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(57)【要約】
　方法は、複数のコンテンツ供給元から個人向けコンテ
ンツを受け取ることを含む。個人向けコンテンツはユー
ザ入力に基づく。方法は、ユーザ入力に基づき個人向け
広告を受け取ることと、個人向けコンテンツと個人向け
広告とを含むカスタム出版物を作成することとをさらに
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツ供給元から、ユーザ入力に基づく個人向けコンテンツを受け取ること
と、
　ユーザ入力に基づき個人向け広告を受け取ることと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することと
を備える、方法。
【請求項２】
　興味のある対象に関するユーザ入力を受け取ることをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　個人向けコンテンツ検索クエリに基づき前記複数のコンテンツ供給元を検索することと
、
　前記個人向けコンテンツ検索クエリの結果に基づきコンテンツを推奨することと、
　前記推奨されたコンテンツから前記個人向けコンテンツを選択するユーザ入力を受け取
ることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記個人向けコンテンツ検索クエリを格納することをさらに備える、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　個人向け広告検索クエリに基づき広告を検索することと、
　前記個人向け広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から前記個人向け広告を選択するユーザ入力を受け取ることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記個人向け広告検索クエリを格納することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取ることと、
　前記コンテンツを集約することと、
　前記集約されたコンテンツから前記個人向けコンテンツを受け取ることとをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記集約されたコンテンツに索引を付けて分類することをさらに備える、請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　複数の広告主から広告を受け取ることと、
　前記広告を集約することと、
　前記集約された広告から前記個人向け広告を受け取ることとをさらに備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記集約された広告に索引を付けて分類することをさらに備える、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　個人向けコンテンツを前記受け取ることは、前記カスタム出版物に含める前記コンテン
ツを指定するユーザ入力を受け取ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記個人向け広告を受け取ることは、前記カスタム出版物に含める前記広告を指定する
ユーザ入力を受け取ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記個人向け広告は前記ユーザ選択コンテンツに基づく、請求項１に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記個人向け広告はユーザ情報に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個人向け広告は前記ユーザ選択コンテンツに基づき自動的に生成される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　ユーザ情報に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から前記個人向け広告を指定するユーザ入力を受け取ることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記個人向けコンテンツに基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から前記個人向け広告を指定するユーザ入力を受け取ることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　コンテンツ検索クエリに基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から前記個人向け広告を指定するユーザ入力を受け取ることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記カスタム出版物の配布形式を指定するユーザ入力を受け取ることをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記カスタム出版物をハードコピー形式で提供することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記カスタム出版物を機械閲覧可能形式で提供することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項２２】
　ユーザ選好に基づきコンテンツを検索することと、
　前記コンテンツ検索の結果に基づきコンテンツを推奨することと、
　前記推奨されたコンテンツから前記個人向けコンテンツを選択するユーザ入力を受け取
ることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　ユーザ選好に基づき広告を検索することと、
　前記広告検索の結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から前記個人向け広告を選択するユーザ入力を受け取ることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　複数のコンテンツ供給元からユーザ入力に基づき個人向けコンテンツを受け取ることと
、
　前記個人向けコンテンツに基づき個人向け広告を受け取ることと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することと
を備える、方法。
【請求項２５】
　複数のコンテンツ供給元からユーザ入力に基づき個人向けコンテンツを受け取ることと
、
　ユーザ入力に基づき個人向け広告を受け取ることと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むオンデマンド販売時点印刷出版物
を作成することとを備える、方法。
【請求項２６】
　複数のコンテンツ供給元からユーザ入力に基づき個人向けコンテンツを受け取ることと
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、
　前記個人向けコンテンツに基づき個人向け広告を受け取ることと、
　前記ユーザ選択コンテンツと前記関連広告とを含む印刷出版物を作成することとを備え
る、方法。
【請求項２７】
　複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取ることと、
　前記コンテンツを集約することと、
　前記集約されたコンテンツから個人向けコンテンツを受け取ることと、
　複数の広告主から広告を受け取ることと、
　前記広告を集約することと、
　前記集約された広告から個人向け広告を受け取ることと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することと
を備える、方法。
【請求項２８】
　前記集約されたコンテンツを前記集約広告に関連付けることと、
　前記集約されたコンテンツをユーザ情報に関連付けることと、
　前記集約された広告をユーザ情報に関連付けることとのうちの少なくとも一つをさらに
備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記集約されたコンテンツに索引を付けて分類することと、
　前記集約された広告に索引を付けて分類することとをさらに備える、請求項２７に記載
の方法。
【請求項３０】
　ユーザ情報に基づきコンテンツ検索クエリを作成することと、
　前記コンテンツ検索クエリに基づき個人向けコンテンツを引き出すことと、
　ユーザ情報に基づき広告検索クエリを作成することと、
　前記広告検索クエリに基づき個人向け広告を引き出すことと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することと
を備える、方法。
【請求項３１】
　複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取るための手段と、
　前記コンテンツから個人向けコンテンツを受け取るための手段と、
　複数の広告主から広告を受け取るための手段と、
　前記コンテンツを前記広告に関連付けるための手段と、
　前記個人向け広告と前記個人向けコンテンツとの前記関連付けに基づき前記広告から個
人向け広告を受け取るための手段と、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成するための
手段とを備える、システム。
【請求項３２】
　個人向けコンテンツを指定するユーザ入力を受け取るための手段と、
　前記個人向けコンテンツに関連する個人向け広告を指定するユーザ入力を受け取るため
の手段と、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成するための
手段とを備える、システム。
【請求項３３】
　命令を格納するメモリと、
　前記メモリ内の前記命令を実行するプロセッサとを備え、前記命令は、
　個人向けコンテンツを受け取り、
　前記個人向けコンテンツに基づき個人向け広告を受け取り、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する、装置
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。
【請求項３４】
　コンピュータ実行可能命令を格納するコンピュータ可読媒体であって、当該命令は、
　個人向けコンテンツを受け取る命令と、
　前記個人向けコンテンツに基づき個人向け広告を受け取る命令と、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する命令と
を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　複数のコンテンツ検索クエリをユーザに関連付けることと、
　前記複数のコンテンツ検索クエリを用いてコンテンツを定期的に検索することと、
　複数の広告検索クエリをユーザに関連付けることと、
　前記複数の広告検索クエリを用いて広告を定期的に検索することと、
　前記コンテンツおよび前記広告の前記定期的検索の結果をもとに前記選択されたコンテ
ンツおよび広告を前記ユーザに関連付けられたカスタム出版物に定期的に提供することと
を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景
　発明の分野
　ここで説明する実施例は、一般的には文書処理に、より具体的には出版物におけるコン
テンツと広告のカスタマイズに、関する。
【背景技術】
【０００２】
　関係技術の説明
　消費者は様々な出版物を様々な形態で、例えば印刷形態（例えば新聞、雑誌、書籍等）
や電子形態（例えば電子新聞、電子書籍（ｅブック）、電子雑誌等）で、購入できる。出
版物の内容は出版者が決め、出版物でどの広告を見せるかは広告主が決める。出版物の内
容や広告を操作できない消費者は、当人が関心を寄せない内容や広告を少なくともある程
度は含む出版物を購入することがある。
【０００３】
　出版物を購入する消費者の人物像をつかめない出版者が、個人向けの内容や広告の欠如
から購読・広告収益を取りこぼすことは多々ある。同様に、広告目当ての消費者には限り
があるから、広告のサイズには事実上標準がない（例えば、全ページ広告となるべき広告
のサイズを出版物に合わせて縮小することがある）。ターゲット市場への到達を試みる広
告主が次善の、または無益な、広告スペースを購入することがある。また、消費者の要望
や反応を十分につかめない広告主にとって、ターゲットとなる新たな市場区分を見抜くの
は困難である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　既存のニュース集約サービスは、インターネットを通じてウェブページで公表されるニ
ュースコンテンツを探し出して集約する。ニュース集約サービスは、ユーザからの検索ク
エリに応じて、あるいはユーザがニュース集約サービスの新聞記事欄をブラウズするとき
に、集約されたニュースコンテンツからクエリや新聞記事欄に関係のある読み物の一覧を
提示するものであり、それぞれの読み物は、異なる出版物で同じ主題を扱う１組の記事を
含む。ユーザはニュースの動向に追随するためニュース集約サービスにアクセスし、検索
クエリを繰り返し入力し、関連ニュースの読み物を閲覧しなければならない。残念ながら
、かかるサービスでは消費者が様々な供給源（例えば電子新聞、電子書籍、電子雑誌、オ
ンライン百科事典、ウェブサイト、ブログ、ブログ投稿等）から個人向けのコンテンツや
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個人向けの広告を含むカスタム出版物を作ることはできない。
【０００５】
　ごく少数のシステムは事業経営者向けの業界情報をカスタマイズする。ただし、かかる
システムは多くの場合手作業によるもので、拡張性がなく、広告ターゲティングがなく、
個人向けの（すなわち消費者が選んだ）広告を提供しない。かかるシステムでは、事業経
営者が様々な供給源から個人向けのコンテンツを含むカスタム出版物を作ることもできな
い。
【０００６】
　個人向けダイレクトメール活動のための可変データ印刷が存在する。可変データ印刷は
オンデマンド印刷の形をとり、そこで印刷される文書はどれも似ているが、同じではない
。例えば個人向けの書簡を印刷して顧客に郵送する場合、それぞれの書簡の基本的レイア
ウトは同じになるが、顧客の氏名や住所は異なる。可変データ印刷で印刷される情報では
消費者の嗜好が考慮されない。つまりこれは消費者によって作られるカスタム出版物では
なく、人口統計、地理、および／または一般的な郵送先名簿を基礎とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　要旨
　一態様によると、方法は複数のコンテンツ供給元から個人向けコンテンツを受け取るこ
とを含む。個人向けコンテンツはユーザ入力に基づく。方法は、ユーザ入力に基づき個人
向け広告を受け取ることと、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出版物
を作成することとをさらに含む。
【０００８】
　一態様によると、方法は複数のコンテンツ供給元から個人向けコンテンツを受け取るこ
とを含む。個人向けコンテンツはユーザ入力に基づく。方法は、個人向けコンテンツに基
づき個人向け広告を受け取ることと、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタ
ム出版物を作成することとをさらに含む。
【０００９】
　もうひとつの態様によると、方法は複数のコンテンツ供給元から個人向けコンテンツを
受け取ることを含む。個人向けコンテンツはユーザ入力に基づく。方法は、ユーザ入力に
基づき個人向け広告を受け取ることと、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むオン
デマンド販売時点印刷出版物を作成することとをさらに含む。
【００１０】
　さらに他の態様によると、方法は複数のコンテンツ供給元から個人向けコンテンツを受
け取ることを含む。個人向けコンテンツはユーザ入力に基づく。方法は、個人向けコンテ
ンツに基づき個人向け広告を受け取ることと、ユーザによって選択されたコンテンツと関
連広告とを含む印刷出版物を作成することをさらに含む。
【００１１】
　もうひとつの態様によると、方法は複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取る
ことと、コンテンツを集約することと、集約されたコンテンツから個人向けコンテンツを
受け取ることを含む。方法はまた、複数の広告主から広告を受け取ることと、広告を集約
することと、集約された広告から個人向け広告を受け取ることを含む。方法は、個人向け
コンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することをさらに含む。
【００１２】
　さらに他の態様によると、方法はユーザ情報に基づきコンテンツ検索クエリを作成する
ことと、コンテンツ検索クエリに基づき個人向けコンテンツを引き出すことと、ユーザ情
報に基づき広告検索クエリを作成することを含む。方法はまた、広告検索クエリに基づき
個人向け広告を引き出すことと、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出
版物を作成することとを含む。
【００１３】
　もうひとつの態様によると、システムは複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け
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取る手段と、コンテンツから個人向けコンテンツを受け取る手段と、複数の広告主から広
告を受け取る手段と、コンテンツを広告に関連付ける手段とを含む。システムはまた、個
人向け広告と個人向けコンテンツとの関連付けに基づき広告から個人向け広告を受け取る
手段と、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する手段とを
含む。
【００１４】
　もうひとつの態様によると、システムは個人向けコンテンツを指定するユーザ入力を受
け取る手段と、個人向けコンテンツに関連する個人向け広告を指定するユーザ入力を受け
取る手段と、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する手段
とを含む。
【００１５】
　もうひとつの態様によると、装置は命令を蓄積するメモリと、メモリ内の命令を実行す
るプロセッサとを含み、同命令は、個人向けコンテンツを受け取り、個人向けコンテンツ
に基づき個人向け広告を受け取り、且つ個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカス
タム出版物を作成する。
【００１６】
　もうひとつの態様によると、コンピュータ可読媒体はコンピュータ実行可能命令を蓄積
し、個人向けコンテンツを受け取る命令と、個人向けコンテンツに基づき個人向け広告を
受け取る命令と、個人向けコンテンツと個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する
命令とを含む。
【００１７】
　もうひとつの態様によると、方法は複数のコンテンツ検索クエリをユーザに関連付ける
ことと、複数のコンテンツ検索クエリを用いてコンテンツを定期的に検索することとを含
む。方法はまた、複数の広告検索クエリをユーザに関連付けることと、複数の広告検索ク
エリを用いて広告を定期的に検索することと、コンテンツおよび広告の定期的検索の結果
をもとに選択されたコンテンツおよび広告をユーザに関連付けられたカスタム出版物へ定
期的に提供することとを含む。
【００１８】
　本明細書に取り込まれこれの一部をなす添付の図面は本発明の１つ以上の実施形態を図
解し、説明とともに本発明を解説するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　詳細な説明
　この後に続く本発明の詳細な説明では添付の図面を参照する。異なる図面の中で同じ要
素や類似する要素を同じ参照番号で識別することがある。また、以降の詳細な説明は本発
明を制限するものではない。
【００２０】
　概要
　本発明の原理に一致するシステムおよび方法は、ユーザが複数のコンテンツ供給元から
選択したコンテンツと関連広告（例えば、ユーザ入力に基づき選択された広告、コンテン
ツに関係する広告、または前記２つの組み合わせ）とを含むオンデマンド販売時点印刷出
版物を提供できる。関連広告の判断にあたっては、印刷出版物の販売時点に関する情報（
例えば、時刻、位置、店舗の種別、完結しつつある取引の種別等）を考慮に入れることが
できる。例えば消費者またはユーザは、様々な出版物からユーザによって選択された様々
なコンテンツを選んでオンデマンド販売時点印刷出版物に盛り込むことができ、さらに様
々な広告主から関連広告を選んでオンデマンド販売時点印刷出版物に盛り込むことができ
る。
【００２１】
　ここで用いる用語としての「コンテンツ」は、機械による読み取りと機械による蓄積が
可能な産物、文書、電子媒体、印刷媒体、その他を含むものとして広義に解釈する。例え
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ばコンテンツは、文書、印刷媒体（例えば新聞、雑誌、書籍、百科事典等）、電子新聞、
電子書籍、電子雑誌、オンライン百科事典、電子媒体（例えば画像ファイル、音声ファイ
ル、映像ファイル、ウェブキャスト、ポッドキャスト等）に掲載される情報を含む。
【００２２】
　ここで用いる用語としての「文書」は、機械による読み取りと機械による蓄積が可能な
産物を含むものとして広義に解釈する。例えば文書は、ｅメール、ウェブサイト、ファイ
ル、ファイルの組み合わせ、他のファイルに至るリンクが埋め込まれた１つ以上のファイ
ル、ニュースグループ投稿、ブログ、ブログ投稿、ウェブ広告、前記コンテンツのいずれ
か、広告、その他を含む。インターネットの文脈で一般的な文書はウェブページである。
文書はしばしば文字情報を含み、埋め込み情報（メタ情報、画像、ハイパーリンク等）お
よび／または埋め込み命令（ハイパーリンク等）を含むこともある。
【００２３】
　ここで用いる用語としての「リンク」は、あるひとつの文書と、別の文書との、または
同一文書の別の部分との、相互の参照を含むものとして広義に解釈する。
【００２４】
　ここで用いる用語としての「出版物」は、コンテンツを提示できるあらゆる媒体を含む
ものとして広義に解釈する。
【００２５】
　ここで用いる用語としての「個人向け」は、ユーザが選択するコンテンツ、（例えばユ
ーザ情報に基づき）ユーザに勧めるコンテンツ、ユーザ情報に基づき自動的に選択される
コンテンツ、および／または前記３つの組み合わせを含むものとして広義に解釈する（例
えば、出版物のコンテンツおよび／または広告のコンテンツ）。
【００２６】
　図１は、本発明の原理に一致するコンセプトを示す代表的図である。図１に示すとおり
、消費者またはユーザはカスタム出版物作成装置に接続された顧客インターフェイスを使
ってカスタム出版物を作成できる。カスタム出版物作成装置はコンテンツ提供者（例えば
コンテンツの出版者）と広告主に接続できる。コンテンツ提供者は、カスタム出版物作成
装置のコンテンツ情報部へコンテンツを提供できる。例えば一実施例において、ニューズ
ウィーク（Ｎｅｗｓｗｅｅｋ）誌は毎週の記事、画像、その他をカスタム出版物作成装置
へ提供でき、カスタム出版物作成装置はこの情報を、ニューズウィーク誌から得た以前の
情報と併せてコンテンツ情報部に蓄積できる。別の実施例においては、独立著者／記者ま
たはオンライン提供者（例えばブロガー）が自身の記事をカスタム出版物作成装置へ提供
し、コンテンツ情報部に蓄積することもできる。
【００２７】
　広告主は、カスタム出版物作成装置の広告情報部に広告情報を提供できる。例えば広告
主は一実施例において、予め作成された広告をカスタム出版物作成装置に提供し、蓄積済
みの広告と併せてカスタム出版物作成装置の広告情報部に蓄積できる。広告主は別の実施
例において、カスタム出版物作成装置を使って広告を作成し、広告情報部に蓄積できる。
広告主はコンテンツ提供者に接続し、自身の広告に関連付ける特定のコンテンツを、およ
び／または人口統計上、サイコグラフィックス上、および／または行動上のターゲットを
、選択できる。例えばトラック製造業者なら、トラックに関係するコンテンツ（例えばト
ラック雑誌の記事）に自身のトラック広告を関連付けることを望むであろう。別の例にお
いて、広告主は年齢が１８乃至３４歳でコーヒーを飲むテキサス在住の男性をターゲット
に設定することを望むかもしれない。
【００２８】
　さらに図１に示すとおり、カスタム出版物作成装置に接続された顧客インターフェイス
は、カスタム出版物の作成を望む消費者に向けて様々なオプションを提供できる。例えば
ユーザは、コンテンツ、コンテンツの分類、著者、印刷出版物の区画等を選べるほか、広
告主や関心を寄せる広告の分類を選ぶことができる。広告主は、地理、行動、人口統計、
協調フィルタリング（すなわち、過去に同意した者は将来再び同意する傾向があるとする
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仮定のもと、多数のユーザから嗜好情報を収集してユーザの関心について自動的に予測を
立てる方法）、コンテンツ、サイコグラフィックス、コンテンツまたは広告の選択、およ
び／または登録時に、および／またはカスタム出版物の作成時に、消費者から収集するそ
の他のデータに基づき、（手動または自動で）個々の消費者にターゲットを設定すること
ができる。
【００２９】
　消費者は図１に示す代表的インターフェイスで「顧客情報」タブと（例えば、顧客情報
を編集および／または入力するため）、「出版物を見つける」タブと（例えば、カスタム
出版物に掲載するコンテンツを検索および／または選択するため）、「広告を選択する」
タブと（例えば、カスタム出版物に掲載する広告を検索および／または選択するため）、
「提出する」タブと（例えば、カスタム出版物の支払いを行うため、および／またはカス
タム出版物を請求するため）を選択できる。図１は、ユーザが「出版物を見つける」タブ
を選択した場合に表示される代表的文書を示している。図１には代表的タブが示してある
が、タブは増やしたり減らしたりでき、および／または１つ以上のタブの機能を別のタブ
に編入することができる（例えば「広告を選択する」タブと「提出する」タブの機能を「
出版物を見つける」タブに入れることができる）。
【００３０】
　ユーザは、検索ボックスにキーワードを入力することにより、検索クエリに関係するコ
ンテンツのリストを作成できる。あるいはユーザは、関連コンテンツ情報を指定すること
によって上級検索を行うことができる。例えばユーザは、出版物名、記事名、著者名、画
像名、出版物の主題、記事の主題、画像の主題、その他、またはこれらの組み合わせを入
力でき、さらに「検索」ボタンを選択することによって上級検索クエリに関係するコンテ
ンツのリストを作成できる。
【００３１】
　ユーザは作成したリストから所望のコンテンツを選択でき、カスタム出版物に盛り込む
広告の選択に進むことができる。ユーザはカスタム出版物の支払いを行えるほか、出版物
のコピーを様々な形態（例えば印刷出版物）で請求できる。
【００３２】
　代表的ネットワーク構成
　図２は、本発明の原理に一致するシステムおよび方法を実施できるネットワーク２００
の代表的図である。ネットワーク２００は、ネットワーク２５０を介して複数のサーバ２
２０～２４０へ接続する複数のクライアントを含む。簡潔を図るため、２つのクライアン
ト２１０と３つのサーバ２２０～２４０とがネットワーク２５０に接続された状態で描か
れている。クライアントとサーバは、実際にはこれより多いこともあれば少ないこともあ
る。また、場合によってはクライアントがサーバの機能を実行したり、サーバがクライア
ントの機能を実行したりすることもある。
【００３３】
　クライアント２１０はクライアント実体を含む。実体は装置として、例えば無線電話機
、パーソナルコンピュータ、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、ラップトップ、または
タイプの異なる計算または通信装置、これらの装置のいずれかで実行するスレッドまたは
プロセス、および／またはこれらの装置のいずれかによって実行されるオブジェクトと定
義できる。サーバ２２０～２４０は、本発明の原理に一致するやり方で文書を収集、処理
、検索、および／または保守するサーバ実体を含む。
【００３４】
　本発明の原理に一致する一実施例において、サーバ２２０はクライアント２１０によっ
て使用される検索エンジン２２５を含む。サーバ２２０は文書（例えばウェブ文書）の集
積をクロールし、文書に索引を付け、文書の関連情報を文書リポジトリに蓄積できる。サ
ーバ２３０および２４０は、サーバ２２０によってクロールまたは解析される文書を蓄積
または保守する。
【００３５】
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　サーバ２２０～２４０は別々の実体として図示されているが、サーバ２２０～２４０の
いずれか１つ以上が１つ以上の別のサーバ２２０～２４０の１つ以上の機能を実行するこ
とはあり得る。例えば、サーバ２２０～２４０の２つ以上のサーバを１つのサーバとして
実装することは可能である。サーバ２２０～２４０の１サーバを２つ以上の個別（ことに
よると分散）装置として実装することも可能である。
【００３６】
　ネットワーク２５０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネット
ワーク（ＷＡＮ）、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）等の電話網、イントラネット、インター
ネット、またはネットワークの組み合わせを含む。クライアント２１０とサーバ２２０～
２４０は、有線、無線、および／または光接続を介してネットワーク２５０に接続できる
。
代表的クライアント／サーバアーキテクチャ
　図３は、本発明の原理に一致する一実施例に従い、クライアント２１０および／または
サーバ２２０～２４０のいずれか１つ以上に相当するクライアントまたはサーバ実体（こ
れ以降「クライアント／サーバ実体」と呼ぶ）の代表的図である。クライアント／サーバ
実体は、バス３１０と、プロセッサ３２０と、メインメモリ３３０と、読み取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）３４０と、記憶装置３５０と、入力装置３６０と、出力装置３７０と、通信
インターフェイス３８０とを含む。バス３１０は、クライアント／サーバ実体のエレメン
ト間で通信を可能にする経路を含む。
【００３７】
　プロセッサ３２０は、命令を解釈して実行できるプロセッサ、マイクロプロセッサ、ま
たは処理ロジックを含む。メインメモリ３３０は、プロセッサ３２０によって実行される
命令と情報を保持できるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）やタイプの異なる動的記憶装
置を含む。ＲＯＭ　３４０は、プロセッサ３２０によって使われる静的情報と命令を蓄積
できるＲＯＭ装置やタイプの異なる静的記憶装置を含む。記憶装置３５０は、磁気式およ
び／または光学式記録媒体とこれに対応するドライブとを含む。
【００３８】
　入力装置３６０は、キーボード、マウス、ペン、音声認識および／または生体測定機構
等、オペレータがクライアント／サーバ実体に情報を入力するための機構を含む。出力装
置３７０は、ディスプレイ、プリンタ、スピーカ等、オペレータに向けて情報を出力する
機構を含む。通信インターフェイス３８０は、クライアント／サーバ実体が他の装置およ
び／またはシステムと通信するためのトランシーバのような機構を含む。例えば通信イン
ターフェイス３８０は、ネットワーク２５０等のネットワークを介して別の装置またはシ
ステムと通信するための機構を含む。
【００３９】
　後ほど詳述するとおり、本発明の原理に一致するクライアント／サーバ実体は特定の操
作を実行する。クライアント／サーバ実体は、メモリ３３０等のコンピュータ可読媒体に
収容されたソフトウェア命令を実行するプロセッサ３２０に応じてこれらの操作を実行す
る。コンピュータ可読媒体は、物理的または論理的メモリ装置、および／または搬送波と
定義できる。
【００４０】
　ソフトウェア命令は、データ記憶装置３５０等の別のコンピュータ可読媒体から、また
は別の装置から通信インターフェイス３８０を通じて、メモリ３３０に読み込まれる。プ
ロセッサ３２０は、メモリ３３０に収容されたソフトウェア命令によって後述するプロセ
スを実行する。あるいは、ソフトウェア命令の代わりに、またはソフトウェア命令と併せ
て、有線回路を使用し、本発明の原理に一致するプロセスを実施することもできる。この
ように、本発明の原理に一致する実施例はハードウェア回路とソフトウェアとの特定の組
み合わせに限定されない。
【００４１】
　後ほど詳述するとおり、本発明の原理に一致するクライアント／サーバ実体は、図１に
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示すコンテンツ提供者、広告主、カスタム出版物作成装置、および／または顧客インター
フェイスに相当することがある。例えば一実施例において、カスタム出版物作成装置はサ
ーバ２２０～２４０のいずれかおよび／または全部で実施でき、コンテンツ提供者と、広
告主と、顧客インターフェイスとはクライアント２１０で実施できる。別の実施例では、
サーバ２２０～２４０のいずれかおよび／または全部でコンテンツ提供者と広告主を実施
できる。
【００４２】
　代表的インターフェイス文書
　図４～９Ｂは、本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告と
を含むカスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図であ
る。図４～７は、顧客情報を受け取る顧客インターフェイス文書の代表的図である。図８
は、コンテンツ提供者情報を受け取るコンテンツ提供者インターフェイス文書の代表的図
である。図９Ａおよび９Ｂは、広告主情報を受け取る広告主インターフェイス文書の代表
的図である。
【００４３】
　顧客インターフェイス
　図４～７に示す顧客インターフェイス文書は様々な方法で提供できる。例えば一実施例
においては、インターネットを通じて顧客インターフェイス文書を提供できる。別の実施
例ではキオスクを通じて顧客インターフェイス文書を提供できる。例えば、現在店舗にお
いてピクチャーキオスクが提供されているのと同様に、顧客インターフェイス文書を含む
キオスクを店舗（例えば、Ｔａｒｇｅｔ、スーパーマーケット、小売店、その他）の中で
提供できる。
【００４４】
　図４に示すとおり、顧客インターフェイス文書４００は、「顧客情報」タブ４１０と（
例えば、顧客情報を編集および／または入力するため）、「出版物を見つける」タブ４２
０と（例えば、カスタム出版物に掲載するコンテンツを検索および／または選択するため
）、「広告を選択する」タブ４３０と（例えば、カスタム出版物に掲載する広告を検索お
よび／または選択するため）、「提出する」タブ４４０と（例えば、カスタム出版物の支
払いを行うため、および／またはカスタム出版物を請求するため）とを含む。図４は、ユ
ーザが「顧客情報」タブ４１０を選択するときに表示される代表的文書を示している。
【００４５】
　ユーザは、顧客インターフェイス文書４００の「顧客情報」セクション４５０でログイ
ン情報を入力できる。例えば一実施例において、プロファイルを作成済みのユーザならユ
ーザ名とパスワードを入力し、ログインボタン４６０を選択できる。プロファイルをまだ
作成していないユーザなら、図４に示す「登録詳細」セクション４７０で必要情報を提供
し、登録できる。「登録詳細」セクション４７０では様々な情報が要求される。例えば一
実施例において、「登録詳細」セクション４７０では、コンテンツ提供者および／または
広告主が自身のコンテンツおよび／または広告をしかるべき消費者（つまり、自身のコン
テンツおよび／または広告に関心を持つ見込みが強い消費者）に突き合せるにあたって役
に立つ情報を要求できる。かかる情報は、消費者が気づかないかもしれないコンテンツお
よび／または広告を見つけるのに役立つ。
【００４６】
　図４に示すとおり、例えば「登録詳細」セクション４７０では、例えばユーザの氏名、
住所、生年月日、職業、および／または所得を要求できる。「登録詳細」セクション４７
０ではさらに、例えばカスタム出版物の支払いに使う支払い情報を、および／またはユー
ザ名およびパスワードの作成を、要求できる。図４には様々な要求情報が図示されている
が、「登録詳細」セクション４７０にはこのほかにも様々なユーザ情報を盛り込むことが
できる。例えば、コンテンツ提供者および／または広告主にとって有用と目されるユーザ
の人口統計情報、サイコグラフィックス情報、および／またはその他のユーザ情報を「登
録詳細」セクション４７０で要求できる。
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【００４７】
　図５Ａおよび５Ｂは、コンテンツを選択するときの顧客インターフェイス文書の扱いを
示すさらに他の代表的図である。図５Ａおよび５Ｂには、ユーザが「出版物を見つける」
タブ４２０を選択するときに表示される代表的顧客インターフェイス文書５００、５５０
が描かれている。図５Ａに示すとおり、「出版物を見つける」セクションを提示し、（例
えば、図１のコンテンツ提供者から提供されるコンテンツを検索するため）コンテンツ検
索クエリを入力するフィールド５０５をこれに盛り込むことができる。フィールド５０５
に検索クエリを入力したユーザは「出版物を見つける」ボタン５１０を選択して検索クエ
リを実行し、クエリに一致するコンテンツを得ることができる。
【００４８】
　例えば一実施例において、ユーザは「前のクエリを実行する」ボタン５１５を選択して
以前に入力した検索クエリを実行できる。かかる実施例では、何らかの順序で（例えば日
付により、主題により、その他により）整理された以前の検索クエリがユーザに提示され
る。そしてユーザは実行する以前のクエリを選択できる。このためユーザは、ある特定の
主題に関係するコンテンツを含むカスタム出版物を定期的に作成でき、コンテンツは、そ
の主題について新たなコンテンツが作成されると速やかに更新される。
【００４９】
　図５Ａに示すとおり、ユーザは顧客インターフェイス文書５００の「出版物詳細」セク
ションで上級コンテンツ検索クエリに盛り込む様々なコンテンツ詳細５２０を入力できる
。例えば出版物名、記事名、画像名等を入力するか選択することにより、コンテンツを検
索できる。出版物の主題、記事の主題、画像の主題等を入力するか選択することにより、
コンテンツを検索できる。主題の入力は、出版物、記事、画像等の名前が分からないユー
ザがコンテンツを検索する場合に役立つ。コンテンツは、コンテンツの出版日に基づき、
および／または著者名に基づき、検索できる。図５Ａには代表的な検索クエリオプション
が示してあるが、別の検索クエリオプションを盛り込むこともできる。例えば、コンテン
ツの価格を、コンテンツのタイプを（例えば画像、電子媒体、印刷出版物、その他）、お
よび／またはカスタム出版物に掲載するコンテンツをユーザおよび／またはコンテンツ提
供者が見つけるにあたって役に立つ他の何らかの情報を、「出版物詳細」セクションで提
供できる。コンテンツ詳細５２０を入力したら、（例えば「検索」ボタン５２５の選択に
より）上級検索クエリを実行できる。
【００５０】
　本発明の原理に一致する一実施例においては、ユーザが出版物の頻度を入力できる。例
えば、頻度（例えば週に一度）により出版物を受け取る選好設定を選択するユーザには、
その定期出版物のコンテンツを変更するため選好設定を変更するオプションを与えること
ができる。
【００５１】
　さらに図５Ａに示すとおり、顧客インターフェイス文書５００の「カスタム出版物」セ
クションではカスタム出版物に関する様々な情報を提示できる。例えば一実施例において
は、カスタム出版物向けに選択されたコンテンツのリスト５３０を提示できる。図５Ａに
示すとおり、現在選択されているコンテンツは２つの記事（Ｔ．Ｖｅｒｄｕｃｃｉ，”Ａ
ｍｅｒｉｃａｎ　ｂｅａｕｔｙ：Ｊｕｎｉｏｒ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｐｌａｙｏｆｆ　ｒａ
ｃｅ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｒｏｕｇｈ　ａｎｄ　ｔｏｕｇｈ，”　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｉｌｌｕ
ｓｔｒａｔｅｄ（Ｍａｒ．２８．２００６）とＪ．Ｏｌｓｅｎ，”Ｈｉｓ　ｔｉｍｅ　ｉ
ｓ　ｃｏｍｉｎｇ：Ｈａｒｒｉｔｙ　ｈａｓ　ｔａｌｅｎｔ　ｔｏ　ｇｏ　ｆｒｏｍ　ｗ
ｏｒｋｈｏｒｓｅ　ｔｏ　ｓｔａｒ，”　ＥＳＰＮ　Ｍａｇａｚｉｎｅ（Ｍａｒ．２９．
２００６））と画像（Ｉｍａｇｅ　ｏｆ　ｂａｓｅｂａｌｌ　ｐｌａｙｅｒ（Ｃｏｐｙｒ
ｉｇｈｔ　２００６　Ｎｏ　Ｎａｍｅ　Ｍａｇ））からなる。ユーザは以前に選択したコ
ンテンツを（例えば右クリックしてメニューから削除を選択することにより）削除し、カ
スタム出版物から外すことができる。「カスタム出版物」セクションには、選択されたコ
ンテンツに基づく出版物代金５３５および／または出版物ページ数５４０を盛り込むこと
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ができる。選択したコンテンツに納得したユーザは、（例えば「広告へ進む」ボタン５４
５を選択することにより）広告の選択に進むことができる。
【００５２】
　図５Ｂに示すとおり、ユーザが検索クエリを実行する場合は顧客インターフェイス文書
５５０に検索結果５５５を提示できる。検索結果５５５を出すには、コンテンツデータベ
ース（図１のカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部）をスキャンし、ユーザが入力
した検索条件に一致するコンテンツを提示する。検索結果５５５はユーザの検索クエリに
一致するコンテンツを含み、様々なやり方で（例えば日付、関連性、代金、その他により
）配置できる。ユーザは（例えば「購入」ボタン５６０を選択することにより）購入する
コンテンツを選択でき、それに応じて「カスタム出版物」セクションは更新される（例え
ば選択されたコンテンツがリスト５３０へ加わり、出版物代金５３５が更新され、出版物
ページ数５４０が更新される）。
【００５３】
　カスタム出版物向けに選択したコンテンツに納得したユーザは、（例えば「広告を選択
する」タブ４３０か「広告へ進む」ボタン５４５を選択または入力することにより）広告
の選択に進み、図６Ａおよび６Ｂに示す代表的顧客インターフェイス文書６００および６
０５が提示される。図６Ａに示すとおり、「広告を見つける」セクションを提示し、（例
えば、図１の広告主から提供される広告を検索するため）広告検索クエリを入力するフィ
ールド６１０をこれに盛り込むことができる。フィールド６１０に検索クエリを入力した
ユーザは「広告を見つける」ボタン６２０を選択して検索クエリを実行し、クエリに一致
する広告を得ることができる。
【００５４】
　図６Ａには図示されていないが、ユーザは以前のコンテンツ検索クエリを実行するのと
同じ要領で（図５Ａとの関係で上述）、以前に入力した検索クエリを実行できる。かかる
実施例では、何らかの順序で（例えば日付により、主題により、その他により）整理され
た以前の検索クエリがユーザに提示される。そしてユーザは実行する以前のクエリを選択
できる。
【００５５】
　本発明の原理に一致する一実施例においては、ユーザが（例えば「広告を自動的に選択
する」ボタン６３０を選択することにより）広告を自動的に選択できる。かかる実施例に
おいては、様々な情報に基づいて自動的に広告が生成される。例えば広告の一部または全
部を、選択されたコンテンツに基づき自動的に生成でき（例えばユーザがトラックに関す
る記事を選択するならトラック製造業者（例えばＦｏｒｄ　Ｆ－１５０）の広告をカスタ
ム出版物で自動的に生成できる）、および／または全く異なるものに基づき（例えばユー
ザプロファイル）自動的に生成できる。別の実施例では、特定のコンテンツに広告主を自
動的に結び付けることができる。例えばＦｏｒｄ社は、ユーザが関連コンテンツを、例え
ば「Ｓｐｏｒｔ　Ｔｒｕｃｋ」誌を、選択する場合に、あるいはユーザが特定のプロファ
イル（例えば特定の人口統計）を持つ場合に、自社トラック広告の自動生成に対し割増料
金を払う。
【００５６】
　広告主によって支払われる割増料金は、コンテンツと広告との関係に見合ったものにす
る必要がある。例えば広告の提示にあたっては、選択されるコンテンツや顧客とは無関係
に常に料金が最も高い広告を勧める状況を避けるため、広告と顧客に対するコンテンツの
関連性をひとつの要因として検討しなければならない。例えば、銃所有の利点を宣伝する
全米ライフル協会（ＮＲＡ）の広告は、たとえＮＲＡが自社広告のため割増料金を支払う
場合でも、銃規制に関するコンテンツを選択したユーザに、および／または政治的広告の
排除を選んだユーザに、勧める広告として適切ではないかもしれない。もうひとつの実施
例においては、広告主がある特定の層を、または個人を、例えばこれまで一度も広告主か
ら購入したことがない顧客を、または広告主から頻繁に購入する顧客を、排除できる。頻
繁に購入する顧客に広告は必要ないことから（つまりこの顧客には広告主の製品は販売済



(14) JP 2009-535749 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

みだから）、広告主はこれを排除するかもしれない。
【００５７】
　もうひとつの実施例では、地理、行動、人口統計、協調フィルタリング、サイコグラフ
ィックス（例えば暗示的サイコグラフィックプロファイル）、ユーザの選択が示唆する嗜
好性、および／または登録時にユーザから収集される他の何らかのデータに基づき、自動
的に広告を生成できる。
【００５８】
　もうひとつの実施例では、ユーザのフィードバックに基づいて自動的に広告を生成でき
る。ユーザフィードバックは、例えば広告主および／または広告の選択（または不選択）
、広告主および／または広告選択の持続性、選択／不選択と広告掲載との相関関係、およ
び／または広告選択の一貫性に基づくサイコグラフィックプロファイルの持続性／信頼性
を含む。
【００５９】
　図６Ａに示すとおり、ユーザは顧客インターフェイス文書６００の「広告詳細」セクシ
ョンで上級広告検索クエリに盛り込む様々な広告詳細６４０を入力できる。例えば広告名
、広告の主題、製品名、製品の主題、および／または広告の作成日を入力するか選択する
ことにより、広告を検索できる。図６Ａには代表的な検索クエリオプションが示してある
が、別の検索クエリオプションを盛り込むこともできる。例えば、広告のタイプを（例え
ば画像、電子媒体、印刷出版物、その他）、および／またはカスタム出版物に掲載する広
告をユーザおよび／または広告主が見つけるにあたって役に立つ他の何らかの情報を、「
広告詳細」セクションで提供できる。広告詳細６４０を入力したら、（例えば「検索」ボ
タン６５０の選択により）上級検索クエリを実行できる。
【００６０】
　さらに図６Ａに示すとおり、一実施例においては「広告詳細」セクションで（例えば「
自身のプロファイルに基づき広告を推奨する」ボタンを選択することにより）ユーザプロ
ファイルに基づき広告を推奨できる。この場合は、登録時にユーザから収集する何らかの
データに基づき、および／またはユーザフィードバックに基づき、自動的に広告を推奨で
きる。もうひとつの実施例で、「広告詳細」セクションではさらに（例えば「選択された
コンテンツに基づき広告を推奨する」ボタンを選択することにより）ユーザが選択したコ
ンテンツに基づき広告を推奨できる。もうひとつの実施例で、「広告詳細」セクションで
は（例えば「自身の検索に基づき広告を推奨する」ボタンを選択することにより）以前お
よび／または現在のユーザ検索クエリに基づき広告を推奨できる。
【００６１】
　図６Ａに示すとおり、顧客インターフェイス文書６００の「カスタム出版物」セクショ
ンでは、カスタム出版物に関する様々な情報を提示できる。例えば一実施例においては、
カスタム出版物向けに選択された広告のリスト６６０を提示できる。図６Ａに示すとおり
、現在選択されている広告は２つの広告（Ｗｅ　ｈａｖｅ　ａｌｌ　ｙｏｕｒ　ｂａｓｅ
ｂａｌｌ　ｎｅｅｄｓ　ｈｅｒｅ，ｂａｔｓ，ｇｌｏｖｅｓ，ｅｔｃ．，Ｄｉｃｋ’ｓ　
Ｓｐｏｒｔｉｎｇ　Ｇｏｏｄｓ（Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　２００６　Ｄｉｃｋ’ｓ　Ｓｐｏ
ｒｔｉｎｇ　Ｇｏｏｄｓ）とＳｈｏｐ　ｆｏｒ　ａｌｌ　ｙｏｕｒ　ｂａｓｅｂａｌｌ　
ｓｔｕｆｆ　ｈｅｒｅ　ａｎｄ　ｓａｖｅ，Ｓｐｏｒｔｓ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（Ｃｏｐ
ｙｒｉｇｈｔ　２００６　Ｓｐｏｒｔｓ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）からなる。「カスタム出
版物」セクションには、出版物代金５３５および／または出版物ページ数５４０を盛り込
むことができる。ユーザは選択済みの広告を（例えば右クリックしてメニューから削除を
選択することにより）削除し、カスタム出版物から外すことができる。選択したコンテン
ツと広告とに納得したユーザは、（例えば「出版物を提出する」ボタン６７０を選択する
ことにより）出版物の提出に進むことができる。
【００６２】
　図６Ａには図示されていないが、「カスタム出版物」セクションには、選択された広告
のリスト６６０の代わりに、および／またはこれに加えて、選択されたコンテンツのリス
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ト５３０（図５Ａに図示）を盛り込むことができる。
【００６３】
　本発明の原理に一致する一実施例においては、カスタム出版物の代金をそこに掲載する
広告の数に結び付けることができる。例えば、カスタム出版物の代金はそこに掲載する広
告が少なくなると高くなる。逆に、ユーザがより多くの広告の受け入れを望むなら、カス
タム出版物の代金は低くなる。例えば、カスタム出版物に広告を望まないユーザには広告
による値引きがなく、出版物の全額を負担することになる。
【００６４】
　図６Ｂに示すとおり、ユーザが広告検索クエリを実行する場合は顧客インターフェイス
文書６０５に検索結果６８０を提示できる。検索結果６８０を出すには、広告データベー
ス（図１のカスタム出版物作成装置の広告情報部）をスキャンし、ユーザが入力した検索
条件に一致する広告を提示する。検索結果６８０はユーザの検索クエリに一致するいくつ
かの広告を含み、様々なやり方で（例えば日付、関連性、代金、その他により）配置でき
る。例えば図６Ｂの代表的実施例では、検索結果（例えば「Ｒｏｎ　Ｊｏｎ　Ｓｕｒｆ　
Ｓｈｏｐ」と「Ｄｉｃｋ’ｓ　Ｓｐｏｒｔｉｎｇ　Ｇｏｏｄｓ」）が関連情報（例えば関
連性、著者名、作成日、広告の識別番号、広告の抜粋、その他）と併せて表示されている
。ユーザは（例えば「広告を選択する」ボタン６９０を選択することにより）カスタム出
版物に入れる広告を選択でき、それに応じて「カスタム出版物」セクションは更新される
（例えば選択された広告がリスト６６０へ加わり、出版物代金５３５が更新され、出版物
ページ数５４０が更新される）。
【００６５】
　図６Ｂには図示されていないが、本発明の原理に一致する一実施例においては、広告に
よるカスタム出版物代金の減額を検索結果６８０と併せて提示できる。こうすることによ
り、ユーザは広告を選択しながらカスタム出版物の代金を極力抑えることができる。これ
は、広告主が広告に支払う金額に結び付けることができる。例えば広告主が広告に割増料
金を払うなら、その広告によるカスタム出版物の値引きの幅は他の広告より大きくなる。
その結果、ユーザは値引きの幅が小さい他の広告よりその広告を選ぶ気になり、広告主は
ユーザによる広告の選択を確実なものにできる。
【００６６】
　カスタム出版物向けに選択したコンテンツと広告に納得したユーザは、（例えば「提出
する」タブ４４０または「出版物の提出へ進む」ボタン６７０を選択するかクリックする
ことにより）カスタム出版物の請求に進み、図７に示す顧客インターフェイス文書７００
が提示される。図７に示すとおり「出版物を提出する」セクションを提示し、ユーザがカ
スタム出版物向けに選択したコンテンツおよび広告のリスト７１０をこれに盛り込むこと
ができる。
【００６７】
　「出版物を提出する」セクションの配布方法メニュー７２０では、ユーザがカスタム出
版物の配布形式を選択できる。カスタム出版物は様々な形式および／または方法で、例え
ばハードコピー形式および／または機械閲覧可能形式で、配布できる。例えば一実施例に
おいては要望に応じてカスタム出版物を（例えば図１のカスタム出版物作成装置により）
印刷し、ユーザへ郵送できる。もうひとつの実施例では、電子版（例えばＡｄｏｂｅ　Ｐ
ＤＦ形式や他の何らかの機械閲覧可能形式）のカスタム出版物をユーザがダウンロードし
たり、ｅメールでユーザに送ったりすることができる。印刷版カスタム出版物の要望があ
る場合でも、かかる電子版を参考として提供することはできる。もうひとつの実施例では
、小売店にあるプリントピックアップステーションでカスタム出版物を印刷できる。例え
ば消費者が写真や写真の好みをインターネットから小売店へ送信したり、小売店で写真の
オプションを選択するのと同じ要領で、小売店（例えばＴａｒｇｅｔまたはＳａｆｅｗａ
ｙ）にあるプリントピックアップステーションでカスタム出版物を印刷したりすることが
できる。かかる小売店には、カスタム出版物の作成および／または印刷が行える顧客イン
ターフェイスキオスクを用意することもできる。
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【００６８】
　さらに他の実施例においては小売店や出版者がカスタム出版物作成装置へ接続し、ユー
ザの代わりにカスタム出版物を印刷できる。かかる小売業者または出版者は、自身の製品
やサービスを宣伝する手段としてかかる印刷を利用できる。例えばＴａｒｇｅｔなら、自
社広告をカスタム出版物に表示する見返りとしてカスタム出版物の印刷料金を値引きでき
るであろう。この印刷サービスはオンライン（例えばインターネット経由）で実施したり
、小売店で実施したりすることができる。もうひとつの実施例で、ほかの施設（例えば公
共の図書館、大学、印刷業者）でも同様にカスタム出版物を印刷できる。
【００６９】
　コンテンツ提供者インターフェイス
　図８は、コンテンツ提供者情報を受け取るコンテンツ提供者インターフェイス文書８０
０の代表的図である。コンテンツ提供者インターフェイス文書８００は様々なやり方で提
供できる。例えば一実施例においては、インターネットを通じてコンテンツ提供者インタ
ーフェイス文書８００を提供できる。図８に示すとおり、コンテンツ提供者インターフェ
イス文書８００の「コンテンツ提出」セクションには、図１との関係で上述した様々なタ
イプのコンテンツをアップロードするためのフィールド８１０がある。最大規模の出版者
から最小規模の独立著者やオンライン提供者（例えばブロガー）までがコンテンツをアッ
プロードできる。例えば一実施例においてはニューズウィーク誌が毎週の記事、画像、そ
の他をカスタム出版物作成装置へアップロードし、カスタム出版物作成装置はこの情報を
ニューズウィーク誌から得た以前の情報と併せてコンテンツ情報部に蓄積する。別の実施
例では、独立著者／記者やオンライン提供者（例えばブロガー）が自身の記事をカスタム
出版物作成装置に提供し、コンテンツ情報部に蓄積する。
【００７０】
　「コンテンツ提出」セクションには提案料金８２０を提示できる。これは、コンテンツ
提供者とカスタム出版物作成装置のオーナーとの間で取り決められる最終的な料金である
場合とそうでない場合とがある。むしろ、これらの当事者間では様々な料金体系が設定さ
れる。例えば一実施例においては、出版者がカスタム出版物作成装置オーナーとの間で予
め取り決められた一定のライセンス料金でコンテンツを配布する。別の実施例においては
、出版者が提供する各コンテンツにつき料金（例えば記事のサイズに基づく料金）を提案
し、カスタム出版物作成装置オーナーとの間でその都度料金を取り決める。もうひとつの
実施例では、カスタム出版物作成装置オーナーが提案されたコンテンツ料金を承諾し、ユ
ーザにはコンテンツの代価としてこの料金（ならびにことによると割増料金）を請求する
。この場合はコンテンツ提供者に価格決定を委ねることになるから、コンテンツを選ぶ者
がいなくなるほど高い料金をコンテンツ提供者が課すことはなくなる。さらに他の実施例
においては、コンテンツ料金の値下げと引き換えにカスタム出版物作成装置オーナーが広
告主から得る収益の分け前をコンテンツ提供者に与える。もうひとつの実施例においては
、（例えば特定の範疇のコンテンツを選択するユーザのため）競売方式のシステムを作り
、ここでユーザは値段が最も低いコンテンツを、要望が最も多いコンテンツを、および／
またはレートが最も高いコンテンツを選択できる。
【００７１】
　コンテンツ提供者は「コンテンツ提出」セクションで（例えば「新しいコンテンツを自
動的にロードする」ボタン８３０の選択により）新しいコンテンツを自動的にロードでき
る。例えば一実施例においては、定期コンテンツ提供者（例えばニューズウィーク誌）が
ボタン８３０を選択することによって自身の定期コンテンツ（例えば今週のニューズウィ
ーク誌のコンテンツ）の全てを自動的にロードできる。別の実施例においては、コンテン
ツ提供者が新しいコンテンツを自動的にカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部へダ
イレクトにロードできる。例えばニューズウィーク誌なら、次週のコンテンツをニューズ
ウィーク誌で公表される前夜にコンテンツ情報部へ自動的にロードできるであろう。この
やり方なら「新しいコンテンツを自動的にロードする」ボタン８３０を使う必要はなく、
コンテンツ提供者はコンテンツをダイレクトにロードできる。



(17) JP 2009-535749 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

【００７２】
　さらに図８に示すとおり、コンテンツ提供者は「コンテンツ提出」セクションの「コン
テンツのターゲット読者」ボタン８４０を選択することによってコンテンツのターゲット
読者を設定できる。例えばコンテンツ提供者は、自身のコンテンツのターゲットとして設
定するユーザについて情報を選択できる。コンテンツ提供者は一実施例において、地理、
行動、人口統計、協調フィルタリング、サイコグラフィックス、ユーザの選択が示唆する
嗜好性、および／または登録時にユーザから収集される他の何らかのデータのいずれかを
ターゲットユーザ情報として指定できる。
【００７３】
　もうひとつの実施例では、コンテンツ提供者がユーザのフィードバックに基づいて、他
追えばコンテンツ提供者および／またはコンテンツの選択（または不選択）、コンテンツ
提供者および／またはコンテンツ選択の持続性、選択／不選択とコンテンツ掲載との相関
関係、および／またはコンテンツ選択の一貫性に基づくサイコグラフィックプロファイル
の持続性／信頼性に基づき、ターゲットを設定できる。
【００７４】
　図８の「コンテンツ提出」セクションには、コンテンツ提供者から（例えばカスタム出
版物作成装置へ）現在提供されているコンテンツのリスト８５０がある。例えばコンテン
ツ提供者は一実施例において、コンテンツが売れなかったため、コンテンツが時宜に適っ
ていなかったため、新しいコンテンツの代わりに、コンテンツを削除できる。コンテンツ
提供者は別の実施例において、現在提供している全てのコンテンツを定期的に新しいコン
テンツに置き換えることを望むかもしれない。
【００７５】
　さらに図８に示すとおり、コンテンツ提供者インターフェイス文書８００の「コンテン
ツレポート」セクションでは、コンテンツに関する様々な財務情報８６０を提示できる。
例えば一実施例においては、前期配布コンテンツを提示し（この期間は任意の間隔に、例
えば毎月に、設定できる）、コンテンツ、コンテンツ販売部数、コンテンツ一部当たりの
請求価格または料金の一覧をここに盛り込むことができる。
【００７６】
　別の実施例においてはコンテンツの収益を提示でき、コンテンツ収益と、広告収益と、
合計収益とをここに盛り込むことができる。コンテンツ収益は、販売されたコンテンツ、
一定のコンテンツライセンス料金、および／またはコンテンツ提供者とカスタム出版物作
成装置オーナーとの間で設定される他の何らかの金銭上の取り決めに基づく。広告収益は
、コンテンツ提供者と広告主との間の、および／またはコンテンツ提供者とカスタム出版
物作成装置オーナーとの間の、金銭上の取り決めに基づく。例えば広告収益は、コンテン
ツ提供者が所有するコンテンツとの関係で広告が推奨される回数に結び付けることができ
る。
【００７７】
　カスタム出版物作成装置オーナーからコンテンツ提供者に対する収益の支払いには様々
なやり方がある。例えば一実施例においては、カスタム出版物作成装置がコンテンツ提供
者のため請求、支払い、契約購読業務をオンラインで管理し、こうすれば現在のシステム
にかかわる費用や面倒を、例えば更新にともなう紙を多用し郵便料金がかさむ人手による
事後処理を、あるいは現在多くのコンテンツ提供者で使われているその他のシステムにか
かわる費用や面倒を、解消できる。
【００７８】
　図８は期間財務情報８６０を示しているが、「コンテンツレポート」セクションには別
の財務情報を、例えば年次財務情報、当初から今日までの財務情報、広告収益詳細、およ
び／またはコンテンツ提供者にとって有用と目される他の何らかの財務情報を、盛り込む
こともできる。
【００７９】
　本発明の原理に一致する一実施例では、アップロードされるコンテンツと、提案料金と
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、自動的にロードされるコンテンツと、ターゲット読者の情報が電子方式でコンテンツデ
ータベース（例えば図１のカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部）に提供される。
別の実施例ではコンテンツと、料金と、ターゲットの情報が印刷形式でカスタム出版物作
成装置オーナーに提供され、（例えばコンテンツのスキャン、データ入力、その他により
）コンテンツ情報部に入力される。
【００８０】
　図８は、カスタム出版物作成装置に接続しているコンテンツを提供するコンテンツ提供
者を示すが、本発明の原理に一致する別の実施例ではカスタム出版物作成装置からコンテ
ンツ提供者の一部または全部に接続し、それらのコンテンツ提供者から情報を抽出する。
例えばコンテンツへのアクセスが許可されたカスタム出版物作成装置なら、コンテンツの
中をクロールし、カスタム出版物作成装置を通じて提供するコンテンツを選択できる。こ
れは現在のニュース集約サービスと同様のやり方で果たすことができる。
広告主インターフェイス
　図９Ａおよび９Ｂは、広告主情報を受け取る広告主インターフェイス文書９００および
９０５の代表的図である。例えば一実施例においてはインターネットを通じて広告主イン
ターフェイス文書９００および９０５を提供できる。図９Ａに示すとおり、広告主は広告
主インターフェイス文書９０５の「広告提出」セクションで、（例えば図１のカスタム出
版物作成装置の広告情報部にある）現在の広告のリスト９１０を閲覧し、（例えばボタン
９２０の選択により）現在の広告の維持または削除を決めることができる。広告主は「広
告提出」セクションで、例えば「新しい広告を作成する」ボタン９３０を選択し、新たな
広告を作ることができる。広告主が「新しい広告を作成する」ボタン９３０を選択すると
、後ほど詳述する図９Ｂの広告主インターフェイス文書９０５が表示される。
【００８１】
　さらに図９Ａに示すとおり、広告主インターフェイス文書９００には「ターゲットコン
テンツまたは読者」セクションがあり、ここで広告主は特定のコンテンツに的を絞るため
の情報９４０を、あるいは特定のユーザ読者に的を絞るための情報９５０を、指定できる
。例えば広告主は図９Ａに示すように、コンテンツの名前、コンテンツの価格、コンテン
ツの発行部数、および／または広告主にとって重要と目される他の何らかのコンテンツ関
係情報に基づき、コンテンツの的を絞ることができる。広告主は、性別、年齢、教育水準
、所得水準、および／または図６Ａとの関係で上述した他の何らかのターゲット情報（例
えば人口統計、サイコグラフィックス、その他）に基づき、ユーザ読者の的を絞ることも
できる。
【００８２】
　図９Ａに示すとおり、広告主インターフェイス文書９００の「広告レポート」セクショ
ンには、カスタム出版物作成装置によって配布された（例えば前期）広告のリスト９６０
が提示される。広告主はこのリスト９６０をもとに広告を維持するか、それとも削除する
かを決めることができる。例えば広告主は低迷している広告を削除したり、配布目標を達
成している広告を維持したりすることを望むかもしれない。リスト９６０は広告に関する
財務情報を、例えば広告配布部数、広告一部当たりの単価、広告とともに提供されたコン
テンツ、広告を見る平均ユーザ層を、提示する。
【００８３】
　広告の単価は、広告主とカスタム出版物作成装置オーナーとの間で取り決めることがで
きる。例えば一実施例においては、カスタム出版物作成装置が一広告主の全広告に均一料
金を設定する。もうひとつの実施例では、広告主が広告に対し割増料金の支払いを望むこ
とがあり、その広告は、割増料金を払わないほかの関連広告より頻繁に関連コンテンツと
ともに配布される。もうひとつの実施例では、広告主が広告を競売する競売方式の広告シ
ステムを利用できる（例えば、ある種の広告で最高額を支払う広告主が落札する）。
【００８４】
　図９Ａには定期的財務情報９６０が示してあるが、「広告レポート」セクションには別
の財務情報を、例えば年次財務情報、当初から今日までの財務情報、人口統計詳細、およ
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び／または広告主にとって有用と目される他の何らかの財務情報を、盛り込むことができ
る。
【００８５】
　本発明の原理に一致する一実施例では、新しい広告と、ターゲットコンテンツ情報と、
ターゲット読者情報を電子方式で広告データベース（例えば図１のカスタム出版物作成装
置の広告情報部）に提供する。別の実施例では、新しい広告と、ターゲットコンテンツ情
報と、ターゲット読者情報が印刷形式でカスタム出版物作成装置オーナーに提供され、（
例えばスキャン、データ入力、その他により）広告情報部に入力される。
【００８６】
　図９Ａは、広告を提供する広告主がカスタム出版物作成装置に接続する様子を示すもの
だが、本発明の原理に一致する別の実施例ではカスタム出版物作成装置から広告主の一部
または全部に接続し、それらの広告主から広告を抽出する。例えば広告へのアクセスが許
可されたカスタム出版物作成装置なら、広告の中をクロールし、カスタム出版物作成装置
を通じて提供する広告を選択できる。これは現在のニュース集約サービスと同様のやり方
で果たすことができる。
【００８７】
　広告主が「新しい広告を作成する」ボタン９３０を選択すると、図９Ｂに示す広告主イ
ンターフェイス文書９０５が表示される。図９Ｂに示すとおり、広告主インターフェイス
文書９０５の広告プレビューセクション９７０は、広告入力セクション９８０における広
告主の入力に基づき広告の外観を表示する。広告主は広告の見出しと（例えば「Ｆａｋｅ
　Ａｄ」）、画像ファイルと（例えば「Ｕｓｅｒ　ｉｍａｇｅ」）、広告の説明文と（例
えば「Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」）、ロゴファイルと（例えば選択されたもの、または追
加されたもの）、表示ＵＲＬと（例えば「ｗｗｗ．ｆａｋｅａｄ．ｃｏｍ」）、電話番号
と（例えば「（８００）８８８－８８８８」）、広告名と（例えば「ｆａｋｅａｄ」）を
入力できる（そして広告プレビューセクション９７０に表示される）。電話番号および／
またはＵＲＬは売上を伸ばすのに、および／または広告に対するユーザの反応を追跡する
のに、役立てることができる。広告主は「保存」ボタン９９０を選択することによって広
告情報を保存できる。
【００８８】
　図９Ｂは広告について提示され得る代表的広告情報を示すものだが、ほかの広告情報を
提示することもできる。例えば広告情報は、住所、販売イベント、および／または広告主
の売り込みにとって重要と目される他の何らかの情報を含む。
【００８９】
　コンテンツにマッチした広告を、および／またはユーザによって具体的に選択された広
告を、提供することは、広告主に数多くの利点をもたらす。例えば、このやり方なら広告
主が潜在顧客をダイレクトに見分けることができるから、コスト・パー・サウザンド・イ
ンプレッション（ＣＰＭ）広告を上げることができる。さらに広告主は、現在入手困難な
消費者の行動および／またはサイコグラフィック情報を集めることができる。広告主は適
当なサイズで１バージョンの広告を作るだけでよいから、広告製作コストを節約できる。
【００９０】
　例示的プロセス
　図１０Ａ～１２は、本発明の原理に一致する実施例に従い個人向けのコンテンツと広告
とを含むカスタム出版物を作成する例示的プロセスのフローチャートである。図１０Ａお
よび１０Ｂのプロセスは概して、コンテンツと広告の関連情報を入手し処理するプロセス
として説明できる。図１１Ａ～１１Ｃのプロセスは概して、個人向けのコンテンツと広告
とを含むカスタム出版物を作成するプロセスとして説明できる。図１２のプロセスは、ユ
ーザから提供される情報に、および／またはユーザに関する情報に、基づき自動的にカス
タム出版物を作成および／または推奨するプロセスとして説明できる。
【００９１】
　図１０Ａ～１２のプロセスは、クライアント／サーバ実体の中で、例えばクライアント
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２１０および／またはサーバ２２０～２４０のいずれか１つ以上の中で、１つ以上のソフ
トウェアおよび／またはハードウェアコンポーネントによって実行できる。別の実施例で
は、クライアント２１０および／またはサーバ２２０～２４０とは別の、またはクライア
ント２１０および／またはサーバ２２０～２４０を含む、別の装置または装置群の中で、
１つ以上のソフトウェアおよび／またはハードウェアコンポーネントによってプロセスを
実行できる。
コンテンツと広告の入手および処理
　図１０Ａおよび１０Ｂのプロセス１０００は、出版物供給元を受信および／またはこれ
にアクセスし、コンテンツを取り出し、コンテンツを集約することから始まる（ブロック
１００５）。例えば図８との関係で上述した一実施例において、コンテンツ提供者インタ
ーフェイス文書８００には、図１との関係で上述した様々なタイプのコンテンツをアップ
ロードするためのフィールド８１０があり、さらにコンテンツの提案料金を設定するため
のフィールド８２０がある。図８との関係で上述した別の実施例では、コンテンツ提供者
が（例えば「新しいコンテンツを自動的にロードする」ボタン８３０の選択により）コン
テンツ提供者インターフェイス文書８００で新しいコンテンツを自動的にロードできる。
もうひとつの実施例では、カスタム出版物作成装置がコンテンツ提供者の一部または全部
へ接続し、コンテンツ提供者から情報を抽出できる。例えばコンテンツへのアクセスが許
可されたカスタム出版物作成装置なら、コンテンツの中をクロールし、カスタム出版物作
成装置を通じて提供するコンテンツを選択できる。
【００９２】
　図１０Ａに示すとおり、集約されたコンテンツには従来の索引・分類アルゴリズムを用
いて索引を付け、分類することができる（ブロック１０１０）。例えば主題情報をもとに
集約済みコンテンツに索引を付け、分類できる（例えば、イラク戦争に関する記事に索引
を付けてニュースカテゴリに分類し、さらに索引を付けて「イラク戦争」サブカテゴリに
分類できる）。
【００９３】
　プロセス１０００は、広告供給元を受信および／またはこれにアクセスし、広告を取り
出し、広告を集約することを含む（ブロック１０１５）。例えば図９Ａおよび９Ｂとの関
係で上述した一実施例において、広告主は広告主インターフェイス文書９００および９０
５で、例えば「新しい広告を作成する」ボタン９３０を選択し、新たな広告を作ることが
できる。「新しい広告を作成する」ボタン９３０を選択した広告主は、図９Ｂに示す広告
主インターフェイス文書９０５で広告の作成と保存を行うことができる。もうひとつの実
施例では、例えばコンテンツを自動的にロードするのと同じ要領で、広告主が広告主イン
ターフェイス文書９００で新しい広告を自動的にロードできる。もうひとつの実施例では
、カスタム出版物作成装置が広告主の一部または全部へ接続し、広告主から情報を抽出で
きる。例えば広告へのアクセスが許可されたカスタム出版物作成装置なら、広告の中をク
ロールし、カスタム出版物作成装置を通じて提供する広告を選択できる。
【００９４】
　さらに図１０Ａに示すとおり、集約された広告には従来の索引・分類アルゴリズムを用
いて索引を付け、分類することができる（ブロック１０２０）。例えば主題情報をもとに
集約済み広告に索引を付け、分類できる（例えば、フォード社製トラックに関する広告に
索引を付けて自動車カテゴリに分類し、さらに索引を付けてトラックサブカテゴリに分類
できる）。
【００９５】
　集約された広告を集約されたコンテンツに相関させるまたは関連付けるか否かを決める
ことができる（ブロック１０２５）。集約済み広告を集約済みコンテンツに相関させるこ
とを望むなら（ブロック１０２５－はい）、集約済み広告を様々なやり方で集約済みコン
テンツに相関させることができる（ブロック１０３０）。例えば一実施例においては、広
告とコンテンツの索引付けと分類を同様の方法で行うことにより、（例えばユーザが）特
定のコンテンツを選択するときには、このコンテンツと同様に索引が付され分類された広
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告をカスタム出版物向けに推奨できる。図９Ａとの関係で上述したもうひとつの実施例で
は、広告主が入力したターゲットコンテンツ情報９４０（例えばコンテンツ名、価格、発
行部数、その他）に基づいて集約済み広告を集約済みコンテンツに相関させる。集約済み
広告を集約済み出版物に相関させることを望まないなら（ブロック１０２５－いいえ）、
プロセス１０００は図１０ＢのブロックＡへ進む。
【００９６】
　図１０Ｂに示すとおり、集約されたコンテンツをユーザに相関させるか否かを決めるこ
とができる（ブロック１０３５）。集約済みコンテンツをユーザに相関させることを望む
なら（ブロック１０３５－はい）、集約済みコンテンツを様々なやり方でユーザに相関さ
せることができる（ブロック１０４０）。例えば図８との関係で上述した一実施例におい
ては、コンテンツ提供者が（例えば「コンテンツのターゲット読者」ボタン８４０の選択
により）様々な情報をもとにコンテンツのターゲット読者を選択できる。別の実施例では
、たとえコンテンツ提供者がコンテンツのターゲット読者を選ばない場合でも、集約済み
コンテンツをユーザに相関させることはできる。例えば、索引を付けて分類したコンテン
ツは、（例えば、ユーザによって入力された情報、ユーザ行動、その他に基づき）これに
関心を寄せる見込みが高いユーザに照合できる。
【００９７】
　集約済みコンテンツをユーザに相関させることを望まないなら（ブロック１０３５－い
いえ）、集約済み広告をユーザに相関させるか否かを決めることができる（ブロック１０
４５）。相関させるなら（ブロック１０４５－はい）、集約済み広告を様々なやり方でユ
ーザに相関させることができる（ブロック１０５０）。例えば図９Ａとの関係で上述した
一実施例においては、広告主が入力したターゲット読者情報９５０（例えば消費者の性別
、年齢、教育、所得水準、その他）に基づいて集約済み広告をユーザに相関させることが
できる。別の実施例では、たとえ広告主が広告のターゲット読者を選ばない場合でも、集
約済み広告をユーザに相関させることはできる。例えば、索引を付けて分類した広告は、
（例えば、ユーザによって入力された情報、ユーザ行動、その他に基づき）これに関心を
寄せる見込みが高いユーザに照合できる。
【００９８】
　集約済み広告をユーザに相関させることを望まないなら（ブロック１０４５－いいえ）
、プロセス１０００は終了する。
【００９９】
　カスタム出版物の作成
　図１１Ａおよび１１Ｂのプロセス１１００は、ユーザからコンテンツ検索クエリを受け
た時点で始まる（ブロック１１０５）。例えば図５Ａとの関係で上述した一実施例におい
てはユーザがフィールド５０５で検索クエリを入力し、「出版物を見つける」ボタン５１
０を選択して検索クエリを実行し、クエリに一致するコンテンツを得ることができる。図
５Ａとの関係で上述した別の実施例においては、何らかの順序で（例えば日付により、主
題により、その他により）整理された以前の検索クエリがユーザに提示される。ユーザが
過去に使ったクエリは、それらがどれくらい新しく、どれくらいの頻繁に使われているか
に応じて格付けでき、検索ページ上に配置されたメニューを通じてアクセスできる。図５
Ａとの関係で上述したもうひとつの実施例においては、ユーザが「出版物詳細」セクショ
ンで上級コンテンツ検索クエリに盛り込む様々なコンテンツ詳細５２０を入力できる。例
えば出版物名、記事名、画像名、出版物の主題、記事の主題、画像の主題等を入力するか
選択することにより、コンテンツを検索できる。
【０１００】
　ユーザは、検索クエリが記憶されることを望むなら（ブロック１１１０－はい）、コン
テンツを選択するためのユーザ検索クエリは保存できる（ブロック１１１５）。例えば一
実施例において、カスタム出版物作成装置はユーザの要求に応じてかかる検索クエリを保
存でき、ユーザは後ほど（例えば図５Ａの「前のクエリを実行する」ボタン５１５の選択
により）蓄積された検索クエリにアクセスできる。検索クエリを記憶しないことをユーザ
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が望むなら（ブロック１１１０－いいえ）、ユーザ検索クエリをもとに集約済みコンテン
ツを検索できる（ブロック１１２０）。例えばカスタム出版物作成装置は、（例えば図１
のカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部に蓄積された）集約済みコンテンツに対し
検索クエリを実行できる。
【０１０１】
　図１１Ａには図示されていないが、ユーザ検索クエリを使ってコンテンツを検索する代
わりに、広告を自動的に生成するのと同じ要領でコンテンツの一部または全部を自動的に
選択する、および／またはユーザに勧める、こともできる（図１１Ｂとの関係で後述する
）。例えば一実施例においてはユーザフィードバック、地理、行動、人口統計、協調フィ
ルタリング、サイコグラフィックス、ユーザの選択が示唆する嗜好性、および／または登
録時にユーザから収集される他の何らかのデータに基づき、コンテンツの一部または全部
を自動的に生成（例えば選択および／または推奨）できる。
【０１０２】
　検索クエリの結果は、すなわち該当するコンテンツは、ユーザに推奨および／または提
示できる（ブロック１１２５）。例えば図５Ｂとの関係で上述した一実施例においては、
コンテンツデータベース（図１のカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部）をスキャ
ンし、ユーザが入力した検索条件に一致するコンテンツを提示することによって検索結果
５５５を出す。検索結果５５５はユーザの検索クエリに一致するいくつかのコンテンツを
含み、様々なやり方で（例えば日付、関連性、代金、その他により）配置できる。
【０１０３】
　さらに図１１Ａに示すとおり、プロセス１１００はユーザが選択したコンテンツを受け
取ることを含み（ブロック１１３０）、図１１ＢのブロックＡへ進むことができる。図５
Ｂとの関係で上述した一実施例においては、ユーザが（例えば「購入」ボタン５６０を選
択することにより）購入するコンテンツを選択でき、それに応じて「カスタム出版物」セ
クションは更新される（例えば選択されたコンテンツがリスト５３０へ加わり、出版物代
金５３５が更新され、出版物ページ数５４０が更新される）。
【０１０４】
　図１１Ｂに示すとおり、広告を自動的に生成することをユーザが望むなら（ブロック１
１３５－はい）、選択されたコンテンツとともに盛り込む広告を自動的に選択および／ま
たは推奨できる。例えば図６Ａとの関係で上述した一実施例においては、ユーザが（例え
ば「広告を自動的に選択する」ボタン６３０を選択することにより）広告を自動的に選択
できる。選択されたコンテンツ、リンクされたコンテンツ、ユーザフィードバック、地理
、行動、人口統計、協調フィルタリング、サイコグラフィックス、ユーザの選択が示唆す
る嗜好性、および／または登録時にユーザから収集される他の何らかのデータに基づき、
広告の一部または全部を自動的に生成できる。
【０１０５】
　別の実施例では広告を自動的に推奨できる（ただし選択しない）。例えば、前の段落で
述べた可変値のいずれかに基づき自動的に広告を推奨でき、ユーザは推奨された広告から
広告を選択できる。
【０１０６】
　広告を自動的に生成することをユーザが望まないなら（ブロック１１３５－いいえ）、
広告を選択するためのユーザ検索クエリを受け取ることができる（ブロック１１４５）。
例えば図６Ａとの関係で上述した一実施例においては、ユーザがフィールド６１０に検索
クエリを入力し、「広告を見つける」ボタン６２０を選択して検索クエリを実行し、クエ
リに一致する広告を得ることができる。ユーザは別の実施例において、以前のコンテンツ
検索クエリを実行するのと同じ要領で（図５Ａとの関係で上述）、以前に入力した広告検
索クエリを実行できる。ユーザは図６Ａとの関係で上述した一実施例において、上級広告
検索クエリに盛り込む様々な広告詳細６４０（例えば広告名、広告の主題、製品名、製品
の主題、および／または広告作成日）を入力できる。
【０１０７】
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　ユーザが検索クエリを記憶させることを望むなら（ブロック１１５０－はい）、広告を
選択するためのユーザ検索クエリを保存できる（ブロック１１５５）。例えば一実施例に
おいて、カスタム出版物作成装置はユーザの要求に応じてかかる検索クエリを保存でき、
ユーザは、後ほど、保存された検索クエリにアクセスできる。検索クエリを記憶しないこ
とをユーザが望むなら（ブロック１１５０－いいえ）、ユーザ検索クエリをもとに集約済
み広告を検索できる（ブロック１１６０）。例えばカスタム出版物作成装置は、（例えば
図１のカスタム出版物作成装置の広告情報部に蓄積された）集約済み広告に対し検索クエ
リを実行できる。
【０１０８】
　検索クエリの結果は、すなわち該当する広告は、ユーザに推奨および／または提示でき
る（ブロック１１６５）。例えば図６Ｂとの関係で上述した一実施例においては、広告デ
ータベース（図１のカスタム出版物作成装置の広告情報部）をスキャンし、ユーザが入力
した検索条件に一致する広告を提示することによって検索結果６８０を出す。検索結果６
８０はいくつかの広告を含み、様々なやり方で（例えば日付、関連性、その他により）配
置できる。図６Ａとの関係で上述した一実施例においては、ユーザプロファイルに基づき
、ユーザによって選択されたコンテンツに基づき、および／または以前および／または現
在のユーザ検索クエリに基づき、広告を推奨できる。
【０１０９】
　さらに図１１Ｂに示すとおり、プロセス１１００は、ユーザによって選択された、およ
び／または自動的に選択された、広告を受け取ることを含み（ブロック１１７０）、図１
１ＣのブロックＢへ進むことができる。図６Ｂとの関係で上述した一実施例においては、
ユーザが（例えば「広告を選択する」ボタン６９０を選択することにより）広告を選択で
き、それに応じて「カスタム出版物」セクションは更新される（例えば選択された広告が
リスト６６０へ加わり、出版物代金５３５が更新され、出版物ページ数５４０が更新され
る）。
【０１１０】
　図１１Ｃに示すとおり、プロセス１１００はユーザがさらに他のコンテンツを含めるか
否かを判断することを含む（ブロック１１７５）。例えばユーザは、コンテンツと広告を
選択した後にさらに他のコンテンツの追加を決めるかもしれない。さらに他のコンテンツ
を望むなら（ブロック１１７５－はい）、プロセス１１００は図１１ＡのブロックＣへ戻
り、さらに他のコンテンツを選択できる。さらに他のコンテンツを望まないなら（ブロッ
ク１１７５－いいえ）、ユーザがさらに他の広告を含めることを望んでいるか否かを判断
する（ブロック１１８０）。例えばユーザは、カスタム出版物の代金を抑えるためさらに
他の広告を含めることを望むかもしれない。さらに他の広告を望むなら（ブロック１１８
０－はい）、プロセス１１００は図１１ＢのブロックＤへ戻り、さらに他の広告を選択で
きる。
【０１１１】
　さらに他の広告を望まないなら（ブロック１１８０－いいえ）、カスタム出版物の配布
形式選好をユーザから受け取ることができる（ブロック１１８５）。例えば図７との関係
で上述した一実施例においては、要望に応じてカスタム出版物を（例えば図１のカスタム
出版物作成装置により）印刷し、ユーザへ郵送できる。もうひとつの実施例では、電子版
（例えばＡｄｏｂｅ　ＰＤＦ形式）のカスタム出版物をユーザがダウンロードしたり、ｅ
メールでユーザに送ったりすることができる。もうひとつの実施例では、小売店にあるプ
リントピックアップステーションでカスタム出版物を印刷できる。もうひとつの実施例に
おいては小売店や出版者がカスタム出版物作成装置へ接続し、ユーザの代わりにカスタム
出版物を印刷できる。
【０１１２】
　プロセス１１００は、好ましい配布形式でカスタム出版物を生成することを含む（ブロ
ック１１９０）。例えばカスタム出版物はユーザへ郵送でき、ユーザによりダウンロード
でき、ｅメールでユーザへ送信でき、プリントピックアップステーションや小売店で印刷
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できる。プロセス１１００は会計情報を更新することを含む（ブロック１１９５）。例え
ばカスタム出版物の料金はユーザのクレジットカードに請求でき、カスタム出版物に広告
を掲載する広告主の財務情報（例えば図９Ａおよび９Ｂの「広告レポート」セクションの
中にある情報）は更新でき、カスタム出版物にコンテンツを掲載するコンテンツ提供者の
財務情報（例えば図８の「コンテンツレポート」セクションの中にある情報）は更新でき
る。
【０１１３】
　カスタム出版物の自動作成／推奨
　図１２のプロセス１２００は、ユーザ入力および／またはユーザ情報に基づきコンテン
ツ検索クエリを作成することを含む（ブロック１２１０）。例えば一実施例において、カ
スタム出版物作成装置は以前のユーザコンテンツ検索クエリに基づきコンテンツの検索ク
エリを作成できる。もうひとつの実施例において、カスタム出版物作成装置はユーザがカ
スタム出版物向けに選択した以前のコンテンツに基づき検索クエリを作成できる。もうひ
とつの実施例において、カスタム出版物作成装置はユーザに関する情報（例えば人口統計
、サイコグラフィックス、その他）に基づきコンテンツ検索クエリを作成できる。
【０１１４】
　さらに図１２に示すとおり、プロセス１２００は検索クエリに基づきコンテンツを引き
出すことを含む（ブロック１２２０）。例えば一実施例において、カスタム出版物作成装
置は（例えば図１のカスタム出版物作成装置のコンテンツ情報部に格納された）集約済み
コンテンツに対して検索クエリを実行し、検索クエリで見つかった関連性が最も高い一定
数のコンテンツを引き出すことができる。
【０１１５】
　広告検索クエリは、ユーザ入力および／またはユーザ情報に基づいて作成できる（ブロ
ック１２３０）。例えば一実施例において、カスタム出版物作成装置は以前のユーザ広告
検索クエリに基づき検索クエリを作成できる。もうひとつの実施例において、カスタム出
版物作成装置はユーザがカスタム出版物向けに選択した以前の広告に基づき検索クエリを
作成できる。もうひとつの実施例において、カスタム出版物作成装置はユーザに関する情
報（例えば人口統計、サイコグラフィックス、その他）に基づき、および／またはユーザ
によって選択されたコンテンツに基づき、広告検索クエリを作成できる。
【０１１６】
　さらに図１２に示すとおり、プロセス１２００は検索クエリに基づき広告を引き出すこ
とを含む（ブロック１２４０）。例えば一実施例において、カスタム出版物作成装置は（
例えば図１のカスタム出版物作成装置の広告情報部に格納された）集約済み広告に対して
検索クエリを実行し、検索クエリで見つかった関連性が最も高い一定数の広告を引き出す
ことができる。
【０１１７】
　プロセス１２００は引き出されたコンテンツおよび／または引き出された広告を含むカ
スタム出版物を作成および／または推奨することを含む（ブロック１２５０）。例えば一
実施例において、カスタム出版物作成装置は引き出されたコンテンツと広告とを含むカス
タム出版物を生成し、その出版物の販売をユーザに持ちかけることができる。もうひとつ
の実施例においては、ユーザがユーザ選好に基づくカスタム出版物の自動生成を設定でき
る。例えばユーザは、野球について論じる最新記事を含む週刊誌の作成を望むかもしれな
い。かかるユーザは、コンテンツや広告を選択するプロセスを通過せずにかかるカスタム
出版物を自動的に生成することを望むかもしれない。
【０１１８】
　図１０Ａ～１２のプロセスはいつでも実行できる。本発明の原理に一致する一実施例に
おいて、図１０Ａ、１０Ｂ、および図１２のプロセスは（例えば、ユーザから提供される
検索クエリと図１１Ａ～１１Ｃのプロセスの前に）オフラインで実行できる。もうひとつ
の実施例においては、図１０Ａおよび１０Ｂのプロセスをオフラインで実行でき、図１１
Ａ～１１Ｃのプロセスはユーザから提供される検索クエリを受けて実行でき、図１２のプ
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ロセスはユーザがカスタム出版物作成装置にログインするときに実行できる。
【０１１９】
　図４～９Ａはカスタム出版物の作成にかかわる情報を入力する代表的インターフェイス
を示しているが、そこに描かれたインターフェイスは、カスタム出版物の作成に関係する
ほかの情報を表示および／または入力するのに使うこともできる。例えば一実施例におい
て、コンテンツおよび／または広告の検索に使う検索条件は増やしたり減らしたりできる
。
【０１２０】
　図１～１２は個人向けコンテンツと個人向け広告を含むカスタム出版物の作成を示して
いるが、本発明の原理に一致する代替実施例のカスタム出版物は個人向けコンテンツだけ
を含み、広告は自動的に生成され、ユーザがこれを選択することはできない。本発明の原
理に一致するもうひとつの代替実施例で、本発明のシステムおよび方法は出版物の契約購
読管理サービスの一部として広告の個人的使用を許可する。
【０１２１】
　結論
　本発明の原理に一致するシステムおよび方法は、ユーザが複数のコンテンツ供給元から
選択したコンテンツと様々な広告主の関連広告（例えば、ユーザ入力に基づき選択された
広告、コンテンツに関係する広告、または前記２つの組み合わせ）とを含むオンデマンド
販売時点印刷出版物を提供できる。関連広告の判断にあたっては、印刷出版物の販売時点
に関する情報（例えば、時刻、位置、店舗の種別、完結しつつある取引の種別等）を考慮
に入れることができる。
【０１２２】
　前述した本発明の好適な実施形態の説明は例証と説明を提供するものだが、網羅的であ
ることを、または開示したとおりの形態に本発明を制限することを、意図するものではな
い。修正とバリエーションは上記の教示を踏まえて可能であり、あるいは本発明の実践か
ら習得できる。
【０１２３】
　例えば、図１０Ａ～１２との関係で一連の操作を説明したが、本発明の原理に一致する
別の実施例ではこれらの操作の順序を変えることができる。さらに、非従属的な操作は並
行して実行できる。
【０１２４】
　図１および図４～９Ｂとの関係で代表的ユーザインターフェイスを説明した。本発明の
原理に一致する別の実施例では、ユーザインターフェイスに盛り込む情報を増やしたり、
減らしたり、変えたりできる。
【０１２５】
　上述した本発明の態様を図示された実施例で様々な形のソフトウェア、ファームウェア
、およびハードウェアで実施できることは当業者にとって明白であろう。本発明の原理に
一致する態様の実施にあたって使用する実際のソフトウェアコードや専用の制御ハードウ
ェアは、本発明を制限するものではない。このため、態様の動作と挙動は具体的なソフト
ウェアコードに言及せずに説明した。当業者なら、ここでの説明をもとに態様を実施する
ソフトウェアと制御ハードウェアを設計できるものと理解する。
【０１２６】
　本願で使用した要素、操作、または命令は、本発明にとって必要不可欠と明記されない
限り、本発明にとって必要不可欠と解釈すべきものではない。また、ここで使用した冠詞
「ａ」（ある）は１つ以上の項目を含むことを意図する。ただひとつの項目を意図する場
合は、用語「ｏｎｅ」（１つの）やこれに類似する言葉が使われている。さらに語句「ｂ
ａｓｅｄ　ｏｎ」（基づく）は、別段の明言がない限り、「ｂａｓｅｄ，ａｔ　ｌｅａｓ
ｔ　ｉｎ　ｐａｒｔ，ｏｎ」（少なくとも部分的には基づく）を意味することを意図する
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の原理に一致するコンセプトを示す代表的図である。
【図２】本発明の原理に一致するシステムおよび方法を実施できるネットワークの代表的
図である。
【図３】本発明の原理に一致する一実施例に従い、図２のクライアントまたはサーバの代
表的図である。
【図４】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含むカ
スタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図５Ａ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図５Ｂ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図６Ａ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図６Ｂ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図７】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含むカ
スタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図８】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含むカ
スタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図９Ａ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図９Ｂ】本発明の原理に一致する実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを含む
カスタム出版物の関連情報を入手する代表的インターフェイス文書の代表的図である。
【図１０Ａ】本発明の原理に一致する一実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とに
関連する情報を入手し処理する代表的プロセスのフローチャートである。
【図１０Ｂ】本発明の原理に一致する一実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とに
関連する情報を入手し処理する代表的プロセスのフローチャートである。
【図１１Ａ】本発明の原理に一致する一実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを
含むカスタム出版物を作成する代表的プロセスのフローチャートである。
【図１１Ｂ】本発明の原理に一致する一実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを
含むカスタム出版物を作成する代表的プロセスのフローチャートである。
【図１１Ｃ】本発明の原理に一致する一実施例に従い、個人向けのコンテンツと広告とを
含むカスタム出版物を作成する代表的プロセスのフローチャートである。
【図１２】本発明の原理に一致する一実施例に従い、ユーザから提供される情報に、およ
び／またはユーザに関する情報に、基づき自動的にカスタム出版物を作成および／または
推奨する代表的プロセスのフローチャートである。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月16日(2008.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツ供給元からユーザ入力に基づきコンテンツを受け取ることと、
　個人向け広告検索クエリに基づき広告を検索することと、
　前記個人向け広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取ることと、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することとを備える
、方法。
【請求項２】
　興味の対象についてユーザ入力を受け取ることをさらに備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　個人向けコンテンツ検索クエリに基づき前記複数のコンテンツ供給元を検索することと
、
　前記個人向けコンテンツ検索クエリの結果に基づきコンテンツを推奨することと、
　前記推奨コンテンツから前記コンテンツを選択するユーザ入力を受け取ることとをさら
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記個人向けコンテンツ検索クエリを格納することをさらに備える、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記個人向け広告検索クエリを格納することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取ることと、
　前記コンテンツを集約することと、
　前記集約されたコンテンツから前記コンテンツを受け取ることと、
　前記集約されたコンテンツに索引を付けて分類することとをさらに備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　複数の広告主から広告を受け取ることと、
　前記広告を集約することと、
　前記集約された広告から前記個人向け広告を受け取ることと、
　前記集約された広告に索引を付けて分類することとをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　コンテンツを前記受け取ることは、前記カスタム出版物に含める前記コンテンツを指定
するユーザ入力を受け取ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記個人向け広告は前記個人向けコンテンツに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記個人向け広告はユーザ情報に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　広告を推奨することは、ユーザ情報、前記コンテンツ、またはコンテンツ検索クエリの
いずれか１つ以上に基づき前記広告を推奨することを備え、
　ユーザ選択を受け取ることは、前記推奨された広告から前記個人向け広告のユーザ選択
を受け取ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記カスタム出版物の配布形式を指定するユーザ入力を受け取ることをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記カスタム出版物をハードコピー形式で提供することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記カスタム出版物を機械閲覧可能形式で提供することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　ユーザ選好に基づきコンテンツを検索することと、
　前記コンテンツ検索の結果に基づきコンテンツを推奨することと、
　前記推奨されたコンテンツから前記コンテンツのユーザ選択を受け取ることとをさらに
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　複数のコンテンツ供給元からユーザ入力に基づきコンテンツを受け取ることと、
　ユーザ選好に基づき広告を検索することと、
　前記広告検索の結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告における個人向け広告のユーザ選択を受け取ることと、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することとを備える
、方法。
【請求項１７】
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　前記カスタム出版物は、前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むオンデマンド販売
時点印刷出版物を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　複数のコンテンツ提供者からコンテンツを受け取ることと、
　前記コンテンツを集約することと、
　前記集約コンテンツから個人向けコンテンツを受け取ることとを含み、前記個人向けコ
ンテンツは、ユーザ入力に基づいており
　複数の広告主から広告を受け取ることと、
　前記広告を集約することと、
　ユーザ選好に基づき前記集約された広告を検索することと、
　前記集約された広告の検索の結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取ることと、
　前記個人向けコンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することと
を備える、方法。
【請求項１９】
　前記集約されたコンテンツを前記集約広告に関連付けることと、
　前記集約されたコンテンツをユーザ情報に関連付けることと、
　前記集約された広告をユーザ情報に関連付けることとのうちの少なくともひとつをさら
に備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記集約されたコンテンツに索引を付けて分類することと、
　前記集約された広告に索引を付けて分類することとをさらに備える、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２１】
　ユーザ情報に基づきコンテンツ検索クエリを作成することと、
　前記コンテンツ検索クエリに基づきコンテンツを引き出すことと、
　ユーザ情報に基づき広告検索クエリを作成することと、
　前記広告検索クエリに基づき広告を検索することと、
　前記広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨することと、
　前記推奨された広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取ることと、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成することとを備える
、方法。
【請求項２２】
　コンテンツを指定するユーザ入力を受け取るための手段と、
　個人向け広告検索クエリに基づき広告を検索するための手段と、
　前記個人向け広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨するための手段と、
　前記推奨された広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取るための手段と、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成するための手段とと
を備える、システム。
【請求項２３】
　命令を蓄積するメモリと、
　前記メモリ内の前記命令を実行するプロセッサとを備え、前記命令は、
　コンテンツを受け取り、
　個人向け広告検索クエリに基づき広告を検索し、
　前記個人向け広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨し、
　前記推奨された広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取り、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する、装置。
【請求項２４】
　コンピュータ実行可能命令を格納したコンピュータ可読媒体であって、同命令は、
　コンテンツを受け取る命令と、
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　個人向け広告検索クエリに基づき広告を検索する命令と、
　前記個人向け広告検索クエリの結果に基づき広告を推奨する命令と、
　前記推奨された広告から個人向け広告のユーザ選択を受け取る命令と、
　前記コンテンツと前記個人向け広告とを含むカスタム出版物を作成する命令とを含む、
コンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　複数のコンテンツ検索クエリをユーザに関連付けることと、
　前記複数のコンテンツ検索クエリを用いてコンテンツを定期的に検索することと、
　複数の広告検索クエリをユーザに関連付けることと、
　前記複数の広告検索クエリを用いて広告を定期的に検索することと、
　前記コンテンツおよび前記広告の前記定期的検索の結果を用いて、選択されたコンテン
ツおよび広告を前記ユーザに関連付けられたカスタム出版物に定期的に提供することを備
える、方法。
【請求項２６】
　前記コンテンツは個人向けコンテンツを含む、請求項１に記載の方法。
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