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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザアカウントに関連するコンテンツアイテムに関する情報を権利管理者サービスと
共有する方法であって、
　ａ．１又はそれ以上のユーザアカウントに基づいて仮想クラブを作成するステップであ
って、各ユーザアカウントはユーザライブラリに関連付けられており、各ユーザライブラ
リは１つ又はそれ以上のコンテンツアイテムを有しており、前記仮想クラブは前記コンテ
ンツアイテムに関連するメタデータ内に類似点を有するユーザライブラリに基づいて形成
されているステップと、
　ｂ．ユーザアカウントに関連付けられているユーザライブラリにおける１又はそれ以上
のそれぞれのコンテンツアイテムについての１つ又はそれ以上のエントリを表示するステ
ップであって、前記ユーザライブラリは権利管理者サービスに関連付けられているステッ
プと、
　ｃ．表示された共有するアイテムの選択を受け取るステップと、
　ｄ．前記選択されたアイテムに関連付けられたエントリを、前記権利管理者サービスに
関連付けられたソーシャルネットワーキングモジュールに投稿するステップと、
を含み、前記ソーシャルネットワーキングモジュールが提供するサービスは、前記権利管
理者サービスとは異なることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記権利管理者サービスは、１つ又はそれ以上のコンテンツプロバイダと関連付けられ
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ている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エントリは前記ユーザアカウントについての情報を含むか、又は、前記コンテンツ
アイテムのクリップへのリンクを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　コンテンツアイテムは前記権利管理者サービス上の前記ユーザライブラリと関連付けら
れており、さらに、前記ユーザライブラリに基づいて追加のコンテンツアイテムの１又は
それ以上の推奨をユーザに提供するステップを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ソーシャルネットワーキングモジュールはユーザアカウントに関連する友人リスト
に関する情報を含んでおり、前記友人リストは友人のリストを含んでおり、友人のそれぞ
れはユーザアカウントを有しており、前記友人リストについてのユーザアカウントの少な
くとも１つは前記権利管理者サービス上のそれぞれの友人のライブラリに関連付けられて
おり、又は、前記ソーシャルネットワーキングモジュールは影響者のライブラリを有する
影響者アカウントに関する情報を含んでおり、さらに、友人のライブラリ又は影響者のラ
イブラリに基づいて、追加のコンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を提供するステ
ップをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、追加のコンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を、ユーザアカウントに関
連付けられていないユーザに提供するステップを有する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記投稿されたエントリは権利管理者サービスの閲覧者によって選択可能とすることが
でき、投稿エントリの選択によりコンテンツアイテムに関連する製品又はサービスの取引
が行われた場合は、このユーザアカウントに、又はこのユーザアカウントに関連するアカ
ウントにクレジットを与えるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータに、ユーザアカウントに関連するコンテンツアイテムに関する情報を権利
管理者サービスと共有する方法を実行させるための命令が記録されたコンピュータ読み取
り可能な記録媒体であって、前記方法が、
　ａ．１又はそれ以上のユーザアカウントに基づいて仮想クラブを作成するステップであ
って、各ユーザアカウントはユーザライブラリに関連付けられており、各ユーザライブラ
リは１つ又はそれ以上のコンテンツアイテムを有しており、前記仮想クラブは前記コンテ
ンツアイテムに関連するメタデータ内に類似点を有するユーザライブラリに基づいて形成
されているステップと、
　ｂ．ユーザアカウントに関連付けられているユーザライブラリにおける１又はそれ以上
のそれぞれのコンテンツアイテムについての１つ又はそれ以上のエントリを表示するステ
ップであって、前記ユーザライブラリは権利管理者サービスに関連付けられているステッ
プと、
　ｃ．表示された共有するアイテムの選択を受け取るステップと、
　ｄ．前記選択されたアイテムに関連付けられたエントリを、前記権利管理者サービスに
関連付けられたソーシャルネットワーキングモジュールに投稿するステップと、
　を含み、前記ソーシャルネットワーキングモジュールが提供するサービスは、前記権利
管理者サービスとは異なることを特徴とする前記記録媒体。
【請求項９】
　権利管理者サービスと関連付けられたコンテンツアイテムについての情報を共有する方
法であって、
　ａ．権利管理者サービスからフィードを受け取るステップであって、前記フィードは選
択されたコンテンツアイテムについての情報を含み、前記権利管理者サービスとは異なる
サービスを提供するソーシャルネットワーキングサイトであって、前記フィードはさらに
ソーシャルネットワーキングサイトによって運営されるサーバによって公開されるＡＰＩ
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に準ずるタグを含み、ここで、前記コンテンツアイテムは前記権利管理者サービスととも
にユーザアカウントに関連付けられたユーザライブラリの一部である、ステップと、
　ｂ．前記フィードを、前記ソーシャルネットワーキングサイト上のアプリケーション内
に、又は、ソーシャルネットワーキングサイト上のユーザアカウントに関連づけられた１
又はそれ以上のページ上のエントリの形で本来のソーシャルネットワーキングコンテンツ
として組み込むステップと、
　ｃ．ユーザアカウントが所定の閾値人数のファン、支持者、又は友人、又はこれらの組
み合わせを達成すると、当該ユーザアカウントを影響者アカウントとして指定するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　１又はそれ以上のページ又はアプリケーションを、１又はそれ以上の本来のソーシャル
ネットワーキング機能を実施するように構成するステップをさらに含む、請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記１又はそれ以上の本来のソーシャルネットワーキング機能には、コメント、リンク
、又はコンテンツアイテムの投稿のうちの１又はそれ以上が含まれる、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記権利管理者サービス上の前記ユーザライブラリ又は前記ソーシャルネットワーキン
グサイト上のユーザライブラリの一方又は両方に基づいて、追加のコンテンツアイテムの
１又はそれ以上の推奨を提供するステップを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ソーシャルネットワーキングサイトは、ソーシャルネットワーキングサイトは、ユ
ーザアカウントに関連する友人リストに関する情報、又は影響者ライブラリを有する影響
者アカウントに関する情報を含み、さらに、ソーシャルネットワーキングサイト又は権利
管理者サービス上の友人のライブラリ或いは影響者ライブラリに基づいて追加のコンテン
ツアイテムの１又はそれ以上の推奨を提供するステップをさらに含む、請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
　さらに、ユーザの友人リスト上のユーザアカウント、又は影響者アカウントから、コン
テンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を受け取り、この推奨をユーザアカウントへ送信
するステップをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、外部サイトからデータを受け取るステップを含み、１又はそれ以上の推奨を提
供するステップは、この推奨の基礎を少なくとも部分的に外部サイトデータに置くステッ
プをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記エントリはソーシャルネットワーキングサイトの閲覧者によって選択可能とするこ
とができ、エントリの選択により、コンテンツアイテムに関連する製品又はサービスの取
引が行われた場合は、このユーザアカウント又はこのユーザアカウントに関連するアカウ
ントにクレジットを与えるステップをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記エントリには、コンテンツアイテムのクリップへのリンクが含まれる、請求項９に
記載の方法。
【請求項１８】
　ユーザアカウント及び友人リストに関連していないユーザに、ユーザライブラリに基づ
いて追加のコンテンツアイテム又は潜在的な新しい友人の１又はそれ以上の推奨を提供す
るステップをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１９】
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　コンテンツアイテムに関連するメタデータ内に類似点を有する１又はそれ以上のユーザ
ライブラリに基づいて仮想クラブを作成するステップをさらに含む、請求項９に記載の方
法。
【請求項２０】
　コンピュータに、権利管理者サービスと関連付けられたコンテンツアイテムについての
情報を共有する方法を実行させるための命令が記録されたコンピュータ読み取り可能な記
録媒体であって、前記方法が、
　ａ．権利管理者サービスからフィードを受け取るステップであって、前記フィードは選
択されたコンテンツアイテムについての情報を含み、前記権利管理者サービスとは異なる
サービスを提供するソーシャルネットワーキングサイトであって、前記フィードはさらに
ソーシャルネットワーキングサイトによって運営されるサーバによって公開されるＡＰＩ
に準ずるタグを含み、ここで、前記コンテンツアイテムは前記権利管理者サービスととも
にユーザアカウントに関連付けられたユーザライブラリの一部である、ステップと、
　ｂ．前記フィードを、前記ソーシャルネットワーキングサイト上のアプリケーション内
に、又は、ソーシャルネットワーキングサイト上のユーザアカウントに関連づけられた１
又はそれ以上のページ上のエントリの形で本来のソーシャルネットワーキングコンテンツ
として組み込むステップと、
　ｃ．ユーザアカウントが所定の閾値人数のファン、支持者、又は友人、又はこれらの組
み合わせを達成すると、当該ユーザアカウントを影響者アカウントとして指定するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする前記記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、本発明の譲受人が所有する２０１０年１２月３０日に出願された「映画の社
会的ＡＰＰ」という名称の米国仮特許出願第６１／４２８，５４５号の優先権の利益を主
張するものであり、該特許出願はその全体が引用により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　映画、テレビ番組、及び音楽などのオンラインオーディオビデオコンテンツの配信は、
人々のこのようなコンテンツアイテムの受け取り方を変えた。同様に、ソーシャルネット
ワーキングは、人々の交流の仕方を変えた。例えば、あるニュース記事がソーシャルネッ
トワーキングサイトのユーザの興味を引き、サイト上に投稿されることで、このユーザ及
びその友人達が掲示板にコメントすることによって互いに交流し合い、スレッドが伸びる
ことがある。題材が映画の場合、閲覧者は、映画に関する好き嫌いを楽しく分かち合う。
しかしながら、ユーザは、映画などのコンテンツアイテムに関するエントリを投稿するこ
とはできるが、このエントリが、一般に権利所有者に対して留保される映画のクリップ又
はその他の側面を含んでいる場合、このようなエントリを投稿する便利な方法はない。特
定のコンテンツアイテムに関する推奨をユーザが提供することに関する情報を活用する方
法もない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　システム及び方法が、映画などのコンテンツアイテムに関して、オンラインで共有及び
交流するための方法を提供する。このシステム及び方法を、権利管理者サービス内のソー
シャルネットワーキングモジュールとして位置付けることができ、或いはこのシステム及
び方法により、交流を提供するための外部のソーシャルネットワーキングサイトと相互作
用することができる。１つの実施構成では、オンライン映画サービスのユーザが、ライブ
ラリ又はＤＥＣＥコンソーシアムにより開発されたＵｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ（商標）（「
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ＵＶ」）システムなどに基づく権利ロッカーのコンテンツに関する情報を共有することが
できる。この情報を、ユーザと親交のある１又はそれ以上の友人と共有することができる
。その後、これらの友人及びユーザは、このコンテンツに対してコメントし、好き嫌いを
分かち合うことができる。
【０００４】
　数多くの変形例が考えられる。例えば、このシステム及び方法は、ユーザのライブラリ
のコンテンツ、及び１又はそれ以上の友人のライブラリのコンテンツに基づいて、またさ
らには、外部サイトからの情報、又は一般に多くの支持者、ファン、又は友人を持つ「影
響者」と見なされるユーザからの情報に基づいて提案又は推奨を行うことができる。ユー
ザは、別のユーザの支持者又はファンになり、この対象のプロフィール、又はこの対象に
よる特定の推奨に基づいて推奨を受け取ることができる。対象ユーザは、取引対象のコン
テンツアイテムに関する推奨又は投稿エントリなどから、別のユーザ、又は推奨又はエン
トリの閲覧者が、対象ユーザに端を発する購入又はレンタルなどの取引を行うと、クレジ
ットを受け取ることができる。
【０００５】
　１つの実施構成では、ＵＶシステムなどの権利管理者サービスが、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（
登録商標）などのソーシャルネットワーキングサイトとともに機能する。ユーザは、映画
などのコンテンツアイテムに関する情報を自身のページ上に掲載することができる。ユー
ザは、権利管理者サービス又はソーシャルネットワーキングサイト内の自身のライブラリ
への様々なレベルのアクセス権を他のユーザに与えることもできる。例えば、ユーザは、
自身の指定した友人が、ライブラリ内に何が存在するかを確認できるように設定すること
ができる。ユーザはまた、あるユーザがライブラリ内のアイテムについてコメントできる
ように指定することもできる。このサービスは、ユーザのライブラリ内にあるアイテムの
クリップへのアクセスを提供して、このアイテムを他のユーザが試せるようにすることが
できる。
【０００６】
　このサービスは、ユーザのライブラリのコンテンツを分析して、ユーザの「嗜好プロフ
ィール」を設定することができる。この結果、サービスは、嗜好プロフィールを、映画の
プロフィール及び／又はユーザのライブラリ内の類似するメタデータと比較して、１又は
それ以上の友人のライブラリ内から、又は一般的に推奨を行うことができる。しかしなが
ら、嗜好プロフィールの使用は必須ではない。この分析では、ユーザのライブラリ内のメ
タデータのみを考慮して類似点の分析及び判断を行うことができる。
【０００７】
　このサービスでは、ソーシャルネットワーキングサイトと交流して、関係のないユーザ
に対し、共通の映画ジャンルへの興味などを背景として映画又は潜在的な新しい友人など
に関する提案を行うこともできる。権利管理者サービスは、嗜好プロフィールが類似する
、又は同様の映画に興味があるユーザを自動的に集める仮想クラブを作成することなどに
より、社会的相互作用を促進することができる。このサービスでは、このサイト又は外部
サイトの支持者又はファン機能と相互作用して、映画の分野などにおける人気のある又は
有力な俳優の推奨又は特定を行うこともできる。例えば、所定の閾値などの一定数の人々
があるユーザを支持し、又はこのユーザの推奨に基づいて行動を起こした場合、このユー
ザを「嗜好創出者」として指定することができる。
【０００８】
　権利管理者サービスは、別のソーシャルネットワーキングサイトを通じて相互作用を図
る以外に、このサービス自体のユーザグループ内でソーシャルネットワーキング機能及び
機能性を可能にするためのソーシャルネットワーキングモジュールを有することができる
。ユーザは、互いに映画について議論及び宣伝を行い、レンタル、販売、ストリーミング
などの取引が成立した場合には恩恵を受けることができる。別の実施構成では、権利管理
者サービスが、コンテンツのプロバイダなどの特定のコンテンツソースを制御するオンラ
インコンテンツサービスとともに機能することができる。
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【０００９】
　別の実施構成では、本明細書で開示する原理によるシステム及び方法により、このよう
なコンテンツプロバイダ内にソーシャルネットワーキングモジュールを提供して、このコ
ンテンツプロバイダのユーザに対し、ある程度の社会的相互作用を可能にすることができ
る。この実施構成では、権利管理者サービス又はソーシャルネットワーキングサイトの参
照又はこれらとの相互作用は必須ではない。ユーザは、オンラインコンテンツサービスの
範囲内で自身のコンテンツライブラリに基づいて相互作用する。
【００１０】
　従って、この技術は、説明する特定の実施構成例に限定されるものではない。
【００１１】
　１つの態様では、本発明は、権利管理者サービスのユーザアカウントに関連するコンテ
ンツアイテムに関する情報を共有する方法に関し、この方法は、権利管理者サービスのユ
ーザアカウントに関連する１又はそれ以上のそれぞれのコンテンツアイテムに関する１又
はそれ以上のエントリを表示するステップと、表示された共有するアイテムの選択を受け
取るステップと、この選択されたアイテムに関連するエントリを、権利管理者サービスに
関連するソーシャルネットワーキングモジュールに投稿するステップとを含む。
【００１２】
　本発明の実施構成は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。権利管理者サービス
は、１又はそれ以上のコンテンツプロバイダに関連することができる。エントリは、ユー
ザアカウントに関する情報を含み、又はコンテンツアイテムのクリップへのリンクを含む
ことができる。コンテンツアイテムは、権利管理者サービスのユーザライブラリに関連す
ることができ、方法は、このユーザライブラリに基づいて、追加のコンテンツアイテムの
１又はそれ以上の推奨をユーザに提供するステップをさらに含むことができる。ソーシャ
ルネットワーキングモジュールは、ユーザアカウントに関連する友人リストに関する情報
、又は影響者のライブラリを有する影響者アカウントに関する情報を含むことができ、こ
の友人リストは、各々がそれぞれのユーザアカウントを有する友人のリストを含み、友人
リスト上のユーザアカウントの少なくとも１つは、権利管理者サービス上のそれぞれの友
人ライブラリに関連し、方法は、友人のライブラリ又は影響者のライブラリに基づいて、
追加のコンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を提供するステップをさらに含むこと
ができる。方法は、ユーザアカウントに関連していないユーザに、追加のコンテンツアイ
テムの１又はそれ以上の推奨を提供するステップをさらに含むことができる。投稿エント
リは、権利管理者サービスの閲覧者によって選択可能とすることができ、投稿エントリの
選択により、コンテンツアイテムに関連する製品又はサービスの取引が行われた場合、方
法は、このユーザアカウントに、又はこのユーザアカウントに関連するアカウントにクレ
ジットを与えるステップをさらに含むことができる。方法は、コンテンツアイテムに関連
するメタデータ内に類似点を有するユーザライブラリに関連する１又はそれ以上のユーザ
アカウントに基づいて仮想クラブを作成するステップをさらに含むことができる。
【００１３】
　別の態様では、本発明は、上記方法をコンピュータに実行させる命令を含む非一時的コ
ンピュータ可読媒体に関する。
【００１４】
　別の態様では、本発明は、権利管理者サービスのユーザアカウントに関連するコンテン
ツアイテムに関する情報を共有する方法に関し、この方法は、権利管理者サービスのユー
ザアカウントに関連する１又はそれ以上のそれぞれのコンテンツアイテムに関する１又は
それ以上のエントリを表示するステップと、これらの表示されたエントリから共有するア
イテムの選択を受け取るステップと、この選択されたアイテムに関する情報をフィードに
投入するステップと、このフィードを少なくとも１つのソーシャルネットワーキングサイ
トへ送信するステップとを含む。
【００１５】
　本発明の実施構成は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。フィードは、ソーシ
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ャルネットワーキングサイトによって動作するサーバが公開するＡＰＩに準ずるタグを含
むことができる。フィードはまた、ユーザアカウントに関するデータを含むこともできる
。権利管理者サービスは、１又はそれ以上のコンテンツプロバイダに関連することができ
る。方法は、ソーシャルネットワーキングサイトがサポートする１又はそれ以上のページ
と相互運用するようにフィードを構成して、このフィードに対応するエントリをサイトの
閲覧者が選択できるようにするステップをさらに含むことができる。投入ステップ及び送
信ステップを、ソーシャルネットワーキングサイトが公開するＡＰＩとの相互作用によっ
て行い、これによりフィードが、１又はそれ以上のページに本来のソーシャルネットワー
キングコンテンツとして組み込まれるようにすることができる。投入ステップ及び送信ス
テップを、ソーシャルネットワーキングサイトが公開するＡＰＩとの相互作用によって行
い、これによりフィードが、ソーシャルネットワーキングサイトの１又はそれ以上のアプ
リケーションに組み込まれるようにすることもできる。
【００１６】
　別の態様では、本発明は、上記方法をコンピュータに実行させる命令を含む非一時的コ
ンピュータ可読媒体に関する。
【００１７】
　別の態様では、本発明は、権利管理者サービスに関連するコンテンツアイテムに関する
情報を共有する方法に関し、この方法は、権利管理者サービスのユーザアカウントに関連
するユーザライブラリの一部である選択されたコンテンツアイテムに関する情報と、ソー
シャルネットワーキングサイトによって動作するサーバが公開するＡＰＩに準ずるタグと
を含むフィードを権利管理者サービスから受け取るステップと、このフィードを、ソーシ
ャルネットワーキングサイト上のアプリケーション内に、又はソーシャルネットワーキン
グサイト上のユーザアカウントに関連する１又はそれ以上のページ上のエントリの形で本
来のソーシャルネットワーキングコンテンツとして組み込むステップとを含む。
【００１８】
　本発明の実施構成は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。方法は、１又はそれ
以上のページ又はアプリケーションを、１又はそれ以上の本来のソーシャルネットワーキ
ング機能を実施するように構成するステップをさらに含むことができる。この１又はそれ
以上の本来のソーシャルネットワーキング機能は、コメント、リンク、又はコンテンツア
イテムの投稿のうちの１又はそれ以上を含むができる。方法は、権利管理者サービスのユ
ーザライブラリ、又はソーシャルネットワーキングサイトのユーザライブラリ、或いはこ
れらの両方に基づいて、追加のコンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を提供するス
テップをさらに含むことができる。ソーシャルネットワーキングサイトは、ユーザアカウ
ントに関連する友人リストに関する情報、又は影響者ライブラリを有する影響者アカウン
トに関する情報を含み、友人リスト上のエントリは、ソーシャルネットワーキングサイト
又は権利管理者サービスにおけるそれぞれの友人のライブラリに関連し、方法は、ソーシ
ャルネットワーキングサイト又は権利管理者サービス上の友人のライブラリ、或いは影響
者ライブラリに基づいて追加のコンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を提供するス
テップをさらに含むことができる。方法は、ユーザの友人リスト上のユーザアカウント、
又は影響者アカウントから、コンテンツアイテムの１又はそれ以上の推奨を受け取り、こ
の推奨をユーザアカウントへ送信するステップをさらに含むことができる。方法は、外部
サイトからデータを受け取るステップをさらに含むことができ、１又はそれ以上の推奨を
提供するステップは、この推奨の基礎を少なくとも部分的に外部サイトデータに置くステ
ップをさらに含むことができる。エントリは、ソーシャルネットワーキングサイトの閲覧
者によって選択可能とすることができ、エントリの選択により、コンテンツアイテムに関
連する製品又はサービスの取引が行われた場合、方法は、このユーザアカウントに、又は
このユーザアカウントに関連するアカウントにクレジットを与えるステップをさらに含む
ことができる。エントリは、コンテンツアイテムのクリップへのリンクを含むことができ
る。方法は、ユーザアカウント及び友人リストに関連していないユーザに、ユーザライブ
ラリに基づいて追加のコンテンツアイテム又は潜在的な新しい友人の１又はそれ以上の推
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奨を提供するステップをさらに含むことができる。方法は、コンテンツアイテムに関連す
るメタデータ内に類似点を有する１又はそれ以上のユーザライブラリに基づいて仮想クラ
ブを作成するステップをさらに含むことができる。方法は、ユーザアカウントが所定の閾
値人数のファン、支持者、又は友人に関連付けられると、このユーザアカウントを影響者
アカウントとして指定するステップをさらに含むことができる。
【００１９】
　別の態様では、本発明は、上記方法をコンピュータに実行させる命令を含む非一時的コ
ンピュータ可読媒体に関する。
【００２０】
　別の態様では、本発明は、ソーシャルネットワークに関する情報を公開するためのシス
テムに関し、このシステムは、権利管理者サービスからの１又はそれ以上のコンテンツア
イテムを閲覧するように構成されたアプリケーションをブラウザにロードすることができ
るコンピュータ可読命令を記憶したメモリと、コンテンツアイテムの選択を受け取ること
ができるコンピュータ可読命令を記憶したメモリと、この選択されたコンテンツアイテム
に関する情報を公開又は投稿するための、ソーシャルネットワーキングサイトで使用でき
るフィードを実装することができるコンピュータ可読命令を記憶したメモリとを備える。
【００２１】
　本発明の実施構成は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。システムは、フィー
ドを少なくとも１つのソーシャルネットワーキングサイトへ送信することができるコンピ
ュータ可読命令を記憶したメモリをさらに含むことができる。フィードは、少なくとも１
つのアセット、及びソーシャルネットワーキングサイトが公開するＡＰＩに準ずるタグを
組み込んだ関連するメタデータを含むことができる。
【００２２】
　利点として、以下の１又はそれ以上を挙げることができる。本システム及び方法は、ユ
ーザのライブラリ内のコンテンツアイテムに関する情報を他人と共有するためのインター
フェイスを提供する。本システム及び方法により、ユーザのライブラリ及びその他のライ
ブラリの分析に基づいて推奨を提供できるようになる。本システム及び方法は、ユーザの
販売又は紹介販売を補償する方法を提供する。本システム及び方法は、映画などのコンテ
ンツアイテムについての議論を促すとともに、権利管理者サービスへの入会及びコンテン
ツの販売をさらに促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明のシステムの実施構成の概略図である。
【図２】本発明の方法、特に権利管理者サービス内でソーシャルネットワーキングモジュ
ールを使用するための第１の実施構成を示すフロー図である。
【図３】権利管理者サービスに関連するソーシャルネットワーキングモジュール、又はソ
ーシャルネットワーキングサイトのいずれか又はこれらの両方内に、特定された嗜好プロ
フィールなどを用いた推奨又は仮想クラブを作成できる元となる情報源を示す図である。
【図４】本発明の方法、特に権利管理者サービスからの情報を使用して、ソーシャルネッ
トワーキングサイトへのフィードの実装を使用するための別の実施構成を示すフロー図で
ある。
【図５】本発明の方法、特に権利管理者サービスに関連するコンテンツアイテムに関する
社会的相互作用を有するソーシャルネットワーキングサイトを使用するための別の実施構
成を示すフロー図である。
【図６】本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実施するために使用できる、権利管
理者サービス、ソーシャルネットワーキングサイト、権利管理者サービス、オンラインコ
ンテンツサービスなどの一部であるコンピュータ装置の第１の例示的な構造を示す図であ
る。
【図７】本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実施するために使用できる、権利管
理者サービス、ソーシャルネットワーキングサイト、オンラインコンテンツサービスなど
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の一部であるコンピュータ装置の第２の例示的な構造を示す図である。
【図８】本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実施するために使用できるコンピュ
ータ装置の第３の例示的な構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図面では、同じ参照番号が同じ要素を示す。特に別途指示しない限り、要素は縮尺通り
ではない。
【００２５】
　図１に、本発明を実施できるシステム１０を示す。システム１０は、第１のユーザネッ
トワーク装置１２を含む。一般に、装置１２は、メディアセンタパーソナルコンピュータ
又はその他の種類のコンピュータ、ノート型又はハンドヘルドコンピュータ、タブレット
コンピュータ、インターネット家電、モバイル装置などの何らかのコンピュータ装置であ
る。装置１２の基本要件は、権利管理者サービス３０、ソーシャルネットワーキングサイ
ト４０、又はオンラインコンテンツサービス４４などの他のこのようなデジタル権利のア
グリゲータにアクセスできることである。一般に、このようなアクセスはインターネット
２０を経由して行われる。一般に、装置１２は、コンテンツアイテムを閲覧して選択でき
るようにするディスプレイ１４を有し、ハードドライブなどのローカルストレージライブ
ラリ１６、又はローカルネットワークによりアクセスできるストレージソースなどのその
他のコンテンツアイテムソースをさらに有することができる。
【００２６】
　このシステム１０は、装置１２と同じ一般的種類のものでもよい第２のユーザネットワ
ーク装置１２’をさらに含む。同様に、この第２のユーザ装置１２’は、装置上に、又は
ローカルネットワークに基づいてアクセス可能な、コンテンツアイテムを記憶できるロー
カルストレージライブラリ１６’を有することができる。第１及び第２のユーザは、イン
ターネット２０を介して権利管理者サービス３０、ソーシャルネットワーキングサイト４
０、オンラインコンテンツサービス４４などにアクセスすることができる。
【００２７】
　権利管理者サービス３０は、ユーザ１ネットワーク装置１２及びユーザ２ネットワーク
装置１２’が、購入コンテンツを装置１２及び１２’、ローカルストレージライブラリ１
６及び１６’、並びにそれぞれのユーザアカウントに関連する他の複数のプラットフォー
ム及び装置にストリーミング及びダウンロードできるようにするデジタル権利の認証シス
テム及びクラウドベースの認可システムとすることができる。このような権利管理者サー
ビスの例に、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｅｃｏｓ
ｙｓｔｅｍ（「ＤＥＣＥ」）という団体により開発され展開されているＵｌｔｒａｖｉｏ
ｌｅｔ（商標）（「ＵＶ」）システムがある。
【００２８】
　ユーザ装置は、適切な認証及び資格認定時に、権利管理者サービス３０からのコンテン
ツにアクセスできるようになる。例えば、ユーザは、権利管理者サービス３０のユーザア
カウントを有することができ、装置１２は、権利管理者サービス３０に関連するコンテン
ツプロバイダの１つなどのコンテンツの所有者からコンテンツをダウンロード又はストリ
ーミングできるようにするために、権利管理者サービス３０に適切な認証を提示すること
ができる。
【００２９】
　システム及び方法が、オンラインコンテンツサービス４４内のモジュールとして実装さ
れている場合、ストレージライブラリ３２に記憶されたコンテンツアイテムをリストする
様々なユーザライブラリ３４に関連するコンテンツを、オンラインコンテンツサービス４
４から直接ストリーミング又はダウンロードすることができる。
【００３０】
　権利管理者サービス３０は、そのユーザアカウントを、ユーザ１コンテンツライブラリ
３４、ユーザ２コンテンツライブラリ３６、及び影響者コンテンツライブラリ３８として
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示す様々なユーザコンテンツライブラリに関連付けている。後で説明するように、影響者
ユーザは、所定の閾値人数の支持者又はファンに達した影響者ユーザアカウントを有する
。別の実施構成では、友人リスト上の友人が所定の閾値人数に達すると、影響者のステー
タスに称号が与えられるようにすることができる。いずれにせよ、このような影響者は、
コンテンツアイテムの推奨を行う際に特に影響力が大きいと見なされる。これも後で説明
するように、ユーザは、自身のユーザライブラリの１又はそれ以上のコンテンツを図示の
ように互いに共有することができ、これを、権利管理者サービス３０に関連するソーシャ
ルネットワーキングモジュール４２を通じて行うことができる。
【００３１】
　別の実施構成では、類似のソーシャルネットワーキングモジュールをオンラインコンテ
ンツサービス４４に関連付けることができる。この類似のソーシャルネットワーキングモ
ジュールは、一般に権利管理者サービスが複数のオンラインコンテンツサービスからのコ
ンテンツアイテムにアクセスする点を除き、説明した権利管理者サービスの機能と同等の
機能を有することができる。
【００３２】
　別の実施構成では、ソーシャルネットワーキングサイト４０のソーシャルネットワーキ
ング機能を、権利管理者サービス３０のユーザコンテンツライブラリと組み合わせて使用
し、ソーシャルネットワーキングサイト４０内の共有及びその他のソーシャルネットワー
キングの相互作用面を可能にする。一般に、このような共有は、ユーザ１プロフィール／
ウォール４６、ユーザ２プロフィール／ウォール４８、及び影響者プロフィール／ウォー
ル５２として図示するユーザウォール上で行われる。各ユーザプロフィール／ウォールは
、ソーシャルネットワーキングサーバ４１上のコンテンツライブラリに関連することがで
きる。ソーシャルネットワーキングサーバ４１上のコンテンツライブラリは、権利管理者
サービス３０上のコンテンツライブラリと一致することができるが、異なってもよい。例
えば、ユーザが複数のそれぞれの権利管理者サービス上に有することができる複数のコン
テンツライブラリが、ソーシャルネットワーキングサイト上のコンテンツライブラリに情
報を与えることができる。多くの場合、ソーシャルネットワーキングサーバに関連するコ
ンテンツライブラリは、権利管理者サービスからの、ユーザがソーシャルネットワーキン
グページ上にエントリとして投稿する選択をしたコンテンツライブラリアイテムしか含ま
ない。従って、一般に、ソーシャルネットワーキングサイト上のコンテンツライブラリは
、権利管理者サービスのコンテンツライブラリと同等でないことがある。
【００３３】
　権利管理者サービスからソーシャルネットワーキングサイトに情報を提供する際には、
一般に、権利管理者サービスが、フィードに適当なデータを投入することにより、ソーシ
ャルネットワーキングサイトがこのようなデータを使用して、本来のソーシャルネットワ
ーキングページにエントリを投稿できるようにする。この場合、一般に、ソーシャルネッ
トワーキングサーバは、投稿のためにフィードを相互作用できるようにするＡＰＩ４５を
公開する。一般に、フィードは、この公開されるＡＰＩに準じたタグ４９2を含むメタデ
ータ４７1を含む。
【００３４】
　或いは、データを本来のソーシャルネットワーキングページ上に表示するためにフィー
ドを実装する代わりに、又はこれに加えて、権利管理者サービスからの情報をソーシャル
ネットワーキングサイトへ送信して、ソーシャルネットワーキングサイト内で実行される
アプリケーション内で使用することができる。
【００３５】
　図２を参照すると、本発明の方法、特にソーシャルネットワーキングサイトにアクセス
するのではなく、権利管理者サービスに関連するソーシャルネットワーキングモジュール
がソーシャルネットワーキング機能を提供する場合の例示的な実施構成をフロー図５０に
よって示している。このことは、オンラインコンテンツサービスにアクセスし、これを使
用する場合にも当てはまる。
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【００３６】
　第１のステップにおいて、ユーザが、権利管理者サービスのアカウントを設定し、権利
管理者サービスに関連するコンテンツライブラリを作成する（ステップ５４）。一般に、
このコンテンツライブラリは、１又はそれ以上のオンラインコンテンツサービスからのコ
ンテンツアイテムへのアクセスを提供する。このコンテンツライブラリは、コンテンツア
イテムを待ち行列、お気に入りリストに入れること、コンテンツアイテムを購入又はレン
タルすること、システム又は他のユーザによってコンテンツアイテムが推奨されるように
することなどを含むいくつかの方法で作成することができる。
【００３７】
　次のステップでは、権利管理者サービスが、コンテンツライブラリ内のコンテンツアイ
テムに関する１又はそれ以上のエントリを表示し、共有するアイテムの選択を受け取る（
ステップ５６）。このステップでは、権利管理者サービスが、コンテンツアイテムに関す
るエントリを、リスト内に、アイコンにより、又は他のいずれかの方法で表示する。この
ステップでは多くの変形例が考えられ、ユーザ選択を可能にするために、コンテンツアイ
テムに関する十分な情報を表示することが唯一の要件であると理解できよう。ユーザが特
定のコンテンツアイテムを指示すると、一般に、このアイテムを見ること、このアイテム
を待ち行列に入れること、及びこのアイテムに対応するエントリを投稿することなどの選
択メニューが与えられる。
【００３８】
　次のステップでは、ユーザが、権利管理者サービスのソーシャルネットワーキングモジ
ュール内のユーザページ上で選択されたコンテンツアイテムに関するエントリを投稿し、
又はこのエントリの投稿を可能にする（ステップ５８）。このステップでは、ユーザが、
コンテンツアイテムに対応するエントリを自身のページ上に投稿する。サービスは、ユー
ザ又は閲覧者が、コンテンツアイテムに「いいね！」を行ったり、コンテンツアイテムに
関してコメントしたり、コンテンツアイテムに関するリンクを投稿できるようにすること
などにより、ソーシャルネットワーキングによる交流を提供することができる。
【００３９】
　次のステップでは、ユーザが、ソーシャルネットワーキングモジュール内で友人リスト
を設定することができる（ステップ６２）。一般に、このような友人リストは、ユーザが
知っている人々のグループであり、多くの場合、これらの人々はユーザと同じような興味
を有する。次のステップでは、ユーザが、ソーシャルネットワーキングモジュール内の１
又はそれ以上の友人ページ上のライブラリ内のアイテムに関するコンテンツアイテムに関
するエントリを投稿し、任意にこのコンテンツアイテムのクリップへのリンクを張る（ス
テップ６４）。或いは、ユーザは、自身のライブラリ又は１又はそれ以上の友人のライブ
ラリ内のコンテンツアイテムに関するこのような投稿を友人から受け取ることができる。
【００４０】
　次に、ユーザは、ソーシャルネットワーキングモジュールの１又はそれ以上の友人ペー
ジ上の投稿エントリに対して「いいね！」又はコメントを行うことができ、或いは自身の
ユーザページ上で「いいね！」又はコメントを受け取ることもできる（ステップ６６）。
特定のユーザページは必須ではなく、いずれの構成又はメタファーがサービスにより提供
され、ユーザに関連付けられたとしても、ユーザは、この上で「いいね！」又はコメント
を受け取ることができる。
【００４１】
　ユーザは、それぞれのタイプの閲覧者に様々なレベルのアクセスを許可することもでき
る（ステップ６８）。例えば、友人リスト上のユーザに関連するユーザアカウントは、ユ
ーザのライブラリ内のコンテンツアイテムのリストを全て閲覧するアクセス権を有するこ
とができる。或いは、このような特権を「親友」リスト向けに確保することもできる。ユ
ーザは、一般人がこのような権利を有するようにすることもでき、或いはユーザコンテン
ツライブラリ内のコンテンツのカテゴリしか閲覧できなくしたり、又は場合によっては全
くアクセスできなくしたりなど、より限定された権利を有するようにすることもできる。
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【００４２】
　例えば、ソーシャルネットワーキングモジュールの閲覧者が、ユーザに関連するコンテ
ンツアイテムに関するエントリを投稿し、推奨し、又はユーザのコンテンツライブラリ内
に存在させることによって選択することにより、ユーザに利益がもたらされるようにする
ことができる（ステップ７２）。このようにして、ユーザは、コンテンツアイテムを宣伝
したことに対して補償を受ける。閲覧者又はその他のユーザが、ユーザに端を発するもの
としてコンテンツアイテムに関連する何らかの取引を行った場合、ユーザアカウントに何
らかの形でクレジットを与え、又はこのユーザアカウントに関連するアカウントにこのよ
うにクレジットを与えることができる。ある場合には、クリックスルーによってコンテン
ツアイテムが購入又はレンタルされた場合にこのようにしてもよい。他の場合には、ユー
ザに関連するコードを生成し、たとえクリックスルーを伴わない購入又はレンタルの取引
の際でも、このコードがコンテンツアイテムの取引で使用されたときには、ユーザにクレ
ジット又は利益をもたらすようにすることができる。当業者には、本教示を考慮してこの
ような取引方法の変形例が考えられるであろう。
【００４３】
　図３を参照すると、コンテンツ及びライブラリに関するメタデータ又はその他のデータ
が、いかにして推奨の実行、クラブの作成などのいくつかの機能をもたらすかをフロー図
６０によって示している。フロー図６０は、推奨に使用するデータのソースを含み、これ
らは、システム及び方法が、権利管理者サービス、オンラインコンテンツサービス、ソー
シャルネットワーキングサイト、又はこれらの組み合わせのいずれにおいて実施されるか
に関わらず当てはまり得る。
【００４４】
　図では、コンテンツアイテムの推奨、又は友人リスト上の友人を含む、ユーザが興味を
持っている潜在的な友人の推奨を通知するために、様々なエンティティを使用する。これ
らのエンティティは、ユーザ自身のライブラリ５１、ユーザの友人のライブラリ５３、１
又はそれ以上の影響者のライブラリ５５、外部サイトからのデータ５７、及びサイト集団
データ５９を含み、このサイト集団データ５９は、一般的なものであってもよく、又はユ
ーザのお気に入り、ユーザのプロフィールなどから入手できる場合には、ユーザの人口統
計データ又はユーザの友人の人口統計データに特化したものであってもよい。ユーザライ
ブラリ５１については、ユーザ自身のコンテンツアイテムを使用して、ユーザが興味を示
すと思われるコンテンツアイテムを推奨することができ、このコンテンツアイテムは、既
にユーザが自身のライブラリ内に所有しているコンテンツアイテムと同様のものを含むこ
とが多い。同様に、一般にユーザの興味は、自身の友人の興味と類似しているので、同じ
ように友人のライブラリを使用することもできる。影響者ライブラリ５５もそのように使
用することができるが、これはユーザにとってそれほど「個人的」なものではない場合が
ある。使用する１又はそれ以上の影響者ライブラリは、ユーザが「支持」する、又はファ
ンであることを意図する影響者のものであってもよく、又はユーザの友人が支持する影響
者のものであってもよく、又はユーザのお気に入りとプロフィールを比較することによっ
て特定されるような、対象ユーザと類似するユーザが支持する影響者のものであってもよ
く、或いはシステムが単純に別の理由でユーザにとって興味があるものとして提案する影
響者のものであってもよい。
【００４５】
　別のソースとして、推奨を通知するために様々な外部サイトデータ５７を使用してもよ
い。例えば、外部サイトは、有力な俳優の識別、又は本来なら権利管理者サービス又はソ
ーシャルネットワーキングサイトの一部ではない側面を提供することができる。例えば、
世界的イベントは、このイベントがユーザ又は友人のライブラリに影響を与えるのを待つ
よりも、外部サイトを通じた方がより速くコンテンツの推奨に至ることができる。別のソ
ースには、サイト集団データ５９がある。例えば、サイトの傾向が特定のコンテンツアイ
テムに向いている場合、このコンテンツアイテムを特定のユーザに推奨することができる
。場合によっては、このサイト集団データを、２８～３９歳の女性などの特定の層に特定
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してもよい。
【００４６】
　ユーザプロフィール及びお気に入りなどの、権利管理者サービス、オンラインコンテン
ツサービス、又はソーシャルネットワーキングサイト、ユーザの購買行動などに関連する
ような他のデータソースを使用することもできると理解できよう。
【００４７】
　分析又は計算を行って推奨を行う際には、コンテンツアイテム、及びユーザプロフィー
ル及びお気に入りを含むその他の潜在的なデータのいずれに関しても、比較のためにメタ
データが使用される。メタデータは直接使用することもでき、又はユーザの「嗜好プロフ
ィール」を特定する一部として使用することもできる（ステップ６１）。類似点を定める
ために直接使用するか、又は嗜好プロフィールなどのプロキシを通じて使用するかに関わ
らず、コンテンツアイテムの推奨を、ユーザ、ユーザの友人、又は一般人に対して行うこ
とができる（ステップ６３）。コンテンツアイテム以外に、同様の興味を示す潜在的な友
人の推奨を行うこともできる。このようなデータを使用して仮想クラブを作成し（ステッ
プ６５）、参加前の適当な承諾要件を含めることができる。この仮想クラブは、嗜好プロ
フィールが類似する、又は映画「Ｔｈｅ　Ｓｍｕｒｆｓ（登録商標）」のファンなどの、
コンテンツアイテムへの興味において別様に類似点が特定されたメンバーを含むことがで
きる。
【００４８】
　図４を参照すると、本発明の方法の例示的な、特に権利管理者サービスと共同してソー
シャルネットワーキングサイトにアクセスする場合の実施構成をフロー図７０によって示
している。詳細には、フロー図７０は、投稿用エントリの準備を含め、権利管理者サービ
スからソーシャルネットワーキングサイトにエントリを提供することに関するステップを
含む。フロー図７０は、ソーシャルネットワーキングサイトが権利管理者サービスではな
くオンラインコンテンツサービスと相互作用する場合を含む他の実施構成にも適用可能で
あることを理解できよう。
【００４９】
　第１のステップにおいて、ユーザが権利管理者サービスのアカウントを設定し、この権
利管理者サービスに関連するコンテンツライブラリを作成する（ステップ６７）。コンテ
ンツライブラリは、コンテンツアイテムを待ち行列、お気に入りリストに入れること、コ
ンテンツアイテムを購入又はレンタルすることなどを含むいくつかの方法で作成すること
ができる。次のステップとして、ユーザは、ソーシャルネットワーキングサイトのアカウ
ントを設定し、任意にこのソーシャルネットワーキングサイトに関連するコンテンツライ
ブラリを作成する（ステップ６９）。コンテンツライブラリは、上述した方法を含むいく
つかの方法で作成することができる。ソーシャルネットワーキングサイトに関連するコン
テンツライブラリによって、権利管理者サービスに関連するライブラリを完全に実装する
ことができ、この場合コンテンツアイテムは同じものとなる。或いは、上述したようにこ
れらは異なってもよい。
【００５０】
　次のステップでは、権利管理者サービスが、コンテンツライブラリ内のコンテンツアイ
テムに関する１又はそれ以上のエントリを表示し、共有するアイテムの選択を受け取る（
ステップ７１）。このステップでは、上述したように、権利管理者サービスが、コンテン
ツアイテムに関するエントリを、リスト内に、アイコンにより、又は他のいずれかの方法
で表示する。ユーザが特定のコンテンツアイテムを指示すると、一般に、このアイテムを
見ること、このアイテムを待ち行列に入れること、及びこのアイテムに対応するエントリ
を投稿することなどの選択メニューが与えられる。ステップ７１において上述したように
、ユーザは、ソーシャルネットワーキングサイト上に投稿するための１又はそれ以上のコ
ンテンツアイテムを選択する。
【００５１】
　次に、権利管理者サービスが、選択されたコンテンツアイテムに関する情報をフィード
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に投入する（ステップ７３）。このようにして、権利管理者サービスは、コンテンツアイ
テムに関するエントリを準備し、このエントリを、このソーシャルネットワーキングサイ
トが公開するＡＰＩに準ずる方法でソーシャルネットワーキングサイト上に投稿できるよ
うにする。次に、少なくとも１つのソーシャルネットワーキングサイトにフィードが送信
される（ステップ７５）。このフィードは、ユーザに関する注記、コンテンツアイテムの
クリップへのリンク、及びコンテンツアイテムに関する他の様々な機能などの、エントリ
のソースについての別個の表記を提供するためなどの、ユーザアカウントに関するデータ
を含むことができる。次に、このフィードをソーシャルネットワーキングサイト上のペー
ジに組み込み、このページと相互運用するように構成することができる（ステップ７７）
。任意のステップにおいて、エントリを閲覧者が選択できるように構成するとともに、こ
のエントリを本来のソーシャルネットワーキングコンテンツとしてさらに構成することが
できる。さらに別の実施構成では、ソーシャルネットワーキングサイト上のアプリケーシ
ョンにフィードを組み込み、このアプリケーションと相互運用するように構成することが
できる（ステップ７７'）。例えば、ソーシャルネットワーキングサイトは、サイトのペ
ージ上で実行される複数のアプリケーション又はミニアプリケーションのための機能及び
ＡＰＩを組み込むことができる。ユーザは、友人リスト上にリストされたユーザごとにこ
のようなミニアプリケーションを有することもできる。
【００５２】
　図５には、ソーシャルネットワーキングサイト上に投稿されたコンテンツを使用する上
での例示的なステップを示すフロー図８０を示している。第１のステップは、図２及び図
４のステップと類似する。第１のステップにおいて、ユーザが、権利管理者サービスのア
カウントを設定し、この権利管理者サービスに関連するコンテンツライブラリを作成し（
ステップ７９）、これには任意に１又はそれ以上のオンラインコンテンツサービスに加入
することが含まれる。次のステップとして、ユーザは、ソーシャルネットワーキングサイ
トのアカウントを設定し、任意にこのソーシャルネットワーキングサイトに関連するコン
テンツライブラリを作成する（ステップ８１）。
【００５３】
　次のステップでは、ソーシャルネットワーキングサイトが、選択されたコンテンツアイ
テムに関する、ソーシャルネットワーキングサイトが公開するＡＰＩに準じたタグを含む
フィードを権利管理者サービス（又は、オンラインコンテンツサービスなど）から受け取
る（ステップ８３）。このフィードは、図４に関して上述したステップなどに従って提供
される。次に、このフィードを、ソーシャルネットワーキングサイト内のページ上のエン
トリの形で本来のソーシャルネットワーキングコンテンツとして組み込むことができる（
ステップ８５）。その後、ページは、エントリに対するコメントを受ける能力、又は「い
いね！」を行うための能力などの本来のソーシャルネットワーキング機能を組み込むこと
ができる。任意に、コンテンツアイテムに関連するクリップへのリンクを提供することが
できる。他のユーザは、ソーシャルネットワーキングサイト内で実行されるアプリケーシ
ョン又はミニアプリケーションにより、投稿エントリを知ることができるようになる。
【００５４】
　その後、システム及び方法は、権利管理者サービス（又は、オンラインコンテンツサー
ビスなど）のユーザライブラリに基づいて、又はソーシャルネットワーキングサイトのユ
ーザライブラリに基づいてコンテンツアイテムの推奨を提供することができる（ステップ
８７）。この推奨には、図３に関連して上述したデータソースのいずれを使用してもよい
。システムは、友人のライブラリ、潜在的友人のライブラリ、影響者のライブラリ、外部
サイトに基づいてコンテンツアイテム又は潜在的友人の推奨を、又は友人、潜在的友人、
影響者などからの直接の推奨をさらに提供することができる（ステップ８９）。この場合
も、使用するデータソースは図３に関連して上述したものとすることができる。
【００５５】
　ユーザは、図２の方法と同様の方法で、自身のコンテンツアイテム及び情報のリストに
対する様々なレベルのアクセス、これらに関するコメント、いいね！、及び投稿を許可す
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ることができる（ステップ９１）。例えば、ソーシャルネットワーキングサイトの閲覧者
が、ユーザに関連するコンテンツアイテムに関するエントリを投稿し、推奨し、又はユー
ザのコンテンツライブラリ内に存在させることによって選択することにより、ユーザに利
益がもたらされるようにすることができる（ステップ９３）。このようにして、ユーザは
、コンテンツアイテムを宣伝したことに対して補償を受ける。ユーザアカウントには、図
２に関連して上述したいずれかの方法でクレジットを与えることができる。
【００５６】
　十分な数の潜在的友人が、ファン又は支持者としてユーザを支持すること及び／又はユ
ーザと友人になることを選択した場合、システムは、さらにユーザを「影響者」として指
定することができる（ステップ９５）。このようにして、支持者、ファン及び／又は友人
が所定の閾値人数に達した場合、このユーザは、「嗜好創出者」と見なすのに十分な影響
力があると見なされ、これらのユーザの推奨、及び実施構成によってはライブラリの内容
が、推奨を行う上で特別な重みを有すると見なされるようになる。
【００５７】
　図６に、本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実現するために使用できるコンピ
ュータシステム９０の第１の例示的な構造を示す。コンピュータシステム９０は、プロセ
ッサ８８を含むとともに、ソーシャルネットワーキングモジュールを有する権利管理者サ
ービス及び／又はソーシャルネットワーキングサイトなどの権利管理者サービスのアカウ
ントを設定できるコンピュータ可読命令を記憶したメモリ９２も含む。当業者であれば、
本教示が、オンラインコンテンツサービスのユーザアカウントも含むと理解するであろう
。コンピュータシステム９０は、コンテンツアイテムの選択を受け取り、このコンテンツ
アイテムに関するエントリを公開又は投稿するための、ソーシャルネットワーキングサイ
トで使用できるフィードを実装し、コンテンツアイテムに関連するクリップへの任意のリ
ンクを含め、及び／又はこのような投稿エントリを受け取り、サイトが公開するＡＰＩと
相互作用することによりフィードをソーシャルネットワーキングサイトへ送信できるコン
ピュータ可読命令を記憶したメモリ９４をさらに含む。ソーシャルネットワーキングサイ
ト内で実行されるアプリケーション又はミニアプリケーションと相互作用することにより
、フィードをソーシャルネットワーキングサイトへ送信することもできる。コンピュータ
システム９０は、ソーシャルネットワーキングモジュール又はサイト上に、クリップを含
むエントリに対する「いいね！」又はコメントを含むようにフィードを準備し、及び／又
はこのような「いいね！」又はコメントを受け取ることができるコンピュータ可読命令を
記憶したメモリ９６も含む。コンピュータシステム９０は、様々なレベルのアクセスを許
可することによって投稿へのアクセスを制御できるコンピュータ可読命令を記憶したメモ
リ９８をさらに含む。コンピュータシステム９０はまた、ユーザが投稿したエントリに基
づいて閲覧者が行った購入又はその他の取引時にクレジットを与えるコンピュータ可読命
令を記憶したメモリ９９も含む。
【００５８】
　その他の関連情報及びデータを記録するために他のメモリを使用することもできると理
解できよう。さらに、この特定のメモリの説明は、異なる場所ではあるが共通のメモリ内
にデータを保持する構成も含むと理解すべきである。
【００５９】
　図７に、本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実現するために使用できるコンピ
ュータシステム１０１の第２の例示的な構造を示す。一般に、コンピュータシステム１０
１は、権利管理者サービス、ソーシャルネットワーキングサイト、又はオンラインコンテ
ンツサービスの一部である。
【００６０】
　コンピュータシステム１０１は、コンテンツアイテムのリストなどに適した表示をユー
ザ装置上に作成してフォーマットするための表示モジュール１０３を含む。コンピュータ
システム１０１は、ユーザ装置上のユーザアカウントに関連するユーザに閲覧機能を提供
するためのコンテンツアイテム閲覧及び選択モジュール１０５をさらに含む。コンピュー
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タ装置１０１は、ユーザ装置と通信できるようにするネットワーク通信モジュール１０７
をさらに含む。ネットワーク通信モジュール１０７は、選択されたコンテンツアイテムに
関する情報及び対応するエントリをソーシャルネットワーキングサイトに通信するための
ソーシャルネットワーキングフィード通信モジュール１０９を含むことができる。ソーシ
ャルネットワーキングサイトが公開するＡＰＩに準ずるフィードを実装するためのフィー
ドデータモジュール１１１が、このようなソーシャルネットワーキングフィード通信モジ
ュールの一部を形成する。ネットワーク通信モジュール１０７内のその他のモジュールに
は、外部サイトと通信してここからデータを受け取るための外部サイト通信モジュール１
１３、上記で詳細に説明したようなライブラリ及び選択されたコンテンツアイテムに関す
る情報を受け取るような、関連するオンラインコンテンツサービスと通信するためのオン
ラインコンテンツサービス通信モジュール１１５、及び特に取引の実行に関する電子商取
引機能をコンテンツアイテムの閲覧者に提供し、このような取引の発生時にユーザアカウ
ントにクレジットを与えるための取引モジュール１１７がある。多くの場合、取引モジュ
ール１１７は、それ自身が取引を行うのではなく、取引を適当な電子商取引サイトに「受
け渡す」ものであるが、このサイトは、オンラインコンテンツサービス又は別のＤ２Ｃサ
イトであってもよい。システム１０１が、オンラインコンテンツサービス内のソーシャル
ネットワーキングモジュールのためのものである場合、他のオンラインコンテンツサービ
スと通信するいくつかの実施構成の場合を除き、一般に、別個のオンラインコンテンツサ
ービス通信モジュール１１５は不要であることにも留意されたい。
【００６１】
　コンピュータシステム１０１内の他のモジュールには、コンテンツアイテムに関連する
メタデータを分析して類似点を特定し、ひいては推奨モジュール１２１を通じてユーザに
提供されるコンテンツアイテム及び潜在的友人の推奨を提供するメタデータ分析モジュー
ル１１９がある。メタデータ分析モジュール１１９は、上述したような「嗜好プロフィー
ル」の作成を行うこともできる。他の実施構成では、ユーザ間の興味の類似性に基づいて
仮想クラブを作成する際にメタデータ分析モジュール１１９を使用することもできる。
【００６２】
　本教示を考慮すれば、コンピュータシステム１０１の変形例が明らかになるであろう。
例えば、ソーシャルネットワーキングモジュールが権利管理者サービスから提供される場
合、コンピュータシステム１０１をこのサービスの範囲内で使用してソーシャルネットワ
ーキング機能を提供することができる。この場合、ソーシャルネットワーキングモジュー
ルは、ユーザデータ及び友人データを権利管理者サービスから直接受け取るので、ソーシ
ャルネットワーキングフィード通信モジュール１１９を不要とすることができる。他の変
形例も考えられる。例えば、モジュールを全て単一のシステム上に配置する必要はない。
場合によっては、コンピュータ可読媒体によってウェブアプリケーションにアクセスでき
る場合、ほとんど又は全てのモジュールが非ローカルシステム上に存在することができる
。
【００６３】
　図８に、本明細書で説明する機能の１又はそれ以上を実現するために使用できるコンピ
ュータシステム１００の第３の例示的な構造を示す。一般に、このようなコンピュータシ
ステム１００は、権利管理者サービス、オンラインコンテンツサービス、ソーシャルネッ
トワーキングサイト、説明したモジュールなどを提供するようなコンピュータ命令を記憶
して実行するための１又はそれ以上のプログラマブルプロセッサ及び対応するコンピュー
タシステム構成要素を含む。例えば、図８には、ＰＣ、タブレット又はラップトップコン
ピュータ、モバイル装置など（１２、１２’、３０、４１、４４、９０、又は１０１など
）の、例示的なコンピュータ装置１００の表示を示している。このような装置として、非
一時的コンピュータ可読媒体１０６並びにメモリ９２、９４、９６、９８、及び９９を含
むことができるメモリ１０４、非一時的コンピュータ可読媒体１１２並びに記憶域１６、
１６’又は３２を含むことができる記憶域１０８、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
プレイヤ／レコーダ１１８として別の例示的な形で示す、コンピュータ可読媒体１１６を
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受け入れるための手段１１４、ユーザインターフェイス１２２、入力／出力（Ｉ／Ｏ）イ
ンターフェイス１２４、及びオンラインリソースに接続するためのネットワークインター
フェイス１２６が挙げられる。これらの構成要素は、共通バス１２０により相互接続され
る。或いは、中心部にコントローラを含む星形パターンなどの異なる接続構成を使用して
もよい。
【００６４】
　装置１００及びその構成要素の動作は、コントローラ１０２により制御される。コント
ローラ１０２は、メモリ１０４又は埋め込み型コントローラメモリ（図示せず）から命令
を読み込み、これらの命令を実行してシステムを制御する。コントローラ１０２は、命令
を実行する際に、映画及びその他のコンテンツアイテムに関する相互作用のためのソーシ
ャルアプリケーションを提供するシステムを、一部ソフトウェアシステムとして提供する
ことができる。或いは、このサービスを、装置１００内の別個の構成要素として実現する
こともできる。
【００６５】
　メモリ１０４は、アプリケーションの実行中にこれらを記憶するなどして、装置１００
の他の構成要素が使用するデータを一時的に記憶する。１つの実施構成では、メモリ１０
４がＲＡＭとして実現される。いくつかの実施構成では、メモリ１０４が、フラッシュメ
モリ及び／又はＲＯＭなどの長期メモリ又は固定メモリも含む。
【００６６】
　記憶域１０８は、システムがメニューアプリケーションに使用するデータを記憶するな
どして、装置１００の他の構成要素が使用するデータを一時的に又は長期的に記憶する。
１つの実施構成では、記憶装置１０８がハードディスクドライブである。別の実施構成で
は、記憶装置１０８が固体ドライブであり、又はフラッシュメモリなどを含む。
【００６７】
　媒体装置１１４は、取り外し可能媒体を受け入れてデータを読み取り、及び／又は挿入
された媒体にデータを書き込む。１つの実施構成では、媒体装置１１４が、Ｂｌｕ－ｒａ
ｙ（登録商標）ドライブなどの光ディスクドライブ又はディスクバーナーである。
【００６８】
　ユーザインターフェイス１２２は、装置１００のユーザからのユーザ入力を受け入れ、
このユーザに情報を提示するための構成要素を含む。１つの実施構成では、ユーザインタ
ーフェイス１２２が、キーボード、マウス、音声スピーカ、及びディスプレイを含む。
【００６９】
　Ｉ／Ｏインターフェイス１２４は、プリンタ又はＰＤＡなどの外部記憶装置又は補助装
置のような対応するＩ／Ｏ装置と接続するための１又はそれ以上のＩ／Ｏポートを含む。
１つの実施構成では、Ｉ／Ｏインターフェイス１２４のポートが、ＵＳＢポート、ＰＣＭ
ＣＩＡポート、シリアルポート、及び／又はパラレルポートなどのポートを含む。別の実
施構成では、Ｉ／Ｏインターフェイス１２４が、外部装置と無線通信するためのインター
フェイスを含む。
【００７０】
　ネットワークインターフェイス１２６は、ＲＪ－４５、又はＷｉＦｉインターフェイス
（８０２．１１）、又はイーサネット接続などの有線及び／又は無線ネットワーク接続を
含む。ＷｉＭＡＸ、３Ｇ又は４Ｇ、衛星、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などを含む、
他の数多くの種類のネットワーク接続が可能であると理解されよう。これらの接続のいず
れを使用してオンラインリソースに接続してもよい。
【００７１】
　装置１００は、電源システム、冷却システム、オペレーティングシステムなどの、コン
ピュータ装置に典型的な追加のハードウェア及びソフトウェアを含むが、簡単にするため
にこれらの構成要素は特に図示していない。他の実施構成では、異なるバス又は記憶構成
又はマルチプロセッサ構成などの異なる装置構成を使用することができる。
【００７２】
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　この構成は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、携帯電話機、スマートフォン、インターネット家
電などを含むあらゆる数のコンピュータ装置において実現できると理解すべきである。
【００７３】
　映画、テレビ番組などのコンテンツアイテムに関するソーシャルネットワーキングによ
る相互作用を提供するためのシステム及び方法について説明した。上述した例は、限定で
はなく例示を目的とするものであり、同様にシステムの変形例も考えられる。例えば、テ
レビ又はインターネットビデオ、オーディオ、ゲーム、本、又は衣類又は装置などの対象
物のような様々なタイプのコンテンツを共有することができる。
【００７４】
　上述した実施構成以外にも、主に権利管理者サービス内のソーシャルネットワーキング
モジュールとして、又は権利管理者サービスからの情報を使用してソーシャルネットワー
キングサイトと相互作用するサービスとして、説明した原理によるシステムが、オンライ
ンコンテンツサービスと連動してソーシャルネットワーキング機能を提供する実施構成も
理解されるであろう。エントリに関する閲覧者による賛同を示す「いいね！」の記録を含
めることに関して本システムを説明したが、あらゆるこのような記録に本概念を適用でき
ることが理解されよう。
【００７５】
　従って、本技術は、上述した特定の例に限定されるものではなく、特許請求の範囲を実
現する形態の例として提供したものにすぎない。

【図１】 【図２】
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