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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有無線ネットワークによりユーザ端末機に少なくとも１つ以上の放送コンテンツを提供
する放送サービスシステムの情報処理方法において、
　前記放送サービスシステムが、
　（Ａ）前記ユーザ端末機に前記放送コンテンツが放送または転送される間に少なくとも
１つ以上の商業的タグ生成子端末機または商業的タグ生成システムから前記放送コンテン
ツと関連した少なくとも２つ以上の商業的タグ集合に対する少なくとも１回以上の順次的
な入手を含んで前記商業的タグ集合の入手を受けるステップ,
　（Ｂ）前記入手された商業的タグ集合を商業的タグ集合活用時間帯情報を含めて前記放
送コンテンツに対応する放送コンテンツ識別子と対応させて格納するステップと、
　（Ｃ）前記放送コンテンツが前記ユーザ端末機に露出されるようにする間に前記商業的
タグ集合を使用した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツも前記ユーザ端末機
に露出されるようにするステップと、を含み、
　前記商業的タグ生成子端末機にも前記放送コンテンツが放送または転送されるものであ
り、商業的タグ生成子は、前記放送コンテンツが前記商業的タグ生成子端末機に放送また
は転送される間に、前記放送コンテンツに対応する少なくとも２つ以上の前記商業的タグ
集合を前記商業的タグ集合生成システムを使用して生成するものであり、
　前記放送サービスシステムは、放送コンテンツをサービスするシステムのものであり、
　前記商業的タグ集合は、タグの範疇に属する少なくとも１つ以上の商業的タグで構成さ
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れるものであり、
　前記商業的タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主がキーワード広告
コンテンツ提供システムに登録しておいたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文字（
text）列と一部または全部が一致するものが含まれるものであり、
　前記商業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに対し、前記タグに対応す
るキーワード広告コンテンツの存在及び前記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ以上
を提供するものであり、
　前記商業的タグ集合活用時間帯情報は、前記商業的タグ集合を使用して前記キーワード
広告コンテンツが露出される少なくとも１つ以上の時点、少なくとも１つ以上の時間区間
、少なくとも１つ以上のフレーム、または少なくとも１つ以上のフレーム区間に関連する
ものであり、
　前記商業的タグ生成子端末機は、前記商業的タグ生成システムを使用する商業的タグ生
成子の端末機であることを特徴とする、放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項２】
　前記放送コンテンツはリアルタイム放送コンテンツであり、前記商業的タグ生成システ
ムを通じて生成される商業的タグ集合は、リアルタイム放送中に生成されるリアルタイム
商業的タグ集合であり、前記露出されるキーワード広告コンテンツは前記リアルタイム放
送中に前記ユーザ端末機に露出されるものであることを特徴とする、請求項１に記載の放
送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項３】
　前記（Ａ）ステップで、前記商業的タグ集合の入手は前記商業的タグ集合活用時間帯情
報と共に入手されるものであるか、または前記（Ｂ）ステップの商業的タグ集合活用時間
帯は前記商業的タグ集合が入手される時間を使用して前記商業的タグ集合活用時間帯情報
として処理するものであることを特徴とする、請求項１に記載の放送サービスシステムの
情報処理方法。
【請求項４】
　前記商業的タグ集合活用時間帯情報は、前記放送コンテンツが再生、再転送、または再
放送される場合、前記放送コンテンツの全体再生区間のうち、少なくとも一部以上の区間
では同一な商業的タグ集合が使われるようにサポートするものであることを特徴とする、
請求項１に記載の放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項５】
　前記（Ａ）ステップで、前記ユーザ端末機に前記放送コンテンツが放送または転送され
ることは、前記商業的タグ生成子端末機に前記放送コンテンツが放送または転送された以
後に起こるものであることを特徴とする、請求項１に記載の放送サービスシステムの情報
処理方法。
【請求項６】
　前記ユーザ端末機に前記放送コンテンツと前記キーワード広告コンテンツとが露出され
るようにする方法は、
　１）前記放送サービスシステムが、既設定された周期でキーワード広告コンテンツの入
手を要請するプログラムを前記ユーザ端末機へ転送するステップと、前記ユーザ端末機で
作動する前記プログラムを通じて既設定された時間周期でキーワード広告コンテンツの転
送要請を入手するステップと、前記商業的タグ集合を直接または第３のシステムを経由し
て前記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、前記キーワード広告コンテ
ンツ提供システムから直接または前記第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキー
ワード広告コンテンツを入手するステップと、前記入手された前記キーワード広告コンテ
ンツを前記ユーザ端末機へ転送するステップと、を実施する第１方法、
　２）前記放送サービスシステムが、前記商業的タグ集合及び前記商業的タグ集合を用い
て前記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する
機能を遂行するプログラムを前記ユーザ端末機へ転送し、前記プログラムが前記転送を受
けた商業的タグ集合を直接または前記第３のシステムを経由して前記キーワード広告コン
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テンツ提供システムへ転送した後、前記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接
または前記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを
入手して前記ユーザ端末機に露出されるようにする第２方法、及び
　３）前記放送サービスシステムが前記商業的タグ集合を用いて前記キーワード広告コン
テンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び既設定された周
期で前記放送サービスシステムに前記放送コンテンツに対応する商業的タグ集合を要請し
て入手する機能を遂行するプログラムを前記ユーザ端末機へ転送するステップと、前記プ
ログラムが前記放送コンテンツに対応する前記商業的タグ集合を入手するステップと、前
記入手された前記商業的タグ集合を直接または前記第３のシステムを経由して前記キーワ
ード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、前記キーワード広告コンテンツ提供シス
テムから直接または前記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告
コンテンツを入手して前記ユーザ端末機に露出されるようにするステップと、を実施する
第３方法、及び
　４）前記放送サービスシステムが前記商業的タグ集合を用いて前記キーワード広告コン
テンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び既設定された周
期で前記放送サービスシステムに前記放送コンテンツに対応する商業的タグ集合を要請し
て入手する機能を遂行するプログラムを前記転送される放送コンテンツの最初の転送時に
含めて前記ユーザ端末機へ転送するステップと、前記プログラムが前記放送コンテンツに
対応する前記商業的タグ集合を入手するステップと、前記入手された前記商業的タグ集合
を直接または前記第３のシステムを経由して前記キーワード広告コンテンツ提供システム
へ転送した後、前記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または前記第３のシ
ステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して前記ユーザ
端末機に露出されるようにするステップと、を実施する第４方法、
のうち、いずれか１つの方法以上を実施することを特徴とする、請求項１に記載の放送サ
ービスシステムの情報処理方法。
【請求項７】
　前記第１方法が使われる場合、前記放送サービスがリアルタイム放送の場合、前記放送
サービスシステムは、前記ユーザコンピュータから前記キーワード広告コンテンツの転送
要請を入手した時点に対応する商業的タグ集合で前記キーワード広告コンテンツを入手す
るものであり、前記キーワード広告コンテンツの転送要請を入手した時点に対応する商業
的タグ集合は、前記キーワード広告コンテンツの転送要請を入手した時点の直前に生成さ
れた商業的タグ集合であり、
　前記第２方法が使われる場合、前記放送サービスがリアルタイム放送の場合、前記商業
的タグ集合は、前記リアルタイム放送前に生成されたものであり、前記商業的タグ集合に
は、前記商業的タグ集合を活用してキーワード広告コンテンツの入手に使われる時間帯情
報が更に含まれているものであり、前記プログラムは、前記放送コンテンツが再生される
現在時点情報を参照してキーワード広告コンテンツの入手に使われる商業的タグ集合を選
択できる機能を更に含むものであり、
　前記第３方法及び前記第４方法のうち、いずれか１つの方法が使われる場合、前記放送
サービスがリアルタイム放送の場合、前記放送サービスシステムは、前記ユーザコンピュ
ータから前記商業的タグ集合の転送要請を入手した時点に対応する商業的タグ集合を前記
ユーザコンピュータへ転送するものであり、転送される商業的タグ集合は、前記商業的タ
グ集合の転送要請を入手した時点の直前に生成された商業的タグ集合であることを特徴と
する、請求項６に記載の放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項８】
　前記放送コンテンツは、視聴覚可能であるか、聴取可能なリアルタイム放送コンテンツ
、録画放送コンテンツ、編集放送物の放送コンテンツ、ＶＯＤ放送コンテンツ、及び放送
目的として製作された放送コンテンツのうち、いずれか１つ以上であることを特徴とする
、請求項１に記載の放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項９】
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　少なくとも１つ以上の前記商業的タグ集合は、前記放送コンテンツが最初に放送される
か、最初に転送される時から前記放送コンテンツの放送完了の以前または前記放送コンテ
ンツの転送完了の以前に生成されるものであることを特徴とする、 請求項１に記載の放
送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項１０】
　前記商業的タグは、前記商業的タグの生成時点または前記商業的タグで前記キーワード
広告コンテンツ提供システムを通じてキーワード広告を呼び出す時点のうち、少なくとも
いずれか１つの時点以上で前記商業的タグに対応する少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツの存在が保証されるものであることを特徴とする、請求項１に記載の放送サ
ービスシステムの情報処理方法。
【請求項１１】
　前記キーワード広告コンテンツは、キーワード広告コンテンツ提供システムを通じて前
記放送サービスシステムまたは前記ユーザ端末機または前記商業的タグ生成システムまた
は前記商業的タグ生成子端末機に転送されるものであり、
　前記キーワード広告コンテンツ提供システムは、文字列の転送を受ける場合、前記文字
列に対応するキーワード広告コンテンツの存在をキーワード広告コンテンツＤＢに質疑し
て、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するものであり、前記キーワ
ード広告コンテンツＤＢは前記広告主が登録したキーワードに対応する広告主のキーワー
ド広告コンテンツを格納しているものであることを特徴とする、請求項１に記載の放送サ
ービスシステムの情報処理方法。
【請求項１２】
　前記放送サービスシステムは、前記ユーザ端末機の内で駆動されるものであることを特
徴とする、請求項１に記載の放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末機は、ＩＰＴＶ、双方向ＴＶ、携帯型ＴＶ、ディスプレイが含まれた家
電製品、携帯電話、ＰＣ、ノートブック、ゲーム機、セットトップボックス、有無線通信
可能で、マルチメディアコンテンツを入手し、マルチメディアコンテンツ情報をユーザに
提供可能なＣＰＵを含む装置のうちのいずれか１つであり、
　前記ユーザ端末機がセットトップボックスの場合、前記（Ｃ）ステップの前記放送コン
テンツが前記ユーザ端末機に露出されるようにすることは前記セットトップボックスと有
無線ネットワークにより連結されるディスプレイ装置に前記放送コンテンツが露出される
ようにするものであり、前記キーワード広告コンテンツが前記ユーザ端末機に露出される
ようにすることは前記セットトップボックスと有無線ネットワークにより連結されるディ
スプレイ装置に前記キーワード広告コンテンツが露出されるようにするものであることを
特徴とする、請求項１に記載の放送サービスシステムの情報処理方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の情報処理方法を実施することを特徴とする、放送サ
ービスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディジタルコンテンツ関連メタ情報活用キーワード広告方法及びその関連シ
ステムに関し、より詳しくは、マルチメディアコンテンツなどのディジタルコンテンツに
関連するメタ情報を活用した広告方法及びその関連システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェブ２．０の時代を迎えてユーザが直接生成したＵＣＣ（User Created Contents）
やＰＣＣ（Professional Created Contents）動画、写真などに対するインターネットト
ラフィックが急増している。特に、全世界的にwww.youtube.comがユーザ生成動画の共有
として有名であり、各国家毎にユーザ生成動画を検索し、視聴覚できるインターネット上
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のサイトが多数存在する。一方、www.flickr.comのような写真サイトは、写真やイメージ
に関して検索し、検索されたイメージを見ることができるようにしている。
【０００３】
　www.youtube.comやwww.flickr.comのような動画、写真、イメージなどを共有するマル
チメディアコンテンツサイトで、動画、写真、及びイメージのようなマルチメディアコン
テンツに対する検索は、基本的にテキストに基づいてなされている。通常、マルチメディ
アコンテンツの生成者は、自身のマルチメディアコンテンツが多数に露出されるようにす
るために種々の手段を動員するが、その中で代表的なものとして、自身のマルチメディア
コンテンツに対してタイトルを付けたり、少なくとも１つ以上のタグ（tag）を付けたり
、説明を付けたり、少なくとも１つ以上のカテゴリーを選択または入力する等の行為をす
る。この際、タイトル、タグや説明、またはカテゴリーはテキストの形態となっており、
上記テキストは、インデキシング（indexing）してインデックス（index）で格納してお
くことができ、またはインデキシング無しでそのままＤＢに格納しておくことができる。
この際、ユーザから検索語を入手すれば、検索語にてインデックスまたはＤＢに質疑し、
検索エンジンまたはＤＢＭＳは検索語に相応するマルチメディアコンテンツを検索結果と
して出力する。この際、マルチメディアコンテンツサイトのサーバは、ユーザコンピュー
タから特定のマルチメディアコンテンツに関する選択情報を入手すれば、その選択された
マルチメディアコンテンツをユーザコンピュータへ転送する。即ち、動画の場合は、マル
チメディアコンテンツサイトのサーバは、選択された動画をストリーミング（streaming
）方式、またはファイル転送方式のうち、いずれか１つ以上の方式によりユーザコンピュ
ータへ転送し、写真やイメージの場合は、正常なサイズの写真やイメージファイルをユー
ザコンピュータへ転送する。
【０００４】
　一方、動画、写真、イメージのようなマルチメディアコンテンツは、テキストで構成さ
れたコンテンツに比べてファイルサイズ（file size）が大きいため、円滑なサービスの
ためには莫大な格納容量とネットワーク帯域幅が要求される。このような高容量のコンピ
ュータパワー及び帯域幅は、過度なサービス維持費用の原因になる。一方、これらマルチ
メディアコンテンツサービスサイトは、動画の開始、中間、または終わりに上記動画と関
係のない映像広告を挿入して広告売出を試みているが、これらの広告売出はサイト維持費
用に遥かに至らないことと表れている。
【０００５】
　上記図１、図３、及び図５では、各々www.youtube.com、www.youtube.co.kr、www.flic
kr.comにおいて、動画や写真などの情報をどんな方式により提供しているかに対する例を
示している。上記図１、図３、及び図５から分かるように、これらサイトでは、マルチメ
ディアコンテンツに関し、タイトル情報、タグ情報、説明情報、及びカテゴリー情報のよ
うなメタ情報を提供しているが、上記メタ情報に基づいた広告コンテンツを提供していな
いことを見ることができる。
【０００６】
　一方、www.google.comやwww.overture.comのキーワード広告コンテンツサービスは、現
在インターネット上の最も有力な収益モデルとして位置を占めている。これらキーワード
広告コンテンツサービスは、検索広告サービスともいうが、ユーザが入力した検索語とこ
れに対応する広告主の広告キーワードが一致したり関連性が高い時、検索結果と共に広告
主の広告コンテンツを提供し、ユーザが広告コンテンツをクリックした時、広告主から所
定の広告料を徴収する方式のサービスをいう。このような検索広告が人気を呼ぶ理由は、
ユーザの検索語と広告主の広告キーワードが一致するため、広告効果が大きいためである
。
【０００７】
　ここに、本発明は、上記マルチメディアコンテンツサービスサイトが格納しているマル
チメディアコンテンツに含まれ入手できるメタ情報などのテキスト情報を活用して上記テ
キスト情報とキーワード広告とを結合する広告方法及びそのシステムを提供して、マルチ
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メディアコンテンツサービスサイトの収益を改善できるようにする。
【０００８】
　一方、既存のコンテンツシンジケーションは、コンテンツ自体に対する収益を追求する
コンテンツ生産者側と、そのコンテンツを無料で利用しようとするユーザ側のもつれがひ
どかった。このような端的な例の１つが、www.napster.comの復興と破産である。アップ
ルのwww.itunes.comのサービスは成功を収めたといわれるが、これは世の中に存在するコ
ンテンツの量に比べて格段に低い有料ユーザ数を表しており、コンテンツシンジケーショ
ンの非常に基礎的な場を開けた水準に過ぎない。したがって、無料ユーザ側の要求を受容
し、かつコンテンツ生産者、流通者、及び配布者が一緒に高い収益を得ることができるコ
ンテンツシンジケーションの共存モデルの導入が、切実に要求されて来た。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術的な課題は、次の通りである。
【００１０】
　第１に、マルチメディアコンテンツ提供システムを中心とした非仲介モデル方式及び非
仲介モデル方式のマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広
告サービス方法及びそのシステムを提示するものである。
【００１１】
　第２に、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムを中心とした仲介モデル方式のマ
ルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法及び
そのシステムを提示するものである。
【００１２】
　第３に、マルチメディアコンテンツ提供システムを中心としたキーワード広告コンテン
ツ提供システム中心モデル方式のマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤
のキーワード広告サービス方法及びシステムを提示するものである。
【００１３】
　第４に、キーワード広告コンテンツ提供システムを中心としたキーワード広告コンテン
ツ提供システム中心モデル方式のマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤
のキーワード広告サービス方法及びシステムを提示するものである。
【００１４】
　第５に、ユーザコンピュータ設置プログラムを中心としたユーザコンピュータ設置プロ
グラムモデル方式のマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード
広告サービス方法及びユーザコンピュータ設置プログラムが記録された媒体を中心とした
ユーザコンピュータ設置プログラムモデル方式のマルチメディアコンテンツ情報に含まれ
たメタ情報基盤のキーワード広告サービスシステムを提示するものである。
【００１５】
　第６に、マルチメディアコンテンツ提供システムを中心とした統合モデル方式のマルチ
メディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法及びその
システムを提示するものである。
【００１６】
　第７に、商業的タグ集合生成システムを中心とした時間従属的商業的タグやリアルタイ
ム商業的タグのような多様な種類の商業的タグの生成、管理、転送、及びこれをキーワー
ド広告に活用する方法を提示するものである。
【００１７】
　第８に、商業的タグ集合生成システムを用いたメタ情報基盤のキーワード広告サービス
方法及びそのシステムを提示するものである。
【００１８】
　第９に、商業的タグを活用したリアルタイムマルチメディアサービスシステム、放送サ
ービスシステム、コンテンツシンジケーションシステム、メディアサービスシステム、電
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子ブックシステム、ｐｄｆなどの文書を処理する文書プログラム、及び上記システム及び
プログラムでの広告方法を提示するものである。
【００１９】
　第１０に、コンテンツ生産者システム、コンテンツ流通者システム、コンテンツ配布者
システム、及びユーザコンピュータで商業的タグを活用したコンテンツシンジケーション
方法及びそのシステムを提示するものである。
【００２０】
　第１１に、ユーザがＩＰＴＶなどの双方向ディジタルＴＶを含んで、ユーザコンピュー
タで動画などのマルチメディアコンテンツを視聴覚しながら商業的タグ及び商業的タグが
呼び出すキーワード広告に関するユーザの格納、予約、クリックなどの各種の作用に関す
る管理、サービス提供、キーワード広告方法、及びそのシステムを提示するものである。
【００２１】
　第１２に、メディアサービスシステムにおける商業的タグ及び商業的タグが呼び出すキ
ーワード広告に関するユーザの格納、予約、クリックなどの各種の作用に関する管理、サ
ービス提供、キーワード広告方法、及びそのシステムを提示するものである。
【００２２】
　第１３に、ｐｄｆなどの文書プログラム、文書発行物サービスシステム、電子ブックシ
ステム、記事発行物サービスシステム、及びニュース発行物サービスシステムのようなデ
ィジタル発行物サービスシステムにおける商業的タグを活用したキーワード広告方法及び
そのシステムを提示するものである。
【００２３】
　第１４に、放送コンテンツをサービスする放送サービスシステム、またはリアルタイム
マルチメディアコンテンツサービスシステムにおける商業的タグを活用したキーワード広
告方法及びそのシステムを提示するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、ユーザコンピュー
タから上記ユーザコンピュータへ転送される動画に対する選択情報を入手するステップと
、上記選択された動画に関し、テキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上
記メタ情報に基づいて生成されるキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテン
ツ提供サーバへ転送するステップと、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けるステップと、上記動画情報と
上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、を含み
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告
コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツ
を含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んで
おり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステムから転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上
のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手
されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバへ転送
することができることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基
盤のキーワード広告サービス方法を提供する。
【００２５】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、少なくとも１つ以
上の動画コンテンツを含むマルチメディアコンテンツＤＢと、上記ユーザコンピュータか
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ら上記動画コンテンツに関して選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツ
を転送するマルチメディアコンテンツ転送モジュールと、上記選択された動画に対するメ
タ情報を入手するメタ情報入手モジュールと、上記メタ情報入手モジュールから入手した
メタ情報にて少なくとも１つのキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対
象テキスト生成モジュールと、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュールが生成し
たキーワード広告対象テキストに対する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
をキーワード広告コンテンツ提供サーバから入手するキーワード広告コンテンツ入手モジ
ュールと、上記キーワード広告コンテンツ入手モジュールが入手したキーワード広告コン
テンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記
キーワード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告表示モジュールと、を
含み、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード
広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテ
ンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送す
るキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含
んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記転送を受けたテキストに関
し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤ
Ｂから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテン
ツサービスサーバへ転送することができることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情
報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービスシステムを提供する。
【００２６】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、ユーザコンピュー
タから上記ユーザコンピュータへ転送される動画に対する選択情報を入手するステップと
、上記選択された動画に関し、テキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上
記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキーワード広告仲介システムへ転送するステップと
、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けるステップと、上記動画
情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、
を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムは、メタ情報基盤のキーワード
広告仲介サーバを含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバは、上記メタ情報
を受信するメタ情報受信モジュール、上記メタ情報受信モジュールが入手したメタ情報に
てキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール、
上記キーワード広告対象テキスト生成モジュールをキーワード広告コンテンツ提供サーバ
へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール、及び上記入手さ
れたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送
するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを含み、上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入
手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤ
Ｂ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ
側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバから転送を受けたキーワ
ード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キ
ーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上
記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバへ転送することができることを特徴とするマ
ルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提
供する。
【００２７】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
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スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、ユーザコンピュー
タから上記ユーザコンピュータへ転送される動画に対する選択情報を入手するステップと
、上記選択された動画に関し、テキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上
記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキーワード広告仲介システムへ転送するステップと
、キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテ
ンツの転送を受けるステップと、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユ
ーザコンピュータへ転送するステップと、を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介システムはメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバを含み、上記メタ情報基盤のキー
ワード広告仲介サーバは上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール、上記メタ情報
受信モジュールが入手したメタ情報にてキーワード広告対象テキストを生成するキーワー
ド広告対象テキスト生成モジュール、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュールを
キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バから少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテ
ンツ入手モジュール、及び上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステムへ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを含
み、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広
告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテン
ツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送する
キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含ん
でおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介サーバからキーワード広告対象テキスト及び上記キーワード広告対象テキストによ
る上記マルチメディアコンテンツサービスシステムに関する情報の転送を受け、上記転送
を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告
コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムまたは上記ユーザコンピュ
ータへ転送することができることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれた
メタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提供する。
【００２８】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、少なくとも１つ以
上の動画コンテンツを含むマルチメディアコンテンツＤＢと、上記ユーザコンピュータか
ら上記動画コンテンツに関して選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツ
を転送するマルチメディアコンテンツ転送モジュールと、上記選択された動画に対するメ
タ情報を入手するメタ情報入手モジュールと、上記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システムへ転送するメタ情報転送モジュールと、上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システムから上記メタ情報と関連した少なくとも１つ以上のキーワード
広告コンテンツを受信するキーワード広告コンテンツ受信モジュールと、上記キーワード
広告コンテンツ受信モジュールが受信したキーワード広告コンテンツを上記動画が再生さ
れて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツ
が表示できるようにするキーワード広告表示モジュールと、を含み、上記メタ情報基盤の
キーワード広告仲介システムは、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバを含み、上記
メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバは、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジ
ュール、上記メタ情報受信モジュールが入手したメタ情報にてキーワード広告対象テキス
トを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール、上記キーワード広告対象テキ
スト生成モジュールが生成したキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ
提供サーバへ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なくとも１つ以上
のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール、及び
上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テムへ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを含み、上記キーワード広告コ
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ンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側
テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コ
ンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ
提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバから転送を受
けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード
広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記メタ情
報基盤のキーワード広告仲介サーバへ転送することができることを特徴とするマルチメデ
ィアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービスシステムを提供す
る。
【００２９】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、少なくとも１つ以
上の動画コンテンツを含むマルチメディアコンテンツＤＢと、上記ユーザコンピュータか
ら上記動画コンテンツに関して選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツ
を転送するマルチメディアコンテンツ転送モジュールと、上記選択された動画に対するメ
タ情報を入手するメタ情報入手モジュールと、上記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システムへ転送するメタ情報転送モジュールと、上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システムに伝達した上記メタ情報と関連した少なくとも１つ以上のキー
ワード広告コンテンツをキーワード広告コンテンツ提供サーバから受信するキーワード広
告コンテンツ受信モジュールと、上記キーワード広告コンテンツ受信モジュールが受信し
たキーワード広告コンテンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既
設定された位置に上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告
表示モジュールと、を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムは、メタ情
報基盤のキーワード広告仲介サーバを含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サー
バは、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール、上記メタ情報受信モジュールが
入手したメタ情報にてキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキス
ト生成モジュール、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュールが生成したキーワー
ド広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送し、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サー
バ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広
告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバから転送
を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワ
ード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送することができることを特徴とするマル
チメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービスシステムを
提供する。
【００３０】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムからメタ情報の転送を受ける
メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムであって、上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステムからテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上記入手した
メタ情報に基づいて生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ
提供サーバへ転送するステップと、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けるステップと、上記転送を受けた
キーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送する
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ステップと、を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムは、メタ情報基盤
のキーワード広告仲介サーバを含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバは、
上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール、上記メタ情報に基づいて生成したキー
ワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送するキーワード広
告対象テキスト転送モジュール、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュ
ール、及び上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステムへ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを含み、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提
供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワ
ード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告
コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバか
ら転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記
キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを
上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバへ転送することができ、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステムは、上記動画情報と転送を受けた上記キーワード広告コン
テンツを上記ユーザコンピュータへ転送することができることを特徴とするマルチメディ
アコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提供する。
【００３１】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムからメタ情報の転送を受ける
メタ情報基盤のキーワード広告仲介システムであって、上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステムからテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上記入手した
メタ情報に基づいて生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ
提供サーバへ転送するステップと、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムから
上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するステップと、上記メ
タ情報基盤のキーワード広告仲介システムは、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ
を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバは、上記メタ情報を受信するメタ
情報受信モジュール、上記メタ情報受信モジュールが入手したメタ情報にてキーワード広
告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール、及び上記キーワ
ード広告対象テキスト生成モジュールが生成したキーワード広告対象テキストをキーワー
ド広告コンテンツ提供サーバへ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュールを含
み、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広
告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテン
ツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送する
キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含ん
でおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介サーバから転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広
告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送することができ、
上記マルチメディアコンテンツサービスシステムは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバから少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けて、上記動画情
報と転送を受けた上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送するこ
とができることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキ
ーワード広告サービス方法を提供する。
【００３２】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
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スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムからメタ情報の転送を受けて
、上記転送を受けたメタ情報に対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
をキーワード広告コンテンツ提供サーバから転送を受けて、上記転送を受けたキーワード
広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送するメタ情報基
盤のキーワード広告仲介システムであって、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テムからテキスト形式からなるメタ情報を入手するメタ情報受信モジュールと、上記入手
したメタ情報にて少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成するキーワー
ド広告対象テキスト生成モジュールと、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール
が生成したキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転
送するキーワード広告対象テキスト転送モジュールと、上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバから上記キーワード広告対象テキストに対する少なくとも１つ以上のキーワード
広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュールと、上記入手したキ
ーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ転送するキ
ーワード広告コンテンツ転送モジュールと、含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介システムは、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバを含み、上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介サーバは上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール、上記メタ情
報受信モジュールが入手したメタ情報にてキーワード広告対象テキストを生成するキーワ
ード広告対象テキスト生成モジュール、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール
をキーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバから少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コン
テンツ入手モジュール、及び上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステムへ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを
含み、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード
広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテ
ンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送す
るキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含
んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記メタ情報基盤のキーワード
広告仲介サーバから転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以
上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入
手されたキーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバへ転
送することができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムは、上記動画情報と
上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送することができることを
特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サー
ビスシステムを提供する。
【００３３】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画に関し
、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービ
スサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステムであって、ユーザコンピュー
タから上記ユーザコンピュータへ転送される動画に対する選択情報を入手するステップと
、上記選択された動画に関し、テキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上
記入手されたメタ情報をキーワード広告コンテンツ提供システムへ転送するステップと、
上記キーワード広告コンテンツ提供システムから少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツの転送を受けるステップと、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上
記ユーザコンピュータへ転送するステップと、を含み、上記キーワード広告コンテンツ提
供システムは、メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ及びキーワード広告コンテンツ
提供サーバを含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバはメタ情報受信モジュ
ール、及びキーワード広告制御モジュールを含み、上記メタ情報受信モジュールは上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステムからメタ情報を入手する機能を遂行し、上記キ
ーワード広告制御モジュールは上記メタ情報でキーワード広告対象テキストを生成する機
能を含むものであり、上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバは、上記マルチメデ
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ィアコンテンツサービスシステムから入手された上記メタ情報で少なくとも１つ以上のキ
ーワード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送する役目を遂行し、上記キーワード広告コン
テンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テ
キスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コン
テンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提
供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバは、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手
するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、上記入手されたキーワ
ード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバへ転送することがで
きることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワー
ド広告サービス方法を提供する。
【００３４】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、少なくとも１つ以上の動画コ
ンテンツを含むマルチメディアコンテンツＤＢと、上記ユーザコンピュータから上記動画
コンテンツに関して選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツを転送する
マルチメディアコンテンツ転送モジュールと、上記選択された動画に対するメタ情報を入
手するメタ情報入手モジュールと、上記入手されたメタ情報をキーワード広告コンテンツ
提供システムへ転送するメタ情報転送モジュールと、上記キーワード広告コンテンツ提供
システムから少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを受信するキーワード広告
コンテンツ受信モジュールと、上記キーワード広告コンテンツ受信モジュールが入手した
上記キーワード広告コンテンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる
既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広
告表示モジュールと、を含み、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、メタ情報
基盤のキーワード広告提供サーバ及びキーワード広告コンテンツ提供サーバを含むもので
あり、上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバは、メタ情報受信モジュール、及び
キーワード広告制御モジュールを含み、上記メタ情報受信モジュールは、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステムからメタ情報を入手する機能を遂行し、上記キーワード
広告制御モジュールは、上記メタ情報でキーワード広告対象テキストを生成する機能を含
むものであり、上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバは、上記マルチメディアコ
ンテンツサービスシステムから入手された上記メタ情報で少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバへ転送する役目を遂行し、上記キーワード広告コンテンツ
提供サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト
入手モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツ
ＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サー
バ側キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバは、上記転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード
広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手するものであり、上記キー
ワード広告コンテンツ提供システムは、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記
マルチメディアコンテンツサービスサーバへ転送することができることを特徴とするマル
チメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービスシステムを
提供する。
【００３５】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、少なくとも１つ以上の外部サ
ーバから動画情報に含まれたメタ情報を入手し、上記テキスト情報に基づいて少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを提供するキーワード広告コンテンツ提供システム
であって、上記外部サーバからテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップと、上
記入手したメタ情報に基づいて生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告
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コンテンツ提供サーバへ転送するステップと、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するステップと、上記入手さ
れたキーワード広告コンテンツを上記外部サーバまたは上記動画を視聴覚するユーザコン
ピュータへ転送するステップと、を含み、上記外部サーバは、上記ユーザが選択した動画
に関し、上記ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディアコンテ
ンツサービスサーバを含む上記マルチメディアコンテンツサービスシステムであるとか、
上記マルチメディアコンテンツサービスシステムから動画情報に含まれたメタ情報を入手
して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送する第３のサーバであり、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システムは、メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ及び
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバを含むものであり、上記メタ情報基盤のキーワ
ード広告提供サーバは、上記外部サーバから入手された上記メタ情報で少なくとも１つ以
上のキーワード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキスト
を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送する役目を遂行し、上記キーワード広
告コンテンツ提供システムは、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記キーワード広告コンテンツ
を上記マルチメディアコンテンツサービスシステムへ直接転送したり、または上記第３の
サーバまたは既設定されたサーバを経由して上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テムに転送できるようにし、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転
送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも
１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広
告コンテンツを自身の外部に転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んで
おり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記転送を受けたキーワード広告対
象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広
告コンテンツＤＢから入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム
は、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送することができ、
上記ユーザコンピュータは、上記外部サーバから動画情報を入手することができることを
特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サー
ビス方法を提供する。
【００３６】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、少なくとも１つ以上の外部サ
ーバから動画情報に含まれたメタ情報を入手し、上記テキスト情報に基づいて少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを提供するキーワード広告コンテンツ提供システム
であって、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、上記外部サーバからメタ情報
を入手して上記メタ情報に基づいたキーワード広告を提供する機能を遂行するメタ情報基
盤のキーワード広告提供サーバと、上記メタ情報に基づいて少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ提供サーバと、を含み、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システムは、上記外部サーバから上記動画と関連したメタ情
報の転送を受けて、上記転送を受けたメタ情報に対応する少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告コンテンツを入手し、上記キーワード広告コンテンツを上記外部サーバまたは上記
動画を視聴覚するユーザコンピュータへ直接または上記第３のサーバまたは既設定された
サーバを経由して転送する機能を遂行し、上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ
は、上記外部サーバからテキスト形式からなるメタ情報を入手するメタ情報受信モジュー
ルと、上記入手したメタ情報で少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
するキーワード広告対象テキスト生成モジュールと、上記キーワード広告対象テキストに
対する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテ
ンツ入手モジュールと、上記入手したキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送
するキーワード広告コンテンツ転送モジュールと、を含み、上記外部サーバは、ユーザが
選択した動画に関し、ユーザコンピュータに選択された動画情報を転送するマルチメディ
アコンテンツサービスサーバを含む上記マルチメディアコンテンツサービスシステムであ
るとか、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムから動画情報に含まれたメタ情
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報を入手して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送する第３のサーバであり
、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、上記メタ情報基盤のキーワード広告提
供サーバ及び上記キーワード広告コンテンツ提供サーバを含むものであり、上記メタ情報
基盤のキーワード広告提供サーバは、上記外部サーバから入手された上記メタ情報で少な
くとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告
対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送する役目を遂行し、上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバは、キーワード広告対象テキストの転送を受けるテ
キスト入手モジュール及び少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コ
ンテンツＤＢを含んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記キーワー
ド広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キー
ワード広告コンテンツＤＢから入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供
システムは、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送すること
ができ、上記ユーザコンピュータは、上記外部サーバから動画情報を入手することができ
ることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード
広告サービスシステムを提供する。
【００３７】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザコンピュータへ転送を
受けた動画情報に基づいたキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータに提供で
きるようにするコンピュータプログラムが記録された記録媒体あって、上記コンピュータ
プログラムは、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムから上記ユーザコンピュ
ータへ転送される動画情報が含まれたウェブページ情報から上記動画に対応するテキスト
形式からなるメタ情報を入手するステップと、上記入手したメタ情報にて生成されたキー
ワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送するステップと、
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツの転送を受けるステップと、上記動画が再生される間、上記動画の再生前及び上記
動画の再生後の中から選択されるいずれか１つ以上で、上記転送を受けたキーワード広告
コンテンツが上記ユーザコンピュータに表示されるようにするステップと、を含み、上記
コンピュータプログラムは、上記動画情報からメタ情報を入手するメタ情報入手モジュー
ルと、上記メタ情報から上記キーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象
テキスト生成モジュールと、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバからキーワード広
告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュールと、を含み、上記キー
ワード広告コンテンツ入手モジュールが入手したキーワード広告コンテンツを上記動画が
再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワード広告コン
テンツが表示できるようにするキーワード広告表示モジュールを含み、上記キーワード広
告表示モジュールは、上記キーワード広告コンテンツを上記転送を受けたウェブページ情
報に挿入するキーワード広告挿入モジュールを含み、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバは、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手
モジュール、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ
、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側
キーワード広告コンテンツ転送モジュールを含んでおり、上記キーワード広告コンテンツ
提供サーバは、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以
上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入
手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバへ転
送することができることを特徴とするマルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報
基盤のキーワード広告サービス方法を提供する。
【００３８】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザコンピュータに転送を
受けた動画情報に基づいたキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータに提供で
きるようにするコンピュータプログラムが記録された記録媒体であって、上記ユーザコン
ピュータへ転送される動画情報が含まれたウェブページ情報を分析するウェブページ情報
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分析モジュールと、上記ウェブページ情報分析モジュールから上記動画に対するメタ情報
を入手するメタ情報入手モジュールと、上記メタ情報入手モジュールから入手したメタ情
報にて少なくとも１つのキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキ
スト生成モジュールと、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュールが生成したキー
ワード広告対象テキストに対する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキー
ワード広告コンテンツ提供サーバから入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール
と、上記キーワード広告コンテンツ入手モジュールが入手したキーワード広告コンテンツ
を上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワ
ード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告表示モジュールと、を含み、
上記キーワード広告表示モジュールは、上記キーワード広告コンテンツを上記ウェブペー
ジの既設定された位置に挿入されるようにするキーワード広告挿入モジュールを更に含み
、上記ウェブページ情報分析モジュールは、入手された動画情報が含まれたウェブページ
を分析して、上記動画情報からメタ情報を分離する機能を遂行するものであり、上記キー
ワード広告挿入モジュールは、上記入手されたキーワード広告コンテンツと上記ユーザコ
ンピュータへ転送されたウェブページとを結合し、既設定された位置に上記キーワード広
告コンテンツが配置されるように上記ウェブページを修正てし、修正されたウェブページ
を生成し、上記修正されたウェブページが上記ユーザコンピュータに表示されるようにす
るものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、テキストの転送を受けるキ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール、少なくとも１つ以上の広
告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ、及び上記キーワード広告コンテンツ
を転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュ
ールを含んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバは、上記転送を受けたキー
ワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記
キーワード広告コンテンツＤＢから入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを
上記マルチメディアコンテンツサービスサーバへ転送することができることを特徴とする
マルチメディアコンテンツ情報に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を
実行するコンピュータプログラムが記録された記録媒体を提供する。
【００３９】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、動画に関し、少なくとも１つ
以上の商業的タグ集合を生成する商業的タグ集合生成システムであって、上記商業的タグ
集合生成システムは、（ａ）上記動画情報を入手するステップと、（ｂ）上記動画に関し
、少なくとも１つ以上の商業的タグの候補の入力を受けるステップと、（ｃ）上記商業的
タグの候補に対するキーワード広告コンテンツが提供できるか否かを質疑するステップと
、（ｄ）上記キーワード広告コンテンツが提供できる商業的タグ候補の中から選択される
いずれか１つ以上を商業的タグにして商業的タグ集合を生成するステップと、（ｅ）上記
動画情報に対応させて上記入力された商業的タグ集合を格納するステップと、を含むこと
を特徴とするメタ情報利用キーワード広告方法を提示する。
【００４０】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザが選択した動画情報を
転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバを含むマルチメディアコンテンツサー
ビスシステムであって、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムが商業的タグ集
合生成システムに動画情報を転送するステップと、上記商業的タグ集合生成システムから
上記動画情報に対応する商業的タグ集合を入手するステップと、上記商業的タグ集合を上
記動画に対応させて格納するステップと、ユーザコンピュータから上記ユーザコンピュー
タへ転送される動画に対する選択情報を入手するステップと、上記選択情報が入手された
上記動画に対応した上記商業的タグ集合に含まれた少なくとも１つ以上の商業的タグに対
応するキーワード広告コンテンツを入手するステップと、上記動画と上記キーワード広告
コンテンツをユーザのコンピュータへ転送するステップと、を含むことを特徴とするメタ
情報利用キーワード広告方法を提示する。
【００４１】
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　メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動画のタイトル情報、タグ情報、及び説明情
報の中から選択されるいずれか１つ以上で入手されることが好ましい。
【００４２】
　上記タグ情報は、商業的タグ情報であることが好ましい。
【００４３】
　上記タグ情報は、時間帯情報が含まれている時間従属的商業的タグ情報であることが好
ましい。
【００４４】
　上記メタ情報の選択はキーワード広告制御政策ＤＢのメタ情報選択政策により決定され
、上記キーワード広告制御政策ＤＢは、キーワード広告制御政策を含んでおり、上記キー
ワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対する情報が含まれていることが好ましい
。
【００４５】
　上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報の中にタグ情報がある場合、タ
グ情報が一時的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情報
が共に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法、及
び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が共に選択される方法の中から選
択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【００４６】
　上記タグ情報の中に商業的タグ情報がある場合、上記商業的タグ情報がメタ情報として
選択される方法であることが好ましい。
【００４７】
　上記選択されたメタ情報にて少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
することは、上記メタ情報がタイトル情報の場合は、（ａ）上記タイトル情報に含まれた
語句のうち、広告キーワードＤＢに含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生
成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して
少なくとも１つ以上の名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキストとし
て生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワ
ードＤＢに含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成す
る方法の中から選択されるいずれか１つ以上のものであり、上記メタ情報がタグ情報の場
合は、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワ
ードＤＢに含まれたタグをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記
タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ
）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワ
ード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複
数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれ
か１つ以上であり、上記選択されたメタ情報が説明情報の場合は、（ａ）上記説明情報に
含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢに含まれた語句をキーワード広告対象テキスト
として生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行
して少なくとも１つ以上の名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト
として生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワ
ードＤＢに含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成す
る方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法により抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻
頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキストとして生
成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であり、上記広告キーワードＤＢは、キ
ーワード広告の対象になることができる広告用キーワードを集大成して置いたＤＢであり
、上記名称は、少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称、サービスの名称、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバから転送を受けた広告キーワードリスト、第三者
から入手した広告キーワードリスト、自体生成した広告キーワードリスト、広告収益が生
じたキーワード広告対象テキストリスト、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及
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びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【００４８】
　上記選択されたメタ情報にて少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
することは、複数のステップからなるものであり、第１ステップはキーワード広告対象テ
キスト候補を生成するステップであり、第２ステップは生成されたキーワード広告対象テ
キスト候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバや広告キーワードＤＢに質疑した
後、質疑結果を参照して既設定された基準を満たすものだけを対象にしてキーワード広告
対象テキストを生成することが好ましい。
【００４９】
　上記キーワード広告対象テキスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合は、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ
に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タイ
トル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の名称を
抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び（
ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢに含まれた語句
と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法の中から選択
されるいずれか１つ以上のものであり、上記メタ情報がタグ情報の場合は、（ａ）上記タ
グ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワードＤＢに含まれた
タグをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含ま
れた全てのタグをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｃ）上記タグ
情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対
象テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個あ
る場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれか１つ
以上であり、上記選択されたメタ情報が説明情報の場合は、（ａ）上記説明情報に含まれ
た語句のうち、広告キーワードＤＢに含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補と
して生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行し
て少なくとも１つ以上の名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候
補として生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キー
ワードＤＢに含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として
生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法により抽出された名称のうち、頻度数を計算し
、最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキスト候
補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上のものであり、上記広告キー
ワードＤＢは、キーワード広告の対象になることができる広告用キーワードを集大成して
置いたＤＢであり、上記名称は、少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称、サ
ービスの名称、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、いずれ
か１つ以上の属性を有することが好ましい。
【００５０】
　上記キーワード広告コンテンツ提供サーバの質疑結果が上記キーワード広告制御政策Ｄ
Ｂの政策に符合するか否かを確認する第３ステップを更に含むものであり、上記質疑結果
が上記キーワード広告制御政策ＤＢの政策に符合するか否かを確認することは、上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバから上記キーワード広告対象テキスト候補に対する、（
ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否かに関する情報、（ｂ）転送可能なキーワ
ード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（ｃ）既設定された順位以上の上位広告単
価のうち、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの広告単価に関する情報、及
び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの露出対応予想クリック率に関
する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）のうち、いずれか１つ以上の情報に対
するキーワード広告制御政策ＤＢの政策基準を照合するものであり、上記キーワード広告
制御政策ＤＢは、キーワード広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策に
はキーワード広告対象テキスト生成の基準に対する情報が含まれていることが好ましい。
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【００５１】
　上記質疑結果を参照することは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々、または
既設定されたグループ単位のキーワード広告対象テキスト候補に関し、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバにキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバから上記キーワード広告対象テキスト候補に関し、キーワード広
告コンテンツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【００５２】
　上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バへ転送することは、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバへ転送する方法、及び（ｂ）生成されたキーワード広告対象
テキストが基盤しているメタ情報の種類別に仕分けて、選択された少なくとも１つ以上の
メタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバへ転送する方法の中から選
択されるいずれか１つに方法以上であることが好ましい。
【００５３】
　上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バへ転送することは、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（ａ）生成され
た上記複数個のキーワード広告対象テキストを１回に転送する方法、（ｂ）複数個のキー
ワード広告対象テキストを１個ずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数個のキーワー
ド広告対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに仕分けて、グループ単位で転送し
、かつ同一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個ある場合、上記（ａ）
方法及び上記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択されるいずれ
か１つの方法以上であることが好ましい。
【００５４】
　上記生成されたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて、上記管理番号に基づ
いて上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応する上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバから入手するキーワード広告コンテンツをマッピングして格納するステップ
を更に含むことが好ましい。
【００５５】
　上記キーワード広告対象テキストは複数個であり、上記複数個のキーワード広告対象テ
キストが少なくても１つ以上のグループに管理される際、上記グループ及び上記グループ
に属するキーワード広告対象テキストの各々に管理番号が与えられ、上記管理番号に基づ
いて上記グループに属するキーワード広告対象テキストに対応する上記キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバから入手するキーワード広告コンテンツをマッピングして格納するス
テップを更に含むことが好ましい。
【００５６】
　転送または入手された上記キーワード広告コンテンツが複数個の場合、上記キーワード
広告コンテンツのうち、特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータへ転送される少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するステップを更に含むことが好ましい
。
【００５７】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバから転送を受けた上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定された個
数を上限値として、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから転送を受けたキーワー
ド広告コンテンツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個数のキーワード広
告コンテンツを選定することが好ましい。
【００５８】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが
基盤しているメタ情報を種類別に選定するものであり、上記キーワード広告コンテンツは
、上記キーワード広告対象テキスト別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバに質疑
して上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから入手することが好ましい。
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【００５９】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバから転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点を基準に
上記ユーザコンピュータへ転送されるキーワード広告コンテンツの個数が定まっており、
上記キーワード広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準にユーザコンピュータへ転
送されるキーワード広告コンテンツの個数より多い場合、上記複数個のキーワード広告コ
ンテンツを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ別に上記グループに属した
キーワード広告コンテンツを選定するものであり、上記各グループに属するキーワード広
告コンテンツの個数は、上記特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータへ転送されるキ
ーワード広告コンテンツの個数より小さいか等しいものであることが好ましい。
【００６０】
　上記ユーザコンピュータへ転送される上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを
上記ユーザコンピュータへ転送することは、（ａ）上記再生された動画情報領域と上記キ
ーワード広告コンテンツ領域とを仕分けてユーザコンピュータへ転送される情報単位を生
成し、上記２個の領域を同期化させて上記再生された動画情報と上記キーワード広告コン
テンツを上記ユーザコンピュータへ転送する方法、及び（ｂ）上記再生された動画情報領
域と上記キーワード広告コンテンツ領域とを仕分けてユーザコンピュータへ転送される情
報単位を生成し、上記２つの領域を非同期化させ、上記再生された動画情報と上記キーワ
ード広告コンテンツを各々上記ユーザコンピュータへ転送する方法の中から選択されるい
ずれか１つの方法以上であることが好ましい。
【００６１】
　上記（ｂ）の方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ領域へ転送される少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツは時間が経過するにつれて変動されることが好ま
しい。
【００６２】
　上記時間は、既設定された時間範囲であることが好ましい。
【００６３】
　上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから転送を受けたキ
ーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバから転
送を受けたキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告コンテンツの個数
、（ｃ）特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータへ転送されるキーワード広告コンテ
ンツの個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択される少なくとも１つ以上を変
数にして決まることが好ましい。
【００６４】
　上記ユーザコンピュータへ転送されたプログラムには、クリックが発生したか否かと時
間を測定するプログラムが含まれており、上記プログラムは少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツの転送を受けた時点を記録するステップと、既設定された時間まで上
記キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリングするステ
ップと、を更に含み、上記既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対する
クリック発生情報が入手できない場合、上記キーワード広告コンテンツの提供を受けたサ
ーバに追加的なキーワード広告コンテンツを要請するステップを含むことが好ましい。
【００６５】
　上記ユーザコンピュータへ転送された情報にはプログラムが含まれており、上記プログ
ラムにはクリックが発生したか否かと時間を測定するプログラムが含まれており、上記プ
ログラムは少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けた時点を記録す
るステップと、既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリックが
発生したか否かをモニタリングするステップと、を更に含み、上記プログラムは、上記既
設定された時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入
手される場合、上記ユーザコンピュータへ転送されたキーワード広告コンテンツを上記ク
リック発生情報が入手される時点から既設定された第２時間まで変動させないことが好ま
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しい。
【００６６】
　上記第２時間まで上記ユーザコンピュータへ転送されたキーワード広告コンテンツに対
する追加的なクリック発生情報が入手できない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバから転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記ユーザコンピュータへ転
送されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告コンテンツの中から選択さ
れた既設定された個数のキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送する
ステップを含むことが好ましい。
上記ユーザコンピュータへ転送された情報にはプログラムが含まれており、上記プログラ
ムにはクリックが発生したか否かと時間を測定するプログラムが含まれており、上記プロ
グラムは少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けた時点を記録する
ステップと、既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリッ
クが発生したか否かをモニタリングするステップと、を更に含み、上記既設定された時間
内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、
上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連のあるキーワード広告コンテン
ツを上記ユーザのコンピュータへ転送してくれたサーバに要請するステップを更に含むこ
とが好ましい。
【００６７】
　上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【００６８】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ディジタルコンテンツに対応
する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を生成する商業的タグ集合生成システムの情報
処理方法であって、上記商業的タグ集合生成システムは、（Ａ）上記ディジタルコンテン
ツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグ候補を入手するステップ（Ｓ１９１）、（Ｂ
）上記商業的タグ候補に対する商業性情報を入手するステップ（Ｓ１９２）、（Ｃ）上記
商業的タグ候補の中から選択情報を入手したいずれか１つ以上の商業的タグ候補を含んで
上記ディジタルコンテンツに対する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を生成するステ
ップ（Ｓ１９３）、（Ｄ）上記ディジタルコンテンツの識別情報に対応させて上記入手さ
れた商業的タグ集合を格納したり、上記商業的タグ集合を上記識別情報と一緒に既設定さ
れたシステムへ転送するステップと、を含み、上記商業的タグ集合情報は商業的タグ集合
に関する情報であり、上記商業的タグ集合はタグの範疇に属する少なくとも１つ以上の商
業的タグで構成されるものであり、上記商業的タグは、上記商業的タグの生成時点または
上記商業的タグでキーワード広告コンテンツ提供システムを通じてキーワード広告を呼び
出す時点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的タグに対応する少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるものであり、上記タグは、
商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステムに登録して置いたキーワードのうちのいずれか１つ以上の文字（text）列であり、
上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、文字列の転送を受ける場合、上記文字列
に対応するキーワード広告コンテンツの存在をキーワード広告コンテンツＤＢに質疑して
、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するものであり、上記キーワー
ド広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録したキーワードに対応する広告主のキーワー
ド広告コンテンツを格納していることを特徴とするメタ情報基盤のキーワード広告サービ
ス方法を提示する。
【００６９】
　上記（Ｄ）ステップで、上記転送の対象となる上記既設定されたシステムは、上記コン
テンツ生産者システム、上記コンテンツ流通者システム、上記コンテンツ配布者システム
、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記ユーザコンピュータ、上記ユーザコ
ンピュータで駆動される既設定されたプログラム、上記マルチメディアコンテンツサービ
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スシステム、上記ユーザコンピュータに放送コンテンツを提供してくれる放送サービスシ
ステム、上記ユーザコンピュータにディジタル発行物を提供してくれるディジタル発行物
サービスシステム、上記ユーザコンピュータにメディアサービスを提供してくれるメディ
アサービスシステム、及びディジタルコンテンツの流通や伝達に関与するコンテンツシン
ジケーションシステムのうちのいずれか１つ以上であることが好ましい。
【００７０】
　上記（Ｂ）ステップの後、（Ｃ）ステップの以前に、上記商業性情報が含まれた少なく
とも１つ以上の商業的タグ候補を上記商業的タグ集合生成システムを使用して商業的タグ
集合を生成しようとする者のコンピュータへ転送するステップ（Ｓ２０３）、商業的タグ
集合生成システムを使用して商業的タグ集合を生成しようとする者のコンピュータから少
なくとも１つ以上の商業的タグ候補に対する選択情報を入手するステップ（Ｓ２０４）を
更に含むことが好ましい。
【００７１】
　商業的タグ集合生成システムを使用して商業的タグ集合を生成しようとする者のコンピ
ュータから少なくとも１つ以上の商業的タグ候補に対する順位情報、時間情報、及び条件
情報のうち、いずれか１つ以上を追加に入手するステップ（Ｓ２０５）を更に含むことが
好ましい。
【００７２】
　上記（Ｃ）ステップで、上記商業的タグ集合の生成は、上記選択情報を入手した商業的
タグ候補に関し、上記入手された適用順位情報、適用時間情報、及び適用条件情報を対応
させて格納する方式によりなされることが好ましい。
【００７３】
　上記（Ａ）ステップの上記ディジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的
タグの候補を入手するステップは、上記ディジタルコンテンツにテキストコンテンツが含
まれている場合、上記テキストコンテンツを分析して上記テキストコンテンツから少なく
とも１つ以上の上記商業的タグ候補を抽出し、上記抽出された商業的タグ候補を入手する
ことが好ましい。
【００７４】
　上記商業的タグ集合生成システムは、上記ディジタルコンテンツを生産する者のシステ
ムであるコンテンツ生産者システム、上記ディジタルコンテンツを流通する者のシステム
であるコンテンツ流通者システム、上記ディジタルコンテンツをユーザコンピュータに提
供するコンテンツ配布者システム、上記ユーザコンピュータにディジタルコンテンツを提
供してくれるディジタルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提
供システム、上記ディジタルコンテンツの伝達を管理するコンテンツシンジケーションシ
ステム、上記ユーザコンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定された
プログラムのうち、いずれか１つに属したり、上記コンテンツ生産者システム、上記コン
テンツ流通者システム、上記コンテンツ配布者システム、上記ディジタルコンテンツサー
ビスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記コンテンツシンジケー
ションシステム、上記ユーザコンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設
定されたプログラムと独立して存在し、かつ有無線ネットワークにより連結されており、
上記ディジタルコンテンツサービスシステムは、上記ユーザコンピュータにマルチメディ
アコンテンツを提供してくれるマルチメディアコンテンツサービスシステム、上記ユーザ
コンピュータに放送コンテンツを提供してくれる放送サービスシステム、上記ユーザコン
ピュータにディジタル発行物を提供してくれるディジタル発行物システム、及び上記ユー
ザコンピュータにメディアサービスを提供してくれるメディアサービスシステムのうち、
いずれか１つ以上であることが好ましい。
【００７５】
　上記商業的タグ集合を構成する商業的タグはキーワード広告コンテンツを入手すること
に使われて、上記キーワード広告コンテンツは上記ディジタルコンテンツと一緒にユーザ
コンピュータに露出されるものであり、上記ユーザコンピュータに上記ディジタルコンテ
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ンツと上記キーワード広告コンテンツが露出されるようにする方法は、１）上記商業的タ
グ集合生成システム、上記ディジタルコンテンツを生産する者のシステムであるコンテン
ツ生産者システム、上記ディジタルコンテンツを流通する者のシステムであるコンテンツ
流通者システム、上記ディジタルコンテンツをユーザコンピュータに提供するコンテンツ
配布者システム、上記ユーザコンピュータにディジタルコンテンツを提供してくれるディ
ジタルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記
ディジタルコンテンツの伝達を管理するコンテンツシンジケーションシステム、上記ユー
ザコンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定されたプログラムのうち
、いずれか１つが上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システムに転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供
システムから直接または上記第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツを入手した後、上記ディジタルコンテンツと入手された上記キーワード広告
コンテンツとを一緒に上記ユーザコンピュータへ転送する第１方法、２）上記商業的タグ
集合生成システム、上記ディジタルコンテンツを生産する者のシステムであるコンテンツ
生産者システム、上記ディジタルコンテンツを流通する者のシステムであるコンテンツ流
通者システム、上記ディジタルコンテンツをユーザコンピュータに提供するコンテンツ配
布者システム、上記ユーザコンピュータにディジタルコンテンツを提供してくれるディジ
タルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記デ
ィジタルコンテンツの伝達を管理するコンテンツシンジケーションシステム、上記ユーザ
コンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定されたプログラムのうち、
いずれか１つが上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告
コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログ
ラムを上記ユーザコンピュータに転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ
集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３
のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユ
ーザコンピュータに露出されるようにする第２方法、３）上記商業的タグ集合生成システ
ム、上記ディジタルコンテンツを生産する者のシステムであるコンテンツ生産者システム
、上記ディジタルコンテンツを流通する者のシステムであるコンテンツ流通者システム、
上記ディジタルコンテンツをユーザコンピュータに提供するコンテンツ配布者システム、
上記ユーザコンピュータにディジタルコンテンツを提供してくれるディジタルコンテンツ
サービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記ディジタルコンテ
ンツの伝達を管理するコンテンツシンジケーションシステム、上記ユーザコンピュータ及
び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定されたプログラムのうち、いずれか１つが
上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード
広告コンテンツを入手する機能及び上記ディジタルコンテンツに対応する商業的タグ集合
を入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、
上記プログラムが上記ディジタルコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するス
テップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由し
て上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキ
ーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするステ
ップと、を実施する第３方法、及び４）上記商業的タグ集合生成システム、上記ディジタ
ルコンテンツを生産する者のシステムであるコンテンツ生産者システム、上記ディジタル
コンテンツを流通する者のシステムであるコンテンツ流通者システム、上記ディジタルコ
ンテンツをユーザコンピュータに提供するコンテンツ配布者システム、上記ユーザコンピ
ュータにディジタルコンテンツを提供してくれるディジタルコンテンツサービスシステム
、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記ディジタルコンテンツの伝達を管理
するコンテンツシンジケーションシステム、上記ユーザコンピュータ及び上記ユーザコン
ピュータで駆動される既設定されたプログラムのうち、いずれか１つが上記商業的タグ集
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合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを
入手する機能及び上記ディジタルコンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を
遂行するプログラムを上記ディジタルコンテンツに含めて上記ユーザコンピュータへ転送
するステップと、上記プログラムが上記ディジタルコンテンツに対応する上記商業的タグ
集合を入手するステップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３の
システムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キー
ワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出され
るようにするステップと、を実施する第４方法のうち、いずれか１つ以上の方法であるこ
とが好ましい。
【００７６】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、有無線ネットワークを用いた
ディジタルコンテンツの伝達過程に参加するコンテンツシンジケーションシステムの情報
処理方法であって、上記コンテンツシンジケーションシステムは、（Ａ）既設定された第
１システムから少なくとも１つ以上のディジタルコンテンツ情報に対応する少なくとも１
つ以上の商業的タグ集合情報に対する要請情報を入手するステップと、（Ｂ）上記ディジ
タルコンテンツ情報で上記商業的タグ集合情報を入手するステップと、（Ｃ）上記商業的
タグ集合情報を既設定された第２システムに提供するステップと、上記商業的タグ集合情
報は商業的タグ集合に関する情報であり、上記商業的タグ集合はタグの範疇に属する少な
くとも１つ以上の商業的タグで構成されるものであり、上記商業的タグは上記商業的タグ
の生成時点または上記商業的タグでキーワード広告コンテンツ提供システムを通じてキー
ワード広告を呼び出す時点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的タグ
に対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるものであ
り、上記タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード広告
コンテンツ提供システムに登録して置いたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文字（
text）列であり、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、文字列の転送を受ける
場合、上記文字列に対応するキーワード広告コンテンツの存在をキーワード広告コンテン
ツＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するものであ
り、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録したキーワードに対応する
広告主のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴とする商業的タグ集合を用
いるメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提示する。
【００７７】
　上記商業的タグ集合は商業的タグ集合生成システムを使用して生成されるものであり、
上記商業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに関し、上記タグに対応する
キーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ以上を
提供することが好ましい。
【００７８】
　上記ディジタルコンテンツ情報は、物理的ディジタルコンテンツデータ、上記物理的デ
ィジタルコンテンツデータが識別できるディジタルコンテンツ識別情報、及び上記物理的
ディジタルコンテンツデータに有無線ネットワークを介して接近できるディジタルコンテ
ンツ位置情報のうちのいずれか１つ以上であり、上記商業的タグ集合情報は、物理的商業
的タグ集合データ、上記物理的商業的タグ集合データが識別できる商業的タグ集合識別情
報、及び上記物理的商業的タグ集合データに有無線ネットワークを介して接近できる商業
的タグ集合位置情報のうち、いずれか１つ以上であることが好ましい。
【００７９】
　上記第１システム及び上記第２システムは、ユーザコンピュータにディジタルコンテン
ツを提供してくれるディジタルコンテンツサービスシステム、上記コンテンツシンジケー
ションシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム、上記ユーザコンピュータ
及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定されたプログラムのうちのいずれか１つ
であり、上記ディジタルコンテンツサービスシステムは、上記ユーザコンピュータにマル
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チメディアコンテンツを提供してくれるマルチメディアコンテンツサービスシステム、上
記ユーザコンピュータに放送コンテンツを提供してくれる放送サービスシステム、上記ユ
ーザコンピュータにディジタル発行物を提供してくれるディジタル発行物システム、及び
上記ユーザコンピュータにメディアサービスを提供してくれるメディアサービスシステム
のうち、いずれか１つ以上であることが好ましい。
【００８０】
　上記コンテンツシンジケーションシステムは、上記ディジタルコンテンツを生産する者
のシステムであるコンテンツ生産者システム、上記ディジタルコンテンツを流通する者の
システムであるコンテンツ流通者システム、上記ディジタルコンテンツをユーザコンピュ
ータに提供するコンテンツ配布者システム、上記ユーザコンピュータにディジタルコンテ
ンツを提供してくれるディジタルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コン
テンツ提供システム、上記ユーザコンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される
既設定されたプログラムのうち、いずれか１つに属しているものであるとか、上記コンテ
ンツ生産者システム、上記コンテンツ流通者システム、上記コンテンツ配布者システム、
上記ディジタルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム、上記ユーザコンピュータ及び上記ユーザコンピュータで駆動される既設定されたプロ
グラムと独立して存在し、かつ有無線ネットワークにより連結されているものであり、上
記ディジタルコンテンツサービスシステムは、上記ユーザコンピュータにマルチメディア
コンテンツを提供してくれるマルチメディアコンテンツサービスシステム、上記ユーザコ
ンピュータに放送コンテンツを提供してくれる放送サービスシステム、上記ユーザコンピ
ュータにディジタル発行物を提供してくれるディジタル発行物システム、及び上記ユーザ
コンピュータにメディアサービスを提供してくれるメディアサービスシステムのうち、い
ずれか１つ以上であることが好ましい。
【００８１】
　上記第１システムは、上記コンテンツシンジケーションシステムであり、上記（Ｃ）ス
テップを実施する前に、上記ディジタルコンテンツ情報と入手した上記商業的タグ集合情
報とを結合するステップを実施し、上記（Ｃ）ステップの実施は、上記ディジタルコンテ
ンツ情報と上記商業的タグ集合情報を一緒に上記第２システムへ転送することが好ましい
。
【００８２】
　上記ディジタルコンテンツ情報と入手した上記商業的タグ集合情報とを結合するステッ
プは、物理的ディジタルコンテンツデータ、上記物理的ディジタルコンテンツデータが識
別できるディジタルコンテンツ識別情報、及び上記物理的ディジタルコンテンツデータに
有無線ネットワークを介して接近できるディジタルコンテンツ位置情報のうち、いずれか
１つであるディジタルコンテンツ情報と、物理的商業的タグ集合データ、上記物理的商業
的タグ集合データが識別できる商業的タグ集合識別情報、及び上記物理的商業的タグ集合
データに有無線ネットワークを介して接近できる商業的タグ集合位置情報のうち、いずれ
か１つ以上である商業的タグ集合情報とを結合することが好ましい。
【００８３】
　上記結合は、ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報とを関連付けて格納
する第１方法、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報とが関連できる
ように上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報に同一なキー値を使用す
る第２方法、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報とが関連できるよ
うに上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報のうち、どの一方の識別情
報を他方のキー値として使用する第３方法、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的
タグ集合情報とが関連できるように上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合
情報のうち、どの一方が他方を呼び出しできるようにする第４方法のうち、いずれか１つ
以上の方法を使用することが好ましい。
【００８４】
　上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ集合生成システムが上記ディジタルコンテンツ
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に関し、（ａ１）上記ディジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグの
候補を入手するステップと、（ａ２）上記商業的タグの候補に対する商業性情報を入手す
るステップと、（ａ３）上記商業的タグ候補のうち、選択情報が入手されたいずれか１つ
以上の商業的タグ候補を含んで、上記ディジタルコンテンツに対する少なくとも１つ以上
の商業的タグ集合を生成するステップと、（ａ４）上記ディジタルコンテンツの識別情報
に対応させて上記入手された商業的タグ集合を格納したり、上記商業的タグ集合を上記識
別情報と共に既設定されたシステムへ転送するステップと、を通じて生成することが好ま
しい。
【００８５】
　上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ集合を構成する商業的タグのうち、いずれか１
つ以上に関し、上記商業的タグに対する適用順位情報、適用時間情報、及び適用条件情報
のうち、いずれか１つ以上を更に含んでいることが好ましい。
【００８６】
　上記商業的タグ集合を構成する商業的タグは、キーワード広告コンテンツを入手するこ
とに使われて、上記キーワード広告コンテンツは、上記ディジタルコンテンツと共にユー
ザコンピュータに露出されるものであり、上記ユーザコンピュータに上記ディジタルコン
テンツと上記キーワード広告コンテンツが露出されるようにする方法は、１）上記コンテ
ンツシンジケーションシステム、上記第１システム、及び上記第２システムのうち、いず
れか１つが上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ムから直接または上記第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツの入手を受けた後、上記ディジタルコンテンツと入手した上記キーワード広告コン
テンツを一緒に上記ユーザコンピュータへ転送する第１方法、２）上記コンテンツシンジ
ケーションシステム、上記第１システム、及び上記第２システムのうち、いずれか１つが
上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供
システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラムを上記ユー
ザコンピュータへ転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集合を直接また
は上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した
後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経
由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュー
タに露出されるようにする第２方法、３）上記コンテンツシンジケーションシステム、上
記第１システム、及び上記第２システムのうち、いずれか１つが上記商業的タグ集合を用
いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手す
る機能、及び上記ディジタルコンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行
するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、上記プログラムが上記
ディジタルコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップと、上記入手さ
れた上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告
コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから
直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするステップと、を実施する第
３方法、及び４）上記コンテンツシンジケーションシステム、上記第１システム、及び上
記第２システムのうち、いずれか１つが上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告
コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上記ディジ
タルコンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記デ
ィジタルコンテンツに含めて上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、上記プログ
ラムが上記ディジタルコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップと、
上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キー
ワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするステップと、を
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実施する第４方法のうち、いずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【００８７】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、ユーザコンピュータに露出さ
れた商業的タグ集合及びキーワード広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上に対する情
報を管理する露出キーワード広告管理サーバであって、上記露出キーワード広告管理サー
バは、上記ユーザコンピュータに少なくとも１つ以上の商業的タグ集合が露出されるよう
にするステップ、及び少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツのうちのいずれか
１つ以上が露出されるようにするステップのうち、いずれか１つ以上のステップを実施す
るステップと、上記ユーザコンピュータに上記商業的タグ集合が露出される場合、上記ユ
ーザコンピュータに露出された上記商業的タグ集合を格納する商業的タグ集合格納手段が
提供されるようにするステップ、及び上記ユーザコンピュータに上記キーワード広告コン
テンツが露出される場合、上記ユーザコンピュータに露出された上記キーワード広告コン
テンツを予約して要請時、また上記予約されたキーワード広告コンテンツを視聴覚できる
ようにするキーワード広告コンテンツ予約手段が提供されるようにするステップのうち、
いずれか１つ以上のステップを実施するステップと、上記ユーザコンピュータから上記商
業的タグ集合格納手段に対する選択情報を受信し、上記選択情報を受信した上記商業的タ
グ集合を格納するステップと、上記ユーザコンピュータから上記キーワード広告コンテン
ツ予約手段に対する選択情報を受信し、上記選択情報を受信した上記キーワード広告コン
テンツを格納するステップのうち、いずれか１つ以上のステップを実施するステップと、
上記ユーザコンピュータに上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合、及び上
記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対応する少なくとも１つ以上のキー
ワード広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上が露出されるようにするステップと、上
記ユーザコンピュータに上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード広告コンテ
ンツが露出されるようにするステップのうちのいずれか１つ以上のステップを実施するス
テップと、を含み、上記商業的タグ集合は、商業的タグ集合生成システムで生成されるも
のであり、上記商業的タグ集合は、タグの範疇に属する少なくとも１つ以上の商業的タグ
で構成されるものであり、上記商業的タグは、上記商業的タグの生成時点、または上記商
業的タグでキーワード広告コンテンツ提供システムを通じてキーワード広告を呼び出す時
点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的タグに対応する少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるものであり、上記タグは、商品名
称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード広告コンテンツ提供システム
に登録して置いたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文字（text）列であり、上記商
業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに関し、上記タグに対応するキーワ
ード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ以上を提供す
るものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、文字列の転送を受ける場
合、上記文字列に対応するキーワード広告コンテンツの存在をキーワード広告コンテンツ
ＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するものであり
、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録したキーワードに対応する広
告主のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴とする露出キーワード管理サ
ーバを用いたメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提示する。
【００８８】
　上記露出キーワード管理サーバは、（１）上記露出キーワード広告管理サーバを含んだ
り使用する既設定されたシステムに存在し、かつ上記各ステップを遂行する第１方法、（
２）上記露出キーワード広告管理サーバを含んだり使用する既設定されたシステムが上記
ユーザコンピュータへ上記露出キーワード広告管理サーバの機能を遂行するプログラムを
転送し、上記ユーザコンピュータで駆動されるプログラムが上記システムと連動しながら
上記各ステップを遂行する第２方法のうち、いずれか１つ以上を実施するものであり、上
記システムは、上記キーワード広告コンテンツ提供システムと連動して上記ユーザコンピ
ュータにマルチメディアコンテンツを提供してくれるマルチメディアコンテンツサービス
システム、上記キーワード広告コンテンツ提供システムと連動し、上記マルチメディアコ
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ンテンツの流通を管理するコンテンツシンジケーションシステム、上記キーワード広告コ
ンテンツ提供システムと連動し、上記商業的タグ集合を生成する商業的タグ集合生成シス
テム、及び上記キーワード広告コンテンツ提供システムのうち、いずれか１つであること
が好ましい。
【００８９】
　上記商業的タグ集合及び上記キーワード広告コンテンツは、上記ユーザコンピュータに
露出されるマルチメディアコンテンツの再生時点及び再生区間のうち、いずれか１つ以上
に連動して変動されるものであり、上記選択情報を受信した上記商業的タグ集合を格納す
るステップと、上記選択情報を受信した上記キーワード広告コンテンツを格納するステッ
プのうち、いずれか１つ以上のステップを実施する時は、上記選択情報を受信する時点に
対応する上記マルチメディアコンテンツの再生時点及び再生区間のうち、いずれか１つ以
上に対する情報を含んで格納することが好ましい。
【００９０】
　上記ユーザコンピュータに上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合及び上
記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対応するキーワード広告コンテンツ
のうち、いずれか１つ以上が露出されるようにするステップと、上記ユーザコンピュータ
に上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード広告コンテンツが露出されるよう
にするステップのうち、いずれか１つ以上のステップが実施される時、１）上記商業的タ
グ集合の格納及び上記キーワード広告コンテンツ予約に対する選択情報を受信する時点に
対応する上記マルチメディアコンテンツの画面情報を一緒に上記ユーザコンピュータに露
出させる第１方法、及び２）上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合、上記
格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対応するキーワード広告コンテンツ及
び上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード広告コンテンツは、上記商業的タ
グ集合の格納及び上記キーワード広告コンテンツ予約に対する選択情報を受信する時点順
に並べる第２方法のうち、いずれか１つ以上の方法を追加に実施することが好ましい。
【００９１】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、有無線ネットワークによりユ
ーザコンピュータに少なくとも１つ以上の聴覚放送コンテンツまたは視聴覚放送コンテン
ツを提供する放送サービスシステムの情報処理方法であって、上記放送サービスシステム
は、上記放送サービスシステムが上記商業的タグ生成システムを使用して生成され、上記
放送コンテンツに対応する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を入手するステップと、
上記入手された商業的タグ集合を上記放送コンテンツに対応する放送コンテンツ識別子と
対応させて格納するステップと、上記ユーザコンピュータに上記放送コンテンツと上記商
業的タグ集合とを使用して、直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コンテ
ンツ提供システムを通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
が露出されるようにするステップと、を含み、上記商業的タグ集合は、商業的タグ集合生
成システムで生成されるものであり、上記商業的タグ集合は、タグの範疇に属する少なく
とも１つ以上の商業的タグで構成されるものであり、上記商業的タグは、上記商業的タグ
の生成時点または上記商業的タグで上記キーワード広告コンテンツ提供システムを通じて
キーワード広告を呼び出す時点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的
タグに対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるもの
であり、上記タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード
広告コンテンツ提供システムに登録して置いたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文
字（text）列であり、上記商業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに関し
、上記タグに対応するキーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち
、いずれか１つ以上を提供するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム
は、文字列の転送を受ける場合、上記文字列に対応するキーワード広告コンテンツの存在
をキーワード広告コンテンツＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録
したキーワードに対応する広告主のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴
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とするキーワード広告コンテンツが含まれて実施される放送サービスシステムにおけるメ
タ情報基盤のキーワード広告サービス方法を提示する。
【００９２】
　上記放送サービスシステムが提供する放送はリアルタイム放送であり、上記商業的タグ
生成システムを通じて生成される商業的タグ集合は上記リアルタイム放送中に生成される
リアルタイム商業的タグ集合であり、上記露出されるキーワード広告コンテンツは上記リ
アルタイム放送中に上記ユーザコンピュータに露出されることが好ましい。
【００９３】
　上記商業的タグ集合の生成は、１）上記放送サービスシステムを運営または管理する者
、上記リアルタイム放送を進行する者、または上記放送サービスシステムを運営または管
理する者の委託を受けた者が上記商業的タグ生成システムに直接入力して生成する第１方
法、２）上記商業的タグ生成システムが上記放送コンテンツに含まれたコンテに含まれた
テキスト情報を分析して少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記放送サービスシステム
を運営または管理する者、上記リアルタイム放送を進行する者、または上記放送サービス
システムを運営または管理する者から選択される第２方法、３）上記商業的タグ生成シス
テムが上記放送コンテンツに含まれた音声情報を認識して、上記音声情報に含まれたテキ
スト情報を分析して少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記放送サービスシステムを運
営または管理する者、上記リアルタイム放送を進行する者、または上記放送サービスシス
テムを運営または管理する者から選択される第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法を
使用して生成されることが好ましい。
【００９４】
　上記入手された商業的タグ集合を上記放送コンテンツに対応する放送コンテンツ識別子
と対応させて格納するステップは、上記商業的タグ集合に対応する時間情報を含めて格納
することが好ましい。
【００９５】
　上記ユーザコンピュータに上記放送コンテンツと上記キーワード広告コンテンツが露出
されるようにする方法は、１）上記放送サービスシステムが、既設定された周期でキーワ
ード広告コンテンツの入手を要請するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送するス
テップと、上記ユーザコンピュータで作動する上記プログラムを通じて既設定された時間
周期でキーワード広告コンテンツの転送要請を入手するステップと、上記商業的タグ集合
を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム
へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシ
ステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するステップと、
上記入手された上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータへ転送するステ
ップと、を実施する第１方法、２）上記放送サービスシステムが、上記商業的タグ集合及
び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワー
ド広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送
し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集合を直接または上記第３のシステム
を経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広
告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ
以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるように
する第２方法、及び３）上記放送サービスシステムが上記商業的タグ集合を用いて上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能、及
び既設定された周期で上記放送サービスシステムに上記放送コンテンツに対応する商業的
タグ集合を要請して入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送
するステップと、上記プログラムが上記放送コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を
入手するステップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステ
ムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード
広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるよう
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にするステップと、を実施する第３方法、４）上記放送サービスシステムが上記商業的タ
グ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテン
ツを入手する機能、及び既設定された周期で上記放送サービスシステムに上記放送コンテ
ンツに対応する商業的タグ集合を要請して入手する機能を遂行するプログラムを上記転送
される放送コンテンツの最初転送時に含めて上記ユーザコンピュータへ転送するステップ
と、上記プログラムが上記放送コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステ
ップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して
上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテン
ツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキー
ワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするステッ
プと、を実施する第４方法のうち、いずれか１つの方法以上を実施することが好ましい。
【００９６】
　上記第１方法が使われる場合、上記放送サービスがリアルタイム放送の場合、上記放送
サービスシステムは、上記ユーザコンピュータから上記キーワード広告コンテンツの転送
要請を入手した時点に対応する商業的タグ集合で上記キーワード広告コンテンツを入手す
るものであり、上記キーワード広告コンテンツの転送要請を入手した時点に対応する商業
的タグ集合は、上記キーワード広告コンテンツの転送要請を入手した時点の直前に生成さ
れた商業的タグ集合であり、上記第２方法が使われる場合、上記放送サービスがリアルタ
イム放送の場合、上記商業的タグ集合は、上記リアルタイム放送前に生成されたものであ
り、上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ集合を活用してキーワード広告コンテンツの
入手に使われる時間帯情報が更に含まれているものであり、上記プログラムは、上記放送
コンテンツが再生される現在時点情報を参照してキーワード広告コンテンツの入手に使わ
れる商業的タグ集合を選択できる機能を更に含むものであり、上記第３方法及び上記第４
方法のうち、いずれか１つの方法が使われる場合、上記放送サービスがリアルタイム放送
の場合、上記放送サービスシステムは、上記ユーザコンピュータから上記商業的タグ集合
の転送要請を入手した時点に対応する商業的タグ集合を上記ユーザコンピュータへ転送す
るものであり、転送される商業的タグ集合は、上記商業的タグ集合の転送要請を入手した
時点の直前に生成された商業的タグ集合であることが好ましい。
【００９７】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、有無線ネットワークに接続す
る多数のユーザコンピュータに少なくとも１つ以上のコンテンツと少なくとも１つ以上の
オンラインサービスを提供するメディアサービスシステムの情報処理方法であって、上記
メディアサービスシステムは、上記メディアサービスシステムを使用して少なくとも１つ
以上のコンテンツを管理するコンテンツ管理者に商業的タグ生成システムの使用を許容し
、上記コンテンツ管理者から上記商業的タグ生成システムを使用して上記コンテンツ管理
者が管理する少なくとも１つ以上のコンテンツに対応する少なくとも１つ以上の商業的タ
グ集合を入手するステップと、上記入手された商業的タグ集合を上記コンテンツに対応す
るコンテンツ識別子と対応させて格納するステップと、上記コンテンツ管理者が管理する
コンテンツに対する少なくとも１つ以上のユーザコンピュータからの要請情報を入手する
ステップと、上記要請情報が入手されたコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手
するステップと、上記ユーザコンピュータに上記要請情報を入手した上記コンテンツと上
記商業的タグ集合を使用して直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コンテ
ンツ提供システムを通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
が露出されるようにするステップと、を含み、上記商業的タグ集合は、商業的タグ集合生
成システムで生成されるものであり、上記商業的タグ集合は、タグの範疇に属する少なく
とも１つ以上の商業的タグで構成されるものであり、上記商業的タグは、上記商業的タグ
の生成時点または上記商業的タグで上記キーワード広告コンテンツ提供システムを通じて
キーワード広告を呼び出す時点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的
タグに対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるもの
であり、上記タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード
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広告コンテンツ提供システムに登録して置いたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文
字（text）列であり、上記商業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに関し
、上記タグに対応するキーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち
、いずれか１つ以上を提供するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム
は、文字列の転送を受ける場合、上記文字列に対応するキーワード広告コンテンツの存在
をキーワード広告コンテンツＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録
したキーワードに対応する広告主のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴
とするメディアサービスシステムにおけるメタ情報基盤のキーワード広告サービス方法を
提示する。
【００９８】
　上記メディアサービスシステムは、ブログサービス、コミュニティサービス、ソーシャ
ルネットワークサービス、１人放送を含む１人メディアサービスのうち、いずれか１つ以
上を提供するシステムであり、上記コンテンツ管理者は、上記ブログサービス、上記カフ
ェサービス、上記コミュニティサービス、及び上記ソーシャルネットワークサービスを用
いて、テキスト、イメージ、動画、及びサウンドのうち、いずれか１つ以上で構成される
ディジタル形式のコンテンツを生成し管理する者であることが好ましい。
【００９９】
　上記キーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ
以上の提供対象となる上記少なくとも１つ以上のタグは、１）上記コンテンツ管理者が直
接入力して生成する第１方法、２）上記コンテンツに関して上記商業的タグ生成システム
が少なくとも１つ以上のタグを抽出する第２方法、及び３）上記コンテンツに関して上記
商業的タグ生成システムが少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記コンテンツ管理者か
ら選択される第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法を使用して生成されることが好ま
しい。
【０１００】
　上記商業的タグ生成システムは、上記タグが複数個ある場合、上記コンテンツ管理者か
ら上記複数個のタグのうち、いずれか１つ以上に対する選択情報を入手することができる
ことが好ましい。
【０１０１】
　上記コンテンツは、コンテンツの再生に時間の経過を必要とするサウンド及び動画のう
ち、いずれか１つ以上が含まれたコンテンツであり、上記再生に時間の経過を必要とする
コンテンツに対応する上記商業的タグは、少なくとも１つ以上の時間情報を更に含む時間
従属的な商業的タグであることが好ましい。
【０１０２】
　上記ユーザコンピュータに上記キーワード広告コンテンツが露出されるようにする方法
は、１）上記メディアサービスシステムが上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシ
ステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを通じて少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手した後、上記コンテンツと入手された上記キ
ーワード広告コンテンツとを一緒に上記ユーザコンピュータへ転送する第１方法、２）上
記メディアサービスシステムが上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記
キーワード広告コンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能を
遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送し、上記プログラムが上記転送を受
けた商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コン
テンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接
または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを
入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにする第２方法、及び３）上記メディ
アサービスシステムが上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステムからキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上記コンテンツに対応する商
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業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転送する
ステップと、上記プログラムが上記コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手する
ステップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由
して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コン
テンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上の
キーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするス
テップと、を実施する第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０１０３】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、有無線ネットワークによりユ
ーザコンピュータに直接または間接的に少なくとも１つ以上のディジタル発行物コンテン
ツを提供するディジタル発行物サービスシステムの情報処理方法であって、上記ディジタ
ル発行物サービスシステムは、上記ディジタル発行物サービスシステムが上記商業的タグ
生成システムを使用して生成され、上記ディジタル発行物コンテンツに対応する少なくと
も１つ以上の商業的タグ集合を入手するステップと、上記入手された商業的タグ集合を上
記ディジタル発行物コンテンツに対応するディジタル発行物コンテンツ識別子と対応させ
て格納するステップと、上記ユーザコンピュータに上記ディジタル発行物コンテンツと上
記商業的タグ集合を使用して直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コンテ
ンツ提供システムを通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
が露出されるようにするステップと、を含み、上記商業的タグ集合は、商業的タグ集合生
成システムで生成されるものであり、上記商業的タグ集合は、タグの範疇に属する少なく
とも１つ以上の商業的タグで構成されるものであり、上記商業的タグは、上記商業的タグ
の生成時点または上記商業的タグで上記キーワード広告コンテンツ提供システムを通じて
キーワード広告を呼び出す時点のうち、少なくともいずれか１つの時点以上で上記商業的
タグに対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在が保証されるもの
であり、上記タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及び広告主が上記キーワード
広告コンテンツ提供システムに登録して置いたキーワードのうち、いずれか１つ以上の文
字（text）列であり、上記商業的タグ生成システムは、少なくとも１つ以上のタグに関し
、上記タグに対応するキーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち
、いずれか１つ以上を提供するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム
は、文字列の転送を受ける場合、上記文字列に対応するキーワード広告コンテンツの存在
をキーワード広告コンテンツＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記広告主が登録
したキーワードに対応する広告主のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴
とするディジタル発行物サービスシステムにおけるメタ情報基盤のキーワード広告サービ
ス方法を提示する。
【０１０４】
　上記ディジタル発行物サービスシステムは、オンラインでニュースを発行するニュース
発行物サービス、オンラインで記事を発行する記事発行物サービス、オンラインでディジ
タル形態の本や雑誌を発行する電子ブック発行物サービス、及びオンラインでディジタル
形態の文書ファイルを発行する文書発行物サービスのうち、いずれか１つ以上を提供する
システムであり、上記ディジタル発行物コンテンツは、ディジタル形式のテキスト、イメ
ージ、動画、及びサウンドのうち、いずれか１つ以上で構成されることが好ましい。
【０１０５】
　上記ディジタル発行物サービスシステムが上記電子ブック発行物サービスを提供するも
のである場合、上記電子ブック発行物は、少なくとも２つ以上の部分電子ブック発行物で
構成され、上記商業的タグ集合は、上記電子ブック発行物を構成する部分電子ブック発行
物に対応して生成及び格納されるものであり、上記２つ以上の部分電子ブック発行物は、
上記部分電子ブック発行物に対応する商業的タグ集合を持つ類型と上記部分電子ブック発
行物に対応する商業的タグ集合を持たない類型のうち、いずれか１つの類型に属すること
が好ましい。
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【０１０６】
　上記ディジタル発行物サービスシステムが上記ニュース発行物サービスを提供するもの
である場合、上記ニュース発行物は、少なくとも２つ以上の単位ニュース発行物で構成さ
れ、上記商業的タグ集合は、上記ニュース発行物を構成する単位ニュース発行物に対応し
て生成及び格納されるものであり、上記２つ以上の単位ニュース発行物は、上記単位ニュ
ース発行物に対応する商業的タグ集合を有する類型と、上記単位ニュース発行物に対応す
る商業的タグ集合を有しない類型のうち、いずれか１つの類型に属するものであり、上記
ディジタル発行物サービスシステムが上記記事発行物サービスを提供するものである場合
、上記記事発行物は、少なくとも２つ以上の単位記事発行物で構成され、上記商業的タグ
集合は、上記記事発行物を構成する単位記事発行物に対応して生成及び格納されるもので
あり、上記２つ以上の単位記事発行物は、上記単位記事発行物に対応する商業的タグ集合
を有する類型と上記単位記事発行物に対応する商業的タグ集合を有しない類型のうち、い
ずれか１つの類型に属するものであり、上記ディジタル発行物サービスシステムが上記文
書発行物サービスを提供するものである場合、上記文書発行物は、少なくとも２つ以上の
文書ページで構成され、上記商業的タグ集合は、上記文書発行物を構成する文書ページに
対応して生成及び格納されるものであり、上記２つ以上の文書ページは、上記文書ページ
に対応する商業的タグ集合を有する類型と、上記文書ページに対応する商業的タグ集合を
有しない類型のうち、いずれか１つの類型に属するものであることが好ましい。
【０１０７】
　キーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ以上
の提供対象となる上記少なくとも１つ以上のタグは、１）上記ディジタル発行物サービス
システムを運営または管理する者、または上記ディジタル発行物コンテンツを生成する者
が直接入力して生成する第１方法、２）上記ディジタル発行物コンテンツに関し、上記商
業的タグ生成システムが上記ディジタル発行物コンテンツに含まれたテキスト情報を分析
して少なくとも１つ以上のタグを抽出する第２方法、及び３）上記ディジタル発行物コン
テンツに関し、上記商業的タグ生成システムが上記ディジタル発行物コンテンツを分析し
て少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記ディジタル発行物サービスシステムを運営ま
たは管理する者、または上記ディジタル発行物を生成する者から選択される第３方法のう
ち、いずれか１つ以上の方法を使用して生成されることが好ましい。
【０１０８】
　上記タグに対する商業性情報は、上記タグに対する、１）総露出数／総呼出数、２）上
記総露出数／上記総呼出数の増感率、３）総広告主数、４）平均広告単価、５）最高広告
単価、６）最低広告単価、７）平均広告主数、８）平均キーワード広告コンテンツ数、９
）平均広告主数の増感率、１０）平均広告単価の増感率、上記タグに関連したキーワード
広告コンテンツに関して計算された１１）露出数、１２）露出対応キーワード広告コンテ
ンツに対するクリック発生率、１３）総クリック数、１４）発生された広告収益、１５）
露出数の増感率、１６）露出対応クリック発生率の増感率、１７）総クリック数の増感率
、１８）発生された広告収益の増感率、及び上記１）乃至１８）のうちのいずれか１つ以
上を使用する既設定された少なくとも１つ以上の関数値のうち、いずれか１つ以上である
ことが好ましい。
【０１０９】
　上記ディジタル発行物コンテンツは、コンテンツの再生に時間の経過を必要とするサウ
ンド及び動画のうち、いずれか１つ以上が含まれたコンテンツであり、上記再生に時間の
経過を必要とするコンテンツに対応する上記商業的タグは、少なくとも１つ以上の時間情
報を更に含む時間従属的な商業的タグであることが好ましい。
【０１１０】
　上記ユーザコンピュータに上記ディジタル発行物コンテンツと上記キーワード広告コン
テンツが露出されるようにする方法は、１）上記ディジタル発行物サービスシステムが上
記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテ
ンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接ま
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たは上記第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手
した後、上記ディジタル発行物コンテンツと入手された上記キーワード広告コンテンツと
を一緒に上記ユーザコンピュータへ転送する第１方法、２）上記ディジタル発行物サービ
スシステムが上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コ
ンテンツ提供システムからキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラ
ムを上記ユーザコンピュータへ転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集
合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３の
システムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユー
ザコンピュータに露出されるようにする第２方法、及び３）上記ディジタル発行物サービ
スシステムが上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システムか
らキーワード広告コンテンツを入手する機能及び上記ディジタル発行物コンテンツに対応
する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータへ転
送するステップと、上記プログラムが上記ディジタル発行物コンテンツに対応する上記商
業的タグ集合を入手するステップと、上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上
記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送した後、
上記キーワード広告コンテンツ提供システムから直接または上記第３のシステムを経由し
て少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに
露出されるようにするステップと、を実施する第３方法、４）上記ディジタル発行物サー
ビスシステムが上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム
からキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上記ディジタル発行物コンテンツに
対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記ディジタル発行物コ
ンテンツに含めて上記ユーザコンピュータへ転送するステップと、上記プログラムが上記
ディジタル発行物コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップと、上記
入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システムへ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ムから直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツを入手して上記ユーザコンピュータに露出されるようにするステップと、を実施
する第４方法のうち、いずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０１１１】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、上記マルチメディアコンテン
ツを識別できるマルチメディアコンテンツ識別子情報を含むマルチメディアコンテンツＩ
Ｄ ＤＢ部と、上記商業的タグ集合を識別できる商業的タグ集合識別子情報を含む商業的
タグＤＢ部と、上記マルチメディアコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手する
商業的タグ集合入手モジュール、上記入手した商業的タグ集合を上記マルチメディアコン
テンツと対応させる商業的タグ集合結合モジュール、上記商業的タグ集合に対する情報を
上記商業的タグ集合要請者に提供する商業的タグ集合提供モジュール、及び上記マルチメ
ディアコンテンツ識別子情報を用いて商業的タグ集合を呼び出す商業的タグ集合呼び出し
モジュールのうち、いずれか１つ以上を含むコンテンツシンジケーション制御部と、を含
み、上記商業的タグ集合を構成する少なくとも１つ以上の商業的タグは、キーワード広告
コンテンツ提供システムへ転送されて、キーワード広告コンテンツ提供システムから少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手することに使われるテキストからなる
タグであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システムは、上記商業的タグの転送を受
ける場合、上記商業的タグでキーワード広告コンテンツＤＢに質疑して、少なくとも１つ
以上のキーワード広告コンテンツを入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツ
ＤＢは、テキストからなる商業的タグに関する少なくとも１つ以上の広告主の少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを格納していることを特徴とするメタ情報基盤のキ
ーワード広告サービスシステムを提示する。
【０１１２】
　本発明が解決しようとする技術的課題を達成するために、少なくとも１つ以上のマルチ
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メディアコンテンツを有無線ネットワークを介してユーザコンピュータに直接的に提供し
たり、第三者のシステムを通じて提供するコンテンツ伝達過程に参加するネットワーク上
のコンテンツシンジケーションシステムであって、上記システムは、（Ａ）上記マルチメ
ディアコンテンツを識別できるマルチメディアコンテンツ識別子情報を入手するステップ
と、（Ｂ）上記マルチメディアコンテンツに対応する上記商業的タグ集合及び上記商業的
タグ集合を識別できる商業的タグ集合識別子情報のうち、いずれか１つ以上を入手するス
テップと、（Ｃ）上記マルチメディアコンテンツ識別子情報と、上記商業的タグ集合及び
上記商業的タグ集合識別子情報のうち、いずれか１つ以上と両者を対応させて格納するス
テップと、（Ｄ）上記ユーザコンピュータまたは上記第三者のコンピュータのうち、いず
れか１つ以上から上記マルチメディアコンテンツを識別できるマルチメディアコンテンツ
識別子情報を入手するステップと、（Ｅ）上記（Ｄ）ステップの上記ユーザコンピュータ
、または上記第三者のコンピュータのうち、いずれか１つ以上から入手したマルチメディ
アコンテンツ識別子情報を用いて、（Ｃ）ステップで格納された上記マルチメディアコン
テンツ識別子情報に対応する上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合識別子情報のう
ち、いずれか１つ以上を入手するステップと、を含み、上記商業的タグ集合を構成する少
なくとも１つ以上の商業的タグは、キーワード広告コンテンツ提供システムへ転送されて
、キーワード広告コンテンツ提供システムから少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手することに使われるテキストからなるタグであり、上記キーワード広告コン
テンツ提供システムは、上記商業的タグの転送を受ける場合、上記商業的タグでキーワー
ド広告コンテンツＤＢに質疑して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入
手するものであり、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、テキストからなる商業的タグ
に関する少なくとも１つ以上の広告主の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
を格納していることを特徴とするコンテンツシンジケーションシステムにおけるメタ情報
基盤のキーワード広告サービス方法を提示する。
【発明の効果】
【０１１３】
　本発明によると、下記のような効果が得られる。
【０１１４】
　第１に、マルチメディアコンテンツサービスシステムを運営する事業者は、キーワード
広告コンテンツが含まれたマルチメディアコンテンツのサービスを通じて広告収益を得る
ことができる。
【０１１５】
　第２に、メタ情報基盤の広告仲介システムを運営する事業者は、キーワード広告コンテ
ンツを仲介することにより広告収益を得ることができる。
【０１１６】
　第３に、キーワード広告コンテンツ提供システムを運営する事業者は、キーワード広告
コンテンツを提供することにより広告収益を得ることができる。
【０１１７】
　第４に、ユーザコンピュータ設置プログラムを提供する事業者は、キーワード広告コン
テンツをユーザのコンピュータに露出することにより広告収益を得ることができる。
【０１１８】
　第５に、ユーザは自身が接しているマルチメディアコンテンツと関連した情報性がある
キーワード広告コンテンツを通じて広告主が提供する情報への接近が容易になって、自身
の関心がある分野に関して追加的な情報を獲得することができる。
【０１１９】
　第６に、広告主は、自身が広告しようとするサイト／ウェブページに、より多くのトラ
フィックを誘発させることができる効果がある。
【０１２０】
　第７に、商業的タグ生成に参加する者は、その参加の対価として収益を上げることがで
き、商業的タグを活用してキーワード広告を遂行すれば、同一のマルチメディアコンテン
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ツと関連してより多くの広告収益を上げることができる。
【０１２１】
　第７に、商業的タグ集合生成システムを運営または使用する者、または高収益のキーワ
ード広告を呼び出しできる商業的タグを生成または使用できるので、広告収益又はサービ
ス使用収益が期待できる。
【０１２２】
　第８に、コンテンツシンジケーションに参加するコンテンツ生産者システム、コンテン
ツ流通者システム、及びコンテンツ配布者システムを運営する者、またはコンテンツシン
ジケーションに参加する者は、高収益のキーワード広告収益を得ることができ、これによ
ってコンテンツを相対的に低費用又は無料で流通できるようになり、したがってユーザは
低い費用または無料でコンテンツを楽しめるようになる。
【０１２３】
　第９に、メディアサービスシステムを運営する事業者は、キーワード広告コンテンツが
含まれたメディアコンテンツのサービスを通じて広告収益を得ることができる。一方、メ
ディアサービスシステムに参加する多数のブログやコミュニティなどのコンテンツ管理者
も、自身が生成または管理するコンテンツに関連した広告収益の一部の提供を受けること
ができるので、広告収益の受恵者になることができる。
【０１２４】
　第１０に、ｐｄｆなどの文書プログラム、文書発行物サービスシステム、電子ブックシ
ステム、記事発行物サービスシステム、及びニュース発行物サービスシステムのようなデ
ィジタル発行物サービスシステムを運営する事業者は、キーワード広告コンテンツが含ま
れたディジタル発行物コンテンツのサービスを通じて広告収益を得ることができる。これ
によって、電子ブック、文書、ニュース、記事などを低廉に流通できるため、読者が無料
又は極めて低廉な費用で電子ブック、文書、ニュース、記事などのディジタル発行物コン
テンツを利用できるようになる。
【０１２５】
　第１１に、放送コンテンツをサービスする放送サービスシステムを運営する事業者、ま
たはリアルタイムマルチメディアコンテンツサービスシステムを運営する者は、キーワー
ド広告コンテンツが含まれたメディアコンテンツのサービスを通じて広告収益を得ること
ができる。
【０１２６】
　第１２に、特定のコンテンツに関し、商業的タグ集合の生成に参加する広告専門家など
の専門家は、高収益広告に活用される商業的タグ集合の生成に寄与した対価を受けるよう
になる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明思想が適用されていない通常の動画再生ウェブページ画面に対する例示図
である。
【図２】メタ情報基盤のキーワード広告コンテンツサービス方法が適用された本発明思想
が適用された動画再生ウェブページ画面に対する一実施形態を示す図である。図２は、メ
タ情報としてタグ情報に存在する“printer”に対応するキーワード広告コンテンツが提
供されていることを示している。
【図３】本発明思想が適用されていない日本語でサービスされる通常の動画再生ウェブペ
ージ画面に対する例示図である。
【図４】メタ情報基盤のキーワード広告コンテンツサービス方法が適用された本発明思想
が適用された動画再生ウェブページ画面に対する一実施形態を示す図であって、日本語で
サービスされることを示している一実施形態を示す図である。図４は、メタ情報としてタ
グ情報に存在するリフィルインキに対応するキーワード広告コンテンツが提供されている
ことを示している。
【図５】本発明思想が適用されていない通常のイメージサービスを提供するウェブページ



(37) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

画面に対する例示図である。
【図６】メタ情報基盤のキーワード広告コンテンツサービス方法が適用された本発明思想
が適用されたイメージサービスを提供するウェブページ画面に対する一実施形態を示す図
である。図６は、メタ情報としてタグ情報に存在する“refill”に対応するキーワード広
告コンテンツが提供されていることを示している。
【図７】図４で動画が再生されるにつれて、他のメタ情報に基づいてキーワード広告コン
テンツが提供されるものであって、キーワード広告コンテンツが変更できる一実施形態を
示す図である。特に、メタ情報が２つ以上のグループに分けられており、インキと関連し
たグループでユーザがリフィルインキに関連したキーワードをクリックしたという情報が
入手される場合、リフィルインキが属するグループのメタ情報に基づいたキーワード広告
を提供することを例示的に示している。
【図８】図４で、ユーザからクリックがない時、または一定時間が経過する時、他のキー
ワード広告コンテンツがユーザのコンピュータに提供できる一実施形態を示す図である。
図８では、複合機というタグに対するキーワード広告コンテンツが提供されていることを
示している。
【図９】メタ情報のうち、説明情報でインクジェットというキーワード広告対象テキスト
を抽出して、インクジェットに対するキーワード広告コンテンツを提供する本発明に関す
る一実施形態を示す図である。
【図１０】本発明の非仲介モデル方式によりメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提
供されるシステムの構成に関する一実施形態を示す図である。
【図１１】本発明の非仲介モデル方式によりメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提
供される方式に対する各構成主体間の情報の流れに対する一実施形態を示す図である。
【図１２】本発明の非仲介モデルに対するマルチメディアコンテンツ提供システムを中心
としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の一実施形態を示す図である。
【図１３】本発明の仲介モデル方式によりメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提供
されるシステムの構成に関する一実施形態を示す図である。
【図１４】本発明の仲介モデル方式によりメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提供
される方式に対する各構成主体間の情報の流れに対する一実施形態を示す図である。
【図１５】本発明の仲介モデルに対するマルチメディアコンテンツ提供システムの機能を
中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の一実施形態を示す図である
。
【図１６】本発明の仲介モデルに対するマルチメディアコンテンツ提供システムの機能を
中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の更に他の一実施形態を示す
図である。
【図１７】本発明の仲介モデルに対するメタ情報基盤のキーワード広告コンテンツ提供シ
ステムの機能を中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の一実施形態
を示す図である。
【図１８】本発明のキーワード広告コンテンツ提供システム中心の方式によりメタ情報基
盤のキーワード広告サービスが提供されるシステムの構成に関する一実施形態を示す図で
ある。
【図１９】本発明のキーワード広告コンテンツ提供システム中心の方式によりメタ情報基
盤のキーワード広告サービスが提供される方式に対する各構成主体間の情報の流れに対す
る一実施形態を示す図である。
【図２０】本発明のキーワード広告コンテンツ提供システム中心の方式にキーワード広告
コンテンツ提供システムの機能を中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供
方法の一実施形態を示す図である。
【図２１】本発明のユーザコンピュータ設置プログラム方式によりメタ情報基盤のキーワ
ード広告サービスが提供されるシステムの構成に関する一実施形態を示す図である。
【図２２】本発明のユーザコンピュータ設置プログラム方式によりメタ情報基盤のキーワ
ード広告サービスが提供される方式に対する各構成主体間の情報の流れに対する一実施形
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態を示す図である。
【図２３】本発明のユーザコンピュータ設置プログラム方式に対するユーザコンピュータ
設置プログラム方式を中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の一実
施形態を示す図である。
【図２４】本発明の統合モデル方式によりメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提供
されるシステムの構成に関する一実施形態を示す図である。
【図２５】本発明の統合モデル方式に対するマルチメディアコンテンツ提供システムを中
心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービスが提供される方法に関する一実施形態を
示す図である。
【図２６】本発明のユーザコンピュータ設置プログラム方式に対するユーザコンピュータ
設置プログラム方式を中心としたメタ情報基盤のキーワード広告サービス提供方法の更に
他の一実施形態を示す図である。
【図２７】本発明の商業的タグ集合生成システムの一実施形態の構成を示す図である。
【図２８】本発明の商業的タグ集合生成システムの商業的タグ集合生成モジュールに関す
る一実施形態を示す図である。
【図２９】本発明の商業的タグ集合生成システムが商業的タグ集合を生成する方法に関す
る一実施形態を示す図である。
【図３０】本発明の商業的タグ集合生成システムを用いてマルチメディアコンテンツサー
ビスシステムがどのようにキーワード広告サービス提供方法を実施しているかに対する一
実施形態を示す図である。
【図３１】商業的タグを用いた発明思想を放送サービスシステム１３０００に適用した一
実施形態を示す図である。
【図３２】商業的タグを用いた発明思想を放送サービスシステム１３０００に適用した一
実施形態を示す図である。
【図３３】本発明の放送サービスシステム１３０００と関連した情報フローチャート、ダ
イヤグラム又はサービスフローチャートである。
【図３４】本発明の放送サービスシステム１３０００と関連した情報フローチャート、ダ
イヤグラム又はサービスフローチャートである。
【図３５】本発明の放送サービスシステム１３０００と関連した情報フローチャート、ダ
イヤグラム又はサービスフローチャートである。
【図３６】本発明思想が有無線双方向ネットワークを介してＴＶ放送（放送映像画面が有
り）とラジオ放送（放送映像画面が無し）に関して適用される一実施形態を示す図である
。
【図３７】本発明思想が有無線双方向ネットワークを介してＴＶ放送（放送映像画面が有
り）とラジオ放送（放送映像画面が無し）に関して適用される一実施形態を示す図である
。
【図３８】ユーザコンピュータに表れる本発明思想のマルチメディアコンテンツ視聴覚イ
ンターフェースの一実施形態を示している。
【図３９】ユーザコンピュータ９０００に露出されたり、クリックされたり、ユーザから
作用（予約等）を受けたキーワード広告コンテンツ情報を管理する画面の一具現例を示す
図である。
【図４０】上記露出キーワード広告管理サーバのユーザキーワード広告コンテンツまたは
商業的タグに対する予約、格納、クリックなどがない場合に関する一実施形態の情報処理
の具現例である。
【図４１】上記ユーザコンピュータ９０００に上記露出キーワード広告管理モジュール１
３２１０が設けられている時に関する情報処理の一実施形態を示す図である。
【図４２】キーワード広告コンテンツや商業的タグに対するユーザの選択（予約、格納、
クリック等）情報が発生した場合の上記露出キーワード広告管理サーバでの情報処理方法
に対する一実施形態を示す図である。
【図４３】キーワード広告コンテンツや商業的タグに対するユーザの選択（予約、格納、
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クリック等）情報が発生した場合の上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた露出キ
ーワード広告管理モジュール１３２１０での情報処理方法に対する一実施形態を示す図で
ある。
【図４４】リアルタイム放送に関するものであって、本質的にはリアルタイムに生成され
るマルチメディアコンテンツを提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００であって、リアルタイム放送コンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供する上
記放送サービスシステム１３０００に対する説明に準し、各々図３１に対応する。
【図４５】既存のコンテンツシンジケーション方法に関する図である。
【図４６】本発明のコンテンツシンジケーションモデルに関する一実施形態の構成を示す
図である。
【図４７】本発明のコンテンツシンジケーションシステムに関する構成の一実施形態を示
す図である。
【図４８】コンテンツ流通者システム１６０００において、最初に商業的タグ集合がコン
テンツと結合してマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に転送される方式
に基づいた本発明のコンテンツシンジケーション方法に対する一実施形態を示す図である
。
【図４９】本発明のコンテンツシンジケーションの独立ルートモデルの一実施形態を示し
ている。
【図５０】コンテンツシンジケーションシステムがコンテンツ流通者システム１６０００
の役目をすることを中心としたコンテンツシンジケーション方法に関する一実施形態を示
す図である。
【図５１】典型的な前述した独立ルートモデルの一実施形態の構成を示す図である。
【図５２】前述した独立ルートの他の一実施形態の構成を示す図である。
【図５３】前述した独立ルートの更に他の一実施形態の構成を示す図である。
【図５４】メディアサービスシステムを用いて本発明思想が具現される一実施形態の構成
を示す図である。
【図５５】メディアサービスシステムを用いて本発明思想が具現される一実施形態の方法
を示す図である。
【図５６】商業的タグ生成システムの情報処理方法に関する一実施形態のフローチャート
である。
【図５７】商業的タグ集合生成システムを使用して商業的タグ集合を生成しようとする者
のコンピュータから少なくとも１つ以上の商業的タグ候補に関する選択情報を入手するこ
とを含む商業的タグ生成システムの情報処理方法に対する更に他の一実施形態を示すフロ
ーチャートである。
【図５８】本発明のコンテンツシンジケーションシステムの情報処理方法に対する一実施
形態を示すフローチャートである。
【図５９】ディジタルコンテンツ情報と入手した商業的タグ集合情報とを結合することを
含む本発明のコンテンツシンジケーションシステムの情報処理方法に関する更に他の一実
施形態を示すフローチャートである。
【図６０】本発明の露出キーワード広告管理サーバの情報処理方法に関する一実施形態を
示すフローチャートである。
【図６１】本発明の放送サービスシステムの情報処理方法に対する一実施形態を示すフロ
ーチャートである。
【図６２】本発明のメディアサービスシステムの情報処理方法に関する一実施形態を示す
フローチャートである。
【図６３】本発明のディジタル発行物サービスシステムの情報処理方法に関する一実施形
態を示すフローチャートである。
【図６４】本発明のディジタル発行物サービスシステムの構成に関する一実施形態を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
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【０１２８】
　以下、図面を参照しより詳しく説明する。
【０１２９】
　全体構成
　図２、図４、図６、図７、図８、及び図９は、本発明の動画マルチメディアコンテンツ
サービスシステムにおける動画情報包含メタ情報基盤のキーワード広告サービス方法が行
われた一実施形態の結果を示している。一方、図１０、図１３、図１８、及び図２１は、
本発明の動画マルチメディアコンテンツサービスシステムにおける動画情報に含まれたメ
タ情報基盤のキーワード広告サービス方法の実行のための全体構成及び上記全体構成をな
す各部分システムの細部構成に関するものである。
【０１３０】
　本発明が行われるためには、大別して、１）ユーザコンピュータ９０００、２）マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００、キーワード広告コンテンツ提供システム
３０００、及び有無線ネットワーク８０００が必須的に必要であり、場合によっては少な
くとも１つ以上のメタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００を必要とする。以
下、各システム及び各システムに含まれたサーバ及び各システム及び／又は各サーバに含
まれた各機能モジュール及び各ＤＢ（database、データベース）について詳述する。
【０１３１】
　キーワード広告コンテンツ提供システム３０００及びキーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００
　上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００に含まれている。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０の存在様式には、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の外部にあ
る外部キーワード広告コンテンツ提供サーバ類型と上記マルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００の内部に存在する内部キーワード広告コンテンツ提供サーバ類型があ
りうる。上記内部にあるということは、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００の運営主体と上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の運営主体の同
一性又は牽連性が認められるということである。一方、外部にあるということは、上記主
体の同一性や牽連性が弱かったり、なかったり、または単に提携関係にある場合である。
【０１３２】
　一方、本発明思想の実施の観点から見ると、内部または外部の区別はあまり意味がない
が、全体システム又はサービスの構成図面上の包含関係の表示による混同を減らすために
分ける。多くのオンライン事業者は自身の内部にキーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００を持っていない。キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を運営する有名な
所にはwww.google.comを運営するグーグルとwww.overture.comを運営するYAHOOなどがあ
る。www.google.comのような超大型サイトはマルチメディアコンテンツだけでなく、キー
ワード広告コンテンツも提供するので、www.google.comに含まれたマルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００の観点から見ると、内部にキーワード広告コンテンツ提供
システム３０００を含んでいる統合形態となる。このようなwww.google.comのような類型
を本明細書では統合モデル類型という。
【０１３３】
　上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を運営する者は、通常的に直接また
は間接的に広告主ネットワークを所有している。上記広告主は、上記キーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００の運営者に、自身のキーワード広告コンテンツ（広告のタイト
ル、広告の説明、ＵＲＬ乃至ＵＲＩ、広告を目的とするイメージ、及び／又はその他の広
告を目的とするテキスト、非テキストコンテンツ（イメージ、動画、サウンドなどのマル
チメディアコンテンツ等）のうち、いずれか１つ以上）を少なくとも１つ以上のキーワー
ド別に、または多数のキーワードと一緒に登録させておく。そして、上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００は、特定のキーワードの入力を受ける場合や入力キーワー
ドの転送を受ける場合、上記キーワードなどに符合するキーワード広告コンテンツを抽出
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し転送することができる。延いては、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
は、抽出されたキーワード広告コンテンツを、上記キーワード広告コンテンツが最終的に
ユーザコンピュータ９０００に露出できるようにネットワークを介して既設定された仮想
空間（上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が一例となる）へ転送す
る。そして、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の運営者は、ユーザが上
記キーワード広告コンテンツをクリックしたり、露出の対価として広告効果が発生すれば
、上記キーワード広告コンテンツに対する広告費を、広告主に直接的（広告主の広告費ア
カウントから差し引き等）、または間接的（広告代行社などを通じて）に要求することを
主な事業内容とする。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、広告主が登
録したキーワード、広告のタイトル、または広告の説明、その他のテキストからなるキー
ワード広告コンテンツの内容をＤＢで構築したり、検索インデックスで構築しておいて、
入手されるテキスト質疑（キーワード質疑等）をＤＢＭＳ（または、検索エンジン）を通
じて質疑した後、質疑結果に該当するキーワード広告コンテンツを抽出し、抽出されたキ
ーワード広告コンテンツの全部または既設定された基準を満たすキーワード広告コンテン
ツを質疑者（コンピュータ）に提供する。上記キーワード広告コンテンツの抽出は、広告
主が登録したキーワードと質疑とが一致すれば、通常的にそのキーワードに該当する広告
主のキーワード広告コンテンツを抽出し、一致しない場合は、他のマッチング方法を使用
して適正なキーワード広告コンテンツを抽出する方式によりなされる。
【０１３４】
　本発明では、広告コンテンツの中でもキーワード広告コンテンツについて取り扱う。上
記キーワード広告コンテンツは、広告コンテンツのうち、検索語／質疑語、またはその他
のテキスト（タグ、説明などを含み）形式からなるキーワードにより関連されたり、検索
されたり、呼び出される広告コンテンツをいう。広告主が登録したキーワードと一致する
キーワードにより該当するキーワード広告コンテンツが呼び出されることは、当然本発明
の対象となる。上記キーワード広告コンテンツは、通常的にテキスト形態、バナーなどの
イメージ形態、映像、音などの形態を排除せず、テキスト、イメージ、映像及び／又は音
が少なくとも１つ以上結合できるものである。
【０１３５】
　上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、特定のサーバ／クライアント（
上記ユーザコンピュータ９０００または上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた特
定のプログラム、コード（code）がその一例となる。以下、同一である。）から少なくと
も１つ以上のテキストからなる文字列を入手する場合、上記入手された文字列（本発明の
少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキスト）を処理して、上記文字列に対応する
キーワード広告コンテンツがあるか否かを検索して、キーワード広告コンテンツがある場
合、上記キーワード広告コンテンツを上記サーバ／クライアントに提供する機能を遂行す
ることができる。
【０１３６】
　上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキスト及び／又はキーワード
広告対象テキストを入手するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュ
ール３１１０（以下、テキスト入手モジュール３１１０またはキーワード広告コンテンツ
提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０という。これは下記に説明するメタ情報入
手モジュール５１００での非タグテキスト入手モジュール５１３０とは全く異なるもので
ある。）、キーワード広告コンテンツを格納しておいたキーワード広告コンテンツＤＢ３
１２０、上記入手されたテキスト及び／又はキーワード広告対象テキストに関し、上記キ
ーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手したキーワード広告コンテンツを転送する
キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３
０を含んでいる。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ
転送モジュール３１３０は、論理的または物理的に自身の外部へキーワード広告コンテン
ツを転送する役目を遂行する。一方、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワ
ード広告コンテンツ転送モジュール３１３０のようなキーワード広告コンテンツ転送モジ



(42) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

ュールは、論理的または物理的な位置に関わらず、同等な機能を遂行し、後述するメタ情
報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００の上記キーワード広告コンテンツ転送モジュ
ール８８００と同等な機能を遂行し、これらは自身が属した上位概念の差による区別があ
るだけであり、その遂行する機能は同等である。
【０１３７】
　この際、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００側テキスト入手モジュール
３１１０と上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００側キーワード広告コンテン
ツ転送モジュール３１３０は、物理的または機能的に１つに合わせられていることもある
。通常、同期式通信では、キーワード入手モジュールと広告コンテンツ転送モジュールと
は分離されず、１つのモジュールが入手と転送機能とを全て遂行する。ＨＴＴＰプロトコ
ルの特性上、クライアントがサーバと連結（connection）を確立（establish）し、その
状態でクライアントがサーバへキーワードを転送すれば（request）、連結が維持された
状態で、サーバはそのキーワードに関する広告コンテンツを生成してクライアントに送っ
た後に連結が絶える。但し、物理的または機能的に同一のモジュールであっても、その遂
行する機能（入手と転送の対象情報）が異なるので、概念的には分離することがより妥当
である。非同期式（入手と転送モジュールとが分離されて遂行される方式）は、処理時間
が長くかかる時、または直ぐに応答を受ける必要がない時に使用できる。
【０１３８】
　この際、上記入手されたテキスト及び／又はキーワード広告対象テキストに関し、適切
なキーワード広告コンテンツを抽出する方式は、大別してＤＢＭＳを用いる方法と、検索
エンジンを用いる方法がある。上記キーワード広告コンテンツには、広告主が登録したキ
ーワード、広告のタイトル、広告の説明、ＵＲＬ（キーワード広告コンテンツ提供サーバ
３１００に格納されたキーワード広告コンテンツＵＲＬ、キーワード広告コンテンツと関
連した広告主のＵＲＬ及びその他の関連したＵＲＬ）、その他のテキストなどを含んだ各
種文字、数字及び／又は記号形式からなる情報が存在する。上記情報はＤＢＭＳの質疑方
式により質疑の対象となるとか、インデックサ（indexer）によりインデキシングできる
。上記キーワード広告コンテンツＵＲＬは、上記キーワード広告コンテンツＵＲＬをクリ
ックした時、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００等、クリック情報を入手して実際のページに送る（re
direct）機能を有するサーバのＵＲＬである。実際のＵＲＬは、サーバからクリック情報
を入手して処理した後、最終的にユーザコンピュータに見せる実際広告主のウェブページ
アドレスである。
【０１３９】
　例えばキーワード広告コンテンツＵＲＬが、http://keyadserver.com/redirect?id=493
82&...であり、実際広告主のＵＲＬがhttp://pradabag.co.krである場合、ユーザのコン
ピュータへ転送されるキーワード広告コンテンツ情報にはキーワード広告コンテンツＵＲ
Ｌが転送されるが（このキーワード広告コンテンツＵＲＬは、ユーザに隠されてあること
が一般的である）、ユーザがこのキーワード広告コンテンツＵＲＬを押すと、広告主のＵ
ＲＬであるhttp://pradabag.co.krにリダイレクト（redirect）され、ユーザのコンピュ
ータには広告主のＵＲＬであるhttp://pradabag.co.krに関するウェブページ情報が転送
される。
【０１４０】
　少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテンツと上記マルチメディアコンテンツに関
連した各種情報がある時、これをＤＢで構築し、ＤＢで必要な情報をＤＢＭＳを通じて質
疑方式により入手したり、上記各種情報をインデックスで構築し、これを検索質疑語が入
手された時、これをサーチャー（searcher）などで検索すること等は当業者に自明である
ので、詳細な説明は省略する。勿論、上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０には、
特定の広告キーワードに対するキーワード広告コンテンツを登録した広告主に関する情報
、広告主が登録した広告キーワードに対する情報が含まれていることができる。一方、上
記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０には、上記広告単価に対する情報（上記広告単
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価は、リアルタイムに変動できる）、広告費用発生条件に関する情報、広告主の広告残額
に関する情報、広告主の広告支出に関する情報、広告発生に対する管理情報、広告運営に
関する政策情報、広告費の分配に関する政策情報、不正広告排除政策及びその条件に関す
る情報のうち、いずれか１つ以上を含めることができる。この際、ＤＢＭＳを使用する場
合、ＤＢでの照合速度を速くするために、メモリＤＢのような速いＤＢを使用することも
好ましい。一方、検索エンジンを使用する場合よりＤＢＭＳを使用する方が遥かに効率的
である。勿論、ＤＢをデータソースにして増分または変動分を検索エンジンがインデキシ
ングする方法も考慮することができる。
【０１４１】
　マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００とマルチメディアコンテンツサー
ビスサーバ１１００
　マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、マルチメディアコンテンツを
サービスするマルチメディアコンテンツサービスサーバを含む。上記マルチメディアコン
テンツサービスサーバ１１００は、マルチメディアコンテンツＤＢ１１１０が含まれてお
り、概念的に動画コンテンツを含んでいる動画コンテンツＤＢ１１１１、写真やその他の
イメージ形式からなるコンテンツを含んでいるイメージコンテンツＤＢ１１１２、音楽、
歌、音響効果、及びその他のサウンドコンテンツを含んでいるサウンドコンテンツＤＢ１
１１３、記事やニュースなどのテキストが中心となるコンテンツを含んでいるテキスト中
心コンテンツＤＢ１１１４、その他のマルチメディアコンテンツＤＢ１１１５のうち、い
ずれか１つ以上を含んでいる。上記マルチメディアコンテンツＤＢ１１１０は、少なくと
も１つ以上のマルチメディアコンテンツファイル、及び上記マルチメディアコンテンツフ
ァイルのメタ情報、上記マルチメディアコンテンツファイルを呼び出しできるアドレス情
報（実際には他のシステムにマルチメディアファイルがあり、上記マルチメディアファイ
ルを呼び出しできるアドレス情報のみ持っている途中、ユーザコンピュータに上記アドレ
ス情報を提供し、ユーザコンピュータは上記アドレス情報を用いて上記マルチメディアフ
ァイルまたはファイルのストリーミングデータの転送を受けることができる。）及び／又
はその他の上記マルチメディアコンテンツファイルに対する管理情報を更に含んでいる。
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記マルチメディアコンテ
ンツを有無線ネットワーク８０００を介して、上記マルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００に接続したユーザコンピュータ９０００に、上記マルチメディアコンテン
ツ及びその他のマルチメディアコンテンツと関連したサービスを提供することができる。
この際、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がウェブ方式（ユーザ
コンピュータ９０００にウェブブラウザが設けられており、ウェブブラウザにより上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に接続すること）によりサービスを提
供する場合は、ウェブサーバが必要である。一方、上記ユーザコンピュータ９０００にウ
ィンドウメディアプレーヤーやＧＯＭプレーヤー（gom player）などのマルチメディアコ
ンテンツを再生できる専用プログラムが設けられており、上記専用プログラムが上記マル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００に接続して上記マルチメディアコンテン
ツをダウンロードして再生したり、上記マルチメディアコンテンツのストリーミングデー
タを受信して再生する場合、上記専用プログラムとのデータ通信を受容できるサーバが必
要であることは当然である。一方、ユーザコンピュータ９０００が携帯電話のようなモバ
イル端末機の場合、第３の方式（例えば、ＷＡＰ方式など、その他のモバイル端末機に最
適化された方式等）によりマルチメディアコンテンツが提供される場合、その第３の方式
に対応するサーバが必要であることは当業者に当然である。本発明の説明では、ウェブ方
式を中心として説明するが、これは説明の便宜のためのものであり、ウェブ方式は通信方
式の一例に過ぎないものであり、その他の有無線インターネット／非インターネット通信
方式を含むことと理解すべきである。勿論、イメージのように、ファイルダウンロード方
式により提供されるマルチメディアコンテンツは、ウェブサーバを通じて、動画、音楽な
どストリーミング方式により提供するマルチメディアコンテンツは、ストリーミングサー
バが必要であり、これらは概念的に分離できるが、実際の具現では１つのサーバで同時に
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具現されることができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００のマル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００には、その機能上、ウェブサーバやストリ
ーミングサーバが当然含まれることができ、当業者であれば当然考慮する事項であるので
、本明細書にはこれらについて各マルチメディアコンテンツファイル別に区別して記述し
てはいない。
【０１４２】
　マルチメディアコンテンツのメタ情報
　上記マルチメディアコンテンツに含まれたメタ情報には、上記マルチメディアコンテン
ツの内容に関連したメタ情報に、上記マルチメディアコンテンツの識別子（Identifier、
ID）、タイトル、タグ、カテゴリー（分類情報）、説明情報、及びその他のマルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００の加工情報（後述する商業的タグ集合情報が一例
となる）のうち、いずれか１つ以上が含まれている。表１は、マルチメディアコンテンツ
にどんなメタ情報が含まれているかに対する一例を表している。一方、上記マルチメディ
アコンテンツファイル自体に対するメタ情報には、上記マルチメディアコンテンツファイ
ルのファイルの大きさ、再生時間、ファイル位置及び入手時間のうち、いずれか１つ以上
の情報があることができ、上記マルチメディアコンテンツファイルとユーザとの関係で生
成される上記マルチメディアコンテンツファイルの照合回数、照合時間などの上記マルチ
メディアコンテンツファイルに関するログ情報と上記マルチメディアコンテンツファイル
に関してユーザが提供したコメントなどの派生コンテンツがあることができる。上記のよ
うにマルチメディアコンテンツにメタ情報が含まれているものの一例は、下記の＜表１＞
で確認することができる。下記の＜表１＞は、マルチメディアコンテンツＤＢ１１１０の
一例であって、マルチメディアコンテンツに対する各種メタ情報が含まれていることを確
認することができる。
【０１４３】
【表１】

　　　　
　上記＜表１＞には表示されていないが、上記マルチメディアコンテンツに関し、少なく
とも１つ以上の本発明の後述する商業的タグが対応されていることができ、これもまた上
記マルチメディアコンテンツのＩＤに関係されて上記マルチメディアコンテンツＤＢ１１
１０に格納できる。
【０１４４】
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　図２に示す動画と関連した画面は、上記＜表１＞のマルチメディアコンテンツＩＤ３に
関するものである。
【０１４５】
　この際、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が直接マルチメディ
アコンテンツを生成する場合には、上記メタ情報を上記マルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００が作成する。マルチメディアコンテンツ生成者がマルチメディアコン
テンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に提供する場合（uplo
ad、file  transfer）には、生成者により、タイトル、タグ、説明情報などが提供できる
。そして、上記生成者が、自身が提供するマルチメディアコンテンツに関し、既設定され
た分類基準に従い少なくとも１つ以上のカテゴリーを選択する場合、選択されたカテゴリ
ー情報もメタ情報となる。一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステムが生成
者でないユーザをして上記生成者が提供するマルチメディアコンテンツに関し、タグ、説
明情報、カテゴリーなどを提供または追加できるようにすれば、このようなタグや説明情
報なども上記メタ情報に含まれるはずである。上記メタ情報に関しては、図２、図４、図
６、図７乃至９にその例が表れている。
【０１４６】
  マルチメディアコンテンツの種類
  一方、上記マルチメディアコンテンツには、動画を中心とする動画マルチメディアコン
テンツ、イメージを中心とするイメージマルチメディアコンテンツ、サウンドを中心とす
るサウンドマルチメディアコンテンツ、テキストを中心とするテキストマルチメディアコ
ンテンツ、及びその他の上記テキスト、イメージ、サウンド及び動画のうち、少なくとも
２つ以上が含まれたマルチメディアコンテンツがありうる。本発明では、主として動画マ
ルチメディアコンテンツを中心に本発明思想を説明するが、本発明思想が動画マルチメデ
ィアコンテンツに限定されるのでないことは自明である。通常的に動画マルチメディアコ
ンテンツをサービスする方法は、動画マルチメディアコンテンツファイルをサーバ側から
ストリーミングなどの方式によりユーザコンピュータ９０００へ転送する方法と、上記動
画マルチメディアコンテンツファイル自体をユーザのコンピュータへ転送する方式とがあ
る。このような両方法は、サウンドマルチメディアコンテンツに関しても同一に適用され
る。本発明は、前者を中心に説明するが、本発明思想は後者にも適用できることは当業者
には当然である。
【０１４７】
　この際、上記動画マルチメディアコンテンツファイルのストリーミングなどの方式によ
る転送のために、マルチメディアコンテンツ転送モジュール１１２０が上記マルチメディ
アコンテンツサービスサーバ１１００に含まれていることができる。通常的に、イメージ
マルチメディアコンテンツファイルの場合には、再生の概念無しでイメージマルチメディ
アコンテンツファイル自体をユーザコンピュータ９０００へ転送してくれればよい。しか
しながら、このような場合にも、マルチメディアコンテンツ生成者が生成したイメージマ
ルチメディアコンテンツファイルのファイルフォーマットが上記ユーザコンピュータ９０
００で再生（viewing、視覚的に見せてくれること）が可能でない場合が多いので、通常
的に上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、上記生成者が生成したイ
メージマルチメディアコンテンツファイルを通常的なブラウザで再生可能に変換させてお
くこともある。上記変換は、動画マルチメディアコンテンツやサウンドマルチメディアコ
ンテンツで適用されることもある。一方、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ
１１００は、上記生成者が生成したマルチメディアコンテンツに関し、サムネール（thum
bnail）イメージなどを生成しておくこともあり、上記サムネールイメージなどが上記マ
ルチメディアコンテンツに対するユーザのマルチメディアコンテンツの検索結果として出
てくることもある。
【０１４８】
  メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００
  次に、図１０を参照し、本発明のメタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００につい
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てより詳細に説明する。上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、マルチメ
ディアコンテンツのメタ情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、及び本発明思
想のキーワード広告を制御するキーワード広告制御モジュール６９００を含んでおり、入
手されたキーワード広告コンテンツを表示する多様な方法に従う役目を遂行するキーワー
ド広告表示モジュール７９００を含むことができる。
【０１４９】
  メタ情報入手モジュール５１００
  上記メタ情報入手モジュール５１００には、上記マルチメディアコンテンツに含まれて
いる少なくとも１つ以上のテキスト形式からなるタグ情報を入手するタグ情報入手モジュ
ール５１１０、非テキスト情報入手モジュール５１２０、及びタグの以外のテキスト情報
を入手する非タグテキスト入手モジュール５１３０がある。上記メタ情報入手モジュール
５１００が入手する情報にはマルチメディアコンテンツの再生時間情報が重要である。上
記非タグテキスト入手モジュール５１３０は、上記マルチメディアコンテンツに関する情
報のうち、タグ情報を除外した全てのテキスト情報を入手する。
【０１５０】
  例えば、図２及び＜表１＞のＩＤ３マルチメディアコンテンツにおいて、タグには“リ
フィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、プリンタ、複合機、インキ”などがある
。上記メタ情報入手モジュール５１００のタグ情報入手モジュール５１１０は、上記“リ
フィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、プリンタ、複合機、インキ”を入手する
。一方、非タグテキスト入手モジュール５１３０は、動画のタイトルの“正規商品インキ
ＶＳムハンインキ”、説明の“正規商品インキが良いことは知っていたが、このぐらいま
で差があることは知らなかったよ。”を入手する。この際、タグ情報入手モジュール５１
１０が少なくとも１つ以上のタグ情報を入手した時には、上記非タグテキスト入手モジュ
ール５１３０は機能しないこともある。即ち、上記タグ情報入手モジュール５１１０と非
タグテキスト入手モジュール５１３０は、同時にメタ情報を入手することもできるが、タ
グ情報入手モジュール５１１０が先に情報の入手を試み、その後タグ情報入手モジュール
５１１０が入手した情報がなかったり、タグ情報入手モジュール５１１０が入手した情報
が既設定された基準（タグ情報入手モジュール５１１０が入手したタグ情報にてキーワー
ド広告対象テキストが生成できない時のような状況条件が発生したか否か）に応じていな
い場合に、非タグテキスト入手モジュール５１３０が後順位で作動できる。
【０１５１】
  一方、上記タグ情報入手モジュール５１１０は、商業的タグがある場合、上記商業的タ
グをタグの１種類として入手できる。上記商業的タグを入手する機能を専門的に遂行する
ことを商業的タグ集合入手モジュール５１４０といい、図２７によく示されている。上記
商業的タグ集合入手モジュール５１４０は、上記タグ情報入手モジュールの特別な形態で
あって、商業的タグがある場合のみに作動する下位概念のモジュールである。即ち、上記
商業的タグ集合入手モジュール５１４０が遂行する機能は、上記タグ情報入手モジュール
５１１０が遂行する機能に含まれ、上記タグ情報入手モジュール５１１０が入手するタグ
情報は商業的タグ情報でありうる。上記タグ情報入手モジュール５１１０及び／又は上記
商業的タグ集合入手モジュール５１４０に上記マルチメディアコンテンツＤＢの動画情報
に商業的タグ集合がある場合、通常的なタグに優先して上記商業的タグ集合に含まれてい
る商業的タグを優先的に入手する。一方、上記商業的タグ集合に時間従属的な商業的タグ
と時間独立的な商業的タグが一緒に含まれている場合には、上記動画の再生時間とシンク
／同期化して、上記再生時間中には時間従属的商業的タグを優先的に入手し、再生時間が
終了した場合には時間独立的商業的タグを優先的に入手することもできる。以下、タグ情
報入手モジュール５１１０が商業的タグまたは商業的タグ集合に関して情報を処理する方
法は同等または対等であるので、反復説明は省略する。一方、上記タグ情報入手モジュー
ル５１００は、商業的タグがある場合、その商業的タグを通常のユーザが入力したタグよ
り優先して入手することが好ましい。
【０１５２】



(47) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

選択されたマルチメディアコンテンツに含まれたメタ情報の入手
  上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、ユーザコンピュータ９００
０から少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテンツに関する選択情報を入手する場合
、上記マルチメディアコンテンツに関する選択情報及び／又は上記マルチメディアコンテ
ンツのメタ情報をマルチメディアコンテンツＤＢ１１１０から入手して、上記メタ情報基
盤のキーワード広告サーバ６０００に伝達する。上記メタ情報基盤のキーワード広告サー
バ６０００の上記メタ情報入手モジュール５１００は、上記選択されたマルチメディアコ
ンテンツのメタ情報を入手する。上記メタ情報は、１）メタ情報基盤のキーワード広告サ
ーバ６０００がマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００から転送を受ける方式
により入手される場合、及び２）メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が選択さ
れたマルチメディアコンテンツのＩＤを入手し、そのマルチメディアコンテンツのＩＤに
てマルチメディアコンテンツＤＢ１１１０を照合して入手される場合がある。
【０１５３】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が上記マルチメディアコンテンツＤ
Ｂ１１１０の接近許容が容易な場合（同一なシステムまたは同一な事業者内にあるとか、
ＳＯＡやウェブサービスなどの方式による接近と、データ送受信を特定の方式により許容
する場合）には後者が好ましく、前者の場合も転送されるデータ量が少ないので十分考慮
できる。一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が保安やデータ無欠性
などの問題により上記マルチメディアコンテンツＤＢ１１１０に直接的に接近し難い場合
には、前者の方法とならなければならない。上記タグ情報入手モジュール５１１０は、上
記マルチメディアコンテンツのメタ情報の中に含まれたタグ情報を入手する。
【０１５４】
  この際、上記マルチメディアコンテンツにタグ情報がない場合、上記非タグテキスト入
手モジュール５１３０は、上記メタ情報からテキスト情報を入手して処理する。勿論、上
記非タグテキスト入手モジュール５１３０は、選択的にマルチメディアコンテンツのタグ
情報の有無には関わらず、上記メタ情報からテキスト情報を入手できる。上記非タグテキ
スト入手モジュール５１３０については詳細に後述する。
【０１５５】
  キーワード広告制御モジュール６９００
  上記キーワード広告制御モジュール６９００は、上記メタ情報入手モジュール５１００
から入手したメタ情報から広告対象テキストを生成し、上記広告対象テキストで上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑して、上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００から直接または第３のサーバを経由してキーワード広告コンテンツの転
送を受けて、上記キーワード広告コンテンツを処理して、ユーザコンピュータ９０００に
上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにする役目を遂行する。
【０１５６】
  キーワード広告制御モジュール６９００の構成
  上記キーワード広告制御モジュール６９００には、入手されたマルチメディアコンテン
ツのメタ情報にて広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュー
ル６５１０、上記キーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０、上記キーワ
ード広告制御モジュール６９００が作動する政策を格納しておいたキーワード広告制御政
策ＤＢ６５４０、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告
コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記入手
されたキーワード広告コンテンツの中からユーザコンピュータ９０００に表示されるよう
にするキーワード広告コンテンツを選定するキーワード広告コンテンツ選定モジュール６
５５０などがある。
【０１５７】
  上記キーワード広告制御モジュール６９００は、上記メタ情報入手モジュール５１００
が入手したメタ情報の転送を受ける。上記キーワード広告制御モジュール６９００は、上
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記タグ情報入手モジュール５１１０が入手したタグがある場合、上記ｎ（ｎは自然数）個
のタグに関してコードを与えて格納する。例えば、特定のマルチメディアコンテンツから
入手したタグが、“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、プリンタ、複合機
、インキ”と６個ある時、これらを順にｔａｇ１、ｔａｇ２、．．．ｔａｇ６として格納
することができる。
【０１５８】
  キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
  上記キーワード広告制御モジュール６９００の上記キーワード広告対象テキスト生成モ
ジュール６５１０は、上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を参照してキーワード広
告対象テキストを生成する。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のキーワード広告
制御政策が、タグ情報入手モジュール５１１０が入手したタグがある場合、タグだけでキ
ーワード広告対象テキストを生成し、上記タグの全てをキーワード広告対象テキストとし
て生成する政策を取る場合、上記キーワード広告制御モジュール６９００の上記キーワー
ド広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、入手されたメタ情報の中の全てのタグ情
報をキーワード広告対象テキストとして生成することができる。この場合、上記キーワー
ド広告対象テキストの生成は、上記タグ情報入手モジュール５１１０が入手したタグのキ
ーワード広告対象テキスト化となる。即ち、上記タグ情報入手モジュール５１１０が入手
したタグに関して特別な処理を遂行すること無く、上記入手したタグをキーワード広告対
象テキストとして取り扱うことが、この場合のキーワード広告対象テキスト生成モジュー
ル６５１０の機能となる。一方、ユーザが一部タグに単語でない文章を書く場合もあり、
多数個の名詞を寄せて書く場合もあるので、上記タグ情報入手モジュール５１１０が入手
したタグ情報が名詞だけで構成されていない場合には、形態素分析器を通過させて名詞を
抽出することが好ましい。
【０１５９】
  したがって、この場合には情報の処理段階上では概念的に区別できるが、タグ情報入手
モジュール５１１０が入手したメタ情報がそのままキーワード広告対象テキストとなる。
したがって、機能上、上記メタ情報入手モジュール５１００（または、タグ情報入手モジ
ュール５１１０）と上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０とは同一の
モジュールになったり、上記メタ情報入手モジュール５１００はキーワード広告対象テキ
スト生成モジュール６５１０に含まれ、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール
６５１０はメタ情報入手モジュール５１００に含まれるとみなすべきである。但し、メタ
情報入手モジュール５１００（タグ情報入手モジュール５１１０）が入手したメタ情報を
そのままキーワード広告対象テキストとして取り扱うこと自体を、キーワード広告対象テ
キスト生成モジュール６５１０の１つの機能として取り扱うことができれば、上記メタ情
報入手モジュール５１００と上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は
、概念上だけでなく、機能上でも独立したモジュールとして認められることができる。勿
論、この際、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が上記入手された
ｎ個のタグのうち、いずれか１つ以上を選定したり、タグの順序を変更する場合には、上
記メタ情報入手モジュール５１００とキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１
０とは異なるものとなる。
【０１６０】
  一方、特定の動画コンテンツに関連して上記キーワード広告対象テキスト生成モジュー
ル６５１０が生成した少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストは、（上記動画
コンテンツＩＤをキー値にして）上記動画コンテンツＤＢ１１１１に一緒に格納される、
特定のイメージコンテンツに関連して上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６
５１０が生成した少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストは、（上記イメージ
コンテンツＩＤをキー値にして）上記イメージコンテンツＤＢ１１１２に一緒に格納され
る。特定のサウンドコンテンツに関連して上記キーワード広告対象テキスト生成モジュー
ル６５１０が生成した少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストは、（上記サウ
ンドコンテンツＩＤをキー値にして）上記サウンドコンテンツＤＢ１１１３に一緒に格納
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される。そして、本発明の商業的タグ集合生成システム１００００が生成した特定の動画
コンテンツに関連して生成した少なくとも１つ以上の商業的タグ集合は、（上記動画コン
テンツＩＤをキー値にして）上記動画コンテンツＤＢ１１１１に一緒に格納されることが
好ましい。、特定のイメージコンテンツに関連して上記商業的タグ集合生成システム１０
０００が生成した少なくとも１つ以上の商業的タグ集合は、（上記イメージコンテンツＩ
Ｄをキー値にして）上記イメージコンテンツＤＢ１１１２に一緒に格納されることが好ま
しい。特定のサウンドコンテンツに関連して上記商業的タグ集合生成システム１００００
が生成した少なくとも１つ以上の商業的タグ集合は、（上記サウンドコンテンツＩＤをキ
ー値にして）上記サウンドコンテンツＤＢ１１１３に一緒に格納されることが好ましい。
即ち、特定のマルチメディアコンテンツに関して生成したキーワード広告対象テキストま
たは商業的タグ集合は、上記マルチメディアコンテンツと一緒に、または関連付けて格納
されることが好ましい。特定のマルチメディアコンテンツに対する上記キーワード広告対
象テキスト及び／又は上記商業的タグ集合は、属性上、上記マルチメディアコンテンツに
対応するメタ情報の一種となる。上記キーワード広告対象テキスト及び上記商業的タグ集
合を構成する商業的タグは、キーワード広告コンテンツの呼び出しに直ちに活用できる。
したがって、上記キーワード広告制御モジュール６９００は、特定のマルチメディアコン
テンツに関して格納したキーワード広告対象テキストがあるとか、商業的タグ集合がある
場合、キーワード広告コンテンツを入手するために、上記キーワード広告対象テキスト転
送モジュールをして上記格納されたキーワード広告対象テキストや商業的タグ集合を既設
定されたシステムやサーバへ転送することができる。
【０１６１】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、入手されたｎ個のタグを
、少なくとも２つ以上のグループに形成することもできる。例えば、上記キーワード広告
対象テキスト生成モジュール６５１０が、“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンイ
ンキ、プリンタ、複合機、インキ”という６個のタグ情報の中から６個を全て選定した場
合、上記６個のタグのうち、インキが入っている“リフィルインキ、正規商品インキ、ム
ハンインキ、インキ”を１つのグループに生成し、“プリンタ”と“複合機”とは別に取
り扱う方法により、３個のグループに分けて各グループ単位で転送することができる。
【０１６２】
  一方、タグの個数が２～３個のように、既設定された個数の以下であれば、関連度等に
関わらず、１つのグループに括って処理することもできる。
【０１６３】
  １つのグループに生成する政策は多数があることができるが、そのうちの１つは共通単
語／句節／語彙が入ったもの同士を括る方法である。もう１つは、シソーラスＤＢ、ワー
ドネット（wordent）ＤＢやその他の同義語／類義語／関連語辞書ＤＢを参照してグルー
プ化する方法がある。一方、全体タグ情報または形態素分析処理を経たその他の新聞／雑
誌などのテキストソース（text source）に関し、共起（co-occurrence）に基づいたアソ
シエーション（association）分析を通じて群れを成して括るタグ群（group）を生成する
ことができ、これら群は、サポート（support）とコンフィデンス（confidence）値でそ
の群の総個数とその群に含まれなければならない元素を決定することができる。このアソ
シエーション（association）分析方法は、データマイニングへの通常的な技術であるの
で、これに対する詳細な言及は制限する。即ち、非常に多い多数個のタグ群がある時、特
定のマルチメディアコンテンツと関連したタグ列（商業的タグを含み、商業的タグは通常
のタグと別途に取扱うことができる）がある場合、上記タグ列を構成するタグが共通に属
するタグ群がある場合、その共通性を有するタグを１つのグループに生成することができ
る。
【０１６４】
  次に、後者の例を説明すると、上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２
０が、“プリンタ”と“複合機”とはシソーラスＤＢやその他の同義語／類義語／関連語
辞書ＤＢに質疑して同種であるという判定を下すことができる場合、“プリンタ、複合機
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”をグループ化することができる。
【０１６５】
  グループ化の長所は、１）１つの概念／同種の概念に関連した広告を一度にユーザに見
せることができるという点、２）ユーザに露出された広告に対するクリックなどがない時
、広告の交替が容易であるという点、３）１つのグループ内でクリックがある場合、その
グループ内のタグに該当する多様な広告を提供できるという点等、いろいろな長所がある
。敷衍説明すれば、次の通りである。通常的にキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００が提供するｍ個のキーワード広告コンテンツのうち、上位にあるほど広告単価が高い
とか、露出対比クリック率が高いものであるので、広告収益発生により大きく寄与する。
この際、上記１）と関連して、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が、“
リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、インキ”をグループ化して一度に処理
する場合は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、この４つのキーワー
ド広告対象テキストに関して全体的に平均広告単価が高かったり、露出対比クリック率の
高い上位キーワード広告コンテンツを選別できるようになる。一方、上記２）と関連して
、ユーザがインキに関する広告には関心がない場合には、キーワード広告コンテンツを交
替する必要があるが、キーワード広告コンテンツの露出後、一定時間の間キーワード広告
コンテンツに対するクリックのような作用がない場合、２番目のグループのキーワード広
告コンテンツを提供する必要がある。この際、グループ単位を採用しなければ、ユーザに
は上記“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、インキ”に対応するキーワー
ド広告コンテンツが続けて提供され、これらキーワード広告コンテンツに対するクリック
などがない可能性が高いので、広告収益の発生の期待値は格段に落ちるようになる。一方
、上記３）と関連する時、ユーザが“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、
インキ”に関するユーザに露出されたキーワード広告コンテンツグループ（ｍ１）に関し
てクリックがある場合、上記ユーザは“インキ”と関連して関心がある可能性が高いので
、“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、インキ”に関連したより多くのユ
ーザに露出されないキーワード広告コンテンツグループｍ２をｍ１を取り替えたり、ロー
リングしたりする等の方法により提供することができる。“リフィルインキ、正規商品イ
ンキ、ムハンインキ、インキ”に関するキーワード広告コンテンツグループｍ２に対する
平均予想広告収益は、キーワード広告コンテンツグループｍ１より低いことがあるが、キ
ーワード広告コンテンツグループｍ１でクリックが発生した場合、有関性があるキーワー
ド広告コンテンツグループｍ２での平均予想広告収益が“複合機”や“プリンタ”より高
いことと推測できる。勿論、上記グループ化がなされる時は、上記各キーワード広告対象
テキストにはグループＩＤのようなグループ識別子が更に結合できる。上記ユーザに転送
されたキーワード広告コンテンツに関し、クリックが発生したか否かを確認することは、
後述する本発明のクリック発生情報受信モジュール８９００又はクリック発生情報送信モ
ジュール９９００を通じてなされる。この際、上記グループ単位でキーワード広告対象テ
キストを生成するか否か等は本発明のキーワード広告制御政策により、キーワード広告制
御政策は、キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０に格納されている。
【０１６６】
  一方、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、商業的タグを入手
した場合、通常のタグに関して優先的に取り扱うことができる。特に、上記少なくとも１
つ以上の商業的タグに関連する後述するスコア関数が高いとか、商業的タグの生成過程で
検証の基準を高い差で通過したものに対する情報がある場合、上記商業的タグに対してよ
り高い重み付け値を与えることができる。一方、上記キーワード広告対象テキスト生成モ
ジュール６５１０は、１）通常的なユーザ入力タグ、２）タイトル情報のうちのいずれか
１つ以上と上記商業的タグで、重複がある場合、他の商業的タグに比べてより優先順位又
はより高い重み付け値を与えることができる。
【０１６７】
  キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０
  一方、上記生成されたキーワード広告対象テキストに関し、上記キーワード広告制御モ
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ジュール６９００の上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑転送する方式は、大別して２つがある。
１つは、上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が、全体生成されたキ
ーワード広告対象テキストを一時に質疑転送する一時転送方式である。もう一つは、複数
個のグループに分けてグループ単位で質疑転送する複数個グループ転送方式である。
【０１６８】
  上記グループ単位の質疑転送方式の一例としては、上記キーワード広告対象テキスト転
送モジュール６５２０が上記生成されたキーワード広告対象テキストを１つずつ転送する
ものである。この際、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が複数個のキー
ワード広告対象テキストを受容できない場合には、前者の方式を取らず、後者の方式のう
ちの１つずつ転送する方法を取らなければならない。
【０１６９】
  この際、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００がウェブサービスまたはＳ
ＯＡ方式の既設定されたインターフェース基準を有する場合、または上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００が固有のＡＰＩを採用する場合、上記キーワード広告制御
モジュール６９００は、上記既設定されたインターフェース基準に符合するように、また
は上記ＡＰＩが定めた方式に符合するように、上記キーワード広告対象テキスト生成モジ
ュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストを含んだ質疑を加工する。この際
、上記質疑と上記転送を受けたキーワード広告コンテンツは、ＸＭＬ方式からなっている
ことが好ましい。上記キーワード広告制御モジュール６９００の上記キーワード広告対象
テキスト転送モジュール６５２０は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
へ転送する質疑転送要請データに、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の
ＩＰまたはキーワード広告コンテンツデータを受信するネットワーク８０００上のアドレ
スを含めておく必要がある。これは特に、非同期式であるとか、転送し入手するモジュー
ルが異なるアドレスまたはサーバに位置する場合には、広告コンテンツ入手モジュールの
ネットワーク情報を含めなければならない。しかしながら、同期式は連結された状態で転
送し、続いて入手するので、上記ＩＰやネットワーク上のアドレスのような情報を含める
必要がない。両者の中では同期式が簡単であるので好ましい。
【０１７０】
  この際、上記質疑転送要請データに、転送単位をなす１つのキーワード広告対象テキス
トまたは複数個のキーワード広告対象テキスト別に、転送単位毎に、最大要請キーワード
広告コンテンツ個数を更に含めておくことができる。一方、上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００がキーワード広告コンテンツに関するクリックや露出時の広告単価
及び／又は露出対比予想クリック率のような情報を提供する場合、上記質疑転送要請デー
タにこのような情報の要請も含むことがより一層好ましい。一方、上記キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ３１００が、複数個のキーワード広告対象テキストに関して各キーワ
ード広告対象テキスト毎に別途に処理して、各キーワード広告対象テキスト毎にキーワー
ド広告コンテンツを対応させて転送する場合、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ
６０００は、個別キーワード広告対象テキストを１つずつキーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００へ転送するより、多数個のキーワード広告対象テキストを一度に転送する
方がより一層好ましい。
【０１７１】
  次に、コンピュータプログラムの一例を例示しつつ、個別転送とグループ別転送を通じ
たキーワード広告コンテンツ入手方法を説明する。
【０１７２】
  キーワード広告コンテンツ提供システム３０００で提供するＡＰＩまたはウェブサービ
ス（ＳＯＡを含む）インターフェースを用いてキーワード広告対象テキストを伝達し、そ
の結果としてキーワード広告コンテンツを含むＸＭＬを受けて処理する例題コードは、下
記の通りである。
【０１７３】
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  変数を次の通り定義する。
【０１７４】
  －キーワード広告コンテンツ提供システム３０００で提供するＡＰＩクラス：KeywordA
dContentsService
  －キーワード広告コンテンツ提供システム３０００のウェブサービスに接続してキーワ
ード広告対象テキストを伝達し、それに対するキーワード広告コンテンツＸＭＬを受ける
メソッド：String  sendRequest（Stringキーワード広告対象テキスト、ｉｎｔ受けよう
とする最大キーワード広告コンテンツ数）
 　先に、一時転送方式（キーワード広告対象テキストを一度に集めて転送し、その全て
に対するキーワード広告コンテンツリストを一度に受けて処理）の情報処理について説明
する。まず、例題コードを提示する。
【０１７５】
  １：String result =  KeywordAdContentsService.sendRequest（“リフィルインキ 正
規商品インキ ムハンインキ プリンタ 複合機 インキ”、3）;
  ２：XMLParserBean p = new XMLParserBean();
  ３：Collection<Element> v =  p.parse(result);
  ４：//広告コンテンツ処理
  次に、各番号が付いているラインについて説明する。
【０１７６】
  １ライン：sendRequestメソッドを通じて全てのタグを一度に転送して、それに対する
キーワード広告コンテンツを受ける。最後の３は結果であって、最大３個の広告コンテン
ツを要請する意味である。KeywordAdContentsServiceは、本機能を提供するキーワード広
告コンテンツ提供システム３０００、３１００側のウェブサービスの名称の一例示である
。
【０１７７】
  <KeywordAdContentsServiceから受けた（“リフィルインキ 正規商品インキ　ムハンイ
ンキ　プリンタ 複合機　インキ”に対するキーワード広告コンテンツ原文>即ち、１ライ
ン遂行後、resultという変数に格納されているString内容は、次の通りである。下記コー
ドでは、ABC.comはウェブサービスを提供するキーワード広告コンテンツ提供システム３
０００、３１００の一例となる。
【０１７８】
 　　　<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 　　　<ResultSet  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xmlns=
"urn:ABC:search" xsi:schemaLocation="urn:ABC:search  http://api.search.ABC.com/W
ebSearchService/V1/WebSearchResponse.xsd"  type="web" totalResultsAvailable="306
0"  totalResultsReturned="3" firstResultPosition="1">
 　　　<Result>
 　　　<Title>::: インキ、トナー専門、ムハンインキ 信じられるショッピングモール 
&amp;gt;</Title>
 　　　<Summary> 正規商品インキ。再生インキ。 リフィルインキ。 正規商品トナー。 
再生トナー。 カラー正規商品トナー。 複写機用トナー。 EBSON用。 HP用。 プリンタバ
ンドル。 バルクインキ。 CDラベル。 物流管理用ラベル。 メディア用ラベル。 バーコ
ード用ラベル。 分類表記用ラベル ．．．HP-C6280複合機＋ムハンインキ¥230,000。 三
星プリンタトナーSCX-4725 ...</Summary>
 　　　<Url>http://www.yesink.co.kr/</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hEj62pIw.4AOF3dmMwF;_ylu=X3oDMT
B2cXVjNTM5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=11c1aoupq/EXP=1215052
963/**http%3A//www.yesink.co.kr/</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>www.yesink.co.kr/</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1214377200</ModificationDate>
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 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>インキ、トナー、電算消耗品及びコンピューター周辺機器のリーダーに向
けて ：リーダースウォン：</Title>
 　　　<Summary>プリンタモデルで検索。 HPプリンタ。 三星プリンタ。 EPSONプリンタ
。 キャノンプリンタ。SAMBOプリンタ。 プリンタインキ。 正規商品インキ。 再生イン
キ。 ムハンインキ。 リフィルインキ原液。 充填リフィルキット。 充填リフィル道具．
．．C7280 複合機＋ムハンインキ供給機セット。 290,000ウォン。 HPホトスマートC7280
複合機。260,000 ...</Summary>
 　　　<Url>http://leaders1.com/shop/goods/goods_list.php?category=002003</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hEj62pIw.4AO13dmMwF;_ylu=X3oDMT
B2ZjQ4dDExBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=12jd9hm0a/EXP=1215052
963/**http%3A//leaders1.com/shop/goods/goods_list.php%3Fcategory=002003</ClickUr
l>
 　　　<DisplayUrl>leaders1.com/shop/goods/goods_list.php?category=002003</Displ
ayUrl>
 　　　<ModificationDate>1212476400</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>わん公 ::</Title>
 　　　<Summary> “正規商品インキ”に該当する文１件。リフィルインキ、再生インキ
、ムハンインキが漏れます。リフィルインキ、再生インキ、ムハンインキが漏れます。リ
フィルインキ、再生インキ、ムハンインキが漏れます。ご使用になるプリンタや複合機に
．．．TAGリフィルインキ、ムハンインキ、再生インキ、正規商品インキ。未分類がらく
た :  Trackback. : Comment. ...</Summary>
 　　　<Url>http://www.mongmonge.co.kr/tag/63</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hEj62pIw.4APl3dmMwF;_ylu=X3oDMT
B2M3MzdmZoBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=11lejfvu5/EXP=1215052
963/**http%3A//www.mongmonge.co.kr/tag/63</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>www.mongmonge.co.kr/tag/63</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1214290800</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>

  ２ライン：ＸＭＬで構成されたキーワード広告コンテンツをパーシングするための客体
生成
  ３ライン：キーワード広告コンテンツをパーシングしてCollectionという変数に格納
  ４ライン：Collectionという変数に格納されているパーシングされたキーワード広告コ
ンテンツに関して選定作業やフィルタリング実施後、ユーザコンピュータへ転送
 　
  グループ転送方式（キーワード広告対象テキストをグループ別に集めて転送し、各々受
けたグループ別キーワード広告コンテンツリストを集めて処理）
 　　　１：String result1 =  KeywordAdContentsService.sendRequest（“リフィルイ
ンキ 正規商品インキ ムハンインキ インキ”、3）;
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 　　　２：XMLParserBean p1 = new  XMLParserBean();
 　　　３：Collection<Element> v1 =  p1.parse(result);
 　　　４：//広告コンテンツ処理
 　　　５：String result2 =  KeywordAdContentsService.sendRequest（“プリンタ複
合機”、3）;
 　　　６：XMLParserBean p2 = new  XMLParserBean();
 　　　７：Collection<Element> v2 =  p2.parse(result);
 　　　８：//広告コンテンツ処理
 　　　９：//グループに従うコンテンツ処理
 　
  １ライン：インキグループのタグを括って転送して、それに対するキーワード広告コン
テンツを受ける。
  <KeywordAdContentsServiceから受けた（“リフィルインキ 正規商品インキ ムハンイ
ンキ インキ”グループに対するキーワード広告コンテンツ原文>即ち、１ライン遂行後re
sult1という変数に格納されているString内容である。ABC.comが提供するサービスを使用
する。
 　　　<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 　　　<ResultSet  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xmlns=
"urn:ABC:search" xsi:schemaLocation="urn:ABC:search  http://api.search.ABC.com/W
ebSearchService/V1/WebSearchResponse.xsd"  type="web" totalResultsAvailable="411
0" totalResultsReturned="3"  firstResultPosition="1">
 　　　<Result>
 　　　<Title>インキ、トナー、電算消耗品及びコンピュータ周辺機器のリーダーに向け
て:リーダースウォン:</Title>
 　　　<Summary> 正規商品インキ。再生インキ。ムハンインキ。リフィルインキ原液。
充填リフィルキット。充填リフィル道具。プリンタレーザトナー。正規商品トナー。再生
トナー。用紙。一般用紙。印画紙。メモリ。USBメモリ．．．黒色100mlリフィルインキ(
顔料)リーダースウォン。1,600ウォン。EPSON　T073270青緑ムハンインキ原液100ML染料
．．． </Summary>
 　　　<Url>http://www.leaders1.com/</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5Ve27WpISkQB9BvdmMwF;_ylu=X3oDMT
B2cXVjNTM5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=11c0k7i0e/EXP=1215053
622/**http%3A//www.leaders1.com/</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>www.leaders1.com/</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1213858800</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>::: インキ、トナー専門、ムハンインキ 信じられるショッピングモール 
&amp;gt;</Title>
 　　　<Summary> 正規商品インキ。再生インキ。リフィルインキ。正規商品トナー。再
生トナー。カラー正規商品トナー。複写機用トナー。EBSON用。HP用。プリンタバンドル
。バルクインキ。CDラベル。物流管理用ラベル。メディア用ラベル。バーコード用ラベル
．．．キャノンブラック正規商品インキPG-40。20,000ウォン。HPレーザトナーHP-Q7553A
(3K)80,000ウォン．．．</Summary>
 　　　<Url>http://www.yesink.co.kr/</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5Ve27WpISkQB9xvdmMwF;_ylu=X3oDMT
B2ZjQ4dDExBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=11cgpuro6/EXP=1215053
622/**http%3A//www.yesink.co.kr/</ClickUrl>
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 　　　<DisplayUrl>www.yesink.co.kr/</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1214377200</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>インキ、トナー最低価ショッピングモール～インキラインへいらっしゃっ
たことを歓迎します。 </Title>
 　　　<Summary> 正規商品インキ。再生インキ。インキ束セット。リフィルキット。正
規商品トナー。再生トナー。トナー束セット。正規商品トナー。再生トナー。トナー束セ
ット。正規商品トナー。国産(互換)トナー。ムハンインキSET。ムハンインキ供給装置．
．．ムハンインキ用リフィルインキ6色セット。インキライン。38,000ウォン。380個。無
限リフィルホトインキ。BJ1000。．．．.</Summary>
 　　　<Url>http://goinkline.co.kr/shop/list.htm?c=740</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5Ve27WpISkQB.hvdmMwF;_ylu=X3oDMT
B2M3MzdmZoBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=12044bg2q/EXP=1215053
622/**http%3A//goinkline.co.kr/shop/list.htm%3Fc=740</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>goinkline.co.kr/shop/list.htm?c=740</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1212822000</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>

  ２ライン：ＸＭＬで構成されたキーワード広告コンテンツをパーシングするための客体
生成
  ３ライン：キーワード広告コンテンツをパーシングしてCollectionという変数に格納
  ４ライン：Collectionという変数に格納されているパーシングされたキーワード広告コ
ンテンツに対する処理
  ５～８ライン：プリンタグループに対するキーワード広告コンテンツ照合及び処理
 　
 　<KeywordAdContentsServiceから受けた（“プリンタ複合機”グループに対するキーワ
ード広告コンテンツ原文>即ち、５ライン遂行後、result2という変数に格納されているSt
ring内容
 　　　
 　　　<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 　　　<ResultSet  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xmlns=
"urn:ABC:search" xsi:schemaLocation="urn:ABC:search  http://api.search.ABC.com/W
ebSearchService/V1/WebSearchResponse.xsd"  type="web" totalResultsAvailable="358
0000"  totalResultsReturned="3" firstResultPosition="1">
 　　　<Result>
 　　　<Title>HP  プリンタ &amp;amp; 複合機</Title>
 　　　<Summary>  HPは共有しようとする文書または写真をキャプチャー、作成、複写ま
たは転送することに必要な全ての装備と消耗品を提供します．．．.プリンタ&amp;amp;複
合機。PDA&amp;amp;電卓。モニター。スキャナー。デジタルホトグラフィ。ディジタルエ
ンターテンメント。ストレージ。サーバ。オプション、消耗品&amp;amp;補助装置。ネッ
トワーキング。ソフトウェア製品 ...</Summary>
 　　　<Url>http://welcome.hp.com/country/kr/ko/prodserv/printing_multifunction.
html</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hH37mpIm_AAfz3dmMwF;_ylu=X3oDMT
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B2cXVjNTM5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=12semh12k/EXP=1215053
943/**http%3A//welcome.hp.com/country/kr/ko/prodserv/printing_multifunction.html
</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>welcome.hp.com/country/kr/ko/prodserv/printing_multifunction.
html</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1213858800</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>プリンタ/デジタル複合機/ファクスSAMSUNG</Title>
 　　　<Summary>... プリンタ…プリンタ/デジタル複合機/ファクス。インクジェット複
合機。SCX-1760。白黒レーザプリンタ。ML-2450DK。カラーレーザプリンタ。CLP...複合
機。CLX-8380ND。ファクス。CF-375TP。ニュース。三星プリンタプロシューマー‘フリニ
ティーパネル’２期発足。三星プリンタ、レーザ...</Summary>
 　　　<Url>http://www.samsung.com/sec/consumer/type/type.do?group=printersmulti
function&amp;type=printersmultifunction</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hH37mpIm_AAgj3dmMwF;_ylu=X3oDMT
B2ZjQ4dDExBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=13vdi272j/EXP=1215053
943/**http%3A//www.samsung.com/sec/consumer/type/type.do%3Fgroup=printersmultifu
nction%26type=printersmultifunction</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>www.samsung.com/sec/consumer/type/type.do?group=printersmulti
function&amp;type=pr...</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1214809200</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>
 　　　
 　　　<Result>
 　　　<Title>ソリューション－プリンタ/デジタル複合機 /ファクスSAMSUNG　</Title>
 　　　<Summary>  複合機及び一般プリンタを遠隔で管理できるフォント、様式、管理道
具などを貯蔵する機能...SyncThruTMWebServiceは、ウェブブラウザを使用してネットワ
ークを介して三星プリンタ及び複合機を制御できるようにする内蔵ウェブサーバです。..
.</Summary>
 　　　<Url>http://www.samsung.com/sec/consumer/solutions/type/solutionsList.do?
group=printersmultifunction&amp;type=printersmultifunction&amp;subtype=solutions
&amp;subsubtype=outputmanagement</Url>
 　　　<ClickUrl>http://uk.wrs.ABC.com/_ylt=A0Je5hH37mpIm_AAhT3dmMwF;_ylu=X3oDMT
B2M3MzdmZoBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=164k2usp9/EXP=1215053
943/**http%3A//www.samsung.com/sec/consumer/solutions/type/solutionsList.do%3Fgr
oup=printersmultifunction%26type=printersmultifunction%26subtype=solutions%26sub
subtype=outputmanagement</ClickUrl>
 　　　<DisplayUrl>www.samsung.com/sec/consumer/solutions/type/solutionsList.do?
group=printersmu...</DisplayUrl>
 　　　<ModificationDate>1213686000</ModificationDate>
 　　　<MimeType>text/html</MimeType>
 　　　</Result>

  ９ライン：２グループのキーワード広告コンテンツに対する選定及びフィルタリング作
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業後、ユーザコンピュータへ転送
  上記のような方式により少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストに関し、少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００から入手できる。
【０１７９】
  キーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記キーワード広告対象テキス
ト転送モジュール６５２０から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを入手
した場合、上記キーワード広告対象テキストに対応する少なくとも１つ以上のキーワード
広告コンテンツがある場合、上記キーワード広告コンテンツを既設定された方式により上
記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００へ転送する。一方、キーワード広告コン
テンツがない場合には、キーワード広告コンテンツ不在の情報を上記メタ情報基盤のキー
ワード広告サーバ６０００へ転送する。上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６００
０は、更に他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
３１００へ転送できる。この際、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００のキ
ーワード広告制御モジュール６９００のキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３
０が上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツの転送を受けた場合、上記キーワード広告コンテンツ入手モジュール
６５３０は、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツにコードを与えて格納する。
【０１８０】
  キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０
  次に、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０は、上記転送を受けた少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツに関し、上記キーワード広告制御政策ＤＢ
６５４０を参照してキーワード広告コンテンツを選定する。この際、上記キーワード広告
コンテンツが１つだけである場合には１つだけを選定すればよいが、キーワード広告コン
テンツが複数個の場合には、キーワード広告コンテンツの選定のための政策がより重要に
なる。この際、例えば、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０は、上記
転送を受けた複数個のキーワード広告コンテンツに関し、順に前からｍａｘ３個を選択す
るという政策がある場合、上記選択されたキーワード広告コンテンツが３個以内の場合に
はその３個を、３個を超過する場合には前から３個を選定する。
【０１８１】
  非同期方式のキーワード広告コンテンツ転送
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が選定したキーワード広告コン
テンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送すれば、上記マル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、上記キーワード広告コンテンツを上記
ユーザコンピュータ９０００へ転送する。上記マルチメディアコンテンツを転送する方法
は２つある。第１に、マルチメディアコンテンツと共にユーザコンピュータ９０００に提
供される上記選ばれたキーワード広告コンテンツを含むようにするウェブページを構成し
て、上記ウェブページをウェブサーバを通じて上記ユーザコンピュータ９０００へ転送す
る。この際、上記ウェブページで上記マルチメディアコンテンツ領域と上記キーワード広
告コンテンツ表示領域とが分離されており、上記２つ領域が各々非同期方式（各領域が１
つで括られて制御されるのでなく、各々独立的にサーバが提供したスクリプトなどのコー
ドにより制御される方式）により動作することが好ましい。非同期方式とは、上記マルチ
メディアコンテンツ領域と上記キーワード広告コンテンツ領域とが一緒に１つのページを
構成する各領域の制御（サーバがスクリプトのようなコードを提供し、そのコードが作動
してサーバに情報を要請し、サーバが情報を転送するのように、サーバとのデータ転送／
受信等）が独立的になされることをいう。このような非同期方式の長所は、上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツを入手し、これをユ
ーザコンピュータ９０００に提供することに時間がたくさんかかる場合や、上記キーワー
ド広告コンテンツをローリングしたり、ユーザの行動情報を入手するか否かによって、上
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記キーワード広告コンテンツの表示を制御しようとする場合に特に有用である。例えば、
ユーザがマルチメディアコンテンツを選択した場合、優先的にユーザコンピュータ９００
０にマルチメディアコンテンツに対する情報を先に提供し、上記先に提供された情報に含
まれたスクリプトなどのコード（プログラム）が作動して、上記マルチメディアコンテン
ツサービスサーバ１１００や上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００やその
他のキーワード広告コンテンツを提供するサーバにキーワード広告コンテンツを要請すれ
ば、上記要請を受けたマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００または上記その
他のキーワード広告コンテンツを提供するサーバがキーワード広告コンテンツを転送し、
上記コード（プログラム）は上記キーワード広告コンテンツ領域に上記キーワード広告コ
ンテンツが表示できるようにする。勿論、同期方式により上記マルチメディアコンテンツ
領域と上記キーワード広告コンテンツ領域のデータを転送しても差し支えず、上記キーワ
ード広告コンテンツ情報を優先的に転送することができる。即ち、本発明思想において、
上記マルチメディアコンテンツ領域の情報と上記キーワード広告コンテンツ領域の情報が
その内容で強い連関性を維持するということが本質であり、各領域の提供順序と提供方式
は多様でありうる。勿論、ウェブ方式でないその他の方式（携帯電話やその他のウェブ方
式でない方式により情報を処理する方式）の場合には、その方式に合せてユーザコンピュ
ータ９０００に提供されるデータを生成する。第２に、マルチメディアコンテンツと関連
したウェブページを先にユーザコンピュータ９０００に提供し、上記コネクション（conn
ection）が維持されている上記ウェブページに、上記キーワード広告コンテンツ選定モジ
ュール６５５０で選ばれたキーワード広告コンテンツを転送する方式である。第２の方式
は、ユーザに提供されるキーワード広告コンテンツの入手が遅い場合や、マルチメディア
コンテンツに対するユーザの視聴時間が一定時間が経過した後にキーワード広告コンテン
ツを転送する方法を取る場合に、より効果的である。一方、第２の方式の場合にも非同期
通信を通すことが好ましく、これは第１の場合で説明した。
【０１８２】
  本発明の上記キーワード広告コンテンツ表示モジュール７９００は、ユーザのコンピュ
ータのブラウザなどで本発明のキーワード広告コンテンツが表示される方式を制御するス
クリプトなどのコード／プログラムを、上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を参照
して生成し、上記生成されたコード（プログラム）を上記ユーザのコンピュータへ転送す
る情報に含めて、上記コード（プログラム）が、ユーザのコンピュータで既設定方式によ
りキーワード広告が表示できるようにすることができる。
【０１８３】
  通常的に、サーバは、ユーザコンピュータのウェブブラウザを直接制御することはでき
ず、上記ブラウザへ転送した情報に含まれたスクリプトなどのコード（プログラム）、ま
たはユーザのコンピュータに設けられて作動するプラグインなどのプログラムにより、ユ
ーザのコンピュータに表れる情報を制御できる。ウェブブラウザは、１ページに対する要
請をし、その結果を受ければコネクションが絶えるので維持できず、サーバでユーザコン
ピュータ（９０００、クライアント）のウェブブラウザアドレスを格納しておいてから、
後に連結することも困難である。即ち、コネクションはクライアントからサーバのみへ可
能で、一度コネクションを結んで要請し、応答を受けた後にはコネクションが絶える。こ
のような場合、ウェブブラウザがウェブページを受けた後に、ＡＪＡＸなどの非同期的な
方式により広告コンテンツを要請して受ける。
【０１８４】
  一方、キーワード広告コンテンツ要請から入手までの時間が短ければ、キーワード広告
コンテンツを入手して全てウェブページに挿入して一度に全て見せるとか、キーワード広
告コンテンツを隠れ（hidden）形態で挿入して転送し、ユーザコンピュータのウェブブラ
ウザでウェブページに含まれたスクリプトによりキーワード広告コンテンツを時間周期別
にローリングする方法が導入できる。仮に、キーワード広告コンテンツ要請から入手まで
の時間が長ければ、キーワード広告コンテンツ無しでウェブページをユーザコンピュータ
へ転送した後、ウェブページに含まれたスクリプトが、マルチメディアコンテンツサービ
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スシステム１０００やキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に、ＡＪＡＸなどの
非同期方式により全体キーワード広告コンテンツを一度に要請したり連続的なキーワード
広告コンテンツを周期的に要請して、ウェブページのキーワード広告表示領域１００に見
せる方法を使用することが好ましい。キーワード広告コンテンツ入手時間が基準になる理
由は、入手時間が長ければ、入手を待つ時間だけユーザコンピュータのウェブブラウザに
おいてマルチメディアコンテンツウェブページローディング時間が遅れるためである。こ
れを防止するために、一旦キーワード広告コンテンツ無しでウェブページを送って画面を
見せた後、非同期方式によりキーワード広告コンテンツを要請して見せることが好ましい
。
【０１８５】
  上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、追加的なキーワード広告コ
ンテンツをセッションやＤＢなどの領域に格納しておいてから、ユーザコンピュータのウ
ェブブラウザに、キーワード広告表示領域１００を制御するスクリプトによる追加キーワ
ード広告コンテンツ要請によりキーワード広告コンテンツを転送することができる。
【０１８６】
  キーワード広告制御政策及びキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０
  次に、上記キーワード広告制御政策及びキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０について
より詳細に説明する。上記キーワード広告制御政策は、下記のような情報を含んでいる。
上記のような情報を上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が処理する状況及
び処理方法も共に説明する。
【０１８７】
  キーワード広告対象テキスト生成基準範囲政策情報
  第１に、キーワード広告対象テキストの生成に必要な情報として、タグ情報入手モジュ
ール５１１０が入手した情報のみ使用するか、非タグテキスト入手モジュール５１３０が
入手したモジュールまで使用するかを決定するキーワード広告対象テキスト生成基準範囲
政策情報である。上記政策情報に含まれる変数は、１）タグの存在、２）タグの個数、３
）タグ別キーワード広告コンテンツの個数、４）総キーワード広告コンテンツの個数、５
）マルチメディアコンテンツの再生時間のうち、いずれか１つ以上であることができる。
例えば、タグの個数が１つだけである場合、またはタグの個数は多いが、そのタグに関し
て上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から提供されるキーワード広告コン
テンツがなかったり、個数が既設定された基準以下の場合、または上記キーワード広告コ
ンテンツが少数（例えば、３つ位）であるが、上記マルチメディアコンテンツの再生時間
が長い場合には、タグ情報以外に追加的なキーワード広告対象テキストの生成の必要性が
ある。この際、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、上記マルチメディ
アコンテンツサービスサーバ１１００にあるマルチメディアコンテンツに含まれたメタ情
報に関してタグ情報を入手し、上記タグ情報がある場合、上記タグ情報に関して自身が入
手できる最大のキーワード広告コンテンツの個数を上記一時転送方式、複数個グループ転
送方式のうち、いずれか１つの方式により照合する。上記照合結果、既設定された要件に
満たさない場合には、非タグテキスト入手モジュール５１３０の作動を指示する。非タグ
テキスト入手モジュール５１３０の作動については後述する。上記既設定された要件には
、１）キーワード広告コンテンツの絶対個数、２）マルチメディアコンテンツの再生時間
対比キーワード広告コンテンツの絶対個数、３）上記キーワード広告コンテンツに上記キ
ーワード広告コンテンツに対する広告費情報がある場合、上記キーワード広告コンテンツ
別広告費情報の絶対金額、４）上記キーワード広告コンテンツ別クリック率（クリックな
どのユーザコンピュータ９０００から転送されるユーザの上記キーワード広告コンテンツ
に対する相互作用情報を通称してクリックといい、クリックという言葉が他の相互作用を
排除するのでない）などがありうる。即ち、上記キーワード広告コンテンツが基準個数以
上であっても、上記キーワード広告コンテンツ別広告費及び／又はクリック率が既設定さ
れた基準以上に低くて、予想広告収益率が基準以上に低くて、他のキーワード広告コンテ
ンツの存在が必要な場合がある場合、非タグテキスト入手モジュール５１３０が作動して
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追加的なキーワード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキ
ストで更に多いキーワード広告コンテンツを入手する必要が生じる。このように、上記キ
ーワード広告制御政策には、キーワード広告対象テキストの生成と関連して、各種分岐条
件、変数、基準、計算式などに関する情報があり、このような条件、変数、基準、計算式
などは変動可能性を含んでおり、これはキーワード広告制御政策ＤＢの内容の形態や後述
するルールエンジンの形態、ルールエンジンに含まれるキーワード広告制御政策、または
ルールエンジンのルール形態のうち、いずれか１つで格納できる。上記分岐条件としては
、前述した、１）キーワード広告コンテンツが存在するか否か、２）キーワード広告コン
テンツのクリックが発生したか否か、３）グループ化するか否かなどが一例となる。
【０１８８】
  上記タグ情報入手モジュール５１１０に基づいたキーワード広告対象テキストに対する
キーワード広告コンテンツがない場合には、非タグテキスト入手モジュール５１３０でテ
キストを抽出して、キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告コン
テンツを要請する必要がある。
【０１８９】
  一方、上記ユーザのコンピュータへ転送されるウェブページ情報に含まれたスクリプト
コード（プログラム）に含まれたタイマーが、時間及び／又は特定のキーワード広告コン
テンツまたは特定の時点に転送されたキーワード広告コンテンツのうち、いずれか１つに
対するクリックが発生したか否かをチェックできる。特定のキーワード広告コンテンツグ
ループでクリックが発生しないとか、タグ情報入手モジュール５１１０に基づいたキーワ
ード広告コンテンツに既設定された時間（例えば、１０秒や３０秒のような固定時間、マ
ルチメディアコンテンツの再生時間基準１５％のような流動的時間）内にクリックが発生
しない場合、上記スクリプトコード（プログラム）は、キーワード広告コンテンツを転送
するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００のようなサーバに、他のグループ
のキーワード広告コンテンツの提供を要請することができる。一方、上記マルチメディア
コンテンツサービスサーバ１１００は、タグ情報に基づいたキーワード広告コンテンツが
全て消尽される場合などが発生すれば、非タグテキスト入手モジュール５１３０に起因し
たキーワード広告コンテンツを、ユーザコンピュータ９０００に提供することもできる。
通常的にサーバからユーザコンピュータへの接続が困難な理由は、ウェブブラウザは外部
の接続を受けることができず、ウェブブラウザでないプログラムなどの場合にもウイルス
やスパイウェアーなどの攻撃が増加するにつれて大部分のＰＣに含まれた防火壁機能があ
るので、外部サーバからユーザのコンピュータへの接近を塞ぐためである。
【０１９０】
  このような政策を具現するために、ルールエンジン（Rule Engine）というソリューシ
ョンのようなプログラムを使用することができる。ルールエンジンとは、いろいろ条件が
入力される場合の計算方式や分岐条件などを定義したルール（Rule）を設定して置き、こ
こに入力を与えれば、それに合うように計算した結果をリターンしてくれる役目をする。
上記キーワード広告政策ＤＢ６５４０の一部または全部は、上記ルールエンジンを通じて
具現できる。
【０１９１】
  重み付け値に関する政策情報
  第２に、重み付け値に関する政策情報である。マルチメディアコンテンツの生成者は、
自身のマルチメディアコンテンツがよく検索され、よく説明されるようにするために、自
身のマルチメディアコンテンツと関係する複数個のタグ及び／又はタイトル、説明情報を
メタ情報として入力または生成する。したがって、上記タグは上記マルチメディアコンテ
ンツとの関連性を強く有するが、複数個の全てのタグが上記マルチメディアコンテンツと
同等な重み付け値を持つということは困難である。検索キーワード広告がバナー広告より
広告効果が良い理由の１つは、ユーザの関心事（検索語）と広告との関連性が強いためで
ある。常識的には、一番前にあるタグが上記マルチメディアコンテンツを最もよく代表す
ると見ることができ、タグでなくても説明情報よりタイトル情報から抽出したキーワード
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広告対象テキストが、更に上記マルチメディアコンテンツの内容をよく代表すると見るこ
とができる。そして、タイトルとタグに同時に出ているキーワード広告対象テキストが、
最もよく上記マルチメディアコンテンツをよく代表すると見ることができる。したがって
、重み付け値政策には、１）キーワード広告対象テキストの対象となるテキストの出処、
２）タグの順序、３）キーワード広告対象テキスト別キーワード広告コンテンツの個数、
４）キーワード広告対象テキスト別キーワード広告コンテンツの予想収益に関する基準が
必要である。上記予想収益は、広告費発生条件に従い露出当たり収益、クリック当たり収
益など、多様であり、キーワード広告コンテンツ別収益は、キーワード広告コンテンツ別
単価、広告費発生条件（露出、クリック等）の成就の可否などの関数である。したがって
、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００のキーワード広告対象テキスト生成
モジュール６５１０は、キーワード広告対象テキストの生成ステップから重み付け値政策
を参照して、キーワード広告対象テキストを生成しておくことができる。
【０１９２】
  上記重み付け値政策に、上記１）キーワード広告対象テキストの対象となるテキストの
出処として、i）タグの場合には重み付け値５、ii）タイトルの場合には重み付け値３や
８、iii）説明の場合には重み付け値１、iv）カテゴリーの場合には重み付け値０．５な
どが例になることができる。上記２）タグの順序に対する重み付け値政策の例には、i）
全てのタグに同等な重み付け値を与える場合、ii）ｙ＝１／ｘ関数のように既設定された
連続的または階段的に減少する関数を基準にタグの順序を関数の独立変数（ｘ）に入力し
、計算された関数値を重み付け値にする場合がその一例となる（上記６個のタグがあり、
ｙ＝１／ｘを使用する場合、一番前に出てくる“リフィルインキ”というタグの他のタグ
に対する重み付け値は（１／１）＊｛１／（１／１＋１／２＋１／３＋１／４＋１／５＋
１／６）｝となる）。上記重み付け値モデルは、グループに対しても適用できる。グルー
プに対する重み付け値の例には、各グループに対し、上記i）とii）を適用する方法、ま
たはii）を取り、かつグループに属するタグの数をそのグループの重み付け値に反映する
方法がありうる。上記３）キーワード広告対象テキスト別キーワード広告コンテンツの個
数に関しては、i）同等な重み付け値、ii）ｙ＝ｆ（ｘ）、ｘはキーワード広告コンテン
ツの個数で重み付け値を処理する方法などがある。上記４）の例には、キーワード広告コ
ンテンツの予想収益に従い重み付け値をおく方法があることができ、キーワード広告コン
テンツの予想収益は、キーワード広告コンテンツの単価、広告費分配割合、露出対比クリ
ック率のような広告収益発生可能性程度などのいろいろな変数の中で組み合わされる既設
定された関数による。
【０１９３】
  一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、できる限り多くのキーワ
ード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストの出処情報
（タグ、タイトル、及び／又は説明）を維持したまま、上記各キーワード広告対象テキス
トに関して入手した各キーワード広告コンテンツに関して、キーワード広告コンテンツ選
定モジュール６５５０をしてユーザコンピュータ９０００に提供するキーワード広告コン
テンツを選択するようにすることができる。この際、上記キーワード広告コンテンツ選定
モジュール６５５０は、上記重み付け値政策情報を参照して既設定された個数のキーワー
ド広告コンテンツを選択することができる。
【０１９４】
  キーワード広告コンテンツ転送方式政策情報
  第３に、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が入手されたキーワード広
告コンテンツを、ユーザコンピュータ９０００にどんな方式により転送するかについての
キーワード広告コンテンツ転送方式政策情報である。キーワード広告コンテンツの転送方
式には、１）１回の転送に転送されるキーワード広告コンテンツの個数とキーワード広告
コンテンツの広告範囲に関する政策、２）転送されたキーワード広告コンテンツの更新許
容に関する政策、３）更新許容時の更新基準に関する政策、４）転送されたキーワード広
告コンテンツ維持に関する政策などがありうる。
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【０１９５】
  １回の転送キーワード広告コンテンツの個数に関する政策
  １回の転送に転送されるキーワード広告コンテンツの個数は、キーワード広告コンテン
ツが露出される環境（仮に、ＰＣ画面で作動されるウェブ画面であれば、３～５個位のキ
ーワード広告コンテンツが露出されても差し支えないが、携帯電話のような小規模画面で
作動される場合は、１～２個位が適している。ＰＣ画面の場合であれば、転送されるキー
ワード広告コンテンツの全ての情報（広告タイトル、広告説明、クリック時に移動される
ＵＲＬ等）を露出することができるが、携帯電話の画面の場合は、広告タイトルや広告説
明のうち、一部だけ提供することもキーワード広告制御政策の内容となる。この際、上記
マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００に接続するユーザコンピュータ９００
０に対する情報がある場合（特に、ディスプレイサイズ情報及び解像度情報など）、この
情報を基準に幾つのキーワード広告コンテンツをどの広告範囲まで提供するかについての
政策が必要となる。一方、同一のマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００で、
ユーザコンピュータ９０００環境（ＰＣまたは携帯電話）に従い他の解像度で同一または
同等なマルチメディアコンテンツを提供できるが、この際、上記メタ情報基盤のキーワー
ド広告サーバ６０００は、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００から上
記ユーザコンピュータ９０００環境や上記コンピュータに関する情報を入手して、入手さ
れた基準を上記キーワード広告制御政策に質疑して、最適のキーワード広告コンテンツ個
数及び広告範囲のキーワード広告コンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供できる
。この際、１つのキーワード広告コンテンツ単位で転送される場合、上記キーワード広告
コンテンツにクリックが発生した場合、上記クリックが発生したキーワード広告コンテン
ツは、他のキーワード広告コンテンツに交替されることが好ましい。これは特に、携帯電
話やその他のディスプレイのサイズが小さいコンピュータにおける上記キーワード広告コ
ンテンツの転送方式に適している。一方、ジャバスクリプトなどの方法により、ユーザコ
ンピュータのモニター解像度、ＯＳ及びバージョンなどの情報が得られるので、これをサ
ーバに送れば、サーバでもこのような情報が分かる。したがって、サーバは、モニター解
像度が既設定された範囲内に入る場合、その解像度の範囲に従い１回に転送するキーワー
ド広告コンテンツの個数を変動させることができる。
【０１９６】
  キーワード広告コンテンツの更新許容政策
  そして、上記最初に転送されたキーワード広告コンテンツを、上記マルチメディアコン
テンツの再生時間の間、他のキーワード広告コンテンツに交替するキーワード広告コンテ
ンツの更新を許容するか否かに対する政策、及び如何なる条件で許容するかに対する政策
、及びどんな条件下で転送されたキーワード広告コンテンツを維持するかに対する政策が
、上記キーワード広告制御政策となすことができる。少なくとも１つ以上でなされた最初
のグループのキーワード広告コンテンツが転送された時、上記マルチメディアコンテンツ
の再生時間の間、他のグループのキーワード広告コンテンツに交替されないこともできる
が、既設定された時間単位で用意された全体キーワード広告コンテンツを交替させること
ができる。この際、既設定された時間単位に対する政策には、１）全体再生時間をＴとし
、用意されたキーワード広告コンテンツグループの個数をｎとする時、各キーワード広告
コンテンツグループをＴ／ｎの時間の間、露出する方法、２）重み付け値の高いキーワー
ド広告コンテンツグループに対してはＴ／ｎより多い時間の間露出させ、重み付け値の低
いグループに対してはＴ／ｎより短い時間の間露出させる方法がある。但し、上記キーワ
ード広告コンテンツの最小露出時間ｔが決まっている場合、上記１）及び２）はＴ／ｔが
ｔより大きい場合に適用される。一方、Ｔ／ｎがｔより小さい場合、上記キーワード広告
コンテンツの最小露出時間は、ｔまたはＴ（ｔ＞Ｔの場合）になることが好ましい。ユー
ザコンピュータ９０００から特定のキーワード広告コンテンツグループに対するクリック
発生情報が入手されない場合には、既設定された時間単位が経過すれば、ユーザコンピュ
ータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの内容を他のキーワード広告コンテ
ンツグループに変更させることができる。この際、特定のキーワード広告コンテンツグル
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ープなどの露出時間及びクリックが発生したか否かなどが、上記変更の基準に対するキー
ワード広告制御政策の内容となることができる。一方、特定のキーワード広告コンテンツ
に対するユーザのクリック情報が入手される場合、上記クリック情報が入手されたキーワ
ード広告コンテンツと関連したキーワード広告対象テキストの重み付け値を上げることが
でき、上記重み付け値の高いキーワード広告対象テキストと関連したキーワード広告コン
テンツの露出時間は、クリックが発生しないキーワード広告対象テキストと関連したキー
ワード広告コンテンツの露出時間より長いことが好ましい。一方、上記マルチメディアコ
ンテンツがイメージの場合は、上記再生時間Ｔは、１）上記特定のイメージマルチメディ
アコンテンツに関してユーザコンピュータ９０００に応答した後、上記ユーザコンピュー
タ９０００から追加的なイメージマルチメディアコンテンツに対する選択情報を入手する
までの時間、または２）上記特定のイメージマルチメディアコンテンツに関するページが
上記ユーザコンピュータ９０００で維持される時間、と取り扱うことができる。即ち、ユ
ーザコンピュータ９０００で上記特定のイメージマルチメディアコンテンツに関するペー
ジが維持される間に、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、上記キ
ーワード広告コンテンツ領域に少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを追加し
て転送または更新することができる。
【０１９７】
  一方、ユーザコンピュータ９０００から上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０
００に、特定のキーワード広告コンテンツに対するユーザのクリック発生に関する情報が
入手される場合、１）上記クリックが起こったキーワード広告コンテンツが属したキーワ
ード広告コンテンツグループを維持させる方法、２）上記クリックが起こったキーワード
広告コンテンツが属したキーワード広告コンテンツグループのキーワード広告コンテンツ
を他のキーワード広告コンテンツグループに代替させる、のように、ユーザに提供される
キーワード広告コンテンツ内容を変動させる方法、の中からの選択に関する政策が、キー
ワード広告制御政策の内容になることができる。一方、上記１）の維持方法を選んだ場合
でも、既設定された時間の間クリックが起こったキーワード広告コンテンツに属したキー
ワード広告コンテンツグループの他のキーワード広告コンテンツに対するクリック情報が
ない場合、他のグループのキーワード広告コンテンツに代替する政策がキーワード広告制
御政策の内容になることができる。一方、クリックが起こったキーワード広告コンテンツ
が属したキーワード広告コンテンツグループを維持する場合、上記少なくとも１つ以上の
キーワード広告コンテンツに対してクリックが起こった場合、上記クリックが起こったキ
ーワード広告コンテンツのみを他のキーワード広告コンテンツに代替したり、キーワード
広告コンテンツのタイトルのみ表示したり、タイトルのみ表示したキーワード広告コンテ
ンツを最下段またはキーワード広告コンテンツ領域の隅のような特定位置に配置するのよ
うな方法も、キーワード広告制御政策の内容となることができる。上記２）のキーワード
広告コンテンツグループを変更させる場合にも、上記キーワード広告コンテンツ選定モジ
ュール６５５０が、i）クリックが起こったキーワード広告コンテンツのメタ情報とは関
係なく、次のキーワード広告コンテンツグループを選定する方法、ii）クリックが起こっ
たキーワード広告コンテンツのメタ情報を処理して、上記メタ情報と関連性の高いキーワ
ード広告コンテンツを選定する方法、の中から選択することも、上記キーワード広告制御
政策の内容となることができる。
【０１９８】
  特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが起こった場合、ユーザは上記キー
ワード広告コンテンツに関心が高いことがあるので、上記キーワード広告コンテンツと関
連性の高い他のキーワード広告コンテンツに対してもクリックが起こる可能性が高い。し
たがって、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０は、上記ユーザのクリ
ックが起こったキーワード広告コンテンツに対応するキーワード広告対象テキストを区別
し、上記区別されたキーワード広告対象テキストに関連したキーワード広告コンテンツを
選定して、上記選定されたキーワード広告コンテンツに上記ユーザへ転送されたキーワー
ド広告コンテンツを更新することができる。例えば、上記メタ情報基盤のキーワード広告
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サーバ６０００は、“リフィルインキ、正規商品インキ”という２つのタグに関して、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から、１つのタグにおいて各々１０個ず
つのキーワード広告コンテンツを入手し、３個ずつを１つのグループにして、“リフィル
インキ”に関するキーワード広告コンテンツグループ、“正規商品インキ”に関するキー
ワード広告コンテンツグループと交互にユーザコンピュータ９０００へ転送した時、“リ
フィルインキ”に関して２番目のグループのキーワード広告コンテンツのうち、いずれか
１つに関してクリックが起こった場合、その次には“正規商品インキ”に関するキーワー
ド広告コンテンツグループでない“リフィルインキ”に関する３番目のグループのキーワ
ード広告コンテンツをユーザコンピュータ９０００へ転送することができる。この際、上
記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が、上記クリック発生情報から上記
クリックがリフィルインキというキーワード広告対象テキストによるものか、上記“正規
商品インキ”というキーワード広告対象テキストに関するものかを区別するためには、上
記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、各キーワード広告コンテンツ毎にキ
ーワード広告対象テキストを対応させて格納しておかなければならない。これは、キーワ
ード広告対象テキストＩＤと各キーワード広告対象テキストから入手したキーワード広告
コンテンツＩＤとをマッピングしておくことにより処理できる。
【０１９９】
  一方、クリック発生情報がどのキーワード広告対象テキストと関連されたかを知るため
には、入手した複数個のタグまたはキーワード広告対象テキストを１つずつ上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑転送して、各タグまたはキーワード広告対象
テキスト毎に入手されたキーワード広告コンテンツを上記タグまたはキーワード広告対象
テキストとマッピングして格納しておくことが好ましい。一方、複数個のタグまたはキー
ワード広告対象テキストを一度に転送しても、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
３１００が各タグまたはキーワード広告対象テキストを統合して処理せず、各タグまたは
キーワード広告対象テキスト別にキーワード広告コンテンツを生成して上記メタ情報基盤
のキーワード広告サーバ６０００へ転送する場合、各タグまたはキーワード広告対象テキ
スト毎にキーワード広告コンテンツをマッピングして格納しておくことができる。本文段
のどの方法でも、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００では、上記タグまた
はキーワード広告対象テキストの序列情報または重み付け値情報を維持していることが好
ましい。
【０２００】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、上記入手したキーワード広告コ
ンテンツ内容情報及び上記入手されたキーワード広告コンテンツのメタ情報にクリック関
連メタ情報を追加して、上記クリック関連メタ情報を更に含んだキーワード広告コンテン
ツを生成して、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送することができる。入手されるキ
ーワード広告コンテンツは、広告タイトル、広告説明、リンクされたＵＲＬまたはリンク
情報、広告に含まれるイメージ、広告に含まれる音、広告に含まれる映像などうちのいず
れか１つ以上は、上記キーワード広告コンテンツ内容情報となり、上記キーワード広告コ
ンテンツのＩＤ、メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００に関する情報などの各種
情報などは、キーワード広告コンテンツのメタ情報になることができる。このようなメタ
情報などは、暗号化されていることが一般的である。上記クリック関連メタ情報には、上
記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００立場の上記キーワード広告コンテンツＩ
Ｄ、及び／又はユーザが上記キーワード広告コンテンツにクリックする場合には、クリッ
ク発生情報が上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００に伝達できるようにする
情報などが含まれることができる。一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０
００は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告コン
テンツに対するクリック発生情報を入手することもできるが、これをリアルタイムまたは
上記マルチメディアコンテンツの再生時間内に入手すれば、クリック発生情報を活用して
ユーザコンピュータ９０００に提供されるキーワード広告コンテンツを更新できるように
なる。一方、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が上記クリック発生情
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報を最初に入手して、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００または他
の関連のあるシステム（例えば、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００）
にクリック発生情報を伝達することが相対的に好ましい。上記クリック発生情報の流通順
序は、本発明思想の付加的な要素である。
【０２０１】
  キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０のキーワード広告コンテンツ選択政
策情報
  第４に、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が入手された複数個の
キーワード広告コンテンツのうち、特定の時点にユーザコンピュータ９０００に提供する
少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの選択に使われるキーワード広告コンテ
ンツ選択政策情報である。上記複数個のキーワード広告コンテンツは、ユーザのクリック
が発生する前までは、上記キーワード広告コンテンツ選択政策により、個別キーワード広
告コンテンツ単位またはキーワード広告コンテンツグループ単位で転送優先順位が決まっ
ている。上記転送優先順位を決定するために、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュ
ール６５５０のキーワード広告コンテンツの選択のために採用する政策は、上記キーワー
ド広告制御政策の内容となる。上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０の
キーワード広告コンテンツの選択政策は、大別して、１）キーワード広告対象テキストの
出処、２）選ばれたキーワード広告対象テキストの順位、３）キーワード広告コンテンツ
に対する予想広告収益、４）１回の転送時に提供されるべきキーワード広告コンテンツの
個数、５）特定のキーワード広告コンテンツに対してクリックが発生した時の上記キーワ
ード広告コンテンツ選定モジュール６５５０の選択基準変更、をその内容とする。
【０２０２】
  上記政策の例を挙げれば、次の通りである。上記キーワード広告対象テキストがタグ情
報及びタイトル情報から同時に発生した場合は最高の重み付け値、タグ情報やタイトル情
報から発生した場合は次順位重み付け値、説明情報やカテゴリー名称情報から発生した場
合は最も低い重み付け値が与えられる。タグ情報に複数個のキーワード広告対象テキスト
が存在する場合、上記キーワード広告対象テキストが羅列された順序に従い、一番前の方
のキーワード広告対象テキストに一層高い重み付け値を与えることができる。しかしなが
ら、上記キーワード広告対象テキストに関してキーワード広告コンテンツがない場合、こ
のようなキーワード広告対象テキストは、重み付け値選択から除外できる。また、上記キ
ーワード広告コンテンツに対する予想広告収益を予想できる場合、上記予想収益が重要な
重み付け値を有するようになる。また、１回の転送時に提供されるべきキーワード広告コ
ンテンツの個数より、上記キーワード広告対象テキストを通じて入手したキーワード広告
コンテンツの個数が小さい場合には、全てのキーワード広告コンテンツをユーザコンピュ
ータ９０００へ転送すればよい。特定のキーワード広告コンテンツに対してクリックが発
生した時、上記特定のキーワード広告コンテンツに関連したキーワード広告対象テキスト
の重み付け値を上向きに調整し、上記重み付け値が上向きに調整されたキーワード広告対
象テキストから入手されたキーワード広告コンテンツの重み付け値も上向きに調整される
。したがって、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の上記キーワード広告
コンテンツ選定モジュール６５５０は、最大の広告収益を得るために、１）ユーザが最も
多くクリックするようなキーワード広告コンテンツを選定し、２）確率的に広告収益の高
いキーワード広告コンテンツを選定することが必要であり、このようなキーワード広告コ
ンテンツの選定優先順位を定めることが重み付け値に関する政策である。予想広告収益に
影響を及ぼす変数には、上記キーワード広告コンテンツの広告単価、上記キーワード広告
コンテンツの予想クリック率などがありうる。
【０２０３】
  クリック発生情報は、通常的にキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が収集し
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、リアルタイムまたは非リアルタ
イムにマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００、メタ情報基盤のキーワード広
告サーバ６０００、本発明のメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００、メタ情
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報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００などの必要な各種サーバに提供することがで
き、どのサーバが最初に入手しても、上記クリック発生情報は必要とする他のサーバに提
供されることができる。上記クリック発生情報を入手するモジュールをクリック発生情報
受信モジュール８９００といい、クリック発生情報を送信するモジュールをクリック発生
情報送信モジュール９９００という。
【０２０４】
  質疑単位
  一方、キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したｎ個のキーワー
ド広告対象テキストに関し、より小さいか等しく、１より大きいｒ個のキーワード広告対
象テキストの組み合わせ（組み合わせの総個数はｎＣｒ個となる）を生成し、上記生成さ
れたキーワード広告対象テキストの組み合わせを１つの質疑転送単位にして上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００から、上記組み合わせられたキーワード広告対象テキストに対応する少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手することができる。この場合、上記キーワ
ード広告コンテンツは、２つ以上の組み合わせられたキーワード広告対象テキストに全て
関連する可能性が高いため、ユーザのクリックを誘導する可能性がより高まる。この際、
上記組み合わせは、上記複数個のタグ情報で生成されたキーワード広告対象テキストだけ
で生成することができ、この場合、複数個のタグの羅列順序上、前の方に出てくるタグが
多数含まれるほど優先的に生成されることが好ましい。
【０２０５】
  キーワード広告表示モジュール７９００
  次に、本発明のキーワード広告表示モジュール７９００について説明する。上記キーワ
ード広告表示モジュール７９００は、選択されたマルチメディアコンテンツに対応して上
記入手された少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツに関して、キーワード広告
制御政策ＤＢ６５４０を参照して上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０
が選定した少なくとも１つ以上の選ばれたキーワード広告コンテンツが上記マルチメディ
アコンテンツが提供されるユーザコンピュータ９０００画面の既設定されたキーワード広
告コンテンツ表示領域１００に既設定された方式により表示できるようにする。上記キー
ワード広告コンテンツ表示領域１００は、上記マルチメディアコンテンツ表示領域３８－
１の下段部分または横部分が好ましい。
【０２０６】
  一度に表示されるキーワード広告コンテンツが１つである場合、上記マルチメディアコ
ンテンツ表示領域３８－１の上の下段部分または上記マルチメディアコンテンツ表示領域
３８－１を構成する外郭フレーム（通常、動画プレーヤーは外郭フレームの内部の空間に
動画再生情報を示している）の上の既設定された位置の場合も好ましい。この場合、上記
キーワード広告コンテンツは、流れる方式（ｎ個のキーワード広告コンテンツが１つずつ
右から左へ流れながら一度に１つずつ表示される方式をいう。通常、経済ニュース放送の
場合、ＴＶ画面の最下段に株式種目別の株価情報が提供される方式と同一の方式）により
表示できる。この場合、上記マルチメディアコンテンツが提供されるレイヤ（layer）と
上記キーワード広告コンテンツが提供されるレイヤとは分離されて存在することが好まし
い。本文段で説明する表示方式は、１）上記ユーザコンピュータ９０００がモバイル端末
機のように相対的に小さなディスプレイ装置を使用する場合、２）上記ユーザが上記マル
チメディアコンテンツを全体画面（full screen）モードで見ようとする場合、により適
している。上記２）の場合について説明する。上記ユーザが全体画面モードを選択すれば
、画面全体に動画が見えるので、キーワード広告コンテンツを表示するためには、本文段
で説明する方法に従わなければならない。したがって、上記キーワード広告コンテンツ表
示モジュール７９００は、ユーザコンピュータで全体画面モードを選択したという情報が
入手される場合、上記ユーザコンピュータ９０００におけるキーワード広告コンテンツ表
示領域１００の位置と表示方式を本文段から説明する方式に変更しなければならない。
【０２０７】
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  上記キーワード広告コンテンツ表示領域１００の位置と表示方式の変更は、次のように
なされる。上記マルチメディアコンテンツサービスシステムが上記ユーザコンピュータ９
０００にマルチメディアコンテンツ情報をウェブを通じて提供する時、上記ウェブページ
を構成する情報に、上記全体画面モード選択というイベント（event）を感知するイベン
ト感知プログラム（イベント感知モジュール（図示せず）の一種といえる）、レイヤを活
性化させるレイヤ活性化プログラム、及びキーワード広告コンテンツを活性化されたレイ
ヤの既設定された位置に表示するようにするキーワード広告コンテンツ表示方式位置変更
プログラムを提供し、上記イベント感知プログラムが全体画面モード選択というイベント
を感知するようにする。上記イベント感知プログラムが全体画面モード選択イベント発生
を感知する場合、上記レイヤ活性化プログラムがレイヤを活性化し、上記キーワード広告
コンテンツ表示方式位置変更プログラムが既に受けたキーワード広告コンテンツを上記活
性化されたレイヤの既設定された位置に既設定された方式により表示する。仮に、ユーザ
が全体画面モードから通常画面モードに変更する場合、上記イベント感知プログラムはこ
のようなイベントを感知し、上記レイヤ活性化プログラムはその機能を中断し、上記キー
ワード広告コンテンツ表示方式位置変更プログラムは、元のようにキーワード広告コンテ
ンツが既設定されたキーワード広告コンテンツ表示領域１００に表示されるようにする。
一方、上記イベント感知プログラムが特定のイベントを感知した場合、そのイベントの発
生情報を上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に提供することができ
る。上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記特定のイベントに
符合するキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００に提供することが
できる。上記ユーザコンピュータ９０００は、上記レイヤ活性化プログラム及び上記キー
ワード広告コンテンツ表示方式位置変更プログラムを通じて、上記マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００が意図する方式の通りにキーワード広告コンテンツが露出
されるようにすることができる。上記ではウェブ方式について説明したが、これは専用プ
ログラム（ウィンドウメディアプレーヤ、フラッシュプレーヤ、ＧＯＭプレーヤ等）の場
合でも同等に準用できることは当業者に自明である。上記イベント感知プログラム、上記
レイヤ活性化プログラム、上記キーワード広告コンテンツ表示方式位置変更プログラムな
どのプログラムは、上記キーワード広告表示モジュール７９００の一部をなすことができ
、上記キーワード広告表示モジュール７９００は、上記ユーザコンピュータ９０００に転
送されたり、上記キーワード広告表示モジュール７９００のうちの一部または全部はユー
ザコンピュータ９０００で実施できる。上記プログラムなどはスクリプトコード（ジャバ
スクリプトコードが一例となる）の形態を有することができる。
【０２０８】
  上記キーワード広告表示モジュール７９００は、上記選ばれたキーワード広告コンテン
ツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００に伝達して、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスサーバ１１００が、上記選択されたマルチメディアコンテンツと
一緒に１つのウェブページを生成して、上記ユーザコンピュータ９０００に上記ウェブペ
ージデータを転送できるようにする。上記ウェブページを生成する情報にジャバスクリプ
トのような各種スクリプトコード（プログラム）を含めておくことができるようになるが
、上記スクリプトコードが作動する方式は、上記キーワード広告表示モジュール７９００
が決定することができる。即ち、上記キーワード広告表示モジュール７９００は、自身が
希望するキーワード広告コンテンツの表示方式及び／又は表示位置を制御するコードを生
成して、上記ウェブページを構成するコードに含めておくことができる。
【０２０９】
  一方、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００が、ユーザコンピュータ
９０００に上記選ばれたキーワード広告コンテンツが表示される領域１００を特定したま
ま、キーワード広告コンテンツの表示と関連したスクリプトコード（プログラム）を含め
た状態で上記選択されたマルチメディアコンテンツだけでウェブページを生成し、上記ウ
ェブページをユーザコンピュータ９０００へ転送する。次に、ユーザコンピュータ９００
０に設けられたブラウザなどに含まれた上記スクリプトコードがキーワード広告コンテン
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ツを要請し、上記選ばれたキーワード広告コンテンツデータの転送を受けて、上記選ばれ
たキーワード広告コンテンツが表示される領域１００に表示するようにすることができる
。
【０２１０】
  一方、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００が特定のプログラム９１
００をプラグイン方式などによりユーザコンピュータ９０００に設置するようにし、上記
プラグインプログラム９１００が既設定されたキーワード広告コンテンツが表示される領
域１００に、上記選ばれたキーワード広告コンテンツと関連のあるデータを、上記キーワ
ード広告表示モジュールから転送を受けて表示するようにすることもできる。即ち、上記
キーワード広告表示モジュール７９００は、選ばれたキーワード広告コンテンツがユーザ
コンピュータ９０００に表示できるように、選ばれたキーワード広告コンテンツを自身の
外部に転送する役目と、上記キーワード広告コンテンツが既設定された位置に既設定され
た方式により表示されるように制御する役目を遂行する。上記キーワード広告表示モジュ
ール７９００を通じた上記選ばれたキーワード広告コンテンツの転送は、１）上記マルチ
メディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送され、上記マルチメディアコンテンツ
サービスサーバ１１００が上記ユーザコンピュータ９０００へ転送する方式、または２）
上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた既設定された領域１００に表示されるため
に、上記ユーザコンピュータ９０００へ直接転送する方式のうち、いずれか１つ以上の方
法でなされることができる。上記２）の方式が遂行されるには、ユーザコンピュータ９０
００にこの機能を遂行するプログラムが設けられているとか、ユーザのブラウザへ転送さ
れたウェブページなどの情報に上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００と
通信し、情報を要請できるプログラム（スクリプトなど）が含まれていなければならない
。上記イベント感知プログラム、上記レイヤ活性化プログラム、及び上記キーワード広告
コンテンツ表示方式位置変更プログラムは、上記特定のプログラム９１００の一例となる
ことができる。勿論、上記キーワード広告表示モジュール７９００自体も上記ユーザコン
ピュータ９０００へ転送されて設置されれば、上記特定のプログラム９１００の一例とな
ることができる。
【０２１１】
  一方、上記キーワード広告表示モジュール７９００が提供する機能（スクリプトコード
、プログラム、または制御機能を具現する電算的な手段を含む）には、上記転送されるキ
ーワード広告コンテンツに上記キーワード広告コンテンツをクリックした場合、上記キー
ワード広告コンテンツに連結された広告主の広告コンテンツを表示する画面が既設定され
た位置に表示されるようにするコードを挿入することもできる。上記コードは、上記表示
される画面の隅の座標情報を含んでいたり、常に上段に表示されるようにすることもでき
る。これは特に、ＩＰＴＶのように、大画面を持つユーザコンピュータの場合に一層有用
である。一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、ユーザコン
ピュータ９０００へ転送されるウェブページなどの情報においてジャバスクリプトからな
るコードなどにイベント感知機能を挿入し、上記イベント感知機能が、ユーザコンピュー
タ９０００からキーワード広告コンテンツに対するクリックなどの選択情報を入手した時
、１）上記動画が表示されるウェブページの画面をユーザコンピュータ９０００のディス
プレイ装置の左側最上段や右側最下段に位置するようにするとか、２）動画が表示される
ウェブページ画面で動画再生領域を除外した全ての情報を一時的に隠し、また上記動画が
表示されるウェブページ画面に対する選択情報を入手した場合、隠したものを回復すると
か、３）上記ウェブページ画面（ＩＰＴＶの場合、ＩＰＴＶ上に表示される画面になる。
他のデバイスの場合にも同様である。）のサイズを小さくし、左側最上段または右側最下
段に表示されるように調節することができる。一方、上記１）乃至３）のうちいずれか１
つ以上が実行されるとき、上記広告主の広告コンテンツが上記ウェブページと最も遠く離
れるように配置するように事前にセッティングしておくこともできる。勿論、上記動画の
再生が終わった後、上記キーワード広告コンテンツに対するクリックがある場合には、上
記動画が表示される画面の上に上記広告主の広告コンテンツ（広告主の特定の画面または
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広告主が提示することを希望する情報は、広告主の広告コンテンツとなる。以下、同様で
ある。）を表示することができる。
【０２１２】
  一方、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００や上記メタ情報基盤へのキー
ワード広告仲介システム２０００が、上記キーワード広告対象テキストに関し、広告単価
及び／又は予想クリック率等、選択されたキーワード広告対象テキストに関してキーワー
ド広告収益を予想できる情報を提供しない場合、上記キーワード広告コンテンツ選定モジ
ュール６５５０が、上記キーワード広告制御政策を参照して合理的にキーワード広告コン
テンツを選択しても、相対的に広告効果が低調なキーワード広告コンテンツが選ばれるこ
ともある。一方、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成するキ
ーワード広告対象テキストが多い場合、上記全てのキーワード広告対象テキストを上記キ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する場合、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００に不要な負荷を与えることがある。したがって、上記キーワード
広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、一次に生成されたキーワード広告対象テキ
ストに関し、フィルタリングを必要とし、既設定された基準を通過し２次に生成されたキ
ーワード広告対象テキストに関してのみ、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して対応するキーワード広告コンテンツを入手することができる。
【０２１３】
  フィルタリングモジュール６５６０
  上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は、上記キーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する前にフィルタリングを
遂行することもできる。フィルタリングが必要な理由は、多数のキーワード広告対象テキ
ストがある場合、全てのキーワード広告対象テキストがキーワード広告コンテンツを持つ
という保証がなく、広告収益を発生させるという保証がないので、キーワード広告コンテ
ンツが補正されるキーワード広告対象テキストを抽出したり、広告収益により大きく寄与
する可能性があるキーワード広告対象テキストを選抜するためのものである。上記フィル
タリングは、本発明のフィルタリングモジュール６５６０が、上記キーワード広告対象テ
キストに関し、上記キーワード広告対象テキストを上記広告キーワードＤＢ６５７０に照
合し、上記広告キーワードＤＢ６５７０に登録されたとか、既設定された条件を満たすキ
ーワード広告対象テキストを抽出することによりなされる。上記既設定された条件は、上
記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０に存在し、上記既設定された条件に対する照合は
、上記フィルタリングモジュール６５６０が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を
照合することによりなされる。この際、上記フィルタリングモジュール６５６０を通過し
たキーワード広告対象テキストのみが上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
へ質疑転送される。
【０２１４】
  上記広告キーワードＤＢ６５７０の内容は、１）商品の名称データまたはサービスの名
称データ、２）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に登録されており、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手した広告主らの広告キーワード
リスト、３）本発明の実施を通じて広告収益の発生が検証されたキーワード広告対象テキ
スト、または４）自体的に生成したり、第３者から入手した広告キーワードリストなど、
となることができる。上記１）の商品の名称データ、またはサービスの名称データとは、
商品の名称またはサービスの名称、商品またはサービスを他人に提供する供給者の名称（
例：現代建設）、文字からなる商標などの標章コンテンツの文字、商標などの標章コンテ
ンツで文字部分（例えば、文字を含んで、記号、図形、立体的形状、色彩が結合された商
標などの標章コンテンツの文字部分）、商標などの標章コンテンツの音部分を音訳した場
合の該当文字、外国語からなる商標などの標章コンテンツを自国語に音訳した場合の該当
文字部分（ＩＢＭの場合、アイビーエムなど、自国語が変われば別個の音訳が出る。音訳
が異なる場合、対応性が認められる全てのものを含む。例：McDonaldの場合、マクドナル
ド、マグドノルド等）等をいう。上記２）または４）の広告キーワードリストは、広告主
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が自身の広告が検索されるようにするために、広告主が登録しておいた広告用キーワード
をいう。例えば、www.google.comやwww.naver.comで、ユーザが検索入力式に上記広告キ
ーワードを入力すれば、その検索入力式に対する検索結果だけでなく、上記広告キーワー
ドに関連した広告主の広告コンテンツが出力される。したがって、上記広告主が登録して
おいた広告キーワードのリストは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が
格納していることは勿論であり、その一部または全部は入手可能でありうる。上記３）は
、本発明の実施により時間の経過を通じて蓄積されるものであって、ユーザに露出された
キーワード広告コンテンツのうち、実際にクリックなどが起こって広告収益が発生したキ
ーワード広告コンテンツと関連するキーワード広告対象テキストの集りをいう。上記４）
は、上記２）と内容上、同一であるが、生成主体が異なるだけである。
【０２１５】
  上記広告キーワードＤＢ６５７０及び／又は上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
側広告キーワードＤＢ３１４０に登録されている広告キーワードには、多数のメタ情報が
一緒に格納されていることができ、上記メタ情報は更新できる。上記広告キーワードに対
応して格納されているメタ情報は、既設定された期間、または期間とは独立的に上記広告
キーワードの１）総露出数／総呼出数、２）総露出数／総呼出数の増感率、３）総広告主
数、４）平均広告単価、５）最高広告単価、６）最低広告単価、７）平均広告主数、８）
平均キーワード広告コンテンツ数、９）平均広告主数の増感率、１０）平均広告単価の増
感率等に関する情報と、上記広告キーワードに関連したキーワード広告コンテンツに関し
て計算された１１）露出数、１２）露出対比関連キーワード広告コンテンツに対するクリ
ック発生率、１３）総クリック数、１４）発生された広告収益、１５）露出数の増感率、
１６）露出対比クリック発生率の増感率、１７）総クリック数の増感率、１８）発生され
た広告収益の増感率などになることができる。上記フィルタリングモジュールが上記キー
ワード広告対象テキストをフィルタリングする時、上記関連するキーワード広告制御政策
は、上記１）～１８）のうち、いずれか１つ以上が既設定された数値範囲を満たすことを
要求するものであることができる。
【０２１６】
  上記キーワード広告制御政策は、ｎ個のキーワード広告対象テキストを対象にしてどん
な条件のキーワード広告対象テキストをどれ位使用するかに関する政策情報を含んでいる
。キーワード広告対象テキストフィルタリング条件は、キーワード広告対象テキストに対
する上記１）乃至１８）の中から選択されるいずれか１つ以上に対する基準に対する満足
程度でありうる。例えば、“リフィルインキ”をキーワード広告対象テキストと選定する
か否かを判断する時、“リフィルインキ”に対する文書全体での頻度が３回以上であり、
上記３）が５以上であり、６）が２００ウォン以上という条件を満たすか否かにより判断
できる。
【０２１７】
  上記キーワード広告対象テキストに関し、キーワード広告対象テキストを生成するか否
かを判断するより詳しい実施形態を説明する。各基準別、各条件別の差分関数（differen
ce function）を導入できる。例えば、頻度の差分関数は、dif_frequency＝キーワード広
告対象テキストｉの頻度－基準頻度になることができ、上記１）乃至１８）のような各種
条件ｊに対する差分関数は、dif_Condition_j＝キーワード広告対象テキストｉの条件値
－基準条件値になることができる。頻度は、上記キーワード広告対象テキストが説明情報
に起因したものである場合により有用である。一方、タイトルとタグのみを考慮する時も
、両者に同時に出てくるキーワード広告対象テキストは重要なキーワード広告対象テキス
トでありうる。
【０２１８】
  この際、キーワード広告対象テキストｉに対するスコア関数は、例えば、｛Ｆ（差分関
数）＊各差分関数毎の重み付け値）の和｝になることもできる。この際、上記１）乃至１
８）のうち、使われないものであれば、重み付け値を０とすればよいのであり、Ｆ（ｘ）
はｘまたはｘ＾２のようになる（ｘはＦの入力変数で、本文段でｘは差分関数となる）。
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【０２１９】
  この際、各キーワード広告対象テキストｉに関し、上記スコア関数値が最も高い少なく
とも１つ以上のキーワード広告対象テキストを、キーワード広告対象テキストと選定する
ことができる。一方、上記差分関数の以外のキーワード広告対象テキストに対するいろい
ろな入手可能な変数値を活用する他の種類の関数も導入することができ、上記頻度や１）
乃至１８）の以外の他の条件も導入することができ、重み付け値もキーワード広告制御政
策ＤＢ６５４０の重み付け値政策に従い変動されることもでき、Ｆ（ｘ）を構成する数式
も変動できることは当業者には自明である。
【０２２０】
  一方、上記キーワード広告対象テキストｉに対するスコア関数を計算し、スコア関数を
基準にキーワード広告対象テキストを選定することは、少なくとも１つ以上の商業的タグ
候補に対しても適用できることは当然である。即ち、時間独立的商業的タグ候補または時
間従属的商業的タグ候補に関し、既設定された少なくとも１つ以上の基準を適用して上記
スコア関数を計算し、スコア関数の高い商業的タグをキーワード広告対象テキストと選定
することができる。この際、上記スコア関数は、上記商業的タグ候補または商業的タグの
商業性を評価する関数となることもできる。
【０２２１】
  一方、上記のようなキーワード広告制御モジュール６９００の制御政策を、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供システム３０００のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０でも活用できることは当然である。即ち、上記キーワード広告コンテンツ提供システム
３０００へ転送されるｎ個のキーワード広告対象テキストがある時、上記キーワード広告
対象テキストのうち、いずれかのキーワード広告対象テキストを選定して上記キーワード
広告コンテンツＤＢ３１２０に質疑して、上記選ばれたキーワード広告対象テキストに対
する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手し、これを質疑したサーバへ
転送することができる。したがって、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０は、図面に表示するか否かとは関わらず、本発明のキーワード広告制御モジュール６９
００と機能を遂行できる。これは、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中
心モデルであり、詳細に説明する。
【０２２２】
  一方、本発明の通信モジュールは、内部または外部にデータを転送し受信する役目を遂
行する。このような通信モジュールは、本発明の各機能モジュール内に含まれることもで
き、サーバやシステム単位で含まれることもできることは当業者に自明である。
【０２２３】
  ネットワーク８０００は、有線または無線ネットワーク８０００のように、コンピュー
タを連結してデータを送受信できるようにする全ての通信手段を指す。
【０２２４】
  本発明において、上記ユーザコンピュータ９０００は、ＰＣやノートブックなどの狭義
の個人向けコンピュータやポータブルコンピュータやサーバ、携帯電話のように、音声／
データ通信を支援する移動通信端末機、有無線データ通信機能を含むゲーム機、ＩＰＴＶ
のような双方向ＴＶ（セットトップボックスが内蔵されていなければ、セットトップボッ
クスも本発明のユーザコンピュータになることができ、この場合、ＩＰＴＶはディスプレ
イ装置になることができる）、ＤＭＢなどの携帯型ＴＶ、家電製品のような主製品に付加
的に取り付けられて作動されるディスプレイ装置、ＰＤＡ、ＰＭＰ（portable media pla
yer）やＭＰ３／ＭＰ４プレーヤーのように、有無線通信可能で、マルチメディアコンテ
ンツを入手し、マルチメディアコンテンツ情報をユーザに提供可能なＣＰＵを含む任意の
装置をいう。
【０２２５】
  キーワード広告対象テキスト生成
  以上、本発明思想に対する説明は、主として上記マルチメディアコンテンツに付加的に
含まれているメタ情報に基づいたキーワード広告コンテンツを、ユーザコンピュータ９０
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００に提供することに焦点を合わせた。一方、本発明の発明思想は、上記マルチメディア
コンテンツと関連してテキスト情報を入手し、上記テキスト情報に基づいてキーワード広
告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストに基づいて上記キ
ーワード広告コンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供することまで拡張できる。
したがって、本発明思想の鍵は、マルチメディアコンテンツ自体、またはマルチメディア
コンテンツと関連のある情報からテキスト情報を入手し、キーワード広告対象テキストを
生成する方法に集められる。
【０２２６】
  以下、マルチメディアコンテンツ自体またはマルチメディアコンテンツと関連のある情
報からテキストを入手するテキスト入手モジュール３１１０、及びキーワード広告対象テ
キスト生成モジュール６５１０についてより詳しく説明する。説明の便宜のため、上記テ
キスト入手モジュール３１１０と上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１
０は、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００で遂行されるような非仲介モデ
ルを仮定して説明するが、本発明思想が仲介モデル及びキーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００中心モデルにも適用できることは自明である。
【０２２７】
  非タグテキスト入手モジュール５１３０
  上記テキスト入手モジュール３１１０は、上記マルチメディアコンテンツからタグ以外
のテキスト情報を直接または間接的に入手する役目を遂行する。本発明が取り扱うマルチ
メディアコンテンツには、大別して、１）動画、２）イメージ、３）サウンドがある。動
画は、主としてＵＣＣ動画、ＵＧＣ（user generateted contents）、ＵＭＣ（user modi
fied contents）、またはＰＣＣ動画などの映像ファイルをいう。上記イメージは写真な
どを含み、通常、イメージというカテゴリーに包摂させることができる視覚により認識で
きるイメージファイルをいう。上記サウンドは、音楽、音、歌、及び効果音のように、聴
覚により認識できるサウンドファイルをいう。上記イメージの再生は、イメージを視覚的
に認識できるように、ユーザコンピュータ９０００にイメージファイルを読んで見せるこ
とをいい、イメージを再生する間とは、ユーザコンピュータ９０００に特定のイメージが
視覚的に認識できるように見られている間をいう。以下、本明細書では動画を中心として
説明し、イメージやサウンドのみに特化される場合には別途に記述する。
【０２２８】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が提供するマルチメディアコ
ンテンツは、通常的にタイトル及び／又は少なくとも１つ以上のタグ情報を含んでおり、
説明情報も含んでいる場合も多い。この際、タグ情報は、主として名詞形となっている場
合が多く、通常、１つの名詞または１つの複合名詞となっている場合が多く、時々２つ以
上の名詞または複合名詞が１つのタグを構成することもある。この際、通常的にタグは、
名詞から構成されるので、上記タグ情報が名詞の場合であれば、形態素分析器を通過させ
る必要がなくなるが、一部タグには単語でない文章や多数の名詞を寄せて書く場合もある
ので、この場合には形態素分析器を通過させなければならない。形態素分析器については
後述する。したがって、上記タグ情報に含まれているテキストは、原則的に広告対象テキ
ストとなる。そして、分類またはカテゴリーの名称も名詞の場合が大部分であるので、こ
れもまたタグ情報と対等に取り扱いできる。
【０２２９】
  一方、タイトルの場合には形態素分析器を通過させる必要がある。その理由は、タイト
ルの場合には、意味単位を構成するために、名詞の以外の他の品詞が存在する場合が多い
ためである。特に、タイトルは説明情報などとは異なり、マルチメディアコンテンツ生成
者が自身のマルチメディアコンテンツを最もよく表すものと選定したものであるので、こ
のタイトルから抽出した名詞などが広告対象テキストとして有用に使われることができる
。
【０２３０】
  そして、上記マルチメディアコンテンツに対する説明情報は、主として文章や語句形式
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となる場合が多いので、これは必ず形態素分析器を通過させて名詞を抽出することが好ま
しい。一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が上記マルチメデ
ィアコンテンツに関して音声認識などを通じて生成したテキスト情報があることができる
が、このような情報も形態素分析器を通過させて名詞を抽出することが好ましい。
【０２３１】
  非テキスト情報入手モジュール５１２０
  上記非テキスト入手モジュール５１２０は、テキスト形態からなる情報を入手すること
に加えて、上記マルチメディアコンテンツに含まれた音声データに関して音声認識を通じ
てテキスト情報を入手することもできる。音声認識は、上記マルチメディアコンテンツを
再生することによりなされることができる。上記音声認識の品質は、あまり重要でないが
、その理由は、上記キーワード広告対象テキストが広告キーワードＤＢ６５７０などをフ
ィルタとして使用すればよいためである。下記で詳述するが、音声認識が間違ったものが
多数出たとしても、認識された音声に対応するテキストが、上記広告キーワードＤＢ６５
７０に出ているテキストのみを対象にキーワード広告対象テキストとして取り扱われれば
よいためである。
【０２３２】
  キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
  次に、上記テキスト入手モジュール３１１０が入手したテキストからキーワード広告対
象テキストを生成し出す上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０の構成
及び機能を説明する。上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、キー
ワード広告対象テキストを生成する。上記キーワード広告対象テキストを生成する方法は
、大別して、タグ情報から生成する方法及びタイトルや説明情報等から生成する方法があ
る。
【０２３３】
  第１の類型は、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０がタグ情報だ
けでキーワード広告対象テキストを生成する方法である。この場合には、タグ情報は主と
して名詞からなっているので、入手した全てのタグ情報をそのままキーワード広告対象テ
キストとして取り扱ったり、既設定されたフィルタを通過したタグ情報のみをキーワード
広告対象テキストとして取り扱いできる。一方、後述する商業的タグは商業性が検証され
たものであるので、キーワード広告対象テキストになることができる。この際、既設定さ
れたフィルタは、商品またはサービスの名称を集めておいた商品サービス名称ＤＢである
ことができ、上記商品サービス名称ＤＢは本発明の広告キーワードＤＢ６５７０の１つの
内容をなすことができる。即ち、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１
０は、上記特定のマルチメディアコンテンツのメタ情報に含まれた全てのタグ情報を上記
テキスト入手モジュール３１１０から伝達を受けた後、これらのタグ情報を上記商品サー
ビス名称ＤＢに照合した後、上記商品サービス名称ＤＢに存在するタグのみを取ってキー
ワード広告対象テキストとして生成することができる。この際、上記既設定されたフィル
タは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から提供を受けた広告主、また
はその他の第三者が登録した広告主登録広告キーワードＤＢであることができ、上記広告
主登録広告キーワードＤＢは、本発明の上記広告キーワードＤＢ６５７０の１つの内容を
なすことができる。上記広告主登録広告キーワードＤＢは、広告主が自身の商品またはサ
ービスを広告を出すために登録した広告用キーワードを格納しておいたものである。上記
広告用キーワードは、広告タイトル及び／又は広告説明でありうる。この場合、上記キー
ワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記特定のマルチメディアコンテン
ツのメタ情報に含まれた全てのタグ情報を上記テキスト入手モジュール３１１０から伝達
を受けた後、これらタグ情報を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が提供
する広告主登録広告キーワードＤＢに照合した後、上記広告主登録広告キーワードＤＢに
存在するタグのみを取ってキーワード広告対象テキストとして生成することができる。
【０２３４】
  第２の類型は、キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が、タイトル情報
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及び／又は説明情報からもキーワード広告対象テキストを生成するものである。この場合
、上記テキスト入手モジュール３１１０は、上記マルチメディアコンテンツのタイトル情
報及び／又は説明情報からテキストを入手した後、形態素分析器を通過させて名詞を抽出
する。この際、特にタイトル情報から起因した名詞の場合には、特別に重み付け値を与え
て取り扱うことができ、説明情報から出た名詞の場合には重み付け値を低く与えて取り扱
うことができる。この際、説明情報からオートタギング（automatic tagging）された情
報がある場合、オートタギングされたタグを使用することができる。オートタギングとは
、句、節、文章、文段などの文字列がある場合、形態素分析器及びその他の既設定された
フィルタを通過させて文字列を代表するタグ情報を自動的に生成することをいう。上記通
過するフィルタは、広告キーワードＤＢ６５７０でありうる。この際、入手した名詞を上
記既設定された少なくとも１つ以上のフィルタを通過させて、通過された名詞のみをキー
ワード広告対象テキストとして取り扱うことができる。
【０２３５】
  本発明のキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、キーワード広告対象
テキスト前処理エンジン、キーワード広告対象テキスト抽出エンジン、及び広告キーワー
ドＤＢ６５７０から構成できる。上記入手されるテキストに形態素分析などの前処理が必
要な場合には、上記キーワード広告対象テキスト前処理エンジンが前処理を遂行する。上
記入手されるテキストがタグ情報から起因したものである場合には、上記テキスト前処理
エンジンをスキップ（skip）することもできる。上記キーワード広告対象テキスト抽出エ
ンジンは、入手されるテキスト（前処理されたテキストを含む）を広告キーワードＤＢ６
５７０に照合してフィルタリングして、広告キーワードＤＢ６５７０に存在し一致するテ
キスト列を抽出し、上記抽出されたテキスト列でキーワード広告対象テキストを生成し出
す。上記広告キーワードＤＢ６５７０には、商品またはサービスの名称を集めておいた商
品サービス名称ＤＢや、キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から提供を受けた
広告主登録広告キーワードＤＢなどがその例になることができる。
【０２３６】
  上記キーワード広告対象テキスとは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０が受容することができる形態のテキストであって、大別して次の３つの例があることが
できる。
【０２３７】
  第１に、商品またはサービスなどの名称がある。上記商品またはサービスの名称は、名
詞または名詞句などの形態を持つことが好ましい。例えば、アイポッド（Ipod）、ノート
ブック、花配達などがこれらの例に属する。
【０２３８】
  第２に、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が、検索キーワード広告（
広告主が特定のキーワードを登録しておき、検索者が上記キーワードまたは上記キーワー
ドと関連したキーワードを入力した時、キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果の
うち、広告主のキーワード広告コンテンツが出てくる方式を遂行する広告形式、代表的な
ものには、google.comで遂行される検索キーワード広告などがそれであり、overture.com
が遂行する検索キーワード広告方法も同様である。naver.comなどでもプラスプロのよう
な多様な検索キーワード広告商品を出している）を遂行する検索キーワード広告主が登録
しておいた“検索広告キーワード”などとなることができる。上記検索広告キーワードは
、広告主が登録しておいたものであって、広告タイトル、広告説明及び／又はその他のテ
キストからなるキーワード広告コンテンツでありうる。上記検索広告キーワードには、“
プラダ（prada）”のようなブランド（商標）、商品やサービスなどの名称、地名や人名
などの各種の普通名詞や固有名詞などがその例になることができ、その他にも広告主が登
録しておいた任意の文字列になることができる。
【０２３９】
  第３に、句、節、文章などの文字列情報である。google.comやnaver.comのような多数
の検索ポータルや、overture.comのような検索キーワード広告代行社などは、入力される
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文字列情報を加工処理して、キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果だけでなく、
自身の広告主が登録した検索広告キーワードと一致したり関連するキーワード広告コンテ
ンツが含まれた検索結果を提供する機能を保有している。したがって、入手されるテキス
トからキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供するために、上記キーワード
広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記テキストを既設定された単位（文章、
句、または節単位など）で加工して、キーワード広告対象テキストを抽出する。
【０２４０】
  次に、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が、上記キーワード広
告対象テキストを抽出する方法についてより詳しく説明する。
【０２４１】
  本発明の上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がキーワード広告対
象テキストを抽出する方法は、１）内部にキーワード広告対象テキストをＤＢに格納して
おいた広告キーワードＤＢ６５７０を持っており、かつ入手されるテキストを上記キーワ
ード広告対象テキストをＤＢに照合して上記キーワード広告対象テキストを抽出する方法
、２）既設定された仲介サーバに入手されたテキストを転送し、上記仲介サーバで上記入
手されるテキストを処理してキーワード広告対象テキストを抽出し、これを上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００が転送を受ける方法などがありうる。
【０２４２】
  上記広告キーワードＤＢ６５７０には、上記商品またはサービス名称が入っていたり、
上記広告主が登録しておいた“検索広告キーワード”などが入っていることができる。こ
の際、上記仲介サーバは、自身が上記広告キーワードＤＢ６５７０を持っていたり、上記
広告キーワードＤＢ６５７０を持っている第３のサーバを介してキーワード広告対象テキ
ストを抽出することができる。上記入手されるテキストで上記広告キーワードＤＢ６５７
０に照合する前に、上記入手されるテキストを前処理できるが、上記前処理は構文分析ま
たは形態素分析（複合名詞分解を含む）などを遂行することをいう。上記前処理はキーワ
ード広告対象テキスト前処理エンジンが遂行する。
【０２４３】
  入手されるテキストが名詞または名詞句程度であれば、これを上記広告キーワードＤＢ
６５７０に照合することは容易な作業である（英語の場合、stem analyzerを使用すれば
、名詞の複数型を単数型に処理することは簡単である）。しかしながら、韓国語のように
助詞を使用する場合には、上記形態素分析などを通じて助詞を分離することが必要である
。また、動詞などの場合にも、上記動詞と関連した名詞などを抽出することも形態素分析
などを通じて可能である（例えば、“旅行する”から“旅行”を分離することをいう）。
入手されるテキストから上記口文分析、形態素分析などにより名詞などを抽出することは
、自然語処理技術では公知の技術であるので詳細な説明は省略する。上記のような前処理
は、上記広告キーワードＤＢ６５７０を含んでいる所で処理される。即ち、上記広告キー
ワードＤＢ６５７０を上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が持って
いる場合であれば、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が入手され
るテキストからキーワード広告対象テキスト（商品、サービスの名称、固有名詞、普通名
詞、検索広告キーワード等）を抽出することができ、上記仲介サーバや上記第３のサーバ
も同様である。一方、セマンティク抽出技術（semantic  extraction technology）を使
用すれば、より精巧なキーワード広告対象テキストの抽出が可能である。このセマンティ
ク抽出技術は、当業者には公知の技術である。
【０２４４】
  勿論、上記キーワード広告対象テキスト抽出のように、表現上ではマルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００が遂行すると表現したが、上記の機能は上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００と連動して遂行される任意のプログラム９１０
０が遂行することを排除するのではない。即ち、上記キーワード広告対象テキストを入手
及び／又は抽出する機能を遂行するモジュールと上記マルチメディアコンテンツサービス
システム１０００との関係は、１）同一事業者が運営する同一の全体プログラム９１００
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内に全て含まれている場合、２）同一事業者が運営するが、別のプログラム９１００で作
動する場合、３）別の事業者が運営する別のプログラム９１００や上記両者間に通信を遂
行して互いに協力する場合（マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がスト
リーミングに提供するマルチメディアコンテンツファイルに対する統制権を上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００が持っており、自身が制御するファイルで入
手する情報を上記モジュールに提供することを含む）がある。
【０２４５】
  ここで、音声認識の問題を簡単に説明する。本発明は、ユーザが視聴覚するマルチメデ
ィアコンテンツから入手されるテキスト（タグ情報、タイトル情報、説明情報、カテゴリ
ー情報など）からキーワード広告対象テキストを抽出し、上記抽出されたキーワード広告
対象テキストに関して（広告性）キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果をユーザ
に表示することを目的とする。マルチメディアコンテンツから出る音声が“ニューヨーク
５番街のファッション雑誌編集長はプラダかばんをさげる”という時、音声認識機能が完
全でなくて、“ファッション”を“フェッスン”に、“雑誌”を“ザビジ”に間違って認
識したが、“プラダ”は“プラダ”と、“かばん”は“かばん”と正常に認識したと仮定
する。この場合、“フェッスン”と“ザビジ”とが、上記広告キーワードＤＢ６５７０に
ない場合であれば、上記“フェッスン”と“ザビジ”を上記キーワード広告対象テキスト
から除外させればよい、上記“プラダ”や上記“かばん”のうち、いずれか１つ以上が上
記広告キーワードＤＢ６５７０にある場合、あるものだけキーワード広告対象テキストと
して処理すればよいためである。即ち、音声認識システムが誤認識し認知できない場合で
も、認識処理されたものの中で上記広告キーワードＤＢ６５７０にあるものに限り、キー
ワード広告対象テキストとして処理すればよい。上記の状況で、“ファッション”、“雑
誌”、“プラダ”、“かばん”全てに関し、キーワード広告コンテンツが含まれた検索結
果を提供する必然性はないため、正確に認識される（一例として広告キーワードＤＢ６５
７０に存在する単語）に関してのみキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供
しても、ユーザには何も異常もない。このように、キーワード広告対象テキストを制限的
に処理しても、ユーザは自身に露出されたもののみを認識するようになるので、音声認識
率が実際とは異なり、相当に高いものと認知するようになる付加的な長所もある。即ち、
上記の状況で、“プラダ”及び／又は“かばん”に対する（広告性）キーワード広告コン
テンツが含まれた検索結果をユーザに提示するためである。勿論、広告キーワードＤＢ６
５７０には存在するが、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００でキーワード
広告コンテンツが含まれた検索結果を提供できない場合があるが、この時には上記キーワ
ード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供できないものは除いて、キーワード広告コ
ンテンツが含まれた検索結果が正常に入手されるものに限って、ユーザに露出すればよい
。
【０２４６】
  広告性でないキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果のみを露出する場合であれ
ば、このような問題は発生する可能性が極めて低いが、広告性キーワード広告コンテンツ
が含まれた検索結果を露出させるべき場合であれば、広告主が検索キーワード広告として
登録させていない検索語が発生する。この場合、政策に従い、非広告性キーワード広告コ
ンテンツが含まれた検索結果を露出する方法、正常に入手される広告性キーワード広告コ
ンテンツが含まれた検索結果のみ露出する方法があることができるが、後者が好ましい。
このような問題は、後述する複数個のキーワード広告対象テキストが発生する場合、広告
主が検索キーワード広告として登録させていないとか、キーワード広告対象テキストに対
する広告がない場合への処理問題に帰属される。複数個の広告対象テキストがある時、こ
れらを１つずつ上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する場合であれ
ば、ｉ－１番目のキーワード広告対象テキストに対する広告があり、ｉ番目のキーワード
広告対象テキストに対する広告がない場合、ｉ番目のキーワード広告対象テキストに対す
るキーワード広告コンテンツは入手できないので、ｉ番目のキーワード広告対象テキスト
に対する処理はスキップ（skip）し、ｉ－１番目のキーワード広告対象テキストに対する
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キーワード広告コンテンツを続けて維持したり、既設定された処理を遂行し、ｉ＋１番目
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する。仮に、複数個のキーワード広告対象テキストに関し、幾つのグループに分けて上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する場合、グループ単位で本文段
で説明した上記ｉ－１番目、ｉ番目の処理を遂行すればよい。仮に、複数個のキーワード
広告対象テキストを一度に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する
場合、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広
告コンテンツがある場合には、転送を受けたキーワード広告コンテンツを、一度に全て、
または何個ずつの単位で転送を受けたキーワード広告コンテンツをローリング（ローリン
グするように制御することは、ユーザコンピュータ９０００側のブラウザへ転送されたス
クリプトコードやその他のプラグインなどのプログラムで行うようになる）して提供する
ことができる。例えば、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から１０個のキーワード広告コンテンツ
の転送を受けた場合であれば、２つずつ処理する場合、５回に亘って各々異なる２つが１
セットになったキーワード広告コンテンツ集合をユーザコンピュータ９０００へ転送する
ことができる。このために、上記ストリップトコード（プログラム）などは、上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００に最初の２つのキーワード広告コンテンツ
を既設定された時間の間、既設定された方式（ローリング等）により表示されるようにし
た後、追加的な２つのキーワード広告コンテンツを要請することができる。仮に、上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が最初のキーワード広告コンテンツを
転送する時、転送できる最大キーワード広告コンテンツの個数を１０とし、一度に２つず
つ転送を受けるようにする制御情報を含めたスクリプトコードを提供したとすれば、上記
スクリプトコードが作動する時、２つずつキーワード広告コンテンツを入手するように作
動できる。即ち、一度に１０個を全て転送し、ユーザウェブブラウザのスクリプトでロー
リングしたり、２つのみ転送し、８個はセッションやＤＢなどに格納しておいてから、追
加要請がくる度に次の２つずつ送る方法も可能である。ローリングのためのストリップト
コードの一例を提示する。
【０２４７】
 　　　ローリング（ジャバスクリプト）
 　　　1: for (var i = 0; ; i++) {
 　　　2:    setTimeout(“rollAd(“+i+”)”, 20*1000);
 　　　3: }
 　　　…
 　　　5: function rollAd(idx) {
 　　　6:    document.getElementById(“adLayer”).innerHTML = adContents[idx %  
adContets.length];
 　　　7: }
 　　　
 　　　1 : 無限繰り返し
 　　　2 : 20秒毎にrollAdという関数を呼び出し
 　　　6: rollAd関数はadLayerという広告表示領域に次の広告を表示 
 　　　次に、サーバに追加要請するスクリプトを例示的に提示する。

 　　　1: while (true) {
 　　　2:   setTimeout(“nextAd()”, 20*1000);
 　　　3: }
 　　　…
 　　　5: function nextAd() {
 　　　6:   if (end == false) {
 　　　7:     getAdByAJAX();
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 　　　8:   }
 　　　9:    document.getElementById(“adLayer”).innerHTML = adContents[current
Idx %  adContets.length];
 　　　10:  if (currentIdx+1 >=  adContents.length)
 　　　11:    currentIdx = 0;
 　　　12:  else 
 　　　13:    currentIdx++;
 　　　14: }
 　　　
 　　　1: 無限繰り返し 
 　　　2: 20秒毎にnextAd関数を呼び出し
 　　　6~7: AJAXを用いて次のキーワード広告コンテンツがあるか否かを照合して、あれ
ば格納し、なければその後にはこれ以上照合しない
 　　　9: 毎度広告表示領域に次の広告を表示 
 　　　10~13: 次回に次の広告を見せるようにするために位置を１つ移しておく
【０２４８】
  上記広告キーワードＤＢ６５７０には、商品またはサービスなどの名称や広告主が登録
した検索キーワード広告用検索広告キーワードを含むことができる。上記広告キーワード
ＤＢ６５７０の生成方法と更新方法とを合わせて説明する。
【０２４９】
  商品またはサービスなどの名称は、商品辞書、サービス名称辞書、職業名称辞書、商品
電子カタログ（国際標準がある）、サービス電子カタログ、または名詞辞書などからその
商品またはサービスなどの名称集合（set of goods name or/and service name）を生成
することができ（勿論、外部の第三者から転送を受けることができる）、上記商品または
サービスなどの名称集合をＤＢで格納しておくことができる。勿論、商品またはサービス
などの名称集合をＤＢＭＳまたは検索エンジンが検索できるようにインデックス化させて
おくことができることは勿論である。上記検索広告キーワードを集めた検索広告キーワー
ド集合は、上記検索キーワード広告を遂行する者（例えば、google.comやnaver.comなど
の検索キーワード広告を遂行するポータルや、overture.comのような検索キーワード広告
代行社等）から転送を受けて生成できる。即ち、上記検索キーワード広告を遂行する者の
サーバと上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が周期的または既設定
された時間／条件単位で通信を遂行して、上記検索キーワード広告を遂行する者のサーバ
から上記検索広告キーワード集合を入手することができ、上記入手された検索広告キーワ
ード集合から上記広告キーワードＤＢ６５７０を生成及びアップデート（更新）すること
ができる。勿論、上記検索広告キーワード集合は、上記マルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００と上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００との仲介機能を
遂行する仲介サーバからくることもできる。
【０２５０】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が上記広告キーワードＤＢ６
５７０を持っていない場合、または持っているとしても、広告キーワードＤＢ６５７０が
足りなくて、自分の機能を遂行できない場合（相当量のテキストを入手したが、広告キー
ワードＤＢ６５７０でキーワード広告対象テキストを１つも生成できない場合等）が発生
した場合には、前述した第３の方式が適用できる。上記第３の方式は、句、節、文章など
の文字列情報をgoogle.comやnaver.comのような多数の検索ポータルや、overture.comの
ような検索キーワード広告代行社に転送し、上記検索ポータルや上記検索キーワード広告
代行社が上記文字列を分析して（口文分析、形態素分析などの任意の分析を含み、大多数
のポータルはどんな形態でも文章、句、または節形態のテキスト入力を受容し、これらか
らどんな形態でもキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供してくれる）、キ
ーワード広告対象テキストを生成することができ、上記キーワード広告対象テキスト及び
／又は上記キーワード広告対象テキストに対応するキーワード広告コンテンツが含まれた
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検索結果を上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送することがで
きる。上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記キーワード広告
対象テキストのみが転送される時は、これをまたキーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００へ転送して、キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果の転送を受ければよく
、上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果が転送される時は、これをユーザに
表示してくれればよい。勿論、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と上
記検索ポータルや上記検索キーワード広告代行社サーバとの間には、仲介サーバが媒介で
きる。上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と上記検索ポータルや上
記検索キーワード広告代行社サーバが遂行する仕事とやり取りする情報、及びそれぞれの
機能は仲介サーバを導入する場合で当業者に自明であるので、細部的な説明は省略する。
【０２５１】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が、上記キーワード広告対象
テキストを、上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供できる少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法について説明す
る。上記マルチメディアコンテンツからテキストを入手する時、上記テキストが、１）字
幕（キャプション）、または２）翻訳された字幕、及び／又は３）音声認識を通じて入手
される場合には、ＵＣＣタグとは異なり、マルチメディアコンテンツのストリーミングな
どの転送に従って時間的に引き続き入手される（勿論、事前にマルチメディアコンテンツ
を再生して音声認識をしておくこともでき、ストリーミング転送しながらマルチメディア
コンテンツを再生して音声認識を遂行することもできる）。このため、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００は、１）既設定された時間、または／及び２）既
設定されたキーワード広告対象テキストの個数単位（例えば、３つ以上になるまで新たな
キーワード広告対象テキストを転送しない等）で、上記キーワード広告対象テキストを上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送することができる。一方、ＵＣＣ
タグ情報から入手されたものである場合、上記マルチメディアコンテンツの時間的な転送
とＵＣＣタグ情報からのテキストの入手は独立的（互いに関係がない、即ち、マルチメデ
ィアコンテンツの特定の区間とＵＣＣタグから入手されるテキストとは関連性がない）で
ある。よって上記ＵＣＣタグから入手されるテキストからキーワード広告対象テキストを
抽出し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送することは、マルチメ
ディアコンテンツの特定の区間の転送とは独立的に行なわれることができる。好ましくは
、上記マルチメディアコンテンツの開始区間、上記マルチメディアコンテンツの終了区間
、及び／又は上記マルチメディアコンテンツの転送過程で、上記１）、２）、及び／又は
３）の方式により上記キーワード広告対象テキストの抽出が既設定された個数に足りなく
なる区間（マルチメディアコンテンツ転送時、特定の区間では音声や字幕が殆どないので
、テキストを抽出し難い所があることがあり、その他の理由により結果的にキーワード広
告対象テキストの抽出が少ない区間があることがある）で、上記ＵＣＣタグから入手され
るキーワード広告対象テキストを、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ
転送することが好ましい。一方、上記１）～３）の方法が可能でない場合は、タグ情報、
タイトル情報、説明情報などからテキストを抽出することができる。
【０２５２】
  次に、上記キーワード広告対象テキストに対する広告性キーワード広告コンテンツが含
まれた検索結果を生成し出す上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００について
説明する。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、一実施形態として、外
部から転送されて来る検索語（質疑語）を入手する検索語入手部、上記検索語入手部が入
手した検索語を加工する検索語加工部、上記検索語入手部が入手した検索語または上記検
索語加工部が加工した検索語から検索を遂行する広告検索エンジン部、及び検索結果を転
送する検索結果転送部を含むことができる。上記検索語加工部は、選択的であることもで
きるが、存在することがより好ましい。特に、本発明でキーワード広告対象テキスト生成
モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストに加工が必要な場合にはより
一層そうである。これは、通常的に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が
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含んでいる検索キーワード広告自体とユーザが入力する文句とが異なる場合が多いためで
あり、これは本発明のキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキ
ーワード広告対象テキストに関しても同様である。上記広告検索エンジン部は、検索を直
接遂行する広告検索部、上記広告検索部が検索クエリー（query）で質疑する対象となる
広告用検索インデックス、またはキーワード広告コンテンツＤＢを更に含むことができる
。この際、検索エンジン方式により検索する場合には、上記広告用検索インデックスを通
じて上記キーワード広告コンテンツＤＢ上にある特定のキーワード広告コンテンツの存在
及び位置を探し出す方法を取る。一方、ＤＢＭＳ（Database Management System）、また
はその他の方式によりＤＢクエリーで上記キーワード広告コンテンツＤＢに直接質疑する
方式も導入できるが、この際、上記キーワード広告コンテンツＤＢ内では質疑応答速度を
上げるために、少なくとも１つ以上の特定のフィールドにインデックスがかかっているこ
とができる。この場合、論理的には、上記キーワード広告コンテンツＤＢは、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００の内部にあるが、上記広告検索エンジン部の外部
に存在する方法を取ることもできる。また、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００は、各広告又は上記各キーワード広告コンテンツを評価する広告評価部を更に含む
ことができる。上記広告評価部が広告をどのように評価するかは、下記“プラダ”及び“
かばん”に対する広告評価方法にその一実施形態がある。
【０２５３】
  外部または内部から上記キーワード広告対象テキストが上記キーワード広告コンテンツ
提供サーバ３１００へ転送されれば、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
は、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関して検索を遂行して、キーワード
広告コンテンツが含まれた検索結果を生成し出す。この際、上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００が生成し出すキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果は、非
広告性キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を排除しないが、広告性キーワード
広告コンテンツが含まれた検索結果であることがより好ましく、上記広告性キーワード広
告コンテンツが含まれた検索結果は、広告主が登録する検索キーワードに対応する広告主
の検索キーワード広告コンテンツでありうる。上記広告主の検索キーワード広告コンテン
ツは、google.comの検索広告のようなテキストからなることもできるが、非テキスト型イ
メージ広告（バナー、マルチメディアコンテンツ、フラッシュファイルなど、テキスト型
でない広告）でありうる。上記非テキスト型キーワード広告コンテンツに関し、広告主が
上記検索キーワードを対応させておいた場合には、上記検索キーワードに対応する上記非
テキスト型キーワード広告コンテンツを抽出できるためである。
【０２５４】
  上記の例において、“プラダ”と“かばん”が上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００に転送された時、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、“プ
ラダ”と“かばん”に関する広告性キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を生成
できる。通常的に上記広告性キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果は、広告主が
“プラダ”と“かばん”を既設定された費用を支払条件とする自身のキーワード広告コン
テンツでありうる。広告主は、検索者が“プラダ”や“かばん”を検索語として入力した
場合、自身のキーワード広告コンテンツが露出されたり、露出後、クリックなどの検索者
の作用を受けて自身のキーワード広告コンテンツが露出される、または自身のキーワード
広告コンテンツとリンクされる特定のウェブサイト又はウェブページが露出されることに
対する対価を支払う方式により、検索キーワード広告をするようになる。
【０２５５】
  この際、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の観点では、次の４つの問
題が発生する。第１に、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の上記広告性
キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果は、少なくとも２つ以上でありうる。この
場合、全てのものを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送する
か、そうでなければ特定の個数だけ上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００へ転送するか、についての問題である。即ち、転送されるキーワード広告コンテンツ
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の個数に関する問題である。第２に、“プラダ”と“かばん”に関し、同時にキーワード
広告コンテンツが含まれた検索結果を提供するべきである場合、どれに対するキーワード
広告コンテンツが含まれた検索結果をどれ位提供するかの問題である。即ち、複数の要請
に対する分配の問題である。より詳しく説明すれば、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００から“プラダ”と“かばん”に対するキーワード広告コンテンツが
含まれた検索結果提供要請が同時（または、既設定された時間帯内で同時に要請される時
、なぜならば、上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果が上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００で交替されることがリアルタイム交替であることも
あるが、最小限の既設定された時間間隔をおいて交替できるためである）に入手される場
合、１）どれを優先的にキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供すべきか、
２）各々に関してどれくらい多くの個数のキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果
を提供すべきか、の問題を決定しなければならない。
【０２５６】
  上記第１と第２の問題を解決する方法は、例示的なものであって、次の通りである。ま
ず、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が要請するキーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果の個数を制限条件として、その制限条件を超えないように
する。勿論、キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記制限条件を考慮せず
、自身の通常的な方式により既設定されたキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果
の個数を転送することができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
は、自身の立場で転送されるキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果の上記ユーザ
への露出個数を調節することができる。
【０２５７】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記入手される各キーワード広
告対象テキスト別に、１）少なくとも１つ以上の各広告主のキーワード広告コンテンツに
対する露出及び／又はクリック対比広告単価、２）上記キーワード広告コンテンツが露出
された時の露出対比クリック率などを知っていることができる。したがって、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００の立場で最大の広告収益を上げることができる方
法は、上記１）のみ適用される場合には、広告単価が高い順になり、上記１）と２）が同
時に適用される場合には、各広告主別の広告単価＊露出対比クリック率が、クリック時に
広告を支払う場合の支出広告費の期待値（expectation）となる。したがって、上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、転送されて来る少なくとも１つ以上のキー
ワード広告対象テキストに関し、各検索広告キーワード別の上記広告費の期待値を計算し
、上記期待値が高い順位別に１）各検索広告キーワード別に、２）２つ以上の検索広告キ
ーワードに関するキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を混ぜて、上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送されるキーワード広告コンテンツが含
まれた検索結果を生成することができる。勿論、各広告主のキーワード広告コンテンツを
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送する時、各キーワード広
告コンテンツの広告単価及び／又は各キーワード広告コンテンツの露出対比クリック率に
対する情報を一緒に転送し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が
各キーワード広告コンテンツを露出するか否か、露出順位、露出時間などを決定してユー
ザに露出することもできる。上記仲介サーバ（マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００）からキーワード広告対象テキストの転送を受けて、上記キーワード広告対象
テキストを加工して、上記加工されたキーワード広告対象テキストで広告検索を遂行し、
キーワード広告コンテンツのキーワード広告コンテンツを評価して、上記評価されたキー
ワード広告コンテンツに順位情報を与えてキーワード広告コンテンツを仲介サーバ（マル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００）へ転送することができる。この際、上
記キーワード広告対象テキストの加工は省略することもできる。上記検索対象の加工とは
、上記キーワード広告対象テキストが、商品またはサービス名のような名詞またはその他
の上記広告検索サーバが容易に受容できる文字列でない場合、これを１）上記広告検索サ
ーバが容易に受容できる文字列に変えたり、２）上記キーワード広告対象テキストに含ま



(82) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

れたり一致しないが、関連性の高い文字列に対置して、上記文字列で検索を遂行できるよ
うにすることをいう。上記加工の一実施形態には、“今日はとても暑いことと予想されま
す”という言葉がキーワード広告対象テキストとして入手される場合、この文章で“とて
も暑い”というテキストを加工して、暑さと関連した、アイスクリームなどの加工された
テキストを生成し出すことが挙げられる。このような検索語の具体的な加工は、自然語処
理の研究結果物の中で多数採用することができる。
【０２５８】
  例えば、下記の＜表２＞の通りである。キーワード広告対象テキスト／検索広告キーワ
ードを、“プラダ”と“かばん”とする。これは例示的なモデルであり、当業者であれば
、本モデルで本例示と個数が異なる時にも容易に応用可能である。
【０２５９】
【表２】

  上記の場合、キーワード広告対象テキスト／検索広告キーワードが“プラダ”の場合に
は、期待値が高い広告主Ｃのキーワード広告コンテンツを最優先的に露出することが最も
好ましい。２つを露出させるべき場合であれば、ＣとＡが合理的な選択である。勿論、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の広告露出政策に従い、上記広告単価が
高いものを先に露出させるべきであれば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ順に露出しなければならない。
【０２６０】
  プラダとかばんを併行して混ぜて露出する場合であり、その個数が３個であれば、広告
主Ｃ、Ａ、Ｅを露出することが合理的である。即ち、“かばん”に対する広告主Ｅのキー
ワード広告コンテンツを露出することが、“プラダ”に対するＢのキーワード広告コンテ
ンツを露出することより合理的な選択である。
【０２６１】
  仮に、“プラダかばん”に対する広告主があれば、上記キーワード広告対象テキスト／
検索広告キーワードが“プラダ”と“かばん”の場合、広告主Ｊのキーワード広告コンテ
ンツを最優先的に露出することが好ましい。この際、期待値が同一の広告主Ａ、Ｉ、Ｋの
うち、いずれか１つを含めなければならない場合には、内部で選択される政策（通常、２
つの検索広告キーワードが一致するＩ及びＫが好ましくて、これら２つのうちでも広告単
価が高いＩを露出することが１つの政策でありうる）に従うとか、循環して露出すること
ができる。（“プラダ”、“かばん”、及び“プラダかばん”のキーワードに対する広告
単価、露出対比クリック率のような情報を持っている他システム（マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００、またはメタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０
００）も、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００のような最適のキーワー
ドを選択することもできる）。



(83) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

【０２６２】
  勿論、この際、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が露出するか
否か及び順位を決定し、上記キーワード広告対象テキスト／検索広告キーワードを２つ以
上のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に提供し、キーワード広告コンテンツ
が含まれた検索結果の露出または露出されたキーワード広告コンテンツが含まれた検索結
果に対するクリックなどによって広告費収益（share）を共有し、各キーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００が異なる収益共有割合を有する場合であれば、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００は、上記例示で収益共有割合まで考慮した上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００基準の期待値が最も高い広告主の広
告を露出する選択をすることができる。即ち、上記マルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００は、前述したように、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツの露出
前に上記キーワード広告コンテンツを全て表示するのでなく、既設定された基準に従いフ
ィルタリング（filtering）してフィルタリングを通過したキーワード広告コンテンツの
みを表示することができる。上記フィルタリングの基準は、上記キーワード広告表示モジ
ュール７９００が含んでいる。
【０２６３】
  上記広告性キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を露出させるマルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００（マルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００に内蔵された上記キーワード広告表示モジュール７９００がその機能を遂行できる）
は、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツを、自身の政策に従い、ユーザに露出さ
せることもできる。即ち、本発明は、マルチメディアコンテンツの転送過程で、上記マル
チメディアコンテンツで入手できるテキストに基づいたキーワード広告コンテンツを露出
することを含む。よって上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を露出する時
、一定時間帯（マルチメディアコンテンツのユーザコンピュータでの再生は時間の経過を
必要とし、時間の経過を期間または帯の観点から把握すれば、時間帯となることができる
）では、テキスト入手の不足、または前述したその他の理由により露出するキーワード広
告コンテンツが含まれた検索結果が足りないことがある。この時には、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００の上記キーワード広告表示モジュール７９００は
、１）以前の時間帯のキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果と現在時間帯のキー
ワード広告コンテンツが含まれた検索結果を混ぜて表現する方法、２）現在時間帯で生成
されるキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果で、以前の時間帯のキーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果のうち、最も過去ものから押し出す方法、３）ＵＣＣタグ
に基づいたテキストに関連したキーワード広告コンテンツは、上記マルチメディアコンテ
ンツの再生時間帯とは関係ないので、上記ＵＣＣタグに基づいたテキストに関連したキー
ワード広告コンテンツで足りないキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を詰める
方法などを採択することができる。
【０２６４】
  勿論、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果としての上記キ
ーワード広告コンテンツの表示は、表現上ではマルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００が遂行すると表現したが、上記の機能は、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００と結合または連動して遂行されるプログラム９１００としての上記
キーワード広告表示モジュール７９００が遂行することを排除するのではない。即ち、上
記キーワード広告表示モジュール７９００と上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００との関係は、１）同一事業者が運営する同一の全体プログラム９１００内に
全て含まれている場合（結合している場合）、２）同一事業者が運営するが、別のプログ
ラム９１００で作動する場合（連動する場合）、３）別の事業者が運営する別のプログラ
ム９１００や上記両者間に通信を遂行して互いに協力する場合がある。
【０２６５】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の上記キーワード広告表示モ
ジュール７９００が遂行することを要約して順次に表現すれば、次のような流れで整理で
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きる。まず、上記キーワード広告表示モジュール７９００が上記検索キーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツを入手し、入手したキーワード
広告コンテンツの個数やキーワード広告コンテンツ長さやサイズなどを考慮して、既設定
された基準に表示するキーワード広告コンテンツの個数を定めて、表示するキーワード広
告コンテンツをプレイされているマルチメディアコンテンツと同期化または非同期化して
、上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ
を経ることができる。勿論、この際、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
から各キーワード広告コンテンツ毎の広告単価（クリック当たり費用等）や露出対比クリ
ック率等に対する情報追加的なメタ情報が転送されてくる場合は、転送を受けたキーワー
ド広告コンテンツメタ情報に基づいて既設定された基準に従い（広告単価が限界広告単価
以上など、クリック率が基準数値以上、広告単価＊クリック率が基準数値以上等）、上記
キーワード広告コンテンツを転送するか否かがフィルタリングできる。
【０２６６】
  そして、上記テキスト入手モジュール３１１０、上記キーワード広告対象テキスト生成
モジュール６５１０、及び上記キーワード広告表示モジュール７９００は、同一の主体で
遂行されることが最も好ましい。特に、上記テキスト入手モジュール３１１０及び上記キ
ーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０はより一層そうである。上記キーワー
ド広告表示モジュール７９００の運営主体と上記マルチメディアコンテンツプレーヤーの
運営主体とは、同一であることが好ましいが、異なることもある。他の場合には、上記キ
ーワード広告表示モジュール７９００は、少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテン
ツプレーヤーサービスを提供する者に自身のサービスを提供するＡＳＰ（Application Se
rvice Provider）形態として作動できる。即ち、上記キーワード広告表示モジュール７９
００を運営する者は、自身の上記キーワード広告表示モジュール７９００を複数のマルチ
メディアコンテンツプレーヤーと連動して自身のサービスを上記ユーザに露出できるよう
になる。この際、上記キーワード広告表示モジュール７９００を供給する者は、テキスト
入手モジュール３１１０及び上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０も
一緒にＡＳＰで供給することがより一層好ましい。
【０２６７】
  上記の説明は、主としてマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００上で、マ
ルチメディアコンテンツがストリーミング方式などによりユーザコンピュータ９０００へ
転送する状況を仮定して説明したが、このようなことは、上記マルチメディアコンテンツ
がユーザコンピュータ９０００内でプレイ／再生される状況でも同様であることは当業者
には自明である。即ち、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、自
身がユーザに提供する上記マルチメディアコンテンツに関し、タグ情報などのテキスト情
報を抽出し、これに対するキーワード広告コンテンツを結合して、上記ユーザコンピュー
タ９０００に上記マルチメディアコンテンツと上記キーワード広告コンテンツを一緒に提
供する。したがって、上記マルチメディアコンテンツの再生主体は、本発明思想において
あまり重要でなく、併せて上記マルチメディアコンテンツと上記キーワード広告コンテン
ツの提供の同期化／非同期化は副次的な問題である。即ち、動画のようなマルチメディア
コンテンツに関してテキスト情報をタグ情報やタイトル情報、説明情報などで抽出して、
キーワード広告コンテンツと同期化／非同期化させて、上記ユーザコンピュータ９０００
に提供する場合、動画の特定のフレームの再生時点と上記キーワード広告コンテンツの露
出時点とを一致させる必要は殆どない。したがって、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００の観点では、どのマルチメディアコンテンツを上記ユーザコンピュ
ータ９０００に提供したかと、提供されたマルチメディアコンテンツに含まれ抽出された
テキスト間の連動（関係結び、マッチング）のみが重要である。上記マルチメディアコン
テンツが写真などのイメージファイルの場合、イメージファイルの再生は、ユーザコンピ
ュータ９０００で起こることが大部分であるので（システムのサーバでは、主としてサム
ネール（thumbnail）ファイルの再生が起こったり、サムネールファイルさえユーザコン
ピュータ９０００へ転送して、ユーザコンピュータ９０００／ユーザコンピュータ９００
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０で実行されるブラウザで再生（viewing）される）、上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００は、上記イメージファイルに連動するメタ情報（タグ情報等）と
ユーザへ転送したマルチメディアファイルの１：１対応関係のみを確保していると、本発
明思想の広告方法が実施できるようになる。即ち、上記マルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００は、ユーザコンピュータ９０００のブラウザに特定のイメージファイ
ルに関する情報が含まれたウェブページを生成して転送する時、上記生成されたウェブペ
ージにおいて上記イメージファイルが見られる位置の下／横のような既設定された位置に
、上記イメージファイルのタグ情報などのメタ情報から入手したテキスト情報に基づいた
少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを含めて転送することができる。このよ
うな上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の作動方式は、動画ファイ
ルの転送も同様である。
【０２６８】
  次に、再生されるマルチメディアコンテンツと上記マルチメディアコンテンツから入手
されるテキストに基づいたキーワード広告コンテンツの提供との間の同期化について説明
する。キーワード広告コンテンツに対する注目度及び上記キーワード広告コンテンツに対
するクリックなどのユーザの上記キーワード広告コンテンツに対する作用行為を誘導する
ためには、上記マルチメディアコンテンツの特定のシーンがプレイされる時に出てくる字
幕情報（翻訳字幕情報を含む）、またはキャプション情報をなすテキストと関連したキー
ワード広告コンテンツが出てくることが好ましい。したがって、時々刻々に変動する上記
字幕情報またはキャプション情報と上記キーワード広告コンテンツを同期化することが必
要である。
【０２６９】
  上記同期化は、次の３つ方法のうち、いずれか１つで達成されることが好ましい。
【０２７０】
  第１の方法は、テキストの入手とキーワード広告コンテンツが含まれたキーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果をリアルタイム同期化することを特徴とする。上記マルチ
メディアコンテンツから特定の時点にプレイされているマルチメディアコンテンツに関し
、上記特定の時点が属する時間区間（または、フレーム区間）内での字幕またはキャプシ
ョンなどからテキストを入手し、上記入手されたテキストでキーワード広告対象テキスト
を入手し、上記入手された上記キーワード広告対象テキストに関するキーワード広告コン
テンツが含まれた検索結果を提供できる少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
提供サーバ３１００に質疑する方式により獲得されたキーワード広告コンテンツが含まれ
た検索結果を、上記マルチメディアコンテンツがプレイされている上記プレイヤーの下部
、左側、右側面、または既設定された位置に表示できる。本方法は、上記特定の時間区間
（または、フレーム区間）内でのキーワード広告対象テキストの入手及びキーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果の表示までがリアルタイムに同期化される方式である。本
方法は、字幕またはキャプションでない音声認識方法でもテキストをリアルタイムに入手
できるので、上記音声認識方法を適用する場合に活用できるという点で、後述する第２の
方法とは差がある。
【０２７１】
  第２の方法は、テキストの入手とキーワード広告コンテンツが含まれたキーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果を先に入手して格納する途中で上記入手されるテキストが
字幕またはキャプションに表れる時、上記キーワード広告コンテンツを表示する方法であ
る。上記マルチメディアコンテンツから特定の時点にプレイされるマルチメディアコンテ
ンツに関し、上記特定の時点が属する時間区間（または、フレーム区間）の以前に、上記
特定の時点が属する区間内での字幕またはキャプションなどからテキストを入手し、上記
入手されたテキストからキーワード広告対象テキストを入手し、上記入手された上記キー
ワード広告対象テキストに関してキーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を提供で
きる少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑する方式
により、キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を獲得し格納する。上記格納され
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たキーワード広告コンテンツは、上記テキストと関連のある字幕またはキャプション情報
が表れるべき時点又は時間区間（または、フレーム区間）に合せて、上記字幕または上記
キャプション情報と上記キーワード広告コンテンツが同期化されて出る。この際、上記キ
ーワード広告コンテンツは、上記時点または上記時間区間（または、フレーム区間）と一
緒に格納されることが好ましい。即ち、上記キーワード広告コンテンツに上記時間区間（
または、フレーム区間）情報をメタタグまたは上記キーワード広告表示モジュール７９０
０が認識できる情報の形式で格納することが好ましい。上記キーワード広告コンテンツは
、上記マルチメディアコンテンツがプレイされている上記プレイヤーの下部、左側、右側
面、または既設定された位置に表示されることが好ましい。本方法は、上記キーワード広
告コンテンツを入手する時点と上記キーワード広告コンテンツと関連性がある字幕または
キャプションが表れるマルチメディアコンテンツの特定の部分がプレイされる時点との差
が大きくないこと（前者が後者より若干遅い、できる限り１～１０時間区間（または、フ
レーム区間）単位の差があることが好ましい）が、後述する第３の方法と異なる特徴であ
る。
【０２７２】
  一方、この際、キーワード広告コンテンツが、動画や字幕より既設定された時間だけす
こし遅く出てくるようにすることがむしろ好ましいこともある。なぜならば、動画や字幕
からなにかを聞いたり見て、その商品に対して認知し、関心が生じた以後に広告が出てく
ると、クリックする確率が高いためである。なにか見えるやいなや広告が出ると、予め内
容を知るようになる場合もあり、まだ関心や好奇心が生じていない状態であるので、広告
をクリックする確率が低くなる。このような事実は、時間従属的商業的タグを入力する時
も同様であるので、広告表示開始時間を適切なタイミングに入れるようにすることも重要
であることと思われる。このような時間遅延キーワード広告コンテンツ表示を具現する方
法は、大別して２つがある。１つは、スクリプト（プログラム）などにタイマーを挿入し
、タイマーが既設定された時間になった時、マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００からキーワード広告コンテンツを要請してキーワード広告コンテンツを受信した
後に表示するようにする方法である。もう１つは、キーワード広告コンテンツを予め受け
ておいてから、既設定された時間が経過した時、キーワード広告コンテンツを表示するよ
うに制御する方法がある。
【０２７３】
  第３の方法は、上記字幕またはキャプションはファイル形態であるので、上記字幕また
はキャプションに含まれた時間区間（または、フレーム区間）単位情報に基づいて、全て
の字幕またはキャプションファイルにあるテキストを上記時間区間単位で処理して、上記
時間区間単位で上記テキストに対応する上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結
果を入手し、これを上記時間区間情報を含んで格納しておくことができる。この際、上記
キーワード広告表示モジュール７９００が、上記マルチメディアコンテンツがプレイされ
る時、特定の時点にプレイされる上記マルチメディアコンテンツファイルのメタ情報に含
まれている時間区間情報を上記キーワード広告コンテンツファイルのメタ情報に含まれて
いる時間区間情報と同期化させて上記キーワード広告コンテンツを表示することができる
。
【０２７４】
  Youtube.comやpandora.tvのような、いわゆるＵＣＣマルチメディアコンテンツを取り
扱うサイトは、ユーザが撮影、入手、または生成したＵＣＣとしてのマルチメディアコン
テンツをアップロードできるようにし、上記アップロードされたマルチメディアコンテン
ツをストリーミング方式により転送して、ユーザのコンピュータで再生されるようにする
。上記ＵＣＣマルチメディアコンテンツは、映画などとは異なり、比較的短いということ
が特徴である。したがって、上記のようなＵＣＣマルチメディアコンテンツに関しては次
のような方法が適用できる。
【０２７５】
  上記ＵＣＣマルチメディアコンテンツファイルのメタ情報に含まれているＵＣＣタグに



(87) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

含まれているテキストを入手し、上記ＵＣＣタグに含まれているテキストに基づいたキー
ワード広告コンテンツを表示する場合には、上記キーワード広告コンテンツを上記ＵＣＣ
マルチメディアコンテンツとは独立的に、１）上記ＵＣＣマルチメディアコンテンツの再
生開始時、２）再生中、または３）上記ＵＣＣマルチメディアコンテンツの再生が終わっ
た時に表示する方法が実施できる。特に、上記ＵＣＣマルチメディアコンテンツが終わっ
た時、上記キーワード広告コンテンツを集めて表示することもできる。
【０２７６】
  本方法は、テキストからなる字幕またはキャプションファイルに最も適しているが、音
声認識方法も適用でき、このために上記プレイヤによりプレイされるマルチメディアコン
テンツを前処理するステップを取らなければならない。上記前処理は、上記マルチメディ
アコンテンツファイルを再生し、上記再生されるマルチメディアコンテンツの音声情報か
ら上記音声情報でテキストを入手し、上記入手されるテキストを基準に、１）上記テキス
ト自体、２）上記テキストからキーワード広告対象テキストを入手した後の、上記キーワ
ード広告対象テキスト、及び３）上記キーワード広告対象テキストで上記キーワード広告
コンテンツが含まれた検索結果の中から選択されるいずれか１つ以上を、上記マルチメデ
ィアコンテンツの再生時間区間情報に合せて格納する方法を取ればよい。上記プレイヤが
入手した、１）上記テキスト自体、２）上記テキストからキーワード広告対象テキストを
入手した後の、上記キーワード広告対象テキスト、または３）上記キーワード広告対象テ
キストで上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果を前述した方式のうち、いず
れか１つの方式を選択して、結果的にユーザに上記マルチメディアコンテンツと同期化さ
れたキーワード広告コンテンツを表示すれればよい。
【０２７７】
  上記マルチメディアコンテンツの前処理は、特にマルチメディアコンテンツファイル自
体で前処理することもでき、上記マルチメディアコンテンツファイル自体に、上記前処理
された、１）上記テキスト自体、２）上記テキストからキーワード広告対象テキストを入
手した後の、上記キーワード広告対象テキスト、及び３）上記キーワード広告対象テキス
トで上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果が含まれていることができる。ま
た、上記マルチメディアコンテンツがウェブマルチメディアコンテンツプレイヤーにより
サーバ上でプレイされる場合には、上記マルチメディアコンテンツの前処理は、上記ウェ
ブマルチメディアコンテンツプレイヤーが上記マルチメディアコンテンツをプレイしてス
トリーミングなどの方式によりユーザに転送される前に前処理しておかなければならず、
上記前処理された、１）上記テキスト自体、２）上記テキストからキーワード広告対象テ
キストを入手した後の、上記キーワード広告対象テキスト、及び３）上記キーワード広告
対象テキストで上記キーワード広告コンテンツが含まれた検索結果が、上記マルチメディ
アコンテンツファイルと連係して格納されていなければならない。
【０２７８】
  前処理されたテキストと、ここから得たキーワード広告対象テキストは、１つのテーブ
ルに格納し、キーワード広告コンテンツは別途のテーブルに格納しておくことが良い。
【０２７９】
  音声認識などにより入手するテキストとキーワード広告対象テキスト格納テーブルの一
例を下記の＜表３＞のような内容で提示する。この際、誤認識した単語などがありうる。
これを広告キーワードＤＢなどを照合したり、商品サービス名称ＤＢなどを通過させてフ
ィルタリングする等の前処理を遂行すれば、キーワード広告対象テキストの候補群を生成
できるようになり、キーワード広告対象テキスト候補群のうち、キーワード広告対象テキ
ストを選定することもできる。
【０２８０】
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【表３】

  下記の＜表４＞はキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０に含まれるデータの一例を表
している。
【０２８１】
【表４】

【０２８２】
　この際、可能であれば、関連のある内容を１つのテーブルに格納することが性能上では
有利である。しかし、上記で前処理テキストやキーワード広告対象テキストのように各々
０個以上の決まった大きさのコラムに入れることは１つのテーブルに入れることが可能で
あるが、１つのＩＤに関し、キーワード広告コンテンツのように０個以上の決まっていな
い数字だけのデータを格納しなければならない場合や、決まった数字だけのデータでも１
つのデータを構成するコラムが多数の場合には、他のテーブルに格納することがよい。こ
れは、関係型データベーステーブル設計の基本原理であるためである。
【０２８３】
　次に、好ましい実施形態を中心としてより詳しく説明する。もう一度本発明に関する実
施形態を説明する前に共通する要素を先に整理する。本発明思想が実施されるには、マル
チメディアコンテンツからテキストを抽出する役目を遂行する、１）テキスト入手モジュ
ール３１１０が必要であり、上記テキスト入手モジュール３１１０が入手したテキストか
らキーワード広告対象テキストを生成し出す、２）キーワード広告対象テキスト生成モジ
ュール６５１０が必要であり、上記キーワード広告対象テキストに対する広告性キーワー
ド広告コンテンツが含まれた検索結果を生成し出す、３）キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００が必要であり、上記ユーザにマルチメディアコンテンツをストリーミング
する、４）マルチメディアコンテンツ提供モジュール、及び上記広告性キーワード広告コ
ンテンツを露出させるように制御したり、制御するスクリプトを生成したり、制御するプ
ログラムを生成するようにしたり、直接制御する、５）キーワード広告表示モジュール７
９００が必要である。
【０２８４】
　上記１）乃至３）を、誰が、どのように、何時遂行するかと、上記運営主体が同一であ
るか否かによって、多様な実施形態が出ることができる。上記において、４）と５）の主
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体の側面からの関係性については前述したので、特別な場合を除いては特別な説明をしな
い。上記テキスト入手モジュール３１１０、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュ
ール６５１０、上記キーワード広告表示モジュール７９００などの各モジュールが遂行す
る機能は、上記で充分に説明したので、本実施形態の説明では全体的な構成主体及び各主
体が含むモジュールの範囲を中心とした構成に焦点を合せて説明する。
【０２８５】
　上記では、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、ユーザが選択
した特定のマルチメディアコンテンツ情報（特に、動画コンテンツ情報）に含まれている
メタ情報からリアルタイムにキーワード広告対象テキストを生成することについて説明し
た。一方、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００のマルチメディアコンテンツＤＢ１１１０にあ
る少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテンツファイルに関し、１）各マルチメディ
アコンテンツに対する情報を入手した後、２）各マルチメディアコンテンツファイルに含
まれたメタ情報を入手し、３）本明細書で説明した上記リアルタイムにキーワード広告対
象テキストから生成する方法のうち、いずれか１つ以上を選択して、上記選択した方法に
より各マルチメディアコンテンツ毎にキーワード広告対象テキストを事前に生成し、４）
生成したキーワード広告対象テキストを各マルチメディアコンテンツに対応させて格納し
ておくことができる。この際、上記ユーザコンピュータ９０００に上記マルチメディアコ
ンテンツが提供される時、上記マルチメディアコンテンツには、上記事前に生成して格納
されたキーワード広告対象テキストに対する情報も一緒に明示的に、または隠して提供で
きる。上記ユーザが特定のマルチメディアコンテンツに対してクリックなどにより選択す
れば、上記選択されたマルチメディアコンテンツに含まれたキーワード広告対象テキスト
で上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に質疑できる。一方、上記事前生
成したキーワード広告対象テキストは、上記マルチメディアコンテンツの観点から見ると
、更に他のメタ情報の１つの内容をなす。したがって、本発明の上記特定のマルチメディ
アコンテンツに対する上記メタ情報には、事前生成されたキーワード広告対象テキスト情
報を含むことと解釈できる。一方、事前生成されたキーワード広告対象テキストをメタ情
報として借用する場合、上記メタ情報入手モジュール５１００は、上記事前生成されたキ
ーワード広告対象テキストを入手することができ、上記キーワード広告対象テキスト生成
モジュール６５１０は機能しなかったり、上記事前生成されたキーワード広告対象テキス
トに変形などを加えず承認したり、事前生成時点と現時点で既設定以上の差があったり、
新たな政策がある場合、上記事前生成されたキーワード広告対象テキストを変形または変
更できる。
【０２８６】
　この際、上記選択されたマルチメディアコンテンツに含まれたキーワード広告対象テキ
ストで上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に質疑する方法は、大別して
２つがある。第１は、特定のマルチメディアコンテンツに対する選択情報を上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００が入手した後、上記マルチメディアコンテン
ツに対応して格納されていたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００へ転送して、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手する方法である。第２は、
上記ユーザに伝えられるマルチメディアコンテンツが含まれたページにジャバスクリプト
（Java Script）のようなスクリプトプログラム及び上記マルチメディアコンテンツに対
応して事前生成されたキーワード広告対象テキストが含まれており、上記ジャバスクリプ
トプログラムが上記キーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００に質疑する機能、及び上記キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０からキーワード広告コンテンツを入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを
上記マルチメディアコンテンツの周辺の既設定されたキーワード広告コンテンツ表示領域
１００に表示する方法である。
【０２８７】
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　以下、本発明の図面及び具体的な実施形態を中心として本発明思想を詳細に説明する。
【０２８８】
　まず、図１０乃至図１２を参照し、非仲介モデルの上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００が作動する方法の好ましい一実施形態について説明する。非仲介モ
デルとは、本発明思想を実施するが、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２００
０がないモデルをいい、発明の中心はマルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０の構成及び情報処理方法にあり、上記ユーザコンピュータ９０００及び上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００を含む上記キーワード広告コンテンツ提供システム３
０００が関連される。
【０２８９】
　ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００にストリーミング転送するマルチ
メディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００において、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、
ユーザコンピュータ９０００から、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送される動画に
対する選択情報を入手するステップ（Ｓ１１）、上記選択された動画に関し、テキスト形
式からなるメタ情報を入手するステップ（Ｓ１２）、上記入手したメタ情報から少なくと
も１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成するステップ（Ｓ１３）、上記生成され
たキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送す
るステップ（Ｓ１４）、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けるステップ（Ｓ１５）、及び上記動
画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するス
テップ（Ｓ１６）を含む方式により作動することが好ましい。この際、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの転送を受けるーワード広告コンテンツ提
供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含
むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送す
るキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１
３０を含んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００から転送を受けたキーワード広告対象テキス
トに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテ
ンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメ
ディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送できることが好ましい。上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０が入手する情報はテキスト
の形式からなっている。上記テキストの形式からなる情報は、タグ情報、タイトル情報、
説明情報、及びその他のテキスト形式からなる情報を含む。勿論、上記テキスト形式から
なる情報には、キーワード広告対象テキストも含まれることは勿論である。
【０２９０】
　上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が上記メタ情報を入手するス
テップにおいて、上記メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動画のタイトル情報、タ
グ情報、説明情報、及び商業的タグの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生成システム１００００で生成されたも
のであることが好ましい。商業的タグは、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツの存在が保証されたり、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの存在に関し
て質疑して特定の時点を基準にしてキーワード広告コンテンツの存在に関して証明を経た
タグをいう。上記メタ情報が選択されることは、キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の
メタ情報選択政策により決定され、上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、キーワ
ード広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策には、メタ情報の選択基準
に対する情報が含まれていることが好ましい。広告制御政策ＤＢの内容については前述し
た。
【０２９１】
　上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報の中にタグ情報がある場合、タ
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グ情報が一次的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情報
が一緒に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法、
及び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が一緒に選択される方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０２９２】
　上記選択されたメタ情報として少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生
成するステップは、上記メタ情報がタイトル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に
含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象
テキストとして生成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処
理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名
称をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出
した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみを
キーワード広告対象テキストとして生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上で
ある。上記メタ情報がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくと
も１つ以上のタグのうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告
対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワー
ド広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合
、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法
、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ラン
ダムに（randomly）選択する方法の中から選択されるいずれか１つ以上である。上記選択
されたメタ情報が説明情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告
キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生成する方
法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して、少なくとも
１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキ
ストとして生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワ
ードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとし
て生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、
最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキストとし
て生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上である。上記広告キーワードＤＢ６
５７０は、キーワード広告の対象となることができる広告用キーワードを集大成しておい
たＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語から構成され、商品の名称、サービ
スの名称、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けた広告キー
ワードリスト、第三者から入手した広告キーワードリスト、自体生成した広告キーワード
リスト、広告収益が発生したキーワード広告対象テキストリスト、商号、ドメインネーム
、名詞、スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ま
しい。
【０２９３】
  上記選択されたメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
するステップは、複数のステップでなされるものであり、第１ステップはキーワード広告
対象テキスト候補を生成するステップであり、第２ステップは生成されたキーワード広告
対象テキスト候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑した後、質
疑結果を参照してキーワード広告対象テキストを生成することが好ましい。この過程は、
商業的タグの生成過程と類似している。商業的タグは、メタ情報とは独立的に、特定の商
業的タグ生成者が直接商業的タグ候補を生成し、その生成されたタグ候補を広告キーワー
ドＤＢ６５７０、またはキーワード広告コンテンツ提供システム３０００に質疑した後、
その質疑結果を参照して既設定された基準を充足したり、生成者から選別されるタグだけ
で生成されるタグをいう。
【０２９４】
  上記キーワード広告対象テキスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤ
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Ｂ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ
）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して、少なくとも１つ
以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト
候補として生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キ
ーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト
候補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上である。上記メタ情報がタ
グ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち
、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テキスト候補として
生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキスト
候補として生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された
順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ
）上記タグ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択
する方法の中から選択されるいずれか１つ以上である。上記選択されたメタ情報が説明情
報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０
に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記説明
情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品または
サービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０
に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方
法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻頻度順に
既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法の中から選択されるいずれか１つ以上である。上記広告キーワードＤＢ６５７０は
、キーワード広告の対象となることができる広告用キーワードを集大成しておいたＤＢで
あり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語から構成され、商品の名称、サービスの名称
、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ以上の
属性を有することが好ましい。
【０２９５】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の質疑結果が上記キーワード広告制
御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するかを確認する第３ステップを更に含む。上記質疑結
果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するかを確認することは、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から、上記キーワード広告対象テキスト
候補に対する（ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否かに関する情報、（ｂ）転
送可能なキーワード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（ｃ）既設定された順位以
上の上位広告単価を少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの広告単価に関する
情報、及び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの露出対比予想クリッ
ク率に関する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）のうち、いずれか１
つ以上の情報に対するキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策基準を照合するもので
ある。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、キーワード広告制御政策を含んでお
り、上記キーワード広告制御政策には、キーワード広告対象テキスト生成の基準に対する
情報が含まれていることが好ましい。
【０２９６】
  上記質疑結果を参照することは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々、または
既設定されたグループ単位のキーワード広告対象テキスト候補に関し、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補に関
し、キーワード広告コンテンツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【０２９７】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部
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上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法、及び（ｂ）生成され
たキーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報の種類別に仕分けて、選択された
少なくとも１つ以上のメタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送する方法の中から選択されるいずれか１つの方法以上であることが好ましい。
【０２９８】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（
ａ）生成された上記複数個のキーワード広告対象テキストを１回に転送する方法、（ｂ）
複数個のキーワード広告対象テキストを１つずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数
個のキーワード広告対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ単
位で転送し、かつ同一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個ある場合、
上記（ａ）方法及び上記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択さ
れるいずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０２９９】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて、上記管理番号に基づ
いて、上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応し上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッピングして格納する
ステップを更に含むことが好ましい。
【０３００】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストが複数個であり、上記複数個のキーワード
広告対象テキストが少なくとも１つ以上のグループに管理される時、上記グループ及び上
記グループに属するキーワード広告対象テキストの各々に管理番号が与えられ、上記管理
番号に基づいて、上記グループに属するキーワード広告対象テキストに対応し上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッピ
ングして格納するステップを更に含むことが好ましい。
【０３０１】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツのうち、特定の時点を基準に上
記ユーザコンピュータ９０００へ転送される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテ
ンツを選定するステップを更に含むことが好ましい。
【０３０２】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から転送を受けた上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定
された個数を上限値として、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送
を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個
数のキーワード広告コンテンツを選定することが好ましい。
【０３０３】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが
基盤しているメタ情報の種類別に選定するものであり、上記キーワード広告コンテンツは
、上記キーワード広告対象テキスト別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０に質疑して、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手することが好
ましい。
【０３０４】
　上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点
を基準に上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数
が決まっており、上記キーワード広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準にユーザ
コンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数より多い場合、上記
複数個のキーワード広告コンテンツを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ
別に上記グループに属したキーワード広告コンテンツを選定するものであり、上記各グル
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ープに属するキーワード広告コンテンツの個数は、上記特定の時点を基準に上記ユーザコ
ンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数より小さいか等しいこ
とが好ましい。
【０３０５】
　上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転
送する方法は、（ａ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域１００とを
分けてユーザコンピュータ９０００へ転送される情報単位を生成し、上記２つの領域を同
期化させて上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０
００へ転送する方法、及び（ｂ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域
１００とを分けて、ユーザコンピュータ９０００へ転送される情報単位を生成し、上記２
つの領域を非同期化させ、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを各々上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送する方法の中から選択されるいずれか１つ以上の方法であ
ることが好ましい。
【０３０６】
　上記（ｂ）方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ領域１００へ転送される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツは、時間が経過するにつれて、変動されるこ
とが好ましい。
【０３０７】
　上記時間は、既設定された時間範囲であることが好ましい。
【０３０８】
　上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を
受けたキーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告
コンテンツの個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００へ転送さ
れるキーワード広告コンテンツの個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択され
る少なくとも１つ以上を変数にして決まることが好ましい。
【０３０９】
　上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、ユーザコンピュータ９００
０に転送された少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録するス
テップと、既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生
したか否かをモニタリングするステップと、を更に含み、上記既設定された時間まで上記
キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手できない場合、上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち
、上記ユーザコンピュータ９０００に転送されたキーワード広告コンテンツを除外したキ
ーワード広告コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテン
ツを、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを含むことが好ましい。
【０３１０】
　上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、ユーザコンピュータ９００
０に転送された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録
するステップと、既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するク
リックが発生したか否かをモニタリングするステップと、を更に含み、上記既設定された
時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場
合、上記ユーザコンピュータ９０００に転送されたキーワード広告コンテンツを上記クリ
ック発生情報が入手される時点から既設定された第２時間まで変動させないことが好まし
い。
【０３１１】
　上記第２時間まで上記ユーザコンピュータ９０００に転送されたキーワード広告コンテ
ンツに対する追加的なクリック発生情報が入手できない場合、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記ユーザ
コンピュータ９０００に転送されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告
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コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送するステップを含むことが好ましい。
【０３１２】
　上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、ユーザコンピュータ９００
０に転送された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録
するステップと、既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するク
リックが発生したか否かをモニタリングするステップと、を更に含み、上記既設定された
時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場
合、上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連のあるキーワード広告コン
テンツをユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを更に含むことが好ましい。
【０３１３】
　上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連のあるキーワード広告コンテ
ンツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキ
ストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード
広告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一
のメタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、
（ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキス
トが特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以
外の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。
【０３１４】
　上記ユーザコンピュータ９０００へ転送された上記キーワード広告コンテンツに対する
クリック発生情報を入手するステップ、及び上記ユーザコンピュータ９０００へ転送され
た上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を転送するステップのうち、
いずれか１つ以上のステップを更に含むものであり、上記クリック発生情報の入手は、上
記ユーザコンピュータ９０００から直接入手したり、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から入手することのうち、いずれか１つ以上であり、上記クリック発生情
報を転送することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送すること
と、既設定された第３のサーバへ転送することの中から選択されるいずれか１つ以上であ
ることが好ましい。
【０３１５】
　上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３１６】
　次に、図１０乃至図１２を参照し、非仲介モデルの上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００の構成に対する好ましい一実施形態について説明する。
【０３１７】
　ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ動画情報を転送するマルチメデ
ィアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメディアコンテンツサービスシステ
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ム１０００は、少なくとも１つ以上の動画コンテンツを含むマルチメディアコンテンツＤ
Ｂ１１１０、上記ユーザコンピュータ９０００から上記動画コンテンツに関して選択情報
を入手する場合、上記選択された動画コンテンツをストリーミングするマルチメディアコ
ンテンツ転送モジュール１１２０、上記選択された動画に対するメタ情報を入手するメタ
情報入手モジュール５１００、上記メタ情報入手モジュール５１００から入手したメタ情
報から少なくとも１つのキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキ
スト生成モジュール６５１０、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
が生成したキーワード広告対象テキストに関する少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コ
ンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記キーワード広告コンテンツ入手モジュール６
５３０が入手したキーワード広告コンテンツを上記動画が再生されて表示される動画領域
と区別できる既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツが表示できるように制御
するスクリプトコードを生成したり、制御するプログラムを生成したり、既設定された方
式により直接制御する（ファイルダウンロード方式により作動され、ダウンロードされた
ファイルを再生する専用ソフトウェアでキーワード広告表示モジュールが作動する場合、
直接制御可能である）キーワード広告表示モジュール７９００を含むことが好ましい。上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの転送を受けたキーワード
広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広
告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コ
ンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転
送モジュール３１３０を含んでおり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
は、上記転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
を上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広
告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送できること
が好ましい。
【０３１８】
　上記メタ情報入手モジュール５１００が入手する上記メタ情報は、上記動画情報に含ま
れる上記動画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生
成システム１００００で生成されることが好ましく、上記商業的タグ生成システム１００
００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００内に存在したり、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と有無線ネットワーク８０００とを
連結して情報を送受信する方法により外部に存在することもできる。キーワード広告制御
政策を含むキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を更に含み、上記メタ情報が選択される
ことはキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のメタ情報選択政策により決まることであり
、上記キーワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対する情報が含まれていること
が好ましい。
【０３１９】
　仲介モデル
　次に、図１３乃至図１７を参照し、本発明の仲介モデル方式の動画マルチメディアコン
テンツサービスシステムにおける動画情報包含メタ情報基盤のキーワード広告サービス方
法及びそのシステムを説明する。上記では、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００内にマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００と上記メタ情報基盤
のキーワード広告サーバ６０００とが共に存在する構造を説明し、このようなモデルを非
仲介モデルという。上記構造では、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００と
上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００とは、独立的に制御されるのでな
く、概念的に１：１に対応して存在するようになる。
【０３２０】
　一方、図１３のように、第３の独立的なシステムが、少なくとも１つ以上のマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００のために上記メタ情報基盤のキーワード広告サ
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ーバ６０００の機能を遂行できる。即ち、上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００の内部構成要素として上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が遂
行する機能の全部または一部が、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０の外部に存在して、第三者のシステムが少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００のために遂行することができる。上記第三者のシステムをメ
タ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００といい、上記メタ情報基盤のキーワー
ド広告仲介システム２０００におけるメタ情報基盤のキーワード仲介を担当するサーバを
メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００という。上記のように、第３の仲介シ
ステムが導入されるキーワード広告サービス構造を仲介モデルという。上記仲介モデルで
も上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００はメタ情報基盤のキーワード
広告サーバ６０００の存在を必要とし、これは特にメタ情報の入手と転送、キーワード広
告コンテンツの受信及び／又はキーワード広告コンテンツの表示を担当する。
【０３２１】
　以下、仲介モデルをより詳しく説明する。
【０３２２】
　仲介モデルの構造
　仲介モデルの３種類
　仲介モデルには３種類がある。
【０３２３】
　１）マルチメディアコンテンツを含んでいるマルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００でメタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００へマルチメディアコン
テンツの加工されていないメタ情報（タグ、タイトル、などのメタ情報）、または加工さ
れたメタ情報（キーワード広告対象テキスト水準のメタ情報、またはタグ情報のみを抽出
した情報）を転送し、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００が内部または
外部のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告対象テキストを転
送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手したキーワード広告コン
テンツが、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００を通じて上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００、または上記ユーザコンピュータ９０００
へ転送されるモデルがある。このモデルでは、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介シ
ステム２０００は、ユーザのコンピュータで特定のキーワード広告コンテンツに対するク
リック発生情報を直接または経由して入手した場合、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００、またはキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へクリック
発生情報を転送する必要がある。
【０３２４】
　大韓民国では、オーバーチュアコリア（www.overture.co.kr）というキーワード広告コ
ンテンツ提供システム３０００の運営者とwww.pandora.tvやwww.naver.comのような媒体
社（マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は媒体社の一種でありうる）と
の間には、通称シンジケーション業体（本発明の後述するコンテンツシンジケーションと
は関係のない業体である）という者がいる。このような者らは、媒体社から上記メタ情報
を入手し、この情報を加工したり、またはそのままキーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００へ転送する役目を遂行する。このような上記通称シンジケーション業体は、本
発明の上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００を運営する者の特異な例
となる。
【０３２５】
　２）上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００において、メタ情報基盤
のキーワード広告仲介システム２０００へマルチメディアコンテンツの加工されていない
メタ情報（タグ、タイトル、などのメタ情報）、加工されたメタ情報（キーワード広告対
象テキスト水準のメタ情報）を転送し、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０
００が内部または外部のキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へキーワード広告
対象テキストを転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から直接マル
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チメディアコンテンツサービスシステム１０００へキーワード広告コンテンツが転送され
るモデルがある。このモデルでも、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０
００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、またはキーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００からユーザのコンピュータで特定のキーワード広告コン
テンツに対するクリック発生情報を直接または経由して入手する必要がある。
【０３２６】
　３）マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００において、キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ３１００へマルチメディアコンテンツの加工されていないメタ情報（
タグ、タイトル、などのメタ情報）、及び加工されたメタ情報（キーワード広告対象テキ
スト水準のメタ情報）をキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送し、キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００が、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム
２０００を通じてマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、またはユーザの
コンピュータ９０００へキーワード広告コンテンツが転送されるモデルがある。このモデ
ルでも、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００、またはキーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００からユーザのコンピュータで特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発
生情報を直接または経由して入手する必要がある。
【０３２７】
　上記３種類のうち、上記１）が中心的な仲介モデルであるが、上記２）乃至３）もキー
ワード広告コンテンツがユーザにどんな経路を通じても転送され、広告収益の基準になる
ユーザの特定のキーワード広告コンテンツのクリック情報を上記メタ情報基盤のキーワー
ド広告仲介システム２０００が入手すれば、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介シス
テム２０００がメタ情報に基づいたキーワード広告仲介を達成したこととなるので、本モ
デルも事業性の高いモデルであることは明らかである。
【０３２８】
　以下、上記１）について詳細に説明する。メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム
２０００の立場では、上記２）のモデルを取る場合、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスサーバ１１００、またはキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送され
たキーワード広告コンテンツに関する情報、キーワード広告コンテンツに対するクリック
発生情報などをリアルタイムまたは非リアルタイムに転送を受ける必要がある。メタ情報
基盤のキーワード広告仲介システム２０００の立場では、上記３）のモデルを取る場合、
上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００、またはキーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手す
る必要がある。一方、上記キーワード広告コンテンツが上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介システム２０００を通じて上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００
に伝達される場合には、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上
記キーワード広告コンテンツにクリックなどの発生情報が自身に自動に入手できるコード
を挿入しておくことができる。
【０３２９】
　マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
　仲介モデルにおいて、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、マ
ルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００とメタ情報基盤のキーワード広告サーバ
６０００とを含む。仲介モデルにおけるメタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００は
、上記非仲介モデルにおけるキーワード広告制御モジュール６９００の機能がなかったり
、制限された機能モジュールのみを含む。仲介モデルにおける上記マルチメディアコンテ
ンツサービスサーバ１１００の機能は、上記非仲介モデルにおけるマルチメディアコンテ
ンツサービスサーバ１１００の機能と大同小異である。まず、上記マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００で上記非仲介モデルにおいてキーワード広告制御モジュー
ル６９００の機能のない仲介モデルを中心として説明する。
【０３３０】
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  仲介モデルにおける上記マルチメディアコンテンツは、上記マルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００に存在するので、上記マルチメディアコンテンツのメタ情報も
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に存在するようになる。この際
、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の上記メタ情報基盤のキーワ
ード広告サーバ６０００は、非仲介モデルにおける上記メタ情報入手モジュール５１００
及び上記キーワード広告表示モジュール７９００を含むことが好ましく、追加的にメタ情
報転送モジュール５２００及びキーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００を含む
ことが好ましい。上記メタ情報転送モジュール５２００は、入手されたメタ情報を第３の
サーバである上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００へ転送する機能を遂
行する。即ち、非仲介モデルでは上記メタ情報入手モジュール５１００が入手したメタ情
報は、キーワード広告制御モジュール６９００に伝達される一方、仲介モデルではメタ情
報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００に伝達される。一方、上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介サーバ２１００から、または場合によっては上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが上記マル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００に伝達されるが、上記マルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００のキーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００
が転送されてくるキーワード広告コンテンツを受信する。一方、受信されたキーワード広
告コンテンツを上記キーワード広告表示モジュール７９００が処理することは、仲介モデ
ルと非仲介モデルで同一である。
【０３３１】
  そして、上記キーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００が受信された全てのキ
ーワード広告コンテンツをキーワード広告表示モジュール７９００が処理するようにする
こともできるが、上記受信された全体キーワード広告コンテンツに関して既設定された条
件を満たすキーワード広告コンテンツのみを選定し、上記選ばれたキーワード広告コンテ
ンツを上記キーワード広告表示モジュール７９００が処理するようにすることができる。
上記キーワード広告コンテンツの選定のために、受信キーワード広告制御政策ＤＢ５３２
０及び受信キーワード広告コンテンツ選定モジュール５３１０が含まれている。上記受信
キーワード広告コンテンツ選定モジュール５３１０が遂行する機能は、非仲介モデルでキ
ーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が遂行する機能と同等であり、上記受信
キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０は、上記非仲介モデルにおけるキーワード広告制御
政策ＤＢ６５４０と同等であったり、キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の一部分と同
等である。即ち、上記受信キーワード広告コンテンツ選定モジュール５３１０は、上記受
信キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０を参照して上記受信されるキーワード広告コンテ
ンツのメタ情報を入手し、上記メタ情報に基づいて全体的な広告収益を極大化できるキー
ワード広告コンテンツを選定するようにする。上記受信キーワード広告コンテンツ選定モ
ジュール５３１０が受信キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０を参照して広告収益を極大
化する具体的な実施形態は、上記非仲介モデルのキーワード広告コンテンツ選定モジュー
ル６５５０とキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の説明と同等または同一である。
【０３３２】
  一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００の上記キーワード広告制
御モジュール６９００の上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、場
合によって上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００に含まれていることが
できる。上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００に含まれたキーワード広
告対象テキスト生成モジュール６５１０は、特に上記マルチメディアコンテンツサービス
サーバ１１００の上記メタ情報入手モジュール５１００がタグ情報のみを、またはタグ情
報を入手し、上記タグ情報をメタ情報として上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サー
バ２１００へ転送する場合である。このような場合には上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介サーバ２１００の上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、特
別な機能を遂行する必要がなくなる。極端な場合、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介サーバ２１００がタグ情報のみを入手して処理する場合であれば、上記メタ情報基盤の
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キーワード広告仲介サーバ２１００で上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６
５１０がなかったり、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は独立的
な機能の遂行無しで単純なパス（pass）機能のみを遂行することもできる。上記極端な場
合の前提は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００が自身に接続される
全てのマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００からタグ情報のみを入手し処
理し、タグ情報の以外の情報は入手しなかったり、入手しても処理してはならないという
ことである。仮に、いずれかのマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００では
タグ情報のみ入手し、いずれかのマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００で
はタグ情報以外の他のテキスト情報も入手すれば、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介サーバ２１００は、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０を含んで
いることが多数のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００を対象としてメタ
情報基盤のキーワード広告仲介サービスを遂行することになり好ましい。したがって、上
記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００に上記キーワード広告対象テキスト
生成モジュール６５１０が存在するか否かには関わらず、上記メタ情報基盤のキーワード
広告仲介サーバ２１００では、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
が存在することが好ましい。
【０３３３】
  次に、仲介モデルの核心である上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２００
０についてより詳しく説明する。本発明の上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システ
ム２０００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から少なくとも
１つ以上のマルチメディアコンテンツに対するメタ情報を処理して、上記メタ情報に基づ
いた少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００に伝達できるように仲介する機能を遂行する。上記メタ情報基盤
のキーワード広告仲介システム２０００及びメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２
１００の基本構成を先に説明した後、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２
０００と上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００の役目分担モデルについ
ても詳述する。
【０３３４】
  メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００
  図１３を参照し、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００をより詳しく説
明する。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介サーバ２１００及びその他のメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ
２１００の円滑な作動のために必要とするその他のサーバから構成されている。その他の
サーバは、当業者に自明であるので、本明細書では省略する。上記メタ情報基盤のキーワ
ード広告仲介サーバ２１００は、メタ情報受信モジュール９８００及び／又はキーワード
広告制御モジュール６９００を含むことができ、クリック発生情報受信モジュール８９０
０及び／又はマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００管理モジュールを更に
含んでいる。一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記キー
ワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受
けて、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するキーワード広
告コンテンツ転送モジュール８８００を更に含んでいることができる。上記キーワード広
告コンテンツ転送モジュール８８００は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００からキーワード広告コンテンツの転送を受けて、上記転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツを如何なるフィルタリング無しで上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００へ転送することもできるが、上記キーワード広告制御モジュール６９００の上
記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を参照して、上記キーワード広告コンテンツ選定
モジュール６５５０が選定したキーワード広告コンテンツのみを上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００へ転送することができる。
【０３３５】
  一方、図示してはいないが、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００
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は、内部に上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００を内蔵してたり、内部で
動作したりすることもできる。即ち、ＩＴシステムでは、各システムまたは各サーバが他
システム、他サーバ、またはユーザコンピュータ又はユーザコンピュータの特定のプログ
ラムでも動作することができ、少なくとも１つ以上の機能を、上記他システム、上記他サ
ーバ、または上記ユーザコンピュータ又は上記ユーザコンピュータの特定のプログラムが
呼び出して使うこともできる。したがって、本発明のシステムやサーバが組み合わせられ
る場合の数はすごく多く、本発明思想はこのような組み合あせを全て包括しているが、説
明の便宜のため、理論的に可能な全ての組み合あわせについて一々に説明しない。
【０３３６】
  ユーザコンピュータ９０００で特定のキーワード広告コンテンツにクリックが発生した
時、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００がクリックが発生したことが分か
る方法の例を挙げる。上記キーワード広告コンテンツには、ターゲットＵＲＬまたはＵＲ
Ｉ（ユーザに最終的に見られることになっているウェブサイトやウェブページのような仮
想空間上のアドレス）、及び上記キーワード広告コンテンツのＩＤ／識別子情報が含まれ
ている。この際、１つの方法は、上記キーワード広告コンテンツにクリックなどがあった
時、キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００のような特定のサイトへ移動させ、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が上記ターゲットＵＲＬまたはＵＲＩに
リダイレクト（redirect）させれば、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
は、上記ユーザコンピュータ９０００からクリック発生情報が分かるようになり、リダイ
レクトされたのでユーザコンピュータ９０００はターゲットＵＲＬまたはＵＲＩに該当す
る仮想空間上のアドレスに該当するコンテンツを受信するようになる。一方、上記キーワ
ード広告コンテンツのメタ情報に上記キーワード広告コンテンツにクリックなどが発生し
た時、特定のサーバへクリックの発生情報を上記クリックが発生したキーワード広告コン
テンツのＩＤ／識別子情報と一緒に転送するようにする命令語（スクリプター等）を含め
る方法である。このような方法は、クリック発生情報を入手する一実施形態的な方法であ
り、本発明思想はクリック発生情報を入手する当業者に当然の方法を全て含んでいること
は当然である。
【０３３７】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００には、選択的にクリック発生情
報受信モジュール８９００が更に含まれていることができる。上記クリック発生情報受信
モジュール８９００は、特定のキーワード広告コンテンツに関して上記ユーザのクリック
などの作用が発生したことを受信するモジュールである。上記クリック発生情報は、１）
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手する方法、２）上記マルチメ
ディアコンテンツサービスサーバ１１００から入手する方法、３）上記ユーザコンピュー
タ９０００から直接入手する方法などがある。上記キーワード広告コンテンツにはメタ情
報が含まれているが、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツを入手して、
上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送する前に、上記入手された
キーワード広告コンテンツにメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００のための
メタ情報を追加することが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１
００が追加するメタ情報には、上記キーワード広告コンテンツにクリックなどがある場合
、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００に直接または間接的にその情報
が入手できるようにするデータが含まれている。上記直前の文段で説明した通り、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サ
ーバ２１００、及び上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００は、上記キー
ワード広告コンテンツに関して自身にクリック発生情報を入手することができる手段を含
めることができる。また、自身を経由してターゲットＵＲＬまたはＵＲＩでユーザコンピ
ュータ９０００のブラウザを最終目的地に移動させることができるので、クリック発生情
報の入手とは関わらず、ユーザに不便を与えないことができる。一方、契約により上記マ
ルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
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介サーバ２１００及び／又は上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、自身
が他サーバに自身が入手した特定のＩＤ／識別子を持つキーワード広告コンテンツにクリ
ックが発生したという情報をリアルタイムまたは非リアルタイムに転送することができる
。
【０３３８】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００の上記キーワード広告制御モジ
ュール６９００は、上記クリック発生情報受信モジュール８９００から入手したクリック
発生情報を上記非仲介モデルと同等に活用できる。したがって、上記仲介モデルにおける
上記キーワード広告制御モジュール６９００は、上記非仲介モデルでクリック発生情報と
関連した上記キーワード広告制御政策を同等に適用することができる。一方、上記非仲介
モデルにおける上記キーワード広告制御モジュール６９００は、概念的に１つの主体のマ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００を対象にしたが、上記仲介モデルでは
概念的にｎ主体のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００を対象とする。し
かしながら、上記クリック発生情報の活用は、上記ｎ主体のマルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００を対象にするとしても、本質的に変更されることはない。その理
由は、Ｉキーワード広告対象テキストに対応するＩｊのキーワード広告コンテンツに関し
、ｎ個のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００におけるクリック発生情報
は、上記Ｉｊを基準として単純合算に過ぎないためである。即ち、１つのマルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００で上記Ｉｊに３人のユーザからクリックが発生した
ことと、３個所のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から各々１つずつ
のクリックが発生したことは、上記キーワード広告制御政策は同等に適用できる。
【０３３９】
  上記クリック発生情報を上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００が入手
することが重要である理由は、次の通りである。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介
サーバ２１００から伝達を受けるキーワード広告対象テキストに関する上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００のキーワード広告コンテンツは、１）キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ３１００→メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００→マル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００→ユーザコンピュータ９０００へ転送され
ることもできるが、２）キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００→メタ情報基盤の
キーワード広告仲介サーバ２１００→ユーザコンピュータ９０００、３）キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００→マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００→ユ
ーザコンピュータ９０００、４）キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００→ユーザ
コンピュータ９０００と伝えられることもできるためである。この場合、上記メタ情報基
盤のキーワード広告仲介サーバ２１００と上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ
１１００は、上記キーワード広告コンテンツの転送経路とは独立的に、上記キーワード広
告コンテンツが上記ユーザコンピュータ９０００に伝達され、上記ユーザによるクリック
や、ユーザへの露出のような広告効果の発生情報を入手する必要がある。したがって、ユ
ーザコンピュータ９０００で特定のキーワード広告コンテンツに発生したクリック情報は
、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００及び／又は上記マルチメディア
コンテンツサービスサーバ１１００にどんな経路を通じても伝えられることが好ましい。
即ち、上記クリック情報は、ユーザコンピュータ９０００→マルチメディアコンテンツサ
ービスサーバ１１００⇔メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００⇔キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００に伝えられることが好ましい。上記⇔表示はどんな経
路を通じても上記クリック情報が伝えられることを意味する。
【０３４０】
  マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の管理モジュール
  一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、複数個のマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００の各々に関し、各々異なるマルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００別キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０であるとか、各
々マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別にメタ情報基盤のキーワード広
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告仲介サービスを遂行することができる。この際、上記個別マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別
キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０の内容に属する各種選択、条件、及び重み付け値な
どの各種政策を選択することができる。この際、上記個別マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００の各種政策選択情報は、上記マルチメディアコンテンツサービスシ
ステム管理モジュール７８００の上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０別キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０に格納される。上記各マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００別キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０が含む情報の例には
、１）キーワード広告コンテンツの選定に対する重み付け値又は優先順位に関する政策、
２）キーワード広告対象テキスト生成のための情報範囲に関する政策、３）キーワード広
告コンテンツに対するメタ情報の要請範囲に関する政策、４）ユーザコンピュータ９００
０へのキーワード広告コンテンツ転送方式に関する政策、５）特定の時点にユーザコンピ
ュータ９０００に提供する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの選択に使わ
れるキーワード広告コンテンツ選択政策などがその例である。各政策の具体的な内容、選
択の効果、背景、及び理由などは、上記非仲介モデルで十分説明した。
【０３４１】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００の上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム管理モジュール７８００は、上記少なくとも１つ以上のマルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００から入手した上記キーワード広告制御政策の選択
情報を入手し、入手したマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別キーワー
ド広告制御政策ＤＢ７８１０に格納する。上記キーワード広告制御モジュール６９００は
、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に対するキーワード広告制御
を実施する時、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別キーワード広
告制御政策ＤＢ７８１０を優先的に照合してマルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００別キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０に内容がある場合、その内容を優先的に
適用し、内容がない場合は上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別キ
ーワード広告制御政策ＤＢ７８１０を参照してキーワード広告制御を遂行する。キーワー
ド広告コンテンツ選定モジュールとフィルタリングモジュールもマルチメディアコンテン
ツサービスシステム別に管理され運営できることは、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００別キーワード広告制御政策ＤＢ７８１０と同様である。一方、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００別に広告キーワードＤＢ６５７０を
持っていることができるが、これもまた上記マルチメディアコンテンツサービスシステム
管理モジュール７８００で管理される。
【０３４２】
  一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム管理モジュール７８００との全
てのデータの受信及び転送はログ（log）で管理されるが、上記ログは上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム管理モジュール７８００のログＤＢ７８２０に格納されて
いる。一方、上記ログはＤＢでないファイル形態で格納されても関係ない。
【０３４３】
  以上、仲介モデルを中心にして説明した。仲介モデルの各モジュールは、少なくとも２
つ以上のサーバと役目を分離することができ、各サーバは互いに異なる主体により実施で
きる。即ち、実施的には好ましくないが、事業主体Ａのサーバａによりメタ情報受信モジ
ュールが作動し、事業主体Ｂのｂサーバが上記ａからメタ情報の入手し、キーワード広告
制御モジュール６９００の役目を遂行し、事業主体Ｃのサーバｃがキーワード広告コンテ
ンツ転送モジュール８８００の役目を遂行することもできる。本発明思想は、このような
各事業主体別の役目分担モデルを含んでおり、同一な事業主体の各々異なるサーバでの役
目分担モデルも含んでいることは当業者には当然である。但し、このような全ての役目分
担モデルを説明することは、理論的に殆ど無限個数の組み合わせが可能であるので、全て
の役目分担モデルを説明することは不可能で、また不要であるので、本明細書では全ての
役目分担モデル別の記述は省略し、その趣旨を本文段で記録しておく。
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【０３４４】
  次に、図１５を参照し、仲介モデルでの上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００の作動方法に対する好ましい実施形態を２つ説明する。
【０３４５】
  第１の実施形態は、ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００に動画情報を
転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含む上記仲介モデルのマル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００は、ユーザコンピュータ９０００から上
記ユーザコンピュータ９０００へ転送される動画に対する選択情報を入手するステップ（
Ｓ２１）、上記選択された動画に関してテキスト形式からなるメタ情報を入手するステッ
プ（Ｓ２２）、上記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０
００へ転送するステップ（Ｓ２３）、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの
転送を受けるステップ（Ｓ２４）、及び上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを
上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ（Ｓ２５）を含み、上記メタ情報基
盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ
２１００を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００
は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール９８００、上記メタ情報受信モジュ
ール９８００が入手したメタ情報からキーワード広告対象テキストを生成するキーワード
広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュ
ール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュ
ール６５３０、及び上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００へ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュール８
８００を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テ
キストの転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３
１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１
２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サー
バ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サ
ーバ２１００から転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上
のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、
上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サー
バ２１００へ転送できることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側テ
キスト入手モジュール３１１０が入手する情報は、テキストの形式からなっている。上記
テキストの形式からなる情報は、タグ情報、タイトル情報、説明情報、及びその他のテキ
スト形式からなる情報を含む。勿論、上記テキスト形式からなる情報には、キーワード広
告対象テキストも含まれることは勿論である。
【０３４６】
  第２の実施形態は、キーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介システム２０００を通さず、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から直
接転送を受けることが特徴である。
【０３４７】
  ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ動画情報を転送するマルチメデ
ィアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００において、ユーザコンピュータ９０００から、上記ユーザコンピュータ９００
０へ転送される動画に対する選択情報を入手するステップ（Ｓ３１）、上記選択された動
画に関してテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップ（Ｓ３２）、上記入手した
メタ情報をメタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００へ転送するステップ（Ｓ
３３）、キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツの転送を受けるステップ（Ｓ３４）、及び上記動画情報と上記キーワ
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ード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ（Ｓ３５）を
含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ
情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール９８００、上
記メタ情報受信モジュール９８００が入手したメタ情報からキーワード広告対象テキスト
を生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キーワード広告対
象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストをキーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ
３１００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告
コンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記入手したキーワード広告コンテンツを上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するキーワード広告コンテン
ツ転送モジュール８８００を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００は、テキストの転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキス
ト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告
コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告
コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが
好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介サーバ２１００からキーワード広告対象テキスト及び上記キーワード広
告対象テキストが起因した上記マルチメディアコンテンツサービスシステムに関する情報
の転送を受けて、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ
以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手
し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービス
システム１０００または上記ユーザコンピュータ９０００へ転送できることが好ましい。
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記キーワード広告コンテ
ンツに対するクリックが発生した場合、上記クリック発生の情報を上記メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システム２０００に伝達することが好ましい。
【０３４８】
  次に、図１３を参照しつつ仲介モデルの上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００の構成に対する好ましい一実施形態について説明する。上記仲介モデルにおけ
る上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の構成方式は、大別して２つ
の類型がある。
【０３４９】
  第１の類型から説明する。
【０３５０】
  ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００に動画情報を転送するマルチメデ
ィアコンテンツサービスサーバ１１００を含む上記仲介モデルのマルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００は、少なくとも１つ以上の動画コンテンツを含むマルチメデ
ィアコンテンツＤＢ１１１０、上記ユーザコンピュータ９０００から上記動画コンテンツ
に関して選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツをストリーミングする
マルチメディアコンテンツ転送モジュール１１２０、上記選択された動画に対するメタ情
報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、上記入手したメタ情報をメタ情報基盤の
キーワード広告仲介システム２０００へ転送するメタ情報転送モジュール５２００、上記
メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００から上記メタ情報と関連した少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツを受信するキーワード広告コンテンツ受信モジ
ュール５３００、及び上記キーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００が受信した
キーワード広告コンテンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設
定された位置に上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告表
示モジュール７９００を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介シ
ステム２０００は、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含み、上記メタ
情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信
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モジュール９８００、上記メタ情報受信モジュール９８００が入手したメタ情報からキー
ワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対
象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送し、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを
入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記入手されたキーワ
ード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送す
るキーワード広告コンテンツ転送モジュール８８００を含むことが好ましい。上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの転送を受けたキーワード広告コン
テンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテ
ンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツ
を転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュ
ール３１３０を含むことが好ましい。、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００から転送を受けたテキスト
に関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテン
ツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記メタ情報基
盤のキーワード広告仲介サーバ２１００へ転送できることが好ましい。
【０３５１】
  第１の類型とは異なり、第２の類型は、キーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤
のキーワード広告仲介システム２０００を通さず、上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００から直接転送を受けることに特化されている。
【０３５２】
  上記ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ動画情報を転送するマルチ
メディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００において、少なくとも１つ以上の動画コンテンツを含むマルチメディアコ
ンテンツＤＢ１１１０、上記ユーザコンピュータ９０００から上記動画コンテンツに関し
て選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツをストリーミングするマルチ
メディアコンテンツ転送モジュール１１２０、上記選択された動画に対するメタ情報を入
手するメタ情報入手モジュール５１００、上記入手したメタ情報をメタ情報基盤のキーワ
ード広告仲介システム２０００へ転送するメタ情報転送モジュール５２００、上記メタ情
報基盤のキーワード広告仲介システム２０００に伝達した上記メタ情報と関連した少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０から受信するキーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００、及び上記キーワード
広告コンテンツ受信モジュール５３００が受信したキーワード広告コンテンツを上記動画
が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に既設定された方式によ
り上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにする制御コードを生成するキーワー
ド広告表示モジュール７９００を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広
告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含み、
上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報を受信するメタ
情報受信モジュール９８００、上記メタ情報受信モジュール９８００が入手したメタ情報
からキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール
６５１０、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワー
ド広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送し、上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コン
テンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテン
ツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジ
ュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００から転送を受けたテキスト
に関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテン
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ツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００または上記ユーザコンピュータ９０００へ転送
できることが好ましい。
【０３５３】
  次に、図１４及び図１７を参考しつつ仲介モデルの上記メタ情報基盤のキーワード広告
仲介システム２０００の作動方法に対する好ましい一実施形態を説明する。本実施形態は
前述したように３つの類型があり、第１のと第２の類型を中心にして説明する。
【０３５４】
  第１の類型は、次の通りである。
【０３５５】
  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報の転送を受けた上記仲介モデルの
メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記マルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００からテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップ（Ｓ４
１）、上記入手したメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生
成するステップ（Ｓ４２）、上記生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するステップ（Ｓ４３）、上記キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送
を受けるステップ（Ｓ４４）、及び上記転送を受けたキーワード広告コンテンツを上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するステップ（Ｓ４５）を含む
方式により作動することが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２
０００は、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含み、上記メタ情報基盤
のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュー
ル９８００、上記メタ情報受信モジュール９８００が入手したメタ情報からキーワード広
告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キ
ーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキス
トをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するキーワード広告対象テキス
ト転送モジュール６５２０、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モ
ジュール６５３０、及び上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００へ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュー
ル８８００を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は
、テキストの転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュー
ル３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ
３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供
サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲
介サーバ２１００から転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手された
キーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００へ転
送することができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記動
画情報と転送を受けた上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００
へ転送することが好ましい。
【０３５６】
  第２の類型は次の通りであり、本類型は図１７のＳ４１乃至Ｓ４３までは同一である。
【０３５７】
  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報の転送を受けた上記仲介モデルの
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メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記マルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００からテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップ（Ｓ４
１）、上記入手したメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生
成するステップ（Ｓ４２）、及び上記生成されたキーワード広告対象テキストをキーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するステップ（Ｓ４３）を含む方式により作
動することが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メ
タ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含み、上記メタ情報基盤のキーワード
広告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール９８００、
上記メタ情報受信モジュール９８００が入手したメタ情報からキーワード広告対象テキス
トを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、及び上記キーワード
広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストをキー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モ
ジュール６５２０を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００は、テキストの転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モ
ジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテン
ツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテン
ツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい
。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワード
広告仲介サーバ２１００から転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手
されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００へ転送することができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は
、上記動画情報と転送を受けた上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ
９０００へ転送することが好ましい。
【０３５８】
  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報の転送を受けたメタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システム２０００では、上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００からテキスト形式からなるメタ情報を入手するステップ、上記入手したメタ情
報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成するステップ、上記生成
されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送するステップ、及び上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から上記
キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するステップを含むことが好
ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介サーバ２１００を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ
２１００は、上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール９８００、上記メタ情報受
信モジュール９８００が入手したメタ情報でキーワード広告対象テキストを生成するキー
ワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、及び上記キーワード広告対象テキスト
生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０
を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキスト
の転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０
、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、
及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キ
ーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２
１００から転送を受けたテキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード
広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するこ
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とができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ
の転送を受けて、上記動画情報と転送を受けた上記キーワード広告コンテンツを上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送することが好ましい。
【０３５９】
  上記メタ情報を入手するステップで、上記メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動
画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択されるいずれ
か１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生成システム
１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０３６０】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送された上記キーワード
広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するステップ、及び上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００へ転送された上記キーワード広告コンテンツに対す
るクリック発生情報を転送するステップのうち、いずれか１つ以上のステップを更に含み
、上記クリック発生情報の入手は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００から入手したり、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するも
ののうち、いずれか１つ以上であり、上記クリック発生情報を転送することは、上記マル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するものであるとか、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するものであるとか、既設定された第３の
サーバへ転送するもの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３６１】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、アニメ、リアルタイム放送、及び録画された放送の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３６２】
  次に、図１３を参照し、仲介モデルの上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム
２０００の構成に対する好ましい他の一実施形態を説明する。
【０３６３】
  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報の転送を受けて、上記転送を受け
たメタ情報に対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けて、転送を受けたキーワード広告コンテン
ツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送する上記仲介モデル
における上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００からテキスト形式からなるメタ情報を入手するメ
タ情報受信モジュール９８００、上記入手したメタ情報で少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上
記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テ
キストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するキーワード広告対
象テキスト転送モジュール６５２０、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
から上記キーワード広告対象テキストに対する少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記入手した
キーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ
転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュール８８００を含むことが好ましい。上記
メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキーワード広告
仲介サーバ２１００を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、
上記メタ情報を受信するメタ情報受信モジュール９８００、上記メタ情報受信モジュール
９８００が入手したメタ情報からキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告
対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール
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６５１０が生成したキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ
３１００へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール
６５３０、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００へ転送するキーワード広告コンテンツ転送モジュール８８００を
含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの
転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、
少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及
び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キー
ワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１
００から転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手
されたキーワード広告コンテンツを上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１０
０へ転送することができ、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、
上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送
することが好ましい。
【０３６４】
  次に、図１３を参照しつつ仲介モデルの上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システ
ム２０００の構成に対する好ましい更に他の一実施形態を説明する。
【０３６５】
  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報の転送を受けて、上記転送を受け
たメタ情報に対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けて、上記転送を受けたキーワード広告コン
テンツを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送する上記仲介モ
デルにおける上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００からテキスト形式からなるメタ情報を入手す
るメタ情報受信モジュール９８００、上記入手したメタ情報から少なくとも１つ以上のキ
ーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１
０、及び上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード
広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するキーワ
ード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤
のキーワード広告仲介システム２０００は、メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２
１００を含み、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００は、上記メタ情報
を受信するメタ情報受信モジュール９８００、上記メタ情報受信モジュール９８００が入
手したメタ情報からキーワード広告対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト
生成モジュール６５１０、及び上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０
が生成したキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
へ転送するものであることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０は、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジ
ュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツ
ＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを外部に転送するキーワード広告コン
テンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ま
しい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記メタ情報基盤のキーワ
ード広告仲介サーバ２１００から転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２
０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００へ転送することができ、上記マルチメディアコンテンツサー
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ビスシステム１０００は、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコ
ンピュータ９０００へ転送することが好ましい。
【０３６６】
  上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００は、上記キーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００及び上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
のうち、少なくともいずれか１つ以上を内部に含んでいたり、または上記メタ情報基盤の
キーワード広告仲介システム２０００の管理主体と同一性が認められる管理主体により、
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００及び上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００のうち、少なくともいずれか１つ以上が共通管理されることが好
ましい。
【０３６７】
  キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モデル
  次に、図１８乃至図２０を参照し、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の
中心モデルについて説明する。上記では、非仲介モデルと仲介モデルを中心として説明し
た。図１８のように、上記仲介モデルにおける上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サ
ーバ２１００の構成が、メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００という名称で
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が含まれているキーワード広告コン
テンツ提供システム３０００が本モデルの核心構成をなす。本モデルをキーワード広告コ
ンテンツ提供システムの中心モデルと称する。
【０３６８】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、メタ情報基盤のキーワード広
告提供サーバ４０００とキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００とを含んで構成さ
れている。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００が遂行する機能は、上
記仲介モデルにおける上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００が遂行する
機能と同等である。但し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、キー
ワード広告コンテンツの生産者であるので、キーワード広告コンテンツを受信する必要が
ないということが本質であるが、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の
内部または外部サーバ、または第３のサーバからキーワード広告コンテンツの受信行為が
起こることができる。上記仲介モデルでは、第三者が運営主体であるキーワード広告コン
テンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツの転送を受けて、これを上記
マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送したが、本キーワード広告コン
テンツ提供システム３０００の中心モデルでは、上記キーワード広告コンテンツは、上記
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が生成し、上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００が生成したキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００へ転送することを特徴とする。勿論この際、上記メタ情
報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００内には、キーワード広告コンテンツ提供サー
バ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含んでいることもできるが、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００がキーワード広告コンテンツの転送機能
を遂行することが好ましい。したがって、上記仲介キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００の中心モデルでは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上
記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００とデータを交換しながら、上記マル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送される少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツを抽出する機能と、上記抽出されたキーワード広告コンテンツを上記
マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００、第３のサーバ、または上記ユーザコ
ンピュータ９０００へ転送する機能を遂行する。
【０３６９】
  次に、図１８を参照し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モ
デルの上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の作動方法に対する好ま
しい一実施形態を説明する。
【０３７０】
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  ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送する上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含むキーワ
ード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モデルにおける上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００は、ユーザコンピュータ９０００から上記ユーザコンピ
ュータ９０００へ転送される動画に対する選択情報を入手するステップ、上記選択された
動画に関し、テキスト形式からなるメタ情報を入手するステップ、上記入手されたメタ情
報をキーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送するステップ、上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００から少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテ
ンツの転送を受けるステップ、及び上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記
ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを含む方式により作動することが好まし
い。上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、メタ情報基盤のキーワード
広告提供サーバ４０００及びキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を含むことが
好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００は、メタ情報受信モジ
ュール、及びキーワード広告制御モジュール６９００を含むことが好ましい。上記メタ情
報受信モジュール９８００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
からメタ情報を入手する機能を遂行し、上記キーワード広告制御モジュール６９００は、
上記メタ情報でキーワード広告対象テキストを生成する機能を含むことが好ましい。上記
メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００は、上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００から入手された上記メタ情報で少なくとも１つ以上のキーワード
広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する役目を遂行することが好ましい。上記キ
ーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキストの転送を受けるキーワード広告
コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コ
ンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテ
ンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モ
ジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００は、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキ
ーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手するもの
であり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記入手されたキーワ
ード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送でき
ることが好ましい。
【０３７１】
  上記メタ情報を入手するステップで、上記メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動
画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択されるいずれ
か１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生成システム
１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０３７２】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツ中から特定の時点を基準に上記
ユーザコンピュータ９０００へ転送される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを選定するステップを更に含むことが好ましい。
【０３７３】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点
を基準に上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数
が決まっていることが好ましい。、上記キーワード広告コンテンツの個数が上記特定の時
点を基準にユーザコンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数よ
り多い場合、上記複数個のキーワード広告コンテンツを少なくとも２つ以上のグループに
分けて、グループ別に上記グループに属したキーワード広告コンテンツを選定するもので
あり、上記各グループに属するキーワード広告コンテンツの個数は、上記特定の時点を基
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準に上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数より
小さいか等しいものが好ましい。
【０３７４】
  上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転
送する方法は、（ａ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域１００とを
分けてユーザコンピュータ９０００へ転送される情報単位を生成し、上記２つの領域を同
期化させて上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０
００へ転送する方法、及び（ｂ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域
１００とを分けてユーザコンピュータ９０００へ転送される情報単位を生成し、上記２つ
の領域を非同期化させ、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツとを各々上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送する方法の中から選択されるいずれか１つ以上の方法であ
ることが好ましい。
【０３７５】
  上記（ｂ）の方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ領域１００へ転送される少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツは、時間が経過するにつれて変動されるこ
とが好ましい。
【０３７６】
  上記時間は既設定された時間範囲であることが好ましい。
【０３７７】
  上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を
受けたキーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告
コンテンツの個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００へ転送さ
れるキーワード広告コンテンツの個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択され
る少なくとも１つ以上を変数にして決まることが好ましい。
【０３７８】
  上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００がユーザコンピュータ９０００
へ転送された少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録するステ
ップ、及び既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生
したか否かをモニタリングするステップを更に含み、上記既設定された時間まで上記キー
ワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上
記ユーザコンピュータ９０００へ転送されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワ
ード広告コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを
上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを含むことが好ましい。
【０３７９】
  上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００がユーザコンピュータ９０００
へ転送された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録す
るステップ、及び既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するク
リックが発生したか否かをモニタリングするステップを更に含み、上記既設定された時間
内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、
上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されたキーワード広告コンテンツを上記クリック
発生情報が入手される時点から既設定された第２時間まで変動させないことが好ましい。
【０３８０】
  上記第２時間まで上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されたキーワード広告コンテ
ンツに対する追加的なクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記ユーザ
コンピュータ９０００へ転送されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告
コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送するステップを含むことが好ましい。
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【０３８１】
  上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００がユーザコンピュータ９０００
へ転送された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録す
るステップ、及び既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するク
リックが発生したか否かをモニタリングするステップを更に含み、上記既設定された時間
内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、
上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連のあるキーワード広告コンテン
ツをユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを更に含むことが好ましい。
【０３８２】
  上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテン
ツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード広
告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一の
メタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（
ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上の
キーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送
して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキスト
が特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以外
の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキスト
を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ
以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ま
しい。
【０３８３】
  上記ユーザコンピュータ９０００へ転送された上記キーワード広告コンテンツに対する
クリック発生情報を入手するステップと、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送された
上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を転送するステップのうち、い
ずれか１つ以上のステップを更に含むものであり、上記クリック発生情報の入手は、上記
ユーザコンピュータ９０００からの直接入手、及び上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００からの入手の中からいずれか１つ以上であり、上記クリック発生情報を転送
することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００への転送、及び既設定さ
れた第３のサーバへの転送の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３８４】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３８５】
  次に、図１８を参照しつつ上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心
モデルの上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の構成に対する好まし
い一実施形態を説明する。
【０３８６】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モデルの上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００は、少なくとも１つ以上の動画コンテンツを含む
マルチメディアコンテンツＤＢ１１１０、上記ユーザコンピュータ９０００から上記動画
コンテンツに関する選択情報を入手する場合、上記選択された動画コンテンツをストリー
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ミングするマルチメディアコンテンツ転送モジュール１１２０、上記選択された動画に対
するメタ情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、上記入手されたメタ情報をキ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送するメタ情報転送モジュール５２０
０、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から少なくとも１つ以上のキー
ワード広告コンテンツを受信するキーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００、及
び上記キーワード広告コンテンツ受信モジュール５３００が入手した上記キーワード広告
コンテンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に
上記キーワード広告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告表示モジュール７
９００を含んで構成されることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供システム
３０００は、メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００及びキーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提
供サーバ４０００は、メタ情報受信モジュール、及びキーワード広告制御モジュール６９
００を含みむことが好ましい。上記メタ情報受信モジュール９８００は、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報を入手する機能を遂行し、上記キ
ーワード広告制御モジュール６９００は、上記メタ情報からキーワード広告対象テキスト
を生成する機能を含むことが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４
０００は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から入手された上記
メタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成し、上記生成され
たキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する役目を遂行することが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０は、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジ
ュール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツ
ＤＢ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ
提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記転送を受けたテキストに関し
、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ
３１２０から入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
は、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコンテンツサービス
サーバ１１００へ転送できることが好ましい。
【０３８７】
  次に、図２０を参照しつつ上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心
モデルの上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の作動方法に対する好まし
い一実施形態を説明する。
【０３８８】
  少なくとも１つ以上の外部サーバから動画情報に含まれたメタ情報を入手し、上記テキ
スト情報に基づいて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを提供する上記キー
ワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モデルにおける上記キーワード広告コ
ンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバからテキスト形式からなるメタ情報を
入手するステップ（Ｓ６１）、上記入手したメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告対象テキストを生成するステップ（Ｓ６２）、上記生成されたキーワード広告対象
テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送するステップ（Ｓ６３）
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から少なくとも１つ以上のキーワー
ド広告コンテンツを入手するステップ（Ｓ６４）、及び上記入手されたキーワード広告コ
ンテンツを上記外部サーバまたは上記動画を視聴覚するユーザコンピュータ９０００へ転
送するステップ（Ｓ６５）を含む方式により作動することが好ましい。上記外部サーバは
、ユーザコンピュータ９０００にユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ
動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００を含む上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００であったり、上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００から動画情報に含まれたメタ情報を入手して上記キーワード
広告コンテンツ提供システム３０００へ転送する第３のサーバであることが好ましい。上
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記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、メタ情報基盤のキーワード広告提
供サーバ４０００及び上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を含むことが好
ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００は、上記外部サーバから
入手された上記メタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成し
、上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送する役目を遂行し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０は上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツを入手して上記キーワード広告コンテンツを上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００へ直接転送したり、または上記第３のサーバまたは既設
定されたサーバを経由して上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転
送できるようにすることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
は、テキストの転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュ
ール３１１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤ
Ｂ３１２０、及び上記キーワード広告コンテンツを自身の外部へ転送するキーワード広告
コンテンツ転送モジュールを含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００は、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ
以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手
するものであり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記入手され
たキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送することができ、上記ユーザコンピ
ュータ９０００は、上記外部サーバから動画再生情報を入手することが好ましい。
【０３８９】
  上記メタ情報を入手するステップで、上記メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動
画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択されるいずれ
か１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生成システム
１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０３９０】
  上記メタ情報が選択されることは、キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のメタ情報選
択政策により決まるものであり、上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、キーワー
ド広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対
する情報が含まれていることが好ましい。
【０３９１】
  上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報の中にタグ情報がある場合、タ
グ情報が一次的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情報
が一緒に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法、
及び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が一緒に選択される方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０３９２】
  上記選択されたメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
するステップは、上記メタ情報がタイトル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含
まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テ
キストとして生成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理
分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称
をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法により抽
出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみ
をキーワード広告対象テキストとして生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上
であることが好ましい。上記メタ情報がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含ま
れている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグ
をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全て
のタグをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個
のタグがある場合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキストと
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して生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個の
タグのうち、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが
好ましい。上記選択されたメタ情報が説明情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれ
た語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキス
トとして生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂
行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワ
ード広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち
、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告
対象テキストとして生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、
頻度数を計算し、最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告
対象テキストとして生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ま
しい。上記広告キーワードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象となることができる広
告用キーワードを集大成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で
構成され、商品の名称、サービスの名称、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００から転送を受けた広告キーワードリスト、第三者から入手した広告キーワードリスト
、自体生成した広告キーワードリスト、広告収益が発生したキーワード広告対象テキスト
リスト、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ
以上の属性を有することが好ましい。
【０３９３】
  上記選択されたメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
するステップは、複数のステップからなり、第１ステップはキーワード広告対象テキスト
候補を生成するステップであり、第２ステップは生成されたキーワード広告対象テキスト
候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑した後、質疑結果を参照
してキーワード広告対象テキストを生成することが好ましい。
【０３９４】
  上記キーワード広告対象テキスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤ
Ｂ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ
）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以
上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候
補として生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告
キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキス
ト候補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
上記メタ情報がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ
以上のタグのうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テ
キスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード
広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場
合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち
、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
上記選択されたメタ情報が説明情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のう
ち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補とし
て生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して
少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広
告対象テキスト候補として生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、
上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対
象テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち
、頻度数を計算し、最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広
告対象テキスト候補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であること
が好ましい。上記広告キーワードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象となることがで
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きる広告用キーワードを集大成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の
単語で構成され、商品の名称、サービスの名称、商号、ドメインネーム、名詞、スローガ
ン及びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０３９５】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の質疑結果が上記キーワード広告制
御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するか否かを確認する第３ステップを更に含むことが好
ましい。上記質疑結果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するか否
かを確認することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワ
ード広告対象テキスト候補に対する、（ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否か
に関する情報、（ｂ）転送可能なキーワード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（
ｃ）既設定された順位以上の上位広告単価のうち、少なくとも１つ以上のキーワード広告
コンテンツの広告単価に関する情報、及び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツの露出対比予想クリック率に関する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、
及び（ｄ）のうち、いずれか１つ以上の情報に対するキーワード広告制御政策ＤＢ６５４
０の政策基準を照合することが好ましい。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、
キーワード広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはキーワード広告
対象テキスト生成の基準に対する情報が含まれていることが好ましい。
【０３９６】
  上記質疑結果を参照することは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々または既
設定されたグループ単位のキーワード広告対象テキスト候補に関し、上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補に関し
、キーワード広告コンテンツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【０３９７】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法、及び（ｂ）生成され
たキーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報の種類別に仕分けて、選択された
少なくとも１つ以上のメタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送する方法の中から選択されるいずれか１つの以上の方法であることが好ましい
。
【０３９８】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（
ａ）生成された上記複数個のキーワード広告対象テキストを１回で転送する方法、（ｂ）
複数個のキーワード広告対象テキストを１つずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数
個のキーワード広告対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ単
位で転送し、かつ同一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個ある場合、
上記（ａ）方法及び上記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択さ
れるいずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０３９９】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて、上記管理番号に基づ
いて、上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応し上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッピングして格納する
ステップを更に含むことが好ましい。
【０４００】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストが複数個であり、上記複数個のキーワード
広告対象テキストが少なくとも１つ以上のグループで管理される時、上記グループ及び上
記グループに属するキーワード広告対象テキストの各々に管理番号が与えられて、上記管
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理番号に基づいて、上記グループに属するキーワード広告対象テキストに対応し上記キー
ワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッ
ピングして格納するステップを更に含むことが好ましい。
【０４０１】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手したキーワード広告コンテン
ツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツ中から特定の時点を基準にして上記外
部サーバへ転送される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するステッ
プを更に含むことが好ましい。
【０４０２】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００が入手した上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定された
個数を上限値とし、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手したキーワ
ード広告コンテンツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個数のキーワード
広告コンテンツを選定することが好ましい。
【０４０３】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが
基盤しているメタ情報の種類別に選定するものであり、上記キーワード広告コンテンツは
上記キーワード広告対象テキスト別に入手することが好ましい。
【０４０４】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００が入手したキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点を基準
に上記外部サーバへ転送されるキーワード広告コンテンツの個数が決まっていることが好
ましい。上記キーワード広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準に上記外部サーバ
へ転送されるキーワード広告コンテンツの個数より多い場合、上記複数個のキーワード広
告コンテンツを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ別に上記グループに属
したキーワード広告コンテンツを選定するものであり、上記各グループに属するキーワー
ド広告コンテンツの個数は、上記特定の時点を基準に上記外部サーバへ転送されるキーワ
ード広告コンテンツの個数より小さいか等しいことが好ましい。
【０４０５】
  上記キーワード広告コンテンツを上記外部サーバまたは上記動画を視聴覚するユーザコ
ンピュータ９０００へ転送する方法は、上記キーワード広告コンテンツを上記外部サーバ
または上記ユーザコンピュータ９０００に、（ａ）上記動画に対する少なくとも１つ以上
のキーワード広告コンテンツを１回で転送する方法、（ｂ）上記キーワード広告コンテン
ツが複数個の場合には少なくとも２つ以上のグループに分けて一時または順に転送する方
法の中から選択されるいずれか１つであることが好ましい。
【０４０６】
  上記外部サーバは、上記外部サーバが上記ユーザコンピュータ９０００へ情報を転送す
る時、上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域１００とを分けて、上記外
部サーバへ転送される情報単位を生成し、上記２つの領域を非同期化させる形態であり、
上記キーワード広告コンテンツ領域１００は、上記外部サーバまたは上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００と非同期通信を遂行してキーワード広告コンテンツを入
手することが好ましい。
【０４０７】
  上記順次的転送は、既設定された時間範囲単位でなされることが好ましい。
【０４０８】
  上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手した
キーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００が入手したキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告コンテンツの
個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記外部サーバへ転送されるキーワード広告コンテンツ
の個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択される少なくとも１つ以上を変数に
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して決まるものであり、上記（ｄ）の方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００は、上記外部サーバから上記動画の再生時間情報を更に入手することが好
ましい。
【０４０９】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が上記外部サーバへ転送された少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録するステップ、及び既設
定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモ
ニタリングするステップを更に含むことが好ましい。上記既設定された時間まで上記キー
ワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００が入手したキーワード広告コンテンツのうち、上記外部
サーバへ転送されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告コンテンツの中
から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送す
るステップを含むことが好ましい。
【０４１０】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が上記外部サーバへ転送された少
なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録するステップ、及
び既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生し
たか否かをモニタリングするステップを更に含むことが好ましい。、上記既設定された時
間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合
、上記外部サーバへ転送されたキーワード広告コンテンツを上記クリック発生情報が入手
される時点から既設定された第２時間まで変動させないことが好ましい。
【０４１１】
  上記第２時間まで上記外部サーバへ転送されたキーワード広告コンテンツに対する追加
的なクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００が入手したキーワード広告コンテンツのうち、上記外部サーバへ転送されたキーワ
ード広告コンテンツを除外したキーワード広告コンテンツの中から選択された既設定され
た個数のキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送するステップを含むことが好
ましい。
【０４１２】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が上記外部サーバへ転送された少
なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録するステップ、及
び既設定された時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生し
たか否かをモニタリングするステップを更に含むことが好ましい。上記既設定された時間
内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、
上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテンツ
を上記外部サーバへ転送するステップを更に含むことが好ましい。
【０４１３】
  上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテン
ツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキ
ストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード
広告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一
のメタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、
（ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
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送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキス
トが特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以
外の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。
【０４１４】
  上記外部サーバへ転送された上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報
を入手するステップ、及び上記外部サーバへ転送された上記キーワード広告コンテンツに
対するクリック発生情報を転送するステップのうち、いずれか１つ以上のステップを更に
含むことが好ましい。上記クリック発生情報の入手は、上記外部サーバからの直接入手、
及び上記ユーザコンピュータ９０００からの入手の中からいずれか１つ以上であり、上記
クリック発生情報を転送することは、上記外部サーバへの転送、または既設定された第３
のサーバへの転送の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４１５】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４１６】
  次に、図１８を参照しつつ上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心
モデルの上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の構成に対する好ましい一
実施形態を説明する。
【０４１７】
  少なくとも１つ以上の外部サーバから動画情報に含まれたメタ情報を入手し、上記テキ
スト情報に基づいて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを提供する上記キー
ワード広告コンテンツ提供システム３０００の中心モデルにおける上記キーワード広告コ
ンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバからメタ情報を入手して上記メタ情報
に基づいたキーワード広告を提供する機能を遂行するメタ情報基盤のキーワード広告提供
サーバ４０００、及び上記メタ情報に基づいて少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
テンツを入手するキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を含んで構成されること
が好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバか
ら上記動画と関連したメタ情報の転送を受けて、上記転送を受けたメタ情報に対応する少
なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して、上記キーワード広告コンテン
ツを上記外部サーバまたは上記動画を視聴覚するユーザコンピュータ９０００へ直接また
は上記第３のサーバまたは既設定されたサーバを経由して転送する機能を遂行することが
好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００は、上記外部サーバか
らテキスト形式からなるメタ情報を入手するメタ情報受信モジュール９８００、上記入手
したメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成するキーワー
ド広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キーワード広告対象テキストに対する
少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するキーワード広告コンテンツ入
手モジュール６５３０、及び上記入手したキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ
転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュー
ル３１３０を含むことが好ましい。、上記外部サーバは、ユーザが選択した動画をユーザ
コンピュータ９０００へ動画情報を転送するマルチメディアコンテンツサービスサーバ１
１００を含む上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、または上記マル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００から動画情報に含まれたメタ情報を入手
して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送する第３のサーバであり
、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記メタ情報基盤のキーワー
ド広告提供サーバ４０００及び上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００を含む
ものであることが好ましい。上記メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００は、
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上記外部サーバから入手された上記メタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対
象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する役目を遂行することが好ましい。上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００は、キーワード広告対象テキストの転送を受けたテ
キスト入手モジュール３１１０及び少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワー
ド広告コンテンツＤＢ３１２０を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００は、上記キーワード広告対象テキストに関し、少なくとも１つ以上のキ
ーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツＤＢ３１２０から入手するもの
であり、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記入手されたキーワ
ード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送することができ、上記ユーザコンピュータ９
０００は、上記外部サーバから動画再生情報を入手することが好ましい。
【０４１８】
  上記メタ情報受信モジュール９８００が入手する上記メタ情報は、上記動画情報に含ま
れる上記動画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生
成システム１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０４１９】
  キーワード広告制御政策を含むキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を更に含み、上記
メタ情報が選択されることは、キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のメタ情報選択政策
により決まるものであり、上記キーワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対する
情報が含まれていることが好ましい。
【０４２０】
  上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報の中にタグ情報がある場合、タ
グ情報が一次的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情報
が一緒に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法、
及び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が一緒に選択される方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４２１】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が選択されたメタ情報から少
なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する方法は、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤ
Ｂ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上
記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の
商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキストとして
生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤ
Ｂ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成
する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記メタ情報がタ
グ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち
、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テキストとして生成
する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキストとし
て生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位内に
入るタグのみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情
報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法の中
から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記選択されたメタ情報が説明
情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７
０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記説明情
報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して、少なくとも１つ以上の商品または
サービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキストとして生成する方
法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含
まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び
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（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻頻度順に既設定さ
れた順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記広告キーワードＤＢ６５７０
は、キーワード広告の対象になることができる広告用キーワードを集大成しておいたＤＢ
であり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称、サービスの名称
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けた広告キーワードリ
スト、第三者から入手した広告キーワードリスト、自体生成した広告キーワードリスト、
広告収益が発生したキーワード広告対象テキストリスト、商号、ドメインネーム、名詞、
スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０４２２】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記選択されたメタ情報
で少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する時、複数のステップでキ
ーワード広告対象テキストを生成することが好ましい。上記複数のステップのうち、第１
ステップはキーワード広告対象テキスト候補を生成するステップであり、第２ステップで
は、生成されたキーワード広告対象テキスト候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００に質疑した後、質疑結果を参照してキーワード広告対象テキストを生成する
ことが好ましい。
【０４２３】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が上記キーワード広告対象テ
キスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイトル情報の場合には、（ａ）
上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句を
キーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれ
た語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称
を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び
（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれ
た語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記メタ情報がタグ情報の場合に
は、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワー
ドＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、
（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキスト候補として生成
する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位内に入るタ
グのみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報
に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記選択されたメタ情報が説明情
報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０
に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記説明
情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品または
サービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５
７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻頻度
順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生
成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記広告キーワ
ードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象となることができる広告用キーワードを集大
成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称
、サービスの名称、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、い
ずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０４２４】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記選択されたメタ情報
で少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する時、上記キーワード広告
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コンテンツ提供サーバ３１００の質疑結果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の
政策に符合する否かを確認する第３ステップを更に含むことが好ましい。上記質疑結果が
上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策に符合する否かを確認することは、上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補
に対する、（ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否かに関する情報、（ｂ）転送
可能なキーワード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（ｃ）既設定された順位以上
の上位広告単価のうち、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの広告単価に関
する情報、及び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの露出対比予想ク
リック率に関する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）のうち、いずれ
か１つ以上の情報に対するキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策基準を照合するこ
とが好ましい。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、キーワード広告制御政策を
含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはキーワード広告対象テキスト生成の基準に
対する情報が含まれていることが好ましい。
【０４２５】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が上記質疑結果を参照するこ
とは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々、または既設定されたグループ単位の
キーワード広告対象テキスト候補に関し、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００にキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補に関し、キーワード広告コンテン
ツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【０４２６】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が上記生成され
たキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する方法は、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法、及び（ｂ）生成されたキーワード広告対
象テキストが基盤しているメタ情報の種類別に分けて、選択された少なくとも１つ以上の
メタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法の
中から選択されるいずれか１つの以上の方法であることが好ましい。
【０４２７】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が上記生成され
たキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する方法は、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（ａ）生成された上記
複数個のキーワード広告対象テキストを１回で転送する方法、（ｂ）複数個のキーワード
広告対象テキストを１つずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数個のキーワード広告
対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ単位で転送し、かつ同
一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個の場合、上記（ａ）方法及び上
記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択されるいずれか１つの方
法以上であることが好ましい。
【０４２８】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記生成さ
れたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて格納し、上記キーワード広告対象テ
キスト転送モジュール６５２０は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００か
ら上記生成されたキーワード広告対象テキストを転送し、上記キーワード広告コンテンツ



(125) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

入手モジュール６５３０は、上記生成されたキーワード広告対象テキストに対するキーワ
ード広告コンテンツを入手し、上記管理番号に基づいて上記生成されたキーワード広告対
象テキストに対応する上記キーワード広告コンテンツをマッピングして格納することが好
ましい。
【０４２９】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応する上記キーワード広告コンテンツ
をマッピングして格納することは、上記生成されたキーワード広告対象テキストが複数個
であり、上記複数個のキーワード広告対象テキストが少なくとも１つ以上のグループに管
理される時、上記グループ及び上記グループに属するキーワード広告対象テキストの各々
に管理番号が与えられ、上記管理番号に基づいて上記グループに属するキーワード広告対
象テキストに対応し上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するキー
ワード広告コンテンツをマッピングして格納されることが好ましい。
【０４３０】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツ中から特定の時点を基準に上記
外部サーバへ転送される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するキー
ワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０を更に含むことが好ましい。
【０４３１】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受け
た上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定された個数を上限値とし、上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテン
ツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個数のキーワード広告コンテンツを
選定することが好ましい。
【０４３２】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報の種類別
に選定するものであり、上記キーワード広告コンテンツは、上記キーワード広告対象テキ
スト別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑して上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００から入手することが好ましい。
【０４３３】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受け
たキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点を基準に上記外部サーバへ転送
されるキーワード広告コンテンツの個数が決まっていることが好ましい。上記キーワード
広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準に外部サーバへ転送されるキーワード広告
コンテンツの個数より多い場合、上記複数個のキーワード広告コンテンツを少なくとも２
つ以上のグループに分けて、グループ別に上記グループに属したキーワード広告コンテン
ツを選定するものであり、上記各グループに属するキーワード広告コンテンツの個数は、
上記特定の時点を基準に上記外部サーバへ転送されるキーワード広告コンテンツの個数よ
り小さいか等しいものが好ましい。
【０４３４】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテンツ転送モジュール
３１３０が、上記キーワード広告コンテンツを上記外部サーバまたは上記動画を視聴覚す
るユーザコンピュータ９０００へ転送する方法は、上記キーワード広告コンテンツを上記
外部サーバまたは上記ユーザコンピュータ９０００に、（ａ）上記動画に対する少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを１回で転送する方法、（ｂ）上記キーワード広
告コンテンツが複数個の場合には、少なくとも２つ以上のグループに分けて、一時または
順次に転送する方法の中から選択されるいずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０４３５】
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  上記外部サーバは、上記外部サーバが上記ユーザコンピュータ９０００へ情報を転送す
る時、上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域１００とを分けて上記外部
サーバへ転送される情報単位を生成して上記２つの領域を非同期化させる形態であり、上
記キーワード広告コンテンツ領域１００は、上記外部サーバまたは同一の上記キーワード
広告コンテンツ提供システム３０００と非同期通信を遂行してキーワード広告コンテンツ
を入手することが好ましい。
【０４３６】
  上記順次的転送は、既設定された時間範囲単位でなされることが好ましい。
【０４３７】
  上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手した
キーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００が入手したキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告コンテンツの
個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記外部サーバへ転送されるキーワード広告コンテンツ
の個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択される少なくとも１つ以上を変数に
して決まるものであり、上記（ｄ）の方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００は、上記外部サーバから上記動画の再生時間情報を更に入手することが好
ましい。
【０４３８】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバへ転送された
少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録し、既設定された時間
まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリングし
、上記既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が
入手できない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００が入手したキーワ
ード広告コンテンツのうち、上記外部サーバへ転送されたキーワード広告コンテンツを除
外したキーワード広告コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告
コンテンツを上記外部サーバへ転送することが好ましい。
【０４３９】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバへ転送された
少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録し、既設定され
た時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモ
ニタリングし、上記既設定された時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対する
クリック発生情報が入手される場合、上記外部サーバへ転送されたキーワード広告コンテ
ンツを上記クリック発生情報が入手される時点から既設定された第２時間まで変動させな
いことが好ましい。
【０４４０】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記第２時間まで上記外部サ
ーバへ転送されたキーワード広告コンテンツに対する追加的なクリック発生情報が入手さ
れない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が入手したキーワード
広告コンテンツのうち、上記外部サーバへ転送されたキーワード広告コンテンツを除外し
たキーワード広告コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コン
テンツを上記外部サーバへ転送することが好ましい。
【０４４１】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記外部サーバへ転送された
少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの転送時点を記録し、既設定され
た時間まで上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモ
ニタリングし、上記既設定された時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対する
クリック発生情報が入手される場合、上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツ
と関連したキーワード広告コンテンツを上記外部サーバへ転送することが好ましい。
【０４４２】
  上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテン
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ツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキ
ストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード
広告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一
のメタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、
（ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキス
トが特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以
外の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。
【０４４３】
  上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上記ユーザコンピュータ９０
００へ転送されたキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するクリッ
ク発生情報受信モジュール８９００、及び上記入手されたクリック発生情報を既設定され
たサーバへ転送するクリック発生情報送信モジュール９９００のうち、いずれか１つ以上
を含むことが好ましい。上記クリック発生情報の入手は、上記ユーザコンピュータ９００
０からの直接入手、上記外部サーバからの入手、または上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００の直接入手のうち、いずれか１つ以上であり、上記クリック発生情報
を転送することは、上記外部サーバへの転送、または既設定された第３のサーバへの転送
の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４４４】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４４５】
  統合モデル
  次に、図２４乃至図２５を参照しつつ統合モデルについて説明する。統合モデルは、上
記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００が１つで統合された形態である。ユーザ観点では、マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００が優先的に認識されるため、概念的にマルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００にキーワード広告コンテンツ提供システム３００
０の構成が統合されると説明するが、その反対の場合と対等に統合される場合も排除しな
いことは当然である。
【０４４６】
  上記統合モデルでも概念的に各種機能を遂行するサーバの間のデータの送受信がなされ
るので、上記メタ情報転送モジュール５２００、上記キーワード広告コンテンツ受信モジ
ュール５３００、上記メタ情報受信モジュール９８００などの送受信と関連したモジュー
ルは存在することが相対的に更に妥当である。一方、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００の管理モジュールは、１つのメタ情報基盤のキーワード広告提供サ
ーバ４０００が多数のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００を管理するも
のでない限り、存在しないことが妥当である。しかしながら、上記統合モデルでも上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が多数のマルチメディアコンテンツサ
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ービスサーバ１１００を持っており、特に上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ
１１００が各々異なる種類のマルチメディアコンテンツをサービスしたり、同一の種類の
マルチメディアコンテンツをサービスしいてもサイトが異なるというように、複数のマル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００が存在し、これら複数のマルチメディアコ
ンテンツサービスサーバ１１００が管理される必要がある場合、上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム管理モジュール７８００は存在することが更に妥当である。勿論
、名称上、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム管理モジュール７８００は、
マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００の管理モジュールと同等な意味に使わ
れることが正しいが、名称とは独立的に、その遂行する機能は大同小異である。
【０４４７】
  ハイブリッドモデル
  一方、上記統合類型と仲介類型とが結合されたハイブリッド類型が存在することができ
る。ハイブリッド類型とは、上記統合類型の上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００がメタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００を含んで、自身のため
のキーワード広告コンテンツサービスを遂行するが、少なくとも１つ以上の第３のマルチ
メディアコンテンツサービスサーバ１１００のための第２メタ情報基盤のキーワード広告
提供サーバ４０００を更に含んでいるモデルである。上記メタ情報基盤のキーワード広告
提供サーバ４０００は、上記第３のマルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００か
ら転送されて来るメタ情報に基づいたキーワード広告コンテンツを抽出して上記第３のマ
ルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送する機能を遂行する。
【０４４８】
  ユーザコンピュータ設置プログラム９１００モデル
  次に、図２１乃至図２３を参照し、ユーザコンピュータ設置プログラムモデルについて
説明する。
【０４４９】
  ユーザコンピュータ９０００に設けられた特定の設置型プログラム９１００が、上記メ
タ情報入手モジュール５１００及び／又はキーワード広告制御モジュール６９００、キー
ワード広告表示モジュール７９００の役目を遂行することもできる。上記設置型プログラ
ム９１００の例は、ブラウザが活用できる少なくとも１つ以上の設置型プログラム、ブラ
ウザで実行できる少なくとも１つ以上のプログラムコード（スクリプトコードを含む）、
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が提供し、ブラウザで実行可能
であったり使用可能な少なくとも１つ以上のプログラム、またはウィンドウメディアプレ
イヤ、フラッシュプレイヤ、ＧＯＭプレイヤ、ＧＯＭ ＴＶのような専用マルチメディア
サービスプログラムなどである。即ち、上記設置型プログラム９１００は、上記マルチメ
ディアコンテンツのメタ情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００の機能を遂行し
たり、上記入手されたメタ情報を少なくとも１つ以上の既設定されたキーワード広告コン
テンツ提供サーバ３１００へ転送することもできる。また、上記設置型プログラム９１０
０は、上記キーワード広告制御モジュール６９００の各モジュールのうち、いずれか１つ
以上（キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、及びキーワード広告コンテ
ンツ入手モジュール６５３０を含むことが好ましい）が遂行する機能を遂行し、上記既設
定されたキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して、上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツの転送を受けて、上記ユー
ザコンピュータ９０００に表示することができる。この際、上記設置型プログラム９１０
０は、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツを既設定された位置に表示することも
できる。上記設置型プログラム９１００が上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ
１１００と関連のある者が生成したものである場合、上記プログラム９１００は、上記マ
ルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００から転送を受けたウェブページコンテン
ツなどのページ情報に、転送を受けるキーワード広告コンテンツを容易に挿入することが
できる。一方、上記設置型プログラム９１００が上記マルチメディアコンテンツサービス
サーバ１１００と関連のない第三者が生成した場合にも、上記設置型プログラム９１００
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は、ユーザコンピュータ９０００に常駐しながら、上記マルチメディアコンテンツサービ
スサーバ１１００から転送を受けたウェブページコンテンツ情報に任意に上記転送を受け
たキーワード広告コンテンツを挿入したり、上記キーワード広告コンテンツを不透明また
は半透明の他のレイヤに提供したり、ポップアップなどの別個のウィンドウに表示したり
、既設定されたユーザコンピュータ９０００の画面上の位置（最下段、デスクバー側、右
上段隅などの位置がより好ましい）に表示することができる。一方、上記では上記マルチ
メディアコンテンツサービスサーバ１１００が、上記ユーザが選択したマルチメディアコ
ンテンツをストリーミングしてユーザコンピュータ９０００に動画情報を提供することを
仮定して説明したが、本発明思想は、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１
００は、上記ユーザが選択したマルチメディアコンテンツをユーザコンピュータ９０００
に転送のみを行い、ユーザコンピュータ９０００に設けられたプログラム９１００が上記
転送を受けたマルチメディアコンテンツを再生する場合にも適用できることは当業者には
当然である。この際、上記設けられたプログラム９１００は、上記マルチメディアコンテ
ンツを再生できるマルチメディアコンテンツ転送モジュール１１２０を持っていなければ
ならない。勿論、上記マルチメディアコンテンツが転送される時は、上記マルチメディア
コンテンツのメタ情報も上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されることが好ましい。
上記メタ情報は、上記マルチメディアコンテンツファイルに内蔵されていることもでき、
上記マルチメディアコンテンツファイルとは独立的に転送され、上記設けられたプログラ
ム９１００が上記マルチメディアコンテンツファイルと上記メタ情報と対応させて処理す
ることができる。上記メタ情報には本発明で言及したタイトル、タグ、カテゴリー情報、
説明情報などがあることがあるが、字幕情報（キャプション（caption）情報を含むこと
は当然である）もその対象となることができる。一方、字幕情報は、ＳＭＩファイル形式
からなることが好ましい。
【０４５０】
  上記設置型プログラム９１００は、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送される動画
情報が含まれたウェブページ情報を分析するウェブページ情報分析モジュール９１１０を
含むことが好ましい。上記ウェブページ情報分析モジュール９１１０は、上記転送を受け
た動画関連ウェブページ情報を分析して、メタ情報が含まれた既設定された領域を入手し
、上記メタ情報が含まれた領域をメタ情報入手モジュール５１００に提供して、上記メタ
情報入手モジュール５１００がメタ情報を入手できるようにする。一方、キーワード広告
表示モジュール７９００は、既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツが表示さ
れるために、上記転送を受けたウェブページにキーワード広告コンテンツを挿入させなけ
ればならない。上記ウェブページの既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツを
挿入させる機能を遂行するのが、キーワード広告挿入モジュール９１２０である。
【０４５１】
  上記キーワード広告挿入モジュール９１２０には、上記ウェブページを上記キーワード
広告コンテンツを含むように再構成して、上記再構成されたウェブページをユーザのブラ
ウザに提供する方法がありうる。本方法が実行されるためには、上記キーワード広告表示
モジュール７９００が上記転送を受けたウェブページを入手して上記ウェブページに対す
る統制権を獲得した後、上記統制権が確保されたウェブページの既設定された位置に上記
キーワード広告コンテンツを挿入して修正ウェブページを生成した後、上記修正ウェブペ
ージを上記ユーザコンピュータ９０００のブラウザに提供することができる。勿論、上記
専用マルチメディア再生プログラムに上記キーワード広告挿入モジュール９１２０が作動
する場合には、このプログラムがウェブページでないマルチメディアコンテンツファイル
自体（メタ情報を含むことは当然である）をダウンロードして再生できるので、上記ウェ
ブページの分析を必要としないことは当業者には当然である。
【０４５２】
  一方、上記ウェブページで上記キーワード広告コンテンツが表示される領域１００が非
同期通信（ＡＪＡＸ等）方法などを使用し、上記ウェブページと上記キーワード広告表示
モジュール７９００が通信し、上記キーワード広告表示モジュール７９００が上記ウェブ
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ページを表示するブラウザにキーワード広告コンテンツ情報を提供すれば、上記ブラウザ
はキーワード広告コンテンツを既設定された位置に表示できる。
【０４５３】
  一方、上記設置型プログラム９１００には、上記ユーザが特定のキーワード広告コンテ
ンツをクリックした時、そのクリック発生情報を入手するクリック発生情報受信モジュー
ル８９００が含まれていることができる。そして、上記クリック発生情報受信モジュール
８９００が入手したクリック発生情報を有無線ネットワーク８０００を介して外部サーバ
へ転送する必要がある場合がありうる。上記クリック発生情報を上記外部サーバへ転送す
ることは、本発明のクリック発生情報送信モジュール９９００が遂行する。
【０４５４】
  上記クリック発生情報送信モジュール９９００は設置型プログラム９１００で説明した
が、上記クリック発生情報送信モジュール９９００は、入手したクリック発生情報を関連
した既設定された事業体のサーバへ転送する機能を遂行するので、設置型プログラム９１
００に限定されず、本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００／マル
チメディアコンテンツサービスサーバ１１００やメタ情報基盤のキーワード広告サーバ６
０００、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００、キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００／キーワード広告コンテンツ提供システム３０００などにも包含で
きることは当然である。上記クリック発生情報が上記関連した事業体のサーバへ転送され
る場合、発生した広告量及び広告効果を直ちに知ることができ、広告収益の正確な精算に
も活用できる。
【０４５５】
  上記では、ユーザコンピュータ９０００から１つのマルチメディアコンテンツが選択さ
れる状況を基準に説明したが、ユーザコンピュータ９０００から少なくとも２つ以上のマ
ルチメディアコンテンツが同時に選択できる。上記２つ以上のマルチメディアコンテンツ
は、同一種類（例えば、選択された全てのものが動画）、または異なる種類（１つは動画
、他のものはイメージ等）でありうる。この際、選択された複数個のマルチメディアコン
テンツに関して本発明思想を適用させる類型は、次の３つがある。
【０４５６】
  第１は、マルチメディアコンテンツの種類に優先順位を付けて処理する方法であって、
動画マルチメディアコンテンツに優先順位を更に付けることが好ましい。即ち、動画とイ
メージが転送される場合であれば、動画に対して優先的に本発明思想を適用させることが
できる。第２は、ユーザコンピュータ９０００へ転送されるマルチメディアコンテンツに
順序がある場合、先に転送されるマルチメディアコンテンツを基準に本発明思想を適用す
るものである。即ち、ユーザが多数個の動画を選択した場合、上記動画が時間を離隔して
転送される場合、転送される時点を基準にした現在転送中の動画に関して本発明思想を適
用できる。第３に、上記複数個のマルチメディアコンテンツが同一の時点でユーザコンピ
ュータ９０００に表示される場合、上記各個別マルチメディアコンテンツが表示される位
置に上記個別マルチメディアコンテンツ１つ１つを基準に、上記個別マルチメディアコン
テンツ毎に本発明思想を適用できる。即ち、複数個のイメージが転送され、上記複数個の
イメージがユーザコンピュータ９０００に並列的に表れる時、上記複数個の各イメージの
下に各イメージから抽出したメタ情報に基づいたキーワード広告コンテンツを配置させる
ことができる。
【０４５７】
  上記では、ユーザコンピュータ９０００に設けられたプログラム９１００（例えば、プ
ラグインプログラムは設けられるプログラムの一例となる）が本発明思想を実行すること
について説明した。一方、現在のウェブ技術には、古典的な設置（ＨＤＤに記録されて駆
動される等）という概念とはある程度差があるプログラム実行技術がある。ジャバスクリ
プトからなるプログラムのようなスクリプト言語からなるプログラムがそれである。ジャ
バスクリプトのようなスクリプト言語からなるプログラムは、上記ウェブページ情報を構
成する全体コード内に挿入されることができ、プラグインプログラムのように、まるでユ
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ーザコンピュータ９０００に設けられたプログラム９１００のように動作できる。上記マ
ルチメディアコンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送する上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００は、上記ユーザコンピュータ９０００にユーザの
ためのストリーミングされたマルチメディアコンテンツ（イメージの場合、イメージファ
イル自体）情報を提供すると共に、上記ジャバスクリプトからなるスクリプトプログラム
も一緒に提供できる。上記スクリプトプログラムは、本発明のメタ情報入手モジュール５
１００、及びキーワード広告制御モジュール６９００が遂行する大部分の行為をすること
ができる。即ち、上記スクリプトプログラムは、１）上記マルチメディアコンテンツ情報
からメタ情報を入手することができ、２）上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００と通信したり、上記スクリプトプログラムに上記キーワード広告制御政策ＤＢ
５３２０の内容がプログラム化されている場合には、上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００と通信するか否かに関わらず、上記キーワード広告対象テキスト生
成モジュール６５１０の役目を遂行することができ、３）上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００と通信して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００か
らキーワード広告コンテンツを入手することもできるので、上記キーワード広告コンテン
ツ入手モジュール６５３０の役目を遂行することもでき、４）上記２）と同等の方式によ
り上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０の役目をすることもでき、５）
上記キーワード広告表示モジュール７９００の役目を遂行することもでき、６）イベント
感知機能を含んでいる場合、ユーザコンピュータ９０００から特定のキーワード広告コン
テンツに対するクリック情報を入手することができ、上記クリック情報をマルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００やキーワード広告コンテンツ提供システム３０００
に伝達することもできる。即ち、本発明思想は、ユーザコンピュータ９０００に設けられ
たプログラム９１００を通じても実施可能であるが、ユーザコンピュータ９０００で非設
置方式により実行されるプログラムによっても実施可能であることは本説明と当業者の知
識により当然である。
【０４５８】
  上記では、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が、上記ユーザコ
ンピュータ９０００へ転送される動画情報に上記スクリプト言語からなるプログラムを含
めることを中心に説明した。上記スクリプト言語からなるプログラムを含めることは、上
記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００またはキーワード広告コンテンツ
提供システム３０００でも行うことができる。上記マルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００は、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００／キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００からスクリプトの転送を受けて、これをマルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００が提供するウェブページに挿入してユーザコ
ンピュータ９０００へ転送し、上記スクリプトが上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介
システム２０００／キーワード広告コンテンツ提供システム３０００と通信することがで
きる。
【０４５９】
  次に、図２２を参照し、上記ユーザコンピュータ設置プログラム９１００モデルの上記
ユーザコンピュータ９０００の記録媒体に設けられた上記プログラム９１００の作動方法
に対する好ましい一実施形態を説明する。
【０４６０】
  ユーザコンピュータ９０００へ転送を受けた動画情報に基づいたキーワード広告コンテ
ンツを上記ユーザコンピュータ９０００に提供できるようにするコンピュータプログラム
９１００が記録された記録媒体であって、上記コンピュータプログラム９１００は、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から、（ａ）上記ユーザコンピュー
タ９０００へ転送される動画情報が含まれたウェブページ情報から上記動画に対応するテ
キスト形式からなるメタ情報を入手するステップ（Ｓ７１－ａ）、（ｂ）上記ユーザコン
ピュータ９０００へ転送されるマルチメディアコンテンツファイル（メタ情報が含まれて
いる）からメタ情報を入手するステップ（Ｓ７１－ｂ）、の中から選択されるいずれか１
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つの方法を使用してメタ情報を入手するステップ（Ｓ７１）、上記入手したメタ情報から
少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成するステップ（Ｓ７２）、上記
生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
へ転送するステップ（Ｓ７３）、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から
少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの転送を受けるステップ（Ｓ７４）、及
び上記動画が再生される間に、上記転送を受けたキーワード広告コンテンツが上記ユーザ
コンピュータ９０００に表示されるようにするステップ（Ｓ７５）を含む方式により作動
されることが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００は、上記動画情報からメタ
情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、上記メタ情報から上記キーワード広告
対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、及び上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツを入手する
キーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０を含むことが好ましい。上記キーワー
ド広告コンテンツ入手モジュール６５３０は、入手したキーワード広告コンテンツを上記
動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワード広
告コンテンツが表示できるようにするキーワード広告表示モジュール７９００を含むこと
が好ましい。上記キーワード広告表示モジュール７９００は、上記キーワード広告コンテ
ンツを上記転送を受けたウェブページ情報に挿入するキーワード広告挿入モジュール９１
２０を含むことが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキ
ストの転送を受けたキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１
１０、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２
０、及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ
側キーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記転送を受けたキーワード広告対象テキス
トに関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテ
ンツＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメ
ディアコンテンツサービスサーバ１１００へ転送できることが好ましい。
【０４６１】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０が入手す
る情報はテキストの形式からなっている。上記テキストの形式からなる情報は、タグ情報
、タイトル情報、説明情報、及びその他のテキスト形式からなる情報を含む。勿論、上記
テキスト形式からなる情報にはキーワード広告対象テキストも含まれることは勿論である
。
【０４６２】
  上記メタ情報を入手するステップで、上記メタ情報は、上記動画情報に含まれる上記動
画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択されるいずれ
か１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生成システム
１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０４６３】
  上記メタ情報が選択されることはキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のメタ情報選択
政策により決まり、上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０はキーワード広告制御政策
を含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対する情報が含ま
れていることが好ましい。
【０４６４】
  上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報のうち、タグ情報がある場合、
タグ情報が一次的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情
報が一緒に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法
、及び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が一緒に選択される方法の中
から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４６５】
  上記選択されたメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
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するステップは、上記メタ情報がタイトル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含
まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テ
キストとして生成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理
分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称
をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出し
た名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキ
ーワード広告対象テキストとして生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であ
ることが好ましい。、上記メタ情報がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれ
ている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグを
キーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全ての
タグをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個の
タグがある場合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキストとし
て生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個の場合、複数個のタグ
のうち、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ま
しい。上記選択されたメタ情報が説明情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語
句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストと
して生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行し
て少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード
広告対象テキストとして生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上
記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象
テキストとして生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度
数を計算し、最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象
テキストとして生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい
。上記広告キーワードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象となることができる広告用
キーワードを集大成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で構成
され、商品の名称、サービスの名称、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００
から転送を受けた広告キーワードリスト、第三者から入手した広告キーワードリスト、自
体生成した広告キーワードリスト、広告収益が発生したキーワード広告対象テキストリス
ト、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ以上
の属性を有することが好ましい。
【０４６６】
  上記選択されたメタ情報から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成
するステップは、複数のステップから構成され、第１ステップはキーワード広告対象テキ
スト候補を生成するステップであり、第２ステップでは生成されたキーワード広告対象テ
キスト候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑した後、質疑結果
を参照してキーワード広告対象テキストを生成することが好ましい。
【０４６７】
  上記キーワード広告対象テキスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤ
Ｂ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ
）上記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以
上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候
補として生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告
キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキス
ト候補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
上記メタ情報がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ
以上のタグのうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テ
キスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード
広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場
合、既設定された順位内に入るタグのみをキーワード広告対象テキスト候補として生成す
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る方法、及び（ｄ）上記タグ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち
、ランダムに選択する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
上記選択されたメタ情報が説明情報の場合には（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち
、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として
生成する方法、（ｂ）上記説明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少
なくとも１つ以上の商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告
対象テキスト候補として生成する方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上
記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象
テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、
頻度数を計算し、最頻頻度順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告
対象テキスト候補として生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが
好ましい。上記広告キーワードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象になることができ
る広告用キーワードを集大成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単
語で構成され、商品の名称、サービスの名称、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン
、及びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０４６８】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００の質疑結果が上記キーワード広告制
御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するか否かを確認する第３ステップを更に含むことが好
ましい。上記質疑結果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するか否
かを確認することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワ
ード広告対象テキスト候補に対する、（ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否か
に関する情報、（ｂ）転送可能なキーワード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（
ｃ）既設定された順位以上の上位広告単価のうち、少なくとも１つ以上のキーワード広告
コンテンツの広告単価に関する情報、及び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コ
ンテンツの露出対比予想クリック率に関する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上
記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、
及び（ｄ）のうち、いずれか１つ以上の情報に対するキーワード広告制御政策ＤＢ６５４
０の政策基準を照合するものであることが好ましい。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６
５４０は、キーワード広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはキー
ワード広告対象テキスト生成の基準に対する情報が含まれていることが好ましい。
【０４６９】
  上記質疑結果を参照することは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々または既
設定されたグループ単位のキーワード広告対象テキスト候補に関し、上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補に関し
てキーワード広告コンテンツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【０４７０】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部
上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法、及び（ｂ）生成され
たキーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報の種類別に仕分けて、選択された
少なくとも１つ以上のメタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送する方法の中から選択されるいずれか１つの方法以上であることが好ましい。
【０４７１】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するステップは、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（
ａ）生成された上記複数個のキーワード広告対象テキストを１回で転送する方法、（ｂ）
複数個のキーワード広告対象テキストを１つずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数
個のキーワード広告対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ単
位で転送し、かつ同一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個ある場合、
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上記（ａ）方法及び上記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択さ
れるいずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０４７２】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて、上記管理番号に基づ
いて、上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応し上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッピングして格納する
ステップを更に含むことが好ましい。
【０４７３】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストが複数個であり、上記複数個のキーワード
広告対象テキストが少なくとも１つ以上のグループに管理される時、上記グループ及び上
記グループに属するキーワード広告対象テキストの各々に管理番号が与えられ、上記管理
番号に基づいて、上記グループに属するキーワード広告対象テキストに対応し上記キーワ
ード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツをマッピ
ングして格納するステップを更に含むことが好ましい。
【０４７４】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツ中から特定の時点を基準に、上
記ユーザコンピュータ９０００に表示される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテ
ンツを選定するステップを更に含むことが好ましい。
【０４７５】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から転送を受けた上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定
された個数を上限値とし、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を
受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個数
のキーワード広告コンテンツを選定することが好ましい。
【０４７６】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが
基盤しているメタ情報の種類別に選定するものであり、上記キーワード広告コンテンツは
、上記キーワード広告対象テキスト別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１０
０に質疑して、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手することが好
ましい。
【０４７７】
  上記キーワード広告コンテンツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供
サーバ３１００から表示されたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点を
基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示されるキーワード広告コンテンツの個数が
決まっており、上記キーワード広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準にユーザコ
ンピュータ９０００に表示されるキーワード広告コンテンツの個数より多い場合、上記複
数個のキーワード広告コンテンツを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ別
に上記グループに属したキーワード広告コンテンツを選定するものであり、上記各グルー
プに属するキーワード広告コンテンツの個数は、上記特定の時点を基準に上記ユーザコン
ピュータ９０００に表示されるキーワード広告コンテンツの個数より小さいか等しいこと
が好ましい。
【０４７８】
  上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツが上記ユーザコンピュータ９０００に表
示される方法は、（ａ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテンツ領域１００と
を分けてユーザコンピュータ９０００に表示される情報単位が生成され、上記２つの領域
が同期化されて上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ
９０００に表示される方法、及び（ｂ）上記動画情報領域と上記キーワード広告コンテン
ツ領域１００とを分けてユーザコンピュータ９０００に表示される情報単位が生成され、
上記２つの領域が非同期され、上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツが各々上記
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ユーザコンピュータ９０００に表示される方法の中から選択されるいずれか１つの以上の
方法であることが好ましい。
【０４７９】
  上記（ｂ）方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ領域１００に表示される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツは、時間の経過に従い変動されることが好ま
しい。
【０４８０】
  上記時間は既設定された時間範囲であることが好ましい。
【０４８１】
  上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を
受けたキーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告
コンテンツの個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示さ
れるキーワード広告コンテンツの個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択され
る少なくとも１つ以上を変数にして決まることが好ましい。
【０４８２】
  上記コンピュータプログラム９１００がユーザコンピュータ９０００に表示された少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの表示時点を記録するステップ、及び上記コ
ンピュータプログラム９１００が既設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに
対するクリックが発生したか否かをモニタリングするステップを更に含むことが好ましい
。上記コンピュータプログラム９１００は、上記既設定された時間まで上記キーワード広
告コンテンツに対するクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記ユーザ
コンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告
コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを、上記ユ
ーザコンピュータ９０００に表示するステップを含むことが好ましい。
【０４８３】
  上記コンピュータプログラム９１００がユーザコンピュータ９０００に表示された少な
くとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの表示時点を記録するステップ、及び
上記コンピュータプログラム９１００が既設定された時間まで上記特定のキーワード広告
コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリングするステップを更に含むこ
とが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００は、上記既設定された時間内に上記
特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、上記ユー
ザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コンテンツを上記クリック発生情報
が入手される時点から既設定された第２時間まで変動させないことが好ましい。
【０４８４】
  上記第２時間まで上記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コンテ
ンツに対する追加的なクリック発生情報が入手されない場合、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上記ユーザ
コンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワード広告
コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを、上記ユ
ーザコンピュータ９０００に表示するステップを含むことが好ましい。
【０４８５】
  上記コンピュータプログラム９１００がユーザコンピュータ９０００に表示された少な
くとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの表示時点を記録するステップ、及び
上記コンピュータプログラム９１００が既設定された時間まで上記特定のキーワード広告
コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリングするステップを更に含むこ
とが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００が上記既設定された時間内に上記特
定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、上記クリッ
クが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテンツをユーザコ
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ンピュータ９０００に表示するステップを更に含むことが好ましい。
【０４８６】
  上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテン
ツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキ
ストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード
広告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一
のメタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、
（ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキス
トが特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以
外の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。
【０４８７】
  上記コンピュータプログラム９１００が上記ユーザコンピュータ９０００に表示された
上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するステップ、及び上記
コンピュータプログラム９１００が上記ユーザコンピュータ９０００に表示された上記キ
ーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を転送するステップのうち、いずれか
１つ以上のステップを更に含むことが好ましい。上記クリック発生情報の入手は、上記ユ
ーザコンピュータ９０００からの直接入手、または上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００からの入手の中からいずれか１つ以上であり、上記クリック発生情報を転送
することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００への転送、または既設定
された第３のサーバへの転送の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい
。
【０４８８】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４８９】
  次に、図２２を参照しつつ上記ユーザコンピュータ設置プログラム９１００モデルの上
記ユーザコンピュータ９０００の記録媒体に設けられた上記プログラム９１００の構成に
対する好ましい２つの実施形態を説明する。第１の実施形態は、マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００からマルチメディアコンテンツをストリーミングするウェブ
ページの転送を受けて処理しながら本発明思想を実施することに関する。第２の実施形態
は、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００からメタ情報が含まれたマルチ
メディアコンテンツファイル自体をダウンロードして上記マルチメディアコンテンツファ
イル自体を再生しながら本発明思想を実施することに関する。まず、第１の実施形態につ
いて説明する。
【０４９０】
  ユーザコンピュータ９０００に転送を受けた動画情報に基づいたキーワード広告コンテ
ンツを上記ユーザコンピュータ９０００に提供できるようにするコンピュータプログラム
９１００が記録された記録媒体の上記コンピュータプログラム９１００は、上記ユーザコ
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ンピュータ９０００へ転送される動画情報が含まれたウェブページ情報を分析するウェブ
ページ情報分析モジュール９１１０を含み、上記ウェブページ情報分析モジュール９１１
０から上記動画に対するメタ情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、上記メタ
情報入手モジュール５１００から入手したメタ情報から少なくとも１つのキーワード広告
対象テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キー
ワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキスト
に関する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０、及び
上記キーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０が入手したキーワード広告コンテ
ンツを上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キ
ーワード広告コンテンツが表示できるように制御するキーワード広告表示モジュール７９
００を含んで構成されることが好ましい。
【０４９１】
  上記キーワード広告表示モジュール７９００は、上記キーワード広告コンテンツを上記
ウェブページの既設定された位置に挿入されるようにするキーワード広告挿入モジュール
９１２０を更に含むことが好ましい。上記ウェブページ情報分析モジュール９１１０は、
入手した動画情報が含まれたウェブページを分析して、上記動画情報でメタ情報を分離す
る機能を遂行するものであることが好ましい。上記キーワード広告挿入モジュール９１２
０は、上記入手されたキーワード広告コンテンツと上記ユーザコンピュータ９０００へ転
送されたウェブページとを結合し、既設定された位置に上記キーワード広告コンテンツが
配置されるように上記ウェブページを修正して、修正されたウェブページを生成し、上記
修正されたウェブページが上記ユーザコンピュータ９０００に表示されるようにするもの
であることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００は、テキスト
の転送を受けるキーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール３１１０
、少なくとも１つ以上の広告コンテンツを含むキーワード広告コンテンツＤＢ３１２０、
及び上記キーワード広告コンテンツを転送するキーワード広告コンテンツ提供サーバ側キ
ーワード広告コンテンツ転送モジュール３１３０を含むことが好ましい。上記キーワード
広告コンテンツ提供サーバ３１００は、上記転送を受けたキーワード広告対象テキストに
関し、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記キーワード広告コンテンツ
ＤＢ３１２０から入手し、上記入手されたキーワード広告コンテンツを上記マルチメディ
アコンテンツサービスサーバ１１００へ転送できることが好ましい。
【０４９２】
  次に、第２の実施形態について説明する。
【０４９３】
  ユーザコンピュータ９０００に転送を受けた動画情報（マルチメディアコンテンツの一
例である）に基づいたキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００に提
供できるようにするコンピュータプログラム９１００が記録された記録媒体の上記コンピ
ュータプログラム９１００は、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送される動画情報か
ら上記動画に対するメタ情報を入手するメタ情報入手モジュール５１００、上記メタ情報
入手モジュール５１００から入手したメタ情報から少なくとも１つのキーワード広告対象
テキストを生成するキーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０、上記キーワー
ド広告対象テキスト生成モジュール６５１０が生成したキーワード広告対象テキストに関
する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツをキーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００から入手するキーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０、及び上記
キーワード広告コンテンツ入手モジュール６５３０が入手したキーワード広告コンテンツ
を上記動画が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワ
ード広告コンテンツが表示できるように制御するキーワード広告表示モジュール７９００
を含んで構成されることが好ましい。上記キーワード広告表示モジュール７９００は、上
記キーワード広告コンテンツを、上記コンピュータプログラム９１００が指定する既設定
された位置（例えば、動画再生画面の下段、または動画再生画面の上に特別なレイヤを生
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成し、そのレイヤ）に表示されるようにしたり、特定の位置に挿入されるようにするキー
ワード広告挿入モジュール９１２０を更に含む。
【０４９４】
  次に、上記２つの実施形態に共通するものを説明する。
【０４９５】
  上記メタ情報入手モジュール５１００が入手する上記メタ情報は、上記動画情報に含ま
れる上記動画のタイトル情報、タグ情報、説明情報、及び商業的タグ集合の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記商業的タグ集合は、上記商業的タグ生
成システム１００００で生成されたものであることが好ましい。
【０４９６】
  キーワード広告制御政策を含むキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０を更に含み、上記
メタ情報が選択されることはキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０のメタ情報選択政策に
より決まり、上記キーワード広告制御政策にはメタ情報の選択基準に対する情報が含まれ
ていることが好ましい。
【０４９７】
  上記メタ情報の選択基準は、（ａ）入手されるメタ情報の中にタグ情報がある場合、タ
グ情報が一次的に選択される方法、（ｂ）タグ情報がある場合、タグ情報とタイトル情報
が一緒に選択される方法、（ｃ）タグ情報がない場合、タイトル情報が選択される方法、
及び（ｄ）タグ情報がない場合、タイトル情報と説明情報が一緒に選択される方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０４９８】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が選択されたメタ情報から少
なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する方法は、上記メタ情報がタイ
トル情報の場合には、（ａ）上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤ
Ｂ６５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上
記タイトル情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の
商品またはサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキストとして
生成する方法、及び（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワー
ドＤＢ６５７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして
生成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記メタ情報
がタグ情報の場合には、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグの
うち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テキストとして
生成する方法、（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキスト
として生成する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位
内に入るタグのみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及び（ｄ）上記タ
グ情報に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法
の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記選択されたメタ情報が
説明情報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６
５７０に含まれた語句をキーワード広告対象テキストとして生成する方法、（ｂ）上記説
明情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品また
はサービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキストとして生成する
方法、（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に
含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法、及
び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻頻度順に既設定
された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキストとして生成する方法の中
から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記広告キーワードＤＢ６５７
０は、キーワード広告の対象となることができる広告用キーワードを集大成しておいたＤ
Ｂであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称、サービスの名
称、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けた広告キーワード
リスト、第三者から入手した広告キーワードリスト、自体生成した広告キーワードリスト
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、広告収益が発生したキーワード広告対象テキストリスト、商号、ドメインネーム、名詞
、スローガン、及びブランドのうち、いずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０４９９】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記選択されたメタ情報
から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する時、複数のステップで
キーワード広告対象テキストを生成し、上記複数のステップのうち、第１ステップはキー
ワード広告対象テキスト候補を生成するステップであり、第２ステップでは生成されたキ
ーワード広告対象テキスト候補を上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質
疑した後、質疑結果を参照してキーワード広告対象テキストを生成することが好ましい。
【０５００】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が上記キーワード広告対象テ
キスト候補を生成する第１ステップは、上記メタ情報がタイトル情報の場合には、（ａ）
上記タイトル情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０に含まれた語句を
キーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記タイトル情報に含まれ
た語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品またはサービス名称
を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び
（ｃ）上記（ｂ）方法で抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５７０に含まれ
た語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記メタ情報がタグ情報の場合に
は、（ａ）上記タグ情報に含まれている少なくとも１つ以上のタグのうち、広告キーワー
ドＤＢ６５７０に含まれたタグをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、
（ｂ）上記タグ情報に含まれた全てのタグをキーワード広告対象テキスト候補として生成
する方法、（ｃ）上記タグ情報に複数個のタグがある場合、既設定された順位内に入るタ
グのみをキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、及び（ｄ）上記タグ情報
に含まれたタグが複数個ある場合、複数個のタグのうち、ランダムに選択する方法の中か
ら選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記選択されたメタ情報が説明情
報の場合には、（ａ）上記説明情報に含まれた語句のうち、広告キーワードＤＢ６５７０
に含まれた語句をキーワード広告対象テキスト候補として生成する方法、（ｂ）上記説明
情報に含まれた語句に対する自然語処理分析を遂行して少なくとも１つ以上の商品または
サービス名称を抽出し、抽出された名称をキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、（ｃ）上記（ｂ）方法により抽出した名称のうち、上記広告キーワードＤＢ６５
７０に含まれた語句と一致する名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生成す
る方法、及び（ｄ）上記（ｂ）方法で抽出された名称のうち、頻度数を計算し、最頻頻度
順に既設定された順位内に含まれる名称のみをキーワード広告対象テキスト候補として生
成する方法の中から選択されるいずれか１つ以上であることが好ましい。上記広告キーワ
ードＤＢ６５７０は、キーワード広告の対象となることができる広告用キーワードを集大
成しておいたＤＢであり、上記名称は少なくとも１つ以上の単語で構成され、商品の名称
、サービスの名称、商号、ドメインネーム、名詞、スローガン、及びブランドのうち、い
ずれか１つ以上の属性を有することが好ましい。
【０５０１】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記選択されたメタ情報
から少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキストを生成する時、上記キーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００の質疑結果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０
の政策に符合するか否かを確認する第３ステップを更に含むことが好ましい。上記質疑結
果が上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策に符合するか否かを確認することは
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から上記キーワード広告対象テキス
ト候補に対する、（ａ）キーワード広告コンテンツが存在するか否かに関する情報、（ｂ
）転送可能なキーワード広告コンテンツの最大個数に関する情報、（ｃ）既設定された順
位以上の上位広告単価のうち、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの広告単
価に関する情報、及び（ｄ）少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの露出対比
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予想クリック率に関する情報のうち、いずれか１つ以上を入手し、上記キーワード広告コ
ンテンツ提供サーバ３１００から入手した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）のうち、
いずれか１つ以上の情報に対するキーワード広告制御政策ＤＢ６５４０の政策基準を照合
するものであることが好ましい。上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０は、キーワー
ド広告制御政策を含んでおり、上記キーワード広告制御政策にはキーワード広告対象テキ
スト生成の基準に対する情報が含まれていることが好ましい。
【０５０２】
  上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０が上記質疑結果を参照するこ
とは、上記キーワード広告対象テキスト候補の各々または既設定されたグループ単位のキ
ーワード広告対象テキスト候補に関して、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００にキーワード広告対象テキスト候補を転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００から上記キーワード広告対象テキスト候補に関してキーワード広告コンテン
ツの存在の確認情報を入手することを含むことが好ましい。
【０５０３】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が上記生成され
たキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する方法は、（ａ）生成されたキーワード広告対象テキストを全部上記キーワード広告
コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法、及び（ｂ）生成されたキーワード広告対
象テキストが基盤しているメタ情報の種類別に分けて、選択された少なくとも１つ以上の
メタ情報の種類別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送する方法の
中から選択されるいずれか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０５０４】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０が上記生成され
たキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送する方法は、上記キーワード広告対象テキストが複数個の場合、（ａ）生成された上記
複数個のキーワード広告対象テキストを１回で転送する方法、（ｂ）複数個のキーワード
広告対象テキストを１つずつ個別的に転送する方法、（ｃ）上記複数個のキーワード広告
対象テキストを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ単位で転送し、かつ同
一グループに属するキーワード広告対象テキストが複数個ある場合、上記（ａ）方法及び
上記（ｂ）方法のうち、いずれか１つを適用する方法の中から選択されるいずれか１つ以
上の方法であることが好ましい。
【０５０５】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００へ転送するキーワード広告対象テキスト転送モジュール６５２０を更に含むこ
とが好ましい。上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記生成さ
れたキーワード広告対象テキストに管理番号を与えて格納し、上記キーワード広告対象テ
キスト転送モジュール６５２０は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００か
ら上記生成されたキーワード広告対象テキストを転送し、上記キーワード広告コンテンツ
入手モジュール６５３０は、上記生成されたキーワード広告対象テキストに対するキーワ
ード広告コンテンツを入手し、上記管理番号に基づいて上記生成されたキーワード広告対
象テキストに対応する上記キーワード広告コンテンツをマッピングして格納することが好
ましい。
【０５０６】
  上記生成されたキーワード広告対象テキストに対応する上記キーワード広告コンテンツ
をマッピングして格納することは、上記生成されたキーワード広告対象テキストが複数個
であり、上記複数個のキーワード広告対象テキストが少なくとも１つ以上のグループに管
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理される時、上記グループ及び上記グループに属するキーワード広告対象テキストの各々
に管理番号が与えられ、上記管理番号に基づいて、上記グループに属するキーワード広告
対象テキストに対応し上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手される
キーワード広告コンテンツをマッピングして格納されることが好ましい。
【０５０７】
  上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コ
ンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告コンテンツ中から特定の時点を基準に上記
ユーザコンピュータ９０００へ転送される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを選定するキーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０を更に含むことが好まし
い。
【０５０８】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受け
た上記複数個のキーワード広告コンテンツのうち、既設定された個数を上限値とし、上記
キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテン
ツのうち、上記既設定された個数より小さいか等しい個数のキーワード広告コンテンツを
選定することが好ましい。
【０５０９】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報の種類別
に選定することが好ましい。上記キーワード広告コンテンツは、上記キーワード広告対象
テキスト別に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に質疑して上記キーワー
ド広告コンテンツ提供サーバ３１００から入手されたものが好ましい。
【０５１０】
  上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０が上記キーワード広告コンテン
ツを選定することは、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受け
たキーワード広告コンテンツが複数個の場合、特定の時点を基準に上記ユーザコンピュー
タ９０００に表示されるキーワード広告コンテンツの個数が決まっており、上記キーワー
ド広告コンテンツの個数が上記特定の時点を基準にユーザコンピュータ９０００に表示さ
れるキーワード広告コンテンツの個数より多い場合、上記複数個のキーワード広告コンテ
ンツを少なくとも２つ以上のグループに分けて、グループ別に上記グループに属したキー
ワード広告コンテンツを選定することが好ましい。上記各グループに属するキーワード広
告コンテンツの個数は上記特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示さ
れるキーワード広告コンテンツの個数より小さいか等しいことが好ましい。
【０５１１】
  上記キーワード広告表示モジュール７９００が、キーワード広告コンテンツを上記動画
が再生されて表示される動画領域と区別できる既設定された位置に上記キーワード広告コ
ンテンツが表示できるようにする方法は、（ａ）上記動画情報領域と上記キーワード広告
コンテンツ領域１００とを分けて、ユーザコンピュータ９０００に表示される情報単位を
生成し、上記２つの領域を同期化させて上記動画情報と上記キーワード広告コンテンツを
上記ユーザコンピュータ９０００に表示する方法、及び（ｂ）上記動画情報領域と上記キ
ーワード広告コンテンツ領域１００を分けてユーザコンピュータ９０００に表示される情
報単位を生成し、上記２つの領域を非同期化させ、上記動画情報と上記キーワード広告コ
ンテンツを各々上記ユーザコンピュータ９０００に表示する方法の中から選択されるいず
れか１つ以上の方法であることが好ましい。
【０５１２】
  上記（ｂ）方法を取る時、上記キーワード広告コンテンツ領域１００に表示される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツは、時間の経過に従い変動されることが好ま
しい。
【０５１３】
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  上記時間は既設定された時間範囲であることが好ましい。
【０５１４】
  上記時間範囲は、（ａ）上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を
受けたキーワード広告コンテンツの個数、（ｂ）上記キーワード広告コンテンツ提供サー
バ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツの中から選ばれたキーワード広告
コンテンツの個数、（ｃ）特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示さ
れるキーワード広告コンテンツの個数、及び（ｄ）上記動画の再生時間の中から選択され
る少なくとも１つ以上を変数にして決まることが好ましい。
【０５１５】
  上記コンピュータプログラム９１００は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告
コンテンツ中から特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するキーワード広告コンテンツ選定モ
ジュール６５５０、及び上記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コ
ンテンツに対するクリック発生情報を入手するクリック発生情報受信モジュール８９００
を更に含むことが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００は、ユーザコンピュー
タ９０００に表示された少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの表示時点を記
録し、上記クリック発生情報受信モジュール８９００を通じて既設定された時間まで上記
キーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリングし、上記既
設定された時間まで上記キーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手され
ない場合、上記キーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０を通じてキーワード広
告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツのうち、上
記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コンテンツを除外したキーワ
ード広告コンテンツの中から選択された既設定された個数のキーワード広告コンテンツを
選定し、上記キーワード広告表示モジュール７９００を通じて上記選ばれたキーワード広
告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００に表示するようにすることが好ましい。
【０５１６】
  上記コンピュータプログラム９１００は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告
コンテンツ中から特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するキーワード広告コンテンツ選定モ
ジュール６５５０、及び上記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コ
ンテンツに対するクリック発生情報を入手するクリック発生情報受信モジュール８９００
を更に含むことが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００は、ユーザコンピュー
タ９０００に表示された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの表示時
点を記録し、上記クリック発生情報受信モジュール８９００を通じて既設定された時間ま
で上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリン
グして、上記既設定された時間内に上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリッ
ク発生情報が入手される場合、上記ユーザコンピュータ９０００に表示された少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記クリック発生情報が入手される時点から既設
定された第２時間まで変動させないことが好ましい。
【０５１７】
  上記コンピュータプログラム９１００は、上記第２時間まで上記ユーザコンピュータ９
０００に表示されたキーワード広告コンテンツに対する追加的なクリック発生情報が入手
されない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００から転送を受けたキー
ワード広告コンテンツのうち、上記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード
広告コンテンツを除外したキーワード広告コンテンツの中から選択された既設定された個
数のキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００に表示することが好ま
しい。
【０５１８】
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  上記コンピュータプログラム９１００は、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３
１００から転送を受けたキーワード広告コンテンツが複数個の場合、上記キーワード広告
コンテンツ中から特定の時点を基準に上記ユーザコンピュータ９０００に表示される少な
くとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを選定するキーワード広告コンテンツ選定モ
ジュール６５５０、及び上記ユーザコンピュータ９０００に表示されたキーワード広告コ
ンテンツに対するクリック発生情報を入手するクリック発生情報受信モジュール８９００
を更に含むことが好ましい。上記コンピュータプログラム９１００は、ユーザコンピュー
タ９０００に表示された少なくとも１つ以上の特定のキーワード広告コンテンツの表示時
点を記録し、上記クリック発生情報受信モジュール８９００を通じて既設定された時間ま
で上記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリックが発生したか否かをモニタリン
グして、上記クリック発生情報受信モジュール８９００を通じて既設定された時間内に上
記特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報が入手される場合、上記ク
リックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテンツをユー
ザコンピュータ９０００に表示することが好ましい。
【０５１９】
  上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連したキーワード広告コンテン
ツとは、（ａ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも
１つ以上のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１
００へ転送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対
象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送した時、一緒に入
手した他の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、（ｂ）上記クリックが発生
したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上のキーワード広告対象テキ
ストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手したキーワード
広告コンテンツの場合、上記キーワード広告対象テキストが基盤しているメタ情報と同一
のメタ情報から出た他のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提
供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツ、
（ｃ）上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツが、特定の少なくとも１つ以上
のキーワード広告対象テキストを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転
送して入手したキーワード広告コンテンツの場合、上記特定のキーワード広告対象テキス
トが特定のグループに属し、上記グループには上記特定のキーワード広告対象テキスト以
外の他のキーワード広告対象テキストが存在する時、上記他のキーワード広告対象テキス
トを上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００へ転送して入手した少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの中から選択されるいずれか１つ以上であることが好
ましい。
【０５２０】
  上記コンピュータプログラム９１００は、上記ユーザコンピュータ９０００に表示され
たキーワード広告コンテンツに対するクリック発生情報を入手するクリック発生情報受信
モジュール８９００、及び上記入手されたクリック発生情報を既設定されたサーバへ転送
するクリック発生情報送信モジュール９９００のうち、いずれか１つ以上を含むことが好
ましい。上記クリック発生情報の入手とは上記ユーザコンピュータ９０００から直接入手
するものであり、上記クリック発生情報を転送することは、上記キーワード広告コンテン
ツ提供サーバ３１００への転送、または既設定された第３のサーバへの転送の中から選択
されるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０５２１】
  上記動画は、テキスト形式のメタ情報が含まれている実写撮影動画、非実写動画、ＵＣ
Ｃ動画、映画、フラッシュ動画、リアルタイム放送、及び録画された放送の中から選択さ
れるいずれか１つ以上であることが好ましい。
【０５２２】
  次に、本発明思想にジャバスクリプトのようなスクリプトプログラムが含まれる場合に
ついてより詳しく説明する。上記スクリプトプログラムは、ブラウザと関係して実行可能
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である。本明細書では、スクリプト言語の中の１つのジャバスクリプトで説明するが、本
発明思想がジャバスクリプトに限定されるのではなく、延いては、スクリプト言語の以外
の他の形態の言語も本発明思想が説明する機能を遂行することができれば、そのような言
語からなるプログラムも本発明思想に含まれることは当然である。
【０５２３】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記ユーザコンピュータ
９０００へ転送するウェブページ（ウェブでないその他の形式で構成されてユーザコンピ
ュータ９０００に有無線ネットワークを介してマルチメディアコンテンツを提供する任意
の手段を含む。以上／以下同一である。）を構成するｈｔｍｌのような既設定された言語
からなるプログラム内に、ジャバスクリプトなどからなるコードを挿入することができる
。上記ジャバスクリプトコードは、１）上記マルチメディアコンテンツ情報からメタ情報
を入手することができ、２）上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と
通信したり、上記スクリプトプログラムに上記キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０の内
容がプログラム化されている場合には、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００と通信するか否かとは関わらず、上記キーワード広告対象テキスト生成モジュー
ル６５１０の役目を遂行することができ、３）上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００と通信して、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワ
ード広告コンテンツを入手することもできるので、上記キーワード広告コンテンツ入手モ
ジュール６５３０の役目を遂行することもでき、４）上記２）と同等な方式により上記キ
ーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０の役目をすることもでき、５）上記キー
ワード広告表示モジュール７９００の役目を遂行することもでき、６）イベント感知機能
を含んでいる場合、ユーザコンピュータ９０００から特定のキーワード広告コンテンツに
対するクリック情報を入手することもでき、上記クリック情報をマルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００やキーワード広告コンテンツ提供システム３０００に伝達で
きるようになり、７）少なくとも１つ以上の内蔵するタイマー（timer）やストップウォ
ッチプログラムのような時間（time）関連プログラムがあるので、上記ユーザコンピュー
タ９０００のブラウザで発生する各種イベント（動画再生、クリック発生等）に対する時
間をチェックすることができ、８）既設定された位置に既設定された方式により既設定さ
れた個数のキーワード広告コンテンツが表示されるようにすることができ、９）ジャバス
クリプトと連結されるリンクがある場合、ユーザがリンクにクリックなどを行った場合、
上記リンクと関連したジャバスクリプトが実行されて既設定された機能を遂行することが
でき、１０）特定のキーワード広告コンテンツに対するクリック情報が入手された時、そ
のクリックイベントを感知してプレイヤーをしてマルチメディアコンテンツの再生を一時
中断することもでき、１１）既設定されたサーバとデータを送受信できるようになる。特
に、上記ジャバスクリプトコードは、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１
００、または既設定されたサーバと非同期通信を遂行するようになれば、サーバに大きい
負荷を与えないながらもユーザに豊富な経験（rich experience）を与えるようになる。
【０５２４】
  次に、タイマー（timer）についてより詳しく説明する。
【０５２５】
  通常、タイマーは任意の時間をセッティングしておけば、その時間が過ぎた後に決まっ
た仕事（キーワード広告コンテンツ追加要請等）を遂行するようにすることができる。ジ
ャバスクリプトでは、setTimeoutという関数があって、このような機能をすることができ
る。この関数を使用する例は前述した。
【０５２６】
  どのイベント（クリック再生等）が特定の時間からいくら後に発生したかを知るために
は、ストップウォッチ機能を作って使用しなければならず、下記のようなジャバスクリプ
トを利用しなければならない。
【０５２７】
  startStopWatch関数を呼び出しストップウォッチを開始し、stopwatch.getTime()関数
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を呼び出せば、ストップウォッチを始めた後に現在まで流れた時間をミリ秒単位でリター
ンする。下記を参照する。
【０５２８】

   　　　var stopwatch; //    ストップウォッチ客体 
   　　　
   　　　// ストップウォッチクラス
   　　　function StopWatch() {
   　　　    this.startTime = new    Date();
   　　　    this.getTime =    StopWatch_getTime;
   　　　}
   　　　
   　　　// ストップウォッチ開始から現在時点まで経た時間をミリ秒単位でリターンし
てくれる関数 
   　　　function StopWatch_getTime() {
   　　　    var currentTime = new    Date();
   　　　    return currentTime -    this.startTime;
   　　　}
   　　　
   　　　// ストップウォッチ客体を生成しながら、始めてくれる関数 
   　　　function startStopWatch() {
   　　　    stopwatch = new    StopWatch();
   　　　}
   　
  下記のコードは、広告をクリックした時、経た時間をサーバに送りながら広告主が指定
した広告コンテンツ（広告主のウェブサイト、ウェブページ、またはその他の広告物）を
ポップアップで浮かすコードの一例である。
【０５２９】
  これは、上記９）の説明にも適用できる。“プラダ かばん”キーワード広告コンテン
ツリンクをクリックすれば、showAdという関数が呼び出される。
【０５３０】
   　
   　　　<a onclick=”showAd(‘http://www.keyadserver.com/getad?id=37583’)”>プ
ラダ かばん</a>
   　　　
   　　　function showAd(adurl) {
   　　　var clickTime = stopwatch.getTime();
   　　　window.open(adurl+”&”+clicktime,    “”);
   　　　}
   　　　
   　通常、マルチメディアコンテンツの再生を一時中止すれば、プレイヤがシグナルを
送ってサーバからのストリーミングも中断されることが一般的である。前述した１０）の
例は、次のようにすることができる。
【０５３１】
   　
   　Player.pause();
   　
  ジャバスクリプトコードが遂行する機能の大部分は、本質的に、１）上記メタ情報基盤
のキーワード広告サーバ６０００／メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／
メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００が遂行する役目（特に、制御機能）の
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分担、２）上記サーバとの通信、３）ユーザコンピュータ９０００発生イベント処理と関
連している。上記ユーザコンピュータ９０００と上記マルチメディアコンテンツサービス
サーバ１１００とが通信を遂行することができるため、各種の役目を誰がどのように分担
するかの組み合わせの数は度外れの個数となり、特に上記メタ情報基盤のキーワード広告
サーバ６０００／メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキ
ーワード広告提供サーバ４０００別に再度分割して組み合わせれば、その個数はより多く
なる。したがって、説明の便宜のため、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６００
０との関係を中心として主な機能に限定して役目分担モデルを説明するが、本発明思想が
これに限定されないことは自明である。一方、上記ジャバスクリプトコードが前述した上
記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の殆ど全ての機能を遂行できるが、これ
は上記ユーザコンピュータ９０００設置プログラムモデルで説明した上記ユーザコンピュ
ータ９０００設置プログラムが遂行する機能と対等である。即ち、上記ジャバスクリプト
コードは、ユーザコンピュータ９０００へ転送されるマルチメディアコンテンツに含まれ
たメタ情報を入手することができ、メタ情報からキーワード広告対象テキストを生成する
ことができ、生成されたキーワード広告対象テキストをキーワード広告コンテンツ提供サ
ーバ３１００へ転送してキーワード広告コンテンツを入手して、既設定された位置に、既
設定された方式によりキーワード広告コンテンツを表示するようにすることができ、クリ
ック発生のような各種のイベントを入手することができ、入手されたイベントを既設定さ
れたサーバへ転送することもできる。
【０５３２】
  以下、役目分担モデルを中心として上記ジャバスクリプトコードが遂行する機能の各々
に関してより詳しく説明する。
【０５３３】
  第１に、上記ジャバスクリプトコードは、キーワード広告表示モジュール７９００の機
能を遂行することができる。即ち、上記ジャバスクリプトコードは、入手したキーワード
広告コンテンツを、どの位置に、どんな形式／アクションを含んで、何時から何時まで表
示するようにすることができる。例えば、図面では、上記キーワード広告コンテンツが上
記マルチメディアコンテンツの下段部に配置される例を挙げたが、これは単に例示であり
、上記マルチメディアコンテンツの上にレイヤ（layer）を形成し、上記レイヤの上にキ
ーワード広告コンテンツを表示するようにすることもでき、ｎ個のキーワード広告コンテ
ンツが既設定された位置で、既設定された周期でローリング（rolling）するようにする
こともでき、レイヤがある場合、マルチメディアコンテンツの後にあってからマルチメデ
ィアコンテンツの前に飛び出すようにすることもできる。一方、キーワード広告コンテン
ツが表示される時、最初は大きいフォントで表示し、後にフォントを小さくするように、
キーワード広告コンテンツのフォント、色などを調節できるだけでなく、各種アニメーシ
ョン効果を提供することもできる。特に、レイヤの上に本発明のキーワード広告コンテン
ツを表示することは、上記ユーザコンピュータ９０００が携帯電話のようにディスプレイ
領域が物理的に小さな場合に一層意味がある。一方、この際、上記キーワード広告コンテ
ンツにユーザがクリックしたり、クリックに準するタッチ及びその他のアクションを行っ
た場合には、上記キーワード広告コンテンツに含まれるリンク情報が作動して、ユーザに
広告主が意図する画面を見せるようにすることができるが、この際、上記ジャバスクリプ
トコードは、ユーザがクリックなどをする場合、そのイベントを入手して、上記マルチメ
ディアコンテンツが再生中であれば、一時中止を要請する命令を上記マルチメディアコン
テンツ再生機能を遂行するモジュールに伝達して、上記マルチメディアコンテンツの再生
が一時中止されるようにすることもできる。これは特に、携帯電話のように画面サイズが
小さい場合や、キーワード広告コンテンツにリンクされた広告主のコンテンツを含んでい
るページがポップアップウィンドウに開くことが許容されない場合には一層有用である。
一方、ユーザコンピュータ９０００が２つ以上のモニターを使用していたり、大画面モニ
ターを使用する場合、上記ジャバスクリプトコードは、上記マルチメディアコンテンツの
再生の一時停止とは関わらず、上記マルチメディアコンテンツの再生領域を避けた位置に
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上記広告主のページが開くようにすることが好ましい。このために、上記ジャバスクリプ
トコードは、上記ユーザコンピュータ９０００で上記マルチメディアコンテンツ再生領域
の位置／座標情報（四角形領域の各隅情報）を入手し、上記位置／座標情報を考慮して上
記ポップアップウィンドウの位置とサイズを調節するようにすることができる。
【０５３４】
  第２に、上記ジャバスクリプトコードには、時間をチェックするタイマー（timer）機
能が含まれている。上記タイマーは、時間を測定できるため、１）どのようなキーワード
広告コンテンツがどの時間の間に露出されるようにするかを制御することができ、２）ｎ
個のキーワード広告コンテンツが既設定された周期で１つずつまたは多数個ずつローリン
グするようにすることもできる。一方、ストップウォッチの機能を使用すれば、３）キー
ワード広告コンテンツがクリックの発生無しで露出された時間を測定することもできる。
【０５３５】
  そして、第３に、上記ジャバスクリプトコードは、上記マルチメディアコンテンツの再
生時間情報を入手し、上記再生時間の間に１回または複数回入手する少なくとも１つ以上
のキーワード広告コンテンツに関し、露出順序、露出時間、特定の露出時間帯で露出され
るキーワード広告コンテンツの個数を制御することができる。一方、上記ジャバスクリプ
トコード自身が入手したキーワード広告コンテンツに対する露出が全て終わったり、キー
ワード広告コンテンツの個数が足りないと判断される場合（特に、マルチメディアコンテ
ンツの再生時間が非常に長い場合等）、追加的なキーワード広告コンテンツを入手するた
めに、１）上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００／メタ情報基盤のキーワー
ド広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００のうち、
いずれか１つ以上に追加的なキーワード広告コンテンツを転送することを要請したり、２
）上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００／メタ情報基盤のキーワード広告仲
介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ４０００のうち、いずれか
１つ以上に、上記マルチメディアコンテンツに含まれたメタ情報のうち、露出されたキー
ワード広告コンテンツの入手に使われていないタグ、タイトル、及び説明情報を転送した
り、３）既に転送を受けて露出されたキーワード広告コンテンツを再露出したりすること
ができる。上記露出されたキーワード広告コンテンツの入手に使われていないメタ情報と
は、入手されたキーワード広告コンテンツには上記キーワード広告コンテンツの入手のた
めに提供されたキーワード広告対象テキストに対する情報があるので、上記メタ情報のう
ち、キーワード広告対象テキストと関連したメタ情報を除外したメタ情報をいう。キーワ
ード広告コンテンツの入手のために１次的に使われるメタ情報がタグ情報の場合には、タ
イトル情報や説明情報がこれに該当し、ｎ個のタグ情報のうち、ｎ－１個以下が使われた
時、使われていないタグ情報がこれに該当し、ｎ個のタグ情報、タイトル、または説明情
報から抽出されるキーワード広告対象テキストがｍ個のグループに管理される時、ｍ－１
個のグループがキーワード広告コンテンツの入手に使われた場合、使われていないグルー
プに含まれたキーワード広告対象テキストに対応するメタ情報がこれに該当できる。一方
、通常的に上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００にキーワード広告コンテン
ツの転送を要請する時、個数／順位／順番を定める場合があるが、この時、１次的に入手
した個数／順位／順番がｎの場合、ｎ＋１以上に該当するキーワード広告コンテンツの転
送を要請することもできる。勿論、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００／
メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワード広告提供
サーバ４０００、または上記ジャバスクリプトコードが上記キーワード広告コンテンツの
入手のための個数／順位／順番を定める時、上記マルチメディアコンテンツの再生時間情
報を考慮して上記再生時間情報が長い場合、より多いキーワード広告コンテンツを入手す
るように制御することができる。一方、より多いキーワード広告コンテンツを入手する方
法として、１）タグ、タイトル、説明などのメタ情報の種類別に分離してキーワード広告
コンテンツを入手する方法、２）同一の種類のメタ情報でも多数回または多数のグループ
に分けてキーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００に要請する方式によりキーワード
広告コンテンツを入手する方法、３）タイトル情報、タグ情報、説明情報などで多数個の
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キーワード広告対象テキストを生成し、キーワード広告対象テキスト毎に、またはキーワ
ード広告対象テキストグループ毎に質疑することによって、キーワード広告コンテンツを
入手する方法のうち、いずれか１つ以上の方法を使用すれば、充分の個数のキーワード広
告コンテンツを入手することができる。
【０５３６】
  一方、上記マルチメディアコンテンツに字幕などがある場合、上記字幕を上記説明情報
のように処理すれば、特定の時点（ｓｍｉファイル形式などからなる字幕情報は、特定の
時間帯（,from t1 to t2）に表示されるべき字幕をテキストで持っている）、または特定
の時間帯（from tto t2 to t3..until ti）、または特定の時間間隔（例えば、ｔｊ秒の
間等）に表示されるキーワード広告コンテンツを入手できる。即ち、上記字幕情報をメタ
情報として入手し、上記字幕情報に関して上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０
００／メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワード広
告提供サーバ４０００、上記ジャバスクリプトコードのうち、いずれか１つを処理してキ
ーワード広告対象テキストを生成し、上記生成されたキーワード広告対象テキストに関し
、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ３１００からキーワード広告コンテンツを入
手できる。上記字幕ファイルをメタ情報にして上記キーワード広告コンテンツを入手する
場合、上記キーワード広告コンテンツの変動は、上記材料で投入される特定の時間の間の
メタ情報に従って変動されることが好ましい。即ち、ｔ１からｔ２の間で表示されるキー
ワード広告コンテンツは、できる限りｓｍｉファイルのｔ１からｔ２間で入手する字幕で
生成されるキーワード広告対象テキストで入手されることが好ましい。
【０５３７】
  第４に、上記ジャバスクリプトコードは、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００と通信して上記キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０に質疑／照合したり、
上記ジャバスクリプトプログラムに上記キーワード広告制御政策ＤＢ５３２０の内容がプ
ログラム化されている場合には、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０と通信するか否かに関わらず、前述した本発明のキーワード広告コンテンツ選定モジュ
ール６５５０の役目を遂行することもできる。
【０５３８】
  第５に、上記ジャバスクリプトコードは、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００と通信して上記広告キーワードＤＢ６５７０及び／又は上記キーワード広告
制御政策ＤＢ５３２０に質疑／照合したり、上記形態素分析器などを遠隔で呼び出して使
用したり、メタ情報を提供し、上記形態素分析器で生成した結果の転送を受けたりして、
上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０の役目を遂行することもできる
。一方、上記ジャバスクリプトコードに広告キーワードＤＢ６５７０及び／又は上記キー
ワード広告制御政策ＤＢ５３２０の内容がプログラム化されている場合には、上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００と通信するか否かに関わらず、前述した本
発明のキーワード広告コンテンツ選定モジュール６５５０の役目を遂行することができる
。後者を簡単に説明すれば、上記広告キーワードＤＢに含まれる各種広告キーワードがテ
キスト列またはその他の方式である時、上記ジャバスクリプトコードは、上記入手したメ
タ情報を上記テキスト列に照合することで、一致するテキストを抽出し、これをキーワー
ド広告対象テキストとして生成できるようになる。
【０５３９】
  第６に、上記ジャバスクリプトコードは、クリックなどのイベント感知機能及びイベン
ト発生情報を転送する機能を遂行することができる。通常的なリンクとは異なり、ジャバ
スクリプトが含まれたリンクは、ユーザが上記リンクをクリックやタッチなどを行った時
、上記リンクに関連した特定のジャバスクリプトが駆動されるようにすることができる。
この際、上記特定のジャバスクリプトが遂行する機能としては、１）クリックというイベ
ント発生のチェック、２）クリック情報の既設定されたサーバへの転送、３）リンクと関
連した広告主のコンテンツページへの連結機能を遂行することができる。一方、上記ジャ
バスクリプトコードは、上記ストリーミング方式により転送を受けたマルチメディアコン
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テンツの再生開始及び／又は再生完了後終了及び／又はユーザによる一時停止及び／又は
終了のように、上記マルチメディアコンテンツの再生と関連した一体のイベント発生情報
を入手し、これを既設定されたサーバへ転送したり、これをキーワード広告コンテンツの
入手／表示に使用することができる。例えば、上記ジャバスクリプトコードは、上記マル
チメディアコンテンツの再生が終了した場合には、これ以上キーワード広告コンテンツを
既設定されたサーバから入手してこないようにすることができるが、再生が終了する時点
、またはユーザによりマルチメディアコンテンツの再生が一時中止される時点に最も多い
個数のキーワード広告コンテンツが入手または表示されるようにすることができる。勿論
、上記ジャバスクリプトコードは、イベントの発生のみを入手し、既設定されたサーバへ
転送する通信機能のみ遂行し、上記イベントに対応してどんなキーワード広告コンテンツ
をどれぐらい、どのように表示するかは上記既設定されたサーバが決定するようにするこ
とができる。このような役目分担モデルの組合は非常に多様であるので、本明細書では一
々に全ての組み合わせを説明できないことは前述した通りである。
【０５４０】
  下記では、マルチメディアコンテンツプレイヤの状態によってキーワード広告コンテン
ツを持ってきたり、止める例題コードの一例を表す。
【０５４１】
   　
   　　　if (Player.status == “STOPPED”)
   　　　  stopGettingAdCons();
   　　　else if (Player.status == “PAUSED”)
   　　　  getMaxAdCons();
   　　　else
   　　　  getMoreAdCons();
   　
  第７に、上記ジャバスクリプトコードまたは上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ
６０００／メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワー
ド広告提供サーバ４０００のうち、いずれか１つ以上は、１）特定のマルチメディアコン
テンツ、２）特定のキーワード広告対象テキスト、及び３）特定のキーワード広告コンテ
ンツに関し、ユーザの行動情報をヒストリー（history）で集めたり、上記情報を既設定
された第３のサーバへ転送したり、上記行動情報を統計分析処理できる。例えば、１）特
定のマルチメディアコンテンツに関し、ｎ１からｎｉキーワード広告コンテンツが露出さ
れた時、既設定された期間に、露出対比ｎ２キーワード広告コンテンツが１位、ｎ５キー
ワード広告コンテンツが２位であるクリック率を見せたとか、２）特定のキーワード広告
対象テキストまたはキーワード広告対象テキストグループに関し、ｎｊからｎ（ｊ＋ｋ）
までのキーワード広告コンテンツが露出された時、ｎ（ｊ＋１）キーワード広告コンテン
ツのクリック率が最も高く、ｎ（ｊ＋ｋ－１）キーワード広告コンテンツの平均広告収益
が最も高かった等のようなユーザの行動情報を統計分析処理できる。上記のような統計分
析処理の結果は、１）特定のマルチメディアコンテンツに最も多いクリックが予想される
キーワード広告コンテンツ、最も広告収益が高いと予想されるキーワード広告コンテンツ
の序列を付けることができ、２）特定のキーワード広告対象テキストに最も多いクリック
が予想されるキーワード広告コンテンツ、最も広告収益が高いと予想されるキーワード広
告コンテンツの序列を付けることができる。このような序列情報を上記ジャバスクリプト
コードが入手したり、または上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００／メタ情
報基盤のキーワード広告仲介サーバ２１００／メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ
４０００が持っている場合、上記特定のマルチメディアコンテンツに関し、ユーザから選
択情報が入手されたり、または上記特定のキーワード広告対象テキストが生成されたりす
る時、上記序列情報を考慮してユーザコンピュータ９０００に提供されるキーワード広告
コンテンツを選定できる。勿論、上記キーワード広告コンテンツに対する序列情報があっ
ても通常的に相対的に長い時間が経過する場合には、上記キーワード広告コンテンツが入
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手できなかったり（広告主が広告を下りたり／取消す場合等）、広告条件（クリック当た
りの広告主が支出する広告費）が変わったり、広告主の広告内容が変動したりする場合に
は、上記序列情報が１００％活用できないことがある。しかしながら、相対的に短い期間
には上記のような序列情報が無用化される可能性が低いので（特に、広告内容の変動など
は通常的に頻繁に発生せず、広告を下りたり取り消す場合も相対的にあまり頻繁でない）
、上記のような序列情報の有効性は高い。
【０５４２】
  次に、ユーザコンピュータ９０００に設けられる上記設置型プログラム９１００の特別
な形態である専用マルチメディア再生プログラムについて簡略に説明する。上記では、ウ
ェブブラウザの形態で上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００などに接
続する形態を中心に説明したが、上記ウェブブラウザは、特定のマルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００のための専用ウェブブラウザであることもできるが、汎用ウ
ェブブラウザであることが通常的である。
【０５４３】
  一方、本発明思想において、上記ウェブブラウザの役目は、１）上記マルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００と通信することによるマルチメディアコンテンツの入
手、２）キーワード広告コンテンツの入手、３）ユーザコンピュータ９０００で発生した
イベントに対する処理、及び４）その他の本明細書で言及した機能の遂行であった。一方
、上記１）乃至４）の機能は、ウェブブラウザでないユーザのＨＤＤまたはその他の臨時
的でない固定メモリ手段に設けられる専用マルチメディア再生プログラム（広義的に見る
と、ブラウザも設けられるプログラムである）によっても実施できる。
【０５４４】
  上記専用マルチメディア再生プログラム９１１０－１の一例には、マイクロソフト（Mi
crosoft）が提供するウィンドウズメディアプレイヤー（windows media player）、リア
ルプレイヤー（Real player）、または大韓民国の１業体が提供するＧＯＭプレイヤー（g
om    player）などがその例となる。これは特に、ＩＰＴＶなどのセットトップボックス
に上記専用マルチメディア再生プログラム９１１０－１が設けられている場合が多い。し
たがって、図２６のように、ＩＰＴＶなどのセットトップボックスには本発明の設置プロ
グラム９１００のようなものが設けられて本発明思想を実行することが好ましい。上記専
用マルチメディア再生プログラムの構成を拡張または変更したり、機能を追加すれば、上
記専用マルチメディア再生プログラムが本発明の上記（ウェブ）ブラウザの機能を十分に
遂行することができる。上記専用マルチメディア再生プログラムが上記マルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００と通信する情報の属性がウェブページであれば、上記
専用マルチメディア再生プログラムには、上記ウェブブラウザ方式で説明した方式（ウェ
ブページ情報分析モジュールが含まれる方式）が適用できる。一方、上記専用マルチメデ
ィア再生プログラムが上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００からメタ
情報が含まれたマルチメディアコンテンツファイル自体をダウンロードして再生する場合
に関しても、上記ウェブページ情報分析モジュールが含まれる方式に対する説明の真下（
第２の実施形態）で説明した。一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００がマルチメディアコンテンツファイル自体をダウンロードしながら、上記マルチメ
ディアコンテンツファイルに関するメタ情報を他の方式（別途のファイル、別途のウェブ
ページなどの任意の方式）により分離して転送する場合にも、本発明のメタ情報入手モジ
ュール５１００は、転送されるメタ情報を入手して既設定された情報処理を遂行すること
ができる。
【０５４５】
  一方、上記専用マルチメディア再生プログラムには多くの追加的な機能が追加されるこ
とができ、ユーザコンピュータ９０００のコンピューティングパワー（メモリ、ＣＰＵ）
などを十分使用することができるので、前述した音声認識と関連した処理をすることがで
きる（マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がマルチメディアコンテンツ
をストリーミングする場合、音声認識をするためにはマルチメディアコンテンツサービス
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サーバ１１００、またはその他のサーバがマルチメディアコンテンツを再生しなければな
らない。そして、音声認識はブラウザに含まれたジャバスクリプトで遂行し難かったり不
可能である）。一方、ブラウザの場合にはジャバスクリプトのようなスクリプト言語でい
ろいろな機能を遂行するようにしたが、上記専用マルチメディア再生プログラムは、スク
リプト言語より遥かに力強い言語を使用することができ、遥かに自由で、多様な機能を遂
行するようにすることもできる。即ち、通常的なジャバスクリプトでは、大容量の広告キ
ーワードＤＢを構築したり、形態素分析のための辞書データを保有することは容易でない
が、上記専用マルチメディア再生プログラムの場合にはあまり難しくないようになること
が機能の自由性を保証する一例となる。
【０５４６】
  特に、上記ジャバスクリプトコードまたは上記専用マルチメディア再生プログラムは、
上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００がストリーミングなどの方式でな
いファイル転送方式により上記マルチメディアコンテンツを入手して、ユーザに再生して
提供する場合に、上記マルチメディアコンテンツの再生時点から終了まで、及び終了後ま
でをモニタリングしながら、上記マルチメディアコンテンツサービスサーバ１１００やそ
の他の本発明の説明で言及したサーバからキーワード広告コンテンツを既設定された条件
の成就及び成就できるか否かとは関わらず、１回以上入手して、既設定されたキーワード
広告コンテンツ表示領域に既設定された方式によりキーワード広告コンテンツを表示する
方式として機能できる。
【０５４７】
  上記本発明思想は、メタ情報を含んでいるマルチメディアコンテンツを対象にしたもの
であり、上記マルチメディアコンテンツは、同一の１つの類型のマルチメディアコンテン
ツ（例えば、動画、イメージ、サウンド）だけでなく、上記１）少なくとも２つ以上の類
型のマルチメディアコンテンツが複合されていたり、２）１つ以上の類型のマルチメディ
アコンテンツが多数個結合されているとか、上記１）及び／又は２）にテキスト形式から
なるコンテンツが結合されているマルチメディアコンテンツもその対象となることができ
ることは当業者には自明である。
【０５４８】
  次に、本発明思想をＩＰＴＶに適用する方法を説明する。ＩＰＴＶは、双方向ＴＶ、イ
ンタラクティブＴＶ、ディジタルＴＶなどいろいろと呼ばれることができるが、ＴＶにイ
ンターネットのような双方向ネットワークに接続できるデバイス（例えば、セットトップ
ボックス等）が内蔵されたり、外部で結合されているＴＶをいう。通常的に、ＴＶはコン
ピュータとは異なり、リモコンなどにより操作する。一方、ＩＰＴＶ的な観点で、上記リ
モコンは特定のコンテンツを選択したりＴＶ画面を通じて操作を遂行する機能をするので
、リモコンの役目はコンピュータのマウスなどのポインティングデバイス（pointing dev
ice）とキーボードの役目のうち、少なくとも一部以上を遂行することと同等である。
【０５４９】
  セットトップボックスなどのネットワーク接続制御デバイス（以下、セットトップボッ
クスという名称で説明するが、本発明思想がこのような特定の形態のデバイスに限定され
ないことは勿論である）と結合されたＩＰＴＶは、通常的なインターネットに連結された
個人向けコンピュータと対等な役目を遂行することができる。したがって、ＩＰＴＶへ転
送される動画にユーザまたは動画の製作者や流通者等がその動画と関連したタイトル、タ
グ、説明情報などのメタ情報を入力した場合のように、ＴＶ特有でないＰＣなどの観点で
説明した本発明思想がＩＰＴＶ／放送局システムに適用できることは当然である。以下で
は、ＩＰＴＶ／放送局システムに特有のもの又はＩＰＴＶからインターネット放送に拡張
されていく時、本発明思想がどのように適用できるかについて説明するが、下記の説明が
本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、または個人向けコンピュ
ータに関しても適用できることは当業者には当然である。
【０５５０】
  ＩＰＴＶに転送されて来る映像には、商業的タグなどの商業的タグが更についているこ
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とがある。通常的に、ＵＣＣ動画などに結合されているタグなどは、検索や分類などの容
易性のために、動画の生成者が結合する非商業的タグが大部分である。
【０５５１】
　しかしながら、ＩＰＴＶのような双方向ＴＶで有無線ネットワークを介して入手する動
画（放送映像がファイルダウンロードやストリーミング方式により転送されるので、これ
もまた動画ということができ、ＩＰＴＶ用動画を提供する放送局システムや動画流通者の
システムは、本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の一種となる
。ＩＰＴＶと関連して特別に放送動画という用語で説明するが、この動画が本発明思想の
動画の１つであることは明らかである）には、次のような商業的タグが上記動画の生成者
、流通者、及びその他の付加価値追加者により結合できる。
【０５５２】
　次に、商業的タグについて詳細に説明する。
【０５５３】
　商業的タグとは、タグの形式で存在し、生成時点または使用時点を基準に少なくとも１
つ以上のキーワード広告コンテンツの呼び出しが保証されており、キーワード広告の呼び
出しに使われるタグをいう。少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの呼び出し
が保証されるためには、１）キーワード広告コンテンツ提供システム３０００、上記メタ
情報基盤のキーワード広告仲介システム、またはwww.naver.comやwww.google.comなどに
質疑して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが入手されることが検証された
り、２）商業性検証を経たものであったり、３）専門的にタグを付ける人が直接マルチメ
ディアコンテンツの内容を視聴覚しながら付けたものでなければならない。勿論、上記１
）、２）、及び３）を全て経たものがより好ましい。したがって、上記商業的タグは、少
なくとも１回以上上記キーワード広告コンテンツに質疑されたものであるとか、商業性検
証情報を保有しているタグである。通常的なＵＣＣ動画のタグは、その生成時点を基準に
キーワード広告コンテンツの呼び出しが保証されているものでないので、商業的タグでは
ない。商業的タグ集合とは、商業的タグのみでなされたタグ集合をいう。ＵＣＣ動画のｎ
個のタグでなされたタグ集合は商業的タグ集合でないが、このようなタグに関して上記１
）乃至３）の手続きが遂行されたものであれば、その中の一部は商業的タグになることが
できる。上記１）乃至３）のうち、上記２）が最も重要であり、狭義の商業的タグという
時は上記２）を経たものをいう。ｎ個の商業的タグ候補がある場合、各々に関して後述す
る商業性検証を経た場合、最も商業性の高いタグを選別することができ、この過程で商業
性検証情報を保有するようになる。以下、商業的タグについて詳細に説明する。
【０５５４】
　１つの特定のマルチメディアコンテンツと対応する商業的タグ集合を構成する少なくと
も１つ以上の商業的タグには、時間情報が対応されていない時間独立的商業的タグ（time
 independent    commercial tag）と時間情報が対応されている時間従属的商業的タグ（
time dependent    commercial tag）とがある。
【０５５５】
　まず、上記商業的タグ集合を構成する商業的タグのデータ形態又はデータ構造について
説明する。
【０５５６】
　マルチメディアコンテンツの内容に表れる、１）各種商品、２）場所（不動産、背景、
撮影地、及び特定のサービス利用場所を含む）、３）衣装や装身具などに対する情報を含
んでいるタグは、商業性の検証を経た後には、本発明の時間独立的商業的タグの例となる
ことができる。このような時間独立的商業的タグは、１）商品場所またはサービスなどの
名称情報、２）場所の名称情報、３）商品またはサービスのブランド情報、４）商品また
はサービスの規格や価格帯のように商品またはサービスに関する数値、等級などに関する
情報位しか露出させないもののうち、いずれか１つ以上を含むことができる。
【０５５７】
　上記商業的タグは、ＤＢのフィールドに格納されることもできるが、商業的タグ集合の
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流通などの問題のため、ＸＭＬのようなマークアップ言語で使われるタグのようなマーク
アップタグ（Markup tag）などが含まれたデータ構造を有することもできる。ＸＭＬから
なるデータ構造は、対応するＤＢ構造で１：１対応させることができることは公知の技術
領域である。
【０５５８】
　例えば、１つのマルチメディアコンテンツがある時、上記マルチメディアコンテンツに
アパート（apartment）とベッドが出てくると仮定する。この際、上記マルチメディアコ
ンテンツに対応して商業的タグに、１）＜商品＞ベッド＜／商品＞のようにベッドという
商品の名称情報のみ生成する場合がありうる。ここで、＜商品＞と＜／商品＞はマークア
ップタグの形式や種類を表すメタ情報である。この際、上記ベッドが本発明の商業的タグ
であり、上記＜商品＞と＜／商品＞は上記マークアップタグである。マークアップタグは
、通常的に対象（object）の属性情報を提供できる言語表現となっている場合が多く、こ
の場合、マークアップタグは、対象の属性情報を提供できるので、一種のメタ情報となる
。各種時間独立的商業的タグがある時、このようなタグの形式や種類を表すマークアップ
タグがある場合、上記マークアップタグで特定の形式や種類に該当する商業的タグ情報の
みを選別して本発明の広告思想を実施できるようになる。一方、上記１）の＜商品＞ベッ
ド＜／商品＞情報の以外に、上記マルチメディアコンテンツに対応して、２）＜商品＞エ
イスベッド＜／商品＞のようにブランドまで含めておくことができ、３）＜商品＞キング
サイズベッド＜／商品＞のように規格などの情報が含まれたタグがあることができ、４）
＜撮影地＞道谷洞タワーパレス＜／撮影地＞のように場所情報が更に含まれている商業的
タグ集合を生成しておくこともできる。この際、本発明の上記メタ情報入手モジュール５
１００は、上記時間独立的商業的タグを入手できることは当然であり、上記入手した時間
独立的商業的タグを本発明思想で説明したタグと取り扱って前述した本発明思想を実施で
きる。勿論、上記タグの形式や種類に関する情報がなくても本発明思想が実施できること
は当業者に当然である。そして、上記タグの形式や種類に関して重み付け値に差をおくこ
とができる。例えば、商品と関連したタグ内容に関し、場所に関するものより２倍の重み
付け値をおくことができる。勿論、上記タグは次のような階層的構造を有することもでき
、上記メタ情報入手モジュール５１００が下記のような階層的構造を認識することは、ｘ
ｍｌパーシング（parsing）技術を適用するものであるので通常的である。上記商品と場
所に対するタグの構造は下記の通りである。勿論、下記に言及される＜商品ら＞、＜商品
＞、＜商品名称＞のようなマークアップ言語のマークアップタグは＜goods＞、＜good＞
、＜good_name＞、＜/goods＞、＜/good＞、＜/good_name＞のように英語でなされること
が一般的であるが、説明の便宜のため、日本語で表現した。一方、日本語からなるタグが
常に処理できないのではない。
【０５５９】
   　　　
   　　　＜商品ら＞
   　　　＜商品＞
   　　　＜商品名称＞ベッド＜/商品名称＞
   　　　＜規格＞キングサイズ＜/規格＞
   　　　＜ブランド＞エイス＜/ブランド＞
   　　　＜/商品＞
   　　　＜商品＞
   　　　＜商品名称＞コーヒー＜/商品名称＞
   　　　＜ブランド＞スターバックス＜/ブランド＞
   　　　＜/商品＞
   　　　＜商品ら＞
   　　　＜場所ら＞
   　　　＜場所＞
   　　　＜場所名称＞道谷洞タワーパレス＜/場所名称＞
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   　　　＜規格＞４５坪型＜/規格＞
   　　　＜ブランド＞タワーパレス＜/ブランド＞
   　　　＜/場所＞
   　
　この際、上記タグがｘｍｌのような形式で格納される場合には、＜商品名称＞や＜/商
品名称＞のようなメタ情報が必要であるが、ＤＢのフィールドに格納される場合には、＜
商品名称＞や＜/商品名称＞のようなものは不要であることもある。この場合、上記のタ
グは次の通りである。
【０５６０】
　１）ベッド、コーヒー、タワーパレス（商品の名称のみでタグフィールドを完成する場
合）
　２）エースベッド、スターバックスコーヒー、道谷洞タワーパレス（ブランド名まで含
んでタグフィールドを完成する場合）
　勿論、上記１）乃至２）を混合して少なくとも１つ以上の商業的タグを生成できること
は勿論である。上記ＤＢのフィールドが１つの種類であるので場所や商品などを分けせず
、全て同一の商業的タグとして格納するようにすることもできるが、場所フィールド、商
品フィールド、関連商品フィールドのように仕分けできる場合、仕分けてそのフィールド
値を入力することができることは当業者に自明である。
【０５６１】
　以下では、＜商品名称＞や＜／商品名称＞のようなメタ情報を入れた方式によりタグ集
合を形成することについて説明するが、そのようなメタ情報がない方法も本発明思想に含
まれることは当然である。
【０５６２】
　この際、上記メタ情報入手モジュール５１００は、商品、場所やサービスの名称情報と
して商品名称や場所名称情報のみを入手することもできるが、ブランド情報や規格情報な
どの上記商品と関連したその他の情報を更に入手することができる。
【０５６３】
　時間従属的商業的タグについて説明する前に、まず、映画などで字幕ファイルがどのよ
うに作動するかについて説明する。通常的に、字幕ファイルは他のファイル形式も可能で
あるが、ｓｍｉファイル形式となっているものが多い。本発明ではｓｍｉファイルを例に
挙げて説明するが、本発明思想が上記ｓｍｉファイル形式に制限されるのではないことは
当然である。上記ｓｍｉファイルには、特定の字幕とその字幕が表れるべき時間帯情報が
含まれていることが一般的である。例えば、
   　
   　　　<SYNC Start=3103038><P    Class=ENCC>
   　　　My Starbucks is ready.
   　　　<SYNC Start=3125091><P    Class=ENCC>&nbsp; 
   または、　　　<SYNC Start=3103038><P    Class=ENCC>
   　　　My Starbucks is ready.
   　　　</P></SYNC>
   　　　<SYNC Start=3125091><P    Class=ENCC>
   　　　&nbsp;
   　　　</P></SYNC>
   のようなファイルがあると仮定する。
【０５６４】
   　この場合、上記でSYNCStart=3103038とは、3103038ミリ秒と3125091ミリ秒との間に
“My Starbucks is ready.”という字幕が表示されるべきであるということを意味する（
3103038ミリ秒から“My Starbucks is ready”という字幕が見えて、3125091ミリ秒にこ
の字幕の代わりにブランク（&nbsp;）が字幕に見えながら上の字幕が終わることを内包す
る）。
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【０５６５】
　大部分の映像プレイヤーはこのような字幕ファイル形式を認識することができ、特定の
時間帯に設定された特定の字幕を動画の画面の特定の位置に露出させることができる。米
国のような国家では、聴覚障害者のために、映画、ニュースなどの映像媒体の音声情報に
対応する字幕情報を入力することが義務化されている。この場合、上記で、SYNC Start=3
103038とは、3103038ミリ秒と3125091ミリ秒との間に“My Starbucks is ready.”という
字幕が出て、聴覚障害者などのために、仮に字幕（キャプション）などが表示されるべき
であれば、その時間区間に表示されることが最適であることを意味する。大韓民国でもww
w.mbc.co.krなどの放送局が運営するサイトでＴＶニュースを動画で見ることができるが
、このようなニュース動画がストリーミングされる時、その横に台詞または字幕情報があ
る場合が多い。
【０５６６】
　したがって、本発明で導入される時間従属的商業的タグとは、上記商業的タグと上記タ
グが関連した特定の時点または時間帯に対する情報が更に含まれていることをいう。
【０５６７】
  例えば、特定の時点で道谷洞タワーパレス４５坪型アパートを背景にして主人公の男女
がキングサイズエイスベッドで朝起きるシーンがあると仮定する時、上記時間従属的商業
的タグは、例示的に次のような構造を有することができる。本発明の時間従属的商業的タ
グとは、特定の時間独立的商業的タグが表示されなければならない開始時点情報と終了時
点情報が含まれているタグをいう。説明の便宜のため、ＳＭＩファイル形式を借りて説明
するが、上記時間従属的商業的タグを解析することは、解釈機の問題であり、通常的なＳ
ＭＩファイルの解釈とは独立的でありうる。即ち、通常的な動画再生機は、動画と同一の
ファイル名を持つｓｍｉファイル形式を自己動画の字幕ファイルとして認識する。上記時
間従属的商業的タグと関連したファイルの拡張子は、ｓｍｉ、または、他の拡張子（例え
ば、．ｘｙｚ）でありうる。ｓｍｉファイル拡張子を使用し、ｓｍｉファイル解釈機も通
常的なものであれば、下記の内容だけでなく、““＜タグ名＞”や“＜／タグ名＞”まで
も文字として認識して表現するので、この場合には＜商品名称＞ベッド＜／商品名称＞で
なく、”ベッド”のみをいれなければならない。
【０５６８】
   　
   　　　<SYNC Start=3103038><P    Class=KRCC>
   　　　<商品ら>
   　　　<商品>
   　　　<商品名称>ベッド</商品名称>
   　　　<規格>キングサイズ</規格>
   　　　<ブランド>エイス</ブランド>
   　　　</商品>
   　　　<商品>
   　　　<商品名称>コーヒー</商品名称>
   　　　<ブランド>スターバックス</ブランド>
   　　　</商品>
   　　　<商品ら>
   　　　<場所ら>
   　　　<場所>
   　　　<場所名称>道谷洞タワーパレス</場所名称>
   　　　<規格>４５坪型</規格>
   　　　<ブランド>タワーパレス</ブランド>
   　　　</場所>
   　　　</場所ら>
   　　　</P></SYNC>
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   　　　<SYNC Start=3125091><P Class=KRCC>&nbsp;
   　　　</P></SYNC>
   　
  上記の例示のような時間従属的商業的タグを解釈すれば、3103038ミリ秒と3125091ミリ
秒との間に出てくる映像は、キングサイズエイスベッドと４５坪型道谷洞タワーパレスと
関連していることが分かる。勿論この際、上記時間従属的商業的タグにはStart時間情報
の後に通常的な字幕でなく＜＞表示を持つ文字列が出るので、この情報は通常的なｓｍｉ
ファイルと違うように処理されることは当然である。
【０５６９】
  上記のような時間従属的商業的タグに対する情報を下記＜表５＞のような形式で表せば
、より容易に理解することができる。
【０５７０】
【表５】

   　　　<SYNC Start=3103038><P    Class=KRCC>
   　　　<商品ら>
   　　　<商品>
   　　　<商品名称>ベッド</商品名称>
   　　　<規格>キングサイズ</規格>
   　　　<ブランド>エイス</ブランド>
   　　　</商品>
   　　　<商品ら>
   　　　</P></SYNC>
   　　　<SYNCStart=3125091><PClass=KRCC>&nbsp;
   　　　<SYNCStart=3103038><PClass=KRCC>
   　　　<場所ら>
   　　　<場所>
   　　　<場所名称>道谷洞タワーパレス</場所名称>
   　　　<規格>４５坪型</規格>
   　　　<ブランド>タワーパレス</ブランド>
   　　　</場所>
   　　　</P></SYNC>
   　　　<SYNC Start=3147144><PClass=KRCC>
   　　　<商品ら>
   　　　<商品>
   　　　<商品名称>コーヒー</商品名称>
   　　　<ブランド>スターバックス</ブランド>
   　　　</商品>
   　　　<商品ら>
   　　　</P></SYNC>
   　
  （上記時間従属的商業的タグを表示するｘｍｌまたはファイル表記方法は、任意に設定
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したものであり、当業者はｘｍｌまたはｓｍｉなどの特定の解釈機に符合する特定のファ
イル規格に合わせて本発明思想を実施できることは自明である。）
  このような各種の時間従属的商業的タグの個別毎に時間帯が対応できることを表す。上
の時間帯情報を見ると、上記で道谷洞タワーパレスとベッドは同時間帯に出て、スターバ
ックスコーヒーは他の時間帯に出ることが分かる。
【０５７１】
  即ち、本発明の時間従属的商業的タグは、１）タグ内容情報、２）時間帯情報（例えば
、開始時点情報と終了時点情報）が含まれていることを特徴とする。上記タグ内容情報は
本発明の時間独立的商業的タグであり、その内容には、上記商品、場所、またはサービス
の名称と関連できることは前述した通りである。上記<SYNC Start=3103038><P Class=KRC
C>・  <SYNC Start=3125091><P Class=KRCC>&nbsp;と表示されることは時間帯情報を表示
する一例であり、他の方式の時間帯情報の表示も十分に可能である。例えば、各商品タグ
単位で時間帯情報が表示されることもできる。即ち、上記では特定の時間帯に複数個の商
品や場所に関する情報を表示したところ、上記商品や場所が常にその時間帯に同時に露出
されないことがある。したがって、個別商品単位で、個別場所単位で、時間帯情報が例示
した形式と同一であるとか、でなければ既設定された時間帯情報表示方法により時間従属
的商業的タグが生成されることができる。
【０５７２】
  上記メタ情報入手モジュール５１００は、上記3103038ミリ秒と3125091ミリ秒との間に
は上記時間帯に対応する時間従属的商業的タグを入手することが好ましく、本発明のキー
ワード広告制御モジュール６９００は、できる限り上記時間の間に上記時間従属的商業的
タグを処理して入手したキーワード広告コンテンツをユーザに露出させるようにすること
が好ましい。この際、特定の時間帯（例えば、3103038ミリ秒と3125091ミリ秒との間）と
関連した上記時間従属的商業的タグに対応するキーワード広告コンテンツがない場合には
、その以前やその以後の時間帯の中から選択されるいずれか１つ以上の時間帯と関連した
時間従属的商業的タグを用いたキーワード広告コンテンツを露出させることができる。以
前の時間帯のものであれば、キーワード広告コンテンツを変動させず、維持すればよいの
であり、以後の時間帯のものであれば、それ以後の時間帯と関連した画面が出てくる前に
それ以後の時間帯の時間従属的商業的タグと関連したキーワード広告コンテンツを先に引
いて露出させることもできる。先に引いて露出させることが可能な理由は、通常的に放送
動画はバッファーリングされるので、特定の時点に露出される映像イメージは一定時間の
以前に入手されているためである。
【０５７３】
  以下、上記時間従属的商業的タグ集合の構成についてより詳しく説明する。上記時間従
属的商業的タグ集合は、集合の属性を有する。集合は、集合自体を自身の元素とすること
ができるので、上記時間従属的商業的タグ集合の元素になることができるものは、１）ｎ
個の上記時間従属的商業的タグ、２）ｎ個の上記時間従属的商業的タグ集合、３）全域（
whole range）タグなどである。集合は集合をその元素とすることができる。上記１）と
なっているものを第１類型の時間従属的商業的タグ集合、上記２）を含むものを第２類型
の時間従属的商業的タグ集合、上記３）を含むものを第３類型の時間従属的商業的タグ集
合という。したがって、任意の時間従属的商業的タグ集合は、上記第１類型、第２類型、
第３類型のうち、いずれか１つ以上を含んでいることができる。
【０５７４】
  上記１）の第１類型の時間従属的商業的タグからなる商業的タグ集合に対する例を挙げ
れば、＃１番の動画に対する時間従属的商業的タグ集合＝｛（ｎ個のタグ集合１：時間範
囲１）、…、（ｍ個のタグ集合ｉ：時間範囲ｉ）｝の形式を持つことができる。この際、
ｎ、ｍは自然数である。上記ｎ個のタグ集合ｉ：時間範囲ｉとは、時間範囲ｉに関してｎ
個のタグからなるタグ集合ｉが対応されるという意味である。例えば、｛エイスベッド、
スターバックスコーヒー、タワーパレス｝というタグ集合ｉが（310000ミリ秒～312000ミ
リ秒）という時間範囲ｉに対応されているということである。
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【０５７５】
  上記第２類型の時間従属的商業的タグ集合の例を挙げれば、＃２番の動画に対する時間
従属的商業的タグ集合＝｛（第１類型時間従属的商業的タグ集合１：条件集合１）、...
、（第１類型時間従属的商業的タグ集合ｉ、条件集合ｉ）｝の形式を有することができる
。上記条件集合は、条件の集まりに関するものである。上記条件の集まりは、１）ログイ
ンしたユーザの属性（成人か否か（年齢）、男女、国家／アドレス、職業系列、言語、趣
味等）、２）属性従属的か、属性独立的か（ログインした動画視聴者であるか否かに関わ
らず、通用できるものは属性独立的である）、３）ユーザコンピュータ９０００の種類（
ＩＰＴＶ、モバイル端末機、ＰＣ、ディスプレイ装置のサイズ等）、４）動画ディスプレ
イサイズ（解像度）、５）時間帯／期間帯情報（夜間、朝、８時から１０時、夏休暇シー
ズン等）などがある（勿論、上記条件の集まりは時間独立的商業的タグまたは時間独立的
商業的タグ集合にも使われることができる）。
【０５７６】
  上記時間従属的商業的タグ集合を使用するシステムでログインした動画視聴者が特定の
属性を有する時、その属性に符合する時間従属的商業的タグ集合がある場合、その属性に
符合する時間従属的商業的タグ集合を使用すればよい。しかしながら、そのような属性を
満たす時間従属的商業的タグ集合がない場合には、むしろ属性独立的な（一般的に誰にも
通用できる）時間従属的商業的タグ集合を使用することがよりよい。例えば、子供がログ
インした場合、子供に特化された時間従属的商業的タグ集合はなく、大人に特化された時
間従属的商業的タグ集合と属性独立的な時間従属的商業的タグ集合しかない場合、上記属
性独立的な時間従属的商業的タグ集合を使用することがより合理的な選択になる。
【０５７７】
  一方、上記ユーザコンピュータ９０００がモバイル端末機の場合には、上記時間従属的
商業的タグ集合を構成する商業的タグは広告の個数は少なくても、単価が高い広告を呼び
出す属性を有することが合理的であり、上記ＩＰＴＶやＰＣの場合には多数のキーワード
広告コンテンツを提供できる属性の商業的タグをたくさん含むことが好ましい。一方、動
画ディスプレイサイズ（解像度）が低い場合には、上記動画がディスプレイされるサイズ
も小さいものが一般的であるので、多数のキーワード広告コンテンツが露出されても関係
ないので、このような場合に使われる時間従属的商業的タグ集合は、このような属性を有
する商業的タグが多数含まれているものが好ましい。
【０５７８】
  したがって、上記時間従属的商業的タグ集合を使用するシステム（マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００またはユーザコンピュータ９０００で駆動されるプログ
ラム）は、１）上記システムにログインしたユーザの属性情報を把握したり、２）時間帯
／期間情報、３）解像度、４）ユーザコンピュータ９０００の種類などを把握し、上記把
握された内容と符合する時間従属的商業的タグ集合がある場合、その時間従属的商業的タ
グ集合を使用する。上記システムが上記時間従属的商業的タグ集合を使用する方法は、例
示的に、１）自身が直接使用したり、２）上記ユーザコンピュータ９０００に上記把握さ
れた内容に符合する時間従属的商業的タグ集合のみを転送したり、３）上記ユーザコンピ
ュータ９０００に上記ユーザコンピュータ９０００が上記把握された内容に符合する時間
従属的商業的タグ集合を使用するようにする情報を転送する方法などがある。
【０５７９】
  上記第３類型は、上記全域タグを含むことを特徴とする。動画の特定の時間帯にはその
内容に符合する時間従属的商業的タグ集合を対応させることができない場合が発生する。
この際、如何なるキーワード広告コンテンツも送り出さないことより、その動画全体の内
容に対応できる商業的タグでキーワード広告コンテンツを呼び出して上記ユーザコンピュ
ータ９０００に提供する方がよいことがある。この際、使用されるのが全域タグである。
【０５８０】
  上記１つの時間従属的商業的タグ集合内に複数個のキーワード広告対象テキスト候補が
ある場合がある。例えば、上記商品でキングサイズエイスベッドとスターバックスコーヒ
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ーが同時に表れる時である。このように複数個のキーワード広告対象テキスト候補がある
場合に関しては、上記における１つの動画に複数個のタグが結合されている時の場合と同
一に取り扱うことも１つの処理方法になる。これに関しては、ＩＤ３マルチメディアコン
テンツに対する複数個のタグである“リフィルインキ、正規商品インキ、ムハンインキ、
プリンタ、複合機、インキ”の場合で説明した。時間従属的商業的タグは特定の時間帯と
関連されているが、上記特定の時間帯に表れる映像を１つの小動画と取り扱うと、上記小
動画と関連した時間従属的商業的タグ内の複数個のキーワード広告対象テキスト候補（こ
こでは、キングサイズエイスベッドとスターバックスコーヒー、道谷洞タワーパレスなど
）は、ＩＤ３マルチメディアコンテンツに対する複数個のタグである“リフィルインキ、
正規商品インキ、ムハンインキ、プリンタ、複合機、インキ”の場合で説明した発明思想
がそのまま適用されることができる。即ち、１つの放送動画は、時間帯単位でｍ個の小動
画の集合と取り扱うことができ、上記時間帯の単位は、時間従属的商業的タグに含まれた
開始時点情報と終了時点情報と処理することができる。
【０５８１】
  そして、上記１つの放送動画に含まれたｎ個の時間従属的商業的タグがある場合、上記
放送動画の視聴覚が終わった後、上記ｎ個の時間従属的商業的タグのうち、特定のフィー
ルド（例えば、商品フィールド）のみを集めてユーザのコンピュータへ転送することがで
き、ユーザが特定のフィールドを選択する場合、上記選択されたフィールド値と関連した
時間従属的商業的タグを処理してキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザに転送
することができる。
【０５８２】
  一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００（放送動画を提供する
放送局やその他のユーザのコンピュータに放送動画を転送する者はマルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００でありうる）は、ユーザのコンピュータへ転送する上記放
送動画を含んだ画面に、既設定されたアイコン／様式／ボタン／選択ボックス形式の時間
従属的商業的タグ格納インターフェースを提供することができる。例えば、放送動画画面
の隅位置に“本シーンと関連したタグ格納”というメッセージが見えるボタンを提供し、
上記ユーザのコンピュータから上記ボタンに対するクリックがある場合、上記クリックが
起こった時点の時間従属的商業的タグを格納することができる。そして、上記放送動画の
視聴覚が終わった後、視聴覚中、または一時停止中に、上記ユーザのコンピュータから上
記時間従属的商業的タグ情報に対する呼び出しがある場合、上記時間従属的商業的タグの
特定のフィールドまたは上記時間従属的商業的タグに関連したキーワード広告コンテンツ
を入手してユーザのコンピュータに露出させることができる。勿論、この際、上記時間従
属的商業的タグと関連した広告／広報イメージや広告／広報映像などの広告／広報コンテ
ンツがある場合、その広告／広報コンテンツをユーザのコンピュータへ転送することもで
きる。一方、ユーザのコンピュータがＩＰＴＶであり、上記ＩＰＴＶ用ポインティングデ
バイスがリモコンなどであり、上記リモコンのＩＰＴＶの画面上の特定のボタンが位置し
た所を便利に移動させられない場合には、上記メッセージは“本シーンと関連したタグを
格納しようとすれば、ａａａボタンを押さえなさい。”というメッセージでありうる。即
ち、リモコンは約束された特定のボタンを押さえることが容易になっているためである。
勿論、ジャイロ（gyro）機能があるリモコン（リモコンにジャイロセンサーがあって、リ
モコンの移動がＩＰＴＶ画面上に表示できる）であるとか、その他のポインティング機能
が良好な場合でさえ、リモコンでは約束されたボタンを押さえるようにすることがより好
ましい。勿論、上記メッセージは”本シーンと関連した商品を見ようとすれば、ａａａを
押さえなさい。”のように、より直観的なメッセージであることができることは当業者に
当然である。
【０５８３】
  一方、放送動画が終了した直後など、既設定された時点に上記ｎ個の時間従属的商業的
タグのうち、最頻時間従属的商業的タグ、放送社、またはその他の主体により特定の既設
定された少なくとも１つ以上の時間従属的商業的タグに関連したキーワード広告コンテン
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ツをユーザのコンピュータへ転送することもできる。
【０５８４】
  １つの放送動画に関しては少なくとも１つ以上の時間従属的商業的タグ集合が割り当て
られることができる。時間従属的商業的タグ集合とは、１つの放送動画に対するｎ個の時
間従属的商業的タグを元素とする集合をいう。通常的に、特定の放送動画の上映時間が長
いほど、シーン（Scene）が多いほど、多くの商品や場所が登場するほど、シーン転換が
多ければ多いほど、台詞に商品、場所、またはサービスの名称が多ければ多いほど、個数
ｎは大きくなる。そして、１つの放送動画が与えられる時、独立的な別個の主体によりｍ
個の時間従属的商業的タグ集合が生成されることもでき、放送社またはユーザの選択に従
い、特定の時間従属的商業的タグ集合が選択されることもできる。この際、特定の放送動
画を提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、内部または少なく
とも１つ以上の外部コンピュータから上記特定の放送動画のための時間従属的商業的タグ
集合の転送を受けることもできる。この際、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００は、上記特定の放送動画をストリーミングしたりファイルへ転送する時、上
記転送を受けた時間従属的商業的タグ集合をシンク（Sync）を合わせて転送したり、ユー
ザのコンピュータへ転送した後、ユーザのコンピュータに設けられているプレイヤー（動
画を再生できるアプリケーション）が転送を受けた時間従属的商業的タグ集合を動画とを
シンクを合わせてユーザコンピュータに出力するようにすることができる。上記時間従属
的商業的タグ集合を構成する各時間従属的商業的タグは、時間情報と時間独立的商業的タ
グ集合とを含んで構成されていることは前述した通りである。
【０５８５】
  一方、上記時間従属的商業的タグは“時間情報＋タグ内容”のように、より簡略な形態
を有することができる。また、時間情報を表示する方法は、表示された方法を解析する解
釈機とのマッチングの問題であるだけであり、ｓｍｉファイル形式だけでなく、多様な形
態でありうる。
【０５８６】
  例えば、“開始時点＋タグ内容＋終了時点”の形式からなる時間従属的商業的タグがあ
る時、上記タグ内容は開始時点と終了時点との間に関連のあるものであることを表す。例
えば、次のような形式でありうる。
【０５８７】
   　　　
   　　　1) <SYNC Start=3105092><P    Class=KRCC>スターバックス</P></SYNC><SYNC 
   Start=3305091><P Class=KRCC>&nbsp; </P></SYNC>
   　　　2) <SYNC Start=3105092>スターバックス</SYNC><SYNC    Start=3305091>&nbs
p; </SYNC>
   　　　3) <SYNC Start=3305091    End=3305091>スターバックス</SYNC>
   　　　4) <SYNC Start=3105092>スターバックス; コーヒー;タワーパレス;エイスベッ
ド</SYNC><SYNC    Start=3305091>&nbsp; </SYNC>
   　　　5) <Start=3105092>スターバックス<SYNC End=3305091>
   　　　
  １）乃至５）は１つの例示であり、３）が最も好ましく、５）はパーシングがすこし難
しいこともある。１）では通常的なｓｍｉファイルの表現形式でタグ情報を表示する方法
に対する一例を見せており、２）では言語表示部分がない例示を、３）では開始時点と終
了時点の表示をStart及びEndのような特定の約束で表示できることを、４）では複数個の
タグ内容が含まれることができることを、５）では“<SyncStart”のようなシンク（同期
化、sync）識別子で任意の識別形式である“<Start”のような任意の約束された形式を導
入することを説明している。
【０５８８】
  例えば再生時間（play time）が１０分である特定の動画＃１に次のようなｎ個の時間
従属的商業的タグが結び付けられていることができる。時間従属的商業的タグの形式は、
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説明の便宜のために４）とする。
【０５８９】
   　　　
   　　　<SYNC Start=000001>スターバックス;コーヒー<SYNC    Start=120000>&nbsp;
   　　　<SYNC Start=120001>タワーパレス;ジャイアパート<SYNC Start=180000>&nbsp;
   　　　<SYNC Start=180001>エイスベッド;ドンロップ 枕;ベッドカバー<SYNC Start=3
000000>&nbsp;
   　　　<SYNC Start=300001>ハップティック携帯電話;写真撮影;ベル音<SYNC Start=50
0000>&nbsp;
   　　　<SYNC Start=500001><SYNC    Start=600000>&nbsp;
   　　　または、前のSYNCと次のSYNCの時間が連続的であるので、上記を次のような簡
素化した商業的タグの形式で表現することもできる。
【０５９０】
   　　　SYNC Start=000001>スターバックス;コーヒー</SYNC>
   　　　<SYNC Start=120001>タワーパレス;ジャイアパート</SYNC>
   　　　<SYNC Start=180001>エイスベッド;ドンロップ枕;ベッドカバー</SYNC>
   　　　<SYNC Start=300001>ハップティック携帯電話;写真撮影;ベル音</SYNC>
   　　　<SYNC    Start=500001></SYNC>
   　　　
  上記一番上のものは開始から１２０秒の間に“スターバックス;コーヒー”というタグ
内容が、２番目のものは１２０秒から１８０秒の間にタワーパレス;ジャイアパートとい
うタグ内容が上記＃１番の動画と結び付けられていることが分かる。一方、５００秒から
６００秒の間には如何なるタグ内容もないというように、特定の時間帯ではタグ内容がな
い場合も許容できる。
【０５９１】
  上記時間従属的商業的タグに対する情報を下記＜表６＞のように表すと、より分かり易
くなる。この際、商業的タグに対する属性情報はないこともある。同様に、商業的タグを
生成する時、上記商業的タグに対する多様な商業性情報のうち、いずれか１つ以上を更に
付加して生成できる。上記商業性情報は、上記商業的タグ集合生成システム１００００が
提供できる。
【０５９２】
【表６】

  上記表に表す情報をＸＭＬ形式に変えることは当業者には当然であり、上記表に表す時
間従属的商業的タグ集合に対する各種情報は、多様な電算上のデータフォーマットで生成
、転送、配布、及び受容できる。
【０５９３】
  上記では商業的タグが表現されるデータ形態について説明した。次に、商業的タグの生
成についてより詳しく説明する。
【０５９４】
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  上記商業的タグの本質は、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツの入手を保
証できるタグでなければならない。上記の保証は、特定の生成時点または特定の照合時点
に関して保証されることで充分である。即ち、商業的タグの候補がある時、上記商業的タ
グの候補を既設定されたサーバや既設定されたＤＢに質疑して、上記商業的タグ候補に対
応する広告主の少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが存在することが証明さ
れたものだけが商業的タグになることができる。
【０５９５】
  上記のような少なくとも１つ以上の上記時間従属的商業的タグは、上記動画をサービス
するマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者またはマルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００の運営者の指示を受けた者が事前に入力した後、格
納しておくこともでき、上記動画の製作者、流通者が製作したものを格納しておくことも
できる。延いては、認証を受けたり認証とは関わらず、上記動画を視聴覚する者のコンピ
ュータから上記特定の時点または特定の時点が含まれた時間帯と関連した時間従属的商業
的タグの入力を受けて上記動画とマッピングして格納した後、上記動画が第３のユーザに
より選択される時、上記入力を受けた時間従属的商業的タグを活用して上記時間従属的商
業的タグと関連したキーワード広告コンテンツを上記第３のユーザのコンピュータへ転送
することができる。この際、上記時間従属的商業的タグを入力し認証を受けた者のコンピ
ュータに、既設定された金銭的または非金銭的補償に関する情報（例えば、発生した広告
費の１％を提供すること）を提供することもできる。この際、特定の＃１番の動画に関し
、ｎ名の時間従属的商業的タグ入力者がある時、各々が入力一時間従属的商業的タグ集合
に関し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者は、２つ以上
の時間従属的商業的タグ集合を選択して本発明思想を適用した後、総クリック発生数や総
広告収益発生量のような既設定された基準によって上位または最上位にランクされる時間
従属的商業的タグ集合を少なくとも１つ以上選定することができる。この際、上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記第３のユーザにより上記＃１番の
動画が選択される時、上記選ばれた時間従属的商業的タグ集合を活用したキーワード広告
コンテンツを上記第３のユーザのコンピュータへ転送することができる。
【０５９６】
  上記時間従属的商業的タグ集合を構成する時間従属的商業的タグを活用したキーワード
広告コンテンツと上記動画の再生とを同期化する必要がある。即ち、動画の特定の時点ま
たは特定の区間がユーザのコンピュータに表れる時（ストリーミングでもファイルダウン
ロード方式でも）、その特定の時点または特定の区間に対応する時間従属的商業的タグと
関連したキーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータに提供する必要があるので
、上記同期化はコンテンツマッチング（contents matching）で重要な役目を遂行するこ
とができる。同期化に対する方法は、前述した再生されるマルチメディアコンテンツと上
記マルチメディアコンテンツから入手されるテキストに基づいたキーワード広告コンテン
ツの提供との間の同期化で説明したことと同一または対等である。上記で入手されるテキ
ストで時間従属的商業的タグに含まれたテキストに対応させれば、本発明の同期化を十分
理解することができる。一方、特定の時点または特定の区間での複数個の時間従属的商業
的タグ情報がある場合、どんなタグ情報で、どんなキーワード広告コンテンツをユーザの
コンピュータへ転送するかは、既に複数個のタグ情報がある場合で説明したことと同一ま
たは対等である。一方、上記動画に字幕（caption）がある場合、上記マルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００や上記ユーザのコンピュータで、上記字幕と本発明の
時間従属的商業的タグは、独立的に処理されることは当然である。
【０５９７】
  以下、動画の再生と上記時間従属的商業的タグ集合の同期化に関し、３つ方式を例示し
つつより詳細に説明する。
【０５９８】
  第１の同期化方式は、上記ユーザコンピュータ９０００で同期化が起こる方式である。
上記ユーザコンピュータ９０００に提供された上記メタ情報入手モジュール５１００は、
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上記ユーザコンピュータ９０００へ転送された動画の現在再生時点情報を感知し、上記感
知された再生時点情報に符合する時間従属的商業的タグを入手する。上記入手の対象とな
る時間従属的商業的タグは、ユーザコンピュータ９０００に既に提供された場合もあり、
上記時間従属的商業的タグを格納している上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００、またはその他のシステムによって上記ユーザコンピュータ９０００へ提供さ
れることができる。上記入手した時間従属的商業的タグでキーワード広告コンテンツを呼
び出すことについては本明細書で説明した通りである。一方、通常的な動画の再生手段（
プレイヤー）は、図３８に示すような、再生時間／領域表示／制御手段（３８－１１）を
提供する。ユーザが上記再生時間／領域表示／制御手段（３８－１１）を使用して再生時
点を移動させる場合、上記メタ情報入手モジュール５１００は、移動された再生領域を感
知し、上記感知された再生時点情報に符合する時間従属的商業的タグを入手する。
【０５９９】
  第２の同期化方式は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と関連
してなされる方式である。クライアント／サーバ方式のように、上記ユーザコンピュータ
９０００と上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００のコネクションが常
時維持されている場合には、上記クライアントに現在再生されている動画の再生時点情報
は、上記クライアント及び上記サーバ（上記マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００が上記クライアント／サーバ方式のサーバになることができる）が分かるように
なる。この場合、上記クライアント及び／又は上記サーバである上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００の上記メタ情報入手モジュール５１００は、上記ユーザ
コンピュータ９０００へ転送される動画の現在再生時点情報を感知し、上記感知された再
生時点情報に符合する時間従属的商業的タグを入手する。
【０６００】
  第３の同期化方式は、ダウンロードされた動画ファイルの再生時の同期化である。上記
ダウンロードされた動画ファイルの再生するプログラムに設置または連動する上記メタ情
報入手モジュール５１００は、上記再生される動画の現在再生時点情報を感知し、上記感
知された再生時点情報に符合する時間従属的商業的タグを入手する。上記時間従属的商業
的タグは、上記ダウンロードされる動画と一緒に提供される場合もあるが、上記動画ファ
イルを提供したマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、または上記動画フ
ァイルに対応する時間従属的商業的タグ（集合）に関する情報を提供する第３のシステム
から入手されることもできる。
【０６０１】
  一方、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記マルチメディ
アコンテンツに含まれたメタ情報を加工して、マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００生成タグ情報を事前に生成しておくことができる。上記マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００生成タグ情報は、１）上記マルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００が入手した上記タイトルや説明情報からキーワード広告対象テキス
トを生成する方法と同等の方式により、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００生成タグ情報を生成し格納しておくことができ、２）字幕または音声認識で入手した
テキスト情報から上記時間従属的商業的タグを生成し格納しておくこともできる。上記１
）の方法は説明したため、上記２）の方法をより具体的に説明する。上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００は、上記字幕がｓｍｉファイルなどの形式のように
、字幕及び特定の字幕が露出されるべき開始時点情報と終了時点情報がある場合、前述し
たように、字幕からキーワード広告対象テキストまたはタグを生成し、上記生成されたキ
ーワード広告対象テキストまたはタグを上記字幕が露出される上記字幕の開始時点情報と
終了時点情報と一緒に格納する。一方、音声認識の場合には開始時点情報と終了時点情報
とが出ていないので、１）１分のようなその他の既設定された時間単位、２）１つまたは
３つのような既設定された個数のタグやキーワード広告対象テキストが生成される時間単
位のように、時間を均等分割または非均等分割することができる。
【０６０２】
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  次に、商業的タグの生成についてより詳しく説明する。
【０６０３】
  上記特定の動画などのマルチメディアコンテンツがある場合、上記マルチメディアコン
テンツに商業的タグを生成することは、システムを使用して実施されることができ、この
ような機能を遂行すること（このような機能を遂行することには、特定のプログラム、プ
ログラム集合、プログラムが記録された媒体やプログラムが実行される媒体、プログラム
を含むサーバ、プログラムが実行されるシステムのうち、いずれか１つ以上で構成される
）を商業的タグ集合生成システム１００００という。
【０６０４】
  上記商業的タグ集合生成システム１００００の一実施形態的な構成は、図２７にある。
上記図２７は、非仲介モデルに対応する商業的タグ集合生成システム１００００の構成を
例示的に示しているが、上記商業的タグ集合生成システム１００００は、仲介モデルやキ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００中心モデルにも適用できることは勿論であ
る。上記メタ情報入手モジュール５１００には、上記商業的タグ集合生成システム１００
００が生成して転送した少なくとも１つ以上の商業的タグの集まりである商業的タグ集合
を入手する商業的タグ集合入手モジュール５１４０があることが分かる。以下では、非仲
介モデルを中心に説明する。
【０６０５】
  まず、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と商業的タグ集合生成シス
テム１００００の関係から説明する。上記商業的タグ集合生成システム１００００は、マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００と同一の運営主体により運営されるこ
ともでき、別個の運営主体により運営されることもできる。また、上記商業的タグ集合生
成システム１００００は、構造的にマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
の内部に含まれていることができ、有無線ネットワークにより独立的な別個のシステムに
含まれていることができる。上記商業的タグ集合生成システム１００００は、マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００からマルチメディアコンテンツをファイルダウ
ンロードまたはストリーミングなどにより転送を受けた後、上記マルチメディアコンテン
ツに関する商業的タグ集合を形成し、上記形成された商業的タグ集合を格納し、上記商業
的タグ集合を商業的タグ集合転送モジュール１２０００を通じて上記マルチメディアコン
テンツサービスシステム１０００へ転送することができる。マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００のメタ情報入手モジュール５１００の上記商業的タグ集合入手モ
ジュール５１４０は、転送された商業的タグ集合を上記マルチメディアコンテンツと関連
して格納する。そして、上記メタ情報入手モジュール５１００は、転送を受けた商業的タ
グ集合をタグ情報入手モジュール５１１０が入手したタグ情報と同等に取り扱うことがで
きる。一方、キーワード広告対象テキスト生成モジュール６５１０は、上記商業的タグ集
合入手モジュール５１４０が入手した商業的タグ集合を、タグ情報入手モジュール５１１
０が入手したタグ情報と同等に取り扱うことができるが、両者が共存する場合、より高い
優先順位または重み付け値を与えて取り扱うこともできる。この際、上記マルチメディア
コンテンツは、上記マルチメディアコンテンツを識別できる識別子（ＩＤ）で管理される
ことは当然である。
【０６０６】
  上記商業的タグ集合生成システム１００００は、商業的タグ集合生成サーバ（図示せず
）を含んでおり、上記商業的タグ集合生成サーバ（図示せず）は、商業的タグ集合生成モ
ジュール１１０００と商業的タグ集合転送モジュール１２０００とを含んでいる。上記商
業的タグ集合生成モジュール１１０００が商業的タグ集合を生成する方法は、大別して３
つがある。第１は、専門家が上記マルチメディアコンテンツを視聴覚しながら生成する方
法であり、これを担当するのが専門家選定商業的タグ集合生成モジュール１１２００であ
る。第２は、システム的に生成する方法であり、これを専担するモジュールがシステム的
商業的タグ集合生成モジュール１１４００である。第３は、不特定多数のユーザの参加を
通じて生成する方法であり、これを担当するのがユーザ参加商業的タグ集合生成モジュー
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ル（商業的タグ集合入手モジュール５１４０、１１３００である。順に分けて説明する。
【０６０７】
  上記専門家選定商業的タグ集合生成モジュール１１２００は、特定のマルチメディアコ
ンテンツに関し、専門家が介入して商業的タグ集合を生成する時に主に使われる。上記専
門家選定商業的タグ集合生成モジュール１１２００は、上記専門家のコンピュータに、上
記マルチメディアコンテンツ入手モジュール１１１００が上記マルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００から入手したり転送を受けたマルチメディアコンテンツ情報を
提供し、上記専門家のコンピュータから少なくとも１つ以上の時間独立的商業的タグや少
なくとも１つ以上の時間従属的商業的タグを入手して格納する。上記マルチメディアコン
テンツ入手モジュール１１１００は、商業的タグ集合生成モジュール１１０００に必須の
構成要素ではないが、存在することが好ましい。例えば、特定のマルチメディアコンテン
ツに関し、時間独立的商業的タグを生成する時は、生成される商業的タグに時間情報を付
加する必要がなく、全体マルチメディアコンテンツに対応する商業的タグ集合のみ生成す
ればよい。
【０６０８】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者または上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００の業務連係者が、特にヒット（hit）数の高
い少なくとも１つ以上のマルチメディアコンテンツに関して上記マルチメディアコンテン
ツをダウンロードしてプレイする方式、またはウェブブラウザでストリーミングを受ける
方式などにより、上記マルチメディアコンテンツを視聴覚しながら、上記マルチメディア
コンテンツに対する商業的タグを入力するための商業的タグ入力モジュール１１２１０を
モニター上に出しておいて、上記マルチメディアコンテンツに対する時間独立的商業的タ
グ／時間従属的商業的タグを上記マルチメディアコンテンツに関して入力したり、上記マ
ルチメディアコンテンツまたは上記マルチメディアコンテンツＩＤに対応して格納するよ
うにすることができる。この際、上記商業的タグ入力モジュール１１２１０は、マルチメ
ディアコンテンツＩＤ表示部１１２１１、マルチメディアコンテンツを視聴覚できるマル
チメディアコンテンツプレイ部１１２１２（ブラウザを内蔵してストリーミングしたマル
チメディアコンテンツをプレイさせたり、またはファイルダウンロード後にマルチメディ
アコンテンツをプレイさせることができるマルチメディアコンテンツプレイ部１１２１２
）、マルチメディアコンテンツに関するメタ情報（タイトル、タグ、説明、作成者ＩＤ、
ヒット数等）を一緒にディスプレイできるマルチメディアコンテンツメタ情報ディスプレ
イ部１１２１８を含むことが好ましい。
【０６０９】
  一方、上記商業的タグ入力モジュール１１２１０には、商業的タグを入力する商業的タ
グ入力部１１２１３、または入手された商業的タグ集合を表示する商業的タグ集合表示部
１１２１４があることが好ましく、上記入力または入手された商業的タグ（商業的タグ候
補になることができる）に関し、商業性を検証する商業的タグ検証部１１２１５が更に含
まれていることが好ましい。上記商業的タグ検証部１１２１５は、商業的タグ（検証前で
あるので、商業的タグ候補になることができる）に関し、上記広告キーワードＤＢ６５７
０、及び／又はキーワード広告コンテンツ提供システム３０００のキーワード広告コンテ
ンツ提供サーバ側広告キーワードＤＢ３１４０に質疑して上記商業的タグの商業性を検証
する。後者の検証が成立するには、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
が、ＡＰＩを開放する等の方法により、上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告
キーワードＤＢ３１４０の部分または全部に対する外部からの接近が許容されなければな
らないことは勿論である。一方、上記メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２００
０が上記広告キーワードＤＢ６５７０を持っていたり、広告キーワード（または、検索キ
ーワードなど）に対する照合数／露出数／広告主数／広告単価などの情報を持っていたり
、その他の上記商業的タグに対する商業性を検証できる情報（上記の１）乃至１８）まで
の属性等）を持っている場合、上記商業的タグ検証部１１２１５は、上記メタ情報基盤の
キーワード広告仲介システム２０００に質疑して商業的タグ候補の商業性を検証すること
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ができる。
【０６１０】
  上記広告キーワードＤＢ６５７０またはキーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告キ
ーワードＤＢ３１４０が特定の広告キーワードに関して持つ上記１）乃至１８）までの属
性は、前述した通りである。商業性の検証は、上記商業的タグに関して広告キーワードと
して上記１）乃至１８）までの属性のうち、どんな属性をどれぐらい満たすかと、上記各
属性に対する重み付け値及び／又は上記スコア関数に関する情報を通じて検証できる。上
記商業的タグ検証部１１２１５は、１）選択される１つの商業的タグに関し、上記１）乃
至１８）及び／又は上記スコア関数値を計算したり、２）選択されるｎ個の商業的タグに
関し、上記１）乃至１８）及び／又はスコア関数値を計算して、各基準別または既設定さ
れた計算式（例えば、特定のスコア関数）で序列を与える機能を遂行する。即ち、上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者または上記業務連係者は、選
択された特定のマルチメディアコンテンツに関してタグ候補を選定し、上記タグ候補に関
して上記商業的タグ検証部１１２１５を通過させて既設定された条件（例えば、上記１）
乃至１８）または特定のスコア関数値に対する基準）を通過したものだけを最終的に選定
できる）を通過したタグのみを商業的タグ集合と選定できる。この際、勿論特定のタグに
関しては上記商業的タグ検証部１１２１５を通過させなくても商業的タグ集合に登載する
こともでき、一部専門家の場合、商業的タグ検証部１１２１５がなくても経験または他の
方法により商業的タグ集合を形成することができる。この際、上記他の方法の例の１つは
、上記タグ候補を検索エンジン（www.naver.com、またはgoogle.com）、またはoverture.
comのようなキーワード広告コンテンツ提供システム３０００に質疑した後、そのタグ候
補に関してキーワード広告コンテンツが存在するかと、広告主または広告入札価の程度を
照合することによりなされることができる。検索エンジンの場合、スポンサーリンク領域
またはその他の広告領域にデータ値があるか、及び／又は総広告の個数（スポンサーリン
ク領域の以外の各検索エンジン別に提供される特定の広告領域に広告の個数が多いほど広
告掲載競争が熾烈であり、通常的に広告単価も高い）により確認することができ、www.ov
erture.comも特定のキーワードに関して広告競争の情報（入札価情報等－入札価格情報が
あれば、広告主があるという意味であり、入札価が高いほど広告主が多くて、広告掲載競
争が高いという意味である）を提供してくれるので、簡略な検証方法としてはこのような
方法も採用可能である。上記のように、特定された１つのマルチメディアコンテンツに関
し、時間独立的商業的タグ集合が生成され、このようなことは本発明の時間独立的商業的
タグ生成部１１２１６が遂行する。
【０６１１】
　上記では時間独立的商業的タグについて説明したが、このような商業性の検証などの本
発明の思想は、時間従属的商業的タグに関しても適用できることは勿論である。次に、時
間従属的商業的タグについてより詳しく説明する。本発明の時間従属的商業的タグ生成部
１１２１７が時間従属的商業的タグに関するタグ集合を生成するには、各商業的タグ毎に
上記マルチメディアコンテンツの再生と関連した時間情報を含めておかなければならない
。このためには、上記専門家のコンピュータまたは上記商業的タグ集合生成モジュール１
１０００には、上記マルチメディアコンテンツの、１）再生機能モジュール、２）再生さ
れる時間表示／区間表示モジュール、３）区間に対するタグ対応モジュールが含まれてい
なければならない。上記時間表示／区間表示モジュールの機能は、マルチメディアコンテ
ンツの特定のフレーム／時点と特定のフレーム／時点との間の区間を指定できなければな
らず、指定された区間に対応する時間を表示できなければならない。即ち、上記時間従属
的商業的タグ生成部１１２１７は、上記運営者または業務連係者が区間を指定し、上記指
定された区間に関し、少なくとも１つ以上の商業的タグを指定すれば、上記商業的タグと
上記区間／時点情報から商業的タグ情報と時間情報（上記商業的タグと関連した開始時間
情報と終了時間情報）を含む本発明の時間従属的商業的タグを生成し出す機能を遂行する
。この際、上記時間従属的商業的タグ生成部１１２１７は、入手されたタグ候補に関して
上記商業性タグ検証部を通過させて既設定された基準以上になるタグに関してのみ時間従
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属的商業的タグ集合を生成できる。
【０６１２】
　一方、上記時間従属的商業的タグ生成部１１２１７が生成する時間従属的商業的タグに
は時間帯情報が含まれているので、時間独立的商業的タグでは発生しない、次のような問
題状況が発生する。第１は、特定の時間帯で入手される商業的タグの商業性が以前の時間
帯または以後の時間帯より落ちる場合に、どんな政策を遂行するかの問題である。第２は
、特定の時間帯で入手される商業的タグがない場合、または商業的タグがあってもそれに
関連する上記広告キーワードＤＢ６５７０で入手したキーワード広告コンテンツの個数な
どが少ない場合である。第３は、上記時間帯をどのように分けるかによって上記時間従属
的商業的タグ集合が全く変わる問題である。上記のような３つの問題は時間独立的商業的
タグ生成ではあまり問題とならない。
【０６１３】
　特定のマルチメディアコンテンツ、特に再生時間が相対的に長い放送用マルチメディア
コンテンツなどでも、１つ以上の時間帯を仕分けた少なくとも１つ以上の時間従属的商業
的タグ集合を対応させる方法は、大別して３つの方法がある。
【０６１４】
　第１の方法は、特定の時間帯に対する商業的タグ集合を上記広告キーワードＤＢ６５７
０及びキーワード広告制御政策ＤＢに照合した後、その照合結果が上記の第１又は第２の
問題に該当する場合、１）既設定された基準が達成できない場合には、上記特定の時間帯
の以前時間帯または以後時間帯に関する商業的タグ集合を活用してキーワード広告を遂行
する方法、２）以前時間帯または以後時間帯に関する商業的タグ集合と上記特定の時間帯
に関する商業的タグ集合とを混合して混合商業的タグ集合を形成し、上記混合商業的タグ
集合で本発明思想のキーワード広告を遂行する方法がある。
【０６１５】
　第２の方法は、特定の動画のシーン番号（scene number）情報を知る場合、上記シーン
番号を基準に特定のシーン番号に対応する動画の一定部分を１つの単位と取り扱って、そ
の単位で時間従属的商業的タグ集合を生成する方法がある。この場合、上記時間従属的商
業的タグ集合が上記動画の作家が考えるシーンとの統一性が最も大きくなる。
【０６１６】
　第３の方法は、上記少なくとも２つ以上の各時間帯単位の上記商業的タグ集合に属する
タグのうち、共通するタグや最頻ｎ等数までのタグを抽出し、上記抽出された最頻タグで
上記第１と第２の問題が発生する特定の時間帯に関連した商業的タグ集合を補充し、上記
補充された商業的タグ集合で上記特定の時間帯に対して本発明のキーワード広告方法を遂
行する方法である。
【０６１７】
　一方、主人公が着用する商品（時計、装身具、イヤリング、衣装等）のようなものは、
多くの時間帯単位または多くのシーン（Scene）で共通に出てくる。この場合、共通に出
てくる商品に関連した商業的タグ集合をどのように処理するかの問題である。よく出てく
る商品は、通常的に商業的タグ集合の中で頻度が高くなる。上記頻度の高い商業的タグは
、１）全時間帯単位に亘って活用して関連したキーワード広告コンテンツを持続的に提供
する方法、２）上記動画の再生／転送が仕上げられた時、上記関連したキーワード広告コ
ンテンツを上記頻度の高い商業的タグ別にグループ付けて提供する方法（このために、最
頻商業的タグを抽出し、抽出されたタグを羅列し、羅列された各最頻商業的タグ毎に既設
定された個数のキーワード広告コンテンツを入手して提供できる）、３）商業的タグの商
業性が弱い特定の時間帯に集中的に補充する方法などが活用できる。
【０６１８】
　上記のような商業的タグ集合は、通常のＵＣＣタグ集合（ＵＣＣをアップロードした人
が入力するタグで構成されたもの等）や、管理用タグ集合（商業性とは独立的に、管理の
目的としてタグを入力して置くこともできる）とは別に格納され管理されることが好まし
い。一方、上記動画が提供される時、上記商業的タグ集合はユーザのコンピュータに提供
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されないこともあるが、ユーザの情報欲求を充足させるという意味で、通常的なタグの横
や下、または既設定された位置に提供されることもできる。商業的タグをユーザのコンピ
ュータに提供する時、上記商業的タグに対するクリック情報が入手される場合、上記商業
的タグを検索語にして上記商業的タグを商業的タグとして共有する動画を検索したり、通
常のタグのように処理して、上記商業的タグをタグとして含んだり、タイトルや説明情報
などのその他のメタ情報に含む動画を検索結果として提供することができる。
【０６１９】
　上記専門家選定商業的タグ集合生成モジュールは、特に、１）ヒット数の高いＵＣＣ動
画、２）プレイタイムが相対的に長いドラマ、ニュース、ドキュメンタリー、ホームトコ
メディ、ショー番組、旅行、飲食店、製品、サービス、場所などに関する情報番組などの
放送動画、３）映画動画（字幕や音声情報でキーワード広告対象テキストを抽出すること
は本文段で除外され、これはシステム的商業的タグ集合生成モジュールで説明する。勿論
、専門家が字幕や音声を聞きながら商業的タグを生成できることは勿論である）などで、
より一層威力を発揮できる。勿論、上記ＵＣＣ動画に関して上記ＵＣＣ動画を載せるユー
ザが、時間独立的商業的タグまたは時間従属的商業的タグを一緒に提供することができる
。この場合、上記ＵＣＣ動画をアップロードする上記マルチメディアコンテンツサービス
システム１０００は、通常のタグ情報入力欄とは独立的に、商業的タグを提供する機能を
含んでいなければならない。特に、ユーザが時間従属的商業的タグを入力するために、上
記時間従属的タグ毎に時間情報を対応させることができる機能を提供しなければならない
。例えば、“時間情報入力欄（開始時刻入力欄、終了時刻入力欄）ｖｓ１つ以上の商業的
タグ入力欄”を提供することができる。特に、ヒット数の高いＵＣＣ動画の場合、マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者が時間従属的商業的タグまたは時
間独立的商業的タグを入力することが好ましく、放送動画の場合には放送局の運営者また
は放送動画の製作者、編集者、またはこれらの委託を受けた専門家が時間従属的商業的タ
グまたは時間独立的商業的タグを入力することが好ましい。
【０６２０】
　勿論、生放送の場合にも、上記生放送がユーザコンピュータ（ＩＰＴＶを含むことは当
然である）へ転送される時も本発明思想が適用できることは当然である。即ち、転送され
る放送動画に関し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００（放送局、
ケーブルＴＶ事業体、または上記生放送の転送者、仲介者のシステムは、本発明のマルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００に該当する）の運営者や上記運営者の委託
を受けた者は、上記生放送される放送映像に関し、上記商業的タグ入力モジュール１１２
１０で少なくとも１つ以上の商業的タグをリアルタイムに入力することができ、上記リア
ルタイムに入力したタグは時間従属的タグ集合をなす。この際、上記入力した商業的タグ
は、上記商業的タグ検証部１１２１５を経ることもできることは当然である。上記入力し
た商業的タグは、本発明の時間従属的商業的タグのように取り扱われて前述した本発明思
想がそのまま適用される。但し、この場合、上記時間従属的タグ集合が対応する時間帯単
位は、上記リアルタイム商業的タグ入力者が指定する単位になることが好ましい。一方、
上記商業的タグを１つずつ入力する場合や、タグ集合単位で処理される場合には、その次
回の１つのタグの入力や、その次回のタグ集合単位が上記商業的タグ入力モジュール１１
２１０に提供されるまでが上記１つのタグまたは上記タグ集合単位に対応する時間帯とな
る。
【０６２１】
　特定の動画に関して商業的タグを入力することは、特定の専門家グループだけでなく、
不特定多数のユーザに対しても開放できる。上記商業的タグ入力に多数のユーザが参加す
る場合、特定の動画に各ユーザ毎に時間独立的商業的タグ集合または時間従属的タグ集合
が生成されるようになる。この際、上記商業的タグ集合生成モジュール１１０００は、上
記各ユーザ毎にタグ集合を上記商業的タグ検証部１１２１５を通過させて、上記１）乃至
１８）またはスコア関数などの上記キーワード広告制御政策ＤＢ６５４０が提示する条件
に最適な特定のユーザの商業的タグ集合を取捨選択できる。一方、上記動画にシーン情報
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があるとか、上記動画の時間帯の仕分けが上記商業的タグ集合生成モジュール１１０００
によって与えられる場合、上記シーン情報単位で、または上記時間帯仕分け単位で他のユ
ーザの商業的タグ集合が取捨選択されることができる。勿論、この時、上記取捨選択され
たユーザに既設定された補償に関する情報を上記ユーザのコンピュータへ転送することが
でき、補償情報テーブルに選択されたユーザに対する補償内容を記録しておき、この記録
された補償情報を提供してくれることが好ましい。一方、上記My page機能を提供してユ
ーザのMy pageで補償内訳を照合することもできる。
【０６２２】
　そして、時間が経過するにつれて使用する商業的タグ集合を変更する等の行為を行い、
各商業的タグ集合に対するキーワード広告効果（総クリック数、総広告収益等）を時間が
経過するにつれて蓄積し、これを分析してキーワード広告効果が高い商業的タグ集合に精
巧化できる。これは、時間従属的タグ集合の場合に更に必要である。
【０６２３】
　次に、上記システム的商業的タグ集合生成モジュールについて説明する。上記システム
的商業的タグ集合生成モジュール１１４００が遂行する機能は、上記非タグテキスト入手
モジュールが入手したテキスト情報を上記キーワード広告対象テキスト生成モジュール６
５１０がキーワード広告対象テキストを生成する過程で説明したことと機能上は同等であ
る。但し、上記システム的商業的タグ集合生成モジュール１１４００は、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００の外部に存在することもでき、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００の非タグテキスト入手モジュール５１３０が入
手したテキスト情報の転送を受けて、上記テキスト情報から時間独立的商業的タグまたは
時間従属的商業的タグを生成できる。特に、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００が映画やニュースなどの字幕がある動画を提供する場合、上記字幕情報を入
手して処理して（形態素分析、商品またはサービスなどの名称抽出、上記キーワードＤＢ
等を通じたフィルタリングを含んだ商業的タグ検証モジュール通過等）、本発明の時間独
立的商業的タグまたは時間従属的商業的タグを生成し、その結果を上記商業的タグ集合転
送モジュール１２０００を通じて上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０へ転送できる。
【０６２４】
　図２８は、本発明の商業的タグ集合生成モジュール１１０００の一実施形態を示す図で
ある。上記商業的タグ集合生成モジュール１１０００は、上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００に含まれているので、商業的タグを生成する専門家や商業的タグの生成に参
加するユーザが上記商業的タグ集合生成システム１００００に接続することにより使用さ
れることができ（勿論、ジャバスクリプト形態で各種機能が構成されてブラウザ上で実行
されることも当然含まれる）、または上記商業的タグ集合生成システム１００００からダ
ウンロードされて上記ユーザコンピュータに設けられる方式により使われることができる
。
【０６２５】
　図２８に示すように、上記商業的タグ集合生成モジュール１１０００は、動画入手部１
１１００を有するが、検索ボタンを押さえれば上記マルチメディアコンテンツサービスシ
ステム１０００から転送を受けた動画を探したり、上記マルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００に接続して動画情報を獲得できるようになる。勿論、ＵＲＬ、ＵＲＩ
、またはＵＣＩ（universal content identifier）を入力することで、希望する動画情報
が獲得できる。一方、容易に接近するためには、一定照合数以上や特定のフィールドの内
容などの条件を用いて検索して獲得することもよく、商業的タグ生成者権限でログインし
たユーザのみに動画を見せるページに“商業的タグ生成ボタン”が見えて、それをクリッ
クすれば商業的タグ生成画面が出るようにすることもよい。
【０６２６】
　上記商業的タグ集合生成モジュール１１０００は上記商業的タグ入力モジュール１１２
１０を含んでいる。上記商業的タグ入力モジュール１１２１０は、専門家選定商業的タグ



(171) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

集合生成モジュール１１２００だけでなく、ユーザ参加商業的タグ集合生成モジュール１
１３００にも包含されることができることは当然である。上記商業的タグ集合生成モジュ
ール１１０００の専門家選定商業的タグ集合生成モジュール１１２００には、マルチメデ
ィアコンテンツＩＤ表示部１１２１１があるが、図面では動画情報部として置いたのであ
り、動画ＩＤを含むことが好ましい。一方、マルチメディアコンテンツメタ情報ディスプ
レイ部１１２１８には、上記動画のタイトルやタグまたは説明などがあるが、説明などは
通常的に長いので説明ボタンを押さえた時に表れることが好ましい。
【０６２７】
　そして、動画などに商業的タグを速かに付けるためには、上記商業的タグ集合生成モジ
ュール１１０００内にマルチメディアコンテンツプレイ部１１２１２を含んでいることが
好ましい。この場合、上記マルチメディアコンテンツプレイ部１１２１２でプレイされて
いる動画を見ながら商業的タグを難無く入力できる長所がある。一方、上記マルチメディ
アコンテンツプレイ部１１２１２の下には、時間従属的商業的タグの入力のための２つの
時間／時点（開始時点、終了時点）の選択のための時間選択部があることが好ましい。上
記時間選択部は、商業的タグの種類の選択で時間従属的タグ生成を選択した場合のみに表
れることが好ましい。商業的タグ入力部１１２１３に、専門家、参加ユーザ、または上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の運営者などが商業的タグを入力し
、これに関して検証を遂行した後、入力ボタンを押さえれば商業的タグリストに登載され
ることが好ましい。検証は商業的タグ検証部１１２１５で遂行されることが好ましく、検
証は商業的タグ入力部１１２１３に商業的タグを入力する時にできるが、商業的タグリス
トに登載された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合のうち、全部または選択される一部
に関して検証を遂行することができる。１つずつまたは選択された一部または全部の商業
的タグリスト（候補）に関して一括検証を遂行することができるが、選択検証を遂行する
こともできる。勿論、検証オプションボタンを押さえれば、検証のための基準（上記広告
キーワードに対する上記１）乃至１８）、スコア関数、差分関数など）が提示され、その
基準は選択されることができ、選択された基準を中心として検証を遂行するようになる。
検証の結果には、１）検証された商業的タグリストに含めるか否かと、選択された基準を
中心とした商業的タグリストのランキング（序列）情報を含むことができる。商業的タグ
集合表示部１１２１４は、商業的タグリスト候補と検証された商業的タグリスト部に分け
られるが、１つの商業的タグリスト候補のみでも本発明思想の実施には問題がない。
【０６２８】
　そして、時間従属的商業的タグ生成部１１２１６が機能する時、上記商業的タグリスト
の各種商業的タグには上記商業的タグに対応する時間帯情報（開始時刻情報、終了時刻情
報）が含まれていることができる。上記ユーザが時間従属的タグ生成を選択し（デフォル
トで選択されていたり、これしかない場合もある）、時間帯情報を選択／入力する場合、
上記商業的タグ入力部１１２１３を通じて商業的タグが入力されれば、上記時間従属的商
業的タグ生成部１１２１６は、上記商業的タグと選択／入力された時間帯情報とを一緒に
格納する。
【０６２９】
　下記は、商業的タグが格納される一実施形態に関するものである。
【０６３０】
　まず、時間従属的商業的タグテーブルの例を下記の＜表７＞に説明する。同一な動画ID
103468に関して異なる時間帯に異なる商業的タグが格納されていることを表す。
【０６３１】
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【表７】

   　下記の＜表８＞は時間独立的商業的タグテーブルの例である。
【０６３２】
【表８】

　次に、上記商業性情報又は商業性検証情報について詳述する。上記商業的タグ集合生成
モジュール１１０００の上記商業的タグ検証部１１２１５は、上記の＜表８＞にある上記
“正規商品インキ”、“リフィルインキ”のような検証対象となる商業的タグに関し、商
業性情報又は商業性検証情報を生成する。下記の＜表９＞はこのような商業性情報又は商
業性検証情報の一例である。上記商業的タグ検証部１１２１５は、キーワード広告対象テ
キストを商業的タグまたは商業的タグ候補のように取り扱って、各キーワード広告対象テ
キストに関しても同一の商業性情報を生成できる。勿論、この場合、下記の＜表９＞での
コンテンツ適合度は自動で計算されたり、入力されることができる。
【０６３３】
【表９】

 　＜表９＞の広告単価上記商業的タグ検証部１１２１５は、上記１）乃至１８）までの
属性（属性値）または既設定された少なくとも１つ以上のスコア関数ｉの関数値などで商
業性検証情報を生成する。この際、商業的タグ（候補）を入力する者は、上記商業的タグ
と対応するマルチメディアコンテンツ（その他のコンテンツも可能であることは勿論であ
る）と上記商業的タグとがどれぐらい密接に関連していているかに対する情報であるコン
テンツ適合度を入力できる。上記の＜表９＞では、上記商業性検証情報は、例示的に上記
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商業的タグのスコア関数ｉの値とコンテンツ適合度の値とをかけて生成された。一方、１
つの動画または１つの時間帯（時間従属的商業的タグの場合）を基準にｎ個の商業的タグ
または商業的タグ集合がある時、上記商業的タグ検証部１１２１５は、これらに対する適
用順位を計算できるが、その適用順位の計算の一例は、商業性検証情報で処理できる。こ
の際、上記適用順位がある場合、上記キーワード広告制御モジュール６９００は、上記適
用順位を考慮して適用順位の高い商業的タグを優先的にキーワード広告コンテンツを入手
することに活用できる。上記の＜表９＞は時間独立的商業的タグに対する例示と見ること
ができるが、時間従属的商業的タグに関しても同様であることは自明である。概念的には
、上記“時間従属的商業的タグ集合”＝“時間独立的商業的タグ集合”＋“時間帯情報”
であるためである。
【０６３４】
　勿論、時間従属的商業的タグ生成部１１２１７の場合には、時間帯情報が必要である。
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、メタ情報基盤のキーワード広
告仲介システム２０００、または上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の
うち、いずれか１つは、上記動画の再生と上記時間帯情報が含まれている時間従属的商業
的タグ及びこれに対するキーワード広告コンテンツの表示を同期化（Sync）させて、上記
ユーザのコンピュータにキーワード広告コンテンツが表示されるようにすることが好まし
い。一方、上記転送ボタンを押さえると、商業的タグ集合転送モジュール１２０００が作
動して、上記生成された商業的タグ集合を上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００、メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム２０００、または上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００のうち、いずれか１つ以上または既設定されたサ
ーバへ転送できる。
【０６３５】
　以下、図２９を参照しつつ商業的タグ集合生成システム１００００が商業的タグ集合を
生成する方法をより詳しく説明する。
【０６３６】
  動画に関し、少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を生成する商業的タグ集合生成シス
テム１００００において、上記商業的タグ集合生成システム１００００は、（Ａ）上記動
画情報を入手するステップ（Ｓ８１）、（Ｂ）上記動画に関し、少なくとも１つ以上の商
業的タグの候補を入力するステップ（Ｓ８２）、（Ｃ）上記商業的タグの候補に対するキ
ーワード広告コンテンツが提供できるかを質疑するステップ（Ｓ８３）、（Ｄ）上記キー
ワード広告コンテンツが提供できる商業的タグ候補の中から選択されるいずれか１つ以上
を商業的タグにして商業的タグ集合を生成するステップ（Ｓ８４）、及び（Ｅ）上記動画
情報に対応させて上記入力された商業的タグ集合を格納するステップ（Ｓ８５）を経なが
ら商業的タグ集合を生成する。上記動画情報は、動画に対するＩＤ情報を含んで、上記動
画ＩＤ情報により上記動画ファイルに対する接近が可能であり、上記動画ファイルはダウ
ンロードできたり、ストリーミングできることが好ましい。
【０６３７】
  上記（Ｃ）ステップは、広告キーワードＤＢ６５７０及び上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００のキーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告キーワードＤＢ３
１４０の中から選択されるいずれか１つ以上に質疑するものである。上記広告キーワード
ＤＢ６５７０及び上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告キーワードＤＢ３１４
０は、１）商品の名称データまたはサービスの名称データ、２）キーワード広告コンテン
ツ提供システムに登録されており、上記キーワード広告コンテンツ提供システムから入手
された少なくとも１つ以上の広告主の広告キーワードリスト、３）広告収益が発生したキ
ーワード広告対象テキスト、及び４）上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００またはキーワード広告コンテンツ提供システム３０００が自体的に生成したり、第
３者から入手した広告キーワードリストのうち、いずれか１つ以上を含むものである。上
記広告キーワードＤＢ６５７０及び上記キーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告キー
ワードＤＢ３１４０に登録されている広告キーワードには、少なくとも１つ以上のメタ情
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報が対応されている。上記メタ情報は、上記広告キーワードの、１）総露出数／総呼出数
、２）総露出数／総呼出数の増感率、３）総広告主数、４）平均広告単価、５）最高広告
単価、６）最低広告単価、７）平均広告主数、８）平均キーワード広告コンテンツ数、９
）平均広告主数の増感率、１０）平均広告単価の増感率等に関する情報と、上記広告キー
ワードに関連したキーワード広告コンテンツに関して計算された、１１）露出数、１２）
露出対比関連キーワード広告コンテンツに対するクリック発生率、１３）総クリック数、
１４）発生された広告収益、１５）露出数の増感率、１６）露出対比クリック発生率の増
感率、１７）総クリック数の増感率、及び１８）発生された広告収益の増感率中から選択
されるいずれか１つ以上であることが好ましい。本発明の明細書で、“１）乃至１８）の
属性”または“１）乃至１８）”ということは、特別な言及がない限り、本文段の１）乃
至１８）の項目をいう。
【０６３８】
  上記質疑は検証を含むものであり、上記検証は、上記商業的タグ候補が上記広告キーワ
ードＤＢ６５７０に存在し、上記広告キーワードＤＢ６５７０の上記広告キーワードに対
応する上記１）乃至１８）のメタ情報の中から選択されるいずれか１つ以上を、上記１）
乃至１８）のメタ情報毎に設定される既設定された基準以上を満たす時、上記商業的タグ
とする方式により上記（Ｄ）ステップを実行することが好ましい。
【０６３９】
  上記（Ｄ）ステップの選択は、上記商業的タグ候補に関して既設定された方式により点
数を与えるスコア関数を適用してスコア関数値を計算し、上記スコア関数値が既設定され
た基準以上であることが好ましい。
【０６４０】
  上記（Ｃ）ステップは、少なくとも１つ以上の既設定された検索サービスを提供する検
索システムに質疑するものであり、上記（Ｄ）ステップで選択の基準は、上記検索システ
ムの検索結果に少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが含まれるか否かである
ことが好ましい。
【０６４１】
  上記商業的タグ集合は、少なくとも１つ以上の時間独立的商業的タグを含むものであり
、上記時間独立的商業的タグとは、上記タグを構成する情報に時間情報が含まれていない
ことが好ましい。
【０６４２】
  上記商業的タグ集合は、少なくとも１つ以上の時間従属的商業的タグを含むものであり
、上記時間従属的商業的タグとは、上記タグを構成する情報に時間情報を含むことが好ま
しい。
【０６４３】
  上記時間情報は、２つの時点情報を含んでおり、上記２つの時点情報は、開始時点情報
と終了時点情報であることが好ましい。
【０６４４】
  上記商業的タグは、商品またはサービスの名称及び商品またはサービスのブランドのう
ち、いずれか１つ以上を含んでいることが好ましい。
【０６４５】
  上記商業的タグ集合を構成する商業的タグを構成するタグ情報は、少なくとも２つ以上
のフィールドを含んでおり、上記タグ情報の格納は上記フィールド単位で格納されること
が好ましい。
【０６４６】
  上記（Ｂ）ステップは、少なくとも１つ以上の商業的タグ入力主体別に入力されるもの
であり、上記入力主体別に商業的タグ候補を対象に上記（Ｃ）ステップを実施することが
好ましい。
【０６４７】
  上記商業的タグを転送するステップを含み、上記動画情報はマルチメディアコンテンツ
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サービスシステム１０００から起因して転送されるものであり、上記商業的タグの転送は
、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送するものであり、上記
商業的タグ集合生成システム１００００は、マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００の内部に含まれていたり、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
と有無線ネットワークにより連結されていることが好ましい。
【０６４８】
  図３０を参照し、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が商業的タグ集
合生成システム１００００を活用して本発明思想を実施する一実施形態を説明する。
【０６４９】
  ユーザが選択した動画をユーザコンピュータ９０００へ転送するマルチメディアコンテ
ンツサービスサーバを含むマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が商業的タグ集合生成システム１０
０００に動画情報を転送するステップ（Ｓ９１）、上記商業的タグ集合生成システム１０
０００から上記動画情報に対応する商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ９２）、上記
商業的タグ集合を上記動画に対応させて格納するステップ（Ｓ９３）、ユーザコンピュー
タ９０００から上記ユーザコンピュータ９０００へ転送される動画に対する選択情報を入
手するステップ（Ｓ９４）、上記商業的タグ集合に含まれた少なくとも１つ以上の商業的
タグに対応するキーワード広告コンテンツを入手するステップ（Ｓ９５）、及び上記動画
と上記キーワード広告コンテンツをユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ（Ｓ
９６）を遂行しながら本発明の広告方法を実施することができる。上記商業的タグ集合は
、少なくとも１つ以上の時間従属的商業的タグを含むものであり、上記時間従属的商業的
タグとは、上記タグを構成する情報に時間情報を含むことが好ましい。
【０６５０】
  上記時間情報は２つの時点情報を含んでおり、上記２つの時点情報は開始時点情報と終
了時点情報であることが好ましい。上記時間従属的商業的タグに対応するキーワード広告
コンテンツは、上記動画が再生される時、上記動画と関連した上記２つの時点情報の間で
表示されることが好ましい。
【０６５１】
 商業的タグ情報の検証
 １つの動画にマッピング／対応して格納された複数個の商業的タグ情報がある場合、時
間が経過するにつれて、上記商業的タグ等の価値が変動する。したがって、上記商業的タ
グがある時、１）既設定された時間単位で上記商業的タグを上記広告キーワードＤＢ６５
７０またはキーワード広告提供システム３０００に質疑する方式により上記商業的タグの
商業性（広告単価、予想収益率等）を再評価する方法、２）上記動画がユーザのコンピュ
ータにより呼び出される時、上記商業的タグを上記広告キーワードＤＢ６５７０またはキ
ーワード広告提供システム３０００に質疑する方式により上記商業的タグの商業性を再評
価し、再評価された商業性に基づいて、選択された１つ以上の商業的タグをメタ情報に使
用して、本発明思想を実施することが好ましい。
【０６５２】
  次に、図５６及び図５７を参照し、一般的なディジタルコンテンツを対象にした上記商
業的タグ集合生成システム１００００の情報処理方法をより詳しく説明する。上記商業的
タグ集合生成システム１００００は、ディジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上
の商業的タグ集合を生成する。
【０６５３】
  図５６から分かるように、上記商業的タグ集合生成システム１００００は、（Ａ）上記
ディジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグの候補を入手するステッ
プ（Ｓ１９１）、（Ｂ）上記商業的タグの候補に対する商業性情報を入手するステップ（
Ｓ１９２）、（Ｃ）上記商業的タグ候補の中で選択情報を入手したいずれか１つ以上の商
業的タグ候補を含んで、上記ディジタルコンテンツに対する少なくとも１つ以上の商業的
タグ集合を生成するステップ（Ｓ１９３）、及び（Ｄ）上記ディジタルコンテンツの識別
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情報に対応させて上記入手された商業的タグ集合を格納したり、上記商業的タグ集合を上
記識別情報と共に既設定されたシステムへ転送するステップ（Ｓ１９４）を通じて、ディ
ジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を対応させる。上記商業
的タグ集合は、タグの範疇に属する少なくとも１つ以上の商業的タグで構成され、上記商
業的タグは、上記商業的タグの生成時点または上記商業的タグで上記キーワード広告コン
テンツ提供システム３０００を通じてキーワード広告を呼び出す時点のうち、少なくとも
いずれか１つの時点以上で上記商業的タグに対応する少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツの存在が保証される。上記タグは、商品名称、サービス名称、固有名詞、及
び広告主が上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に登録しておいたキーワ
ードのうち、いずれか１つ以上の文字（text）列になることができる。上記（Ｄ）ステッ
プで、上記転送の対象となる上記既設定されたシステムとしては、上記コンテンツ生産者
システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記コンテンツ配布者
システム１０００－１、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００、上記ユー
ザコンピュータ９０００、上記ユーザコンピュータ９０００で駆動される既設定されたプ
ログラム、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記ユーザコンピ
ュータ９０００に放送コンテンツを提供する放送サービスシステム１３０００、上記ユー
ザコンピュータ９０００にディジタル発行物を提供してくれるディジタル発行物サービス
システム３２０００、及び上記ユーザコンピュータ９０００にメディアサービスを提供す
るメディアサービスシステム３１０００、ディジタルコンテンツの流通や伝達に関与する
コンテンツシンジケーションシステム２００００などが例となることができる。
【０６５４】
  図５７を参照し、上記商業的タグ集合生成システム１００００の情報処理方法について
より詳しく説明する。上記商業的タグ集合生成システム１００００は、上記ディジタルコ
ンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグの候補を入手するステップ（Ｓ２０１
）、及び上記商業的タグの候補に対する商業性情報を入手するステップ（Ｓ２０２）を実
施した後、（Ｂ－１）上記商業性情報が含まれた少なくとも１つ以上の商業的タグ候補を
上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用して商業的タグ集合を生成する者のコ
ンピュータへ転送するステップ（Ｓ２０３）と、（Ｂ－２）商業的タグ集合生成システム
１００００を使用して商業的タグ集合を生成する者のコンピュータから少なくとも１つ以
上の商業的タグ候補に対する選択情報を入手するステップ（Ｓ２０４）と、を更に実施す
ることができ、（Ｂ－３）商業的タグ集合生成システム１００００を使用して商業的タグ
集合を生成する者のコンピュータから少なくとも１つ以上の商業的タグ候補に対する順位
情報、時間情報、及び条件情報のうち、いずれか１つ以上を更に入手するステップ（Ｓ２
０５）を更に実施することもできる。そして、上記商業的タグ集合生成システム１０００
０は、上記商業的タグ候補のうち、選択情報を入手したいずれか１つ以上の上記商業的タ
グ候補を含んで、上記ディジタルコンテンツに対する少なくとも１つ以上の商業的タグ集
合を生成するステップ（Ｓ２０６）、及び上記ディジタルコンテンツの識別情報に対応さ
せて入手された上記商業的タグ集合を格納したり、上記商業的タグ集合を識別情報と共に
既設定されたシステムへ転送するステップ（Ｓ２０７）を更に実施することができる。
【０６５５】
  上記商業的タグ集合生成システム１００００では、上記（Ｃ）ステップで、上記商業的
タグ集合の生成は、上記選択情報を入手した商業的タグ候補に関し、上記入手した適用順
位情報、適用時間帯情報、及び適用条件情報を対応させて格納する方式によりなされるこ
とができる。一方、上記商業的タグ集合生成システム１００００では、上記（Ａ）ステッ
プの上記ディジタルコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグの候補を入手す
るステップは、上記ディジタルコンテンツにテキストコンテンツが含まれている場合、上
記テキストコンテンツを分析して上記テキストコンテンツから少なくとも１つ以上の上記
商業的タグ候補を抽出し、上記抽出された商業的タグ候補を入手する方式により情報を処
理することができる。
【０６５６】
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検索結果順位変更
  次に、通常的にマルチメディアコンテンツがユーザに露出されることは、１次的にユー
ザの検索語入力やユーザのタグのクリックなどがある場合、検索語やタグを検索キーワー
ドにしてマルチメディアコンテンツデータに関して構築した検索エンジンまたはマルチメ
ディアコンテンツデータに対するＤＢＭＳに質疑して、質疑結果を満たすものを出力する
方式によりなされる。ユーザは、出力されたマルチメディアコンテンツ検索結果にクリッ
クなどを遂行することによって、上記マルチメディアコンテンツを選択するようになる。
この際、通常的にユーザのクリックが多かったり、その他のマルチメディアコンテンツＤ
Ｂ１１１０を管理する者が選定した既設定された重み付け値または順位政策に従い、マル
チメディアコンテンツの総個数、最初のページに露出されたマルチメディアコンテンツ、
同一のページに露出されるマルチメディアコンテンツの中の順位などが決まる。
【０６５７】
  この際、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、メタ情報基盤のキ
ーワード広告仲介システム２０００、またはキーワード広告コンテンツ提供システム３０
００などの収益が極大化されるためには、１）キーワード広告コンテンツにクリックなど
が発生したマルチメディアコンテンツ、２）単価の高いキーワード広告コンテンツにクリ
ックなどが発生したマルチメディアコンテンツ、３）露出対比クリック率の高いキーワー
ド広告コンテンツと関連したマルチメディアコンテンツを優先的に配置することが助けに
なる。その理由は、通常的に、ユーザは最初のページで前方に配列されたマルチメディア
コンテンツを選択する場合が多いためである。したがって、上記ユーザの選択可能性の高
い順位／順序／位置／ページに予想収益性の高いマルチメディアコンテンツを配置すれば
、ユーザが上記マルチメディアコンテンツを選択してマルチメディアコンテンツを視聴覚
するようになり、その視聴覚の途中または視聴覚が終わった後に、既設定された位置に露
出されたキーワード広告コンテンツも共にクリックする可能性が高くなる。一方、複数個
のキーワード広告コンテンツが露出された時、既存のユーザを基準に露出対比クリック率
が高かったり、予想収益率の高いキーワード広告コンテンツを、ユーザに提示することが
広告収益を発生させる可能性が高い。
【０６５８】
  このために、特定のマルチメディアコンテンツ毎に、１）クリックが発生したキーワー
ド広告コンテンツ識別子、２）クリックが発生したキーワード広告対象テキストやキーワ
ード広告対象テキストグループ、特定のキーワード広告対象テキストやキーワード広告対
象テキストグループ別、または特定のマルチメディアコンテンツに関連したキーワード広
告コンテンツが露出された時の３）総クリック数、４）総広告収益、５）キーワード広告
コンテンツ露出対比クリック率、６）キーワード広告コンテンツ露出対比平均収益、７）
キーワード広告コンテンツ露出対比予想クリック率（この７）は５）と同一な値でありう
る）、８）キーワード広告コンテンツ露出対比予想収益（この８）は６）と同一でありう
る）のうち、いずれか１つ以上を格納しておくことができる。上記１）～８）のうち、い
ずれか１つ以上を変数にして既設定された収益寄与関数で処理して特定のマルチメディア
コンテンツ毎に予想収益を計算できる。例えば、特定のマルチメディアコンテンツｉに対
する収益寄与関数、ｆ（ｉ）＝ｉの特定のキーワード広告対象テキストｊに対するキーワ
ード広告コンテンツに対する総広告収益になったり、ｆ（ｉ）＝ｉの露出対比ｉと関連し
た総クリック数やｆ（ｉ）＝ｓｕｍ（ｉの特定のキーワード広告対象テキストｊに対する
キーワード広告コンテンツｊｋの広告単価＊露出対比クリック率）などになることができ
る。ｓｕｍは合計をいう。このような収益寄与関数で上記マルチメディアコンテンツｉ毎
に計算すれば、上記同一の検索語入力や同一のタグを満たすマルチメディアコンテンツ検
索結果がある時、これらのうち、収益寄与関数値の高いマルチメディアコンテンツを優先
的に検索結果として露出させたり、少なくとも収益寄与関数値を上記マルチメディアコン
テンツの露出順序／位置／順位／ページの決定に使用することができる。即ち、同一の検
索キーワードに関し、１）予想収益の高いマルチメディアコンテンツを検索結果として優
先的に露出させ、２）検索結果が重み付け値の低い（通常的にフィールド重み付け値を適
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用すれば、タイトルで検索キーワードが一致する場合、重み付け値が高いことがあり、説
明で一致する場合、重み付け値が相対的に低いことがある）フィールドで検索語と一致す
るマルチメディアコンテンツがあっても、上記マルチメディアコンテンツの予想収益が高
い場合には、その収益性の程度を反映して露出優先順位を調整することができる。
【０６５９】
  特定のマルチメディアコンテンツｉに対する予想収益を計算し、上記予想収益を基準に
マルチメディアコンテンツの露出順序を決定することは、本発明思想が通常の検索キーワ
ード広告とは本質的に異なるということをもう一度立証してくれる。即ち、通常の検索キ
ーワード広告は、検索語の入力と特定のコンテンツへの連結があるだけであり、特定のコ
ンテンツ下で発生する広告効果は蓄積できなくなる。その理由は、通常の検索キーワード
広告は、検索結果としての特定のコンテンツと同等のページにキーワード広告コンテンツ
が配置されるので、上記キーワード広告コンテンツが上記特定のコンテンツとの収益寄与
関数を設定し難いためである。
【０６６０】
  次に、商業的タグ活用コンテンツシンジケーション（流通）方法及びそのシステムにつ
いて説明する。
【０６６１】
  本発明の商業的タグ活用コンテンツシンジケーション方法は、既存のコンテンツシンジ
ケーション方法に本発明の商業的タグを活用して、コンテンツを視聴覚するユーザに上記
商業的タグと関連したキーワード広告コンテンツを露出できるようにすることに関する。
【０６６２】
  現在、インターネット上でまたはＤＶＤなどのオフライン媒体を通じて、著作権者など
コンテンツに関して正当な権利を有する者に正当な対価を支給しないコンテンツの流通が
爆発的に増加している。Ｐ２Ｐだけでなく、オンラインまたはオフラインを通じて不法な
コンテンツの共有、転送、複写などが蔓延しており、コンテンツの正当な流通を妨害して
いる。これによって、コンテンツの創作者だけでなく、コンテンツの正当な有料流通者も
正当な収益が得られないので、コンテンツ産業の発達が停滞している。
【０６６３】
  一方、インターネットは無料というユーザの認識と、オンライン上で不法なコンテンツ
を用いることに対する無感覚、及びwww.google.com、www.youtube.comのように、良質の
コンテンツに無料で接近できるサービスの拡散などにより、ユーザはコンテンツの利用に
正当な金額を支払うことに深刻な拒否感を表している。
【０６６４】
　ここに、本発明はコンテンツと密接に関連した商業的タグを通じた広告収益の配分を通
じてユーザがコンテンツを無料または極めて少ない費用で利用できるようにして、コンテ
ンツの流通活性化に寄与しようとする。このようになれば、コンテンツ利用費用負担がな
かったり、極めて少ないので、コンテンツの利用が活性化され、コンテンツ生産者システ
ム１５０００、加工者、流通者などもコンテンツの利用に寄与したことに対する正当な収
益を得ることができる。
【０６６５】
  図４６は、従来のコンテンツシンジケーションモデルに関する。１つのコンテンツがあ
る時、上記コンテンツがユーザコンピュータ９０００へ伝えられる過程には、コンテンツ
生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、またはコンテンツ配
布者システム１０００－１（本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１００
０は、ユーザコンピュータ９０００にコンテンツを提供するシステムであるので、コンテ
ンツ配布者システム１０００－１となる。コンテンツ配布者システム１０００－１は、マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の上位概念である。但し、上記コンテ
ンツ配布者システム１０００－１がマルチメディアコンテンツをユーザコンピュータ９０
００に配布する場合、両者は同一のものとなる。以下、コンテンツ配布者システム１００
０－１の図面符号は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の符号の
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延長線上で１０００－１と表記する。本発明において、図面符号１０００と１０００－１
は、マルチメディアコンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供できるシステムとな
る）のうち、いずれか１つ以上が関与できる。上記コンテンツ生産者システム１５０００
とは、ニュースの場合には新聞社、放送の場合には放送局（外注製作の場合には外注製作
社または上記外注製作社が上記制作物を納品する放送局）、音楽の場合には音楽会社（音
を録音する主体等）、ＵＣＣやＰＣＣなどの個人または小集団が生成するコンテンツの場
合にはその個人や小集団などが、コンテンツ生産者システム１５０００の一例となる。上
記コンテンツ生産者システム１５０００の範疇において、他人のコンテンツ／著作物で２
次的著作物を生成する者、または他人のコンテンツ／著作物に少なくとも１つ以上のメタ
情報を付加する者など、コンテンツに付加的情報を追加したり、付加的価値を創出したり
、付加的／従属的著作物／コンテンツを生成する者も上記コンテンツ生産者システム１５
０００の一例となる。上記コンテンツ流通者システム１６０００とは、上記少なくとも１
つ以上のコンテンツ生産者システム１５０００が生産したコンテンツを第三者の利用のた
めに流通する者をいい、上記第三者は配布者システム１０００－１となることができる。
上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、ユーザの端末機にコンテンツを提供する
者をいう。上記従来のコンテンツシンジケーションモデルには、コンテンツの流通と関連
して著作権関連システム及び従来のコンテンツシンジケーションと関連した精算（cleari
ng）システムが更に含まれているが、本発明の説明ではこのシステムはあまり重要でない
ので省略するが、本発明思想でこれらが排除されるのではない。
【０６６６】
  上記コンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、ま
たはコンテンツ配布者システム１０００－１のうち、いずれか２つ以上は同一主体であり
うる。そして、同一のコンテンツでも、そのコンテンツの流通経路に従い、上記同一のコ
ンテンツに対する上記コンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム
１６０００、またはコンテンツ配布者システム１０００－１は、異なる主体であることも
でき、または同一の主体により運営されることもできる。例えば、ABC.comを運営する新
聞社（コンテンツ生産者システム１５０００）が上記新聞社の記事をユーザコンピュータ
９０００に直接提供すれば、上記ABC.comはコンテンツ生産者システム１５０００であり
ながらコンテンツ配布者システム１０００－１である。また、上記ユーザコンピュータ９
０００にABC.comが他新聞社で生産した記事を一緒に提供したり、他コンテンツ生産者シ
ステム１５０００が生産したコンテンツを自身のサイトで提供すれば、ABC.comはコンテ
ンツ配布者システム１０００－１となる。そして、ABC.comがAAA.comというポータルのた
めに記事を提供すれば、この場合にはABC.comはコンテンツ流通者システム１６０００と
なる。
【０６６７】
  コンテンツが生産者→流通者→配布者システム１０００－１－ユーザの順に伝えられる
時、本発明におけるコンテンツの伝達方法は、各伝達ステップでの、１）コンテンツデー
タ自体の伝達、２）コンテンツデータに対するポインタ情報の伝達のうち、いずれか１つ
以上を含む。上記１）のコンテンツデータ自体の伝達は、コンテンツデータが物理的に転
送され、転送を受けたコンテンツデータが格納されることを核心とし、転送を受けた方は
自身のサーバシステムで自身でない者のシステム／サーバに上記コンテンツに関して上記
１）及び２）のうち、いずれか１つ以上を行なうことができる。上記２）のコンテンツデ
ータに対するポインタ情報の伝達は、コンテンツデータが物理的に転送されることでなく
、そのコンテンツデータに接近できるポインタ情報（位置情報、ＵＲＬ、ＵＲＩ、アドレ
ス情報など）が伝達され、伝達を受けたシステム／サーバは伝達されたポイント情報を通
じてコンテンツデータに接近できるようになる。例えば、ユーザコンピュータ９０００に
伝達される１つのニュースコンテンツページに、生産者が生産し、流通者が流通し、配布
者システム１０００－１がユーザコンピュータ９０００に配布するテキスト、イメージ１
つ、及び動画１つが含まれているとする。この際、上記テキストデータ、イメージデータ
、動画データの各ステップでの伝達は、上記１）及び／又は２）の方法のうち、いずれか
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１つ以上が使われることができる。即ち、流通者と配布者システム１０００－１には、テ
キストデータが上記１）で伝えられ、イメージと動画は生産者のサーバに残り、上記テキ
ストデータには上記イメージや動画に対する生産者のサーバでのポイント情報（ＵＲＬな
ど）が含まれて伝達されれば、上記ユーザコンピュータ９０００のブラウザは、テキスト
は配布者システム１０００－１のサーバから、イメージと動画は上記生産者のサーバから
入手して１つの画面を構成して上記ユーザに見せるようになる。
【０６６８】
  次に、本発明思想である上記商業的タグを活用したコンテンツシンジケーション方法に
ついて、図４６を参照して説明する。本発明の実施のためには上記図４５の構成に加えて
、１）商業的タグを活用するキーワード広告コンテンツの入手を必要とするキーワード広
告コンテンツ提供システム３０００、２）商業的タグと関連した本発明のコンテンツシン
ジケーション機能を遂行するコンテンツシンジケーションシステムを必要とする。
【０６６９】
  上記コンテンツシンジケーションシステムは、上記コンテンツ生産者システム１５００
０、上記コンテンツ流通者システム１６０００（上記コンテンツ配布者システム１０００
－１、上記ユーザコンピュータ９０００、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３
０００の内部に含まれた従属コンテンツシンジケーションシステムとこれらとは独立的に
分離されている独立コンテンツシンジケーションシステムがある。
【０６７０】
  商業的タグを活用したコンテンツシンジケーション方法は、１）商業的タグの管理（上
記商業的タグの管理は、コンテンツのシンジケーション過程でのマルチメディアコンテン
ツに商業的タグを包含／連結／連係させる方法と商業的タグに対する制御方法を核心とす
る）、２）広告収益を精算することを考慮しなければならない。
【０６７１】
  図４７は、本発明のコンテンツシンジケーションシステムに対する一実施形態の構成で
ある。上記コンテンツシンジケーションシステムには、コンテンツシンジケーションの管
理を遂行するコンテンツシンジケーション管理サーバ２１０００が含まれている。図４６
に示すように、コンテンツシンジケーションの管理は、上記コンテンツ生産者システム１
５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００、上記ユーザコンピュータ９０００、上記キーワード広告コンテ
ンツ提供システム３０００でも遂行できるので、これらシステムも上記コンテンツシンジ
ケーション管理サーバ２１０００をその１つの構成要素として含むことができる。コンテ
ンツシンジケーションに対する管理機能を遂行する上記コンテンツシンジケーション管理
サーバ２１０００は、コンテンツシンジケーションＤＢ部２１１１００とコンテンツシン
ジケーション制御部２１２００とを含み、コンテンツシンジケーション精算部２１３００
を選択的に更に含むことができる。上記コンテンツシンジケーションＤＢ部２１１１００
は、商業的タグデータに関連した商業的タグＤＢ２１１２０を含んでおり、コンテンツＩ
Ｄデータと関連したコンテンツＩＤ ＤＢ２１１１０、商業的タグが適用される各種の条
件に関する商業的タグ条件情報ＤＢ２１１３０を更に含むことができる。上記商業的タグ
ＤＢ２１１２０が格納する商業的タグに対する情報は、１）少なくとも１つ以上の商業的
タグで構成されるｎ個の商業的タグ集合（ｎは１以上である）、２）上記商業的タグ集合
データに対する位置情報、３）上記商業的タグまたは上記商業的タグ集合に対する各種メ
タ情報（これら情報については後述する）のうち、いずれか１つ以上であることができる
。このような商業的タグＤＢ２１１２０の１）乃至３）の各種データは、特定のコンテン
ツの１つまたは特定のコンテンツ集合と１：１に連係／対応されることができ、これら１
）乃至３）の個別的な情報を呼び出すキー（key）値は上記コンテンツＩＤになることが
できる。
【０６７２】
  上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、コンテンツシンジケーションと
関連した各種制御を遂行し、選択的に次のような細部機能モジュールを少なくとも１つ以



(181) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

上更に含むことができる。上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００が遂行する
機能は、本明細書の様々な箇所でより詳しく説明する。
【０６７３】
  上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、外部システムから商業的タグ集
合に対する呼び出し／要請情報を入手する商業的タグ集合呼び出し入手モジュールを更に
含むことができる。この際、上記商業的タグ集合呼び出し入手モジュールは、コンテンツ
ＩＤを通じて商業的タグ集合要請を受容することができる。この際、上記コンテンツシン
ジケーション制御部２１２００は、上記コンテンツＩＤを上記コンテンツシンジケーショ
ンＤＢ部２１１１００に照合して上記コンテンツＩＤに対応する少なくとも１つ以上の商
業的タグ集合を上記外部システムに提供することができる（勿論この際、上記コンテンツ
ＩＤまたはその他の外部システムと約束された識別子を更に含んで提供することが好まし
い）。上記商業的タグ集合の提供は、本発明の商業的タグ集合提供モジュール２１２３０
が担当する。この際、上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、上記コンテ
ンツＩＤまたは上記商業的タグ集合と関連して特別な条件が付加されたかについて上記商
業的タグ条件情報ＤＢ２１１３０を照合し、特別な条件情報が更に付加されている場合、
このような条件情報のうち、必要なものを更に含んで上記外部システムに提供することが
できる。一方、上記商業的タグ集合を提供する時、１）上記商業的タグ集合が上記コンテ
ンツシンジケーションシステムが提供するものに関するという情報が更に含まれることが
好ましく、２）上記商業的タグ集合または商業的タグ毎に対する識別子を更に含んで提供
することがより好ましく、３）上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、上
記外部システムの商業的タグ集合要請と関連した各種ログ情報を記録し管理することが好
ましい。この１）～３）のような情報は、上記商業的タグと関連したキーワード広告コン
テンツが露出またはクリックされた時に発生する広告収益に対する精算及び広告効果の集
計、測定、追跡など、いろいろな目的に必要である。
【０６７４】
  この際、上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、商業的タグ集合結合モ
ジュール２１２２０を更に含むことができる。上記商業的タグ集合結合モジュール２１２
２０は、コンテンツ情報と商業的タグ集合情報を結合する機能を遂行する。上記結合の対
象となるコンテンツ情報には、１）コンテンツデータそれ自体、２）コンテンツＩＤ、３
）コンテンツ位置情報のように結合を目的にして提供されるコンテンツと関連した任意の
データのうち、いずれか１つ以上であり、結合の対象となる商業的タグ集合情報には、１
）商業的タグ集合データそれ自体、２）商業的タグ集合ＩＤ、３）商業的タグ集合位置情
報、４）商業的タグ集合と関連した各種メタデータのうち、いずれか１つ以上であり、こ
れらの各々は他の各々と１：１または１：ｎ結合をすることができる。上記結合は弱い結
合（Soft binding）と強い結合（hard binding）があるが、これは後述する。上記商業的
タグ集合結合モジュール２１２２０は、後述するコンテンツシンジケーションモデルのう
ち、パッケージモデルとより一層密接な関連があり、後述する独立ルートモデルでも部分
的に活用できる。
【０６７５】
  マルチメディアコンテンツと商業的タグの流通モデル
  １つのコンテンツがある時、上記コンテンツに商業的タグ集合を連係させる者は、上記
コンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、またはコ
ンテンツ配布者システム１０００－１の運営者、及びその他のこれらと関係を結ばれた第
三者（広告専門家）のうち、いずれか１つ以上が行なうことができる。即ち、１つのマル
チメディアコンテンツがある時、そのマルチメディアコンテンツは、マルチメディアコン
テンツの流通過程で少なくとも１つ以上の主体は上記マルチメディアコンテンツと関連し
た商業的タグ集合を上記マルチメディアコンテンツに連係／対応させておくことができる
。この際、上記マルチメディアコンテンツと上記商業的タグ集合は、強く結合（hard bin
ding）されるとか、弱く結合（Soft binding）されていることができる。強く結合されて
いるということは、マルチメディアコンテンツと商業的タグ集合とが連係／対応された以
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後からは大部分の情報転送で一緒に転送されることをいい、本明細書では“パッケージモ
デル”と称する（一緒に転送されるということは、マルチメディアコンテンツデータと商
業的タグ集合データが一緒に転送される第１モデルと、上記マルチメディアコンテンツデ
ータを呼び出しできるマルチメディアコンテンツデータ位置情報と上記商業的タグ集合デ
ータを呼び出しできる商業的タグ集合データ位置情報が一緒に転送される第２モデルがあ
りうる）。弱く結合されているということは、上記マルチメディアコンテンツと上記商業
的タグ集合とが独立したシステムで分離されて格納できるとか、分離されて転送できるこ
とをいい、本発明では“独立ルートモデル”と称する（上記位置情報とは、ＵＲＬ、ＵＲ
Ｉ、データのアドレス情報、またはポイント情報のような意味で使われる言葉であり、こ
れらは全て特定の情報（データ）を入手できる情報をいう）。
【０６７６】
  まず、パッケージ（package）モデルから説明する。１つのマルチメディアコンテンツ
には、１つ以上の商業的タグ及び／又は商業的タグ集合（集合論の観点では集合は当然集
合を自身の元素とすることができる）が対応できる。マルチメディアコンテンツと商業的
タグ集合(CTS = Commercial Tag Set, CT = Commercial Tag(s))がある時、上記マルチメ
ディアコンテンツと上記ＣＴはコンテンツと一緒にパッケージ化される。上記パッケージ
モデルは、マルチメディアコンテンツ自体がコンテンツ生産者システム１５０００からコ
ンテンツ流通者システム１６０００及び／又はコンテンツ配布者システム１０００－１へ
のデータに転送／複製される時、上記商業的タグ集合も一緒にセット化されてデータへ転
送／複製される方法を核心とする。勿論、コンテンツ生産者システム１５０００が商業的
タグを含めず、コンテンツ流通者システム１６０００が最初に商業的タグを含めることも
でき、この場合にはコンテンツ流通者システム１６０００のステップで、マルチメディア
コンテンツと商業的タグに対する最初のパッケージングが起こるようになる。上記パッケ
ージング時に上記マルチメディアコンテンツと上記マルチメディアコンテンツに対する商
業的タグ集合を連係させる固有のkey（キー）値があることも好ましい。勿論、本発明思
想の具現において、ＤＲＭのようなコンテンツシンジケーションと関連した通常的な技術
が適用できることは当業者には自明であるが、これは本発明の特徴でないので、これに対
する説明は省略する。
【０６７７】
  一方、１つのマルチメディアコンテンツに関して上記マルチメディアコンテンツの流通
過程で２つ以上の主体が独立的に商業的タグを含めることができる（独立的に商業的タグ
を含めることには既存の商業的タグに対する変更を含むことは当然である）。例えば、コ
ンテンツ生産者システム１５０００がＣＴ１という名称の商業的タグ集合をマルチメディ
アコンテンツＭに含めてコンテンツ流通者システム１６０００に提供した場合、上記コン
テンツ流通者システム１６０００は、ＣＴ２という独立的な商業的タグ集合をマルチメデ
ィアコンテンツＭに含めることができ、延いては、コンテンツ配布者システム１０００－
１は、ＣＴ３という独立的な商業的タグ集合をマルチメディアコンテンツＭに含めること
ができる。
【０６７８】
  パッケージモデルを具体的な例を挙げて説明すれば、次の通りである。マルチメディア
コンテンツに関して最初の商業的タグを対応させたことは、コンテンツ生産者システム１
５０００でないコンテンツ流通者システム１６０００と仮定すれば、上記商業的タグと上
記マルチメディアコンテンツは、コンテンツ流通者システム１６０００により最初にパッ
ケージ化される。この際、上記パッケージ化されたマルチメディアコンテンツと商業的タ
グは、コンテンツ流通者システム１６０００に格納されており、コンテンツ配布者システ
ム１０００－１には上記コンテンツ流通者システム１６０００に格納されたマルチメディ
アコンテンツと商業的タグが一緒に転送され、上記マルチメディアコンテンツは、コンテ
ンツ配布者システム１０００－１（例えば、ポータル）を通じてユーザコンピュータ９０
００へ転送されるとする。このようになれば、上記キーワード広告コンテンツを呼び出す
商業的タグは、上記コンテンツ配布者システム１０００－１を統制することができ、上記



(183) JP 5581309 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

コンテンツ配布者システム１０００－１は、上記商業的タグを活用した本発明の広告方法
を実施できるようになる。
【０６７９】
  勿論、上記コンテンツの流通は、前述したように、コンテンツデータの転送／複製やコ
ンテンツの位置情報の転送／複製を含むことは当然であるので、本パッケージモデルは、
１）コンテンツデータと商業的タグデータが共に括られて流通する第１パッケージモデル
と、２）コンテンツデータの位置情報と商業的タグの位置情報とが共に括られて流通され
る第２パッケージモデルとに細分化させることができる。上記第２パッケージモデルが活
用される時には、１）上記コンテンツ配布者システム１０００－１が上記商業的タグを活
用した本発明の広告方法を制御する方法、２）上記商業的タグが格納されている者のシス
テムが商業的タグを活用する本発明の広告方法を制御する方法のうち、いずれか１つ以上
を実施できる。例えば、上記１）の方法は、コンテンツ配布者システム１０００－１がユ
ーザコンピュータ９０００に提供するコード（ウェブページを構成するコードまたはその
他のスクリプトを含むプログラム）を提供し、上記コードには、商業的タグを入手してき
た後、その商業的タグを自身が指定するキーワード広告コンテンツ提供システム３０００
へ転送してキーワード広告コンテンツを入手し、その入手されたキーワード広告コンテン
ツをユーザコンピュータ９０００に露出させるようにするプログラムを挿入しておくこと
により具現できる。例えば、上記２）の方法は、上記ユーザコンピュータ９０００に提供
される上記コンテンツ配布者システム１０００－１のコードを通じて、上記格納された商
業的タグに接続する時、上記商業的タグを格納している者のシステムは商業的タグでなく
、商業的タグをキーワード広告コンテンツ提供システム３０００に転送して受信したキー
ワード広告コンテンツを上記ユーザのコンピュータに提供することができる。即ち、上記
２）の方法は、上記商業的タグを格納している者のシステムがコンテンツ配布者システム
１０００－１がユーザコンピュータ９０００に提供したコードに上記キーワード広告コン
テンツが転送してくれ、上記コードは転送されたキーワード広告コンテンツを既設定され
た位置に既設定された方式によりユーザコンピュータ９０００のディスプレイ装置に表示
するようにする。
【０６８０】
  コンテンツシンジケーションが円滑に起こるためには、特定の標準流通フォーマットま
たは流通に参加する各主体の間に合意された流通フォーマットでコンテンツが加工される
ことが、流通の効率性を高めることに好ましい。上記パッケージモデルの一実施形態の構
成を説明する。上記コンテンツパッケージを、１）コンテンツ情報＋２）商業的タグ情報
＋３）管理用情報及び流通用情報で構成できる。概念的には一番内側にコンテンツ情報が
、その外部に商業的タグ情報があり、一番外側に管理用情報及び流通用情報が存在するの
ように理解されることが好ましい。上記コンテンツパッケージがＸＭＬとなっている場合
、上記コンテンツ情報のうち、テキストでない動画や、サウンド、イメージのようなマル
チメディアからなるコンテンツ部分は、上記マルチメディアからなるコンテンツ部分を呼
び出しできる位置情報がコンテンツ情報として含まれていることができる。
【０６８１】
  図４８乃至図５０は、上記パッケージモデルに対する一実施形態を示す図である。
【０６８２】
  図４８は、コンテンツ流通者システム１６０００で最初に商業的タグデータが結合され
、これらがマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に伝達されることに関す
るものである。本図面の上記コンテンツ流通者システム１６０００と上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００には、従属コンテンツシンジケーションシステムが
含まれていることが図示されている。商業的タグデータを用いてキーワード広告コンテン
ツを入手してくるものをどのシステムで遂行するかが重要である。商業的タグがある時、
上記商業的タグ（または、キーワード広告対象テキスト）を用いてキーワード広告コンテ
ンツを誰が、いつ、どのように入手して転送し、制御することに関しては、役目分担モデ
ルを含んで本発明の明細書で多様にかつ詳細に説明したが、これらはコンテンツシンジケ
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ーションでも同様に適用される。図面で提示することは一実施形態に過ぎないことを明確
にする。図４８ではコンテンツデータと商業的タグデータが結合されていることを例示し
たが、これは例示に過ぎないものであり、コンテンツアドレス情報と商業的タグ集合アド
レス情報とが結合されて流通されることもできる。この際、上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００または上記ユーザコンピュータ９０００は、コンテンツデー
タは上記コンテンツアドレス情報で入手することができ、商業的タグデータは上記商業的
タグ集合アドレス情報で入手して活用することができる。上記マルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００がキーワード広告コンテンツを入手した後、キーワード広告コ
ンテンツとマルチメディアコンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供することがで
き、一方には上記ユーザコンピュータ９０００で商業的タグデータを用いてキーワード広
告コンテンツ提供システム３０００を通じてキーワード広告コンテンツを入手することが
できる。前者のモデルは時間独立的商業的タグの活用に一層有用であり、後者のモデルは
時間従属的商業的タグの活用に一層有用である。
【０６８３】
  第２のモデルは、独立ルート（independent route）モデルである。このモデルには、
流通されるマルチメディアコンテンツに対応する商業的タグを呼んで来ることができる商
業的タグが格納された位置情報のみ含まれており、商業的タグはマルチメディアコンテン
ツと物理的及び／又は論理的にパッケージ化されておらず、独立的に存在するモデルであ
る。即ち、本モデルを使用すれば、マルチメディアコンテンツがどんなステップを経て流
通されても、マルチメディアコンテンツに対する商業的タグは少なくとも１つ以上のコン
テンツシンジケーション（独立コンテンツシンジケーションまたは従属コンテンツシンジ
ケーション）に格納されており、上記マルチメディアコンテンツを用いるシステム（コン
テンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、コンテンツ配
布者システム１０００－１及び／又はユーザコンピュータ９０００）が上記マルチメディ
アコンテンツを用いる時、上記マルチメディアコンテンツに対応する商業的タグを上記コ
ンテンツシンジケーションを通じて呼び出して利用できる。上記コンテンツシンジケーシ
ョンは、１つのマルチメディアコンテンツに多数の主体が独立的な商業的タグを対応させ
ることができれば、独立的に商業的タグを対応させる各コンテンツの利用者（コンテンツ
生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、コンテンツ配布者シ
ステム１０００－１）毎に１つ以上ずつ保有できる。一方、管理の便宜のため、１つのマ
ルチメディアコンテンツに対応する商業的タグは、最初に対応させる者が対応させた商業
的タグで流通されることが好ましい。勿論、上記コンテンツの流通は、前述したようにコ
ンテンツデータの転送／複製やコンテンツの位置情報の転送／複製を含むことは当然であ
る。
【０６８４】
  図５１乃至図５３は、独立ルートモデルと関連した一実施形態を示す図である。上記ユ
ーザコンピュータ９０００が商業的タグデータを使用する場合、上記ユーザコンピュータ
９０００の立場で、上記商業的タグデータを上記コンテンツ生産者システム１５０００、
上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００、上記独立コンテンツシンジケーションシステムのうち、どこから入手でき
るかを図示している。例えば、上記ユーザコンピュータ９０００は、上記マルチメディア
コンテンツサービスシステム１０００からは上記商業的タグ集合データに対する位置情報
が特定の独立コンテンツシンジケーションシステムという情報を入手し、上記位置情報を
用いて、上記独立コンテンツシンジケーションシステムから上記商業的タグ集合データを
入手することができる。勿論、この際、上記マルチメディアコンテンツデータは、上記マ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１０００でない上記コンテンツ流通者システム
１６０００から転送を受けることができる。ユーザコンピュータ９０００の立場で、上記
コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、及び上記独立コンテンツシンジケ
ーションシステムのうち、いずれか１つ以上から商業的タグ集合データを入手することを
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説明したが、対等な原理で上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、
上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、
及び上記独立コンテンツシンジケーションシステムのうち、いずれか１つ以上から商業的
タグ集合データを入手して本発明思想を実行することができる。
【０６８５】
  以下、より詳しく説明する。
【０６８６】
  独立ルートモデルの具体的な幾つを例に挙げて説明すれば、次の通りである。
【０６８７】
  第１の例は、マルチメディアコンテンツに関して最初の商業的タグを対応させたものは
、コンテンツ生産者システム１５０００でないコンテンツ流通者システム１６０００（例
えば、放送コンテンツ流通事業体）であると仮定し、マルチメディアコンテンツは、上記
コンテンツ生産者システム１５０００のシステム（例えば、放送局システム）に格納され
ており、上記マルチメディアコンテンツは、コンテンツ配布者システム１０００－１（例
えば、ポータル）を通じてユーザコンピュータ９０００へ転送されるとする。ユーザコン
ピュータ９０００がコンテンツ配布者システム１０００－１に接続して特定のマルチメデ
ィアコンテンツを呼び出すと、上記マルチメディアコンテンツがユーザのコンピュータへ
転送されてくる。例えば、上記コンテンツ配布者システム１０００－１がユーザコンピュ
ータ９０００に動画スクリーンショットまたはサムネール（thumbnail）を提供し、ユー
ザが、上記スクリーンショットまたはサムネールには動画コンテンツを呼び出しできるＵ
ＲＬ又はＵＲＩリンクがあるスクリーンショットなどをクリックすれば、ユーザコンピュ
ータ９０００のブラウザはリンクに沿って動画コンテンツ情報を入手してくる。動画の入
手は、ストリーミング方式（動画データを持っているサーバが動画片を片単位で提供する
方法の総称）、またはファイルダウンロード（動画ファイル自体をユーザコンピュータ９
０００へ転送する方式の総称）のうち、いずれか１つである。この際、上記マルチメディ
アコンテンツに対応した商業的タグに対する情報がある場合には、商業的タグを活用して
キーワード広告コンテンツを入手することができる。商業的タグに対する情報は、商業的
タグデータ自体または商業的タグデータに対する位置情報のうち、いずれか１つ以上であ
る。
【０６８８】
  この際、上記マルチメディアコンテンツと上記商業的タグは、独立的に制御できること
は勿論である。したがって、本例示では、商業的タグはコンテンツ流通者システム１６０
００にあるので、上記コンテンツ流通者システム１６０００にある商業的タグを活用する
方法の例示は、次の通りである。第１に、上記商業的タグがコンテンツ流通者システム１
６０００にあるという事実を知っているコンテンツ配布者システム１０００－１は、上記
商業的タグを入手し、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手し、
その入手したキーワード広告コンテンツがユーザコンピュータ９０００の既設定された位
置に表示できるように制御することができる。この際、上記の制御は、１）上記コンテン
ツ配布者システム１０００－１がユーザコンピュータ９０００へ転送するコード（プログ
ラム）を通じて実施する方法、２）上記コンテンツ配布者システム１０００－１が先にキ
ーワード広告コンテンツを入手し、入手されたキーワード広告コンテンツを含めて上記キ
ーワード広告コンテンツとマルチメディアコンテンツが表示される画面ページ（ウェブペ
ージがその一例となることができる）を構成してユーザのコンピュータへ転送する方式に
より実施される方法のうち、いずれか１つ以上、単独または組合わせて実施することがで
きる。上記商業的タグが時間従属的な商業的タグの場合、上記１）の方法が含まれること
が好ましい。その理由は、時間従属的商業的タグは、時間が経ることにつれて全く異なる
種類の商業的タグでキーワード広告コンテンツを入手してくることや、ＨＴＴＰプロトコ
ルなどを使用する場合、上記コンテンツ配布者システム１０００－１が上記ユーザコンピ
ュータ９０００に要請される情報を転送した後には両者間の連結が絶えるためである。勿
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論、この際、異なるプロトコルを使用したり、全ての時間従属的商業的タグに対するキー
ワード広告コンテンツを一時に全て入手してきて、時間従属的商業的タグ別に（時間帯別
を含んで）仕分けて、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送し、ユーザコンピュータ９
０００に機能するコード（コンテンツ配布者システム１０００－１が提供したものである
）が時間帯別に仕分けて対応するキーワード広告コンテンツをユーザに提供するようにす
ることができる。
【０６８９】
  第２の例は、上記マルチメディアコンテンツデータと上記対応する商業的タグが全てコ
ンテンツ生産者システム１５０００にあるが、両者は１つの流通単位でパッケージ化され
ていない場合である。この場合にも上記第１の例のように、上記マルチメディアコンテン
ツは、上記コンテンツ生産者システム１５０００と関連して処理されるようになり、上記
商業的タグは、上記コンテンツ流通者システム１６０００で処理されるのような方式によ
り上記コンテンツ生産者システム１５０００と関連して処理されればよい。
【０６９０】
  第３の例は、上記マルチメディアコンテンツデータと上記商業的タグが全てコンテンツ
配布者システム１０００－１に存在する場合である。この場合には、上記コンテンツ配布
者システム１０００－１が商業的タグ情報を含んでいるマルチメディアコンテンツサービ
スシステム１０００と同等に取り扱われるように構成されるので、この構成に対する本発
明思想は本明細書上で詳細に説明した。
【０６９１】
  流通制御
  本発明思想がコンテンツの流通と上記商業的タグの流通で注目するところは、２つであ
る。第１に注目する点は、商業的タグの流通と制御に関するものである。上記商業的タグ
の流通と制御は、本発明のコンテンツシンジケーションシステムのコンテンツシンジケー
ション制御部２１２００が担当する。流通されるコンテンツに対応する商業的タグは、上
記コンテンツの生産、流通、配布など、コンテンツの流通の全過程のうち、いずれか１つ
の過程以上で上記コンテンツに対応され、格納されることができる。延いては、上記商業
的タグ自体も上記対応するコンテンツと関連して流通の対象となることができる。上記商
業的タグが流通される方式は、１）コンテンツとパッケージ化されて流通されたり、２）
コンテンツとは独立して流通できる。延いては、上記商業的タグや上記コンテンツの流通
は、上記商業的タグデータ自体または上記コンテンツデータ自体が転送／複製される方式
の流通であるとか、上記商業的タグや上記コンテンツが存在する位置情報（ＵＲＬ、ＵＲ
Ｉなど、任意の位置を表示する情報）の流通でありうる。
【０６９２】
  上記商業的タグを制御する主体は、１）上記コンテンツ配布者システム１０００－１、
または上記コンテンツ配布者システム１０００－１がユーザコンピュータ９０００に提供
するコード（プログラム）となって、上記コンテンツ配布者システム１０００－１または
上記コードが上記商業的タグをキーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送し
、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手
して最終的にユーザコンピュータ９０００にディスプレイするようにすることができる。
一方、上記商業的タグを制御する主体が本文段の上記１）の場合でない異なる主体（コン
テンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００）の場合には、
上記コンテンツ配布者システム１０００－１または上記コードは、上記異なる主体から上
記キーワード広告コンテンツを入手して最終的にユーザのコンピュータにディスプレイさ
れるようにすることができる。
【０６９３】
  一方、特別な場合では、上記商業的タグを制御する主体は、第三者システムとなること
もでき、上記第三者システムの一例は、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０
００または上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００を運営する主体と同一視
できる主体のシステムでありうる。一方、上記第三者システムの一例として独立コンテン
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ツシンジケーションシステムを挙げることができる。上記独立コンテンツシンジケーショ
ンシステムは、システム的に上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ
流通者システム１６０００、上記コンテンツ配布者システム１０００－１、上記ユーザコ
ンピュータ９０００、及び上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００とは独立
的なシステムで運営され（論理的に分離されていることを意味する）、少なくとも１つ以
上の上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６００
０、上記コンテンツ配布者システム１０００－１、上記ユーザコンピュータ９０００、及
び上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００と本発明の商業的タグと関連した
各種機能を遂行するシステムである。
【０６９４】
  上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００
、上記コンテンツ配布者システム１０００－１、及び上記キーワード広告コンテンツ提供
システム３０００の内部に上記独立コンテンツシンジケーションシステムのような商業的
タグと関連した各種機能を遂行するシステムを含むことができる。このような内部システ
ムを従属コンテンツシンジケーションシステムといい、上記従属コンテンツシンジケーシ
ョンシステムに対する管理主体は、上記従属コンテンツシンジケーションシステムが含ま
れている上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６
０００、上記コンテンツ配布者システム１０００－１、上記ユーザコンピュータ９０００
、及び上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の管理主体と同一になる。
【０６９５】
  これは後述する広告収益の配分の説明でより詳しく説明する。
【０６９６】
  広告収益配分
  本発明思想が注目する第２の観点は、広告収益の配分に関する問題である。次に、収益
の配分と関連した本発明思想を説明する。本発明は、広告コンテンツがキーワード広告コ
ンテンツ提供システム３０００から転送され、キーワード広告コンテンツ提供システム３
０００から転送されたキーワード広告コンテンツによる広告収益（キーワード広告コンテ
ンツのクリックや露出（特に、キーワード広告コンテンツに広告動画が含まれている場合
、上記広告動画が露出されることは重要な広告効果が発生する）を通じた広告収益を扱う
。この際、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００とマルチメディアコンテンツ
サービスシステム１０００のように２者構図であれば、収益の配分のための情報処理はあ
まり複雑でない。しかしながら、本発明思想では、１）上記商業的タグの流通が２つのモ
デル（データの転送／複製を通じた流通、位置情報の流通）という点、２）商業的タグの
生成者、商業的タグの流通者及び商業的タグの配布者と、上記コンテンツ生産者システム
１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、及びコンテンツ配布者とが異なるこ
とがあるという点、３）キーワード広告コンテンツ提供システム３０００を通じて広告収
益が配分されるべきであるという点のため、収益の透明な配分のための情報処理は相当に
複雑で、かつ多様なモデルがなければならない。一方、キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００が上記コンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム
１６０００、及びコンテンツ配布者と一致したり同一の事業主体である場合には、内部者
間の問題であるので、説明を省略する。
【０６９７】
  収益配分モデルは、大別して３つの系列がある。第１は、上記商業的タグに対する制御
の権限を上記コンテンツ配布者が持つ場合と、第２は、上記商業的タグに対する制御の権
限を上記コンテンツ配布者でないコンテンツ生産者システム１５０００やコンテンツ流通
者システム１６０００が持つ場合であり、第３は上記第三者システムが上記商業的タグに
対する制御の権限を持つ場合である。１つずつ分けて説明する。
【０６９８】
  上記商業的タグに対する制御の権限を上記コンテンツ配布者が持つ場合、１）商業的タ
グのキーワード広告コンテンツ提供システム３０００への転送過程、２）キーワード広告
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コンテンツ提供システム３０００からのキーワード広告コンテンツの入手過程、３）キー
ワード広告コンテンツに対するクリックの処理過程のうち、いずれか１つ以上において、
上記コンテンツ配布者システム１０００－１及び上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００のうち、いずれか１つ以上が、ａ）コンテンツ配布者システム１０００－１
のＩＤ値、ｂ）商業的タグ毎に商業的タグＩＤ値、及びｃ）上記コンテンツ配布者システ
ム１０００－１に転送されるキーワード広告コンテンツのＩＤ値のうち、いずれか１つ以
上を管理しなければならない。上記管理はキーワード広告コンテンツ提供システム３００
０が行うことが好ましい。勿論、上記管理的目的とは関わらず、上記コンテンツ配布者シ
ステム１０００－１が上記少なくとも１つ以上の商業的タグを転送する時、上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００がキーワード広告コンテンツを転送する受信者情
報を含めることは当然である。上記１）過程で、上記コンテンツ配布者システム１０００
－１は、上記ａ）、ｂ）のうち、いずれか１つ以上を含めて上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００に上記商業的タグを転送することが好ましい。上記２）の過程で
、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、少なくとも１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツ毎に、上記ａ）乃至ｃ）のうち、いずれか１つ以上の情報を含めてお
く必要がある。この際、上記ａ）情報は、上記コンテンツ配布者システム１０００－１の
ＩＰ値またはアカウント情報を通じて知ることもでき、上記ｂ）値は、上記キーワード広
告コンテンツ提供システム３０００が最初に与えることもできる（上記コンテンツ配布者
システム１０００－１は、少なくとも１つ以上の商業的タグのストリング（string）乃至
配列（array）のみを提供し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が上
記ストリング乃至配列を受けて最初に各商業的タグ毎にＩＤ値を与えることができる）。
一方、上記キーワード広告コンテンツには特定の時点に転送されたキーワード広告コンテ
ンツ、または特定の時点にクリックが起こったキーワード広告コンテンツに対する識別情
報（キーワード広告コンテンツＩＤ値）が含まれていなければ、上記キーワード広告コン
テンツの転送、クリック情報受信（redirect）等を通じた受信を含まない）、クリック情
報の処理が便利になる。上記３）過程がキーワード広告コンテンツ提供システム３０００
で起こる場合には、キーワード広告コンテンツのＩＤ値と上記コンテンツ配布者システム
１０００－１の識別子情報で、上記特定のコンテンツ配布者システム１０００－１による
上記クリックなどが発生したキーワード広告コンテンツを知られるようになって、広告効
果の発生に寄与した上記コンテンツ配布者システム１０００－１の寄与分を測定できるよ
うになる。この際、上記３）の過程が上記コンテンツ配布者システム１０００－１で起こ
る場合、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、クリックが発生したキーワード
広告コンテンツＩＤを上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送しなけ
ればならない（勿論この際、自身のＩＤであるコンテンツ配布者システム１０００－１識
別子を含めることもできる。一方、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
が上記クリックが発生したキーワード広告コンテンツＩＤで上記コンテンツ配布者システ
ム１０００－１の同一性を認識できる情報を持っている場合であれば、上記コンテンツ配
布者システム１０００－１識別子を含めなくても関係ない）。この際、上記商業的タグを
活用して呼び出される上記キーワード広告コンテンツに対する広告効果は、クリックでな
い露出に関しても測定できるものであり、本発明思想はこのような露出量を基準にする広
告方法にも使用できるものであり、この場合には、上記３）の過程は不必要である（即ち
、キーワード広告コンテンツの転送により既に広告が露出されたと見られるためである）
。一方、上記３）の処理は、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００の運営者で
ない第３の機関（シンジケーション業体など）が遂行することもできる。このような第３
の機関は、上記コンテンツ配布者システム１０００－１と上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００との間に存在してクリックなどの情報を受信して伝達する機能を遂
行することもでき、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００からクリックな
どの情報の提供を受けて処理することもできる。本発明では複雑な説明を避けるために、
本文段の第３の機関をキーワード広告コンテンツ提供システム３０００側に結合して説明
したが、実際の本発明の適用では別途の独立した事業体として存在できるものである。こ
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の場合、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に対する機能説明のうち、
別途の独立した事業体が実際に遂行される時、明細書で言及しているキーワード広告コン
テンツ提供システム３０００は、上記別途の独立した事業体と解釈されることが妥当であ
る。
【０６９９】
  例えば、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、コンテンツ配布者システム１
０００－１のＩＤ値をタグ情報に含めてキーワード広告コンテンツ提供システム３０００
へ転送し、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、キーワード広告コンテン
ツを入手し、キーワード広告コンテンツにコンテンツ配布者システム１０００－１のＩＤ
値、転送されるキーワード広告コンテンツのＩＤ値、及び第３のキー値のうち、いずれか
１つ以上を含めたキーワード広告コンテンツを上記コンテンツ配布者システム１０００－
１へ転送する（第３のキー値は、上記キーワード広告コンテンツをクリックした時、キー
ワード広告コンテンツにリダイレクト（redirect）情報が上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００で設定されていると、最初のクリックは、上記キーワード広告コン
テンツ提供システム３０００に連結されるが、上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００は、転送する時と受信される同一の第３のキー値で、自身の内部で上記第３の
キー値が特定のコンテンツ配布者システム１０００－１または特定のコンテンツ配布者シ
ステム１０００－１の特定の商業的タグと関連したキーワード広告コンテンツということ
を認知するようになる。これは上記転送されるキーワード広告コンテンツのＩＤ値も同様
である）。
【０７００】
  他の例を挙げれば、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、キーワード広告コ
ンテンツに対する受信者情報として自身のコンテンツ配布者システム１０００－１の識別
子を含めて少なくとも１つ以上の商業的タグを上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００へ転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、各商業的
タグ毎にキーワード広告コンテンツＩＤ値を含めて上記コンテンツ配布者システム１００
０－１へ転送することもできる。この際、上記コンテンツ配布者システム１０００－１が
ユーザへ転送したウェブページ（キーワード広告コンテンツが含まれたコンテンツページ
）でクリックなどが起これば（上記キーワード広告コンテンツにはリダイレクト（redire
ct）情報が含まれている）、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、上
記キーワード広告コンテンツに対するクリック情報を入手し、キーワード広告コンテンツ
に対する広告効果を測定できるようになる（勿論、上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００は、上記ユーザのコンピュータにリダイレクトされた広告主の広告ページ
（広告主の広告内容などが含まれた）を転送できるようにする）。
【０７０１】
  上記ではコンテンツ配布者システム１０００－１が上記商業的タグに対する制御権（キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送し、キーワード広告コンテンツを入
手することを核心とする）を有する場合について説明した。このようになれば、上記コン
テンツ配布者システム１０００－１と上記キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０との間では、透明な広告効果の測定が可能であり、効果的な収益配分も可能である。こ
の場合、本発明思想が効果的に実施されるためには、コンテンツ配布者システム１０００
－１だけでなく、コンテンツ流通者システム１６０００、特にコンテンツ生産者システム
１５０００との透明な収益配分のための構造及びこの構造に基づいたデータの流れがあら
なければならない。これについて説明する。
【０７０２】
  コンテンツ配布者システム１０００－１が配布するコンテンツにはコンテンツＩＤがあ
り、上記コンテンツＩＤをキー値にして上記コンテンツに対する少なくとも１つ以上の商
業的タグＩＤ（商業的タグ集合ＩＤであることもある）が対応される。したがって、上記
商業的タグＩＤに対する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツＩＤが対応でき
るものであり、上記キーワード広告コンテンツＩＤに対する広告効果は、上記キーワード
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広告コンテンツ提供システム３０００または上記コンテンツ配布者システム１０００－１
が測定することができる。上記コンテンツＩＤで、上記コンテンツと関連のあるコンテン
ツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００に対する情報を入手
することができる。したがって、上記広告効果の測定のために、上記コンテンツ配布者シ
ステム１０００－１は、コンテンツＩＤｖｓ商業的タグＩＤに対する情報を格納しておか
なければならず、上記コンテンツＩＤ及び／又は上記商業的タグＩＤに関して発生した広
告効果を、１）直接測定する方法（特定の商業的タグで呼び出したキーワード広告コンテ
ンツに対する露出やクリックが発生したか否かをコンテンツ配布者システム１０００－１
が入手する（上記キーワード広告コンテンツに上記コンテンツ配布者システム１０００－
１に１次接続されるようにしておき、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、上
記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００にリダイレクト（redirect）しておき
、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、最終的に広告主の広告ページ
にリダイレクト（redirect）するようにしておく場合、上記コンテンツ配布者システム１
０００－１は、ユーザコンピュータ９０００から直接広告効果が発生したか否かが入手で
きる）、２）キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から間接的に入手する方法
（キーワード広告コンテンツにキーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ接続さ
れるようにした後、広告主の広告ページにリダイレクト（redirect）するようにしておい
て、クリックなどの広告効果発生を上記コンテンツ配布者システム１０００－１にリアル
タイムまたは既設定された単位別にレポーティングする）で測定することもできる。上記
２）の場合、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、ａ）上記コンテン
ツ配布者システム１０００－１から伝えられる商業的タグにコンテンツＩＤ、コンテンツ
生産者システム１５０００またはコンテンツ流通者システム１６０００に対する情報があ
る場合、上記商業的タグにコンテンツＩＤ別、コンテンツ生産者システム１５０００別、
またはコンテンツ流通者システム１６０００別の広告効果の発生値を測定または計算する
ことができる。上記２）の場合、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は
、ｂ）上記コンテンツ配布者システム１０００－１から伝えられる商業的タグにコンテン
ツＩＤ、コンテンツ生産者システム１５０００、またはコンテンツ流通者システム１６０
００に対する情報がない場合、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は、
商業的タグＩＤを基準に測定された広告効果の発生値を上記コンテンツ配布者システム１
０００－１へ転送してくれればよい。上記ｂ）の場合、上記コンテンツ配布者システム１
０００－１は、上記商業的タグＩＤをキー値にしてコンテンツＩＤを対応させ、コンテン
ツＩＤをキー値にしてコンテンツ流通者システム１６０００とコンテンツ生産者システム
１５０００とを対応させることができる。この際、上記コンテンツ流通者システム１６０
００とコンテンツ生産者システム１５０００のコンテンツが自身が生産または流通するコ
ンテンツに関し、定額制（コンテンツ１００個当り月いくら、またはコンテンツ１つ当り
いくらなどが定額制であって、コンテンツに対する費用／収益配分は広告効果発生寄与度
と関係ない）でない割合制（発生した広告費の何％など、コンテンツに対する費用／収益
配分は、広告効果発生寄与度と関係がある）で収益を得る場合であれば、上記ａ）、ｂ）
の場合、全て自身が受取できる持分を透明に知ることができる。
【０７０３】
  商業的タグに基づいた透明なコンテンツシンジケーションになるためには、１）コンテ
ンツＩＤと上記コンテンツに関連した商業的タグＩＤのマッピングを必須とし、上記商業
的タグに基づいて呼び出すキーワード広告コンテンツＩＤをマッピングしたり、上記商業
的タグに基づいた広告効果発生値をマッピングしてコンテンツシンジケーションの各主体
の寄与程度を明確にする方法が好ましい。一方、次のような構成も可能である。２）上記
コンテンツが含まれたコンテンツ配布者システム１０００－１の特定のコンテンツページ
（ウェブページ等）を基準にして、そのページでキーワード広告コンテンツに対するクリ
ックなどによる広告効果を測定し、そのページＩＤをキー値にしてそのページに含まれた
コンテンツＩＤを入手し、コンテンツＩＤを通じてコンテンツ生産者システム１５０００
情報とコンテンツ流通者システム１６０００情報とを入手することができる。即ち、上記
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１）及び２）の方法だけでなく、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、ａ）コ
ンテンツＩＤをキー値にしてコンテンツ生産者システム１５０００情報とコンテンツ流通
者システム１６０００情報とを把握し、ｂ）コンテンツＩＤ、商業的タグＩＤ、キーワー
ド広告コンテンツＩＤ、及び／又は広告効果が発生した上記特定のコンテンツページ（ウ
ェブページ）のうち、いずれか１つ以上をキー値として活用して広告効果の発生値を直接
または間接的（上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００を通じて）に入手で
きる。上記ａ）とｂ）があれば、上記コンテンツに対する上記コンテンツ生産者システム
１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記コンテンツ配布者システム
１０００－１及び／又はキーワード広告コンテンツ提供システム３０００の間では透明な
収益配分が可能である。
【０７０４】
  本発明でコンテンツ配布者システム１０００－１は、大別して２つがある。１つは、ww
w.youtube.comのようなオンライン上でユーザコンピュータ９０００にウェブページやそ
の他のユーザコンピュータ９０００が受容できるコンテンツ提供形式でコンテンツを提供
する類型（ユーザコンピュータ９０００に設けられた設置型プログラムを一部呼び出して
使用できる）と、ユーザコンピュータ９０００に設置型プログラム（gomplayer、itunes
、window media player等）を提供し、上記設置型プログラムを通じてファイルダウンロ
ードまたはストリーミング方式など、コンテンツ転送方式によりユーザのコンピュータに
コンテンツを提供する類型がある。上記設置型プログラムもネットワーク８０００に連結
されている一種のシステムとなり、本発明思想のコンテンツ配布者システム１０００－１
の機能を十分に遂行することができる。本明細書において、上記コンテンツ配布者システ
ム１０００－１がユーザコンピュータ９０００に提供するウェブページには多様なコード
（プログラム）が挿入できることを説明した。上記コードは、コンテンツ配布者システム
１０００－１の一部として理解することができる。即ち、本発明の上記コンテンツ配布者
システム１０００－１は、物理的なサーバのみを意味することでなく、上記物理的実体の
上で機能したり、上記物理的実体（例えば、www.youtube.comがサービスされるサーバ）
とは独立したネットワーク８０００上の物理的実体（例えば、ユーザコンピュータ９００
０で機能する）機能的実体として理解されることが好ましい。
【０７０５】
  次に、上記商業的タグに対する制御権（キーワード広告コンテンツ提供システム３００
０に商業的タグを転送し、キーワード広告コンテンツを受けることを核心とする）を、コ
ンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流通者システム１６０００、または第三
者システム（以下、コンテンツ生産者システム１５０００やコンテンツ流通者システム１
６０００と記述するが、第三者システムを排除するのではない）が持つ場合について説明
する。この場合、上記コンテンツ生産者システム１５０００やコンテンツ流通者システム
１６０００は、外部へ転送されたり、外部から接続要請されるコンテンツに商業的タグを
結合して流通したり、コンテンツを受信／接続する外部から上記商業的タグを呼び出しで
きるように連動するようにする。これについて細部モデル別に分けて詳細に説明する。
【０７０６】
  上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００
が上記商業的タグに対する制御圏を持つ方法には、１）キーワード広告コンテンツが表示
される領域に対する制御圏を持つ方法、２）商業的タグや上記商業的タグに基づいたキー
ワード広告コンテンツをコンテンツ生産者システム１５０００やコンテンツ流通者システ
ム１６０００を通じてコンテンツ配布者システム１０００－１またはユーザコンピュータ
９０００に伝えられるようにする方法の２つがある。上記１）の方法は、またａ）キーワ
ード広告コンテンツの表示のために上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コン
テンツ流通者システム１６０００が配布するコードを上記コンテンツ配布者システム１０
００－１へ転送し、上記コードをコンテンツ配布者システム１０００－１が使用する方法
、ｂ）上記キーワード広告コンテンツが表示される領域を上記コンテンツ生産者システム
１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００が賃貸などの方式により使用権を
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獲得して臨時的または持続的に使用する方法のうち、いずれか１つ以上を含む。上記２）
の方法は、またｃ）上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者シ
ステム１６０００が商業的タグを上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ
転送し、キーワード広告コンテンツの転送を受けて上記キーワード広告コンテンツを上記
コンテンツ配布者システム１０００－１または上記ユーザコンピュータ９０００へ転送す
る方法、ｄ）上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム
１６０００が上記ユーザコンピュータ９０００に含まれたコード（プログラム）と直接交
信して、キーワード広告コンテンツがユーザのコンピュータに表示されるようにする方法
のうち、いずれか１つ以上を含むことができる。上記ａ）乃至上記ｄ）の各方法には、ｉ
）上記商業的タグデータ自体を上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテン
ツ流通者システム１６０００が持つ方法と、ii）上記商業的タグデータ自体は他の者のシ
ステムにあり、上記商業的タグデータ自体に対する接近権限乃至利用権限のみを上記コン
テンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００が持つ方法
の場合を含む。上記i）乃至ii）の方法は、上記パッケージモデルまたは上記独立ルート
モデルのうち、いずれか１つ以上で適用できる。上記ａ）の方法は、上記コンテンツ生産
者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００が提供するコードを上
記コンテンツ配布者システム１０００－１で使用するようになれば、上記コンテンツ配布
者システム１０００－１で使われるコードは、上記コンテンツ生産者システム１５０００
や上記コンテンツ流通者システム１６０００の制御下に、本発明の明細書で説明した商業
的タグを活用したキーワード広告コンテンツを入手してユーザのコンピュータに露出され
るようにする。上記ｂ）の方法は、上記キーワード広告コンテンツが表示される領域は、
事実上、上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６
０００が独立的に制御することであり、ユーザコンピュータ９０００のディスプレイのみ
に上記キーワード広告コンテンツ領域とキーワード広告コンテンツ領域でないことが合わ
せられて見えるだけである。上記ｂ）の方法が可能なことは、ウェブページまたはその他
の画面の各領域は独立的に制御可能であり、各領域に露出される内容は各々他のサーバか
ら読んできて合わせられて見えるようにすることができるためである。これは、独立した
ソースから内容を持ってきてユーザに合わせられて見えるようにすることは、通常の技術
領域に属する。上記ｃ）の方法のうち、前者の方法は時間従属的な商業的タグには適合し
ない面があるが、不可能なものではなく、時間従属的な商業的タグの場合には、特に後者
の方法（ユーザコンピュータ９０００へ転送）が好ましい。上記ｃ）の方法のうち、後者
の場合は、上記ユーザコンピュータ９０００の領域のうち、マルチメディアコンテンツが
表示される領域は、上記コンテンツ配布者システム１０００－１と関連（ファイルダウン
ロードの場合）／連結（ストリーミングの場合）されており、上記キーワード広告コンテ
ンツ表示領域は、上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者シス
テム１６０００と通信しながらキーワード広告コンテンツの転送を受ける。上記ｄ）の方
法は、上記ユーザコンピュータ９０００へ転送されたコンテンツ配布者システム１０００
－１の一部コードまたは第三者システムが設置したコードが上記コンテンツ生産者システ
ム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００と接続してキーワード広告コン
テンツの転送を受けるようになる。
【０７０７】
  上記コンテンツ生産者システム１５０００や上記コンテンツ流通者システム１６０００
が上記商業的タグに対する制御権を持つ方法でも、透明なコンテンツシンジケーションの
ために、上記制御権を持つシステムまたは上記制御権を持つシステムと関連したシステム
（例えば、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００等）が直接または間接的にコ
ンテンツＩＤｖｓ商業的タグＩＤ、及びキーワード広告コンテンツＩＤのうち、いずれか
２つ以上をマッピングしたり、広告効果を定量的に測定できるようにならなければならな
い。上記マッピングと広告効果の測定のための方法は、上記コンテンツ配布者システム１
０００－１が上記商業的タグに対する制御権を持つ方法で説明した方法が準用できる。
【０７０８】
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  上記マルチメディアコンテンツに商業的タグを対応／結合／連関／関連させる具体的な
方法については前述した。ここでは１つのマルチメディアコンテンツに関して、上記マル
チメディアコンテンツの流通過程で、２つ以上の主体が独立的に商業的タグを含めること
について説明する（独立的に商業的タグを含めることには既存の商業的タグに対する変更
を含むことは当然である）。例えば、コンテンツ生産者システム１５０００がＣＴ１とい
う名称の商業的タグ集合をマルチメディアコンテンツＭに含めてコンテンツ流通者システ
ム１６０００に提供した場合、上記コンテンツ流通者システム１６０００はＣＴ２という
独立的な商業的タグ集合をマルチメディアコンテンツＭに含めることができ、延いてはコ
ンテンツ配布者システム１０００－１は、ＣＴ３という独立的な商業的タグ集合をマルチ
メディアコンテンツＭに含めることができる。この場合、上記マルチメディアコンテンツ
Ｍに関連した商業的タグは、ＣＴ１、ＣＴ２、及びＣＴ３となる。この際、上記ＣＴ１、
ＣＴ２、及びＣＴ３の相対的な、または論理的な位置関係は、ｉ）上記ＣＴ１、ＣＴ２、
及びＣＴ３が並列的にまたは羅列的に存在するようにする方法、ii）上記ＣＴ１、ＣＴ２
、及びＣＴ３に階層情報が含まれている方法がある。上記ｉ）の方法を例に挙げて説明す
る。ｘｍｌに上記ＣＴ１、ＣＴ２、及びＣＴ３があると仮定する。この場合、上記ｘｍｌ
は、ＣＴ１に関する情報部＋ＣＴ２に関する情報部＋ＣＴ３に関する情報部から構成でき
る。上記各情報部は、商業的タグ集合を構成する少なくとも１つ以上グループの商業的タ
グ、商業的タグの生成者情報（上記コンテンツ生産者システム１５０００、コンテンツ流
通者システム１６０００、コンテンツ配布者システム１０００－１、及びその他の第三者
のうち、いずれか１つ）を必須的に含み、商業的タグに対する各種条件情報を含んだ上記
商業的タグに対する各種メタ情報を更に含むことができる。そして、上記i）の場合には
、上記ＣＴ１、ＣＴ２、及びＣＴ３が並列的または羅列的に存在するが、優先順位が付け
られていることがある。上記優先順位は、上記コンテンツ生産者システム１５０００が生
成した商業的タグに最優先順位が与えられることが好ましい。一方、上記ii）の方法は、
パッケージングモデルと理解すれば容易である。上記マルチメディアコンテンツと上記Ｃ
Ｔ１に関する情報（ＣＴ１及び／又はＣＴ１に対する各種情報）で、上記コンテンツ生産
者システム１５０００が１次パッケージングし、上記１次パッケージングされたものに上
記コンテンツ流通者システム１６０００がＣＴ２に関する情報を含めて２次パッケージン
グし、上記２次パッケージングされたものに上記コンテンツ配布者システム１０００－１
がＣＴ３に関する情報を含めておくこともできる。勿論、パッケージモデルの場合、上記
商業的タグ集合は上記コンテンツと強く結合されているが、独立ルートモデルの場合、上
記コンテンツと上記商業的タグ集合のうち、いずれか１つ以上は、いずれか１つが他の１
つの位置情報（上記位置情報で接近可能でありうる）のみを含むことができる。即ち、上
記ＣＴ１、ＣＴ２、及びＣＴ３がある時、ＣＴ１データはマルチメディアコンテンツと共
に、ＣＴ２に関するデータは上記コンテンツ流通者システム１６０００が管理する既設定
されたサーバの特定の位置に、ＣＴ３は上記コンテンツ配布者システム１０００－１の既
設定されたサーバの特定の位置に格納されていることもできる。
【０７０９】
  １つのコンテンツに２つ以上の商業的タグ集合が含まれている場合、次のような問題が
発生する。１）どの商業的タグ集合に優先順位や使用制限条件のような使用条件が結び付
けられている問題、２）どの商業的タグ集合を使用する時、その商業的タグ集合に対する
制御権又は管理権を持つシステムに同意を受けなければならない問題、３）複数個の商業
的タグ集合を統合して使用する問題などが発生する。上記商業的タグに対する制御権を持
っているシステムは、上記１）の場合には優先順位または使用制限条件を読み込んで、上
記優先順位または上記使用制限条件を判断した後、それに符合して使用すればよい。上記
２）の問題は商業的タグ集合に対する制御権又は管理権を持つシステムに接続して同意情
報を入手すればよい。上記３）の問題は、複数個の商業的タグがある場合、予備的にどん
な商業的タグまたはどんな商業的タグ集合を選択するかの問題であって、本明細書のキー
ワード広告対象テキスト生成モジュールで詳細に説明した。
【０７１０】
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  以下、図５８乃至５９を参照しつつ本発明のコンテンツシンジケーションシステム２０
０００の情報処理方法をより詳しく説明する。
【０７１１】
  図５８のように、上記コンテンツシンジケーションシステム２００００は、（Ａ）既設
定された第１システムから少なくとも１つ以上のディジタルコンテンツ情報に対応する少
なくとも１つ以上の商業的タグ集合情報に対する要請情報を入手するステップ（Ｓ２１１
）、（Ｂ）上記ディジタルコンテンツ情報で上記商業的タグ集合情報を入手するステップ
（Ｓ２１２）、及び（Ｃ）上記商業的タグ集合情報を既設定された第２システムに提供す
るステップを実施できる。一方、図５９のように、上記コンテンツシンジケーションシス
テム２００００は、既設定された第１システムから少なくとも１つ以上のディジタルコン
テンツ情報に対応する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合情報に対する要請情報を入手
するステップ（Ｓ２２１）、上記ディジタルコンテンツ情報で上記商業的タグ集合情報を
入手するステップ（Ｓ２２２）、上記ディジタルコンテンツ情報と入手した上記商業的タ
グ集合情報を結合するステップ（Ｓ２２３）、及び上記ディジタルコンテンツ情報と上記
商業的タグ集合情報とを一緒に第２システムへ転送するステップ（Ｓ２２４）を実施する
こともできる。
【０７１２】
  上記ディジタルコンテンツ情報は、物理的ディジタルコンテンツデータ、上記物理的デ
ィジタルコンテンツデータを識別できるディジタルコンテンツ識別情報、及び上記物理的
ディジタルコンテンツデータに有無線ネットワーク８０００を介して接近できるディジタ
ルコンテンツ位置情報のうち、いずれか１つ以上である。上記商業的タグ集合情報は、物
理的商業的タグ集合データ、上記物理的商業的タグ集合データを識別できる商業的タグ集
合識別情報、及び上記物理的商業的タグ集合データに有無線ネットワーク８０００を介し
て接近できる商業的タグ集合位置情報のうち、いずれか１つ以上である。
【０７１３】
  上記第１システム及び上記第２システムは、ユーザコンピュータ９０００にディジタル
コンテンツを提供するディジタルコンテンツサービスシステム、上記コンテンツシンジケ
ーションシステム２００００、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００、上
記ユーザコンピュータ９０００、及び上記ユーザコンピュータ９０００で駆動される既設
定されたプログラムのうちのいずれか１つである。上記ディジタルコンテンツサービスシ
ステムは、上記ユーザコンピュータ９０００にマルチメディアコンテンツを提供するマル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記ユーザコンピュータ９０００に放
送コンテンツを提供する放送サービスシステム１３０００、上記ユーザコンピュータ９０
００にディジタル発行物を提供するディジタル発行物サービスシステム３２０００、及び
上記ユーザコンピュータ９０００にメディアサービスを提供するメディアサービスシステ
ム３１０００のうち、いずれか１つ以上である。
【０７１４】
  一方、上記コンテンツシンジケーションシステム２００００は、上記ディジタルコンテ
ンツを生産する者のシステムであるコンテンツ生産者システム１５０００、上記ディジタ
ルコンテンツを流通する者のシステムであるコンテンツ流通者システム１６０００、上記
ディジタルコンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供するコンテンツ配布者システ
ム１０００－１、上記ユーザコンピュータ９０００にディジタルコンテンツを提供するデ
ィジタルコンテンツサービスシステム、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０
００、上記ユーザコンピュータ９０００、及び上記ユーザコンピュータ９０００で駆動さ
れる既設定されたプログラムのうち、いずれか１つに属しているものであるとか、上記コ
ンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６０００、上記コ
ンテンツ配布者システム１０００－１、上記ディジタルコンテンツサービスシステム、上
記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００、上記ユーザコンピュータ９０００、
及び上記ユーザコンピュータ９０００で駆動される既設定されたプログラムと独立して存
在しながら有無線ネットワーク８０００に連結されているものでありうる。そして、上記
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ディジタルコンテンツサービスシステムは、上記ユーザコンピュータ９０００にマルチメ
ディアコンテンツを提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記
ユーザコンピュータ９０００に放送コンテンツを提供する放送サービスシステム１３００
０、上記ユーザコンピュータ９０００にディジタル発行物を提供するディジタル発行物サ
ービスシステム３２０００、及び上記ユーザコンピュータ９０００にメディアサービスを
提供するメディアサービスシステム３１０００のうち、いずれか１つでありうる。
【０７１５】
  一方、特殊な場合に、上記第１システムは上記コンテンツシンジケーションシステム２
００００自体になることができ、上記（Ｃ）ステップを実施する前に、（Ｂ－１）上記デ
ィジタルコンテンツ情報と入手した上記商業的タグ集合情報とを結合するステップを実施
し、上記（Ｃ）ステップの実施は、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合
情報とを一緒に上記第２システムへ転送することもできる。
【０７１６】
  一方、上記（Ｂ－１）上記ディジタルコンテンツ情報と入手した上記商業的タグ集合情
報を結合するステップは、物理的ディジタルコンテンツデータ、上記物理的ディジタルコ
ンテンツデータが識別できるディジタルコンテンツ識別情報、及び上記物理的ディジタル
コンテンツデータに有無線ネットワーク８０００を介して接近できるディジタルコンテン
ツ位置情報のうち、いずれか１つであるディジタルコンテンツ情報と、物理的商業的タグ
集合データ、上記物理的商業的タグ集合データを識別できる商業的タグ集合識別情報、及
び上記物理的商業的タグ集合データに有無線ネットワーク８０００を介して接近できる商
業的タグ集合位置情報のうち、いずれか１つ以上である商業的タグ集合情報を結合できる
ものである。
【０７１７】
  そして、上記結合する方法は、ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報と
を関連付けて格納する第１方法、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情
報とが関連できるように上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報に同一
のキー値を使用する第２方法、上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報
とが関連できるように上記ディジタルコンテンツ情報と上記商業的タグ集合情報のうち、
どの一方の識別情報を他方のキー値として使用する第３方法、上記ディジタルコンテンツ
情報と上記商業的タグ集合情報とが関連できるように上記ディジタルコンテンツ情報と上
記商業的タグ集合情報のうち、どの一方が他方を呼び出しできるようにする第４方法のう
ち、いずれか１つ以上の方法を使用することができる。
【０７１８】
  そして、上記商業的タグ集合を構成する商業的タグは、キーワード広告コンテンツを入
手することに使用され、上記キーワード広告コンテンツは、上記ディジタルコンテンツと
共にユーザコンピュータ９０００に露出されるものである。この場合、上記ユーザコンピ
ュータ９０００に上記ディジタルコンテンツと上記キーワード広告コンテンツが露出され
るようにする方法は、１）上記コンテンツシンジケーションシステム２００００、上記第
１システム及び上記第２システムのうちいずれか１つが、上記商業的タグ集合を直接、ま
たは上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接または上記
第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手した後、
上記ディジタルコンテンツと入手された上記キーワード広告コンテンツを一緒に上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送する第１方法、２）上記コンテンツシンジケーションシス
テム２００００、上記第１システム、及び上記第２システムのうちいずれか１つが、上記
商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラムを上記
ユーザコンピュータ９０００へ転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集
合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接
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、または上記第３のシステムを経由して、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出するようにする第２方法、３）上記
コンテンツシンジケーションシステム２００００、上記第１システム、及び上記第２シス
テムのうち、いずれか１つが上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上記ディジタ
ルコンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プログラムが上記ディジタルコンテン
ツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ、及び上記入手された上記商業的タ
グ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から
直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるようにするステップを実施す
る第３方法、及び４）上記コンテンツシンジケーションシステム２００００、上記第１シ
ステム、及び上記第２システムのうちいずれか１つが、上記商業的タグ集合を用いて上記
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手す
る機能、及び上記ディジタルコンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行
するプログラムを上記ディジタルコンテンツに含めて上記ユーザコンピュータ９０００へ
転送するステップ、上記プログラムが上記ディジタルコンテンツに対応する上記商業的タ
グ集合を入手するステップ、及び上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第
３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に転送した
後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接または上記第３のシス
テムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコ
ンピュータ９０００に露出されるようにするステップを実施する第４方法のうち、いずれ
か１つ以上の方法でありうる。
【０７１９】
  追加的収益方法
　次に、上記コンテンツ生産者システム１５０００と上記コンテンツ流通者システム１６
０００が、自身が生成したり自身が流通したコンテンツが上記商業的タグと関連して如何
なる広告収益を上げるかに対する追加的な情報を透明に入手する方法について説明する。
一実施形態では、実際のコンテンツデータがコンテンツ生産者システム１５０００に格納
されており、上記商業的タグデータがコンテンツ流通者システム１６０００に物理的に格
納されていると仮定する。この際、上記ユーザコンピュータ９０００が上記コンテンツデ
ータと上記商業的タグデータに接近するためには、優先的にコンテンツ配布者システム１
０００－１、コンテンツ流通者システム１６０００、及びコンテンツ生産者システム１５
０００のうち、必要とするどの１つの主体以上の許諾を受けなければならない。上記許諾
過程は、上記許諾をしてくれるシステムへの接続を意味し、許諾のためにはコンテンツＩ
Ｄと商業的タグＩＤのようなキー値を許諾してくれるシステムに提供しなければならない
。勿論、上記コンテンツデータと上記商業的タグデータは、独立的なコード、独立的なシ
ステムにより接近されることもできる（即ち、マルチメディアコンテンツを活用するため
のコード部（第１コード部）と商業的タグを活用するためのコード部（第２コード部）は
、互いに独立的に運営されることもできる）。例えば、上記第１コード部と上記第２コー
ド部とが上記コンテンツ配布者システム１０００－１に接近すれば、上記コンテンツ配布
者システム１０００－１は、上記第１コード部に関しては上記コンテンツデータを獲得す
るためには、１）上記コンテンツ流通者システム１６０００の位置情報、または２）上記
コンテンツ流通者システム１６０００を経なくてもよい場合には、上記コンテンツ生産者
システム１５０００の位置情報を提供することができ、上記第２コード部に関しては、上
記コンテンツ流通者システム１６０００に対する位置情報を提供することができる。上記
１）の場合、コンテンツ流通者システム１６０００に接続した上記第１コード部は、上記
流通者システムから上記コンテンツ生産者システム１５０００の位置情報を入手すること
ができ、上記第２コード部は、上記流通者システムから上記商業的タグデータを入手する
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ことができる。上記１）の場合、上記第１コード部は、上記コンテンツ生産者システム１
５０００に接続してコンテンツデータを入手してくることができる。上記２）の場合には
、上記第１コード部は上記コンテンツ生産者システム１５０００に接続してコンテンツデ
ータを入手することができ、上記第２コード部は上記コンテンツ流通者システム１６００
０から商業的タグデータを入手することができる。このようになれば、各システムは、コ
ンテンツＩＤ及び／又は商業的タグＩＤをキー値とするコンテンツデータ、商業的タグデ
ータ、コンテンツデータの位置情報、及び／又は商業的タグデータに対する位置情報に対
する要請がある場合、上記要請を格納しておいて管理できる。この際、上記コンテンツＩ
Ｄと関連したキーワード広告コンテンツに対する広告効果に対する測定情報、または上記
商業的タグＩＤと関連したキーワード広告コンテンツに対する広告効果に対する測定情報
がある場合、これら情報を処理すれば、自己システムと関連した総広告効果情報を計算で
きる。上記計算された広告効果情報には、自身が生成、流通、または配布した総コンテン
ツ及び／又は総商業的タグに関して、クリックが起こった総キーワード広告コンテンツ、
露出された総キーワード広告コンテンツ、総クリック数、または総露出数などに対する情
報が含まれることができる。
【０７２０】
  長所
  コンテンツに広告コンテンツを直接挿入してコンテンツを流通する方法に関して、コン
テンツに商業的タグを含めてコンテンツを流通する方法における相対的な長所を中心とし
て本発明思想について説明する。
【０７２１】
  第１に、コンテンツは特定の時間だけでなく、数時間袋にも有用な場合が大部分である
時間独立的（time independent）であるが、広告コンテンツは広告主の広告戦略によって
時間依存的（time dependent）である。したがって、時間独立的なコンテンツに時間依存
した広告コンテンツを結合すると、広告コンテンツを結合する特定の時点にはその広告コ
ンテンツが有効であるが、その特定の時点から一定時点が経ると退化して有用性が格段に
落ちる。これに比べて、商業的タグは、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
からキーワード広告コンテンツを呼び出すことができ、上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００では、広告主の選択によってキーワード広告コンテンツがアップデー
トされるため、上記商業的タグを通じたキーワード広告コンテンツは退化できない。
【０７２２】
  第２に、商業的タグを通じたコンテンツの流通において、上記商業的タグは媒体独立的
な属性が強い。特定の形態の広告コンテンツは、特定の状況／媒体のみで結合する傾向が
あった。このような理由により、映画館で上映中の映画の場合、その映画の上映前に特定
の会社ブランドに対する広告を観客に提供するが、流通期間の存在や所蔵を前提とする映
画ＤＶＤには特定の会社ブランドの広告を出す広告コンテンツが見当たらない。即ち、商
業的タグは、広告コンテンツそれ自体に比べて時間独立的性格が強いので、そのコンテン
ツを提供するデバイス（device）がネットワーク８０００に連結されている限り、多数の
媒体に柔軟な（flexible）適用が可能である。即ち、上記映画ＤＶＤに商業的タグが含ま
れており、上記ＤＶＤプレイヤーがシステム、ＩＰＴＶ、セットトップボックスなどと連
結されている場合、上記商業的タグは、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
が提供するキーワード広告コンテンツを呼び出して、上記システム、ＩＰＴＶ、セットト
ップボックスなどに連結されたディスプレイ（display）装置に上記キーワード広告コン
テンツを表示することができる。
【０７２３】
  第３に、上記商業的タグは、相対的に言語独立的（language independent）でありうる
。即ち、第１国（例えば、米国）で生成された特定のマルチメディアコンテンツに“Ital
ian restaurant”という商業的タグが含まれている時、上記マルチメディアコンテンツが
他の国家に言語圏／第２国（例えば、大韓民国）に流通されることを仮定する。この際、
上記商業的タグは、主として単語や句節であるので、上記商業的タグを機械翻訳（machin
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e translation）すれば、“イタリアレストラン”のように、相当に正確な翻訳が可能に
なり、上記“イタリアレストラン”にて韓国語を主要言語とするキーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００に質疑すれば、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
は韓国語で“イタリアレストラン”に関連のあるキーワード広告コンテンツを転送してく
れる。特に、上記マルチメディアコンテンツの個数が多かったり、マルチメディアコンテ
ンツ当たり予想露出数が少ないことと予想する場合や、１つのマルチメディアコンテンツ
に相当多い商業的タグ（特に、時間従属的な商業的タグ）が含まれている場合には、人間
がその商業的タグを第２国の言語に翻訳することが効率的でない。この場合、商業的タグ
の機械翻訳はより一層効率的である。勿論、正確な翻訳結果が出ない場合、その誤った翻
訳結果に関しては通常的にキーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワー
ド広告コンテンツを呼び出すことは困難であるので、キーワード広告コンテンツ領域にキ
ーワード広告コンテンツが出ないはずであり、キーワード広告コンテンツが出なくても、
上記マルチメディアコンテンツを視聴覚するユーザに大きい被害を与えるものではない。
【０７２４】
  以下、商業的タグの機械翻訳の問題をより詳しく説明する。例えば、韓国人ユーザＡが
、主に英語でサービスされ、主に英語マルチメディアコンテンツがあるwww.youtube.com
に接続して、英語からなったマルチメディアコンテンツを見るとする。この際、上記マル
チメディアコンテンツに含まれた商業的タグ（例えば、“Italian restaurant”）を活用
してキーワード広告コンテンツを呼び出す時、韓国人ユーザにとってアメリカ人を前提と
したキーワード広告コンテンツ（例えば、米国で有名なイタリアレストランチェーン店広
告など）は相対的に意味がない。したがって、www.youtube.comのような上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００は、接続者Ａのブラウザのロケール情報（ＫＲ
）を入手し、（そのロケールがＥｎ（ＵＳ）でないので）そのロケールを主要言語として
使用する国家や言語圏を探し出し（Korea、Korean言語圏）、その言語圏に合うキーワー
ド広告コンテンツを上記韓国人ユーザに提供することができる。言語圏に合うキーワード
広告コンテンツを提供するためには、次のような方法を使用することができる。
【０７２５】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００（www.youtube.comのような
）は、１）google.comや、overture.comのようなグローバルネットワーク８０００を持っ
ている場合、自身の第２国ブランチ（branch）であるgoogle.co.krやoverture.co.krなど
を利用したり、２）自身のブランチがない場合には提携などを結ばれた第２国のキーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００を通じてキーワード広告コンテンツの転送を受け
ることができる。キーワード広告コンテンツの転送を受ける方法は、１）上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００が英語からなった“Italian restaurant”を“
イタリアレストラン”に翻訳して、第２国のキーワード広告コンテンツ提供システム３０
００に質疑し、上記第２国キーワード広告コンテンツ提供システム３０００が“イタリア
レストラン”とキーワード広告コンテンツを入手し、これを上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００へ転送するようにする方法、２）上記マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００が“Italian restaurant”を転送し、上記第２国キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００が自身の言語で翻訳して、その翻訳された“イタ
リアレストラン”に対するキーワード広告コンテンツを入手し、これを上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００へ転送するようにする方法などを使用することが
できる。
【０７２６】
  上記のような商業的タグの機械翻訳を活用すれば、第１国のマルチメディアコンテンツ
を大量に複写したり転送を受けて（または、ミラーリング（mirroring）、またはミラー
リングされたマルチメディアコンテンツに対する制御権を第２国に与えたり、第２国媒体
を通じて第２国のインターフェースで上記マルチメディアコンテンツに接近するようにし
たり、マルチメディアコンテンツＩＤと商業的タグなどを転送し、第２国で商業的タグな
どの翻訳を通じて第２国で検索可能にし、検索されたマルチメディアコンテンツに対する
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接近を許容するようにする等により）第２国ユーザにサービスする時、上記第１国のマル
チメディアコンテンツに対する一定の権限を持つ第２国のマルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００は、本発明の広告方法を実施できるようになる。通常的に、第２国
でブランドや固有名詞などを除外すれば、第１国言語からなる商業的タグなどは、キーワ
ード広告コンテンツの呼び出しへの使用が困難であるとか、キーワード広告コンテンツの
広告単価が極めて低いので、第２国の広告収益にあまり寄与できない虞がある。
【０７２７】
  勿論、第１国でマルチメディアコンテンツに商業的タグを含める時、各国家の言語別に
商業的タグを翻訳したり（第１国の商業的タグと第２国の商業的タグは言語が異なるだけ
であり、内容は事実上同一である）、各国家の言語別に独立的な商業的タグ集合を生成す
るのような言語別商業的タグ集合を含めておくことができる。この場合には、上記機械翻
訳過程は不要である。例えば、第１国のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０
００は、第２国である韓国のための韓国語からなる商業的タグが事前に生成されていると
、第２国のキーワード広告コンテンツ提供システム３０００に商業的タグを転送し、上記
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から第２国のためのキーワード広告コン
テンツを入手することができる。勿論、グローバルサービスを提供するgoogle.comやyaho
o.comのような場合には、第１国用のキーワード広告コンテンツ提供システム３０００や
第２国用のキーワード広告コンテンツ提供システム３０００が全て１つの統合されたシス
テム内で管理できる。この場合にも上記統合されたシステムの内部で第１国用、第２国用
の概念的仕分けが可能であることは当然であり、このような場合、上記第１国、第２国は
、このような意味として理解されるべきである。
【０７２８】
  海賊版動画
  次に、本発明思想が適用される特殊な例に、海賊版不法動画などに対する本発明思想を
説明する。
【０７２９】
  現在www.youtube.comなどは、著作権者の許諾を受けていない不法又は無断動画が多数
アップロードされており、著作権者はwww.youtube.comなどを著作権侵害として告訴して
いる実情がある。このような不法動画に関してAuditude社等は、アップロードされた動画
を識別する機能を含む広告プラットフォームを提供している。この広告プラットフォーム
は、原本と同一性が認知される動画がある場合、その動画を含んだ原本情報と原本を購入
することができるオンライン売り場情報を広告として上記動画上に提供する。一方、グー
グルなどは、無許可動画を追跡する著作権識別システム‘ビデオＩＤ’をユーテューブに
導入し、著作権者が動画を遮断するか、そのまま置くか、でなければユーテューブを介し
て該当コンテンツを用いた広告を販売するようにするかを選択できるようにしている。グ
ーグルは、今年８月末ユーテューブに上がってきた海賊版動画著作権者（企業）の９０％
以上が動画削除の代わりにユーテューブ著作権フィルタを使用して広告収入を得ることを
選択していると発表した。しかしながら、このようなユーテューブに適用された広告は、
動画内容にマッチングされる広告ではないので、キーワード広告のような高収益は不可能
であり、Auditude社の方式もユーザが無料でコンテンツを楽しもうとする傾向が強いため
、著作権者に正しい収益を与えられない。Auditude社の著作権識別システムは、動画のタ
イトルやタグのような情報を無視し、動画クリップに含まれたオーディオとビデオデータ
のみを使用して自社データベースと組み合わせる。
【０７３０】
  著作権識別システムを備えている本発明のコンテンツ配布者システム１０００－１（ww
w.youtube.comなどが例となる）は、次のような過程で上記のような不法動画に本発明思
想を適用させることができる。ユーザコンピュータ９０００から選択情報を入手した動画
またはアップロードされた動画に関し、著作権識別システムを通過させて動画の正当な原
本があるかを自身のシステムまたは他のコンテンツ配布者システム１０００－１、コンテ
ンツ生産者システム１５０００、及びコンテンツ流通者システム１６０００に質疑する。
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質疑結果、上記動画が不法で、上記正当な原本が自身のシステムまたは他のコンテンツ配
布者システム１０００－１、コンテンツ生産者システム１５０００、及びコンテンツ流通
者システム１６０００にある場合、上記正当な原本に対する少なくとも１つ以上の商業的
タグ集合に対する情報を自身のシステムまたは他のコンテンツ配布者システム１０００－
１、コンテンツ生産者システム１５０００、及びコンテンツ流通者システム１６０００か
ら入手する（入手された商業的タグ集合に関する情報は、上記動画と関連して格納したり
キーワード広告コンテンツの入手に活用できる）。上記商業的タグ集合がある場合、上記
ユーザコンピュータ９０００から上記動画に対する選択情報を入手する場合、上記動画に
関連した商業的タグ情報を入手し、上記ユーザコンピュータ９０００にファイルダウンロ
ードまたはストリーミングなどの方式により上記動画に対する情報を提供したり、上記原
本動画に対する情報を提供しながら上記動画と関連する商業的タグを用いたキーワード広
告コンテンツが上記ユーザのコンピュータに提供されるようにすることができる。即ち、
不法動画が感知される場合、不法動画に対する正当な原本動画を検索し、正当な原本動画
に関する商業的タグ情報を入手し、上記不法動画または正当な原本動画と商業的タグを通
じたキーワード広告コンテンツがユーザコンピュータ９０００に伝達されるようにするこ
とができる。この際、商業的タグがある場合、正当な原本動画に関するデータが上記ユー
ザコンピュータ９０００に提供されることがより一層好ましい。しかしながら、正当な原
本の存在は確認されたが、原本動画の入手が容易でなくて、上記正当な原本動画に対する
著作財産権者または管理権限を有する者に対する事前同意情報があるのような既設定され
た場合に限り、上記不法動画に対するデータをユーザコンピュータ９０００に提供するこ
ともできる。商業的タグの存在も本発明思想を実施すれば、海賊版動画に関しても正当な
原本を生産したコンテンツ生産者システム１５０００または上記正当な原本の流通者は高
い広告収益を得ることができる。これは特に、不法動画に関しても、可能であれば、本発
明の時間従属的商業的タグに基づいた広告方法を実施することが時間独立的商業的タグに
基づいた広告方法より相対的により高い広告収益を上げることができることを意味する。
【０７３１】
  本発明思想では、上記Auditude社とは異なり、不法動画がユーザに提供されても関係な
いが、その理由は正当な原本動画の生成者が高収益キーワード広告コンテンツを通じて充
分な補償を受けることができるためである。勿論、上記正当な原本動画の生成者が上記コ
ンテンツ配布者システム１０００－１に本発明思想の実施により収益を得る代わりに、不
法動画の提供に事前または事後に同意する必要がある。通常的な場合には、正当な原本動
画が提供されることがより妥当であるが、一方、不法動画が原本の代わりに提供されなけ
ればならない場合も排除できない。なぜならば、上記不法動画が上記原本動画と長さなど
で差があるか、上記原本動画を編集したものであることがある（例えば、原本映画のうち
、おもしろい部分のみを選んで集めたもの等）。このような場合、上記コンテンツ配布者
システム１０００－１は、動画が不法動画で、対応する原本動画がある場合、１）不法動
画を提供する、２）原本動画を提供する、３）ユーザコンピュータ９０００に原本動画が
あることをお知らせる、または４）ユーザのコンピュータに不法動画と原本動画との差（
長さ情報等）を知らせて、ユーザの選択を待って、ユーザが選択した動画をユーザコンピ
ュータ９０００に提供するなどを行なうことができる。一方、上記不法動画がｎ個の原本
動画と関連している時、上記コンテンツ配布者システム１０００－１は、上記ｎ個の原本
動画の各々に関し、上記１）乃至４）を実施することができる。この際、不法動画の各領
域が各々特定の原本動画と対応する場合、上記不法動画が再生される時間区間には上記対
応する原本動画に対する商業的タグを活用したキーワード広告コンテンツがユーザコンピ
ュータ９０００に提供されることが好ましい。
【０７３２】
  一方、上記不法動画に関し、原本動画の存在を確認し、上記原本動画と関連のある商業
的タグ集合がないことが検索／調査されれば、この際、通常の広告技法（動画の前、後、
及び中間に広告挿入、動画の最上層レイヤに広告挿入等）を適用することができる。勿論
、上記不法動画に関し、タグ情報がある場合、不法動画に関してもタグ情報を活用したキ
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ーワード広告コンテンツの入手が可能である。
【０７３３】
  本発明思想を実施すれば、コンテンツを無料又は極めて低廉な費用でユーザコンピュー
タ９０００に伝達できるようになるので、不法動画が減る効果がある。したがって、上記
海賊版不法動画に対する本発明思想は、１）コンテンツ生産者システム１５０００がコン
テンツの無料または極めて低廉な費用でコンテンツを配布することに同意しない状態で商
業的タグがある場合（既に不法は犯されて、犯された不法に関してコンテンツ生産者シス
テム１５０００は事後的に広告収益の配分を受ける）、２）２次的著作物または編集著作
物としての不法動画が流通される場合に特に有用である。
【０７３４】
  一方、インターネット上では各種コンテンツに対する無断転載が流行している。無断転
載とは、特定のサイトにあるコンテンツのリンク情報を第３の仮想空間（例えば、自身の
ブログ等）に写して入れることができる。この際、上記コンテンツのリンク情報が、１）
合法的な原本動画の場合、または２）不法動画の場合にも前述した本発明思想が適用でき
る。合法的な原本動画の場合には、合法的な商業的タグを活用すればよい、不法動画の場
合には不法動画に対する本発明思想を準用することができる。
【０７３５】
  メタ情報
  １つの商業的タグまたは商業的タグ集合には、次のようなメタ情報が更に含まれている
ことができ、上記メタ情報はＸＭＬ形式となっていることが好ましい。下記メタ情報は、
時間従属的商業的タグまたは時間独立的商業的タグの全てに適用可能である。
【０７３６】
  第１に、上記商業的タグに対する商業性に関する情報である。上記商業性に関する情報
には、上記１）総露出数／総呼出数、２）総露出数／総呼出数の増感率、３）総広告主数
、４）平均広告単価、５）最高広告単価、６）最低広告単価、７）平均広告主数、８）平
均キーワード広告コンテンツ数、９）平均広告主数の増感率、１０）平均広告単価の増感
率等に関する情報と、上記広告キーワードに関連したキーワード広告コンテンツに関して
計算された１１）露出数、１２）露出対比関連キーワード広告コンテンツに対するクリッ
ク発生率、１３）総クリック数、１４）発生された広告収益、１５）露出数の増感率、１
６）露出対比クリック発生率の増感率、１７）総クリック数の増感率、１８）発生された
広告収益の増感率のような情報であって、上記１）乃至１８）のうちいずれか１つ以上が
、商業的タグ毎に割り当てられていることが好ましい。上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００は、商業的タグまたは商業的タグ候補の転送を受けた時、上記商業的
タグまたは商業的タグ候補に関し、上記１）乃至１８）に関する情報を提供することが好
ましい。
【０７３７】
  第２に、上記商業的タグに対する上記スコア関数値である。スコア関数は、商業的タグ
を生成するシステムで自身のスコア関数式により計算することもできるが、キーワード広
告コンテンツ提供システム３０００でも計算値を提供することができる。
【０７３８】
  第３に、少なくとも１つ以上の判断基準を適用したコンテンツとの関連性の程度である
。上記関連性の程度は、特定のコンテンツに関し、商業的タグを与える者の主観的な判断
を数値化、レベル化、またはカテゴリー化しておいたものである。関連性は、１）内容関
連性、２）商品／サービス関連性などがある。このような関連性情報が重要な理由は、上
記コンテンツ及び商業的タグが流通される時、上記１）乃至１８）の情報は、商業的タグ
それ自体に関するものであり、上記１）乃至１８）は、上記コンテンツとは関係がないも
のである。即ち、いくら商業的タグそれ自体の商業性が高くても、コンテンツと内容関連
性がなければ、その商業的タグが呼び出すキーワード広告コンテンツは上記コンテンツと
は関係ないものになり、このようなキーワード広告コンテンツは単純なバナー広告水準に
過ぎないものであり、クリックのようなユーザの積極的行為が誘導できなくなって、広告
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効果が落ちるようになる。したがって、特定のコンテンツに関し、上記商業的タグを生成
する者は、自身が生成する商業的タグがコンテンツに関し、どれくらい強い関連性を持つ
かに対する情報を格納しておく必要がある。一方、上記キーワード広告対象テキスト生成
モジュールは、上記多数個の時間独立的商業的タグまたは時間従属的商業的タグがある時
、１）乃至１８）と上記関連性情報を考慮して既設定された個数の商業的タグを選別する
ことができる。内容関連性は、上記商業的タグが上記コンテンツの内容とどれくらい強く
関連しているかに対する情報を提供する。上記商品／サービス関連性は、上記商業的タグ
が、商品名、サービス名、企業名、ブランド名等の各種名称の場合、上記名称が上記コン
テンツとどれくらい強い連関性を持っているかに対する情報である。例えば、特定のコン
テンツが、おもしろく楽しめる特定の製品の動画に関するものである場合、商業的タグに
その特定の製品名がある時、その特定の製品名と上記動画の関連性に１００％という関連
性情報を与えることができる。一方、上記特定の製品をよりおもしろく楽しむために必要
な各種アクセサリーがある時、アクセサリー名称を商業的タグにした時、製品関連性情報
に＜選択的（optional＞というカテゴリー情報と、関連性数値に５０％を与えることがで
きる。
【０７３９】
  第４に、特定の１つのコンテンツがある時、少なくとも１つ以上の時間独立的商業的タ
グまたは時間従属的商業的タグに関し、上記タグの属性を与えておくことができる。上記
タグの属性とは、主題、ジャンル、言語、場所、企業、人、ブランド、製品やサービス、
及びログインした動画視聴者の属性情報（成人、職業群、国家、趣味、等）などであるこ
とができる。
【０７４０】
  第５に、上記商業的タグに関し、条件別商業性変動情報を与えておくことができる。商
業性に影響を及ぼす条件には、１）時間帯別、２）日付や期間別、３）ユーザ年齢別、４
）国家別などの情報がある。例えば、特定の商業的タグに関連したキーワード広告コンテ
ンツは、深夜１２時以後でなければクリック率が高くないし、特定の商業的タグに関する
キーワード広告コンテンツはクリスマスシーズンにクリック率が高いとか、特定の商業的
タグに関するキーワード広告コンテンツは男成人がクリックする確率が高いとか、特定の
商業的タグに関するキーワード広告コンテンツは特定の国家でクリックされる可能性が高
いことがある。このような情報が含まれていれば、上記キーワード広告対象テキスト生成
モジュールまたはその他の機能モジュールが最も広告効果が高いことと予想される最適の
商業的タグを選別することに寄与するようになる。
【０７４１】
  第６に、選好情報又は忌避情報が更に含まれていることができる。忌避情報又は選好情
報には、１）年齢、２）宗教、３）特定のブランド（特に、競争社のブランド、例えばナ
イキ運動靴をはいて運動する動画に“ジョギングシューズ”という商業的タグがついてい
る時、上記“ジョギングシューズ”がリボック（REEBOK）を売るためのキーワード広告コ
ンテンツを呼び出すのはぎこちないことである。この際、忌避情報にリボックがある場合
、キーワード広告コンテンツ提供システム３０００がリボックと関連したキーワード広告
コンテンツを入手しないとか、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
などがリボックと関連したキーワード広告コンテンツをフィルタリングできる）、４）特
定の会社などがその例となることができる。
【０７４２】
  第７に、上記メタ情報には、好ましい言語、国家、好ましい端末機の種類、条件（コン
テンツ解像度、ディスプレイされるウインドウのサイズ）、好ましいキーワード広告コン
テンツの種類（テキスト形式、動画包含形式等）のような情報も含まれることができる。
例えば、ユーザコンピュータ９０００が大画面ＩＰＴＶのような場合には、イメージや動
画形式からなるキーワード広告コンテンツを入手してくることが単純なテキスト形式より
広告効果が大きく、携帯電話のような小型ディスプレイ端末機にはテキスト形式がより妥
当である。延いては、複数個の商業的タグがある場合、Ａグループ商業的タグではイメー
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ジや映像を提供することがより効果的な広告露出になることができ、Ｂグループ商業的タ
グではテキスト形式のキーワード広告コンテンツのみがより効果的な広告手段になること
ができる。
【０７４３】
  商業的タグ適用対象
  本発明の商業的タグの適用対象となるコンテンツは、大別して２つある。１つは、動画
や音楽／サウンドマルチメディアのように、コンテンツ自体でコンテンツの再生に時間の
経過が必須な順次的再生概念があるコンテンツである。他の１つは、コンテンツの再生に
時間の経過が必須でない電子ブック、テキストニュース、イメージ、ｐｄｆファイルや文
書のように順次的な再生概念がないコンテンツである。例えば、ｐｄｆ文書は、画面サイ
ズが許諾される限り、１つの画面に多数のページが同時に見えるようにすることができる
。順次的な再生概念があるコンテンツには時間独立的商業的タグと時間従属的商業的タグ
が全て与えられるが、順次的な再生概念がないコンテンツには時間独立的商業的タグのみ
与えられる。例えば、各電子ブックの各ページ毎に少なくとも１つ以上の商業的タグが対
応されていることができるが、多数のページに異なる商業的タグ集合に対応されていても
、その商業的タグに時間関連情報は不要である。
【０７４４】
  上記音楽の再生やディジタルラジオ放送のように、音だけ転送されるコンテンツに関し
ても商業的タグを用いた本発明思想が適用できることは勿論である。この場合、ユーザコ
ンピュータ９０００の画面にはビデオがなかったり、ビデオが固定されたものであるとか
、予約されたもの、プログラムで処理されたもの、またはその他の視覚的に有意味の情報
の提供を予定しないもの（例えば、window media playerで音楽を再生させて、その画面
に出てくる映像のようなもの）であり、端末機のスピーカを通じて音だけ出てくる場合に
も、上記ユーザコンピュータ９０００の画面には本発明の商業的タグに基づいたキーワー
ド広告コンテンツが出てくるようになる。例えば、生放送ラジオ番組でゲスト（guest）
とホスト（host）がアップルアイポッドに対する話をやり取りしており、このようなラジ
オ内容が有無線を通じてユーザコンピュータ９０００へ転送されるとする。この際、ラジ
オ放送局にある商業的タグ生成者は、たとえ生放送であってもラジオ放送中に“アップル
”、“アイポッド”、“アイポッドナノ”のような商業的タグを生成し、ラジオ放送局シ
ステム（本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に該当する）に格
納することができる。この際、上記格納された上記“アップル”、“アイポッド”、“ア
イポッドナノ”などを上記商業的タグにして本発明思想を実行させれば、ユーザコンピュ
ータ９０００に上記商業的タグと関連したキーワード広告コンテンツが露出されるように
することができる。
【０７４５】
  リアルタイム商業的タグ
  以下、放送を中心にして、本発明思想をより詳しく説明する。放送は大別してラジオ放
送とＴＶ放送があり、放送されるコンテンツは生放送と録画放送がある。放送システムは
、本発明のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の一種であると把握すれ
ば、本発明思想が容易に理解できる。ラジオ放送は、音中心の放送であり、本発明のＴＶ
放送はビデオが含まれる放送である。最近、新聞社がニュース記事にイメージと動画とを
一緒に含めるが、このようなフュージョン形態の放送も本発明の放送になることができる
。www.aprica.comのように、１人メディア放送局や、個人が不特定多数（自身の放送シス
テムに接続した）にサウンド及び／又は映像からなるコンテンツを含んだコンテンツを提
供することは放送になることができる。ディジタルネットワーク８０００が発達するにつ
れて、通信と放送の融合の境界が崩れていることも事実である。例えばwww.youtube.com
で提供される映像が放送か通信かに対する論難も放送と通信に対する古典的な境界の崩壊
と関係がある。
【０７４６】
  まず、ラジオ放送システムとＴＶ放送システムから説明する。有無線通信手段を用いて
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放送を提供する本発明の放送システムは、ＩＰＴＶやウェブサイト（www.kbs.co.krは、
その例となる）や、ユーザコンピュータ９０００に設けられる専用放送視聴プログラム（
例えば、ｇｏｍ ＴＶプログラム）、またはユーザコンピュータ９０００に設けられるマ
ルチメディア再生プログラム（例えば、gom player、window media player等）を通じて
ユーザに放送コンテンツを伝達する。この際、本発明思想を適用させれば、ユーザコンピ
ュータ９０００に放送コンテンツが伝えられる時、上記放送コンテンツに関して商業的タ
グに基づいたキーワード広告コンテンツがユーザコンピュータ９０００に露出されるよう
にすることができる。上記放送コンテンツに基づいた商業的タグの生成は、本発明の商業
的タグ集合生成システム１００００を通じて起こることが好ましい。以下、図３１乃至図
３２を参照し、放送サービスシステム１３０００及びこれと関連した商業的タグ集合生成
システム１００００についてより詳しく説明する。
【０７４７】
  図３１は、本発明の放送サービスシステム１３０００に対する一実施形態的な具現例に
関するものである。本発明の放送サービスシステム１３０００は、インターネット上で放
送を提供するサーバである放送サービスサーバ１３１００、商業的タグをメタ情報にして
キーワード広告コンテンツを入手して処理する上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ
６０００を含んでいる。上記放送サービスシステム１３０００は、図３１のように、上記
商業的タグ集合生成システム１００００を内部に存在させていることもできるが、図３２
のように、上記商業的タグ集合生成システム１００００は、上記放送サービスシステム１
３０００の外部に存在することもできる。上記放送サービスサーバ１３１００は、リアル
タイム放送を担当するリアルタイム放送サービスモジュール１３１１０及び／又はＶＯＤ
サービスを遂行するＶＯＤサービスモジュール１３１２０のうち、いずれか１つ以上を更
に含むことができる。この際、上記放送サービスサーバ１３１００は、放送コンテンツＤ
Ｂ１３１３０を更に含むことができる。上記放送コンテンツＤＢ１３１３０は、ＶＯＤサ
ービスモジュール１３１２０がある場合には必須であり、リアルタイム放送サービスモジ
ュール１３１１０しかない場合にも存在することがより好ましい（再放送及びリアルタイ
ム放送物のＶＯＤ化のための場合であれば、必須である）。上記放送サービスシステム１
３０００において、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００が処理するキーワ
ード広告対象テキストは商業的タグとなる。上記内部商業的タグ集合生成システム１００
００の場合には、放送社の関係者または放送社の関係者が指定した者が放送に対する商業
的タグを生成するようになり、外部商業的タグ集合生成システム１００００の場合であれ
ば、上記放送社と連係された少なくとも１つ以上の広告専門家またはその他の第三者が上
記商業的タグ集合生成システム１００００を活用して商業的タグを生成するようになる。
【０７４８】
  本発明の思想の適用対象となる放送は大別して４つがある。第１に、スポーツ実況中継
のようなリアルタイム放送（ラジオ放送は、通常リアルタイム放送である）、第２に、録
画放送や非リアルタイム編集放送物の放送、第３に、既に放送された放送物に対するＶＯ
Ｄ放送及びその他の放送物がある。放送と関連して本発明の商業的タグが生成される時点
は、上記第１の場合にはリアルタイムに生成され、上記第２の場合には、１）放送が進行
される間に生成する方法、及び２）放送が進行される前に予め生成する方法のうち、いず
れか１つ以上を使用して生成できる。上記第３の場合には、上記ＶＯＤは既に一度放送さ
れたものであるので、上記第２の場合に商業的タグが生成されたとすれば、既に生成され
た商業的タグを活用することが好ましくて、生成された商業的タグがなかったり、急に特
定のＶＯＤを要請する者が多い場合のように、特別な場合には、ＶＯＤが提供される最初
の時点または特定の１回の時点、または既設定された時間単位毎の時点、または毎時点毎
に生成することができる。ＶＯＤ単位で１回のみ商業的タグ集合を生成しておけば、同一
のＶＯＤの場合、毎転送時毎に既に生成しておいた商業的タグ集合を活用することができ
る。勿論、時間が相当に経過した場合、広告環境が変更されることがあるので、同一なＶ
ＯＤに関して商業的タグ集合を再生成しておくことができる。
【０７４９】
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  本発明の上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用する者は、リアルタイム放
送、録画放送、または編集物放送のような放送が進行される時、上記放送システムの特定
の放送コンテンツ（通常的に放送業界では放送番組と称する）を視聴覚しながら上記放送
コンテンツに対応する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を生成することができる（例
えば、ＰＤ、ＡＤ、またはその他の放送関係者、協賛社等、１人放送の場合、放送する者
が直接商業的タグ集合を生成することができる）。
【０７５０】
  一方、上記放送が生放送でない録画放送やドラマのように放送開始時刻の以前に編集が
完了された編集放送物であれば、上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用する
者は事前に予め録画された放送を視聴覚しながら上記商業的タグ集合（主として時間従属
的商業的タグ集合が好ましい）を事前に生成しておくことができ、これについては商業的
タグ集合生成システム１００００の説明で十分に記述した。
【０７５１】
  一方、生放送または商業的タグが事前に生成されていない場合には、放送コンテンツの
送出／転送と共に、同時にまたは若干の時間差を置きながら商業的タグが生成されなけれ
ばならない。上記商業的タグ集合生成システム１００００のユーザは、送出／転送される
放送コンテンツを視聴覚しながら、多数個の商業的タグ候補を上記商業的タグ集合生成シ
ステム１００００に入力する。この際、入力された商業的タグ候補は検証過程無しで商業
的タグに確定される方法と商業性を検証した後、商業的タグに確定される方法のうち、い
ずれか１つを通じて商業的タグとなる。商業性の検証については前述したことがある。
【０７５２】
  この際、上記放送物と関連して上記商業的タグ集合が事前に生成された場合であれば（
ＶＯＤ、録画放送／編集放送物の放送で事前に商業的タグ集合が生成されている場合）、
上記商業的タグ集合は、上記ユーザコンピュータ９０００に１回または既設定された単位
（商業的タグ集合内容変更を基準にした単位、露出時間を基準にした単位、または任意に
設定された単位（例えば、１分単位）等）で転送できる。勿論、１回以上の転送の場合、
上記ユーザコンピュータ９０００が既設定された基準に従い要請し、上記放送サービスシ
ステム１３０００が要請に対応して転送する方法が好ましい。上記事前に生成された商業
的タグ集合は、上記放送物と関連して時間従属的商業的タグのように取り扱うことができ
る（勿論、極端な場合であれば、商業的タグ集合を構成する商業的タグに時間情報が含ま
れていないこともあるが、通常、放送は何分単位以上であるので、内容が変更される場合
が多くて変更される放送内容に符合できる時間従属的商業的タグがより好ましい）。した
がって、上記ユーザコンピュータ９０００のキーワード広告制御モジュール６９００また
は上記放送サービスシステム１３０００に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サーバ
６０００のキーワード広告制御モジュール６９００等、本発明のキーワード広告を制御す
るモジュールは、上記商業的タグに関連した時間情報（勿論、映像の場合フレーム（fram
e number）情報であるが、時間情報とフレーム情報とが相互互換可能であることは自明で
ある）を活用して放送物の時間が経過するにつれて、その時間に符合する商業的タグを活
用して本発明の広告方法を実施することが好ましい。特に、ＶＯＤのように、ユーザが任
意に放送区間を選択可能な場合、上記選択可能な区間に対応する時間情報を計算し、上記
時間情報に対応する商業的タグを活用する。例えば、ユーザが任意に選択した区間が初め
を基準に１０分１１秒という時、１０分１１秒に対応する時間従属的商業的タグ集合を探
し出して活用する（例えば、商業的タグ集合＃５が１０分から１２分３０秒までに該当す
ると仮定すれば、商業的タグ集合＃５が１０分１１秒に対応する時間従属的商業的タグ集
合となる）。映画やwww.youtube.comのようなマルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００の動画のうち、時間スクロールが適用される全ての動画（実況中継動画は時間
スクロールできない）には本文段の発明思想が適用できることは自明である。
【０７５３】
  一方、上記放送物と関連して上記商業的タグ集合が放送の経過と共にリアルタイムに生
成される場合であれば（リアルタイム放送、録画放送／編集放送物放送で放送が進行され
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ながら商業的タグ集合が生成されている場合）、上記商業的タグ集合は時間の経過と共に
ｎ個の商業的タグ集合を生成するようになる。この際、リアルタイム生成であるので、特
定の放送時点を基準にその以後に生成される商業的タグ集合を知らなくなる。この場合、
商業的タグ集合の転送と関連して３つの代表的な実施形態がある。
【０７５４】
  第１に、放送サービスシステム１３０００はプッシュ（push）型であって、この形態は
放送サービスシステム１３０００が１つ以上の商業的タグ集合が生成された時、上記商業
的タグ集合が生成され次第、または上記商業的タグ集合を１つ又は複数個に括って上記ユ
ーザコンピュータ９０００に提供する形態である。この形態は上記ユーザコンピュータ９
０００に専用プレイヤー（window media playerやgom player等）が設けられており、上
記専用プレイヤーが上記放送サービスシステム１３０００と連結を維持している場合には
適用が可能である。しかしながら、通常的なウェブ方式では、クライアントが情報を要請
し、情報を受信した後、連結を切ってしまうと、サーバ側からクライアントに連結要請情
報を送ることが通常的に許容されないので、本類型を適用するには技術的な困難性がある
。但し、本類型の場合には、商業的タグ集合の生成時点を知らないユーザコンピュータ９
０００とは異なり、商業的タグ集合の生成時点を知っている放送サービスシステム１３０
００側が制御をするようになるので、商業的タグ集合の転送制御が簡単になる長所がある
。
【０７５５】
  第２に、ユーザコンピュータ９０００はプル（pull）プッシュ型であって、この形態は
ユーザコンピュータ９０００が既設定された基準毎に商業的タグ集合の転送と関連して上
記放送サービスシステム１３０００に質疑し、放送サービスシステム１３０００が質疑に
応答して新規な商業的タグ集合の転送条件が満たされる場合に、少なくとも１つ以上の商
業的タグ集合を上記ユーザコンピュータ９０００へ転送する形態である。この方式は、通
常的なウェブを通じた放送物提供方式に適合するが、ユーザコンピュータ９０００が頻繁
に放送サービスシステム１３０００に質疑しなければならないという問題がある。この場
合、放送サービスシステム１３０００に過負荷がかかる問題がある。例えば、上記ユーザ
コンピュータ９０００は毎３０秒単位で放送サービスシステム１３０００に質疑し、放送
サービスシステム１３０００は、その度に応答する方式である。上記放送サービスシステ
ム１３０００は、新しく転送する商業的タグ集合がない場合には、ないという情報を転送
し、この場合、上記ユーザコンピュータ９０００は直前に入手した商業的タグ集合や過去
に入手した商業的タグ集合を活用して本発明の広告思想を実行できるようになる。
【０７５６】
  第３に、ハイブリッド型であって、上記ユーザコンピュータ９０００が既設定された時
間単位または既設定された基準単位で上記放送サービスシステム１３０００に質疑する形
態と、放送サービスシステム１３０００が既設定された時間単位または既設定された基準
単位で質疑を要請する形態（例えば、特定の放送物に関しては３０秒単位、他の放送物に
関しては２分単位等）、または上記放送サービスシステム１３０００が第１商業的タグ集
合を提供しながら次回の商業的タグ集合の要請は１分後にしなさいなどのように、上記放
送サービスシステム１３０００が上記ユーザコンピュータ９０００に商業的タグ集合要請
のための情報を提供する形態などが混合されて活用できる。一方、時間遅延広告モデルを
活用することもできるが、これは意図的に商業的タグ集合でキーワード広告コンテンツを
入手する時点を既設定された時間単位だけ遅らせるものである。新規な商業的タグ集合を
入手する場合、上記商業的タグ集合で本発明の広告思想を実行せず、３０秒や１分のよう
に既設定された時間単位だけ遅らせたり、上記放送サービスシステム１３０００から次回
の商業的タグ集合が入手された場合に、以前に入手された商業的タグ集合で本発明の広告
思想を実行できる。本方法の長所は、放送内容と広告内容に若干の時間差をおくことが場
合において、より高いクリック率のような、より高い広告効果を発生時させることもでき
るためである。
【０７５７】
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  上記放送物と関連して上記商業的タグ集合が放送の経過と共にリアルタイムに生成され
る場合であれば、上記商業的タグ集合には、時間情報が内在されている。勿論、上記放送
物の放送と関連した上記商業的タグ集合を上記ユーザコンピュータ９０００へ転送する時
は、上記商業的タグ集合に時間情報を含めて転送しなくても差し支えないが、時間情報を
含めて転送するとしても特別な場合を除外すれば別の利点もない。しかしながら、上記放
送サービスシステム１３０００の立場では、この場合の放送物でＶＯＤや再放送及びその
他の放送物関連サービス（分割、ハイライト編集及び他のマルチメディアコンテンツサー
ビスシステム１０００にアップロードすること等）などに活用できるようになるので、こ
の場合、生成された商業的タグ集合に時間情報を含めて格納しておくことが有益である。
この場合の商業的タグをリアルタイム商業的タグ（real time CT）と命名できる。
【０７５８】
  上記ユーザコンピュータ９０００に１回または既設定された単位（商業的タグ集合内容
変更を基準にした単位、露出時間を基準にした単位、または任意に設定された単位（例え
ば、１分単位）等）で転送できる。勿論、１回以上の転送の場合、上記ユーザコンピュー
タ９０００が既設定された基準に従い要請し、上記放送サービスシステム１３０００が要
請に対応して転送する方法が好ましい。上記事前に生成された商業的タグ集合は、上記放
送物と関連しては時間従属的商業的タグのように取り扱うことができる（勿論、極端な場
合であれば、商業的タグ集合を構成する商業的タグに時間情報が含まれていないこともあ
るが、通常、放送は何分単位以上になるので、内容が変更される場合が多く、変更される
放送内容に符合できる時間従属的商業的タグがより好ましい）。したがって、上記ユーザ
コンピュータ９０００のキーワード広告制御モジュール６９００、または上記放送サービ
スシステム１３０００に含まれたメタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００のキーワ
ード広告制御モジュール６９００等、本発明のキーワード広告を制御するモジュールは、
上記商業的タグに関連した時間情報（勿論、映像の場合、フレームナンバー（frame numb
er）情報であることもできるが、時間情報とフレーム情報とが相互互換可能であることは
自明である）を活用して、放送物の時間の経過に従いその時間に符合する商業的タグを活
用して本発明の広告方法を実施することが好ましい。特に、ＶＯＤのように、ユーザが任
意に放送区間を選択可能な場合、上記選択可能な区間に対応する時間情報を計算し、上記
時間情報に対応する商業的タグを活用する。例えば、ユーザが任意に選択した区間が初め
を基準に１０分１１秒という時、１０分１１秒に対応する時間従属的商業的タグ集合を探
し出して活用する（例えば、商業的タグ集合＃５が１０分から１２分３０秒までに該当す
ると仮定すれば、商業的タグ集合＃５が１０分１１秒に対応する時間従属的商業的タグ集
合となる）。映画やwww.youtube.comのようなマルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００の動画のうち、時間スクロールが適用される全ての動画（実況中継動画は時間
スクロールできない）には本文段の発明思想が適用できることは自明である。
【０７５９】
  上記放送サービスシステム１３０００は、ウェブにＴＶ放送を提供するウェブＴＶ／イ
ンターネットＴＶ、ＩＰＴＶ、及びウェブ／インターネットでラジオを放送するラジオ放
送を含み、上記放送物が転送プログラムで視聴覚されることと通常的なウェブブラウザで
実施されることも本発明思想に含まれることは当然である。
【０７６０】
  一般的なリアルタイムマルチメディアコンテンツサービスシステム１４０００の場合の
構成及び作動方法は、放送サービスシステム１３０００と同等である。このようなリアル
タイムマルチメディアコンテンツサービスシステム１４０００には、www.aprica.comのよ
うな１人メディア媒体（このようなものを放送と見られない場合にも、このようなものは
少なくともリアルタイムマルチメディアコンテンツサービスシステム１４０００であるこ
とは明らかである）、オンライン新聞社やブログなどでの映像／音声からなるリアルタイ
ムマルチメディアコンテンツ提供、アマチュアが自発的に進行するスポーツや公演などの
実況中継（主として１人で行う）のように、テレビ放送局やラジオ放送局と命名すること
はできないが、リアルタイムにマルチメディアコンテンツをウェブ／インターネットまた
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は有無線方式により上記ユーザコンピュータ９０００に提供するシステムがこれに含まれ
る。
【０７６１】
　１つの商業的タグがある時、上記商業的タグは、１）時間制限無しで使われることがで
き、２）特定の時間帯のみ使われることがある。現在放送に流行商品に対する対談プログ
ラムが進行しているとし、特定の時点にアイポッドが流行しているということに関して対
談しているとする。この際、上記商業的タグ集合生成システム１００００のユーザは、“
アップル”、“アイポッド”、“アイポッドナノ”のような第１次商業的タグを生成し、
上記生成された商業的タグのうち、いずれか１つ以上をキーワード広告対象テキストにし
て、キーワード広告コンテンツをユーザコンピュータ９０００に露出することに使用でき
る。この際、上記商業的タグ集合生成システム１００００のユーザは、“アップル”、“
アイポッド”、“アイポッドナノ”のような第１次商業的タグの活用終了時点の決定が必
要である。例えば、時間が若干経過して、親環境自動車が流行するということに対する対
談が進行されるとする時、上記“アップル”、“アイポッド”、“アイポッドナノ”のよ
うな第１次商業的タグは、現在放送中の内容とは関係がなくなる。したがって、この場合
には、放送内容を視聴覚しながら“プリウス”のような第２次商業的タグが使われる必要
がある。この際、上記第１次商業的タグの活用終了時点は、１）その活用終了時点を上記
商業的タグ集合生成システム１００００のユーザが第２次商業的タグ入力時点に関わらず
選定する方法、２）第２次商業的タグ入力がある場合、自動に第１次商業的タグの活用終
了時点が決まる方法、３）商業的タグ集合生成システム１００００のユーザまたは放送管
理者により強制に終了させる方法、または４）上記１）乃至３）の方法を混用して使用す
る方法などの方法により決まる。上記１）の方法は、ニュースのように放送コンテが精巧
に構成されてあり、コンテの通り放送番組が進行される場合には、特定の内容の放送（例
えば、“アイポッド”に関しては２分３０秒間放送されるという情報がある場合）終了時
点を知れるため、便利でありうる。特に、編集された放送、録画放送の場合には、上記商
業的タグ集合生成システム１００００のユーザや上記放送管理者（ＰＤ、ＡＤ、補助員、
商業的タグ基盤放送広告マネジャー（このような新種職業において本発明思想が実施され
れば生じることができるなど））は、上記第１次商業的タグの有効限界時間を知っている
ので、上記１）の方法はより有用である。上記２）の方法は、第２次商業的タグの入力、
承認、または活用命令がある場合、自動に第１次商業的タグの活用を中止し、上記第２次
商業的タグを活用する方法である。この場合は、生放送に特に有用であり、録画放送乃至
編集放送であっても上記広告専門家（例えば、商業的タグ基盤放送広告マネジャー等）な
どが商業的タグを入力する場合であれば効果的である。上記２）の短所は、第１次商業的
タグは、第２次商業的タグが入力される瞬間に活用が停止するので、第２次商業的タグに
対する予想広告効果が第１次商業的タグに対する予想広告効果より小さければ、リアルタ
イムに変更されるので、元に戻すことが容易でないということである。勿論、元に戻すた
めに、第３次商業的タグを第１次商業的タグと同一に設定すればよいこともある。そして
、キーワード広告コンテンツ表示領域が十分に大きければ、上記第１次商業的タグに関連
したキーワード広告コンテンツ集合と上記第２次商業的タグと関連したキーワード広告コ
ンテンツ集合を同時に露出させることもでき、これは第ｎ次商業的タグと関連したキーワ
ード広告コンテンツ集合に関しても同様である。この場合、上記キーワード広告コンテン
ツ領域が長過ぎれば、キーワード広告コンテンツ領域にスクロールが設定でき、１つの放
送と関連したｎ個の独立したキーワード広告コンテンツ集合を共に見ることができ、放送
が終わった後、または放送中に既に過ぎたキーワード広告コンテンツ集合もスクロールし
て見ることができる。この際、ユーザのスクロールがあっても現在放送内容と関連したキ
ーワード広告コンテンツ集合にはアンカーリング（anchoring）されているので、ユーザ
が現在キーワード広告コンテンツ集合に容易に復帰できるようにすることが好ましい。上
記３）の強制終了方法は、ｉ）キーワード広告コンテンツの個数が少な過ぎたり、ii）公
共性基準や淫乱性基準など、特定の基準を違反するキーワード広告コンテンツが含まれて
いる場合、iii）上記強制終了される商業的タグの商業性が落ちるなどの場合である。上
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記特定商業的タグの活用が強制終了されれば、その直前の商業的タグに基づいたキーワー
ド広告コンテンツがユーザコンピュータ９０００に露出されることが好ましい。
【０７６２】
　ユーザコンピュータ９０００に露出された上記第１次乃至第ｎ次商業的タグと関連した
ｎ個のキーワード広告コンテンツ集合に関し、スクロール方式により全て見せることがで
きるようにすることは、放送だけでなく、特定のマルチメディアコンテンツに関して時間
従属的商業的タグ集合を活用したｎ個のキーワード広告コンテンツ集合に関しても共通的
に活用できる（１つの商業的タグまたは１つの商業的タグ集合に関して１つ以上のキーワ
ード広告コンテンツ集合がユーザコンピュータ９０００に提供できるが、説明の便宜のた
め、１：１の対応のように説明するが、１：ｎを排除するのではない）。これについては
より詳しく説明する。
【０７６３】
　例えば、特定のドラマや特定の映画または長い動画に関して１０個のキーワード広告コ
ンテンツ集合がユーザコンピュータ９０００に提供されたとすれば、上記提供されたｎ個
のキーワード広告コンテンツ集合がスクロールされれば、上記ユーザは自身が以前の時間
帯に見たキーワード広告コンテンツに関心がある場合、そのキーワード広告コンテンツを
探して上がってクリックすることもできる。これは、本発明思想のキーワード広告コンテ
ンツの広告は、上記ユーザが視聴覚したマルチメディアコンテンツと内容的関連性が大き
いため、情報性を有するので、ユーザが以前に自身の端末機に転送されたキーワード広告
コンテンツを探すこともできるためである。一方、上記ｎ個のキーワード広告コンテンツ
集合全体を見たいことがある。この際、上記スクロールが含まれたキーワード広告コンテ
ンツ表示領域には、拡張ボタン又は全体表示ボタンがあり、全体表示ボタンを押さえる場
合、上記ユーザコンピュータ９０００に提供された全てのキーワード広告コンテンツ集合
を見せる機能を提供することもできる。上記全てのキーワード広告コンテンツ集合を見せ
る方法は、１）ユーザコンピュータ９０００にキャッシングして格納しておく方法のよう
にユーザコンピュータ９０００段で処理する方法、２）ユーザコンピュータ９０００の全
体表示要請がある場合、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がユー
ザコンピュータ９０００へ転送された全てのキーワード広告コンテンツを再転送されるよ
うにする方法、３）クッキー（cookie）を活用する方法などが活用できる。勿論、ユーザ
コンピュータ９０００には本機能のためのプログラムが設けられたり、上記マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００から本機能を提供するコードが提供されなければ
ならないことは当然である。例えば、上記１）のためには、ユーザコンピュータ９０００
のキャッシュまたは既設定された空間に転送されたｎ個のキーワード広告コンテンツ集合
が格納されている必要があり、ユーザの全体表示選択がある場合、その格納されたｎ個の
キーワード広告コンテンツ集合をユーザに露出さるようになる。例えば、上記２）のため
には、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００／放送システムは、キー
ワード広告コンテンツの呼び出しに使われたｎ個の商業的タグ集合を知っているので、上
記ｎ個の商業的タグ集合を活用して、ユーザコンピュータ９０００に上記ｎ個の商業的タ
グ集合の各々に対応するｎ個のキーワード広告コンテンツ集合を順次に、または一度に露
出させることもできる。この際、上記全体ｎ個のキーワード広告コンテンツ集合を露出す
る時、ＡＪＡＸ技術を使用すれば、より効果的である。例えば、上記ユーザコンピュータ
９０００で上記全体表示の選択がある場合、上記マルチメディアコンテンツサービスシス
テム１０００は、ｎ個の商業的タグ集合をユーザコンピュータ９０００へ転送し、上記ユ
ーザコンピュータ９０００で第１次商業的タグ集合から順次に第ｎ次商業的タグ集合まで
各々に対するキーワード広告コンテンツ集合を入手して、全体を１つのように見えるよう
にユーザコンピュータ９０００に露出させることができる。勿論、ユーザコンピュータ９
０００には、このような機能を遂行するコード（プログラム）が含まれていなければなら
ない。例えば、上記３）のように、クッキーを活用すれば、クッキーには多様な情報を上
記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が設定する通りに格納できるので
、商業的タグまたは上記キーワード広告コンテンツ集合を格納することもできる。本文段
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で記述した発明思想は、単に商業的タグだけでなく、一般タグ及びマルチメディアコンテ
ンツに含まれたメタ情報を用いた本発明思想に全て適用可能であることは当業者には自明
である。本文段の発明思想は、視聴者がドラマや映画のような相対的に長さが長いマルチ
メディアコンテンツの再生が終わった後、上記マルチメディアコンテンツと関連した全て
の広告を見ようとする時に有用である。特に、ユーザコンピュータ９０００から特定のキ
ーワード広告コンテンツ集合（上記キーワード広告コンテンツ集合に対応する商業的タグ
も露出される場合、特定の商業的タグも対象になることができるは当然である）に対する
ブックマーク（bookmark）または格納選択のような特別なアクションがある場合、上記特
別なアクションを受けたキーワード広告コンテンツ集合のみを全体表示で見せることがで
きる。この場合、特別なアクションを受けたキーワード広告コンテンツ集合（または、上
記キーワード広告コンテンツ集合に対応する商業的タグ）を格納し（格納は、ＩＤのみを
格納することもできる）、上記格納された特別なアクションを受けたキーワード広告コン
テンツ集合のみを露出させることができる。
【０７６４】
　上記放送システムの場合、本発明思想は特に、インターネットにラジオ放送を提供する
放送システムの場合により効果的である。通常的に、放送システムはインターネットでラ
ジオ放送の視聴のための特別なプログラムをユーザコンピュータ９０００に設置するよう
にしたり、特別にデザインされたラジオ放送用ウェブページを通じてラジオ放送を提供す
る。ラジオは聴覚媒体であるので、上記プログラムが提供する画面や上記ラジオ放送用ウ
ェブページにはラジオ放送と関連して内容が変動される可変コンテンツが足りなくなる。
この場合、上記画面が変化が少ないので、画面に対する注目度が落ちる。この際、ラジオ
放送内容と関連する本発明のｎ個のキーワード広告コンテンツ集合が提供されれば、１）
可変コンテンツであるので、画面に対する注目度が上がり、２）上記キーワード広告コン
テンツにクリックして広告主の広告コンテンツ（広告主のウェブページ／広告主のウェブ
サイトなど、広告主が広告を出すコンテンツ）が開いてもラジオはどうせ聴覚媒体である
ので、広告がマルチメディアコンテンツの利用をあまり妨害しない。即ち、ユーザは聴覚
ではラジオを聞きながら、視覚的には広告主の広告コンテンツを視覚的に探索することが
できる。勿論、ＴＶ放送のように、視覚的媒体の場合には、上記キーワード広告コンテン
ツまたは広告主の広告コンテンツは、視覚的にオーバーラップできるので、上記ユーザが
上記キーワード広告コンテンツにクリックなどをした時は、１）放送画面サイズを縮小す
ること、２）放送で音だけ出てくるようにすること、３）放送をしばらく中断すること（
特に、リアルタイム放送でない場合（リアルタイム放送は空中波の場合のように現在放送
されている放送をいい、現在放送されている放送が生放送でも録画放送でも現在空中波を
通じて転送されていることはリアルタイム放送である。過去に放送されたものを格納した
後、格納されたコンテンツをＩＰＴＶなどで放送する場合はこれに該当する）などの措置
をすることができる。
【０７６５】
　また、ディジタルラジオ放送（携帯電話、ディジタルラジオ機構、ナビゲーション、Ｐ
ＭＰのようなデバイスでディジタルでできたオーディオとビデオ放送を聴取する場合）を
聴取する場合、上記デバイスには画面がある場合が多いので、上記画面には本発明の商業
的タグに関連したキーワード広告コンテンツが提供されることができる。このために、本
発明思想を実行するためのプログラムが上記デバイスに設置されなければならず、上記デ
バイスは、ネットワーク８０００に接続できなければならない。これについてより詳しく
説明する。ディジタルラジオ放送を提供する放送システムは、オーディオ信号だけでなく
商業的タグまたは商業的タグに基づいたキーワード広告コンテンツを上記デバイスへ転送
することができる。上記商業的タグまたは上記キーワード広告コンテンツは、付加データ
サービス方式により転送できる。上記デバイスは、上記転送される商業的タグを活用して
、キーワード広告コンテンツを呼び出すことができ、上記キーワード広告コンテンツ及び
上記キーワード広告コンテンツにクリックなどをした場合の広告主の広告コンテンツをデ
ィスプレイすることができる。
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【０７６６】
　一方、本発明の商業的タグは、電子ブックや配布用に作られたコンテンツに適用できる
。これについて詳しく説明する。上記電子ブック（e-book、e-magazine、ｐｄｆでできた
本や文書など、ｄｏｃ／ｐｐｔなどのページ概念があるファイルなどを含む）は、本など
を電子的メディアで作ったものであって、通常的にページ概念が含まれている。したがっ
て、上記商業的タグ集合は、ページ単位またはｎ個のページ単位（本の場合、ｎ個のペー
ジが括られて１つの篇／章／節などになり、その他のページ単位で括って概念的／物理的
に仕分けられる本の仕分け単位になることができる）、または１つのページ内での少なく
とも１つ以上の文段単位で生成できる。文段単位が必要な理由は、上記電子ブックの画面
が特定の文段が露出される画面の中心にいたり、特定の文段に留まる時間が既設定された
時間以上の場合、その文段と関連した商業的タグがある場合、上記商業的タグを活用して
、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを上記電子ブックのキーワード広告コ
ンテンツ表示領域に表示されるようにする必要があるためである。通常的にページ単位ま
たは主題やセクション単位、チャップター（chapter）単位のように、電子ブックのコン
テンツを構成する構成単位を考慮して各単位または各単位を括った束単位に少なくとも１
つ以上の商業的タグ集合を生成させて格納しておくことができる。勿論、商業的タグ集合
が対応されない単位または束単位があることができることは当然である。この際、上記電
子ブックが特別なデバイス（例えば、アマゾンのキンドル、厳格に話せば上記電子ブック
に含まれたコンテンツを再生させることができるプログラムが設けられているデバイス）
のみで駆動されるものであれば、上記デバイスは上記電子ブックデータで商業的タグを入
手する機能、及び上記商業的タグを通じてキーワード広告コンテンツを入手する機能、及
び上記キーワード広告コンテンツにクリックなどをした時、広告主の広告コンテンツに接
続する機能など、本発明思想を実施するためのユーザコンピュータ９０００としての機能
を備えていなければならない。勿論、上記電子ブックがネットワーク８０００に接続可能
な通常的なユーザコンピュータ９０００で駆動するブラウザや汎用的に利用可能なプログ
ラム（pdf viewer等）で駆動できるものである場合は、上記電子ブックコンテンツをイン
ターネット上で提供する者のシステムまたは上記プログラムは、上記電子ブックデータで
商業的タグを入手する機能、及び上記商業的タグを通じてキーワード広告コンテンツを入
手する機能、及び上記キーワード広告コンテンツにクリックなどをした時、広告主の広告
コンテンツに接続する機能を提供する必要がある。勿論、上記電子ブックの生産者は、本
発明の商業的タグ集合生成システム１００００を用いて、上記電子ブックのコンテンツの
内容に符合する商業的タグ集合を生成した後、１）上記電子ブックを構成するデータ内に
含めておいたり、２）上記電子ブック生産者のシステム（広義の意味で本発明のマルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００（したがって、マルチメディアコンテンツサ
ービスシステム１０００の機能に対する説明が準用できる）に対応する）に格納しておい
て、上記電子ブックのコンテンツを駆動させる上記プログラムが上記電子ブック生産者の
システムに接続して上記格納された商業的タグ（集合）を入手するようにすることができ
る。勿論、上記２）のためには、上記電子ブックのコンテンツの特定の領域に、上記電子
ブック生産者のシステムに格納された商業的タグを呼び出しできる情報が含まれていなけ
ればならない。特に、MS wordのdocファイル等にはオープンドキュメントフォーマットな
どの新たなドキュメントフォーマットが登場しており、上記オープンドキュメントフォー
マットはｘｍｌ形式のデータ構造を含んでいる。したがって、上記ｘｍｌ形式のデータ構
造には商業的タグ（集合）データを効果的に付加できることは勿論である。この際、上記
MS WordやMS Officeなどのプログラムが上記商業的タグデータを認知できればよい。即ち
、上記本発明のメタ情報基盤のキーワード広告制御サーバ６０００は、上記MS WordやMS 
Officeのようなプログラムにも搭載できる。
【０７６７】
　一方、本発明の商業的タグを活用したシンジケーション方法は、ニュースコンテンツに
関しても活用できる。ニュースコンテンツには、１）テキストを必須的に含まれ、２）イ
メージ、３）動画、または４）サウンドが更に含まれていることもある。上記商業的タグ
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集合生成システム１００００のユーザは、上記ニュースコンテンツに関し、少なくとも１
つ以上の商業的タグ集合を生成し、上記ニュースコンテンツと上記商業的タグとを連係し
て格納し、上記商業的タグ集合が連係された上記ニュースコンテンツを本発明のコンテン
ツシンジケーションの対象となるコンテンツにすることができる。この際、上記テキスト
からなるニュースコンテンツに関し、上記商業的タグ集合生成のための前処理を説明する
。上記商業的タグ集合生成システム１００００のユーザは、上記テキストからなるニュー
スコンテンツで商品サービス名称ＤＢ、広告キーワードＤＢ、またはブランドＤＢを通過
させて多数個の商品名称、サービス名称、広告キーワード、またはブランド名を抽出し、
上記抽出された商業的タグ候補に関して商業性を検証する。全ての商業的タグに関しても
同様であるが、上記商業性が検証された商業的タグは商業性検証情報と共に格納できる。
【０７６８】
　一方、本発明の商業的タグを活用したシンジケーション方法は、記事コンテンツに関し
ても活用できる。記事コンテンツには、１）テキストを必須的に含まれ、２）イメージ、
３）動画、または４）サウンドが更に含まれていることもある。上記商業的タグ集合生成
システム１００００のユーザは、上記記事コンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業
的タグ集合を生成し、上記記事コンテンツと上記商業的タグとを連係して格納し、上記商
業的タグ集合が関連された上記記事コンテンツを本発明のコンテンツシンジケーションの
対象となるコンテンツとすることができる。この際、上記テキストからなる記事コンテン
ツに関し、上記商業的タグ集合生成のための前処理を説明する。上記商業的タグ集合生成
システム１００００のユーザは、上記テキストからなる記事コンテンツで商品サービス名
称ＤＢ、広告キーワードＤＢ、またはブランドＤＢを通過させて多数個の商品名称、サー
ビス名称、広告キーワード、またはブランド名を抽出し、上記抽出された商業的タグ候補
に関して商業性を検証する。全ての商業的タグに関しても同様であるが、上記商業性が検
証された商業的タグは商業性検証情報と共に格納できる。
【０７６９】
　次に、図６３と図６４を参照し、本発明のディジタル発行物サービスシステム３２００
０について総合的により詳しく説明する。図６４では、上記ディジタル発行物サービスシ
ステム３２０００の一実施形態の構成を示している。上記ディジタル発行物サービスシス
テム３２０００は、ディジタル発行物サービスサーバ３２１００を含む。上記ディジタル
発行物サービスサーバは、ニュース、記事、電子ブック、文書、及びその他のディジタル
発行物サービス機能を提供するディジタル発行物サービスモジュール３２１１０、上記デ
ィジタル発行物コンテンツデータを格納するディジタル発行物コンテンツＤＢ３２１２０
を含んでいる。上記ディジタル発行物サービスモジュール３２１１０には、ニュース発行
物サービスを提供するニュース発行物サービスモジュール３２１１１、新聞記事などの記
事発行物サービスをサービスを提供する記事発行物サービスモジュール３２１１２、電子
ブック発行物サービスを提供する電子ブック発行物サービスモジュール３２１１３、ｐｄ
ｆなどの文書発行物サービスを提供する文書サービスモジュール３２１１４、その他のデ
ィジタル発行物サービスを提供するその他のディジタル発行物サービスモジュール３２１
１５などがある。そして、上記ディジタル発行物コンテンツＤＢ３２１２０には、上記デ
ィジタル発行物に対応して格納された商業的タグ集合データが更に含まれていることがで
きる。勿論、上記商業的タグ集合データは、別途のＤＢ（図示せず）に格納できることは
勿論である。勿論、上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が記事に対するデ
ィジタル発行物サービスのみ遂行する場合であれば、上記ディジタル発行物サービスモジ
ュール３２１１０は、上記記事発行物サービスモジュール３２１１２のみ持っていること
があり、上記ディジタル発行物コンテンツＤＢ３２１２０には、記事コンテンツが中心に
格納されている。これは、他のディジタル発行物に関しても同様であり、１つの上記ディ
ジタル発行物サービスシステム３２０００は、２つ以上のディジタル発行物を取り扱うと
、上記取り扱われるディジタル発行物の種類に対応して上記ディジタル発行物サービスモ
ジュール３２１１０が機能し、上記ディジタル発行物コンテンツＤＢ３２１２０には、そ
の種類に符合するディジタル発行物コンテンツが格納されている。
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【０７７０】
　上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、自身の内部または自身の外部に
存在し、かつ上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００に機能を提供する上記商
業的タグ集合生成システム１００００の機能を、ディジタル発行物コンテンツを管理する
コンテンツ管理者に提供する。上記コンテンツ管理者は、上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００の機能を活用して新聞記事、ニュース、電子ブック、文書などの自身の管理
下にあるコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグ集合（主として時間独立的
商業的タグであるが、自身が管理するコンテンツによって時間従属的商業的タグであるこ
ともある）を生成する。上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、上記生成
された商業的タグ集合を既設定された格納単位に対応して上記コンテンツ管理者別メディ
アコンテンツＤＢ３２１２０に格納する。上記格納単位の一例は、コンテンツ識別子にな
ることができ、上記コンテンツ識別子の例はＵＲＬ又はＵＲＩになることができ、仕分け
可能なウェブページ単位も上記格納単位になることができる。一方、上記ＵＲＬ又はＵＲ
Ｉ、上記仕分け可能なウェブページに多数個のコンテンツ（例えば、動画とイメージ、テ
キストコンテンツ）がある場合、そのコンテンツ単位が格納単位になることができる。上
記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、自身がサービスを提供する多数のユ
ーザ（ログインしたユーザ、ログインしないユーザ等）に上記コンテンツ管理者が管理す
るディジタル発行物に対する接近を許容することができる。勿論、上記コンテンツ管理者
は特定の条件を備えたユーザに限って自身が管理するディジタル発行物コンテンツの全部
または一部に対する接近を許容することができ、上記多数のユーザは自身の接近が許容さ
れたディジタル発行物コンテンツに限って接近できる。
【０７７１】
　上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、上記ユーザが特定のディジタル
発行物コンテンツに対する呼び出し（例えば、上記ユーザのブラウザなどが特定のＵＲＬ
又はＵＲＩ、上記仕分け可能なウェブページを要求したり、特定の電子ブックや文書ファ
イルをオープンする）がある場合、上記呼び出しを受けたディジタル発行物コンテンツを
まるで本発明のマルチメディアコンテンツ（動画）のように取り扱って、上記コンテンツ
に関して格納された上記コンテンツ管理者が生成した商業的タグ集合を用いて、少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して、上記ユーザコンピュータ９０００に
露出させることができる。
【０７７２】
　次に、図６３を参照し本発明の上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００の情
報処理方法についてより詳しく説明する。
【０７７３】
　上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、上記ディジタル発行物サービス
システム３２０００が上記商業的タグ生成システムを使用して生成され、上記ディジタル
発行物コンテンツに対応する少なくとも１つ以上の商業的タグ集合を入手するステップ（
Ｓ２６１）、上記入手された商業的タグ集合を上記ディジタル発行物コンテンツに対応す
るディジタル発行物コンテンツ識別子と対応させて格納するステップ（Ｓ２６２）、及び
上記ユーザコンピュータ９０００に、上記ディジタル発行物コンテンツと上記商業的タグ
集合を使用して直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００を通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツが露
出されるようにするステップ（Ｓ２６３）を実施することができる。
【０７７４】
　上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００は、オンラインでニュースを発行す
るニュース発行物サービス、オンラインで記事を発行する記事発行物サービス、オンライ
ンでディジタル形態の本や雑誌を発行する電子ブック発行物サービス、オンラインでディ
ジタル形態の文書ファイルを発行する文書発行物サービスのうち、いずれか１つ以上を提
供するシステムである。上記ディジタル発行物コンテンツは、ディジタル形式のテキスト
、イメージ、動画、及びサウンドのうち、いずれか１つ以上で構成される。
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【０７７５】
  一方、上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が上記電子ブック発行物サー
ビスを提供するものである場合、上記電子ブック発行物は少なくとも２つ以上の部分電子
ブック発行物で構成され、上記商業的タグ集合は上記電子ブック発行物を構成する部分電
子ブック発行物に対応して生成され、格納されることが好ましい。そして、上記２つ以上
の部分電子ブック発行物は、上記部分電子ブック発行物に対応する商業的タグ集合を持つ
類型と上記部分電子ブック発行物に対応する商業的タグ集合を持たない類型のうち、いず
れか１つの類型のうちのいずれか１つに属するようになる。
【０７７６】
  上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が上記ニュース発行物サービスを提
供するものである場合、上記ニュース発行物は少なくとも２つ以上の単位ニュース発行物
で構成され、上記商業的タグ集合は上記ニュース発行物を構成する単位ニュース発行物に
対応して生成され、格納されることが好ましい。そして、上記２つ以上の単位ニュース発
行物は、上記単位ニュース発行物に対応する商業的タグ集合を持つ類型と上記単位ニュー
ス発行物に対応する商業的タグ集合を持たない類型のうち、いずれか１つの類型に属する
。
【０７７７】
  上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が上記記事発行物サービスを提供す
るものである場合、上記記事発行物は少なくとも２つ以上の単位記事発行物で構成され、
上記商業的タグ集合は上記記事発行物を構成する単位記事発行物に対応して生成され、格
納されることが好ましい。そして、上記２つ以上の単位記事発行物は、上記単位記事発行
物に対応する商業的タグ集合を持つ類型と上記単位記事発行物に対応する商業的タグ集合
を持たない類型のうち、いずれか１つの類型に属する。
【０７７８】
  上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が上記文書発行物サービスを提供す
るものである場合、上記文書発行物は少なくとも２つ以上の文書ページで構成され、上記
商業的タグ集合は上記文書発行物を構成する文書ページに対応して生成され、格納される
ことが好ましい。上記２つ以上の文書ページは、上記文書ページに対応する商業的タグ集
合を持つ類型と上記文書ページに対応する商業的タグ集合を持たない類型のうち、いずれ
か１つの類型に属する。
【０７７９】
  上記キーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれか１つ
以上の提供対象となる上記少なくとも１つ以上のタグは、１）上記ディジタル発行物サー
ビスシステム３２０００を運営または管理する者、または上記ディジタル発行物コンテン
ツを生成する者が直接入力して生成する第１方法、２）上記ディジタル発行物コンテンツ
に関して上記商業的タグ生成システムが上記ディジタル発行物コンテンツに含まれたテキ
スト情報を分析して少なくとも１つ以上のタグを抽出する第２方法、及び３）上記ディジ
タル発行物コンテンツに関して上記商業的タグ生成システムが上記ディジタル発行物コン
テンツを分析して少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記ディジタル発行物サービスシ
ステム３２０００を運営または管理する者、または上記ディジタル発行物を生成する者か
ら選択された第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法を使用して生成されることが好ま
しい。
【０７８０】
  そして、上記ユーザコンピュータ９０００に上記ディジタル発行物コンテンツと上記キ
ーワード広告コンテンツが露出されるようにする方法は、１）上記ディジタル発行物サー
ビスシステム３２０００が上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由し
て上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広
告コンテンツ提供システム３０００から直接または上記第３のシステムを通じて少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手した後、上記ディジタル発行物コンテンツ
と入手された上記キーワード広告コンテンツを一緒に上記ユーザコンピュータ９０００へ
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転送する第１方法、２）上記ディジタル発行物サービスシステム３２０００が上記商業的
タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３
０００からキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザ
コンピュータ９０００へ転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集合を直
接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０
００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接または
上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手し
て上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるようにする第２方法、３）上記ディジタ
ル発行物サービスシステム３２０００が上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上
記ディジタル発行物コンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプロ
グラムを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プログラムが上記デ
ィジタル発行物コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ、及び上記
入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００から直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上の
キーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるよう
にするステップを実施する第３方法、及び４）上記ディジタル発行物サービスシステム３
２０００が上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０
００からキーワード広告コンテンツを入手する機能、及び上記ディジタル発行物コンテン
ツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラムを上記ディジタル発行
物コンテンツに含めて上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プログ
ラムが上記ディジタル発行物コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステッ
プ、及び上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して
上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００から直接または上記第３のシステムを経由して少なくと
も１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露
出されるようにするステップを実施する第４方法のうち、いずれか１つ以上の方法がある
。
【０７８１】
  一方、本発明の商業的タグ集合生成システム１００００を活用する本発明思想は、ブロ
グ、カフェ、コミュニティ、１人放送などのサービスを提供するメディアサービスシステ
ム３１０００に関しても適用される。上記メディアサービスシステム３１０００は、広義
のマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の１つの形態と見ることができ（
したがって、マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の機能に対する説明が
準用できる）、ブログなどの１人メディアサービス、カフェなどのコミュニティサービス
、メールなどのサービスを提供する。通常のポータルシステムは、本発明のメディアサー
ビスシステム３１０００になる。上記ブログやコミュニティなどには、上記ブログやコミ
ュニティのコンテンツを管理する管理者（主人、所有者、または管理者、以下、“コンテ
ンツ管理者”という）がおり、上記コンテンツ管理者は新たなコンテンツをアップロード
したり（文を書いたり、写真などのイメージを載せたり、動画を添付したりする）、自身
のコンテンツに関して編集する等の行為をする。
【０７８２】
  以下、図５４及び図５５を参照し、上記メディアサービスシステム３１０００における
本発明の商業的タグ集合生成システム１００００の活用について説明する。図５４は、上
記メディアサービスシステム３１０００の一実施形態の構成を示している。上記メディア
サービスシステム３１０００は、メディアサービスサーバ３１１００を含む。上記メディ
アサービスサーバは、ブログやコミュニティサービスを提供するメディアサービスモジュ
ール３１１１０、コンテンツ管理者別コンテンツデータを格納するコンテンツ管理者別メ
ディアコンテンツＤＢ３１１２０を含んでいる。上記メディアサービスモジュール３１１
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１０には、ブログサービスを提供するブログサービスモジュール３１１１１、コミュニテ
ィサービスを提供するコミュニティサービスモジュール３１１１２、メールサービスを提
供するメールサービスモジュール３１１１３、カフェサービスを提供するカフェサービス
モジュール３１１１４、ソーシャルネットワーキングサービス、１人放送サービスのよう
なその他のメディアサービスを提供するその他のメディアサービスモジュール３１１１５
などがある。そして、上記コンテンツ管理者別メディアコンテンツＤＢには、上記コンテ
ンツに対応して格納された商業的タグ集合データが更に含まれている。勿論、上記商業的
タグ集合データは、別途のＤＢ（図示せず）に格納できることは勿論である。
【０７８３】
  上記メディアサービスシステム３１０００は、自身の内部または自身の外部に存在し、
かつ上記メディアサービスシステム３１０００に機能を提供する上記商業的タグ集合生成
システム１００００の機能を上記コンテンツ管理者に提供する。上記コンテンツ管理者は
、上記商業的タグ集合生成システム１００００の機能を活用して自身のブログなどの自身
の管理下にあるコンテンツに関し、少なくとも１つ以上の商業的タグ集合（主として時間
独立的商業的タグであるが、自身が管理するコンテンツによって時間従属的商業的タグで
ありうる）を生成する。上記メディアサービスシステム３１０００は、上記生成された商
業的タグ集合を既設定された格納単位に対応して上記コンテンツ管理者別メディアコンテ
ンツＤＢ３１１２０に格納する。上記格納単位の一例はコンテンツ識別子になることがで
き、上記コンテンツ識別子の例はＵＲＬ又はＵＲＩになることができ、仕分け可能なウェ
ブページ単位も上記格納単位になることができる。一方、上記ＵＲＬ又はＵＲＩ、上記仕
分け可能なウェブページに多数個のコンテンツ（例えば、動画、イメージ、テキストコン
テンツ）がある場合、そのコンテンツ単位が格納単位になることができる。上記メディア
サービスシステム３１０００は、自身がサービスを提供する多数のユーザ（ログインした
ユーザ、ログインしないユーザ等）に上記コンテンツ管理者が管理するコンテンツに対す
る接近を許容することができる。勿論、上記コンテンツ管理者は特定の条件を備えたユー
ザに限って自身が管理するコンテンツの全部または一部に対する接近を許容することがで
き、上記多数のユーザは自身の接近が許されたコンテンツに限って接近できる。
【０７８４】
  上記メディアサービスシステム３１０００は、上記ユーザが上記コンテンツ管理者の特
定のコンテンツに対する呼び出し（例えば、上記ユーザのブラウザなどが特定のＵＲＬ又
はＵＲＩ、上記仕分け可能なウェブページを要求する）がある場合、上記呼び出されたコ
ンテンツをまるで本発明のマルチメディアコンテンツ（動画）のように取り扱って、上記
コンテンツに関して格納された上記コンテンツ管理者が生成した商業的タグ集合を用いて
、少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して、上記ユーザに露出させる
ことができる。このようになれば、上記メディアサービスシステム３１０００は、キーワ
ード広告コンテンツの露出に対する広告収益が得られ、上記メディアサービスシステム３
１０００の政策に従い上記コンテンツ管理者にも上記広告収益の一部または全部を提供で
きる。
【０７８５】
  図５５を参照し説明する。上記メディアサービスシステム３１０００は、上記コンテン
ツ管理者から上記商業的タグ生成システムを使用して生成した商業的タグ集合を入手し（
Ｓ１８１）、上記入手された商業的タグ集合をコンテンツ識別子と対応させて上記コンテ
ンツ管理者別メディアコンテンツＤＢ３１１２０に格納し（Ｓ１８２）、上記ユーザのコ
ンピュータから上記コンテンツ識別子乃至上記コンテンツに対する要請／呼び出し情報を
入手すれば（Ｓ１８３）、上記メディアサービスシステム３１０００は、上記コンテンツ
識別子に対応して上記コンテンツ管理者別メディアコンテンツＤＢ３１１２０に格納され
た上記商業的タグ集合を呼び出して（Ｓ１８４）、上記呼び出された商業的タグ集合を用
いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接または間接的に少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手し（Ｓ１８１）、上記ユーザコンピュー
タに上記コンテンツと上記キーワード広告コンテンツを提供する（Ｓ１８５）。
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【０７８６】
  次に、図６２を参照し、本発明のメディアサービスシステムの情報処理方法についてよ
り詳しく説明する。
【０７８７】
  上記メディアサービスシステム３１０００は、上記メディアサービスシステム３１００
０を使用して少なくとも１つ以上のコンテンツを管理するコンテンツ管理者に商業的タグ
生成システムの使用を許容し、上記コンテンツ管理者から上記商業的タグ生成システムを
使用して上記コンテンツ管理者が管理する少なくとも１つ以上のコンテンツに対応する少
なくとも１つ以上の商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ２５１）、上記入手された商
業的タグ集合を上記コンテンツに対応するコンテンツ識別子と対応させて格納するステッ
プ（Ｓ２５２）、上記コンテンツ管理者が管理するコンテンツに対する少なくとも１つ以
上のユーザコンピュータ９０００からの要請情報を入手するステップ（Ｓ２５３）、上記
要請情報を入手したコンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ２
５４）、及び上記ユーザコンピュータ９０００に上記要請情報を入手した上記コンテンツ
と上記商業的タグ集合を使用して直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コ
ンテンツ提供システム３０００を通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広
告コンテンツが露出されるようにするステップ（Ｓ２５５）を実施することができる。
【０７８８】
  上記メディアサービスシステム３１０００は、ブログサービス、コミュニティサービス
、ソーシャルネットワーク８０００サービス、１人放送を含む１人メディアサービスのう
ち、いずれか１つ以上を提供するシステムである。上記コンテンツ管理者は、上記ブログ
サービス、上記カフェサービス、上記コミュニティサービス、上記ソーシャルネットワー
ク８０００サービスを用いて、テキスト、イメージ、動画、及びサウンドのうち、いずれ
か１つ以上で構成されるディジタル形式のコンテンツを生成し管理する者である。
【０７８９】
  一方、上記キーワード広告コンテンツの存在及び上記タグの商業性情報のうち、いずれ
か１つ以上の提供対象となる上記少なくとも１つ以上のタグは、１）上記コンテンツ管理
者が直接入力して生成する第１方法、２）上記コンテンツに関して上記商業的タグ生成シ
ステムが少なくとも１つ以上のタグを抽出する第２方法、及び３）上記コンテンツに関し
て上記商業的タグ生成システムが少なくとも１つ以上のタグを抽出し、上記コンテンツ管
理者から選択された第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法を使用して生成されるもの
である。
【０７９０】
  そして、上記商業的タグ生成システムは、上記タグが複数個ある場合、上記コンテンツ
管理者から上記複数個のタグのうち、いずれか１つ以上に対する選択情報を入手すること
ができるものが好ましい。
【０７９１】
  一方、上記ユーザコンピュータ９０００に上記キーワード広告コンテンツが露出される
ようにする方法は、１）上記メディアサービスシステム３１０００が上記商業的タグ集合
を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム
３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接ま
たは上記第３のシステムを通じて少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手
した後、上記コンテンツと入手された上記キーワード広告コンテンツを一緒に上記ユーザ
コンピュータ９０００へ転送する第１方法、２）上記メディアサービスシステム３１００
０が上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ
提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラ
ムを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業
的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
から直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コン
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テンツを入手して、上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるようにする第２方法、
及び３）上記メディアサービスシステム３１０００が上記商業的タグ集合を用いて上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する
機能及び上記コンテンツに対応する商業的タグ集合を入手する機能を遂行するプログラム
を上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プログラムが上記コンテン
ツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ、及び上記入手された上記商業的タ
グ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から
直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるようにするステップを実施す
る第３方法を通じて具現できる。
【０７９２】
  上記ブログに含まれたコンテンツなどがＲＳＳ等のコンテンツシンジケーション方法な
どにより第三者のユーザコンピュータ９０００へ転送されたり、第三者のアカウントで視
聴覚されるように転送される場合、上記メディアサービスシステム３１０００は、上記転
送されるコンテンツに、１）上記商業的タグ集合を活用したキーワード広告コンテンツを
含めて上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するようにしたり、２）上記商業的タグ集
合及び上記商業的タグ集合を用いてキーワード広告コンテンツを呼び出しできるようにす
る上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の機能を遂行するプログラムを載せ
たり、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の機能を遂行するプログラムを
呼び出しできるコードなどを含めて上記ユーザコンピュータ９０００へ転送できる。
【０７９３】
  次に、上記コンテンツ管理者が生成または管理するコンテンツの特別な例としてメール
を説明する。上記メール作成者は、上記メディアサービスシステム３１０００が提供する
上記商業的タグ集合生成システム１００００を活用して上記メールに商業的タグ集合を対
応させることができる。メールの転送時、上記メディアサービスシステム３１０００は、
１）上記商業的タグ集合を活用したキーワード広告コンテンツを含めてメールを転送した
り、２）上記商業的タグ集合及び上記商業的タグ集合を用いてキーワード広告コンテンツ
を呼び出しできるようにする上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の機能を
遂行するプログラムを載せたり、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の機
能を遂行するプログラムを呼び出しできるコードなどを含めたメールを転送できる。
【０７９４】
  多数個の商業的タグ候補がある時、上記商業的タグ集合生成システム１００００の機能
について説明する。商業的タグ候補毎に対する商業性を計算できることは前述した。この
ようになれば、商業的タグ候補：商業性情報に対するマッピングがなされるようになる。
この際、上記商業的タグ集合生成システム１００００は、上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００ユーザから、上記マッピングとは独立的に全ての商業的タグ候補に関して、
または上記マッピングの結果、商業性が既設定された順位／基準以上になる選別された商
業的タグ候補に関して、上記商業的タグ候補が上記コンテンツの内容とどれくらい関連性
があるかに対する内容関連性点数の入力を受ける。以後、上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００は、内容関連性点数を含んだ上記商業的タグ候補に対する商業性情報を既設
定された数式を活用して計算できるようになる。上記数式の一例は、商業性情報に基づい
た商業性点数＊内容関連性点数、または商業性情報に基づいた商業性点数＾２＊内容関連
性点数になることができる。この際、上記商業性情報に基づいた商業性点数と内容関連性
点数は正規化（normalization）されていることが好ましい。正規化されていないと、両
者を数式で演算した時、歪曲が表れることがある。
【０７９５】
  本発明の商業的タグを用いたコンテンツシンジケーション方法を活用すれば、上記コン
テンツは、無料または極めて低廉な費用で流通されてコンテンツ流通量が増えることがで
きる。この際、上記流通されるコンテンツまたは上記コンテンツに関連した商業的タグ集
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合に対するライセンス情報が含まれていることができる。この際、上記ライセンスの一例
としてＣＣＬ（Creative Common License）になることができる。上記商業的タグ集合に
は、生成者表示、営利目的の使用の可否に対する表示、変更禁止に対する内容が含まれる
ことができる。
【０７９６】
  次に、上記コンテンツ流通者システム１６０００の特別な形態も他のアプリケーション
に動画などのコンテンツを提供する商業的タグ基盤コンテンツ流通プラットフォームシス
テムについて説明する。
【０７９７】
  現在インターネット情報サービスと関連して、ＡＳＰ、ウェブサービス、ＳＯＡのよう
に、多数の他システムのための技術が開発されている。現在グーグルマップなどは、他の
アプリケーションに自身のコンテンツ、サービス、機能、または情報を提供するプラット
フォームに発展している。一方、www.youtube.comも他のアプリケーション（例えば、動
画を再生する特定のmediaplayerなど、例えば、gomplayerやwindow media playerがYoutu
be.comが保有した膨大な動画コンテンツの補給チャンネル－ユーザは、このようなプログ
ラムを用いてwww.youtube.comの動画を視聴覚する）の接続を許容し、上記アプリケーシ
ョンに動画を提供してくれるプラットフォームへの変身を試みている。
【０７９８】
  本発明の商業的タグ基盤コンテンツ流通プラットフォームシステムは、上記１）アプリ
ケーションを１つのコンテンツ配布者システム１０００－１と取り扱い、２）上記商業的
タグは、コンテンツ流通者システム１６０００又はコンテンツ生産者システム１５０００
が生成する方式により運営され、３）上記商業的タグに対する制御権は上記コンテンツ流
通者システム１６０００又はコンテンツ生産者システム１５０００が持つ特徴を有する。
一方、発生した広告収益は、コンテンツ流通者システム１６０００又はコンテンツ生産者
システム１５０００が上記アプリケーション提供者と分けて有することができる。即ち、
上記アプリケーションを通じて、上記ユーザは、少なくとも１つ以上の上記商業的タグ基
盤コンテンツ流通プラットフォームシステムが流通したり格納しているコンテンツを検索
することもでき、上記商業的タグ基盤コンテンツ流通プラットフォームシステムが推薦す
るコンテンツを視聴覚できるようになる。
【０７９９】
  以下、図面を参照しより詳しく説明する。
【０８００】
  図３１及び図３２は、商業的タグを用いた発明思想を放送サービスシステム１３０００
に適用した一実施形態を示す図である。放送コンテンツもマルチメディアコンテンツの１
つの形態であり、リアルタイムブロードカスティング放送もマルチコンテンツ転送の１つ
の方法という側面から、上記放送サービスシステム１３０００は、マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００の特別な１つの形態と取り扱われることが好ましい。特に
、上記放送サービスシステム１３０００がマルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００の特別な形態であることを強調するために、上記放送サービスシステム１３０００
にはリアルタイム放送サービスモジュール１３１１０を更に含んでいることとした。しか
しこのような上記リアルタイム放送サービスモジュール１３１１０が通常的なマルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００から排除されないことは勿論である（例えば、
www.aprica.comのようなマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、リアル
タイム１人放送サービスを提供すれば、このようなサービスも本発明のマルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００の一種となる）。したがって、本説明で特別に言及し
ない事項は前述したマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の説明に準して
本発明思想を理解すればよい。
【０８０１】
  上記放送サービスシステム１３０００は、リアルタイム放送またはＶＯＤ（Video on D
emand）放送を上記ユーザコンピュータ９０００へ転送する。上記ユーザコンピュータ９
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０００とは、ＩＰＴＶを含んだネットワーク８０００と連結可能なディジタルＴＶを含ん
で本発明思想で、ユーザコンピュータ９０００で定義する各種デバイス（個人向けコンピ
ュータ、モバイル端末機等）を含んだ概念である。リアルタイム放送とは、特定の時点を
基準に空中波ＴＶまたはケーブル（有線）ＴＶ等やラジオ等でリアルタイム（on air）に
放送している内容と同等性が認められる放送物をリアルタイム（放送技術、データ変換、
データ転送方式などの技術的問題により若干の時差が発生することを含んだ概念である）
に上記ユーザコンピュータ９０００に提供することをいう。
【０８０２】
  図３１と図３２とには、上記商業的タグ集合生成システム１００００が、物理的に、ま
たは論理的に上記放送サービスシステム１３０００の内部にある（図３１）か、外部（図
３２）にあるかの差があるだけである。以下、リアルタイム放送で本発明思想がどのよう
に適用されるかをより詳しく説明する。
【０８０３】
  リアルタイム放送が進行されるにつれて、上記放送サービスシステム１３０００を運営
する者は、上記商業的タグ集合生成システム１００００を活用して現在放送中の内容に関
して商業的タグ集合を生成することができる。上記生成された商業的タグ集合は、時間情
報を含む時間従属的商業的タグで構成されることが好ましい。なぜならば、通常的に放送
は１～２分で終わらず、相当な時間が１つの取り扱い単位（例えば、ドラマは、通常５０
分以上である）になり、上記１つの取り扱い単位を構成する放送物は時間に従い内容（焦
点、対象、背景、商品、強調点、場所など）が異なる可能性が高く、この場合、時間に従
い内容に合う商業的タグを生成して活用することがその放送物を視聴覚しているユーザに
最適の内容連動型広告コンテンツが提供できるようになる。
【０８０４】
  上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用する者は、上記放送サービスシステ
ム１３０００で現在放送中の内容を見ながら、上記商業的タグ集合生成システム１０００
０を使用して、特定の時間帯（Ｔｉ～Ｔｊ）に使われる商業的タグ集合を生成する。上記
商業的タグ集合の生成は、１）ｎ個の商業的タグ対象候補を上記商業的タグ集合生成シス
テム１００００に入力、２）商業的タグ集合生成システム１００００の商業的タグ対象候
補に対する商業性検証情報提供、３）上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用
する者または上記商業的タグ集合生成システム１００００の上記商業的タグ検証部１１２
１５に内蔵された商業的タグ選定政策（政策の内容は本明細書での商業性検証部分の説明
で説明した通りである）によるｍ個（ｍ＜＝ｎ）の商業的タグを選定する過程を経てなさ
れる。
【０８０５】
  上記商業的タグ集合生成システム１００００は、上記選ばれた商業的タグ集合に時間情
報を付加して格納する。上記ｎ番目の商業的タグ集合に時間情報を付加する方法は、ｎ番
目の商業的タグ集合の選定が完了した時点をＴｎとする時、１）Ｔｎ－１~Ｔｎとする方
法、２）Ｔｎ＋／－既設定された時間とする方法（＋をしてもＴｎ＋１を超えられず、－
をしてもＴｎ－１未満にならないようにダイナミックに調節することは当然である）、３
）Ｔｎとする方法、４）Ｔｎ～Ｔｎ＋１とする方法などがありうる（時間従属的商業的タ
グの生成は、商業的タグと時間情報をマッピングしなければならないので、上記１）乃至
４）は常に活用できる）。
【０８０６】
  上記１）の方法は、後述するリアルタイム放送を録画してＶＯＤでサービスする時、効
果的に活用できるものである。放送を見ながら商業的タグ集合を生成するので、Ｔｎと関
連のある放送の内容単位の開始時点よりＴｎは常に後になるためである。しかしながら、
ＶＯＤの場合には、その内容の開始時点から関連のあるキーワード広告コンテンツを露出
させることができるという長所がある。上記１）の方法を取ってＶＯＤ的効率性から見る
と、上記商業的タグ集合選定確定時点は、Ｔｎと関連のある内容が終わる時点になること
（最大限ゆっくり選定すること）が好ましい。しかしながら、リアルタイム放送の観点で
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は、Ｔｎは上記関連のある内容が始める時点に近いこと（最大限速く選定すること）が好
ましい。したがって、リアルタイム放送では上記２）または４）の方法を、ＶＯＤの観点
では１）の方法を取ることが好ましい。勿論、上記時間情報は、上記時間情報に対応する
商業的タグ集合に関するキーワード広告コンテンツの露出時間と必ず一致するのではない
ことは勿論であり、上記メタ情報基盤のキーワード広告サーバ６０００の上記キーワード
広告制御モジュール６９００は、上記時間情報を参照してキーワード広告コンテンツの露
出を制御できる。即ち、リアルタイム放送の観点で上記４）の方法により商業的タグ集合
が生成された場合、上記リアルタイム放送を録画してＶＯＤなどでサービスをする場合、
実質的に上記１）の方法が適用されるように制御することができる（ＶＯＤになったとい
うことは、上記放送コンテンツの全ての商業的タグ集合が既に決定されているということ
であるので、上記商業的タグ集合の露出／活用時間帯を既設定された時間だけ繰り上げる
とか、遅らせることは自由である）。例えば、特定の商業的タグ集合（Commercial Tag S
et）ＣＴＳｎがＴｎ時点で選定が完了された場合、上記ＣＴＳに対応する時間が上記２）
のモデルになる場合、上記ＣＴＳがキーワード広告コンテンツを呼び出すことに活用され
る時間範囲は、上記２）時間帯前後になることもできる。
【０８０７】
  上記放送サービスシステム１３０００が、上記リアルタイム放送コンテンツ情報と上記
商業的タグ集合生成システム１００００が生成した時間情報が含まれた商業的タグ集合で
時間情報を含んだＶＯＤを生成することは、前述した時間従属的商業的タグを生成する方
法と大同小異である。具体的には、１）字幕に関するｓｍｉファイルのように開始時刻＋
商業的タグ集合＋終了時刻のように生成する方法、２）商業的タグ集合に対するメタ情報
として開始時刻と終了時刻をデータとして持っている方法（この場合、両者のキー値は商
業的タグ集合ＩＤになることができる）などを挙げることができる。勿論、この２つの方
法の他にも上記商業的タグ集合と上記商業的タグ集合と関連した時間情報を格納する電算
的な方法は無数に多い。この際、上記ＶＯＤコンテンツと上記ＶＯＤコンテンツと関連し
た商業的タグ集合を集めておいた商業的タグ集合の集合は互いに１：１に対応できる。
【０８０８】
  次に、図３２に関しついて説明する。図３２では、論理的に、または物理的に上記放送
サービスシステム１３０００の外部に商業的タグ集合生成システム１００００があるので
、上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用する者は、上記放送サービスシステ
ム１３０００から放送コンテンツの転送を受けたり（上記商業的タグ集合生成システム１
００００の内部には放送コンテンツの転送を受けてディスプレイする領域（例、図２８の
図面符号１１２１２）があることが好ましい）、通常の一般使用者（視聴者）のように、
視聴覚しながら上記商業的タグ集合生成システム１００００を使用して商業的タグ集合を
生成できる。生成された商業的タグ集合は、上記放送サービスシステム１３０００へ転送
される。上記放送サービスシステム１３０００は、転送を受けた商業的タグ集合を活用し
て本発明の広告思想を実施することができる。勿論、図３２のような方式でも上記放送サ
ービスシステム１３０００の上記商業的タグ集合に少なくとも１つ以上の許諾された外部
ユーザの接続を許容し、上記外部ユーザが上記放送サービスシステム１３０００に論理的
にまたは物理的に含まれた上記商業的タグ集合生成システム１００００を活用して商業的
タグ集合を生成できることは勿論である。
【０８０９】
  上記放送サービスシステム１３０００において、ＶＯＤサービスモジュール１３１２０
は、ＶＯＤ方式により放送物をユーザコンピュータ９０００へ転送するものであって、上
記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００の上記マルチメディアコンテンツ
転送モジュール１１２０の特殊な（放送用の）１つの形態である。上記ＶＯＤコンテンツ
は、放送コンテンツＤＢ１３１３０に格納されており、これは通常マルチメディアコンテ
ンツサービスシステム１０００の上記マルチメディアコンテンツＤＢの特殊な１つの形態
である。
【０８１０】
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  図３３乃至図３５は、本発明の放送サービスシステム１３０００と関連した情報フロー
チャート、ダイヤグラム又はサービスフローチャートである。１つずつ分けて説明する。
【０８１１】
  上記放送サービスシステム１３０００は、商業的タグ集合生成システム１００００に１
つ以上の放送コンテンツを転送（Ｓ３３－１）し、上記商業的タグ集合生成システム１０
０００は、放送サービスシステム１３０００に商業的タグ集合を転送（Ｓ３３－２）する
。この際、上記ユーザコンピュータ９０００は放送サービスシステム１３０００に接続し
て、放送コンテンツ要請（Ｓ３３－３）するようになれば、上記放送サービスシステム１
３０００は、上記ユーザコンピュータ９０００に要請された放送コンテンツを提供（Ｓ３
３－４）する。この際、上記キーワード広告コンテンツに対する制御を放送サービスシス
テム１３０００がするようになれば、上記放送サービスシステム１３０００は、上記キー
ワード広告コンテンツ提供システム３０００に商業的タグ集合に含まれた商業的タグでキ
ーワード広告コンテンツ要請（Ｓ３３－５）し、上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００から商業的タグ対応キーワード広告コンテンツの転送（Ｓ３３－６）を受け
て、上記ユーザコンピュータ９０００にキーワード広告コンテンツを転送（Ｓ３３－７）
する。
【０８１２】
  一方、上記ユーザコンピュータ９０００には、上記放送サービスシステム１３０００が
転送したキーワード広告制御モジュール６９００が設けられていたり、上記放送サービス
システム１３０００が上記ユーザコンピュータ９０００に提供したウェブページなどにジ
ャバスクリプトなどからなるプログラムがあるので、上記キーワード広告制御モジュール
６９００または上記プログラムが上記キーワード広告コンテンツに対する制御を遂行する
ことが好ましい。リアルタイム放送の場合、上記キーワード広告制御モジュール６９００
または上記プログラムは、既設定された周期で上記放送サービスシステム１３０００に質
疑し、上記Ｔｎと関連した商業的タグ集合ＣＴＳｎがあるか否かを質疑する。上記ユーザ
コンピュータ９０００は、ＶＯＤの場合には一度に全ての商業的タグ集合に対する情報が
あるので、全ての商業的タグ集合を全て転送を受けることができるが、リアルタイム放送
の場合にはどの時点にＣＴＳｎが生成されるかを上記ユーザコンピュータ９０００は分か
らないので、頻繁に放送サービスシステム１３０００に質疑しなければならない。特殊な
場合（専用プログラムで放送コンテンツがプレイされる場合で、専用プログラムと放送サ
ービスシステム１３０００との連結が常時維持されている場合）には、新たなＣＴＳｎが
生成された場合、放送サービスシステム１３０００がユーザコンピュータ９０００にプッ
シュ（push）することもできるが、通常的なウェブ方式では保安などの理由により、上記
ユーザコンピュータ９０００のブラウザがサーバに質疑／接続しない限り、サーバがユー
ザコンピュータ９０００に情報をプッシュ（push）する方法はよく使用しない。上記放送
サービスシステム１３０００は、新たなＣＴＳｎがある場合、これをユーザコンピュータ
９０００へ転送する。図３４及び図３５は、このような過程をよく示している。上記放送
サービスシステム１３０００は、リアルタイム放送コンテンツ及びキーワード広告制御モ
ジュール６９００をユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ（Ｓ１０１）、商業
的タグ集合生成システム１００００から商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ１０２）
、商業的タグ集合をユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ（Ｓ１０３）を経て
上記ユーザコンピュータ９０００に商業的タグ集合を転送できる。一方、上記ユーザコン
ピュータ９０００は、上記放送サービスシステム１３０００からリアルタイム放送コンテ
ンツを入手するステップ（Ｓ１１１）、上記放送サービスシステム１３０００に商業的タ
グ集合要請情報を転送するステップ（Ｓ１１２）、上記放送サービスシステム１３０００
から商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ１１３）、及び商業的タグ集合を活用してキ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手する
ステップ（Ｓ１１４）、及び上記キーワード広告コンテンツを既設定された位置に露出さ
せるステップ（Ｓ１１５）を通じて本発明の広告思想を実行することができる。
【０８１３】
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  図３６乃至図３７は、本発明思想が有無線双方向ネットワークを介してＴＶ放送（放送
映像画面が有り）とラジオ放送（放送映像画面が無し）に関して適用される一実施形態の
構成を示している。図３７のように、ラジオ放送には放送映像はないが、上記商業的タグ
集合生成システム１００００のユーザが商業的タグを生成させておくことができ、上記ウ
ェブ等でラジオ放送を聞くユーザのコンピュータにはラジオ放送用ウェブページや画面が
提供／生成／転送できるので、このようなウェブページや画面の既設定された位置に本発
明思想が適用されるキーワード広告コンテンツを露出させることができる。図３６と図３
７は、各々“レクサス”という商業的タグに関し、２つのキーワード広告コンテンツがキ
ーワード広告コンテンツ表示領域１００に表示されることを示している。放送（例えば、
ドラマ、ニュース放送、ＴＶ／ラジオ放送のうち）“レクサス”と関連した内容が転送さ
れている時、リアルタイムに上記商業的タグ集合生成システム１００００を通じて少なく
とも１つ以上のキーワード広告対象テキスト（例、レクサス、自動車、ＳＵＶ、スポーツ
カー等）を入力し、上記入力されたキーワード広告対象テキストのうち、１つ以上がキー
ワード広告対象テキスト（例、レクサス、スポーツカー）と決定され、上記決定されたキ
ーワード広告対象テキストが商業的タグ（例、レクサス、スポーツカー）または商業的タ
グ集合（例、レクサス、スポーツカー）となって、そのうち、いずれか１つ（例、レクサ
ス）またはその以上がキーワード広告コンテンツを呼び出してくることに使われる。
【０８１４】
  次に、図６１を参照し、上記放送サービスシステム１３０００の情報処理方法について
より詳しく説明する。
【０８１５】
  上記放送サービスシステム１３０００は、上記放送サービスシステム１３０００が上記
商業的タグ生成システムを使用して生成され、上記放送コンテンツに対応する少なくとも
１つ以上の商業的タグ集合を入手するステップ（Ｓ２４１）、上記入手された商業的タグ
集合を上記放送コンテンツに対応する放送コンテンツ識別子と対応させて格納するステッ
プ（Ｓ２４２）、及び上記ユーザコンピュータ９０００に上記放送コンテンツと上記商業
的タグ集合を使用して直接または第３のシステムを経由してキーワード広告コンテンツ提
供システム３０００を通じて呼び出される少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツが露出されるようにするステップ（Ｓ２４３）を実施することができる。
【０８１６】
  上記放送サービスシステム１３０００が提供する放送はリアルタイム放送であり、上記
商業的タグ生成システムを通じて生成される商業的タグ集合は、上記リアルタイム放送中
に生成されるリアルタイム商業的タグ集合であり、上記露出されるキーワード広告コンテ
ンツは、上記リアルタイム放送中に上記ユーザコンピュータ９０００に露出されることが
できる。
【０８１７】
  一方、上記商業的タグ集合の生成は、１）上記放送サービスシステム１３０００を運営
または管理する者、上記リアルタイム放送を進行する者、または上記放送サービスシステ
ム１３０００を運営または管理する者の委託を受けた者が上記商業的タグ生成システムに
直接入力して生成する第１方法、２）上記商業的タグ生成システムが上記放送コンテンツ
に含まれたコンテに含まれたテキスト情報を分析して少なくとも１つ以上のタグを抽出し
、上記放送サービスシステム１３０００を運営または管理する者、上記リアルタイム放送
を進行する者、または上記放送サービスシステム１３０００を運営または管理する者から
選択された第２方法、及び３）２）上記商業的タグ生成システムが上記放送コンテンツに
含まれた音声情報を認識して、上記音声情報に含まれたテキスト情報を分析して少なくと
も１つ以上のタグを抽出し、上記放送サービスシステム１３０００を運営または管理する
者、上記リアルタイム放送を進行する者、または上記放送サービスシステム１３０００を
運営または管理する者から選択された第３方法のうち、いずれか１つ以上の方法を使用し
て生成できる。
【０８１８】
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  そして、上記入手された商業的タグ集合を上記放送コンテンツに対応する放送コンテン
ツ識別子と対応させて格納するステップは、上記商業的タグ集合に対応する時間情報を含
めて格納することができる。
【０８１９】
  一方、上記ユーザコンピュータ９０００に上記放送コンテンツと上記キーワード広告コ
ンテンツが露出されるようにする方法は、１）上記放送サービスシステム１３０００が、
既設定された周期でキーワード広告コンテンツの入手を要請するプログラムを上記ユーザ
コンピュータ９０００へ転送するステップ、上記ユーザコンピュータ９０００で作動する
上記プログラムを通じて既設定された時間周期でキーワード広告コンテンツの転送要請を
入手するステップ、及び上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して
上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００から直接または上記第３のシステムを通じて少なくとも
１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手するステップ、上記入手された上記キーワー
ド広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップを実施する第１
方法、２）上記放送サービスシステム１３０００が、上記商業的タグ集合及び上記商業的
タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広
告コンテンツを入手する機能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータ９０００へ
転送し、上記プログラムが上記転送を受けた商業的タグ集合を直接または上記第３のシス
テムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接または上記第３のシステムを経
由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュー
タ９０００に露出されるようにする第２方法、３）上記放送サービスシステム１３０００
が上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から
キーワード広告コンテンツを入手する機能、及び既設定された周期で上記放送サービスシ
ステム１３０００に上記放送コンテンツに対応する商業的タグ集合を要請して入手する機
能を遂行するプログラムを上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プ
ログラムが上記放送コンテンツに対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ、及び
上記入手された上記商業的タグ集合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キー
ワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００から直接または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以
上のキーワード広告コンテンツを入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出される
ようにするステップを実施する第３方法、及び４）上記放送サービスシステム１３０００
が上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から
キーワード広告コンテンツを入手する機能、及び既設定された周期で上記放送サービスシ
ステム１３０００に上記放送コンテンツに対応する商業的タグ集合を要請して入手する機
能を遂行するプログラムを上記転送される放送コンテンツの最初の転送時に含めて上記ユ
ーザコンピュータ９０００へ転送するステップ、上記プログラムが上記放送コンテンツに
対応する上記商業的タグ集合を入手するステップ、及び上記入手された上記商業的タグ集
合を直接または上記第３のシステムを経由して上記キーワード広告コンテンツ提供システ
ム３０００へ転送した後、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から直接
または上記第３のシステムを経由して少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツを
入手して上記ユーザコンピュータ９０００に露出されるようにするステップを実施する第
４方法のうち、いずれか１つの方法が採択できる。
【０８２０】
  一方、上記第１方法が使われる場合、上記放送サービスがリアルタイム放送の場合、上
記放送サービスシステム１３０００は、上記ユーザコンピュータ９０００から上記キーワ
ード広告コンテンツの転送要請を入手した時点に対応する商業的タグ集合で上記キーワー
ド広告コンテンツを入手するものであり、上記キーワード広告コンテンツの転送要請を入
手した時点に対応する商業的タグ集合は、上記キーワード広告コンテンツの転送要請を入
手した時点の直前に生成された商業的タグ集合であることが好ましい。
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【０８２１】
  そして、上記第２方法が使われる場合、上記放送サービスがリアルタイム放送の場合、
上記商業的タグ集合は上記リアルタイム放送前に生成されたものであり、上記商業的タグ
集合は上記商業的タグ集合を活用してキーワード広告コンテンツの入手に使われる時間帯
情報が更に含まれており、上記プログラムは上記放送コンテンツが再生される現在時点情
報を参照してキーワード広告コンテンツの入手に使われる商業的タグ集合を選択できる機
能を更に含むことが好ましい。
【０８２２】
  そして、上記第３方法及び上記第４方法のうち、いずれか１つの方法が使われる場合、
上記放送サービスがリアルタイム放送の場合、上記放送サービスシステム１３０００は、
上記ユーザコンピュータ９０００から上記商業的タグ集合の転送要請を入手した時点に対
応する商業的タグ集合を上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するものであり、転送さ
れる商業的タグ集合は上記商業的タグ集合の転送要請を入手した時点の直前に生成された
商業的タグ集合であることが好ましい。
【０８２３】
  図３８は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００がユーザコンピュ
ータ９０００に提供して上記ユーザコンピュータ９０００に表れる本発明思想のマルチメ
ディアコンテンツ視聴覚インターフェースの一実施形態を示している。上記マルチメディ
アコンテンツ表示領域３８－１は、マルチメディアコンテンツが表示される領域である。
上記マルチメディアコンテンツがラジオ放送、音楽、サウンドのような聴覚マルチメディ
アの場合は、上記マルチメディアコンテンツ表示領域がなかったり、上記マルチメディア
コンテンツ表示領域３８－１に既設定された少なくとも１つ以上のイメージまたは映像コ
ンテンツが出てくることができる。上記マルチメディアコンテンツ表示領域３８－１の下
部には、上記マルチメディアコンテンツの再生と関連したマルチメディアコンテンツ再生
コントロール領域３８－２、マルチメディアコンテンツ再生時間／区間表示／制御領域３
８－３、音の大きさ制御領域３８－４などがある。上記マルチメディアコンテンツ再生時
間／区間表示／制御領域３８－３には、現在再生されているマルチメディアコンテンツの
位置を表示する再生位置表示手段３８－１１がある。一方、本発明思想の特有な構成には
、商業的タグ表示領域３８－５、商業的タグ集合格納手段３８－６、キーワード広告コン
テンツ表示領域１００、キーワード広告コンテンツ予約手段３８－１０のうち、いずれか
１つ以上が更にありうる。一方、ユーザの便宜のため、商業的タグ活用検索手段３８－７
が更に含まれていることができるが、ユーザがこの手段をクリックすれば、ユーザのコン
ピュータに表示された商業的タグ情報を活用して既設定された検索サービスシステム（例
えば、www.google.com、www.naver.com等）へ転送して、検索結果をユーザコンピュータ
に表示されるようにすることができる。上記商業的タグ表示領域３８－５には少なくとも
１つ以上が商業的タグまたは商業的タグ集合が表示される。図３８は、リフィルインキと
いう商業的タグが表示されていることを示している。図３８では上記商業的タグ集合格納
手段３８－６に格納ボタンがあることを示しており、上記キーワード広告コンテンツ表示
領域１００には例示的に３個のキーワード広告コンテンツがあり、上記キーワード広告コ
ンテンツ予約手段３８－１０に各キーワード広告コンテンツ毎に予約ボタンがあることが
分かる。上記リフィルインキを格納する場合、図３９のようなインターフェースと情報が
出てくることができる。
【０８２４】
  図３９乃至図４３は、ユーザに露出されたり、クリックされたり、ユーザから作用（予
約等）を受けたキーワード広告コンテンツ情報を管理する画面及び方法に関する具現例に
関するものである。
【０８２５】
  マルチメディアコンテンツを視聴覚するユーザが上記本発明思想のキーワード広告コン
テンツに関して作用することは、大別して４つがある。１）視聴覚が終わった後露出され
た商業的タグ（キーワード広告対象テキストを含む。以下、同一である。）及び／又はキ
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ーワード広告コンテンツを見る方法、２）キーワード広告コンテンツを呼び出しできる商
業的タグを格納しておいて、後でその商業的タグでキーワード広告コンテンツを呼び出す
ようにする方法、３）特定のキーワード広告コンテンツ自体を予約しておいて、予約され
たキーワード広告コンテンツを露出させる方法、４）クリックしたキーワード広告コンテ
ンツを見たり、クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連のある商業的タグを
見る方法などがありうる。上記１）乃至４）のために上記マルチメディアコンテンツが転
送される時、キーワード広告コンテンツ及び上記キーワード広告コンテンツに関連した商
業的タグを露出させる必要があり、上記キーワード広告コンテンツ個々に関して予約手段
（予約ボタン等）などを付加する必要があり、これとは関わらず、露出された商業的タグ
の横または周辺に格納手段（格納ボタン等）を付加する必要がある。勿論、ユーザの便宜
のために、商業的タグの横または周辺に検索手段（検索ボタン等）を付加し、ユーザが検
索手段をクリックする場合、既設定された少なくとも１つ以上の検索エンジン（例、www.
google.comまたはwww.naver.com等）に上記商業的タグを転送し、上記ユーザコンピュー
タ９０００に検索結果の提供を受けるようにすることができる。
【０８２６】
  図３９は、ユーザコンピュータ９０００に露出されたり、クリックされたり、ユーザか
ら作用（予約等）を受けたキーワード広告コンテンツ情報を管理する画面の一具現例を示
している。上記画面は、上記ユーザコンピュータ９０００で表示されるものであって、こ
の画面を構成するための情報は、１）上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００で情報を生成する方法、２）上記ユーザコンピュータ９０００に設置または転送さ
れるジャバスクリプトやその他のプログラムで具現される方法、３）上記コンテンツシン
ジケーションシステムで情報を生成する方法、４）上記キーワード広告コンテンツ提供シ
ステム３０００で情報を生成する方法のうち、いずれか１つ以上が使われて生成できる。
上記情報の生成はキーワード広告コンテンツが表示される領域に対する制御権の問題で、
上記１）乃至４）は上記キーワード広告コンテンツに対する制御が各々マルチメディアコ
ンテンツサービスシステム１０００、ユーザコンピュータ９０００、コンテンツ生産者シ
ステム１５０００、及びキーワード広告コンテンツ提供システム３０００でなされること
を考慮したものである。上記制御はキーワード広告コンテンツを呼び出しできる商業的タ
グ及びキーワード広告コンテンツに対する露出、格納、予約、クリックなどのユーザの作
用認識、及びこれらの各々に対する時間情報（勿論、ユーザ別の臨時／永久識別子（ＩＤ
、クッキー情報等）などの情報も含まれることができる）などに関するものである。上記
図３９の画面の制御主体のシステムは、上記放送サービスシステム１３０００またはマル
チメディアコンテンツサービスシステム１０００の場合、図３１乃至図３２の露出キーワ
ード広告管理サーバの露出キーワード広告管理モジュール１３２１０で遂行することがで
きる。上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の露出キーワード広告管理モジュー
ル１３２１０は、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、及び上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００にも包含できることは本文段で説明した通
りであり、上記コンテンツシンジケーションシステムにも包含できる。露出キーワード広
告管理サーバ１３２００は、露出キーワード広告管理モジュール転送モジュール１３２２
０を更に含むことができる。上記露出キーワード広告管理モジュール転送モジュール１３
２２０は、上記ユーザコンピュータ９０００に上記露出キーワード広告管理サーバ１３２
００の露出キーワード広告管理モジュール１３２１０を転送して、上記ユーザコンピュー
タ９０００で露出キーワード広告管理機能を遂行するようにすることができる。これは上
記２）と関連している。
【０８２７】
  次に、図６０を参照し、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の情報処理方法
についてより詳しく説明する。
【０８２８】
  上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、上記ユーザコンピュータ９０００に
少なくとも１つ以上の商業的タグ集合が露出されるようにするステップ、及び少なくとも
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１つ以上のキーワード広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上が露出されるようにする
ステップのうち、いずれか１つ以上のステップを実施するステップ（Ｓ２３１）、上記ユ
ーザコンピュータ９０００に上記商業的タグ集合が露出される場合、上記ユーザコンピュ
ータ９０００に露出された上記商業的タグ集合を格納する商業的タグ集合格納手段が提供
されるようにするステップ、及び上記ユーザコンピュータ９０００に上記キーワード広告
コンテンツが露出される場合、上記ユーザコンピュータ９０００に露出された上記キーワ
ード広告コンテンツを予約して要請時に再度上記予約されたキーワード広告コンテンツを
視聴覚できるようにするキーワード広告コンテンツ予約手段が提供されるようにするステ
ップのうち、いずれか１つ以上のステップを実施するステップ（Ｓ２３２）、上記ユーザ
コンピュータ９０００から上記商業的タグ集合格納手段に対する選択情報を受信し、上記
選択情報を受信した上記商業的タグ集合を格納するステップ、及び上記ユーザコンピュー
タ９０００から上記キーワード広告コンテンツ予約手段に対する選択情報を受信し、上記
選択情報を受信した上記キーワード広告コンテンツを格納するステップのうち、いずれか
１つ以上のステップを実施するステップ（Ｓ２３３）、及び上記ユーザコンピュータ９０
００に上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合、及び上記格納された少なく
とも１つ以上の商業的タグ集合に対応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテン
ツのうち、いずれか１つ以上が露出されるようにするステップ、及び上記ユーザコンピュ
ータ９０００に上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード広告コンテンツが露
出されるようにするステップのうち、いずれか１つ以上のステップを実施するステップ（
Ｓ２３４）を実施できる。
【０８２９】
  真上の文段で説明した上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の情報処理を上記
商業的タグ集合と上記キーワード広告コンテンツ別に分けて説明すれば、次の通りである
。まず、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の上記商業的タグ集合に対する情
報処理を説明する。上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、上記ユーザコンピ
ュータ９０００に少なくとも１つ以上の商業的タグ集合が露出されるようにするステップ
、上記ユーザコンピュータ９０００に上記商業的タグ集合が露出される場合、上記ユーザ
コンピュータ９０００に露出された上記商業的タグ集合を格納する商業的タグ集合格納手
段が提供されるようにするステップ、上記ユーザコンピュータ９０００から上記商業的タ
グ集合格納手段に対する選択情報を受信し、上記選択情報を受信した上記商業的タグ集合
を格納するステップ、及び上記ユーザコンピュータ９０００に上記格納された少なくとも
１つ以上の商業的タグ集合及び上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対
応する少なくとも１つ以上のキーワード広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上が露出
されるようにするステップを実施できる。
【０８３０】
  まず、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の上記キーワード広告コンテンツ
に対する情報処理を説明する。上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、少なく
とも１つ以上のキーワード広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上が露出されるように
するステップ、上記ユーザコンピュータ９０００に上記キーワード広告コンテンツが露出
される場合、上記ユーザコンピュータ９０００に露出された上記キーワード広告コンテン
ツを予約して要請時に再度上記予約されたキーワード広告コンテンツを視聴覚できるよう
にするキーワード広告コンテンツ予約手段が提供されるようにするステップ、上記ユーザ
コンピュータ９０００から上記キーワード広告コンテンツ予約手段に対する選択情報を受
信し、上記選択情報を受信した上記キーワード広告コンテンツを格納するステップ、及び
上記ユーザコンピュータ９０００に上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード
広告コンテンツが露出されるようにするステップを実施できる。
【０８３１】
  上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、（１）上記露出キーワード広告管理
サーバ１３２００を含んだり使用する既設定されたシステムに存在しながら上記各ステッ
プを遂行する第１方法、（２）上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００を含んだり
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使用する既設定されたシステムが上記ユーザコンピュータ９０００に上記露出キーワード
広告管理サーバ１３２００の機能を遂行するプログラムを転送し、上記ユーザコンピュー
タ９０００で駆動されるプログラムが上記システムと連動しながら上記各ステップを遂行
する第２方法のうち、いずれか１つ以上を実施するものである。上記システムは、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００と連動し、上記ユーザコンピュータ９００
０にマルチメディアコンテンツを提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００と連動し、上記マルチメデ
ィアコンテンツの流通を管理するコンテンツシンジケーションシステム２００００、上記
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００と連動し、上記商業的タグ集合を生成す
る商業的タグ集合生成システム１００００、及び上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００のうち、いずれか１つ以上であることができる。
【０８３２】
  一方、上記商業的タグ集合及び上記キーワード広告コンテンツは、上記ユーザコンピュ
ータ９０００に露出されるマルチメディアコンテンツの再生時点及び再生区間のうち、い
ずれか１つ以上に連動して変動されるものである。上記露出キーワード広告管理サーバ１
３２００は、上記選択情報を受信した上記商業的タグ集合を格納するステップ、及び上記
選択情報を受信した上記キーワード広告コンテンツを格納するステップのうち、いずれか
１つ以上のステップを実施する時、上記選択情報を受信する時点に対応する上記マルチメ
ディアコンテンツの再生時点及び再生区間のうち、いずれか１つ以上に対する情報を含ん
で格納することができる。
【０８３３】
  一方、上記ユーザコンピュータ９０００に上記格納された少なくとも１つ以上の商業的
タグ集合及び上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対応するキーワード
広告コンテンツのうち、いずれか１つ以上が露出されるようにするステップ、及び上記ユ
ーザコンピュータ９０００に上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワード広告コ
ンテンツが露出されるようにするステップのうち、いずれか１つ以上のステップが実施さ
れる時、１）上記商業的タグ集合の格納及び上記キーワード広告コンテンツ予約に対する
選択情報を受信する時点に対応する上記マルチメディアコンテンツの画面情報を一緒に上
記ユーザコンピュータ９０００に露出させる第１方法、及び２）上記格納された少なくと
も１つ以上の商業的タグ集合、上記格納された少なくとも１つ以上の商業的タグ集合に対
応するキーワード広告コンテンツ及び上記予約された少なくとも１つ以上の上記キーワー
ド広告コンテンツが上記商業的タグ集合の格納及び上記キーワード広告コンテンツ予約に
対する選択情報を受信する時点順に並べる第２方法のうち、いずれか１つ以上の方法が追
加的に実施されることが好ましい。
【０８３４】
  上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００の情報処理方法の一実施形態の具現例を
図３９に示している。上記図３９に示しているものは、実際の具現時、一部または一部の
組合だけで具現されることができ、これら一部に公知の他の機能を追加して具現すること
もできることは当然である。以下、図３９の画面を中心に説明する。
【０８３５】
  図３９の画面には４個のタブがあるが、各々は上記１）視聴覚が終わった後、全体露出
された商業的タグ及び／又はキーワード広告コンテンツを見る方法、２）キーワード広告
コンテンツを呼び出しできる商業的タグを格納しておいて、後でその商業的タグでキーワ
ード広告コンテンツを呼び出す方法、３）特定のキーワード広告コンテンツ自体を予約し
ておいて、予約されたキーワード広告コンテンツを露出させる方法、４）クリックしたキ
ーワード広告コンテンツを見たり、クリックが発生したキーワード広告コンテンツと関連
のある商業的タグを見る方法に対応するものである。全体キーワード広告コンテンツタブ
３９－１にある内容は上記１）に関連したものであり、格納した商業的タグコンテンツタ
ブ３９－２は上記２）に関するものであって、予約したキーワード広告コンテンツタブ３
９－３は上記３）に関するものであり、クリックしたキーワード広告コンテンツタブ３９
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－４は上記４）に関するものである。本画面には上記１）に関するものが出てきてあるが
、上記２）乃至４）もこの画面の構成とはあまり相違せず、見せる内容だけ異なる。即ち
、上記２）に関する画面には露出された全体商業的タグでないユーザが格納した商業的タ
グに関連したキーワード広告コンテンツのみを露出するものであり、３）の場合にはキー
ワード広告コンテンツうち、ユーザが予約したもののみを露出するものであり（例えば、
特定の商業的タグに対する５個のキーワード広告コンテンツがあり、ユーザがそのうちの
３個のみ予約した場合、その３個のみを露出させてくれる。勿論、この場合、このキーワ
ード広告コンテンツと関連した商業的タグも露出させてくれる必要がある）、４）の場合
にはクリックが発生したキーワード広告コンテンツのみを上記３）の方式により見せてく
れることができる。４）が必要な理由は、ユーザがマルチメディアコンテンツを視聴する
途中に自身が関心があるキーワード広告コンテンツをクリックしたが、そのキーワード広
告コンテンツが連結された広告主の広告コンテンツに対する集中と時間消費（広告効果と
直結する）が少なくなる可能性が大きいためである（ユーザの最大の関心は、マルチメデ
ィアコンテンツに対する視聴覚であるので、マルチメディアコンテンツに戻る可能性が大
きい。これは特に、ディスプレイ画面が小さい場合に一層そうである）。したがって、ユ
ーザが直接的な関心を表示したクリックしたキーワード広告コンテンツは別途に管理する
必要がある。
【０８３６】
  図３９に出てくる画面のメニュータブ領域の下には時間表示手段３９－７とチャネル表
示手段３９－６がありうる。これは特に、上記マルチメディアコンテンツサービスシステ
ム１０００が放送サービスシステム１３０００の場合には一層そうであり、マルチメディ
アコンテンツサービスシステム１０００の中でも多様なチャネルを維持する場合及び／又
は上記図３９画面の制御主体のシステムが数時間帯に亘って（例えば、一日、１週間、ま
たは１年以上）本発明思想に関連した広告方法を実施する場合には、このような時間表示
手段３９－７とチャネル表示手段３９－６とが必要である。このような時間表示手段３９
－７とチャネル表示手段３９－６とは、マルチメディアコンテンツ表示領域３８－１と共
にある時に一層効果を発揮する。例えば、２００９年２月３日夕方７時に放送サービスシ
ステム１３０００Ａのドラマａを視聴覚し、２００９年３月５日夕方９時にマルチメディ
アコンテンツサービスシステムＢでニュースａを視聴覚した場合、上記図３９画面の制御
主体のシステムは、上記時間情報、チャネル情報（Ａ、Ｂ）、及びマルチメディアコンテ
ンツ情報（ａ、ｂ）を管理する。上記マルチメディアコンテンツ情報は、マルチメディア
コンテンツデータファイル自体の場合もあるが、上記マルチメディアコンテンツを呼び出
しできる情報（例、ＵＲＬ、ＵＲＩ、マルチメディアコンテンツＩＤ等）であれば充分で
ある。呼び出して上記マルチメディアコンテンツ表示領域３８－１にディスプレイできる
ためである。上記マルチメディアコンテンツ表示領域３８－１には、停止／開始ボタンや
再生時間／領域表示／制御手段３９－２２、及び／又は区間移動手段及び／又はその他の
マルチメディアコンテンツの再生と制御に関する各種公知の機能手段が付加されているこ
とが好ましい。ユーザによって上記時間とチャネルが決定されれば、上記マルチメディア
コンテンツ表示領域３８－１に表れるべきマルチメディアコンテンツが１つに決まる。図
３９に具現されたものは、１つのマルチメディアコンテンツを仮定したものであるが、本
発明思想では、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は１つのマルチメディアコ
ンテンツを対象とすることもできるが、ｎ個のマルチメディアコンテンツを対象とするこ
ともできる。ｎ個のマルチメディアコンテンツにする場合、図示してはいないが、上記画
面に上位depthの上位ディレクトリを生成し、上記ディレクトリの１つのノード（縦段ノ
ード等）に１つのマルチメディアコンテンツに関する、図３９のような情報を配置するよ
うにすることができる。上記上位ディレクトリを構成する方法には、１）時間単位（ｎ個
の年－ｍ個の月－１つの日）で構成した後、上記時間単位ノードの下にｋ個のマルチメデ
ィアコンテンツを配置（一日夕方にｋ個のマルチメディアコンテンツを視聴覚する）する
方法、２）マルチメディアコンテンツの種類別に配置する方法（ニュース系列、ドラマ系
列、スポーツ系列など、系列別に配置し、各系列には複数個のマルチメディアコンテンツ
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がある方式）、３）ドラマなどの連続性を持つ場合のように特定の主題やカテゴリー別に
多段階ツリー構造で配置し、縦段ノードに複数個のマルチメディアコンテンツを配置する
方法などが活用できる。特定のマルチメディアコンテンツ１つが選択されれば、上記マル
チメディアコンテンツに関しては図３９に示している画面のような情報が提供できる。一
方、特別な場合であるが、複数個のマルチメディアコンテンツに対する商業的タグ集合及
びキーワード広告コンテンツを並べることもでき、このようなものの一例では、今晩にユ
ーザが視聴覚したマルチメディアコンテンツ全体に関連したキーワード広告コンテンツを
提供することができる。
【０８３７】
  上記図３９の画面の制御主体のシステムの露出キーワード広告管理サーバ１３２００は
、上記１）乃至４）に関連したキーワード広告コンテンツ及び／又は商業的タグに関する
情報を提供する。この際、表示オプション手段３９－１１がありうるが、商業的タグのみ
見せてくれるか、キーワード広告コンテンツを含めて見せてくれるかを選択（３９－１３
、３９－１５）するようにすることができる。商業的タグのみ見せてくれる場合、多数の
商業的タグを見せることができるので、空間効率性は良いが、キーワード広告コンテンツ
が直接表れないため、商業的タグに関してキーワード広告コンテンツを呼び出すようにす
るボタン（図示せず）などを提示した後、ユーザがそれをクリックする等の手間をしなけ
ればならないという問題点がある。一方、特定の商業的タグ及び／又は上記商業的タグと
関連したキーワード広告コンテンツが露出される時の関連シーン及び／又は上記関連シー
ンが出た関連時間帯情報が各々関連シーン表示領域３９－１８と関連時間帯情報表示領域
３９－１９に表れることが好ましい（これは時間従属的商業的タグ集合に付加して格納さ
れた時間情報を活用できる）。このような関連シーンが上記関連シーン表示領域３９－１
８に出てくる場合、その関連シーンに上記商業的タグが関連している可能性が高く、ユー
ザは上記関連シーンを見ながら自身が視聴覚したマルチメディアコンテンツの内容やシー
ンを思い出すことができるので、広告効果の向上に寄与し、キーワード広告コンテンツを
クリックする確率が高まる（通常的にキーワード広告コンテンツは、内容と関連性が高い
ほどクリック率が高まる）。一方、関連時間帯情報表示領域３９－１９に上記関連時間帯
情報があるので、上記ユーザは上記マルチメディアコンテンツ画面表示領域３８－１で上
記マルチメディアコンテンツを再度見ることができる（上記再生時間／領域表示／制御手
段３８－１１を通じて時間帯をスクロールしながら、上記関連時間帯近辺へ移動して希望
するマルチメディアコンテンツ画面を見ることができる）。この際、ユーザの便宜性のた
めに、上記関連シーンに関連時間帯情報があるので、上記ユーザが上記関連画面にクリッ
クする場合、自動的にマルチメディアコンテンツの該当画面に上記スクロールを移動させ
ることができるものが好ましい。このために、上記ユーザコンピュータ９０００に表示さ
れる画面にはジャバスクリプトされたプログラムやその他のプログラムがあり、上記プロ
グラムが上記関連画面に含まれているマルチメディアコンテンツ識別子情報と関連時間帯
情報があるので、上記プログラムが上記関連時間帯情報を入手し、上記関連時間帯情報か
ら再生するように再生時点情報を付加して上記マルチメディアコンテンツの再生を命令す
るようにすることができる。このような機能は、ユーザコンピュータ９０００で起こるこ
ともできるが、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００でも遂行することができる
。この場合、上記関連シーンには、１）マルチメディアコンテンツ識別子、２）関連時間
帯情報、３）上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００へのマルチメディアコンテン
ツの再生を要請する情報がなければならず、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２０
０は、上記関連時間帯情報を再生時点情報にして上記マルチメディアコンテンツデータを
上記ユーザコンピュータ９０００へ転送するようにすることができる（直接マルチメディ
アコンテンツ転送またはマルチメディアコンテンツデータを持っているサーバに上記ユー
ザコンピュータ９０００へ転送するように要請できる）。ユーザは上記全体キーワード広
告コンテンツを見せる場合のように、１つの画面に全ての内容を全て表示できない場合に
は、スクロール手段３９－２１を通じてスクロールしながら内容を見ることができる。
【０８３８】
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  そして、ユーザがリフィルインキというタグを格納し、プリンタというタグは格納せず
、プリンタに関する１番目のキーワード広告コンテンツは予約をし、２番目と３番目キー
ワード広告コンテンツをクリックしたと仮定する。この場合には、上記全体キーワード広
告コンテンツタブ３９－１を押さえた場合、図３９のようにリフィルインキとプリンタに
対するキーワード広告コンテンツが全て出てくる。上記格納した商業的タグコンテンツタ
ブ３９－２を選択した場合であれば、上記リフィルインキに関するキーワード広告コンテ
ンツのみ出てくるようになり（プリンタという商業的タグに対する情報は出ない）、上記
予約したキーワード広告コンテンツタブ３９－３を選択した場合、商業的タグプリンタに
関連した予約した１番目のキーワード広告コンテンツのみ表れて、上記クリックしたキー
ワード広告コンテンツタブ３９－４を選択した場合、商業的タグプリンタに関連した予約
した２番目のキーワード広告コンテンツと３番目のキーワード広告コンテンツのみ表れる
。
【０８３９】
  上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、直接または他サーバを経由して、１
）上記ユーザコンピュータ９０００へ転送される商業的タグ、２）上記ユーザコンピュー
タ９０００へ転送されるキーワード広告コンテンツ、３）上記商業的タグ及び／又は上記
キーワード広告コンテンツに対するユーザの格納、予約、及び／又はクリックなどの作用
に関する情報を入手、格納、及び管理する。
【０８４０】
  一方、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、上記ユーザコンピュータ９０
００で商業的タグの格納または上記キーワード広告コンテンツの予約がある場合、図３９
のような格納された商業的タグまたは予約されたキーワード広告コンテンツに対する情報
を上記ユーザのメールアカウントへ転送することもできる。ユーザのメールアカウントに
図３９のような画面を転送することは、特に、上記ユーザコンピュータ９０００がモバイ
ル端末機のような小型ディスプレイを備えたコンピュータであるとか、ＩＰＴＶのような
クリックなどが多少不便な端末機の場合に特に有用である。勿論、上記ユーザは、上記露
出キーワード広告管理サーバ１３２００または上記露出キーワード広告管理サーバ１３２
００を含ませたり、利用したり、連動する既設定されたシステムに上記メールアカウント
を登録しておく必要がある。
【０８４１】
  本発明の上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、上記ユーザコンピュータ９
０００に露出された商業的タグ集合やキーワード広告コンテンツを管理するものであって
、上記露出キーワード広告管理サーバが物理的にまたは機能的／概念的に存在する所は多
様でありうる。上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、例示的に上記ユーザコ
ンピュータ９０００にディジタルコンテンツを提供するディジタルコンテンツサービスシ
ステム、上記コンテンツシンジケーションシステム２００００、上記キーワード広告コン
テンツ提供システム３０００、上記ユーザコンピュータ９０００、及び上記ユーザコンピ
ュータ９０００で駆動される既設定されたプログラムのうち、いずれか１つである。上記
ディジタルコンテンツサービスシステムは、上記ユーザコンピュータ９０００にマルチメ
ディアコンテンツを提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記
ユーザコンピュータ９０００に放送コンテンツを提供する放送サービスシステム１３００
０、上記ユーザコンピュータ９０００にディジタル発行物を提供するディジタル発行物サ
ービスシステム３２０００、及び上記ユーザコンピュータ９０００にメディアサービスを
提供するメディアサービスシステム３１０００のうち、いずれか１つ以上に存在できる。
【０８４２】
  次に、図４０乃至図４３を参照し、より詳しく説明する。
【０８４３】
  図４０は、上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００のユーザキーワード広告コン
テンツまたは商業的タグに対する予約や格納、クリックなどがない場合に関する一実施形
態の情報処理の具現例である。上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００は、上記ユ
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ーザコンピュータ９０００へ転送された全体広告要請情報（全体商業的タグまたは全体キ
ーワード広告コンテンツ）をユーザコンピュータ９０００から入手すれば（Ｓ１３１）、
上記ユーザコンピュータ９０００へ転送した複数個の商業的タグ情報を入手し（Ｓ１３２
）、上記複数個の商業的タグ情報を個別商業的タグ単位でキーワード広告コンテンツ提供
システム３０００へ転送して（Ｓ１３３）、個別商業的タグ単位でキーワード広告コンテ
ンツを入手し（Ｓ１３４）、個別商業的タグ別に入手したキーワード広告コンテンツを組
み合わせてユーザコンピュータ９０００へ転送する（Ｓ１３５）。この際、上記Ｓ１３２
の遂行のために、上記ユーザコンピュータ９０００から上記ユーザコンピュータ９０００
へ転送された全体商業的タグの転送を受ける必要がある（特に、商業的タグが多数個の場
合）。
【０８４４】
  図４１は、上記ユーザコンピュータ９０００に上記露出キーワード広告管理モジュール
１３２１０が設けられている時に関する情報処理の一実施形態に関する図である。上記ユ
ーザコンピュータ９０００に設けられた上記露出キーワード広告管理モジュール１３２１
０がユーザから全体広告要請情報を入手し（Ｓ１４１）、ユーザコンピュータ９０００の
ディスプレイ装置に転送された複数個の商業的タグ情報を入手し（Ｓ１４２）、複数個の
商業的タグ情報を個別商業的タグ単位でキーワード広告コンテンツ提供システム３０００
へ転送し（Ｓ１４３）、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から個別商
業的タグ単位でキーワード広告コンテンツを入手し（Ｓ１４４）、個別商業的タグ別に入
手したキーワード広告コンテンツを組み合わせてユーザコンピュータ９０００のディスプ
レイ装置に提供できる（Ｓ１４５）。この際、上記ユーザコンピュータ９０００に設けら
れた上記露出キーワード広告管理モジュール１３２１０は、上記ユーザコンピュータ９０
００へ転送されたキーワード広告コンテンツを格納しておいて、格納されたキーワード広
告コンテンツを提供することもできるが、格納される時点とユーザが全体キーワード広告
コンテンツを要請する時点との間にキーワード広告コンテンツの変動（広告主の変動、広
告主のキーワード広告コンテンツの変動、キーワード広告コンテンツ内容の変動、キーワ
ード広告コンテンツ露出優先順位の変動などの各種変動）が生じることがあるので、本文
段で説明した方法がより好ましい。勿論、この際、ユーザが全体広告要請ではない、ユー
ザが予約したキーワード広告コンテンツ、クリックしたキーワード広告コンテンツ、格納
された商業的タグ関してのみキーワード広告コンテンツを要請する場合、その各々に反映
して処理することができる。一方、予約したキーワード広告コンテンツやクリックしたキ
ーワード広告コンテンツの場合の情報処理のためには、上記予約したキーワード広告コン
テンツまたはクリックしたキーワード広告コンテンツに対する情報を格納しておくことが
より好ましい。特に、予約の場合とは異なり、クリックしたキーワード広告コンテンツを
また提示し、ユーザがまたクリックするようにする場合、課金がクリック当たりに起こる
ならば、１人のユーザに関し、２回のクリック当たり広告費が支出される問題点があるた
めである。勿論、上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた上記露出キーワード広告
管理モジュール１３２１０は、上記ユーザコンピュータ９０００で起こった各種情報処理
のうち、一部または全部を上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００へ転送すること
も好ましい（特に、クリック発生情報、商業的タグやキーワード広告コンテンツに対する
予約、格納に関する情報などの転送が重要である）。
【０８４５】
  図４２は、キーワード広告コンテンツや商業的タグに対するユーザの選択（予約、格納
、クリック等）情報が発生した場合の上記露出キーワード広告管理サーバ１３２００での
情報処理方法に対する一実施形態を示す図である。上記露出キーワード広告管理サーバ１
３２００は、上記ユーザコンピュータ９０００からキーワード広告対象テキスト／商業的
タグ／キーワード広告コンテンツに対する選択情報を入手して格納し（Ｓ１６１）、上記
ユーザコンピュータ９０００から選択情報を入手したキーワード広告対象テキスト／商業
的タグ／キーワード広告コンテンツに対する表示要請情報を入手し（Ｓ１６２）、個別キ
ーワード広告対象テキスト／商業的タグ単位で上記キーワード広告コンテンツ提供システ
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ム３０００へ転送し（Ｓ１６３）、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００
からキーワード広告コンテンツを入手し（Ｓ１６４）、上記ユーザコンピュータ９０００
に、入手された上記キーワード広告コンテンツを図３９に例示したように、既設定された
配列順序で既設定された様式で提供できる（Ｓ１６５）。
【０８４６】
  図４３は、キーワード広告コンテンツや商業的タグに対するユーザの選択（予約、格納
、クリック等）情報が発生した場合の上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた露出
キーワード広告管理モジュール１３２１０での情報処理方法に対する一実施形態を示す図
である。上記ユーザコンピュータ９０００に設けられた露出キーワード広告管理モジュー
ル１３２１０はキーワード広告対象テキスト／商業的タグ／キーワード広告コンテンツに
対するユーザの選択情報を入手して格納し（Ｓ１７１）、ユーザの選択情報を入手した上
記キーワード広告対象テキスト／商業的タグ／キーワード広告コンテンツに対する表示要
請情報を入手し（Ｓ１７２）、上記個別キーワード広告対象テキスト／商業的タグ単位で
キーワード広告コンテンツ提供システム３０００へ転送し（Ｓ１７３）、上記キーワード
広告コンテンツ提供システム３０００からキーワード広告コンテンツを入手し（Ｓ１７４
）、上記入手されたキーワード広告コンテンツを図３９に例示された通り、既設定された
配列順序で既設定された様式で提供できる（Ｓ１７５）。
【０８４７】
  図４４は、リアルタイム放送に関するものであって、本質的にはリアルタイムに生成さ
れるマルチメディアコンテンツを提供するマルチメディアコンテンツサービスシステム１
０００として、リアルタイム放送コンテンツをユーザコンピュータ９０００に提供する上
記放送サービスシステム１３０００に対する説明に準じ、各々図３１に対応する。一方、
図示してはいないが、上記商業的タグ集合生成システム１００００が上記リアルタイムマ
ルチメディアコンテンツサービスシステム１４０００の外部にある図３２に対応する構成
も可能である。リアルタイム放送の場合、リアルタイムに商業的タグの生成が必要である
。上記リアルタイムマルチメディアコンテンツサービスシステム１４０００の場合、ＤＢ
はリアルタイムマルチメディアコンテンツＤＢ１４１１０となり、リアルタイムマルチメ
ディアコンテンツサービスのための公知の機能を遂行するリアルタイムマルチメディアコ
ンテンツサービスモジュール１４１２０が含まれている。
【０８４８】
  図４５乃至図５３は、本発明のコンテンツシンジケーションシステム及びその方法に関
するものである。
【０８４９】
  図４５は、既存のコンテンツシンジケーション方法に関するものである（本図面では著
作権精算（clearing）と関連した部分は、図面の複雑度のため、表示しておらず、これは
公知の領域であり、本発明思想ではこの公知の領域を排除しない）。太い線で表示される
ものはコンテンツファイルの直接転送に対する流れであり、細い線で表示されるものは位
置情報（ＵＲＬ、ＵＲＩ等）でユーザコンピュータ９０００がコンテンツに接近できるこ
とを示している。上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者シス
テム１６０００、及び／又は上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は
、上記ユーザコンピュータ９０００にコンテンツの位置情報を提供することができ、上記
ユーザコンピュータ９０００は、上記位置情報でコンテンツファイルの転送を受けるよう
になる。一方、各システムは自身に接続したユーザコンピュータ９０００の情報要請をリ
ダイレクト（redirect）することができる。
【０８５０】
  図４６は、本発明のコンテンツシンジケーションモデルに関する一実施形態の構成に関
するものである。本発明のコンテンツシンジケーションモデルは、従来の図４５で説明し
たコンテンツデータの伝達、接続、リダイレクトのような各種データの流れ及び情報処理
のうちの一部または全部を含むことができる。本発明のコンテンツシンジケーションモデ
ルの特徴は、図４５のモデルにキーワード広告コンテンツ提供システム３０００とコンテ
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ンツシンジケーションシステムが更に含まれているということである。上記コンテンツシ
ンジケーションシステムには、少なくとも１つ以上の内部または外部のシステムとの関係
で商業的タグ集合を生成及び／又は管理してくれる商業的タグ集合生成システム１０００
０を更に含むことができる。一方、上記コンテンツシンジケーションシステムは、本発明
のコンテンツシンジケーションを管理するコンテンツシンジケーションサーバを更に含む
ことができる。上記コンテンツシンジケーションシステムに対する細部的な構成は図４７
に示している。
【０８５１】
  一方、上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６
０００、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００、及び上記コンテンツシンジケーションシステムのうち
、いずれか１つ以上は、その内部に上記商業的タグ集合生成システム１００００及び／又
は上記コンテンツシンジケーションサーバを更に含むことができる。即ち、特定のコンテ
ンツに関して上記コンテンツ生産者システム１５０００が中心となって本発明のコンテン
ツシンジケーションを遂行することもでき、この場合、上記コンテンツ生産者システム１
５０００の内部にコンテンツシンジケーションの遂行及び管理のためのコンテンツシンジ
ケーションサーバが更に含まれていることができる。また、上記コンテンツ生産者システ
ム１５０００が商業的タグ集合の生成と管理を遂行すれば、上記コンテンツ生産者システ
ム１５０００の内部に商業的タグ集合生成システム１００００を更に含んでいることもで
きる。一方、上記コンテンツ生産者システム１５０００が上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００を更に含んでいるとしても、上記コンテンツ生産者システム１５０００は、
自身の外部にいる他の商業的タグ集合生成システム１００００を活用することもできる。
一方、特定の他のコンテンツに関しては上記マルチメディアコンテンツサービスシステム
１０００がコンテンツシンジケーションを遂行及び／又は管理することができ、この場合
、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は独自のコンテンツシンジケ
ーションサーバを含んでいる。本発明の図４６の趣旨は、１）どのシステム（ユーザコン
ピュータ９０００を含むことができ、上記ユーザコンピュータ９０００にあるコンテンツ
シンジケーションサーバは、上記ユーザコンピュータ９０００と関連した上記システムの
うち、いずれか１つ以上で上記コンテンツシンジケーションサーバを構成できるプログラ
ムが転送されて構成されたものである）でもコンテンツシンジケーションを遂行及び管理
することができ、したがって、どのシステムでもコンテンツシンジケーションサーバを含
むことができ、２）どれか１つのシステムがコンテンツシンジケーションサーバを含んで
いるとしても、本発明のコンテンツシンジケーションと関連した他のシステムも独自のコ
ンテンツシンジケーションサーバを含むことができ、３）上記１）及び上記２）は、上記
商業的タグ集合生成システム１００００に関しても同様である。勿論、最も簡単なモデル
は、上記コンテンツ生産者システム１５０００、上記コンテンツ流通者システム１６００
０、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００、及び上記キーワード広告
コンテンツ提供システム３０００には商業的タグ集合生成システム１００００とコンテン
ツシンジケーションサーバが含まれておらず、これら各システムが外部のコンテンツシン
ジケーションシステムと接続して本発明思想を実施するものである。上記外部のコンテン
ツシンジケーションシステムには、商業的タグ集合生成システム１００００とコンテンツ
シンジケーションサーバが含まれているので、各々商業的タグ集合の生成／管理機能とコ
ンテンツシンジケーションの遂行／管理機能を遂行する。
【０８５２】
  図４７は、本発明のコンテンツシンジケーションシステムに対する構成の一実施形態を
示す図である。上記コンテンツシンジケーションシステムは、コンテンツシンジケーショ
ンサーバを必須的に含んでおり、商業的タグ集合生成システム１００００またはメタ情報
基盤のキーワード広告サーバ６０００を選択的に更に含むことができ、上記コンテンツシ
ンジケーションと関連したコンテンツシンジケーション対象コンテンツ自体をシンジケー
ション対象コンテンツＤＢ２２３００に更に格納していることができる。上記コンテンツ
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シンジケーションサーバは、コンテンツシンジケーションＤＢ部２１１１００を更に含む
ことができる。上記コンテンツシンジケーションＤＢ部２１１１００には、コンテンツシ
ンジケーションＩＤデータやコンテンツ識別子（ＩＤ、ＵＲＩ、ＵＲＬ、位置情報などの
コンテンツの識別と関連する任意の少なくとも１つ以上の識別手段）を格納しているコン
テンツシンジケーションＩＤ ＤＢ、特定のコンテンツに関連した商業的タグ集合データ
を格納している商業的タグＤＢ２１１２０、及び／又は上記商業的タグの利用に関する特
別な条件がある場合、上記条件に対する情報を含んでいる商業的タグ条件情報ＤＢ２１１
３０が更に含まれることができる。上記コンテンツシンジケーションサーバは、コンテン
ツＩＤをキー値にして上記コンテンツＩＤに対応する少なくとも１つ以上の商業的タグ集
合を格納しておくことができる。この際、特定の商業的タグ集合または上記商業的タグ集
合を構成する商業的タグに関し、言語、時間帯、国家、成人か否か、及びその他の制約な
どに対する特別な条件がある場合、上記条件は上記商業的タグ条件情報ＤＢ２１１３０に
格納されていることができる。上記コンテンツシンジケーションサーバが商業的タグ集合
を外部に提供する時、上記商業的タグ集合に関連する条件情報を充足するか否かを判断し
た後、条件に符合する商業的タグ集合を提供することができる。
【０８５３】
  一方、上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００は、上記商業的タグ集合また
は上記商業的タグ集合を構成する商業的タグに対する各種制御を遂行する。上記コンテン
ツシンジケーション制御部２１２００の商業的タグ集合入手モジュール２１２１０は、上
記コンテンツシンジケーションシステムの内部または外部の商業的タグ集合生成システム
１００００から少なくとも１つ以上のコンテンツに対する少なくとも１つ以上の商業的タ
グ集合を入手して格納する。一方、商業的タグ集合呼び出しモジュール２１２５０は、外
部から商業的タグ集合に対する要請情報がある時、上記要請情報に対応して上記商業的タ
グＤＢ２１１２０に格納された商業的タグ集合を呼び出す機能を遂行し、呼び出された上
記商業的タグ集合は商業的タグ集合提供モジュール２１２３０を通じて外部に提供される
。上記商業的タグＤＢ２１１２０に格納された商業的タグは商業的タグ集合管理モジュー
ル２１２４０により管理される。上記コンテンツシンジケーションシステムは、外部から
コンテンツＩＤなどのコンテンツ識別子を通じた商業的タグ集合の要請情報が入手される
場合、上記商業的タグ集合呼び出しモジュール２１２５０は、上記コンテンツＩＤ／コン
テンツ識別子で上記コンテンツＩＤ ＤＢ２１１１０に照合して自身が含んでいるコンテ
ンツに関する識別子であることを先に照合した後、上記商業的タグ集合呼び出しモジュー
ル２１２５０で上記商業的タグＤＢ２１１２０を照合して少なくとも１つ以上の商業的タ
グ集合を呼び出す。
【０８５４】
  次に、上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００に含まれている商業的タグ集
合結合モジュール２１２２０について説明する。上記商業的タグ集合結合モジュール２１
２２０は、１）コンテンツデータファイル自体と関連商業的タグ集合を結合する機能、２
）上記コンテンツＩＤ／コンテンツ識別子と関連商業的タグ集合を結合する機能のうち、
いずれか１つ以上を遂行する。まず、上記１）と関連して、上記商業的タグ集合結合モジ
ュール２１２２０は、内部に格納しているコンテンツデータファイルに対する関連商業的
タグ集合（上記商業的タグ集合は内部または外部の商業的タグ集合生成システム１０００
０を通じて生成できる）を結合したり、外部から転送されてきたコンテンツデータファイ
ルに関し、関連商業的タグ集合（上記商業的タグ集合は内部または外部の商業的タグ集合
生成システム１００００を通じて生成できる）を結合できる。一方、上記２）と関連して
、上記商業的タグ集合結合モジュール２１２２０は、外部から転送されてくるとか、自身
が格納している上記コンテンツＩＤ／コンテンツ識別子（識別情報を含む）に対応するコ
ンテンツに関連した商業的タグ集合を結合する。上記コンテンツシンジケーションシステ
ムの内部または外部にある上記商業的タグ集合生成システム１００００のユーザは、転送
を受けた上記コンテンツＩＤ／コンテンツ識別子を通じて上記コンテンツシンジケーショ
ンシステムの内部または外部に存在するコンテンツ自体を入手し、上記コンテンツに対応
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する商業的タグ集合を生成する。上記コンテンツシンジケーション制御部２１２００の上
記商業的タグ集合入手モジュール２１２１０は、生成された商業的タグ集合を入手し、上
記コンテンツＩＤ／コンテンツ識別子と上記商業的タグ集合とを結合する。上記結合は両
者を関係付けて格納することを含む概念であり、格納形式及び関係付ける形式は通常の電
算技術で採用できる任意の技術が採用できる。
【０８５５】
  上記コンテンツシンジケーション精算部２１３００は、本発明のコンテンツシンジケー
ション方法及び／又は広告方法の実施と関連して発生した収益要素と費用要素に関し、上
記コンテンツシンジケーションシステムと関連した各種システムの運営者との既設定され
た精算政策に従い精算情報を処理する機能を遂行する。上記精算情報には、各システムの
運営者の各々に対する、１）収益要素量と費用要素量、２）精算と関連した根拠データ（
ログデータ、時間情報、統計、分析データ等）などが含まれることができる。
【０８５６】
  上記コンテンツシンジケーションシステム２００００は、その内部に商業的タグ集合を
管理の対象にする商業的タグ集合管理システム２２０００を更に含むことができる。上記
商業的タグ集合管理システム２２０００には上記商業的タグ集合生成システム１００００
を更に含むことができ、上記商業的タグ集合生成システムを第３のシステムやユーザコン
ピュータ９０００などで機能するように上記第３のシステムまたは上記ユーザコンピュー
タ９０００に配布する商業的タグ集合生成システム配布モジュール２２１００を更に含む
ことができる。
【０８５７】
  図４８乃至図５３は、本発明のコンテンツシンジケーションモデルの例示的な実施形態
に関するものである。
【０８５８】
  図４８は、コンテンツ流通者システム１６０００で、最初に商業的タグ集合がコンテン
ツと結合してマルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ転送される方式に基
づいた本発明のコンテンツシンジケーション方法に対する一実施形態を示す図である。上
記図４８には幾つのモデルが複合されており、これらに関しても各々説明する。まず、上
記コンテンツ生産者システム１５０００が上記コンテンツ流通者システム１６０００にコ
ンテンツデータ転送（Ｓ４８－１）すれば、上記コンテンツ流通者システム１６０００は
、上記コンテンツデータを格納する。そして、上記コンテンツ流通者システム１６０００
は、上記コンテンツデータに関連する商業的タグ集合を入手するために、上記コンテンツ
流通者システム１６０００は上記商業的タグ集合生成システム１００００にコンテンツデ
ータを転送（Ｓ４８－２）し、商業的タグ集合生成システム１００００が上記コンテンツ
流通者システム１６０００に商業的タグ集合を転送（Ｓ４８－３）すれば、上記コンテン
ツ流通者システム１６０００は、転送を受けた商業的タグ集合とコンテンツデータとを結
合した後、結合されたものを上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００へ
転送（Ｓ４８－４）する。この際、上記商業的タグ集合を活用して本発明の広告思想を実
行するモデルについては前述したことがあるが、ここで簡単に繰り返す。まず、１）上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００が上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００に商業的タグを転送（Ｓ４８－５）し、上記キーワード広告コンテン
ツ提供システム３０００が上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に商
業的タグに対応するキーワード広告コンテンツを転送（Ｓ４８－６）し、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００が上記ユーザコンピュータ９０００にコンテン
ツデータ及びキーワード広告コンテンツを転送すれば、上記ユーザコンピュータ９０００
では上記キーワード広告コンテンツが露出されるようになる。２）一方、上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００が上記ユーザコンピュータ９０００に上記キー
ワード広告制御モジュール６９００を転送し、上記キーワード広告制御モジュール６９０
０と共に上記商業的タグ集合を転送したり、上記転送されたキーワード広告制御モジュー
ル６９００が上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００から上記商業的タ
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グ集合を要請して転送を受けることもできる（Ｓ４８－７）。一方、上記キーワード広告
制御モジュール６９００の転送を受けた上記ユーザコンピュータ９０００が上記キーワー
ド広告コンテンツ提供システム３０００に１回または多数回に亘って（時間従属的）商業
的タグを転送（Ｓ４８－８）し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００か
ら上記商業的タグに対応するキーワード広告コンテンツの転送（Ｓ４８－９）を受けて、
上記ユーザコンピュータ９０００のディスプレイに表示することができる。図４８では上
記コンテンツデータと上記商業的タグ集合とが結合されて一緒に転送され、上記商業的タ
グ集合を構成するデータと上記コンテンツデータとは電算的に括って（bound）ある。こ
れは前述したコンテンツシンジケーションのパッケージングモデルの一実施形態と見るこ
とができる。
【０８５９】
  図４９は、本発明のコンテンツシンジケーションの独立ルートモデルの一実施形態を示
している。上記コンテンツ生産者システム１５０００は上記商業的タグ集合生成システム
１００００にコンテンツデータを転送（Ｓ４９－１）し、上記商業的タグ集合生成システ
ム１００００は上記コンテンツデータに対する商業的タグ集合を生成する。上記商業的タ
グ集合生成システム１００００は上記商業的タグ集合を上記コンテンツ生産者システム１
５０００に転送してくれることもできるが、上記コンテンツに対するシンジケーションを
遂行する上記コンテンツシンジケーションシステムに上記コンテンツデータに対する位置
情報またはコンテンツ識別子／コンテンツＩＤと商業的タグ集合を転送（Ｓ４９－２）す
る。この際、上記商業的タグ集合自体が転送されるのでなく、上記商業的タグ集合を呼び
出しできる商業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合識別子／商業的タグ集合ＩＤ
を転送し、上記商業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合識別子／商業的タグ集合
ＩＤを通じて第３のシステムらが上記商業的タグ集合を活用できるようになる。
【０８６０】
  特別な場合、上記コンテンツ生産者システム１５０００は、上記コンテンツシンジケー
ションシステムに上記コンテンツデータを転送することができる。上記コンテンツシンジ
ケーションシステムには、上記コンテンツデータに対する位置情報またはコンテンツ識別
子／コンテンツＩＤと商業的タグ集合が格納されているので、第３のシステムで上記コン
テンツデータに対する位置情報またはコンテンツ識別子／コンテンツＩＤを通じて上記コ
ンテンツシンジケーションシステムに要請するようになれば、上記コンテンツシンジケー
ションシステムは、上記コンテンツデータに対する位置情報またはコンテンツ識別子／コ
ンテンツＩＤに対する商業的タグ集合を上記第３のシステムに転送することができる。特
殊な場合、上記コンテンツシンジケーションシステムが上記要請を受けるようになる場合
、上記商業的タグ集合を用いて上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００から
キーワード広告コンテンツを入手した後、このキーワード広告コンテンツを上記要請した
第３のシステムに転送することができる。
【０８６１】
  一方、上記コンテンツ生産者システム１５０００は、転送を受けた商業的タグ集合（商
業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合識別子／商業的タグ集合ＩＤ、以下、“商
業的タグ集合位置情報”という）とコンテンツデータ（コンテンツＩＤ／コンテンツ識別
子またはコンテンツ位置情報、以下、“コンテンツ位置情報”という）とを結合した後、
結合されたものを上記コンテンツ流通者システム１６０００へ転送（Ｓ４９－３）するこ
ともできる。上記コンテンツ流通者システム１６０００は、上記マルチメディアコンテン
ツサービスシステム１０００に商業的タグ集合（商業的タグ集合の位置情報または商業的
タグ集合識別子／商業的タグ集合ＩＤ）とコンテンツデータ（コンテンツＩＤ／コンテン
ツ識別子、またはコンテンツ位置情報）とが結合されたものを転送（Ｓ４９－４）する。
【０８６２】
  上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記ユーザコンピュータ
９０００に上記キーワード広告制御モジュール６９００を転送（Ｓ４９－５）し、上記商
業的タグ集合（商業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合識別子／商業的タグ集合
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ＩＤ）とコンテンツデータ（コンテンツＩＤ／コンテンツ識別子またはコンテンツ位置情
報）のうち、いずれか１つ以上を転送する。上記ユーザコンピュータ９０００は、商業的
タグ集合の位置情報または商業的タグ集合の識別子／商業的タグ集合ＩＤの転送を受けた
場合、上記転送を受けた商業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合の識別子／商業
的タグ集合ＩＤを用いて上記商業的タグ集合を入手してくることができる。この際、上記
ユーザコンピュータ９０００は、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に
上記商業的タグを転送（Ｓ４９－６）し、キーワード広告コンテンツの転送を受けてくる
こともできる（Ｓ４９－７）。特殊な場合、上記ユーザコンピュータ９０００は、上記キ
ーワード広告コンテンツ提供システム３０００に商業的タグ集合の位置情報または商業的
タグ集合識別子／商業的タグ集合ＩＤを転送し、上記キーワード広告コンテンツ提供シス
テム３０００は、上記商業的タグ集合の位置情報または商業的タグ集合識別子／商業的タ
グ集合ＩＤを用いて上記コンテンツシンジケーションシステムから上記商業的タグ集合を
入手してくることができ、入手した上記商業的タグ集合を用いてキーワード広告コンテン
ツを入手し、上記ユーザコンピュータ９０００に上記キーワード広告コンテンツを転送す
ることができる。
【０８６３】
  上記商業的タグ集合と上記商業的タグ集合位置情報は、ネットワーク８０００を介して
呼び出し／利用できれば、電算的に同等／対等に取り扱われることができる。これは、上
記コンテンツデータと上記コンテンツ位置情報の関係も同様である。コンテンツシンジケ
ーションが多くの種類のシステムと同類であるが、多くの主体のシステムを通じてなされ
る場合、上記コンテンツと上記商業的タグ集合はコンテンツ位置情報と商業的タグ集合位
置情報として流通されることが好ましい。この場合、最も大きい長所は、上記コンテンツ
の流通期間が短期または長期になることに関わらず、上記商業的タグ集合は、上記商業的
タグ集合生成システム１００００または上記コンテンツシンジケーションシステムなど、
１つの主体により管理されるので、上記商業的タグ集合を最新商業的タグに維持（１回の
変動により全ての所で変動された商業的タグ集合を活用できる）することができ、したが
って、最新のキーワード広告コンテンツの入手の保証を受けることができる（広告主は時
間の経過に従い常に変わる）ということである。
【０８６４】
  図５０は、コンテンツシンジケーションシステムがコンテンツ流通者システム１６００
０の役目をすることを中心としたコンテンツシンジケーション方法に関する一実施形態を
示す図である。図５０のモデルは、上記コンテンツシンジケーションシステムがコンテン
ツデータ自体の流通、商業的タグ集合の流通を遂行するので、上記コンテンツシンジケー
ションシステムがコンテンツシンジケーションの中心となるモデルである。より詳しく説
明する。上記コンテンツ生産者システム１５０００は上記商業的タグ集合生成システム１
００００にコンテンツデータを転送（Ｓ５０－１）し、上記商業的タグ集合生成システム
１００００は上記コンテンツ生産者システム１５０００にコンテンツＩＤと商業的タグ集
合を転送（Ｓ５０－２）し、上記コンテンツ生産者システム１５０００は転送を受けた商
業的タグ集合とコンテンツデータ（コンテンツ位置情報）とを結合した後、結合されたも
のを上記コンテンツシンジケーションシステムへ転送（Ｓ５０－３）する。上記コンテン
ツシンジケーションシステムは上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
に商業的タグ集合とコンテンツデータとが結合されたものを転送（Ｓ５０－４）し、上記
マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は上記ユーザコンピュータ９０００
にコンテンツデータ、商業的タグ集合転送、及びキーワード広告制御モジュール６９００
を転送（Ｓ５０－５）する。上記ユーザコンピュータ９０００は上記キーワード広告コン
テンツ提供システム３０００に（１回／多数回、時間従属的に）商業的タグを転送（Ｓ５
０－６）し、上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００は上記ユーザコンピュ
ータ９０００に商業的タグに対応するキーワード広告コンテンツを転送（Ｓ５０－７）す
る。
【０８６５】
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  上記図４８乃至図５０は、前述したパッケージングモデルを中心に説明したが（一部は
前述した独立ルートモデルに対する説明も含まれている）、後述する図５１乃至図５３は
、前述した独立ルートモデルを中心とした一実施形態の構成例である。
【０８６６】
  図５１は、典型的な前述した独立ルートモデルの一実施形態の構成である。上記コンテ
ンツ生産者システム１５０００は上記コンテンツ流通者システム１６０００にコンテンツ
データを転送（Ｓ５１－１）し、上記コンテンツ流通者システム１６０００は上記マルチ
メディアコンテンツサービスシステム１０００にコンテンツデータを転送（Ｓ５１－２）
し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は上記コンテンツシンジケ
ーションシステムにコンテンツＩＤを転送（Ｓ５１－３）し、上記コンテンツシンジケー
ションシステムは上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００に商業的タグ
集合を転送（Ｓ５１－４）し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００
は上記ユーザコンピュータ９０００にコンテンツデータ及びキーワード広告制御モジュー
ル６９００を転送（＋商業的タグ集合も一緒に転送できる）（Ｓ５１－５）すれば、上記
ユーザコンピュータ９０００は上記キーワード広告コンテンツ提供システム３０００に１
回／多数回で上記商業的タグを転送（Ｓ５１－６）し、上記キーワード広告コンテンツ提
供システム３０００は上記ユーザコンピュータ９０００に商業的タグに対応するキーワー
ド広告コンテンツを転送（Ｓ５１－７）すれば、上記ユーザコンピュータ９０００は上記
キーワード広告コンテンツを上記ユーザコンピュータ９０００の表示装置に表示すること
ができる。
【０８６７】
  図５２は、前述した独立ルートの他の一実施形態の構成を示している。上記コンテンツ
生産者システム１５０００は上記コンテンツ流通者システム１６０００にコンテンツデー
タを転送（Ｓ５２－１）し、上記コンテンツ流通者システム１６０００は上記マルチメデ
ィアコンテンツサービスシステム１０００にコンテンツデータを転送（Ｓ５２－２）し、
上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は上記ユーザコンピュータ９０
００にコンテンツデータ（コンテンツ位置情報）、コンテンツ位置情報、及びキーワード
広告制御モジュール６９００を転送（Ｓ５２－３）し、上記ユーザコンピュータ９０００
は上記コンテンツシンジケーションシステムにコンテンツ位置情報を転送（Ｓ５２－４）
し、上記コンテンツシンジケーションシステムは上記ユーザコンピュータ９０００に商業
的タグ集合を転送（Ｓ５２－５）し、上記ユーザコンピュータ９０００は上記商業的タグ
集合を活用することができる。
【０８６８】
  図５３は、前述した独立ルートの更に他の一実施形態の構成を示している。コンテンツ
生産者システム１５０００は上記コンテンツ流通者システム１６０００にコンテンツ位置
情報を転送（Ｓ５３－１）し、上記コンテンツ流通者システム１６０００は上記マルチメ
ディアコンテンツサービスシステム１０００にコンテンツ位置情報を転送（Ｓ５３－２）
し、上記マルチメディアコンテンツサービスシステム１０００は、上記ユーザコンピュー
タ９０００にコンテンツ位置情報の転送、及びコンテンツシンジケーションシステムと連
動できるキーワード広告制御モジュール６９００を転送（Ｓ５３－３）する。上記ユーザ
コンピュータ９０００は上記キーワード広告制御モジュール６９００を活用して上記コン
テンツ生産者システム１５０００にコンテンツデータを要請（Ｓ５３－４）し、上記コン
テンツ生産者システム１５０００は上記ユーザコンピュータ９０００にコンテンツデータ
を転送（Ｓ５３－５）する。一方、上記ユーザコンピュータ９０００は上記コンテンツシ
ンジケーションシステムにコンテンツ位置情報などで上記コンテンツと関連した商業的タ
グ集合を要請（Ｓ５３－６）し、上記コンテンツシンジケーションシステムは上記ユーザ
コンピュータ９０００に商業的タグ集合を転送（Ｓ５３－７）する。上記ユーザコンピュ
ータ９０００は上記商業的タグ集合を活用することができる。
【０８６９】
  このような商業的タグを用いたコンテンツシンジケーションが導入されれば、ユーザコ
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ンピュータの中でもＩＰＴＶやマルチメディアを視聴覚できる携帯電話などはコンテンツ
シンジケーションのための核心端末（device）となることができる。即ち、ユーザは、家
庭ではＩＰＴＶ端末を通じて、移動中には携帯電話端末を通じて、無料または極めて低廉
な費用を支払いながらシンジケーション（配布、流通等）される高級なコンテンツを視聴
覚することができる。これによって、ＩＰＴＶのための有無線網（network）を提供する
会社または携帯電話のための通信網を提供する会社は、通信網提供サービスを超えて、コ
ンテンツシンジケーションのためのハブ（hub）になることができる。併せて、本発明が
実施されれば、良質のコンテンツを持っている者は自身のコンテンツに商業的タグを対応
させて自国または他国に流通させることができるようになり、コンテンツ流通量が大幅増
加できる契機になる。併せて、ユーザの関心を集めることができる知識と情報を有する者
が自身の知識と情報を動画で提供しながら関連した商業的タグで広告収益を創出すること
ができるので、個人が保有していた高級知識と情報の拡散が促進できる。
【産業上の利用可能性】
【０８７０】
  本発明は、有無線オンライン広告産業、マルチメディアコンテンツ産業、情報通信サー
ビス産業、放送産業、ニュース産業、記事産業、電子ブック産業、文書関連産業、ディジ
タル発行物産業、ブログサービス産業、コミュニティサービス産業、メディアサービス産
業、オンラインサービス産業、コンテンツ産業、映画などの映像産業、イメージ産業、音
楽産業、サウンド産業などに活用できる。
【符号の説明】
【０８７１】
        　１００　　キーワード広告表示領域／キーワード広告領域
        　１０００　　マルチメディアコンテンツサービスシステム
        　１１００　　マルチメディアコンテンツサービスサーバ
        　１１１０　　マルチメディアコンテンツＤＢ
        　１１１１　　動画コンテンツＤＢ
        　１１１２　　イメージコンテンツＤＢ
        　１１１３　　サウンドコンテンツＤＢ
        　１１１４　　テキスト中心コンテンツＤＢ
        　１１１５　　その他のマルチメディアコンテンツＤＢ
        　１１２０　　マルチメディアコンテンツ転送モジュール
        　２０００　　メタ情報基盤のキーワード広告仲介システム
        　２１００　　メタ情報基盤のキーワード広告仲介サーバ
        　３０００　　キーワード広告コンテンツ提供システム
        　３１００　　キーワード広告コンテンツ提供サーバ
        　３１１０　　キーワード広告コンテンツ提供サーバ側テキスト入手モジュール
        　３１２０　　キーワード広告コンテンツＤＢ
        　３１３０　　キーワード広告コンテンツ提供サーバ側キーワード広告コンテン
ツ転送モジュール
        　３１４０　　キーワード広告コンテンツ提供サーバ側広告キーワードＤＢ
        　４０００　　メタ情報基盤のキーワード広告提供サーバ
        　５１００　　メタ情報入手モジュール
        　５１１０　　タグ情報入手モジュール
        　５１２０　　非テキスト情報入手モジュール
        　５１３０　　非タグテキスト入手モジュール
        　５２００　　メタ情報転送モジュール
        　５３００　　キーワード広告コンテンツ受信モジュール
        　５３１０　　受信キーワード広告コンテンツ選定モジュール
        　５３２０　　受信キーワード広告制御政策ＤＢ
        　６０００　　メタ情報基盤のキーワード広告サーバ
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        　６５１０　　キーワード広告対象テキスト生成モジュール
        　６５２０　　キーワード広告対象テキスト転送モジュール
        　６５３０　　キーワード広告コンテンツ入手モジュール
        　６５４０　　キーワード広告制御政策ＤＢ
        　６５５０　　キーワード広告コンテンツ選定モジュール
        　６５６０　　フィルタリングモジュール
        　６５７０　　広告キーワードＤＢ
        　６９００　　キーワード広告制御モジュール
        　７８００　　マルチメディアコンテンツサービスシステム管理モジュール
        　７８１０　　マルチメディアコンテンツサービスシステム別キーワード広告制
御政策ＤＢ
        　７８２０　　ログＤＢ
        　７９００　　キーワード広告表示モジュール
        　８０００　　ネットワーク
        　８８００　　キーワード広告コンテンツ転送モジュール
        　８９００　　クリック発生情報受信モジュール
        　９０００　　ユーザコンピュータ
        　９１００　　設置プログラム
        　９１１０　　ウェブページ情報分析モジュール
        　９１２０　　キーワード広告挿入モジュール
        　９８００　　メタ情報受信モジュール
        　９９００　　クリック発生情報送信モジュール
        　１００００　　商業的タグ集合生成システム
        　１１０００　　商業的タグ集合生成モジュール
        　１１１００　　マルチメディアコンテンツ入手モジュール
        　１１２００　　専門家選定商業的タグ集合生成モジュール
        　１１２１０　　商業的タグ入力モジュール
        　１２０００　　商業的タグ集合転送モジュール
        　１３０００　　放送サービスシステム
        　１３１００　　放送サービスサーバ
        　１３２００　　露出キーワード広告管理サーバ
        　１３２１０　　露出キーワード広告管理モジュール
        　３８－５　　商業的タグ表示領域
        　３８－６　　商業的タグ集合格納手段
        　３８－１０　　キーワード広告コンテンツ予約手段
        　３９－１　　全体キーワード広告コンテンツタブ
        　３９－２　　格納した商業的タグコンテンツタブ
        　３９－３　　予約したキーワード広告コンテンツタブ
        　３９－４　　クリックしたキーワード広告コンテンツタブ
        　３９－７　　時間表示手段
        　３９－６　　チャネル表示手段
        　３９－１８　　関連シーン表示領域検索
        　３９－１９　　関連時間帯情報表示領域
        　３８－５　　商業的タグ表示領域
        　１３１１０　　リアルタイム放送サービスモジュール
        　１３１２０　　ＶＯＤサービスモジュール
        　１３１３０　　放送コンテンツＤＢ
        　１４０００　　リアルタイムマルチメディアコンテンツサービスシステム
        　１４１００　　リアルタイムマルチメディアコンテンツサービスサーバ
        　１４１１０　　リアルタイムマルチメディアコンテンツ検索ＤＢ
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        　１４１２０　　リアルタイムマルチメディアコンテンツサービスモジュール
        　１５０００　　コンテンツ生産者システム
        　１５１００　　コンテンツ生産者コンテンツＤＢ
        　１６０００　　コンテンツ流通者システム
        　１６１００　　コンテンツ流通者コンテンツＤＢ
        　２００００　　コンテンツシンジケーションシステム
        　２１０００　　コンテンツシンジケーション管理サーバ
        　２１１００　　コンテンツシンジケーションＤＢ部
        　２１１１０　　コンテンツＩＤ ＤＢ
        　２１１２０　　商業的タグＤＢ
        　２１１３０　　商業的タグ条件情報ＤＢ
        　２１２００　　コンテンツシンジケーション制御部
        　２１２１０　　商業的タグ集合入手モジュール
        　２１２２０　　商業的タグ集合結合モジュール
        　２１２３０　　商業的タグ集合提供モジュール
        　２１２４０　　商業的タグ集合管理モジュール
        　２１２５０　　商業的タグ集合呼び出しモジュール
        　２１３００　　コンテンツシンジケーション精算部
        　２２０００　　商業的タグ集合管理システム
        　２２１００　　商業的タグ集合生成システム配布モジュール
        　２２３００　　シンジケーション対象コンテンツＤＢ
        　３１０００　　メディアサービスシステム
        　３１１００　　メディアサービスサーバ
        　３１１１０　　メディアサービスモジュール
        　３１１１１　　ブログサービスモジュール
        　３１１１２　　コミュニティサービスモジュール
        　３１１１３　　メールサービスモジュール
        　３１１１４　　カフェサービスモジュール
        　３１１１５　　その他のサービスモジュール
        　３１１２０　　コンテンツ管理者別メディアコンテンツＤＢ
        　３２０００　　ディジタル発行物サービスシステム
        　３２１００　　ディジタル発行物サービスサーバ
        　３２１１０　　ディジタル発行物サービスモジュール
        　３２１１１　　ニュース発行物サービスモジュール
        　３２１１２　　記事発行物サービスモジュール
        　３２１１３　　電子ブック発行物サービスモジュール
        　３２１１４　　文書発行物サービスモジュール
        　３２１１５　　その他のディジタル発行物サービスモジュール
        　３２１２０　　ディジタル発行物コンテンツＤＢ
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