。そして、グローバル
コンテンツＤＢ２４０はローカルＭＳＰ１００から受信したコンテンツ（本実施形態では
ビデオコンテンツは除く）を一時格納する。
【００６２】
　ローカルＭＳＰ認証部２７０は取引を要求するローカルＭＳＰ１００が特定コンテンツ
を受信する権限があるか否かを判断し、権限があるローカルＭＳＰ１００を認証する。ロ
ーカルＭＳＰ１００認証方法も前記ユーザ認証方法と同様に、ＩＤ／パスワード入力方式
、または電子署名方式などがあるが、これに限定されず、機器または管理者の同一性を識
別し得るいかなる方法でも使用できる。このような利用権限は単にコンテンツ別決済が行
われたか否かによって判断することができるが、これは１つの例に過ぎず、端末機器ユー
ザとローカルＭＳＰの契約方式によって後決済方式、期間別精算方式など多様な方法を使
用することができる。
【００６３】
　位置確認部２５０は、前記認証されたローカルＭＳＰ１００が要求するコンテンツが存
在する位置（特定ＭＳＰ、またはそのＭＳＰのＵＲＩ）を確認する。このように、前記位
置を確認することは、例えばローカルＭＳＰ１００がコンテンツ購入要求をするとき転送
する前記購入しようとするコンテンツのメタデータを確認することによって分かる。
【００６４】
　また、転送要求部２２０は、前記特定コンテンツを保有しているローカルＭＳＰまたは
マスタＭＳＰ３００に前記コンテンツを要求したローカルＭＳＰ１００とのリンクを開放
することを要求する。
【００６５】
　送受信部２８０は、同期化部２６０の同期化のためにメタデータをマスタＭＳＰ３００
に転送したり、マスタＭＳＰ３００からメタデータを受信する。そして、ローカルＭＳＰ
１００から公用語に変換されたメタデータ及びビデオを除くコンテンツを受信し、グロー
バルコンテンツＤＢ２４０に一時格納されたコンテンツをマスタＭＳＰ３００に転送する
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。また、送受信部２８０はローカルＭＳＰ１００からコンテンツ購入要求を受信し、グロ
ーバルメタＤＢ２３０に同期化されて格納されるメタデータをソリューション取引サーバ
ー２００に連結されたローカルＭＳＰに提供する。
【００６６】
　図８のように論理的なブロックで示したソリューション取引サーバー２００も図７のよ
うに物理的に具現できる。当業者であれば、繰り返して説明しなくてもソリューション取
引サーバー２００を実際に具現することができる。
【００６７】
　図９は本発明の一実施形態によるマスタＭＳＰ３００の構成を示すブロック図である。
マスタＭＳＰ３００は、制御部３１０、グローバルメタＤＢ３３０、グローバルコンテン
ツＤＢ３４０、言語変換部３６０、及び送受信部３８０を含んで構成できる。
【００６８】
　制御部３１０は、マスタＭＳＰ３００に含まれる他の構成要素の動作を制御し、ＣＰＵ
、オペレーティングシステムを含むことができる。
【００６９】
　グローバルメタＤＢ３３０は、ソリューション取引サーバー２００から受信される公用
語からなるメタデータ、すなわちグローバルメタデータを格納し、言語変換部３６０で変
換された地域言語のメタデータを格納する。このように同一コンテンツに対してさまざま
な言語で表現されたメタデータ及び前記グローバルメタデータを通称して「総合メタデー
タ」と定義することができる。
【００７０】
　グローバルコンテンツＤＢ３４０は、ソリューション取引サーバー２００から受信され
るコンテンツ（ビデオコンテンツを除く）を格納し、言語変換部３６０で変換された地域
言語のコンテンツを格納する。
【００７１】
　言語変換部３６０は、前記受信した公用語からなるメタデータを地域言語からなるメタ
データに変換する。そして、前記受信したコンテンツ（ビデオコンテンツを除く）を地域
言語に変換する。このような地域言語に変換されたコンテンツは、例えばオーディオの場
合には前記言語にダビングされたコンテンツを、スクリプトの場合には前記地域言語に翻
訳されたスクリプトを意味する。このような変換過程は自動に文字または音声を認識して
変換することもできるが、外部の翻訳者または声優の入力によって行うこともできる。
【００７２】
　ここで、地域言語とは、ソリューション取引サーバー２００に連結されたローカルＭＳ
Ｐが要求する全ての言語を意味する。例えば、ソリューション取引サーバー２００に韓国
ローカルＭＳＰ、中国ローカルＭＳＰ、日本ローカルＭＳＰ、及び米国ローカルＭＳＰが
登録されて連結されれば、公用語として英語が使用でき、前記地域言語としては韓国語、
中国語、日本語が含まれる。
【００７３】
　送受信部３８０は、ソリューション取引サーバー２００からコンテンツ（ビデオコンテ
ンツを除く）及び公用語からなるメタデータを受信する。そして、ソリューション取引サ
ーバー２００の要求に応じて前記地域言語に変換されたメタデータをソリューション取引
サーバー２００に転送し、前記地域言語に変換されたコンテンツ（ビデオコンテンツを除
く）を該当ローカルＭＳＰに転送する。
【００７４】
　図９のように論理的なブロックで示したマスタＭＳＰ３００も図７のように物理的に具
現できる。当業者であれば、繰り返して説明しなくてもマスタＭＳＰ３００を実際に具現
することができる。
【００７５】
　以上では、ソリューション取引サーバー２００及びマスタＭＳＰ３００が独立するシス
テムであるものとして説明したが、両者を合せて１つのグローバルＭＳＰ４００の形態で
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具現することも十分に可能である。図１０はこのような場合にグローバルＭＳＰ４００の
構成を示すブロック図である。グローバルＭＳＰ４００は、制御部４１０、転送要求部４
２０、グローバルメタＤＢ４３０、グローバルコンテンツＤＢ４４０、位置確認部４５０
、言語変換部４６０、ローカルＭＳＰ認証部４７０、及び送受信部を含んで構成できる。
【００７６】
　したがって、転送要求部４２０、位置確認部４５０、及びローカルＭＳＰ認証部４７０
の機能は各々図８の転送要求部２２０、位置確認部２５０、及びローカルＭＳＰ認証部２
７０の機能と同様に構成できる。そして、グローバルメタＤＢ４３０、グローバルコンテ
ンツＤＢ４４０、及び言語変換部４６０の機能は各々図９のグローバルメタＤＢ３３０、
グローバルコンテンツＤＢ３４０、及び言語変換部３６０の機能と同様に構成できる。
【００７７】
　送受信部４８０は、送受信部２８０及び送受信部３８０の統合された機能を行うが、送
受信部２８０及び送受信部３８０の間に行われる送受信動作は全て除くことができる。そ
して、制御部４１０はグローバルＭＳＰ４００の他の構成要素の動作を制御する。
【００７８】
　図１１は本発明の一実施形態による全体動作過程を概略的に示すフローチャートである
。前記過程はローカルＭＳＰ１００が該当地域の少なくとも１つのコンテンツ提供者ＣＰ
からデジタルコンテンツを受信するステップ（Ｓ１０）と、前記メタデータからグローバ
ルメタデータを生成するステップ（Ｓ２０）と、生成されたグローバルメタデータ及びロ
ーカルメタデータ、すなわち総合メタデータをリアルタイムに共有するステップ（Ｓ３０
）と、前記コンテンツを地域別に広告／宣伝するステップ（Ｓ４０）と、需要者とローカ
ルＭＳＰ１００の間にグローバルコンテンツ取引するステップ（Ｓ５０）とを含む。
【００７９】
　Ｓ１０ステップは、さまざまな産業別に独立して存在するコンテンツを各々収集してロ
ーカルＭＳＰ１００で統合するステップを含む。このとき、収集されたコンテンツのデー
タはローカルＭＳＰ１００が受信して格納することもでき、効率的なデータ転送のために
、ローカルＭＳＰ１００はコンテンツに関する情報のみ受信して需要者に提供し、コンテ
ンツデータはローカルＭＳＰ１００が格納していて、取引が発生するときにエンドユーザ
に直接転送することもできる。
【００８０】
　Ｓ２０ステップは、ローカルＭＳＰ１００が各々保有したコンテンツに対するローカル
メタデータを世界共用言語、例えば英語に変換した後、これをソリューション取引サーバ
ー２００に提供するステップと、ソリューション取引サーバー２００が前記変換されたメ
タデータ、すなわちグローバルメタデータをマスタＭＳＰ３００に転送し、マスタＭＳＰ
３００は前記グローバルメタデータから各地域別ローカルメタデータを生成するステップ
とを含む。
【００８１】
　Ｓ３０ステップは、マスタＭＳＰ３００に存在する総合メタデータとソリューション取
引サーバー２００が同期化され、ソリューション取引サーバー２００と全ローカルＭＳＰ
１００の間に総合メタデータが共有されるステップである。Ｓ４０ステップは、各ローカ
ルＭＳＰ１００がソリューション取引サーバー２００で提供するインターフェースを介し
て総合メタデータを定期的に検索して、ローカルＭＳＰ１００に加入した端末機器ユーザ
、すなわちエンドユーザにグローバルコンテンツについて広告／宣伝を行うステップを含
む。
【００８２】
　Ｓ５０ステップは、各ローカルＭＳＰ１００に加入したエンドユーザがローカルＭＳＰ
１００のインターフェースを介してグローバルコンテンツに関する電子カタログを検索し
、所望するコンテンツを購入すれば、これに係る課金、著作権問題などの諸般事項をソリ
ューション取引サーバー２００が解決することによって完了する過程を含む。このような
電子カタログはローカルＭＳＰ１００がメタデータを利用して生成する。簡単な例として
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、図５のような形式で電子カタログを生成することができる。しかし、コンテンツについ
ての広告／宣伝効果をよりよく表すことができるように、より複雑な形態で電子カタログ
を生成することもできることは当業者には自明なことである。
【００８３】
　以下では図１２及び図１３を参照して、本発明によるデジタルコンテンツ及びサービス
のグローバル流通についてのより詳細な実施形態を説明する。ここでは使用言語が異なる
韓国と中国の間に動画コンテンツをリアルタイムに流通する例として、中国にいる需要者
が韓国の動画を購入する場合を想定する。まずメタデータに基づいてデジタルコンテンツ
をグローバルに流通するＭＳＰ１００ａ，１００ｂ，３００の包括的な動作を図１２を参
照して簡単に説明した後、大容量ファイルである動画コンテンツを転送する方法において
、ビデオ、オーディオ、スクリプトのソース分離転送による効率的なコンテンツグローバ
ル流通方法について図１３を参照して詳細に説明する。
【００８４】
　図１２を参照すれば、本実施形態は中国の端末機器１０３のエンドユーザが中国のロー
カルＭＳＰ１００ａを介してグローバルコンテンツを検索し、選択した韓国の動画コンテ
ンツＣ１ｋ５００の購入要求を前記ローカルＭＳＰ１００ａに転送すれば、ローカルＭＳ
Ｐ１００ａはソリューション取引サーバー２００を介してローカルＭＳＰ１００ｂとマス
タＭＳＰ２００とのグローバルコンテンツ取引を行い、端末機器１０３に中国語に変換さ
れたコンテンツを転送する方式である。このようなグローバルコンテンツの流通は国際間
に共有される総合メタデータと、ＭＳＰ１００ａ，１００ｂ，３００の間のグローバル連
係に基づいて行われ、下記において図１３を参照してその動作過程を詳細に説明する。
【００８５】
　まず、コンテンツ受信ステップ（Ｓ１０）をみれば、韓国に存在するローカルＭＳＰ１
００ａが動画コンテンツであるＣ１ｋ５００をコンテンツ提供者から受信する（Ｓ１１）
。そして、受信したコンテンツ（Ｃ１ｋ）５００をビデオ（Ｖ１ｋ）５０１、オーディオ
（Ａ１ｋ）５０２、字幕データ（Ｓ１ｋ）５０３に分離し、これをローカルコンテンツＤ
Ｂ１４０に格納する（Ｓ１２）。
【００８６】
　次に、グローバルメタデータを生成するステップ（Ｓ２０）について説明する。ローカ
ルＭＳＰ１００ａはＣ１ｋ５００のビデオ、オーディオ、字幕データそれぞれのメタデー
タであるＶ１ｋｍ５０１－１、Ａ１ｋｍ５０２－１、Ｓ１ｋｍ５０３－１を生成してロー
カルメタＤＢ１３０に格納する（Ｓ２１）。そして、格納されたそれぞれのメタデータ５
０１－１，５０２－１，５０３－１を公用語に変換してグローバルメタデータを生成する
（Ｓ２２）。
【００８７】
　一方、ローカルコンテンツＤＢ１４０に格納された、Ｃ１ｋ５００のオリジナルオーデ
ィオデータであるＡ１ｋ５０２とスクリプトデータであるＳ１ｋ５０３を公用語に変換し
、公用語にダビングされたオーディオデータＡ１ｇ５１２、及び公用語に変換されたスク
リプトデータＳ１ｇ５１３を生成する（Ｓ２３）。
【００８８】
　オーディオデータを公用語に変換することは公用語にダビング（録音）することを意味
するが、これは単にテキストデータを公用語に変換することに比べて複雑な作業であるた
め、公用語に変換する過程を省略することもできる。この場合には以後マスタＭＳＰ３０
０で韓国語からなるオーディオデータを他の地域言語に直接ダビングするのがより効率的
な方法になる。ただし、本実施形態ではオーディオデータも公用語に変換するものとして
説明する。
【００８９】
　次に、グローバルメタデータ５１１－１，５１２－１，５１３－１と前記Ａ１ｇ５０２
及びＳ１ｇ５０３をソリューション取引サーバー２００に転送する（Ｓ２４）。
【００９０】
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　ソリューション取引サーバー２００は、グローバルメタデータであるＶ１ｇｍ５１１－
１、Ａ１ｇｍ５１２－１、Ｓ１ｇｍ５１３－１をグローバルメタＤＢ２３０に登録し（Ｓ
２５）、これはマスタＭＳＰ３００のグローバルメタＤＢ３００と同期化される（Ｓ２６
）。一方、ソリューション取引サーバー２００は転送されたＡ１ｇ５０２、及びＳ１ｇ５
０３をグローバルコンテンツＤＢ２４０に登録し（Ｓ２７）、これを以後マスタＭＳＰ３
００に転送すれば、マスタＭＳＰ３００はグローバルコンテンツＤＢ３４０にこれを格納
する（Ｓ２８）。参考に、ビデオデータＶ１ｋ３０１をローカルＭＳＰ１００ａにそのま
ま置くのは、大容量ファイルの重複的な転送によるサーバー及びネットワーク費用と過負
荷問題を防止するためである。
【００９１】
　次に、グローバルメタデータとローカルメタデータを含む総合メタデータをリアルタイ
ムに共有する過程（Ｓ３０）について説明する。マスタＭＳＰ３００はソリューション取
引サーバー２００から提供されるＡ１ｇ５１２、Ｓ１ｇ５１３をローカルＭＳＰ１００ａ
，１００ｂなどに加入した国家の地域言語（本例では中国語を少なくとも含む）に変換し
てグローバルコンテンツＤＢ３４０に格納する。ここで、変換されたオーディオはＡ１ｃ
５２２、変換されたスクリプトはＳ１ｃ５２３で表示される。そして、Ｖ１ｇｍ５１１－
１、Ａ１ｇｍ５１２－１、及びＳ１ｇｍ５１３－１を地域言語に変換して、変換されたメ
タデータ５２１－１，５２２－１，５２３－１をグローバルメタＤＢ３３０に格納する（
Ｓ３１）。
【００９２】
　ソリューション取引サーバー２００のグローバルメタＤＢ２３０と、マスタＭＳＰ３０
０のグローバルメタＤＢ３３０は随時に同期化されるので、前記変換されたメタデータ５
２１－１，５２２－１，５２３－１はソリューション取引サーバー２００でも利用するこ
とができる。
【００９３】
　ソリューション取引サーバー２００はローカルＭＳＰ１００ａ，１００ｂと前記変換さ
れたメタデータ５２１－１，５２２－１，５２３－１及びグローバルメタデータ５１１－
１，５１２－１，５１３－１、すなわち総合メタデータを共有する（Ｓ３２）。このよう
な共有過程は単に周期的にソリューション取引サーバー２００からローカルＭＳＰ１００
ａ，１００ｂが総合メタデータをダウンロードすることによって行われる。
【００９４】
　次に、ローカルＭＳＰ１００ｂが前記総合メタデータが表すコンテンツを広告／宣伝す
る過程（Ｓ４０）について説明する。ローカルＭＳＰ１００ｂはソリューション取引サー
バー２００から受信した総合メタデータを利用してコンテンツリストからなる電子カタロ
グＣＴ１ｃ，ＣＴ１ｇを製作し（Ｓ４１）、これを端末機器１０３のユーザにオンライン
で提供する（Ｓ４２）。
【００９５】
　次に、需要者とローカルＭＳＰ１００ｂの間にグローバルコンテンツ取引をする過程（
Ｓ５０）について説明する。本発明では前記デジタルコンテンツの取引を行うことにおい
て、各ローカルＭＳＰ１００ａ，１００ｂが保有したオリジナルコンテンツのビデオ、オ
ーディオ、及びスクリプトを分離して、オーディオ及びスクリプトデータをメタデータと
共にグローバルハブであるマスタＭＳＰ３００に格納することによって全地域の共用化が
可能になる。反面、コンテンツ容量の大部分を占めるビデオデータは原則的にソースを保
有したローカルＭＳＰで格納していて、必要によって他ローカルＭＳＰに転送する方式を
使用する。このようにすることによって、ビデオ、オーディオ、スクリプトを１つにして
転送する既存方式に比べてネットワーク内の資源活用を効率的にし、端末機器のユーザ立
場でもダウンロード効率改善及びサービス品質安定化をもたらすことができる。
【００９６】
　前記ビデオデータ転送時には受信側ローカルＭＳＰでキャッシュメモリを活用すること
もできる。例えば、ローカルＭＳＰ１００ｂと他のローカルＭＳＰ１００ａの間の平均デ
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ータ転送速度が一定値以下であるとき、すなわち遠隔のローカルＭＳＰ間に所定の回数以
上同じビデオデータ（例えば、Ｖ１ｋ）に対する要求があれば、ローカルＭＳＰ別にビデ
オデータを分離格納する場合の例外として受信するローカルＭＳＰのキャッシュメモリに
前記ビデオデータを一定期間以上格納しておくことができる。
【００９７】
　ローカルＭＳＰ１００ｂの加入者である端末機器１０３のユーザは自分が加入している
ローカルＭＳＰ１００ｂで提供するグローバルコンテンツカタログＣＴ１ｃ５２０（中国
語バージョン）を受信して、ローカルＭＳＰ１００ｂが提供するコンテンツを検索して所
望するコンテンツを選択し（Ｓ５１）、選択されたコンテンツ（Ｃ１ｋ）５００に対して
ローカルＭＳＰ１００ｂに購入要求を転送し、コンテンツ利用料を決済する（Ｓ５２）。
このとき、端末機器１０３のユーザはローカルＭＳＰ１００ｂで提供する中国語バージョ
ンのカタログＣＴ１ｃ５２０のみ検索することもできるが、以外の言語（英語）からなる
カタログＣＴ１ｇ５１０を検索し、これに対する購入要求をすることもできる。
【００９８】
　ローカルＭＳＰ１００ｂは選択されたコンテンツＣ１ｋ５００のメタデータ５２１－１
，５２２－１，５２３－１を含む購入要求をソリューション取引サーバー２００に転送し
（Ｓ５３）、ソリューション取引サーバー２００はＣ１ｋ５００の転送手続を進行する（
Ｓ５４）。Ｓ５４ステップを図１４を参照してより詳細に説明すれば、まずソリューショ
ン取引サーバー２００がＣ１ｋ５００の取引の承認可否を決定する（Ｓ６１）。このよう
な承認可否はローカルＭＳＰ１００ｂとソリューション取引サーバー２００との契約関係
によって決定されるが、取引後決済、決済後取引、期間別精算方式など多様な契約関係が
あり得る。もし、Ｃ１ｋ５００の取引が承認されれば、ソリューション取引サーバー２０
０は前記ローカルＭＳＰ１００ｂが転送したメタデータ５２１－１，５２２－１，５２３
－１が表す実データ、すなわちＶ１ｋ５０１、Ａ１ｃ５２２、及びＳ１ｃ５２３が存在す
る位置を前記メタデータ５２１－１，５２２－１，５２３－１に含まれた位置情報によっ
て確認する（Ｓ６２）。そして、Ｖ１ｋ５０１をローカルＭＳＰ１００ｂに転送するため
にＶ１ｋ５０１が存在する位置、すなわちローカルＭＳＰ１００ａにローカルＭＳＰ１０
０ｂとのリンクを開放することを要求する（Ｓ６３）。これによって、ローカルＭＳＰ１
００ａはローカルＭＳＰ１００ｂにＶ１ｋ５０１を転送する（Ｓ６４）。
【００９９】
　このとき、ローカルＭＳＰ１００ｂとソリューション取引サーバー２００の間に締結さ
れた契約によって転送側ローカルＭＳＰ１００ａは前記転送するＶ１ｋ５０１の品質を変
更して転送することもできる。ビデオデータの品質は解像度、フレーム率、またはビット
率などによって変わる。最近のビデオコーディング技術は１つのコーディングされたビデ
オストリームから多様な解像度、フレーム率、またはビット率を有する多様なビデオスト
リームを容易に生成し得る、すなわちスケーラビリティを提供する。例えば、ウェーブレ
ットコーディング、多階層コーディングなどによって解像度面でスケーラビリティを支援
することができ、ＭＣＴＦ、ＵＭＣＴＦなどによってフレーム率面でスケーラビリティを
支援することができる。また、ＦＧＳコーディング、組み込み量子化（ｅｍｂｅｄｄｅｄ
　ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ）などによってビット率面でスケーラビリティを支援するこ
とができる。ローカルＭＳＰ１００ａはこのようなスケーラビリティを支援するビデオス
トリームの所定部分を切り捨てることだけで容易にビデオ品質を変更し得るようになる。
【０１００】
　一方、ソリューション取引サーバー２００はＡ１ｃ５２２、及びＳ１ｃ５２３をローカ
ルＭＳＰ１００ｂに転送するために、Ａ１ｃ５２２、及びＳ１ｃ５２３が存在する位置、
すなわちマスタＭＳＰ３００にローカルＭＳＰ１００ｂとのリンクを開放することを要求
する（Ｓ６５）。これによって、マスタＭＳＰ３００はローカルＭＳＰ１００ｂにＡ１ｃ
５２２、及びＳ１ｃ５２３を転送する（Ｓ６６）。
【０１０１】
　このとき、前記取引が承認された場合にソリューション取引サーバー２００はこの事実
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をローカルＭＳＰ１００ｂに知らせて、ローカルＭＳＰ１００ｂがデータを受信するため
の仮想のデータ空間を予め確保するようにすることができる。
【０１０２】
　再び図１３に戻って、前記Ｖ１ｋ５０１、Ａ１ｃ５２２、及びＳ１ｃ５２３を受信した
ローカルＭＳＰ１００ｂはこれらを組み合わせて中国地域に合わせて設定された最終コン
テンツであるＣ１ｃ５２０を生成する（Ｓ５５）。Ｃ１ｃ５２０はビデオ５０１、及び中
国語にダビングされたオーディオ５２２の結合で生成できたり、ビデオ５０１、オリジナ
ルオーディオ（Ａ１ｋ）５０２、及び中国語字幕５２３の結合で生成できる。このように
最終コンテンツの生成を完了した場合にローカルＭＳＰ１００ｂは端末機器１０３のユー
ザにダウンロードまたはストリーミング準備が完了したことを知らせることができ、前記
ユーザのダウンロードまたはストリーミング要求に応じて、ローカルＭＳＰ１００ｂは生
成されたＣ１ｃ５２０を端末機器１０３に転送する（Ｓ５６）。
【０１０３】
　以上のように、中国にいる最終需要者が他国家の韓国に存在する韓国語動画コンテンツ
を自分が加入した中国のローカルＭＳＰ１００ｂを利用して注文するだけで中国語に変換
された動画をリアルタイムに購入することができ、従来には不可能だったグローバルコン
テンツサービスを容易に利用することができるようになる。
【０１０４】
　以上、添付する図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者は本発明がその技術的思想や必須的な特徴を変更せずに
他の具体的な形態によって実施できることを理解することができる。したがって前述した
実施形態はすべての面で例示的なものであって、限定的なものではないことを理解しなけ
ればならない。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】従来技術によるデジタルコンテンツの取引システムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による全体システムを示す図である。
【図３】地域別コンテンツ取引システムの一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるローカルＭＳＰの構成を示すブロック図である。
【図５】コンテンツ別メタデータの例を示す図である。
【図６】図５に示すメタデータをＸＭＬファイルで構成した例を示す図である。
【図７】図４のローカルＭＳＰを物理的ブロックで示すブロック図である。
【図８】本発明の一実施形態によるソリューション取引サーバーの構成を示すブロック図
である。
【図９】本発明の一実施形態によるマスタＭＳＰの構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるグローバルＭＳＰの構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の一実施形態による全体動作を概略的に示すフローチャートである。
【図１２】本発明によるデジタルコンテンツ及びサービスのグローバル流通についてのよ
り詳細な実施形態を説明する図である。
【図１３】本発明によるデジタルコンテンツ及びサービスのグローバル流通についてのよ
り詳細な実施形態を説明する図である。
【図１４】図１３のＳ５４ステップをより詳細に示すフローチャートである。
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